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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク(40)と、
　前記ネットワーク(40)を通じて互いに通信する第１ノード(80)と、第２ノード(82)と、
少なくとも１つの第３ノード(84)とを含んでおり、
　前記第１ノード(80)は、前記第１ノード(80)に含まれるイメージング手段(30)を用いて
、前記第１ノード(80)におけるシーンのビデオを取得し、前記第１ノード(80)におけるシ
ーンの前記ビデオを用いて、前記第１ノード(80)の第１ビデオストリーム及び第２ビデオ
ストリームを生成し、前記第１ノード(80)の第２ビデオストリームのフレームレートは、
前記第１ノード(80)の第１ビデオストリームのフレームレートよりも小さく、
　前記第１ノード(80)は、前記第１ノード(80)に含まれるマイクロフォン手段(58)(60)(6
2)を用いて、前記第１ノード(80)におけるシーンのオーディオストリームを生成し、前記
第１ノード(80)の第１ビデオストリーム、第２ビデオストリーム及びオーディオストリー
ムを、ビデオ会議の一部として前記第２ノード(82)及び前記第３ノード(84)に送り、
　前記第２ノード(82)及び前記第３ノード(84)は、前記第１ノード(80)のオーディオスト
リームと、前記第１ノード(80)の第１ビデオストリーム及び第２ビデオストリームの何れ
かとを再生し、
　前記第２ノード(82)及び前記第３ノード(84)は、ディスプレイスクリーン(54)を有して
おり、前記第２ノード(82)又は前記第３ノード(84)が前記第１ノード(80)の第１ビデオス
トリームを表示する場合、前記ディスプレイスクリーン(54)の２０％よりも大きい又はそ
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れに等しい領域に渡って、前記第１ノード(80)の第１ビデオストリームを大きい画像とし
て表示し、前記第２ノード(82)又は前記第３ノード(84)が前記第１ノード(80)の第２ビデ
オストリームを表示する場合、前記ディスプレイスクリーン(54)の２０％よりも小さい領
域に渡って、前記第１ノード(80)の第２ビデオストリームを小さい画像として表示し、
　前記第２ノード(82)は、前記第２ノード(82)に含まれるイメージング手段(30)を用いて
、前記第２ノード(80)におけるシーンのビデオを取得し、前記第２ノード(80)におけるシ
ーンの前記ビデオを用いて、前記第２ノード(80)の第１ビデオストリームを生成し、前記
ビデオ会議の一部として前記第２ノード(80)の第１ビデオストリームを前記第１ノード(8
0)及び前記第３ノード(84)に送る電気通信システム(10)。
【請求項２】
　前記第２ノード(82)は、前記第２ノード(82)におけるシーンの前記ビデオを用いて、前
記第２ノード(82)の第２ビデオストリームを生成し、前記第２ノード(82)の第２ビデオス
トリームのフレームレートは、前記第２ノード(82)の第１ビデオストリームのフレームレ
ートよりも小さく、
　前記第２ノード(82)は、前記第２ノード(80)に含まれるマイクロフォン手段(58)(60)(6
2)を用いて、前記第２ノード(80)におけるシーンのオーディオストリームを生成し、前記
第２ノード(84)の第１ビデオストリーム、第２ビデオストリーム及びオーディオストリー
ムを前記第１ノード(80)及び前記第３ノード(84)に送り、
前記第１ノード(80)及び前記第３ノード(84)は、前記第２ノード(84)のオーディオストリ
ームと、前記第２ノード(84)の第１ビデオストリーム及び第２ビデオストリームの何れか
とを再生する、請求項１に記載のシステム(10)。
【請求項３】
　前記第１ノード(80)の前記第１ビデオストリームのフレームレートは、１秒間に２５フ
レームよりも大きく又はそれと等しく、前記第１ノード(80)の第２ビデオストリームのフ
レームレートは、１秒間に２５フレームよりも小さい、請求項１又は２に記載のシステム
(10)。
【請求項４】
　前記ネットワーク(40)を通じて、前記第１ノード、第２及び第３ノード(80)(82)(84)と
通信する第４ノードを具えており、
　前記第４ノードは、第１、第２及び第３ノード(80)(82)(84)にテレビジョンチャンネル
のテレビジョンビデオストリームを送り、
　前記第１、第２及び第３ノード(80)(82)(84)の各々は、第１ビデオストリームの横に受
信したテレビジョンストリームを表示できる、請求項１乃至３の何れかに記載のシステム
(10)。
【請求項５】
　前記第３ノード(84)は、ディスプレイコントローラ(52)を具えており、
　前記ディスプレイコントローラ(52)は、前記第３ノード(84)のディスプレイスクリーン
(54)上に現れる画像を制御し、各ノードから送られた各第１ビデオストリームを、前記第
３ノード(84)のディスプレイスクリーン(54)上に互いに並べて再生する、請求項２に記載
のシステム(10)。
【請求項６】
　前記ネットワーク(40)は、イーサネット又はＡＴＭネットワーク(40)である、請求項１
乃至５の何れかに記載のシステム(10)。
【請求項７】
　会議ブリッジ又はＭＣＵを用いることなく、ビデオ会議コール用として、前記ネットワ
ーク(40)上にて、前記第１及び第２ノード(80)(82)の第１及び第２ビデオストリームと、
それらのオーディオストリームとを送る手段を具えている、請求項１乃至６の何れかに記
載のシステム(10)。
【請求項８】
　前記ビデオ会議コール用として、各ノードは、ＡＴＭのポイントツーマルチポイントス
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トリームを用いる、請求項７に記載のシステム(10)。
【請求項９】
　前記第３ノード(84)は、前記第１又は第２ノード(80)(82)から送られる第１又は第２ビ
デオストリームのどれが表示されるかを予め定める、請求項２に記載のシステム(10)。
【請求項１０】
　前記第１若しくは第２ノード(80)(82)の夫々のシーンにおけるユーザが話している場合
、又は、前記第１若しくは第２ノード(80)(82)の第１ビデオストリームを表示するように
前記第３ノード(84)が予め定められている場合、前記第３ノード(84)は、前記第１又は第
２ノード(80)(82)から送られる第１ビデオストリームの表示を選択する、請求項９に記載
のシステム(10)。
【請求項１１】
　前記第１及び第２ノード(80)(82)の第１ビデオストリームは、前記ネットワーク(40)で
送られる際にＭＰＥＧ-２フォーマットにされている、請求項１乃至１０の何れかに記載
のシステム(10)。
【請求項１２】
　前記第１及び第２ノード(80)(82)は、連続的なＰを用いて、前記第１及び第２ノード(8
0)(82)の第１ビデオストリームをＭＰＥＧ-２フォーマットにする、請求項１１に記載の
システム(10)。
【請求項１３】
　前記第１及び第２ノード(80)(82)は、各々の第１ビデオストリームをクリップする、請
求項１乃至１２の何れかに記載のシステム(10)。
【請求項１４】
　前記第１及び第２ノード(80)(82)は、各々の第１ビデオストリームを、各々のシーンに
おけるユーザがいない場所について、その第１ビデオストリームの部分を削除して、クリ
ップする、請求項１３に記載のシステム(10)。
【請求項１５】
　前記第１及び第２ノード(80)(82)は、各々のオーディオストリームを、各々のシーンに
て閾値を超えたノイズがある場合にのみ送る、請求項１４に記載のシステム(10)。
【請求項１６】
　前記第１ノード(80)は、自動プレゼンスセンサ(76)を具えており、
　前記自動プレゼンスセンサ(76)は、ユーザが前記第１ノード(80)のシーンに存在するか
否かを判断して、ユーザが前記第１ノード(80)に存在するか否かを示すプレゼンスインジ
ケータ(79)を生成し、
　前記第１ノード(80)は、前記プレゼンスインジケータ(79)を前記第２及び第３ノード(8
2)(84)に送る手段を具えている、請求項１乃至１５の何れかに記載のシステム(10)。
【請求項１７】
　前記第１ノード(80)は、前記第１ノード(80)のシーンの全てのユーザに、前記プレゼン
スインジケータ(79)が所定の時間内に作成されようとしている旨を警告する警告信号を生
成する、請求項１６に記載のシステム(10)。
【請求項１８】
　前記第１ノード(80)は、前記第１ノード(80)のイメージング手段(30)と通信して、フレ
ームバッファリングを行うことなく、前記第１ノード(80)の第１ビデオストリームを圧縮
して、所望のフォーマットにエンコードするエンコーダ(36)を具える、請求項１乃至１７
の何れかに記載のシステム(10)。
【請求項１９】
　前記第１ノード(80)は、前記エンコーダ(36)と通信するフィールドプログラマブルゲー
トアレイ(38)を含んでおり、
　前記フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)は、前記第１ノード(80)の第１ビデオ
ストリームをパケット化し、前記第１ノード(80)のイメージング手段(30)から前記第１ノ
ード(80)の第１ビデオストリームを受け取り、前記第１ノード(80)の第１ノード(80)の第
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２ビデオストリームを生成し、それをパケット化する、請求項１８に記載のシステム(10)
。
【請求項２０】
　前記第１ノード(80)は、前記フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)及び前記ネッ
トワーク(40)と通信するネットワークインターフェイス(42)を含んでおり、
　前記ネットワークインターフェイス(42)は、前記第１ノード(80)の第１ビデオストリー
ムを前記ネットワーク(40)に転送し、前記第２ノード(82)から第１ビデオストリームを受
信し、それを前記フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)に送る、請求項１９に記載
のシステム(10)。
【請求項２１】
　前記第１ノード(80)は、スピーカ手段(64)を具えており、
　前記スピーカ手段(64)は、前記ネットワークインターフェイス(42)と通信して、前記第
２ノード(82)から送られるオーディオストリームを再生する、請求項２０に記載のシステ
ム(10)。
【請求項２２】
　前記第１ノード(80)は、ＤＳＰ(62)を含んでおり、
　前記ＤＳＰ(62)は、前記第１ノード(80)のオーディオストリームをパケット化して、前
記フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)に前記第１ノード(80)のオーディオストリ
ームを供給し、
　前記フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)は、前記第１ノード(80)のオーディオ
ストリームを前記ネットワークインターフェイス(42)に転送し、
　前記ネットワークインターフェイス(42)は、前記第１ノード(80)のオーディオストリー
ムを前記ネットワーク(40)に転送し、
　前記ＤＳＰ(62)は、前記フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)から、前記第２ノ
ード(82)のオーディオストリームを受け取る、請求項２１に記載のシステム(10)。
【請求項２３】
　前記第１ノード(80)は、オーディオインターフェイス(60)を含んでおり、
　前記オーディオインターフェイス(60)は、前記第１ノード(80)のマイクロフォン手段(5
8)(60)(62)から前記第１ノード(80)のオーディオストリームを受け取って、それをデジタ
ル化して前記ＤＳＰ(62)に供給し、前記ＤＳＰ(62)から受け取った前記第２ノード(82)か
ら送られたオーディオストリームを、前記スピーカ手段(64)が再生するアナログ形式に変
換する、請求項２２に記載のシステム(10)。
【請求項２４】
　前記ネットワークインターフェイス(42)は、前記第１ノード(80)のオーディオストリー
ム及びビデオストリームのパケットが前記ネットワーク(40)に送られる前に、それらにタ
イムスタンプを付し、前記第１ノード(80)が受け取る前記第２ノード(82)のオーディオス
トリーム及びビデオストリームのパケットを、タイムスタンプを用いて整列し、前記第２
ノード(82)のオーディオストリーム及びビデオストリームのパケットが前記第１ノード(8
0)で再生されると、前記第２ノード(82)のシーンの画像に関する音声が再生される、請求
項２０乃至２３の何れかに記載のシステム(10)。
【請求項２５】
　前記第１ノード(80)は、前記第２ノード(82)から送られる第１ビデオストリームを受け
取って格納する受信メモリと、前記ネットワークインターフェイス(42)、前記エンコーダ
(36)、前記フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)及び前記ＤＳＰ(62)に接続されて
、それらを制御するメインコントローラ(50)とを具えており、
　前記メインコントローラ(50)は、前記ネットワークインターフェイス(42)に指示して、
前記第２ノード(82)の第１ビデオストリームを選択して、それを前記受信メモリに送り、
前記受信メモリに格納された前記第２ノード(82)の第１ビデオストリームをデコード及び
伸張して、それを前記第１ノード(80)のディスプレイコントローラ(52)に送る、請求項２
２又は２３に記載のシステム(10)。
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【請求項２６】
　前記第１ノード(80)は、前記第１ノード(80)のディスプレイコントローラ(52)に接続さ
れたＬＣＤコントローラ(72)を含んでおり、
　記第１ノード(80)のディスプレイスクリーン(54)は、前記ＬＣＤコントローラ(72)に接
続されたパネルディスプレイを含んでおり、
　前記ＬＣＤコントローラ(72)は、前記第１ノード(80)のディスプレイコントローラ(52)
から前記第２ノード(82)の第１ビデオストリームを受け取り、前記第２ノード(82)の第１
ビデオストリームを前記パネルディスプレイに表示する準備をする、請求項２５に記載の
システム(10)。
【請求項２７】
　前記第１ノード(80)は、機能に関するボタンが見えるタッチスクリーン(74)と、タッチ
スクリーンコントローラとを具えており、
　前記タッチスクリーンコントローラは、前記タッチスクリーン(74)及び前記メインコン
トローラ(50)に接続されており、ユーザが前記タッチスクリーン(74)上でタッチしたボタ
ンに関する情報を、前記メインコントローラ(50)に転送する、請求項２５又は２６に記載
のシステム(10)。
【請求項２８】
　前記第１ノード(80)は、デコーダ(34)を含んでおり、
　前記デコーダ(34)は、前記第１ノード(80)のイメージング手段(30)から送られる前記第
１ノード(80)の第１ビデオストリームをデジタル形式に変換して、それを前記エンコーダ
(36)及び前記フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)に供給し、
　前記デコーダ(34)は、前記フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)及び前記エンコ
ーダ(36)に接続されており、
　さらに、前記デコーダ(34)は、テレビジョンビデオストリームと、その他のアナログ形
式のビデオストリームを受け取って、それらをデジタル形式に変換する、請求項１９乃至
２７の何れかに記載のシステム(10)。
【請求項２９】
　前記第１ノード(80)のイメージング手段は、前記デコーダ(34)と通信するアナログビデ
オカメラ(32)、前記エンコーダ(36)及び前記フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)
と通信するデジタルビデオカメラ(47)、又は、前記フィールドプログラマブルゲートアレ
イ(38)と通信するファイヤラインカメラ(48)であって、前記フィールドプログラマブルゲ
ートアレイ(38)は、前記ファイヤラインカメラ(48)から受け取ったビデオストリームをエ
ンコード(36)するファイヤラインカメラ(48)を具えている、請求項２８に記載のシステム
(10)。
【請求項３０】
　前記ＤＳＰ(62)は、前記第１ノード(80)のオーディオストリームのステレオエコーキャ
ンセルを行い、
　前記エンコーダ(36)は、前記第１ノード(80)の第１ビデオストリームに少なくとも７２
０×６４０ピクセルの解像度を与え、
　前記第１ノード(80)のマイクロホン手段(58)(60)(62)及び前記スピーカ手段(64)は、全
二重である、請求項２２又は２３に記載のシステム(10)。
【請求項３１】
　前記ＤＳＰ(62)は、前記スピーカ手段(64)で生成されるノイズについて前記第１ノード
(80)のマイクロホン手段(58)(60)(62)をモニタし、前記スピーカ手段(64)を調整して所望
のノイズレベルを維持する、請求項２２又は２３に記載のシステム(10)。
【請求項３２】
　前記メインコントローラ(50)は、ユーザによるコマンドを認識して、前記ビデオ会議の
別のユーザに自動的にコールし、そのコマンドを用いて、その他のユーザに、彼らがビデ
オ会議を求められている旨をアナウンスする、請求項２５乃至２７の何れかに記載のシス
テム(10)。
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【請求項３３】
　前記第１ノード(80)がビデオコールを受け入れられない場合、前記第１ノード(80)にビ
デオメールがもたらされる、請求項１乃至３２の何れかに記載のシステム(10)。
【請求項３４】
　前記ネットワーク(40)及び前記第１ノード(80)と通信するサーバ(66)を具えており、
　前記サーバ(66)は、前記第１ノード(80)がビデオコールを受信出来ない場合に、前記第
１ノード(80)へのビデオコールを受信し、前記第１ノード(80)が受信出来ないビデオコー
ルに関するビデオメッセージを格納し、前記第１ノード(80)で見られることを待っている
ビデオコールがある旨のビデオコール待ちメッセージを前記第１ノード(80)に送る、請求
項１乃至３３の何れかに記載のシステム(10)。
【請求項３５】
　前記第１ノード(80)は、前記第１ノード(80)のディスプレイコントローラ(52)に接続さ
れた複数のディスプレイパネルを有しており、
　個々のノードから送られる第１ビデオストリームの画像は、複数のディスプレイパネル
が１つのディスプレイパネルであるかのように、並べて前記複数のディスプレイパネル上
に表示される、請求項２５乃至２７の何れかに記載のシステム(10)。
【請求項３６】
　前記第１ノード(80)は、前記第２イメージング手段を具えており、
　前記第２イメージング手段は、前記第１ノード(80)のシーンのビューが前記第１ノード
(80)のイメージング手段(30)と異なっている前記第１ノード(80)の第１ビデオストリーム
を生成する、請求項１乃至３５の何れかに記載のシステム(10)。
【請求項３７】
　前記メインコントローラ(50)は、前記フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)から
送られた前記第１ノード(80)の第２ビデオストリームを、前記第１ノード(80)のディスプ
レイコントローラ(52)に送り、
　前記第１ノード(80)の第２ビデオストリームが前記第１ノード(80)のディスプレイパネ
ル上に表示されて、前記第１ノード(80)のユーザは、前記第１ノード(80)のディスプレイ
パネル上にて前記第１ノード(80)のシーンを見る、請求項２５乃至２７の何れかに記載の
システム(10)。
【請求項３８】
　前記第１ノード(80)の第１ビデオストリームのビットレートは、１秒当たり１.５Ｍｂ
ｉｔｓより大きい又はそれと等しく、前記第１ノード(80)の第２ビデオストリームのビッ
トレートは、１秒当たり１.５Ｍｂｉｔｓよりも小さい、請求項１乃至３７の何れかに記
載のシステム(10)。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、総じて通信分野に関しており、具体的には、ビデオ及びオーディオ通信に係
る装置及び方法に関する。
【０００２】
　この出願は、本願と同時に出願された米国意匠特許出願第２９/１５８,２４７号「Vide
ophone」と、本願と同時に出願された米国特許出願第１０/１１５,３２３号「Method and
 Apparatus for Displaying Images in Combination With Taking Images」とに関係して
いる。これら出願は、マルコーニ コミュニュケーションズ インコーポレイテッドに譲渡
されるものであり、引用をもって本明細書の一部となる。
【０００３】
　本発明は、ビデオフォンに関する。より詳細に述べると、本発明は、ビデオフォンに関
しており、該ビデオフォンは、高解像度、高フレームレート、全二重(full-duplex)、低
遅延、ビデオ、オーディオ、ステレオエコーキャンセル、セルフサービングマルチパーテ
ィ会議サービス(self serving multiparty conferencing services)、プレゼンスサービ
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ス(presence services)、共有サーフェスサービス(shared surface services)及びＴＶ配
信に関わる要素を有する。
【背景技術】
【０００４】
　地理的に離れて分散したチームは、本質的にあらゆる大企業(マルコーニ、フォード、
ボーイング、ＩＢＭ)にて現実のものとなっており、どの企業も、多くの新規な事業(star
t-up)を確保している。出張は、高費用、低効率で望ましくない(ロマンスが失われる)。
リソース(人間)は、高費用で、制限があり、移動させるのが難しい。
【０００５】
　地理的に離れて分散したチームのメンバーが利用する通信システムをアップグレードし
て、彼らが一緒にいたら得られるであろう通信の程度にさらに近づけることで、このよう
なチームのメンバー間の通信を大きく改善する必要がある。音声通信に関して今日知られ
ているように、電話は、日常生活が自然に延長したものであり、チームのメンバー、又は
互いに通信するユーザーの要求を満たしている。アップグレードされた通信システムは、
電話のように、ユーザーにとって信頼できる自然なものであり、基本的には電話であって
、しかしながら、ユーザにとって極めて自然に、少なくともビデオの特徴が加わっている
必要がある。このような通信システムの遅延を含むオーディオ及びビデオの質は、ユーザ
を自然に通信させるのに充分でなければならない。スクリーン、スピーカ、マイクロホン
、及びユーザ間に生じ得る数千マイルの距離は、姿を消すべきである。
【０００６】
　通信環境は、誰が会議に参加しているか、他のユーザが何をしているかについて、及び
彼らが何時如何にして話しているかについて、「直ちに知る(just know)」能力を各ユー
ザに与える必要がある。機構について考えるオーバーヘッドが無い状態で、ユーザは、「
井戸端(water cooler)」の即興の議論や、遠隔のランチさえも可能であるべきである。
【０００７】
　全ての動作及び機能は、トレーニングの必要が無く、明らかであるべきである。ターゲ
ットのユーザには、電話のパワーユーザと電話の使用が最小限度の人とに加えて、コンピ
ュータのエキスパート及び初心者が含まれている。存在しない「異常因子」は極めて低く
あるべきである。名前、電話番号、スケジュール、場所、遠隔時間(remote time)、現在
の状態、コール履歴等の情報は、容易に利用できるべきである。電話番号を瞬時に得て、
それらにリンクしてダイヤルすることによって、この通信システムは、このような情報の
リアルタイムな発信源とされるべきである。それは、エクスチェンジやＰＤＡ等の、現存
するコンタクト情報ソースへのインターフェイスであるべきであって、ユーザの制御性を
妥協させることなく、ユーザの動作を適切に最少化すべきである。
【０００８】
　電話によるコールで人工衛星中継を利用する者は誰でも充分に理解しているように、短
い待ち時間は、自然な通信を可能とするキーファクタである。今日まで、ビデオ通信の待
ち時間によって、大きな技術的問題がもたらされてきた。ビデオエンコード、典型的なネ
ットワーク遅延、及びビデオデコードの遅延全部によって、受け入れ難い結果が生じてし
まう。ＲＴＰ方式は、低遅延に加えて、満足できる低ジッタレートをもたらさなかった。
その結果、現在のビデオ会議技術は、真に効果的な通信に必要なトランスペアレンシー(t
ransparency)を与えていない。デスクトップ用に画面上にて作り出されたマルチユーザ会
議において、満足できるプレゼンテーションはなかった。現存する電話会議システムの弱
点は、参加者数が増加するにつれて、通信の実効性が低下することである。２人を超える
人物が会議に参加すると、システムの制御、管理、インターフェイス、及びパフォーマン
スは低下する傾向があり、メディアのトランスペアレンシーは失われる。
【０００９】
　本発明は、最も一般的な形態である卓上電話機に置き換わる大量製造物を目的としてお
り、該製造物は、強化された一連の機能を有し、上述した問題に解決策を与えるものであ
る。本発明は、現在の通信環境にリアルタイムビジョン及びその他の補助を与えて、その
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結果、本当の意味でのテレプレゼンス(telepresence)を与えるものである。言い換えると
、現在のツールで得られるよりも、直接的で会議により近い状態で、１又は２以上の人間
を遠隔地間で交信させる能力である。本発明により、以下の事項がもたらされる。
【００１０】
≡　それは、地理的に離れて分散した組織内にて、通信の効率及び効果の両方を劇的に改
善する能力をもたらす。
≡　通信にビジュアルな特質を含めることで、効率は改善する。我々は、最大７０％まで
通信コンテンツをビジュアルにし、音声のみの通信は行わない。
≡　イベントの駆動(アドホック)を直接的に容易にする能力によって、計画通信よりも効
率は改善する。このかつてのカテゴリーは、全ローカル通信のおよそ７０％を示しており
、我々はそれを遠隔通信に拡張できる。
≡　最も一般的なビデオ会議は、専用の部屋で行われ、先だって予約が必要であるが、現
在の電話機のような、卓上で継続的に利用されるこのツールをユーザが有することで、こ
のようなビデオ会議と比較して、効率が改善される。
≡　「プレゼンス」情報の分布を通じて、効率が改善し、通信の試みのより多くが成功裡
に完了することは確実にされる。
≡　通信が別々に行われて、ユーザが同時に用いるコンピューティングプラットホームが
もたらされることで、効率は改善する。
≡　問題を解決する討議グループを作り出す時間を低減し、決定時間を顕著に早めて、出
張の必要性を大きく低減することで、効率は改善する。
≡　出張の低減は、有意義な時間を増やすだけでなく、飛行機やホテルの費用についてコ
ストを大きく低減する。
≡　最も関係する人々が、単に目前にいるだけではなく、議論に含まれることを保証する
ことによって、効果は促進する。
≡　また、高品質のビジョンがシンプルなフォンコンタクトに追加される場合、個人の間
の関係が改善されて、効果は促進する。
≡　それは、組織内の誰でも直ちに「使える」ために、特別な場所で利用できる技能を与
えて、このような技能をさらに有意義に使用させる。
≡　それは、特に、会社の上級管理者から会社全体への職員間通信の管理を大幅に改善す
る手段であって、団結心及び参加精神を引き起こす。
≡　全く新しい如何なるツールと同様に、組織の利益のために、賢い人々は、我々が現段
階では推測すらできない、それを有効に生かす方法を発明するだろう。
【００１１】
　本発明は、ユーザが親しんでいる電話システムの拡張である。即ち、通信プラットホー
ムであって、ＰＣアプリケーションではない。瞬時のアクセス、信頼性、及び簡単で直感
的な機能は、それに付属する鍵となる性質である。
【００１２】
　現在存在するビデオコラボレーション製品の幾つかは、以下の通りである。
【００１３】
　マイクロソフト ネットミーティング。それを使用しようと試みる誰もがその限界を知
る。耐え難いほど遅い。そのビデオは、利用不可能に近い。オーディオは、低質である。
ユーザインターフェイスは、基本的なコールを除いて全て理解し難い。
【００１４】
　ポリコム ＶｉａＶｉｄｅｏTM。ＶｉａＶｉｄｅｏTM は、Ｈ.３２３機器であり、モニ
タ上部のハウジング内にカメラと、ある種のオーディオ処理とを含んでおり、ＰＣとＵＳ
Ｂ接続をする。その製品は、最大で３８４ＫまでのレートのＨ.２６１品質のビデオを生
成し、該ビデオは、ＰＣスクリーンにウインドウで出力されて、ユーザインターフェイス
用に、ＩＲ遠隔制御はスクリーンエミュレーションされる。ビデオは満足できるが、カメ
ラは比較的貧弱である。オーディオ品質は満足でき、エコーキャンセルは使用可能である
。しかし、全体的な印象は、効果的な通信に必要なトランスペアレンシーに達していない
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。そのビデオが行うことは、ビデオ品質のレベルを６００＄程度の新たなプライスポイン
トで提供することである。プレゼンス、電話の組込み、及びＣＴＩはない。ＰＣスクリー
ンのウインドウサイズは、他に行えることを制限する。
【００１５】
　Ｗｅｂｅｘは、ウェブべースの会議を行う製品であり、本質的にサービスとして提供さ
れる。現在の製品は、インターネット(大文字Ｉ)ベースであるので、それに伴う主要な問
題は帯域幅である。現在の実施形態は、サーバーベースであり、このことによって、それ
にできることが制限される。Ｗｅｂｅｘは、ネットミーティングよりもさらに素朴な共有
サーフェスオプションを有しており、オーディオは低品質であり、ビデオ、ＣＴＩ、プレ
センス等は有していない。
【００１６】
　Ｔｅｒａｇｌｏｂａｌは、アップルプラットホームをベースにしており、ビデオフォン
としては存在せずに、通信を機能の１つとする統合的なアプリケーションプラットホーム
をベースとしている。その技術は、このプラットホームと、基礎を成しており、それが実
現される「デジタルＤＮＡ」モトローラパワーＰＣプロセッサとに密接に関係している。
その統合的な製品は、独自仕様であって、他の如何なる要素とも共通性がない。彼らは、
必要な統合化を行うために、彼ら自身のｅ－メール、カレンダ及びスケジュールプログラ
ムを構築するより仕方がなかった。(それらは、帯域幅を１.５Ｍｂｉｔｓ/ｓｅｃに制限
していることを考えると)それは、品質を有している。その調査ツールの会議制御機能及
びこれと似た機能は、それを大きな会議ドメインに置く。グループコラボレーションは、
このような機能を必要とせず、参加者の数が極めて少ない場合と比較して、多くの参加者
がユーザの知識を低下させることに対応する必要もない。例えば、通常の会議のプレゼン
テーションでは、セミオートマチックで「伝達される(handed-off)」話し手の大きな映像
が１つあり、他の参加者のサムネイルは、数秒毎に更新される。
【００１７】
　本発明は、幾つかの端末(装置)と、それら装置内に設けられない特徴を与える１組のサ
ーバと、現存する設備と、外部のＰＳＴＮサービスとに製品を接続する一組のゲートウェ
イとで構成されている、本発明で与えられる基本的な機能は、以下の通りである。
≡　「オンネット(on-net)」の全てのコールでビデオが利用でき、オーディオとビデオの
品質が非常に高いテレフォニーサービス。
≡　オーディオ及びビデオに関しており、臨機応変であり又は予め計画されており、完全
にセルフサービスであって、テレフォニーサービスに完全に組み込まれたマルチパーティ
ー会議サービス。
≡　コラボレーションの利用可能性を決定する種々のツールを伴うプレゼンスサービス。
≡　共有サーフェスサービス－－電子ホワイトボード、アプリケーションの共有、ドキュ
メントの共有、関係するＰＣ上でリンクされたアプリケーションによるプレゼンテーショ
ンの配信。
≡　ブロードキャストなビデオＴＶ配信のような、価値のあるその他の付加的なサービス
。
【００１８】
　本発明は、劇的な新しい機能を電話に与えるものであり、コンピュータに電話が行うこ
とをさせるものではない。このことによって、得意とする事柄について、コンピュータの
完全な同時使用が可能となり、一方で、通信について、フレキシブルであるが特定用途向
けの機器が得られる。ユーザインターフェイスと、物理的デザインとが、この用途につい
て調整されて、ＰＣではなく、現在の電話のように、瞬時にオンできて、信頼性が高い通
信デバイスを提供する。また、このアプローチによって、デバイスの動作環境が管理され
て、ＰＣのハードウエア及びソフトウエアの構成問題に関したサポートの問題が排除され
る。
【発明の開示】
【００１９】
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　本発明は、ビデオフォンに関する。ビデオフォンは、シーンのビデオ画像を得るイメー
ジング手段を具えている。ビデオフォンは、シーンの第１ビデオストリームと、シーンの
第２ビデオストリームとをビデオ画像から生成して、第１ビデオストリーム及び第２ビデ
オストリームをネットワーク上に同時に送る生成手段とを具える。生成手段は、イメージ
ング手段と通信する。生成手段は、シーンの複数のビデオストリームを生成できるのが好
ましく、ビデオストリームの各々は異なっているのが好ましい。
【００２０】
　本発明は、ビデオコールをする方法に関する。その方法は、シーンのビデオ画像を得る
工程を具える。シーンの第１ビデオストリームと、シーンの第２ビデオストリームとをビ
デオ画像から生成する工程がある。第１ビデオストリームと第２ビデオストリームをネッ
トワーク上に同時に送る工程がある。
【００２１】
　本発明は、ビデオフォンに関する。ビデオフォンは、シーンが異なる複数のビデオスト
リームをネットワークから受信する受信手段を具える。ビデオフォンは、複数のビデオス
トリームの異なるシーンを並べて表示する表示手段を具えている。受信手段は、表示手段
と通信する。
【００２２】
　本発明は、ビデオフォンに関する。ビデオフォンは、シーンが異なる複数のビデオスト
リームをネットワークから受信する受信手段を具える。ビデオフォンは、複数のビデオス
トリームの異なるシーンを、様々な大きさの所定の領域に同時に表示する表示手段を具え
る。表示手段は、受信手段と通信する。
【００２３】
　本発明は、ビデオコールの方法に関する。その方法は、シーンが異なる複数のビデオス
トリームを、ネットワークから受信する工程を具えている。複数のビデオストリームの異
なるシーンを、様々な大きさの所定の領域に同時に表示する工程がある。
【００２４】
　本発明は、ビデオフォンに関する。ビデオフォンは、テレビジョンチャンネルのビデオ
ストリームを少なくとも１つ含んでおり、シーンが異なる複数のビデオストリームを、ネ
ットワークから受信する受信手段を具える。ビデオフォンは、テレビジョンチャンネルの
隣に、複数のビデオストリームのシーンの少なくとも１つを表示する表示手段を具えてい
る。表示手段は、受信手段と通信する。
【００２５】
　本発明は、ビデオコールの方法に関する。その方法は、テレビジョンチャンネルのビデ
オストリームを少なくとも１つ含んでおり、シーンが異なる複数のビデオストリームをネ
ットワークから受信する工程を具える。テレビジョンチャンネルの隣に、複数のビデオス
トリームのシーンの少なくとも１つを表示する工程がある。
【００２６】
　本発明は、ビデオフォンに関する。ビデオフォンは、シーンのビデオ画像を得るイメー
ジング手段を具えている。ビデオフォンは、ビデオ画像から、シーンのビデオストリーム
を、好ましくはシーンの複数のビデオストリームを生成して、会議ブリッジ又はＭＣＵを
用いることなく、複数の送り先に向けて、シーンの１又は複数のビデオストリームをネッ
トワーク上に同時に送信する生成手段を具えている。生成手段は、イメージング手段と通
信する。
【００２７】
　本発明は、ビデオコールの方法に関する。その方法は、シーンのビデオ画像を得る工程
を含む。シーンのビデオストリームをビデオ画像から生成する工程がある。会議ブリッジ
又はＭＣＵを用いることなく、複数の送り先に向けて、シーンのビデオストリームをネッ
トワーク上に同時に送信する工程がある。
【００２８】
　本発明は、ビデオフォンに関する。ビデオフォンは、シーンのビデオ画像を得るイメー
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ジング手段を具えている。ビデオフォンは、連続的なＰを用いて、シーンのビデオストリ
ームをビデオ画像から生成して、ネットワークにビデオストリームを送る生成手段を具え
ており、生成手段は、イメージング手段と通信する。
【００２９】
　本発明は、ビデオコールの方法に関する。その方法は、シーンのビデオ画像を得る工程
を具えている。連続的なＰを用いて、シーンのビデオストリームをビデオ画像から生成し
、ネットワークにビデオストリームを送る工程がある。
【００３０】
　本発明は、ビデオフォンに関する。ビデオフォンは、シーンのビデオ画像を得るイメー
ジング手段を具えている。ビデオフォンは、シーンのビデオストリームをビデオ画像から
生成して、ビデオフォンのユーザがない場合にシーンの領域をクリップして、ネットワー
クにビデオストリームを送る生成手段を具えている。生成手段は、イメージング手段と通
信する。
【００３１】
　本発明は、ビデオコールの方法に関する。その方法は、シーンのビデオ画像を得る工程
を具えている。シーンのビデオストリームをビデオ画像から生成する工程がある。ビデオ
フォンのユーザがない場合にシーンの領域をクリップする工程がある。ネットワークにビ
デオストリームを送る工程がある。
【００３２】
　本発明は、ビデオフォンに関する。ビデオフォンは、シーンのビデオ画像を得るイメー
ジング手段を具えている。ビデオフォンは、ビデオ画像からシーンのビデオストリームを
生成し、シーンのオーディオストリームを生成し、ネットワークにビデオストリームを送
り、シーンにて所定の閾値を超えたノイズがある場合にのみ、ネットワークにオーディオ
ストリームを送る生成手段を具えている。生成手段は、イメージング手段と通信する。
【００３３】
　本発明は、ビデオコールの方法に関する。その方法は、シーンのビデオ画像を得る工程
を具えている。シーンのビデオストリームをビデオ画像から生成し、シーンのオーディオ
ストリームを生成する工程がある。ネットワークにビデオストリームを送り、シーンにて
所定の閾値を超えたノイズがある場合にのみ、ネットワークにオーディオストリームを送
る工程がある。
【００３４】
　本発明は、ビデオフォンに関する。ビデオフォンは、シーンのビデオ画像を得るイメー
ジング手段を具えている。ビデオフォンは、シーンのビデオストリームをビデオ画像から
生成し、パケット化の目的を除いて、ビデオストリームのフレームバッファリング無しで
、ビデオストリームをネットワークに送る生成手段を具えている。生成手段は、イメージ
ング手段と通信する。
【００３５】
　本発明は、ビデオコールの方法に関する。その方法は、シーンのビデオ画像を得る工程
を具えている。ビデオフォンは、シーンのビデオストリームをビデオ画像から生成し、パ
ケット化の目的を除いて、ビデオストリームのフレームバッファリング無しで、ビデオス
トリームをネットワークに送る工程がある。
【００３６】
　本発明は、ネットワーク用のプレゼンスセンサ(presence sensor)に関する。プレゼン
スセンサは、人物がシーンに存在するか否かを示すプレゼンスインジケータを生成する生
成手段を具えている。プレゼンスセンサは、プレゼンスインジケータをネットワークに送
信する送信手段を具えている。送信手段は、生成手段と通信する。センサは、所定の時間
内にプレゼンスインジケータが生成されようとしている旨を、シーンの人物に警告する手
段を具えるのが好ましい。
【００３７】
　本発明は、ネットワークで人の存在を検知する方法に関する。その方法は、人物がシー
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ンに存在するか否かを示すプレゼンスインジケータを生成する工程を具える。プレゼンス
インジケータをネットワークに送信する工程がある。所定の時間内にプレゼンスインジケ
ータが生成されようとしている旨を、シーンの人物に警告する工程があるのが好ましい。
【００３８】
　本発明は、ビデオコールをするためのタッチスクリーン用のページに関する。ぺージは
、パーソナルコンタクトのリストと、それらに関連する、ビデオフォン、フォン(ＳＩＰ
が好ましい)、電話番号、又はアクセスする通常のフォンのアドレス(ＳＩＰが好ましい)
とを具える。ページは、各コンタクトに関するボタンを具えており、タッチされるとその
ボタンに関するコンタクトにコールを申し込む。ページは、各コンタクトに関係しており
、そのコンタクトが関係する(ビデオ)フォンにあるか否かを示すプレゼンスインジケータ
を含むのが好ましい。
【００３９】
　本発明は、ビデオコールをする方法に関する。その方法はコンタクトに関するタッチス
クリーンのページ上のボタンをタッチする工程を具える。ボタンに関係するアドレスで、
コンタクトにビデオコールを申し込む工程がある。各コンタクトに関係しており、そのコ
ンタクトが、関係する(ビデオ)フォンにて存在し、利用できるか否かを示すプレゼンスイ
ンジケータを表示する工程があるのが好ましい。
【００４０】
　本発明は、人物又はコンタクトと通信する方法に関する。その方法は、人物のアドレス
又は電話番号をコールする工程を具える。ビデオフォンで指示された場合、ビデオメッセ
ージをビデオフォンに残す工程がある。
【００４１】
　本発明は、ビデオフォンに関する。ビデオフォンは、ビデオコールをかける人に指示し
てビデオメッセージを残す手段を具える。ビデオフォンは、見られることが望まれるまで
、ビデオメッセージを保存する手段を具える。
【００４２】
　本発明は、ビデオフォンに関する。ビデオフォンは、解像度が少なくとも６４０×４８
０であるシーンのビデオストリームを、好ましくは、少なくとも６４０×４８０ピクセル
であり、遅延が１００ｍｓ未満であり、フレームレートが１秒間に少なくとも２５フレー
ムであるシーンのビデオストリームを生成する手段を具えている。ビデオフォンは、全二
重であって、ステレオエコーキャンセルが施されるシーンのオーディオストリームを生成
する手段を具えている。
【００４３】
　本発明は、人物と通信する方法に関する。その方法は、解像度が少なくとも６４０×４
８０のシーンのビデオストリームを、好ましくは、少なくとも７２０×４８０ピクセルで
あり、遅延が１００ｍｓ未満であり、フレームレートが、１秒間に少なくとも２５フレー
ムであるシーンのビデオストリームを生成する工程を具えている。全二重であって、ステ
レオエコーキャンセルが施されるシーンのオーディオストリームを生成する工程がある。
人物のビデオフォンに、ビデオストリーム及びオーディオストリームを送信する工程があ
る。
【００４４】
　本発明は、ビデオフォンに関する。ビデオフォンは、ネットワークから受信したビデオ
ストリームを表示するディスプレイスクリーンを具えている。ビデオフォンは、シーンか
ら音を受け取るマイクロホン手段を具えている。ビデオフォンは、ネットワークから受信
したオーディオストリームをシーンに再生するスピーカ手段を具えている。ビデオフォン
は、スピーカ手段で生成されるシーンへのノイズをモニタして、スピーカ手段で生成され
るノイズを所望のレベルに維持するようにスピーカ手段を調節するモニタ手段を具えてい
る。モニタ手段は、スピーカ手段及びマイクロホン手段と通信する。
【００４５】
　本発明は、ビデオフォンを動作させる方法に関する。その方法は、ディスプレイスクリ
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ーンに、ネットワークから受信したビデオストリームを表示する工程を具える。マイクロ
ホン手段でシーンから音を受け取る工程がある。ネットワークから受信したオーディオス
トリームを、スピーカ手段でシーンに再生する工程がある。スピーカ手段で生成されるシ
ーンへのノイズをモニタして、スピーカ手段で生成されるノイズを所望のレベルに維持す
るようにスピーカ手段を調節する工程がある。
【００４６】
　本発明は、ビデオフォンに関する。ビデオフォンは、送り先にビデオコールをするため
の音声コマンドを認識する手段を具える。ビデオフォンは、ビデオコールをして、その音
声コマンドを用いて、そのビデオコールを送り先にアナウンスする手段を具えている。
【００４７】
　本発明は、ビデオコールをする方法に関する。その方法は、ビデオフォンを用いて、送
り先にビデオコールをするための音声コマンドを認識する工程を具える。ビデオフォンを
用いてビデオコールをして、その音声コマンドを用いて、そのビデオコールを送り先にア
ナウンスする工程がある。
【００４８】
　本発明は、ビデオフォンに関する。ビデオフォンは、別個に設けられた複数のディスプ
レイスクリーンを具えている。ビデオフォンは、複数のスクリーンが連続的な１つのスク
リーンであるかのように、複数のスクリーン上に、ネットワークから受信した複数のビデ
オストリームの異なるシーンを同時に表示する表示手段を具えている。表示手段は、複数
のディスプレイスクリーンと通信する。
【００４９】
　本発明は、ビデオコールを得る方法に関する。その方法は、シーンが異なる複数のビデ
オストリームを受信する工程を具える。複数のスクリーンが連続的な１つのスクリーンで
あるかのように、互いに接続された複数のディスプレイスクリーン上に、複数のビデオス
トリームの異なるシーンを同時に表示する工程がある。
【００５０】
　本発明は、ビデオフォンに関する。ビデオフォンは、シーンのビデオ画像を得る第１イ
メージング手段を具えている。ビデオフォンは、第１イメージング手段とは異なるシーン
のビデオ画像を得る第２イメージング手段を具えている。ビデオフォンは、第１イメージ
ング手段又は第２イメージング手段で得られたビデオ画像のどちらか一方から、シーンの
少なくとも１つのビデオストリームを、好ましくは複数のストリームを生成して、ネット
ワーク上に１又は２以上のビデオストリームを送信する生成手段を具えている。生成手段
は、第１イメージング手段又は第２イメージング手段と通信する。
【００５１】
　本発明は、ビデオコールの方法に関する。その方法は、第１イメージング手段でシーン
のビデオ画像を得る工程を具える。第２イメージング手段でシーンのビデオ画像を得る工
程がある。第１イメージング手段又は第２イメージング手段で得られたビデオ画像のどち
らか一方から、シーンのビデオストリームを生成して、ネットワーク上にビデオストリー
ムを送信する工程がある。
【００５２】
　本発明は、会議を開催する装置に関する。その装置は、ネットワークから、異なる場所
から送られるノイズに関連するＮつのオーディオストリームを受信する。ここで、Ｎは、
２より大きい、又は２と等しい整数である。装置は、ＮつのオーディオストリームからＭ
つのオーディオストリームを選択する手段を具えている。ここで、Ｍは、Ｎより小さい、
又はＮと等しい整数である。その装置は、Ｍつのオーディオストリームをミキシングして
再生する手段を具えている。
【００５３】
　本発明は、会議を開催するシステムに関する。システムは、ネットワークを具える。シ
ステムは、ネットワークを通じて互いに接続されたＮつのノードを具えている。ここで、
Ｎは、３よりも大きく、又は３と等しい整数である。各ノードは、そのノードでノイズが
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閾値を超えた場合、オーディオストリームをネットワークに送信する。各ノードは、Ｎつ
のノードから送られるＭつのオーディオストリームを再生する。ここで、Ｍは、Ｎよりも
小さい整数である。各ノードは、所定の時間にそのノードで再生されるＭつのオーディオ
ストリームのノイズレベルに基づいて、その時間のそれぞれの閾値を決定する。閾値は動
的であり、独立に決定されて、Ｎつのノード間に分布する。各ノードは、他の任意のノー
ドが再生しているＭつのオーディオストリームを必ずしも再生しない。
【００５４】
　本発明は、会議を開催する方法に関する。その方法は、異なる場所から送られるノイズ
に関係するＮつのオーディオストリームを、ネットワークから受信する工程を具えている
。ここで、Ｎは、３より大きい、又は３に等しい整数である。Ｎつのオーディオストリー
ムからＭつのオーディオストリームを選択する工程がある。ここで、Ｍは、Ｎより小さく
、又はＮに等しい整数である。Ｍつのオーディオストリームをミキシングして再生する工
程がある。
【００５５】
　本発明は、会議を開催する装置に関する。その装置は、所定の時間にてオーディオスト
リームに閾値を超えるノイズがある場合、ネットワークにオーディオストリームを送る手
段を具えている。装置は、所定の時間にネットワークから受信する複数のオーディオスト
リームのノイズの関数として、閾値を動的に決定する手段を具える。
【００５６】
　本発明は、会議を開催する方法に関する。その方法は、ネットワークから受信する複数
のオーディオストリームのノイズの関数として閾値を動的に決定し、オーディオストリー
ムをネットワークに送る工程を具えている。オーディオストリームに閾値を超えたノイズ
がある場合、ネットワークにオーディオストリームを送信する工程がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５７】
　図を参照すると、幾つかの図を通じて類似又は同じ部分には、同様な符号が用いられて
いる。特に、図１、図８及び図１０には、ビデオフォン(15)が示されている。ビデオフォ
ン(15)は、シーンのビデオ画像を得るイメージング手段(30)を具えている。ビデオフォン
(15)は、シーンの第１ビデオストリーム及び第２ビデオストリームをビデオ画像から生成
し、第１ビデオストリーム及び第２ビデオストリームを同時にネットワーク(40)に送信す
る生成手段を具えている。その生成手段は、イメージング手段(30)と通信する。生成手段
は、シーンの複数のビデオストリームを生成できるのが好ましく、各ビデオストリームは
異なっているのが好ましい。生成手段は、イメージング手段(30)と通信するエンコーダ(3
6)及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(38)と、フィールドゲートアレイ(38)と通
信するネットワークインターフェイス(42)とを含んでいるのが好ましい。
【００５８】
　本発明は、ビデオコールをする方法に関する。その方法は、シーンのビデオ画像を得る
工程を具えている。シーンの第１ビデオストリームと、シーンの第２ビデオストリームと
をビデオ画像から生成する工程がある。第１ビデオストリーム及び第２ビデオストリーム
を、ネットワーク(40)に同時に送信する工程がある。
【００５９】
　本発明は、ビデオフォン(15)に関する。ビデオフォン(15)は、シーンが異なる複数のビ
デオストリームを、ネットワーク(40)から受信する受信手段を具える。ビデオフォン(15)
は、複数のビデオストリームの異なるシーンを並べて表示する表示手段を具える。受信手
段は表示手段と通信する。受信手段は、ネットワークインターフェイス(42)を含んでおり
、表示手段は、ネットワークインターフェイス(42)と通信するディスプレイコントローラ
(52)と、ディスプレイコントローラ(52)と通信するディスプレイスクリーン(54)とを含ん
でいるのが好ましい。
【００６０】
　本発明は、ビデオフォン(15)に関する。ビデオフォン(15)は、シーンが異なる複数のビ
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デオストリームをネットワーク(40)から受信する受信手段を具える。ビデオフォン(15)は
、複数のビデオストリームの異なるシーンを、様々な大きさの所定の領域に同時に表示す
る表示手段を具える。表示手段は、受信手段と通信する。受信手段は、ネットワークイン
ターフェイス(42)を含み、表示手段は、ネットワークインターフェイス(42)と通信するデ
ィスプレイコントローラ(52)と、ディスプレイコントローラ(52)と通信するディスプレイ
スクリーン(54)とを含んでいるのが好ましい。
【００６１】
　本発明は、ビデオコールの方法に関する。その方法は、シーンが異なる複数のビデオス
トリームをネットワーク(40)から受信する工程を具える。複数のビデオストリームの異な
るシーンを、様々な大きさの所定の領域に同時に表示する工程がある。
【００６２】
　本発明は、ビデオフォン(15)に関する。ビデオフォン(15)は、テレビジョンチャンネル
のビデオストリームを少なくとも１つ含んでおり、シーンが異なる複数のビデオストリー
ムを、ネットワーク(40)から受信する受信手段を具える。ビデオフォン(15)は、テレビジ
ョンチャンネルの隣に、複数のビデオストリームのシーンの少なくとも１つを表示する表
示手段を具えている。表示手段は受信手段と通信する。受信手段は、ネットワークインタ
ーフェイス(42)及びデコーダ(34)を含むのが好ましい。表示手段は、ネットワークインタ
ーフェイス(42)及びデコーダ(34)と通信するディスプレイコントローラ(52)と、ディスプ
レイコントローラ(52)と通信するディスプレイスクリーン(54)とを具えるのが好ましい。
【００６３】
　本発明は、ビデオコールの方法に関する。その方法は、テレビジョンチャンネルのビデ
オストリームを少なくとも１つ含んでおり、シーンが異なる複数のビデオストリームを、
ネットワーク(40)から受信する工程を具える。テレビジョンチャンネルの隣に、複数のビ
デオストリームのシーンの少なくとも１つを表示する工程がある。
【００６４】
　本発明は、ビデオフォン(15)に関する。ビデオフォン(15)は、シーンのビデオ画像を得
るイメージング手段(30)を具えている。ビデオフォン(15)は、ビデオ画像から、シーンの
ビデオストリームを、好ましくはシーンの複数のビデオストリームを生成して、会議ブリ
ッジ又はＭＣＵを用いることなく、複数の送り先に向けて、シーンの１又は複数のビデオ
ストリームをネットワーク(40)上に同時に送信する生成手段を具えている。生成手段は、
イメージング手段(30)と通信する。生成手段は、イメージング手段(30)と通信するエンコ
ーダ(36)及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(38)と、フィールドプログラマブル
ゲートアレイ(38)と通信するネットワークインターフェイス(42)とを具えているのが好ま
しい。
【００６５】
　本発明は、ビデオコールの方法に関する。その方法は、シーンのビデオ画像を得る工程
を具えている。シーンのビデオストリームをビデオ画像から生成する工程がある。会議ブ
リッジ又はＭＣＵを用いることなく、複数の送り先に向けて、ネットワーク(40)上に、シ
ーンのビデオストリームを同時に送信する工程がある。
【００６６】
  本発明は、ビデオフォン(15)に関する。ビデオフォン(15)は、シーンのビデオ画像を得
るイメージング手段(30)を具えている。ビデオフォン(15)は、連続的なＰを用いて、シー
ンのビデオストリームをビデオ画像から生成し、ネットワーク(40)にビデオストリームを
送る生成手段を具えており、生成手段は、イメージング手段(30)と通信する。生成手段は
、イメージング手段(30)と通信するエンコーダ(36)及びフィールドプログラマブルゲート
アレイ(38)と、フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)と通信するネットワークイン
ターフェイス(42)とを具えているのが好ましい。
【００６７】
　本発明は、ビデオコールの方法に関する。その方法は、シーンのビデオ画像を得る工程
を具えている。連続的なＰを用いて、シーンのビデオストリームをビデオ画像から生成し
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、ネットワーク(40)にビデオストリームを送る工程がある。
【００６８】
　本発明は、ビデオフォン(15)に関する。ビデオフォン(15)は、シーンのビデオ画像を得
るイメージング手段(30)を具えている。ビデオフォン(15)は、シーンのビデオストリーム
をビデオ画像から生成して、ビデオフォン(15)のユーザがないシーンの領域をクリップし
て、ネットワーク(40)にビデオストリームを送る生成手段を具えている。生成手段は、イ
メージング手段(30)と通信する。生成手段は、メインコントローラ(50)と、イメージング
手段(30)及びメインコントローラ(50)と通信するエンコーダ(36)及びフィールドプログラ
マブルゲートアレイ(38)と、フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)と通信するネッ
トワークインターフェイス(42)とを具えているのが好ましい。
【００６９】
　本発明は、ビデオコールの方法に関する。その方法は、シーンのビデオ画像を得る工程
を具えている。シーンのビデオストリームをビデオ画像から生成する工程がある。ビデオ
フォン(15)のユーザがないシーンの領域をクリップする工程がある。ネットワーク(40)に
ビデオストリームを送る工程がある。
【００７０】
　本発明は、ビデオフォン(15)に関する。ビデオフォン(15)は、シーンのビデオ画像を得
るイメージング手段(30)を具えている。ビデオフォン(15)は、シーンのビデオストリーム
をビデオ画像から生成し、シーンのオーディオストリームを生成し、ネットワーク(40)に
ビデオストリームを送って、シーンにて所定の閾値を超えたノイズがある場合にのみ、ネ
ットワーク(40)にオーディオストリームを送る生成手段を具えている。生成手段は、イメ
ージング手段(30)と通信する。生成手段は、メインコントローラ(50)と、イメージング手
段(30)及びメインコントローラ(50)と通信するエンコーダ(36)及びフィールドプログラマ
ブルゲートアレイ(38)と、フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)及びメインコント
ローラ(50)と通信するＤＳＰ(62)と、フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)と通信
するネットワークインターフェイス(42)とを具えているのが好ましい。
【００７１】
　本発明は、ビデオコールの方法に関する。その方法は、シーンのビデオ画像を得る工程
を具えている。ビデオ画像からシーンのビデオストリームを生成し、シーンのオーディオ
ストリームを生成する工程がある。ネットワーク(40)にビデオストリームを送り、シーン
にて所定の閾値を超えたノイズがある場合にのみ、ネットワーク(40)にオーディオストリ
ームを送る工程がある。
【００７２】
　本発明は、ビデオフォンに関する。ビデオフォンは、シーンのビデオ画像を得るイメー
ジング手段を具えている。ビデオフォンは、シーンのビデオストリームをビデオ画像から
生成し、パケット化の目的を除いて、ビデオストリームのフレームバッファリング無しで
、ビデオストリームをネットワークに送る生成手段を具えている。生成手段は、イメージ
ング手段と通信する。
【００７３】
　本発明は、ビデオコールの方法に関する。その方法は、シーンのビデオ画像を得る工程
を具えている。ビデオフォンは、シーンのビデオストリームをビデオ画像から生成し、パ
ケット化の目的を除いて、ビデオストリームのフレームバッファリング無しで、ビデオス
トリームをネットワーク(40)に送る工程がある。
【００７４】
　本発明は、図１２に示す、ネットワーク(40)用のプレゼンスセンサ(76)に関する。プレ
ゼンスセンサ(76)は、人物がシーンに存在するか否かを示すプレゼンスインジケータを生
成する生成手段を具えている。プレゼンスセンサ(76)は、プレゼンスインジケータをネッ
トワーク(40)に送信する送信手段を具えている。送信手段は生成手段と通信する。センサ
(76)は、所定の時間内にプレゼンスインジケータが生成されようとしている旨を、シーン
の人物に警告する手段を具えるのが好ましい。インジケータ生成手段は、イメージング手



(17) JP 4372558 B2 2009.11.25

10

20

30

40

50

段(30)を含んでおり、送信手段は、イメージング手段(30)と通信するフィールドプログラ
マブルゲートアレイ(38)と、フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)と通信するネッ
トワークインターフェイス(42)とを具えている。
【００７５】
　本発明は、ネットワーク(40)で人を検知する方法に関する。その方法は、人物がシーン
に存在するか否かを示すプレゼンスインジケータを生成する工程を具える。プレゼンスイ
ンジケータをネットワーク(40)に送信する工程がある。所定の時間内にプレゼンスインジ
ケータが生成されようとしている旨を、シーンの人物に警告する工程があるのが好ましい
。
【００７６】
　本発明は、図１３に示すように、ビデオコールをするためのタッチスクリーン用のペー
ジ(78)に関する。ぺージ(78)は、ビデオフォンの電話番号のリスト(77)を具える。ページ
は、各電話番号に関したデジグネータ(designator)を具えており、タッチされるとそのデ
ジグネータに関する電話番号にビデオコールを申し込む。ページ(78)は、各電話番号に関
するプレゼンスインジケータ(79)を含んでおり、プレゼンスインジケータ(79)は、その電
話番号に関するビデオフォン(15)に、人物がいるか否かを示すのが好ましい。プレゼンス
インジケータ(79)は、各ビデオフォン(15)のシーンの画像とすることができる。
【００７７】
　本発明は、ビデオコールをする方法に関する。その方法は、ビデオフォン(15)の電話番
号に関するタッチスクリーンのページ上のボタンをタッチする工程を具える。ボタンに関
連した電話番号で、ビデオフォン(15)にビデオコールを申し込む工程がある。ビデオフォ
ン(15)の各電話番号に関係するプレゼンスインジケータであって、その電話番号に関する
ビデオフォン(15)に人物がいる否かを示すプレゼンスインジケータを表示する工程がある
のが好ましい。
【００７８】
　本発明は、人物と通信する方法に関する。その方法は、人物のビデオフォン(15)の電話
番号にコールする工程を具える。ビデオフォン(15)で指示された場合、ビデオメッセージ
をビデオフォン(15)に残す工程がある。
【００７９】
　本発明は、ビデオフォン(15)に関する。ビデオフォン(15)は、ビデオコールをかける人
に指示してビデオメッセージを残す指示手段を具える。ビデオフォン(15)は、見られるこ
とを希望されるまで、ビデオメッセージを保存する保存手段を具える。指示手段は、ビデ
オフォンと通信するサーバ(66)を含んでいるのが好ましく、保存手段は、サーバ(66)と通
信するビデオメッセージメモリを含むのが好ましい。
【００８０】
　本発明は、ビデオフォン(15)に関する。ビデオフォン(15)は、解像度が少なくとも６４
０×４８０であるシーンのビデオストリームを、好ましくは少なくとも６４０×４８０ピ
クセルであり、遅延が１００ｍｓ未満であり、フレームレートが１秒間に少なくとも２５
フレームである、シーンのビデオストリームを生成する生成手段を具えている。ビデオフ
ォン(15)は、全二重であって、ステレオエコーキャンセルが施されるシーンのオーディオ
ストリームを生成する手段を具えている。 ビデオストリーム生成手段は、イメージング
手段(30)と、該イメージング手段(30)と通信するエンコーダ(36)及びフィールドプログラ
マブルゲートアレイ(38)と、フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)と通信するネッ
トワークインターフェイス(42)とを具えているのが好ましい。オーディオストリーム生成
手段は、マイクロホン手段と、マイクロホン手段と通信するオーディオインターフェイス
と、オーディオインターフェイス及びネットワークインターフェイス(42)と通信するＤＳ
Ｐ(62)とを具えているのが好ましい。
【００８１】
　本発明は、人物と通信する方法に関する。その方法は、解像度が少なくとも６４０×４
８０のシーンのビデオストリームを、好ましくは少なくとも７２０×４８０ピクセルであ
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り、遅延が１００ｍｓ未満であり、フレームレートが１秒間に少なくとも２５フレームで
ある、シーンのビデオストリームを生成する工程を具えている。全二重であって、ステレ
オエコーキャンセルが施されるシーンのオーディオストリームを生成する工程がある。人
物のビデオフォン(15)に、ビデオストリーム及びオーディオストリームを送信する工程が
ある。
【００８２】
　本発明は、ビデオフォン(15)に関する。ビデオフォン(15)は、ネットワーク(40)から受
信したビデオストリームを表示するディスプレイスクリーン(54)を具えている。ビデオフ
ォン(15)は、シーンから音を受け取るマイクロホン手段を具えている。ビデオフォン(15)
は、ネットワーク(40)から受信したオーディオストリームをシーンにて再生するスピーカ
手段を具えている。ビデオフォン(15)は、スピーカ手段で生成されるシーンへのノイズを
モニタして、スピーカ手段で生成されるノイズを所望のレベルに維持するようにスピーカ
手段を調節するモニタ手段とを具えている。モニタ手段は、スピーカ手段及びマイクロホ
ン手段と通信する。マイクロホン手段は、マイクロホンアレイを含むのが好ましい。スピ
ーカ手段は、複数のスピーカを含むのが好ましい。モニタ手段は、ＤＳＰ(62)と、該ＤＳ
Ｐ(62)と通信するメインコントローラ(50)とを含むのが好ましい。
【００８３】
　本発明は、ビデオフォン(15)を動作させる方法に関する。その方法は、ディスプレイス
クリーン(54)に、ネットワーク(40)から受信したビデオストリームを表示する工程を具え
る。マイクロホン手段でシーンから音を受け取る工程がある。ネットワーク(40)から受信
したオーディオストリームを、スピーカ手段でシーンに再生する工程がある。スピーカ手
段で生成されるシーンへのノイズをモニタして、スピーカ手段で生成されるノイズを所望
のレベルに維持するようにスピーカ手段を調節する工程がある。
【００８４】
　本発明は、ビデオフォン(15)に関する。ビデオフォン(15)は、送り先にビデオコールを
するための音声コマンドを認識する認識手段を具える。ビデオフォン(15)は、ビデオコー
ルをして、その音声コマンドを用いて、そのビデオコールを送り先にアナウンスする手段
を具えている。認識手段は、マイクロホン手段と、該マイクロホン手段と通信するＤＳＰ
(62)と、ＤＳＰ(62)と通信するメインコントローラ(50)とを具えているのが好ましい。コ
ールをする手段は、メインコントローラ(50)及びＤＳＰ(62)と、該メインコントローラ(5
0)及びＤＳＰ(62)と通信するフィールドプログラマブルゲートアレイ(38)と、フィールド
プログラマブルゲートアレイ(38)と通信するネットワークインターフェイス(42)とを具え
ているのが好ましい。
【００８５】
　本発明は、ビデオコールをする方法に関する。その方法は、ビデオフォン(15)を用いて
送り先にビデオコールをするための音声コマンドを認識する工程を具える。ビデオフォン
(15)を用いてビデオコールをして、その音声コマンドを用いて、そのビデオコールを送り
先にアナウンスする工程がある。
【００８６】
　本発明は、ビデオフォン(15)に関する。ビデオフォン(15)は、別個に設けられた複数の
ディスプレイスクリーン(54)を具えている。ビデオフォン(15)は、複数のスクリーンが連
続的な１つのスクリーンであるかのように、ネットワーク(40)から受信した複数のビデオ
ストリームの異なるシーンを、複数のスクリーン上に同時に表示する表示手段を具えてい
る。表示手段は、複数のディスプレイスクリーン(54)と通信する。表示手段は、メインコ
ントローラ(50)と、該メインコントローラ(50)及び別個の複数のディスプレイスクリーン
(54)と通信するディスプレイコントローラ(52)と、該ディスプレイコントローラ(52)と通
信するネットワークインターフェイス(42)とを具えているのが好ましい。
【００８７】
　本発明は、ビデオコールを得る方法に関する。その方法は、シーンが異なる複数のビデ
オストリームを受信する工程を具える。複数のスクリーンが連続的な１つのスクリーンで
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あるかのように、互いに接続された複数のディスプレイスクリーン(54)上に、複数のビデ
オストリームの異なるシーンを同時に表示する工程がある。
【００８８】
　本発明は、ビデオフォン(15)に関する。ビデオフォン(15)は、シーンのビデオ画像を得
る第１イメージング手段(30)を具えている。ビデオフォン(15)は、第１イメージング手段
(30)とは異なるシーンのビデオ画像を得る第２イメージング手段(30)を具えている。ビデ
オフォン(15)は、第１イメージング手段(30)又は第２イメージング手段(30)で得られたビ
デオ画像のどちらか一方から、シーンのビデオストリームを生成して、ネットワーク(40)
上に１又は２以上のビデオストリームを送信する生成手段とを具えている。生成手段は、
第１イメージング手段(30)又は第２イメージング手段(30)と通信する。生成手段は、メイ
ンコントローラ(50)と、第１イメージング手段(30)、第２イメージング手段(30)及びメイ
ンコントローラ(50)と通信するエンコーダ(36)及びフィールドプログラマブルゲートアレ
イ(38)と、該フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)と通信するネットワークインタ
ーフェイス(42)とを具えるのが好ましい。
【００８９】
　本発明は、ビデオコールの方法に関する。その方法は、第１イメージング手段(30)でシ
ーンのビデオ画像を得る工程を具える。第２イメージング手段(30)でシーンのビデオ画像
を得る工程がある。第１イメージング手段(30)又は第２イメージング手段(30)で得られた
ビデオ画像のどちらか一方から、シーンのビデオストリームを生成して、ネットワーク(4
0)上にビデオストリームを送信する工程がある。
【００９０】
　本発明は、図１４に示すように、会議を開催する装置(80)に関する。その装置は、ネッ
トワーク(40)から、異なる場所から送られるノイズに関するＮつのオーディオストリーム
を受信する受信手段を具えている。ここで、Ｎは、３より大きい、又は３と等しい整数で
ある。装置は、ＮつのオーディオストリームからＭつのオーディオストリームを選択する
選択手段を具えている。ここで、Ｍは、Ｎより小さい、又はＮと等しい整数である。その
装置は、Ｍつのオーディオストリームをミキシングして再生する手段を具えている。
【００９１】
　受信手段は、異なる場所から送られる画像に関するＰ個のビデオストリームを受信する
のが好ましい。ここで、Ｐは３より大きい又は３と等しい整数である。選択手段は、Ｐ個
のビデオストリームから、Ｓ個のビデオストリームを選択するのが好ましく、Ｓ個のビデ
オストリームを再生する手段があるのが好ましい。ここで、Ｓは、Ｐより小さい整数であ
る。装置は、ローカルなオーディオストリームが閾値を超えた場合に、そのローカルなオ
ーディオストリームをネットワーク(40)に送る送信手段を具えているのが好ましい。閾値
は動的であって、選択手段で選択されたＭつのオーディオストリームのノイズレベルに基
づいて、閾値を決定する決定手段があるのが好ましい。決定手段は、その閾値を、Ｍつの
オーディオストリームに関するＭつの異なる場所で受信される閾値に基づいて決定するの
が好ましい。送信手段は、ネットワークインターフェイス(42)と、該ネットワークインタ
ーフェイス(42)と通信するフィールドプログラマブルゲートアレイ(38)と、該フィールド
プログラマブルゲートアレイ(38)と通信するＤＳＰ(62)とを具えているのが好ましい。決
定手段は、ＤＳＰ(62)を含んでいるのが好ましい。受信手段は、ネットワークインターフ
ェイス(42)と、該ネットワークインターフェイス(42)と通信するフィールドプログラマブ
ルゲートアレイ(38)と、該フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)と通信するＤＳＰ
(62)とを具えているのが好ましい。選択手段及びミキシング手段は、ＤＳＰ(62)を含むの
が好ましい。
【００９２】
　本発明は、会議を開催するシステムに関する。システムは、ネットワーク(40)を具えて
いる。システムは、ネットワーク(40)を通じて互いに接続されたＮつのノードを具えてい
る。ここで、Ｎは、３よりも大きく、又は３と等しい整数である。各ノードは、そのノー
ドでノイズが閾値を超えた場合、オーディオストリームをネットワーク(40)に送信する。
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各ノードは、Ｎつのノードから送られるＭつのオーディオストリームを再生する。ここで
、Ｍは、Ｎよりも小さい整数である。各ノードは、所定の時間にそのノードで再生される
Ｍつのオーディオストリームのノイズレベルに基づいて、その時間の各々の閾値を決定す
る。閾値は動的であり、独立に決定されて、Ｎつのノード間に分布している。各ノードは
、他の任意のノードが再生しているＭつのオーディオストリームを必ずしも再生しない。
【００９３】
　本発明は、会議を開催する方法に関する。その方法は、異なる場所から送られるノイズ
に関係するＮつのオーディオストリームを、ネットワーク(40)から受信する工程を具えて
いる。ここで、Ｎは、３より大きい、又は３に等しい整数である。Ｎつのオーディオスト
リームからＭつのオーディオストリームを選択する工程がある。ここで、Ｍは、Ｎより小
さく、又はＮに等しい整数である。Ｍつのオーディオストリームをミキシングして再生す
る工程がある。
【００９４】
　本発明は、会議を開催する装置に関する。その装置は、所定の時間にてオーディオスト
リームに閾値を超えるノイズがある場合、ネットワーク(40)にオーディオストリームを送
信する送信手段を具えている。装置は、所定の時間にネットワーク(40)から受信する複数
のオーディオストリームのノイズの関数として、閾値を動的に決定する決定手段を具える
。送信手段は、ネットワークインターフェイス(42)と、該ネットワークインターフェイス
(42)と通信するフィールドプログラマブルゲートアレイ(38)と、該フィールドプログラマ
ブルゲートアレイ(38)と通信するＤＳＰ(62)とを具えているのが好ましい。決定手段は、
ＤＳＰ(62)を具えているのが好ましい。
【００９５】
　本発明は、会議を開催する方法に関する。その方法は、ネットワーク(40)から受信する
複数のオーディオストリームのノイズの関数として、閾値を動的に決定し、オーディオス
トリームをネットワーク(40)に送る工程を具えている。オーディオストリームに閾値を超
えたノイズがある場合、ネットワーク(40)にオーディオストリームを送信する工程がある
。
【００９６】
　本発明は、電気通信システム(10)に関する。システム(10)は、ネットワーク(40)を含む
。システム(10)は、ネットワーク(40)を通じて互いに通信する第１ノード(80)と、第２ノ
ード(82)と、少なくとも第３ノード(84)とを具える。第１ノード(80)は、該第１ノード(8
0)でのシーンの第１ビデオストリームと、該第１ノード(80)でのシーンの第２ビデオスト
リームと、該第１ノード(80)でのシーンのオーディオストリームとを、第２及び第３ノー
ド(84)に送る。第２及び第３ノード(84)は、オーディオストリームと、第１ビデオストリ
ーム又は第２ビデオストリームの何れか一方とを再生する。
【００９７】
　第１ビデオストリームのフレームレートは、１秒当たり２５フレームよりも大きく、第
２ビデオストリームのフレームレートは、１秒当たり２５フレームよりも小さいのが好ま
しい。第１ビデオストリームのビットレートは、１秒当たり１.５Ｍｂｉｔｓよりも大き
く又はそれに等しく、第２ビデオストリームのフレームレートは、１秒当たり１.５Ｍｂ
ｉｔｓよりも小さいのが好ましい。第２及び第３ノード(84)は、ディスプレイスクリーン
を有しているのが好ましく、第２又は第３ノード(84)が第１ビデオストリームを表示する
場合、それらは、スクリーンの２０％より大きい又はそれに等しい領域に渡る大きな画像
として、第１ビデオストリームを表示し、第２及び第３ノード(84)が第２ビデオストリー
ムを表示する場合、それらは、スクリーンの２０％より小さい領域に渡る小さな画像とし
て、第２ビデオストリームを表示する。システム(10)は、ネットワーク(40)を通じて、第
１、第２及び第３ノード(84)と通信する第４ノードを含むのが好ましく、該第４ノードは
、第１、第２及び第３ノード(84)に、デレビジョンチャンネルのテレビジョンビデオスト
リームを送信する。第１、第２及び第３ノード(84)は、第１ビデオストリームと並べてデ
レビジョンビデオストリームをスクリーンに表示できる。
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【００９８】
　第２ノード(82)は、該第２ノード(82)のシーンの第１ビデオストリームと、該第２ノー
ド(82)のシーンの第２ビデオストリームと、シーンのオーディオストリームとを、第３ノ
ード(84)に送る。第３ノード(84)は、ディスプレイコントローラ(52)を有しており、該デ
ィスプレイコントローラ(52)は、スクリーンに表れる画像を制御して、各ノードから送ら
れる第１ビデオストリームの各々を、第３ノード(84)のスクリーンに並べて再生する。ネ
ットワーク(40)は、イーサネット又はＡＴＭネットワーク(40)であるのが好ましい。第１
及び第２ノード(82)の第１ビデオストリーム、第２ビデオストリーム及びオーディオスト
リームは、会議ブリッジやＭＣＵを用いることなく、ビデオ会議コール用にネットワーク
(40)に送られるのが好ましい。各ノードは、ビデオ会議コール用に、ＡＴＭポイントツー
マルチポイントストリームを用いるのが好ましい。
【００９９】
　第３ノード(84)は、第１又は第２ノード(82)から送られる第１又は第２ビデオストリー
ムのどれを表示するかを予め決定するのが好ましい。第１又は第２ノード(82)における各
々のシーンでユーザが話している場合、又は、第３ノード(84)が第１又は第２ノード(82)
から送られるビデオストリームを表示することを予め決定していた場合、第３ノード(84)
は、第１又は第２ノード(82)から送られるビデオストリームを表示することを選択する。
第１及び第２ノード(82)から送られる第１ビデオストリームは、ネットワーク(40)で送ら
れる場合に、ＭＰＥＧ－２フォーマットのような所望のフォーマットであるのが好ましい
。第１及び第２ノード(82)は、連続的なＰを用いて、第１及び第２ノード(82)の第１ビデ
オストリームを、ＭＰＥＧ－２フォーマットにするのが好ましい。第１及び第２ノード(8
2)は、第１及び第２ノード(82)のシーンの第１ビデオストリームを夫々クリップするのが
好ましい。
【０１００】
　第１及び第２ノード(82)は、各々のシーンにて、ユーザがいない場所に関する部分をビ
デオストリームから除去して、各々シーンの第１ビデオストリームをクリップするのが好
ましい。第１及び第２ノード(82)のシーンにてノイズが閾値を超える場合にのみ、第１及
び第２ノード(82)は、第１及び第２ノード(82)のシーンのオーディオストリームを夫々送
るのが好ましい。第１ノード(80)は、自動的なプレゼンスセンサを有しており、該センサ
は、第１ノード(80)のシーンにユーザがいるか否かを判断して、ユーザが第１ノード(80)
にいるか否かを示すプレゼンスインジケータを生成するのが好ましい。第１ノード(80)は
、第２及び第３ノード(84)にプレゼンスインジケータを送るのが好ましい。第１ノード(8
0)は、警告信号を生成して、第１ノード(80)のシーンのあらゆるユーザに、プレゼンスイ
ンジケータが所定の時間内に形成されようとしていることを警告するのが好ましい。
【０１０１】
　第１ノード(80)は、第１シーンのビデオ画像を得て、ビデオストリームを生成するイメ
ージング手段を含むのが好ましい。システム(10)は、イメージング手段と通信するエンコ
ーダ(36)を含んでおり、該エンコーダ(36)は、フレームバッファリングを行うことなく、
第１ビデオストリームをＭＰＥＧ－２フォーマットに圧縮及びエンコードするのが好まし
い。第１ノード(80)は、エンコーダ(36)と通信するフィールドプログラマブルゲートアレ
イ(38)を含み、該フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)は、第１ビデオストリーム
をパケット化するのが好ましい。フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)は、イメー
ジング手段から第１ビデオストリームを受信し、第１ノード(80)の第２ビデオストリーム
を生成し、その第２ビデオストリームをパケット化するのが好ましい。第１ノード(80)は
、フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)及びネットワーク(40)と通信するネットワ
ークインターフェイス(42)を含んでおり、第１ノード(80)の第１ビデオストリームをネッ
トワーク(40)に転送し、第２ノード(82)から第１ビデオストリームを受信し、それをフィ
ールドプログラマブルゲートアレイ(38)に送るのが好ましい。
【０１０２】
　第１ノード(80)は、第１シーンの音声を受け取って、第１ノード(80)のオーディオスト
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リームを生成するマイクロホン手段を具えているのが好ましい。第１ノード(80)は、ネッ
トワークインターフェイス(42)と通信して、第２ノード(82)から送られるオーディオスト
リームを再生するスピーカ手段を具えるのが好ましい。第１ノード(80)は、ＤＳＰ(62)を
含んでおり、該ＤＳＰ(62)は、第１ノード(80)のオーディオストリームをパケット化し、
そのオーディオストリームをフィールドプログラマブルゲートアレイ(38)に与えるのが好
ましい。フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)は、第１ノード(80)のオーディオス
トリームをネットワークインターフェイス(42)に転送し、該ネットワークインターフェイ
ス(42)は、第１ノード(80)のオーディオストリームをネットワーク(40)に転送する。また
、ＤＳＰ(62)は、第２ノード(82)のオーディオストリームをフィールドプログラマブルゲ
ートアレイ(38)から受信する。第１ノード(80)は、オーディオインターフェイス(60)を含
んでおり、該オーディオインターフェイス(60)は、マイクロホン手段から第１ノード(80)
のオーディオストリームを受信して、それをデジタル化してＤＳＰ(62)に与えるのが好ま
しい。オーディオインターフェイス(60)は、ＤＳＰ(62)から受信した第２ノード(82)のオ
ーディオストリームを、スピーカ手段が再生できるようにアナログ形式に変換するのが好
ましい。
【０１０３】
　ネットワークインターフェイス(42)は、第１ノード(80)のオーディオストリーム及びビ
デオストリームのパケットに、それらがネットワーク(40)に送られる前にタイムスタンプ
を付すのが好ましい。また、ネットワークインターフェイス(42)は、タイムスタンプを用
いて、第１ノード(80)が受信した第２ノード(82)のビデオストリーム及びオーディオスト
リームのパケットを並べるのが好ましい。これによって、第２ノード(82)のビデオストリ
ーム及びオーディオストリームが、第１ノード(82)で再生される場合に、第２ノード(82)
のシーンの画像に関係した音声が再生される。システム(10)は受信メモリを含むのが好ま
しく、第２ノード(82)から送られる第１ビデオストリームは、受信メモリに受信及び格納
される。また、システム(10)は、ネットワークインターフェイス(42)に接続されたメイン
コントローラ(50)と、エンコーダ(36)と、フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)と
、それらを制御するＤＳＰ(62)とを含むのが好ましく、メインコントローラ(50)がネット
ワークインターフェイス(42)に指示すると、第２ノード(82)の第１ビデオストリームが選
択されて、それが受信メモリに送られる。メインコントローラ(50)は、受信メモリに格納
された第２ノードの第１ビデオストリームをデコード及び伸張して、それをディスプレイ
コントローラ(52)に送る。
【０１０４】
　第１ノード(80)は、ディスプレイコントローラ(52)に接続されたＬＣＤコントローラを
含んでおり、ディスプレイスクリーンは、ＬＣＤコントローラに接続されたパネルディス
プレイを含んでいるのが好ましい。ＬＣＤコントローラは、ディスプレイコントローラ(5
2)から第２ノード(82)の第１ビデオストリームを受信し、第２ノード(82)の第１ビデオス
トリームをパネルに表示する準備をする。システム(10)は、タッチスクリーンを含んでい
るのが好ましく、該スクリーン上には機能に関連したボタンがあり、タッチスクリーン及
びメインコントローラ(50)に接続されたタッチスクリーンコントローラは、ユーザによっ
てタッチスクリーン上でタッチされたボタンに関する情報をメインコントローラ(50)に転
送する。第１ノード(80)は、デコーダ(34)を含むのが好ましく、該デコーダ(34)は、イメ
ージング手段から送られた第１ノード(80)のシーンの第１ビデオストリームを、デジタル
形式に変換して、それをエンコーダ(36)及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(38)
に与える。デコーダ(34)は、フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)及びエンコーダ
(36)に接続されており、テレビジョンビデオストリーム及びその他のアナログ形式のスト
リームを受信して、それらをデジタル形式に変換するのが好ましい。
【０１０５】
　カメラ手段は、デコーダ(34)と通信するアナログビデオカメラ、エンコーダ(36)及びフ
ィールドプログラマブルゲートアレイ(38)と通信するデジタルビデオカメラ、又は、フィ
ールドプログラマブルゲートアレイ(38)と通信するファイヤライン(fire wire)カメラを
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具えているのが好ましい。フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)は、ファイヤライ
ンカメラから受信した如何なるビデオストリームをもエンコーダ(36)に送る。ＤＳＰ(62)
は、第１ノード(80)のシーンのオーディオストリームにステレオエコーキャンセルを行う
のが好ましい。エンコーダ(36)は、第１ノード(80)の第１ビデオストリームの解像度を少
なくとも７２０×６４０ピクセルとするのが好ましく、マイクロホン手段及びスピーカ手
段は全二重であるのが好ましい。ＤＳＰ(62)は、スピーカ手段で生成されたノイズのレベ
ルについてマイクロホン手段をモニタして、所望のノイズレベルを維持するようにスピー
カ手段を調整するのが好ましい。メインコントローラ(50)は、ユーザのコマンドを認識し
て、ビデオ会議用に別のユーザに自動的にコールをし、そのコマンドを用いて、その他の
ユーザに、彼らがビデオ会議にリクエストされている旨をアナウンスするのが好ましい。
【０１０６】
　第１ノード(80)がビデオコールを受け入れられない場合に、第１ノード(80)にはビデオ
メールが有るのが好ましい。システム(10)はサーバ(66)を含んでおり、該サーバ(66)は、
ネットワーク(40)及び第１ノード(80)と通信し、第１ノード(80)がビデオコールを受信し
ない場合に、第１ノード(80)のためにビデオコールを受信するのが好ましい。そして、サ
ーバ(66)は、第１ノード(80)が受信しないビデオコールに関しるビデオメッセージを格納
して、第１ノード(80)で見られることを待っているビデオメッセージがある旨のビデオコ
ール待ちメッセージを、第１ノード(80)に送る。第１ノード(80)には、ディスプレイコン
トローラ(52)に接続された複数のディスプレイパネルがあるのが好ましく、異なるノード
から送られる第１ビデオストリームの画像は、それら複数のパネルが１つの連続的なパネ
ルであるかのように、並べてパネルに表示されるのが好ましい。第１ノード(80)は、第２
イメージング手段を含んでおり、該手段は、第１ノード(80)のシーンのビューが第１イメ
ージング手段とは異なっている第１ノード(80)の第１ビデオストリームを生成するのが好
ましい。メインコントローラ(50)は、フィールドプログラマブルゲートアレイ(38)から送
られる第１ノード(80)の第２ビデオストリームをディスプレイコントローラ(52)に送り、
該ストリームは、第１ノード(80)のユーザがディスプレイパネル上で第１ノード(80)のシ
ーンを見るように、パネルに表示されるのが好ましい。第１ノード(80)、第２ノード(82)
及び第３ノード(84)は、ビデオフォン(15)を含むのが好ましい。第１ノード(80)、第２ノ
ード(82)及び第３ノード(84)は、ビデオフォン(15)と通信するＰＣ(68)を含むことが可能
である。
【０１０７】
　本発明は、図１７に示すように、電気通信装置(93)に関する。装置(93)は、少なくとも
第１ネットワーク(88)と通信する通信手段を具える。装置(93)は、パケットより第１ノー
ド(92)のアドレスを格納して、通信手段によって装置(93)から送られるパケットに装置(9
3)のアドレスを収納する収納手段を具えている。パケットは、第１ネットワーク(88)を通
じて第１ノード(92)から送られて、通信手段で受信される。通信手段は、第１ネットワー
ク(88)と、該第１ネットワーク(88)とは異なる第２ネットワーク(90)と通信するのが好ま
しい。格納・収納手段は、第２ネットワーク(90)に関するパケットに、装置(93)のアドレ
スを収納する。パケットは、通信手段によって、第２ネットワーク(90)に送られるのが好
ましい。通信手段は、ネットワークインターフェイス(42)を含んでおり、格納・収納手段
は、ネットワークインターフェイス(42)及びメインコントローラ(50)を含むのが好ましい
。装置(93)は、ビデオフォン、ゲートウェイ、ルータ、又はスイッチであるのが好ましい
。
【０１０８】
　本発明は、図１５に示すように、電気通信システム(94)に関する。システム(94)は、第
１ネットワーク(88)を具えている。システム(94)は、第１ネットワーク(88)と通信する始
端(originating)ノード(86)を具えている。該始端ノード(86)は、第１ネットワーク(88)
に関する始端ノード(86)のアドレスを有するパケットを、第１ネットワーク(88)に送る。
システム(94)は、第１ネットワーク(88)と異なる第２ネットワーク(90)を具える。システ
ム(94)は、第１ネットワーク(88)及び第２ネットワーク(90)と通信する始端ゲートウェイ
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(81)を具えており、該始端ゲートウェイ(81)は、第１ネットワーク(88)に関するアドレス
と、第２ネットワーク(90)に関するアドレスとを有している。始端ゲートウェイ(81)は、
第１ネットワーク(88)からパケットを受信し、始端ノード(86)のアドレスを格納し、第２
ネットワーク(90)に関する始端ゲートウェイ(81)のアドレスをパケットに収納し、そのパ
ケットを第２ネットワーク(90)に送信する。システム(94)は、終端ノード(85)を具えてい
る。該終端ノード(85)は、第２ネットワーク(90)に関するアドレスを有しており、第２ネ
ットワーク(90)と通信し、パケットを受信し、第２ネットワーク(90)に関する始端ゲート
ウェイ(81)のアドレスを保存し、終端ノード(85)のアドレスと共に、始端ゲートウェイ(8
1)にリターンパケットを送る。始端ゲートウェイ(81)は、終端ノード(85)からリターンパ
ケットを受信して、終端ノード(85)のアドレスを保存し、第１ネットワーク(88)に関する
始端ゲートウェイ(81)のアドレスをリターンパケットに収納し、リターンパケットを第１
ネットワーク(88)に送る。始端ノード(86)は、リターンパケットを受信し、第１アドレス
に関する始端ゲートウェイ(81)のアドレスを格納する。第１ネットワーク(88)又は第２ネ
ットワーク(90)は、イーサネット又はＡＴＭネットワークの何れかであって、始端ノード
及び終端ノードは、ビデオフォン(15)であるのが好ましい。
【０１０９】
　本発明は、図１６に示すように、電気通信システム(95)に関する。システム(95)は、第
１ネットワーク(88)を具える。システム(95)は、第１ネットワーク(88)と通信する始端ノ
ード(86)を具えており、該始端ノード(86)は、第１ネットワーク(88)に関する始端ノード
(86)のアドレスを有するパケットを、第１ネットワーク(88)に送る。システム(95)は、第
１ネットワーク(88)と異なる第２ネットワーク(90)を具える。システム(95)は、第１ネッ
トワーク(88)及び第２ネットワーク(90)と通信する始端ゲートウェイ(81)を具えており、
該始端ゲートウェイ(81)は、第１ネットワーク(88)に関するアドレスと、第２ネットワー
ク(90)に関するアドレスとを有している。始端ゲートウェイ(81)は、第１ネットワーク(8
8)からパケットを受信し、始端ノード(86)のアドレスを格納し、第２ネットワーク(90)に
関する始端ゲートウェイ(81)のアドレスをパケットに収納し、そのパケットを第２ネット
ワーク(90)に送信する。システム(95)は、第２ネットワーク(90)と異なる第３ネットワー
ク(92)を具える。システム(95)は、第２ネットワーク(90)及び第３ネットワーク(92)と通
信する終端ゲートウェイ(83)を具えており、該終端ゲートウェイ(83)は、第３ネットワー
ク(92)に関するアドレスと、第２ネットワーク(90)に関するアドレスとを有している。終
端ゲートウェイ(83)は、第２ネットワーク(90)からパケットを受信し、始端ゲートウェイ
(81)のアドレスを格納し、第３ネットワーク(92)に関する終端ゲートウェイ(83)のアドレ
スをパケットに収納し、そのパケットを第３ネットワーク(92)に送信する。システム(95)
は終端ノード(85)を具えており、該終端ノード(85)は、第３ネットワーク(92)に関するア
ドレスを有しており、第３ネットワーク(92)と通信する。終端ノード(85)は、第３ネット
ワーク(92)に関する終端ゲートウェイ(83)のアドレスを保存し、終端ノード(85)のアドレ
スと共に、リターンパケットを終端ゲートウェイ(83)に送る。終端ゲートウェイ(83)は、
終端ノード(85)からリターンパケットを受信し、終端ノード(85)のアドレスを保存し、第
２ネットワーク(90)に関する終端ゲートウェイ(83)のアドレスをリターンパケットに収納
し、そのリターンパケットを第２ネットワーク(90)に送る。始端ゲートウェイ(81)は、終
端ゲートウェイ(83)からリターンパケットを受信し、終端ゲートウェイ(83)のアドレスを
保存し、第１ネットワーク(88)に関する始端ゲートウェイ(81)のアドレスをリターンパケ
ットに収納し、そのリターンパケットを第１ネットワーク(88)に送る。始端ノード(86)は
、リターンパケットを受信して、第１アドレスに関する始端ゲートウェイ(81)のアドレス
を格納する。第１ネットワーク(88)及び第３ネットワーク(92)は、同じタイプのネットワ
ークであり、始端及び終端ノードは、ビデオフォン(15)であるのが好ましい。
【０１１０】
　本発明は、始端ノード(86)から終端ノード(85)にパケットを送信する方法に関する。そ
の方法は、第１ネットワーク(88)に関する始端ノード(86)のアドレスを有するパケットを
、始端ノード(86)から第１ネットワーク(88)に送る工程がある。第１ネットワーク(88)及
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び第２ネットワーク(90)と通信する始端ゲートウェイ(81)にて、第１ネットワーク(88)か
ら送られるパケットを受信し、第１ネットワーク(88)に関するアドレスと、第２ネットワ
ーク(90)に関するアドレスとを有する始端ゲートウェイ(81)に、始端ノード(86)のアドレ
スを格納し、第２ネットワーク(90)に関する始端ゲートウェイ(81)のアドレスをパケット
に収納し、第２ネットワーク(90)にパケットを送る工程がある。第２ネットワーク(90)か
ら送られるパケットを終端ノード(85)で受信し、第２ネットワーク(90)に関する始端ゲー
トウェイ(81)のアドレスを保存し、終端ノード(85)のアドレスと共に、リターンパケット
を終端ノード(85)から始端ゲートウェイ(81)に送る工程がある。終端ノード(85)から送ら
れるリターンパケットを始端ゲートウェイ(81)で受信し、始端ゲートウェイ(81)にて終端
ノード(85)のアドレスを保存し、第１ネットワーク(88)に関する始端ゲートウェイ(81)の
アドレスをリターンパケットに収納し、始端ゲートウェイ(81)を用いて第１ネットワーク
(88)にリターンパケットを送信する工程がある。始端ノード(86)でリターンパケットを受
信し、第１ネットワーク(88)に関する始端ゲートウェイ(81)のアドレスを始端ノード(86)
に格納する工程がある。始端ゲートウェイ(81)は、終端ノード(85)から送られるリターン
パケットを受信し、終端ノード(85)のアドレスを保存し、第１ネットワーク(88)に関する
始端ゲートウェイ(81)のアドレスをリターンパケットに収納し、第１ネットワーク(88)に
リターンパケットを送信する。始端ノード(86)は、リターンパケットを受信し、第１アド
レスに関する始端ゲートウェイ(81)のアドレスを格納する。リターンパケットを受信する
工程の後に、始端ゲートウェイ(81)について始端ノード(86)に格納されたアドレスと、終
端ノード(85)について始端ゲートウェイ(81)に格納されたアドレスとを用いて、始端ゲー
トウェイ(81)を通じて、始端ノード(86)から終端ノード(85)に第２パケットを送信する工
程があるのが好ましい。
【０１１１】
　図８、図９及び図１０を参照すると、好ましい実施例の動作では、Ｓビデオを伴うソニ
ー製の一般的なアナログビデオカメラ(32)のような撮像装置(30)は、該撮像装置(30)で得
られるシーンの画像を電気信号に変換する。その電気信号は、配線を通って、フィリップ
ス製ＳＡＡ７１４４ ＮＴＳＣ/ＰＡＬ/デコーダのようなビデオデコーダ(34)に送られる
。ビデオデコーダ(34)は、電気信号をデジタル信号に変換して、ＢＴ６５６フォーマット
のようなシーンの画素のストリームとしてそれらを送る。画素のストリームは、ビデオデ
コーダ(34)から送り出されて、第１ストリームと、第１ストリームと同じである第２スト
リームとに分けられる。エンコーダ(36)は、ＩＢＭ ｅＮＶ ４２０エンコーダであるのが
好ましく、画素の第１ストリームを受信し、それを処理してＭＰＥＧ-２フォーマットの
データストリームを生成する。ビデオエンコーダ(36)で生成されたデータストリームは、
カメラで生成された際と比較して約５０分の１のサイズに圧縮される。ＭＰＥＧ-２スト
リームは、エンコードされたデジタルストリームであって、後にパケット化される以前に
フレームバッファリングされないので、遅延が最小化されている。エンコードされたＭＰ
ＥＧ-２デジタルストリームは、フィールドプログラマブルゲートアレイ(ＦＰＧＡ)(38)
と、ＭＰＥＧ-２ストリームを生成するソフトウエアとを用いて、ＲＴＰによってパケッ
ト化される。そして、ＰＬＸ ９０５４ ＰＣＩインターフェイス(44)を通じて、ネットワ
ークインターフェイス(42)を用いて、イーサネット８０２.Ｐ、又は毎秒１５５メガビッ
トのＡＴＭのようなネットワーク(40)に送信される。必要ならば、ＣＮＮや映画のような
ＶＣＲやテレビジョンショーに関するビデオストリームがデコーダ(34)で受信され、ディ
スプレイコントローラ(52)に直接供給されて表示される。デコーダコントローラ(46)は、
ＦＰＧＡ(38)に配置されてデコーダ(34)に接続されており、デコーダ(34)の動作を制御す
る。
【０１１２】
　また、デジタルカメラ(47)を用いる場合、カメラで生成されたストリームは、既にデジ
タルフォーマットであって、デコーダ(34)に供給される必要はない。デジタルカメラ(47)
から送られるデジタルストリームは、ＢＴ ６５６フォーマットであって、カメラから直
接に第１及び第２ストリームに分けて送り出されて、ビデオデコーダ(34)を通ることはな
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い。
【０１１３】
　さらに、１３９４ インターフェイスファイヤラインカメラ(48)のようなファイヤライ
ンカメラ(48)を用いると、デジタル信号を直接ＦＰＧＡ(38)に供給できる。ファイヤライ
ンカメラ(48)を用いると、ＦＰＧＡ(38)から非常に短い距離を超えてデータストリームの
生成が行われる場合に、デジタル信号が、例えばケーブルによって、ファイヤラインカメ
ラ(48)から長い距離でサポートされる利点がある。ＦＰＧＡ(38)は、ファイヤラインカメ
ラ(48)から送られるデジタル信号をエンコーダ(36)に供給して、上述の処理が行われる。
そして、ＦＰＧＡ(38)は、以下に説明するように、低フレームレートのストリームを生成
する。
【０１１４】
　第２ストリームはＦＰＧＡ(38)に供給されて、ＦＰＧＡ(38)及びソフトウエアは、モー
ションＪＰＥＧストリームのような低フレームレートのストリームを生成する。第２スト
リームは、第１ストリームよりも低い帯域幅を必要とする。ＦＰＧＡ(38)及びメインコン
トローラ(50)は、ソフトウェアによるエンコードを用いて、この低フレームレートのスト
リームを圧縮及びパケット化し、それをＰＣＩインターフェイス(44)に供給する。続いて
、ＰＣＩインターフェイス(44)は、ネットワークインターフェイスカード(56)を通じてネ
ットワークインターフェイス(42)にそれを転送する。ネットワークインターフェイス(42)
は、それをネットワーク(40)に送信する。エンコードされたＭＰＥＧ-２デジタルストリ
ーム及び低フレームレートストリームは、基本的に同じであるが独立した２つのデータス
トリームである。しかしながら、低フレームレートストリームは、ＭＰＥＧ-２データス
トリームと比較して縮小されており、ＭＰＥＧ-２ストリームと比較して、同一シーンの
表示が小さく、ネットワーク(40)のリソースが少なくてすむ。
【０１１５】
　ネットワーク(40)上では、各デジタルストリームは、所望の受信ビデオフォン(15)に運
ばれる。会議のパーティが２を超える場合には、各デジタルストリームは、複数の受信ビ
デオフォン(15)に運ばれる。データは、ＳＩＰを用いてルーティングされる。受信ビデオ
フォン(15)のネットワークインターフェイスカード(56)は、第１及び第２データストリー
ムのパケットを受信し、パケットのデータと、メインコントローラで選択されたビデオス
トリーム(第１又は第２)とを受信メモリに送る。受信ビデオフォン(15)のメインコントロ
ーラ(50)は、ソフトウエアを用いて、選択された受信データストリームをデコード及び伸
張し、それをディスプレイコントローラ(52)に転送する。ディスプレイコントローラ(52)
は、一般的なスケーリングハードウエアを用いて、ＶＧＡデジタルフラットパネルディス
プレイに再生画像を表示する。受信ビデオフォン(15)のユーザは、タッチスクリーン(74)
を用いて、２つのデータストリームのうちどちらが表示されるかを選択する。必要に応じ
て、ユーザは両方を選択し、シーンの大きい画像と小さい画像とが表示される。しかしな
がら、送信ビデオフォン(15)から送られる両方のストリームが表示されることは、通常生
じないだろう。表示用のプロトコルの説明は、以下で行われる。シーンの大きい画像又は
シーンの小さい画像の何れかを選択するオプションを有することで、ユーザは、システム
(10)のリソースを割り当てて、見る者にとってその時にさらに重要である者が、大きく鮮
明な画像で見られるように選択できる。一方で、ユーザがまだ見たいと思うがその時に重
要ではない者も、まだ見られ得る。
【０１１６】
　２以上のビデオストリームがある場合(会議コールが行っている場合)、ディスプレイコ
ントローラ(52)は、個々のビデオストリームをディスプレイ(54)に並べて表示する。ディ
スプレイ(54)に並べて形成された画像はクリップされており、縮小されていない。シーン
における物の大きさは変化しておらず、単に、各データストリームのシーンにおける夫々
の側の外領域が削除される。必要ならば、シーンの小さい画像に関するストリームの画像
は、ディスプレイ(54)のスクリーンにて、右下隅に並べて表示される。図９に示すように
、ディスプレイコントローラ(52)は、一般的なデジタルビデオをＬＣＤコントローラ(72)
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に供給する。ディスプレイコントローラ(52)は、ＡＴＩ又はＮｖｉｄｉａ製であり、一般
的なＶＧＡコントローラである。ＬＣＤコントローラ(72)は、ディスプレイコントローラ
(52)から送られる一般的なデジタルビデオを得て、フィリップスや富士通のパネルのよう
な、使用する特定のパネルに適した画像を作成する。
【０１１７】
　画像のクリップをさらに向上させるため、単に、画像の部分的削除を外側端部から中央
に向けて行う代わりに、関係ある情報を示さない部分を画像からクリップする。画像の左
側又右側にて人物が話している場合、外端部の各々からクリップする代わりに、人物が画
像の右側にいる場合、画像の左側からクリップするのが望ましく、人物が画像の左側にい
る場合、画像の右側からクリップするのが望ましい。外端部の各々からクリップすると、
人物の部分が失われることが起こり得る。ビデオトラッキングを用いることで、形成され
る画像を見て、画像内で変化が起こっている場所を解析して、画像内で人物がいる場所を
特定する。人物は、画像のその他の領域に対して相対的に動いており、この相対移動を特
定することで、画像における人物の位置が決定され得る。このビデオトラッキングによっ
て、クリップを、変化が最も少なくなる端部又は複数の端部にて起こすことが可能となる
。代わりに、又はビデオトラッキングと併せて、オーディオトラッキングを用いて、画像
のクリップを行うことを補助できる。ビデオフォン(15)はマイクロホンアレイを有してお
り、マイクロホンアレイの数々の要素に音が達する異なる瞬間にて、一般的な三角測量(t
riangulation)を行うことで、マイクロホンアレイに対して人物が何処に配置されている
かを決定できる。画像になっているシーンに対するマイクロホンの位置は知られているの
で、画像における人物の位置も分かる。
【０１１８】
　ビデオフォン(15)の機能は、モニタ上のタッチスクリーン(74)で制御される。タッチス
クリーン(74)は、一般的なガラスのタッチスクリーンであって、タッチスクリーンコント
ローラ(76)に生信号を供給する。公知のように、生信号は、ユーザが所定の場所でガラス
に触ると生じる超音波で感知される。そして、タッチスクリーンコントローラ(76)は生信
号を得ると、それらをスクリーン上のＸ及びＹ位置に関する有意義な情報に変換して、こ
の情報をメインコントローラ(50)に送る。
【０１１９】
　テレビジョン又はＶＣＲ接続が利用される場合、テレビジョン又は映画はデコーダ(34)
に供給されて、その供給は、ビデオフォン(15)で受信されるその他の信号と同様に制御さ
れる。テレビジョン又は映画は、ディスプレイ(54)上にて、別のビデオフォン(15)に関係
したビデオのシーンの横に表示される。
【０１２０】
　シーンのオーディオストリームは、基本的に、オーディオビデオストリームと平行な同
様の経路を通るが、オーディオストリームは、マイクロホン、サウンドカード、ヘッドセ
ット又はハンドセットのようなオーディオレシーバ(58)から、コーデックのようなＣＳク
リスタル４２０１オーディオインターフェイス(60)に供給される。オーディオインターフ
ェイス(60)は、ボリューム及びミキシングの制御に加えて、信号のアナログデジタル変換
及びデジタルアナログ変換を行う。オーディオインターフェイス(60)は、オーディオ信号
をデジタル化して、ＴＣＩ ３２０Ｃ６７１１ 又は ６２０５ ＤＳＰ(62)に送る。その後
、ＤＳＰ(62)は、デジタル化されたオーディオストリームをパケット化し、そのデジタル
化されたオーディオストリームをＦＰＧＡ(38)に転送する。続いて、ＦＰＧＡ(38)は、そ
れをＰＣＩインターフェイス(44)に与える。オーディオストリームは、その後、ネットワ
ークインターフェイスカード(56)を通ってネットワーク(40)に送信される。オーディオス
トリームは受信ビデオフォン(15)で受信されて、ＦＰＧＡ(38)を通ってＤＳＰ(62)に、さ
らにはオーディオインターフェイス(60)に送られる。デジタル信号は、オーディオインタ
ーフェイス(60)にてアナログ信号に変換されて、スピーカ(64)で再生される。
【０１２１】
　ネットワークインターフェイスカード(56)は、ネットワーク(40)に送信されるオーディ
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オパケット及びビデオパケットの各々にタイムスタンプを付す。ビデオフォン(15)が受信
したオーディオ及びビデオパケットが処理される速度は、充分に速いので、人間の目及び
耳は、シーンのビデオに合わせられるオーディオのずれを、視聴の際に識別できない。２
０～３０ミリ秒未満という制限が、シーンのオーディオ及びビデオ情報の処理になされて
、シーンのビデオ及びオーディオの関係が維持される。シーンのオーディオ及びビデオの
同期を受信ビデオフォン(15)にて受信される際に保証するために、各パケットのタイムス
タンプが参照されて、対応するオーディオベースのパケットとビデオベースのパケットが
受信ビデオフォン(15)にて並べられて、対応するように基本的に同時に再生される。これ
によって、受信ビデオフォン(15)のユーザに識別されるようなシーンのビデオ及びオーデ
ィオのずれは存在しなくなる。
【０１２２】
　ＥＮＣ－ＤＳＰボードは、ＩＢＭ ｅＮＶ ＭＰＥＧ－２エンコーダ及びサポート回路と
、オーディオエンコード及びデコードをするＤＳＰ(62)と、ＰＣＩインターフェイス(44)
とを含んでいる。それは、高性能ＰＣ(68)プラットホーム及びディスプレイ(54)システム
(10)に与えられる完全なビデオフォン(15)端末機能に必要なハードウエアを含んでいる。
それは、フルサイズのＰＣＩ２.２に準拠したデザインである。カメラ、１又は複数のマ
イクロホン、及びスピーカ(64)は、このボードにインターフェイスする。ＤＳＰ(62)は、
オーディオエンコード、デコード、ミキシング、ステレオ配置(stereo placement)、レベ
ルコントロール、ギャップフィリング(gap filling)、パケット化、及びその他のオーデ
ィオ機能、例えば、ステレオＡＥＣ、ビームステアリング、ノイズキャンセル、キーボー
ドクリックキャンセルやリバーバレイション(reverberation)を行う。ＦＰＧＡ(38)は、
セロクシア(Celoxia)(ヘンデル－Ｃ(Handel-C))ツールを用いて開発され、再構成可能で
ある。レイアウトは、１～３百万ゲートレンジで部品をサポートする。
【０１２３】
　このボードは、デジタルカメラ(47)チップインターフェイス、ハードウエア又は「ビデ
オＤＳＰ」ベースのマルチチャンネルビデオデコーダ(34)インターフェイス、ＤＶＩ入出
力コネクタを用いたビデオオーバーレイを含んでおり、ビデオオーバーレイと共に、フル
ダンプなフレームバッファを可能としている。
【０１２４】
　ＮＴＳＣ又はＰＡＬビデオを用いて、エンコーダ(36)は、６４０×４８０である、好ま
しくは７２０×４８０又はより高解像度である高品質なビデオストリームを生成する。ビ
ットレートは、フレーム当たりの最大ビットが制限されるように制御されて、ネットワー
ク(40)に渡って伝送遅延が抑制される。デコーダ(34)は、データの第１マクロブロックを
受信すると、一枚のデコードを開始する。ある種のバッファリングが行われてもよく、軽
微なジッタが調整されて、画像が向上する。
【０１２５】
　ＭＰＥＧ-２は、広く使用及び実施されており、ＤＶＤ及びＶＣＤのエンコード、デジ
タルＶＣＲ、及びＴｉＶｏのようなビデオ録画装置に加えて、ＤＳＳやその他のデジタル
ＴＶ放送の基礎となっている。通常、４から５０Ｍｂｉｔ/ｓｅｃのビデオ伝送が選択さ
れると考えられる。ＭＰＥＧ-２は、広く使用されているので、比較的低コストであり、
デコードについての、つい最近ではさらにエンコードについての高集積化されたソリュー
ションが、現在商業的に入手可能である。
【０１２６】
　ＭＰＥＧ-２は、一般的な圧縮方法と考えられるよりは、むしろエンコードされたビデ
オのシンタックス(syntax)であると考えられる。仕様がシンタックス及びエンコード方法
を定める一方で、定められたシンタックスに従う限り、その方法の使用について非常に広
い自由度がある。この理由から、ＭＰＥＧ-２に関する一般化は、しばしば誤り又は不正
確である。特定の用途へのＭＰＥＧ-２のパフォーマンスを評価するためには、特定のエ
ンコード方法と意図した応用について、より低いレベルの詳細まで達する必要がある。
【０１２７】



(29) JP 4372558 B2 2009.11.25

10

20

30

40

50

　ネットワーク(40)に関連した問題と共に、低遅延のエンコード及びデコードの問題は、
ビデオフォン(15)プロジェクトにとって興味深い。ＭＰＥＧ-２のアルゴリズムにおける
３つの主要な問題があり、これらはネットワーク(40)に渡って高い品質のビデオを得るた
めに理解される必要がある。
【０１２８】
≡ ＧＯＰ(Group Of Pictures)構造及びその遅延における効果。
≡ 遅延及びネットワーク(40)の要求に関するビットレートの効果、エンコードされたフ
レームサイズ変化、ＶＢＶバッファ。
≡ パケット損失の質に関するＧＯＰ構造の効果。
【０１２９】
　ＧＯＰ構造及び遅延：
　ＭＰＥＧ-２は、３種類のエンコードフレーム：Ｉ，Ｐ及びＢを定義している。最も普
通に使用されるＧＯＰ構造は、１６フレーム長のＩＰＢＢＰＢＢＰＢＢＰＢＢＰＢＢであ
る。この構造の問題は、連続するＢフレームの各々は、Ｂフレームは前後のフレームから
推測される動きであるので、Ｂフレームのエンコードが開始できる前に、次のフレームが
キャプチャされる必要がある。各フレームは３３ｍｓｅｃであるので、これは、Ｂフレー
ムがない構造を超えて、このＧＯＰ構造に最小で６６ｍｓｅｃの遅延を加える。結果とし
て、このことによって、Ｉ及び/又はＰフレームのみを含んでおり、ＭＰＥＧ-２の仕様で
、ＳＰ＠ＭＬ(シンプルプロファイル)エンコードとして定められた、低遅延のＧＯＰ構造
が導かれる。
【０１３０】
　ビットレート、エンコードフレームサイズ、及びＶＢＶ：
　Ｂフレームが除かれてエンコード遅延が最小化されると、ＧＯＰ構造は、Ｉフレームと
、Ｉフレームに対するＰフレームとで構成される。Ｉフレームは、完全にフレーム内符号
化されているので、これを行うために多くのビットが必要とされて、次のＰフレームのビ
ットは少なくなる。
【０１３１】
　ＩフレームはＰフレームの８倍大きく、そのビットレートは公称(nominal)の５倍であ
る可能性があることに留意すべきである。このことは、ネットワーク(40)の要求と遅延と
に直接的な影響を与える。帯域幅に制限がある場合、Ｉフレームはネットワーク(40)のリ
ストリクションにてバッファリングされて、結果として限定されたセグメントに渡って、
複数のフレームの時間の遅延が加わるであろう。再生レートがネットワークの帯域幅では
なく、ビデオに合わせられるので、このバッファはレシーバに適合する必要がある。上記
データで用いられるサンプルは、低動作オフィスシーンであった。シーンが変化する高動
作のコンテントでは、フレームには、コンテントに応じたビットが割り当てられて、シー
ンが変化する際には幾つかの大きなＰフレームが生じるであろう。
【０１３２】
　この振る舞いを制御するために、ＭＰＥＧ-２は、ＶＢＶバッファ(ビデオバッファリン
グベリファ)を使用する。ＶＢＶバッファは、最大エンコードフレームサイズと公称のビ
ットレートとの間の比率をある程度制御する。公称ビットレートで示されたサイズの２倍
より小さくＩフレームが制限されるように、ＶＢＶを確実に制限することで、加えられる
バッファリング遅延を１フレーム時間に制限できる。ＶＢＶのサイズを制限することによ
って、画質が犠牲となる。Ｉフレームが大きい理由は、次のＰフレームの良いベースを与
えるためであり、Ｉフレームのサイズが制限される場合、質は、より低いビットレート(
＜４Ｍビット)へと顕著に低下する。２Ｍビットでは、平均フレームサイズは８Ｋバイト
であり、このサイズの２倍でさえも、Ｉフレームと同様にＤＣＴ圧縮される３２０×２４
０のＪＰＥＧ画像を、良質でエンコードするのには不十分である。
【０１３３】
　Ｉフレームのみのエンコードによって、エンコードフレームサイズは、より一致するが
、質がより低下する。低ビットレートのＩフレームのみをエンコードすることは、ＭＰＥ



(30) JP 4372558 B2 2009.11.25

10

20

30

40

50

Ｇ-２のアルゴリズムの圧縮能力の大部分を活用していない。
【０１３４】
　ＭＰＥＧ-２の仕様は、ＣＢＲ(Constant Bit Rate)及びＶＢＲ(Variable Bit Rate)モ
ードを定めており、ストリーム内にて可変なＧＯＰ構造を可能とする。ＣＢＲモードは、
必要に応じてパッディング(padding)を行って、各ＧＯＰについて一定数のビットを生成
するように定められている。ＶＢＲは、エンコード帯域幅を可変にすることで、一定の質
を得ることを意図としており、より簡単なセクションにおけるより低いビットレートでこ
のことが補償されている限り、ストリームにて、困難なエンコード領域により多くのビッ
トを割り当てることが可能となる。ＶＢＲは、２(two)パス又はシングルパステクニック
を用いて実現できる。可変ＧＯＰ構造によって、例えば、シーンが遷移する境界における
Ｉフレームの配置にて、目で見える圧縮アーチファクトが除去される。低遅延が求められ
ており、ＶＢＲ又は可変ＧＯＰを実施するためにビットを小さくする必要があるので、こ
れらのモードは、ビデオフォン(15)の用途には、ほとんど関連がない。
【０１３５】
　典型的なＧＯＰ構造におけるＰ及びＢフレームは、Ｉフレームと、以前のＰ及びＢフレ
ームとに依存しているので、データの損失は、次のＩフレームまでの全てのフレームに影
響を与えて、エラーが生じる。このことは、また、スタートアップの待ち時間に影響を与
えて、例えば、ＤＳＳシステム(10)でチャンネルをオンにする場合、デコーダ(34)は、画
像の表示を開始する前にＩフレームを待つ。このために、ＧＯＰ長、構造及びビットレー
トは、用途及び配信システム(10)に対して調整される必要がある。ＩＰを用いたリアルタ
イムコラボレーションの場合、信頼性のあるプロトコルを用いてハンドシェイク及び再送
するのに要する遅延を受け入れる余裕はないので、遅れたパケットは失われたとして取り
扱う必要があり、ＲＴＰやＵＤＰのような信頼性がない転送プロトコルが用いられる。パ
ケット損失がビデオの質に与える効果について、様々な解析がなされており、典型的なＩ
ＰＢ ＧＯＰ構造では、１％のパケット損失が３０％のフレーム損失を生じる事が示され
ている。より短いＧＯＰ構造、究極的にはＩフレームのみのストリーム(質の損失がある)
は、これを幾分抑える。また、ＦＥＣ(Forward Error Correction)テクニックは、損失が
生じると、これを幾分抑えることができる。しかし、ＭＰＥＧ-２の問題の一つは、明ら
かに、データ損失をあまり許容できないことである。
【０１３６】
　連続的Ｐフレームエンコードと呼ばれるＧＯＰ構造は、上記の問題に対処して、比較的
低ビットレートで、優れたビデオの質をビデオフォン(15)に与える。連続的Ｐエンコード
は、Ｐフレーム内にて、フレームのマクロブロックをフレーム内エンコードする能力を用
いる。各フレームにて、１６×１６ピクセルのマクロブロックの擬似乱数セットをエンコ
ードし、その他をモーションコーディング(motion-coding)して、Ｉフレームのビットの
同等物を各フレームに分布させる。擬似乱数を用いてマクロブロックの選択をすると、頻
出する時間スケールで全てのブロックが更新されるので、スタートアップとシーンの変化
は、妥当な方法で処理される。
【０１３７】
　ＩＢＭは、このアルゴリズムをＳ４２０エンコーダで実施しており、フルフレームＤＣ
Ｔアップデートレートを８フレーム(３.７５回/秒)に設定している。典型的なオフィス及
び会議のコンテントでは、その結果は、非常に優れたものとなる。エンコードによる遅延
、エンコードされたフレームのサイズの変化、パケット損失は、ビデオフォン(15)にとっ
て非常に理想的な振る舞いとなっている。エンコードされたサンプルを見ると、シーン変
化と非常に動的なコンテントについてはエンコーダ(36)アーチファクトが現れるが、コラ
ボレーションで典型的である話し手の顔のコンテントについては、質は非常に良い。
【０１３８】
　高質のオーディオは、効果的なコミュニケーションにおいて欠かすことができない。高
質とは、全二重であり、帯域幅が７ｋＨｚであり(電話は３.２ｋＨｚ)、信号対雑音比が
３０ｄＢより大きく、知覚できるエコー、クリッピング又はゆがみがないことである。設
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定は非常に容易で、可能な限りケーブルは少ない。オンボードの診断は、問題及びその解
決方法とを示す。スピーカ(64)からの音には、音のレベルの高低に関係なく、大きなはじ
け音やうなり音が無い。
【０１３９】
　失われた又は遅れたパケットのオーディオ信号は、先のオーディオ信号に基づいて「満
たす」ことができる。オーディオバッファは、ネットワーク(40)のジッタとオーディオに
加わる遅延との間のバランスとして約５０ｍｓとすべきである。３２０サンプル又は２０
ｍｓの現在のパケットサイズを減らすならば、エンコード及びデコード遅延が減るであろ
う。しかしながら、２０ｍｓは、ＲＴＰパケットの一般的なデータ長である。
【０１４０】
  以下に説明するプロセスの幾つかは、市販の製品で利用されている。しかしながら、コ
スト低減と集積化を図るために、それらはＤＳＰ(62)として実施されるであろう。別の実
施例では、１つのＤＳＰ(62)が上記のプロセスに加えて音響エコーキャンセルをも行うの
ではなく、第２ＤＳＰ(62)が、音響エコーキャンセルを行い得る。
【０１４１】
　オーディオシステム(10)は、送信及び受信セクションを有している。送信セクションは
、以下の要素で構成される。
【０１４２】
　マイクロフォン：
　スピーカフォンに対する主要な不満の一つに、離れた所で聞く音がこもってしまうこと
がある。このこもった音は、部屋の反響によって生じるものであり、直接音のパワーに対
する反射(反響)音のパワーの比、として考えるのが良い。現在、ピックアップを改善する
最も良い方法は、マイクロフォンを話し手に近づけて配置して、直接音のパワーを増加さ
せることである。オフィス環境では、マイクロフォンは、ＰＣ(68)のモニタに、ビデオフ
ォン(15)端末に、ホワイトボードに配置できる。
【０１４３】
　自動ゲイン制御：
　各マイクロフォンのプリアンプのゲインは自動的に調節されて、ＡＤＣレンジが十分に
使用される。プリアンプゲインは、ＡＥＣ及びノイズリダクションのようなその他のオー
ディオプロセスに送られる。
【０１４４】
　ＣＯＤＥＣ：
　簡単な形式では、これはＡＤＣデバイスとなる。しかしながら、テキサスインスツルメ
ント及びアナログデバイスインコーポレイテッドのような幾つかの企業は、アナログアン
プとアナログマルチプレクサを具えるＣＯＤＥＣを有している。また、同様に制御される
ＤＡＣがチップ上にある。先に説明した自動ゲイン制御は、ＣＯＤＥＣ内で実施されて、
ＤＳＰ(62)で制御される。
【０１４５】
　ノイズリダクション：
　２つの方法のノイズリダクションを用いることで、ＳＮＲを改善できる。第１の方法は
、一般にノイズゲーティング(noise gating)と呼ばれており、現在の信号レベルに応じて
チャンネルをオン・オフする。第２の方法は、適応ノイズキャンセル(ＡＮＣ)であり、マ
イクロフォンの信号から不要なノイズを取り去る。オフィス環境では、ＡＮＣを用いて、
ＰＡアナウンス、ファンノイズ、ある場合にはキーボードのクリック音でさえ除去できる
であろう。
【０１４６】
　ノイズリダクション又はゲーティングのアルゴリズムは、クールエディトやゴールドウ
ェーブのような市販のオーディオ編集パッケージで利用できる。このようパッケージは、
特別な効果を加えて、記録からスクラッチ及びポップノイズを除去し、テープ記録からヒ
スノイズも除去できる。
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【０１４７】
　音響エコーキャンセル：
　エコーが聞こえるのは、話し手の声が５０ｍｓを超えた後に話し手に戻る場合である。
エコーは、非常に気を散らせるので、除去される必要がある。エコーの２つのソースとし
て、ラインエコーと音響エコーがある。ラインエコーは、２本線の電話システム(10)の特
性による。ＰＳＴＮは、ラインエコーキャンセラ(ＬＥＣ)を用いて、このエコーを除去す
る。スピーカフォンシステム(10)を用いる場合、アコーステックエコーは、電話のスピー
カとマイクロホン間で起こる。離れたスピーカからの音は、離れたマイクロホンで拾われ
て話し手に戻る。音響エコーキャンセル(ＡＥＣ)は、ＬＥＣよりも難しい。部屋の音響は
、モデルよりも複雑で、人の動きで急に変化するからである。ＡＳＰＩ ＥＦ１２１０の
ようなスタンドアロンデバイスから、ＤＳＰ(62)のプラットフォームで動くように最適化
されたシグナルワークスのオブジェクトモジュールに亘る、多くのＡＥＣプロダクトがあ
る。
【０１４８】
　オートミキシング：
　オートミキシングは、互いにミキシングされるマイクロホン信号を選択し、ミキサのモ
ノラル出力をエンコーダ(36)に送る。選択基準は、最も音が大きいソースの近くのマイク
ロホンを用いること、又は閾値レベルを超えた音を受けているマイクロホンを用いること
を基本にしている。オートミキサは、様々なベンダーから商業的に入手でき、電話会議及
び電話教育システムで使用されている。
【０１４９】
　エンコーディング：
　データ伝送の帯域幅を低減するため、典型的な信号特性と我々のスピーチの理解力を利
用して、オーディオ信号はより低いビットレートに圧縮される。現在、Ｇ.７２２コーデ
ックが、適度なビットレートである６４ｋビット/秒にて、最も良いオーディオ品質(７ｋ
Ｈｚ帯域幅＠１４ビット)を提供する。
【０１５０】
　ＲＴＰ伝送：
　エンコードオーディオデータは、２０ｍｓｅｃのセグメントに分割されて、リアルタイ
ムプロトコル(ＲＴＰ)パケットとして送られる。ＲＴＰは、ＶｏＩＰ及び電話会議の用途
に必要なリアルタイムデータ交換用に特別に設計された。
【０１５１】
　受信セクションは、以下の要素で構成される。
【０１５２】
　ＲＴＰ受信：
　ＲＴＰパケットは、１又は２以上の離れた場所から送られるオーディオストリームを含
んでおり、各々のバッファに置かれる。失われた又は遅れたパケットが検出されると、そ
の情報がギャップハンドラー(Gap Handler)に送られる。順序が正しくないパケットは、
遅れたパケットの特殊な例であって、同じように遅れたパケットは、多分廃棄される。代
わりに、少なくとも１つのパケット長についてオーディオ信号の再生を遅らせるバッファ
を用いてもよい。バッファのサイズは、両端間の遅延が１００ｍｓより長くないように制
限される必要があるだろう。
【０１５３】
　デコーディング：
　Ｇ.７２２オーディオストリームは、ＣＯＤＥＣ用のＰＣＭサンプルにデコードされる
。
【０１５４】
　ギャップハンドリング：
　ネットワークに渡ってＲＴＰパケットは失われ、又は破損するであろう。それ故に、ギ
ャップハンドラーは、過去のパケットのスペクトル及び統計に基づいて、失われたデータ



(33) JP 4372558 B2 2009.11.25

10

20

30

40

50

を「満たす」。最小の場合として、ゼロがデータストリームに加えられてデータが作成さ
れるが、スペクトル内挿又は外挿アルゴリズムを用いてデータを満たすことができる。
【０１５５】
　バッファリング：
　ネットワークジッタは、連続的なオーディオ再生を可能とするために、バッファリング
を必要とするだろう。恐らく、このバッファは、短期のジッタ統計と待ち時間の効果との
間の妥協に基づいて、そのサイズ(故に待ち時間も)調整するであろう。
【０１５６】
　レート制御：
　ビデオフォン(15)端末の公称のサンプルレートは、１６ｋＨｚである。しかしながら、
わずかな差異が存在しているならば処理される必要があるだろう。例えば、北のビデオフ
ォン(15)が現在１６,００１Ｈｚでサンプリングする一方で、南のビデオフォン(15)は１
５,９９９Ｈｚでサンプリングする。よって、南の端末は、スピーカに出力するよりも１
秒当たりに１だけ多いサンプルを積み重ねており、北の端末では、同じだけけの量が不足
するだろう。受信バッファの長期の統計によって、サンプリングレートの差異を決定して
、(北のビデオフォン(15)のための)適切な内挿、又は(南のビデオフォン(15)のための)デ
シメーションのファクタを計算できる。
【０１５７】
　ボリューム制御：
　スピーカ(64)から来る音のボリュームを調整することは、通常、離れた聴取者によって
行われる。より良い方法は、部屋のマイクロホンで聞こえる大きさに基づいて、スピーカ
(64)からの音を自動的に調整することであろう。バックグラウンドノイズ及び聴取者自身
の嗜好のようなその他の因子を考慮することもできる。
【０１５８】
　ステレオ配置：
　場所が異なる離れた話し手を、聴野(auditory field)に置くことができる。だから、場
所Ａの人物は常に左から、場所Ｂの人物は真ん中から、場所Ｃの人物は右から聞こえると
いうことになるだろう。この配置によって、話をしている者に追従することが容易になる
。
【０１５９】
　スピーカ：
　音の質は、スピーカ(64)及びその筺体の質である程度決定される。如何なる場合でも、
自己増幅型スピーカ(64)がビデオフォン(15)端末に使用される。
【０１６０】
　差別化(Differentiation)：
　ポリコムサウンドステーションのような現在の会議システムは、充分ではあるが帯域が
制限された全二重のオーディオ品質をもたらす。しかしながら、帯域幅は、３５００Ｈｚ
まで制限されており、その結果、音質は、耳に負担を掛けるものとなり、際立った摩擦音
の場合には顕著である。
【０１６１】
　ビデオフォン(15)は、帯域幅を７ｋＨｚに広げ、複数のマイクロホンを自動ミキシング
して、部屋の反響音を最小にする。３人又はそれより多い人物が話している場合、離れた
参加者の各々は、ステレオ音場において独自の場所に配置されるだろう。高質のオーディ
オピックアップと増加した帯域幅とを組み合わせることで、ネットワーク(40)に渡る会議
は、そこに居る者に素早くアプローチするだろう。
【０１６２】
　オーディオシステム(10)は、複数のマイクロホンを用いているので音をよく拾い、ワイ
ドバンドエンコーダ(Ｇ.７２２)を用いて、トールグレード(tollgrade)で現在提供されて
いるよりも良い忠実度を得ている。加えて、複数パーティの会議では、離れた話し手のス
テレオ配置が行われて、音響エコーキャンセルシステム(10)によるハンズフリー動作が可
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能となる。部屋のボリューム調整は、エンドユーザの単一管理で自動的に制御されて、全
体的な音のレベルが調整される。
【０１６３】
　ビデオフォン(15)ネットワーク(40)では、ゲートウェイ(70)は、ＳＩＰではない物をＳ
ＩＰ環境に接続する。普通、プロトコルの差異に加えて電気的な差異がある。ゲートウェ
イ(70)の大半は、他の電話又はビデオ会議デバイスを、ビデオフォン(15)のシステム(10)
に接続する。
【０１６４】
　ゲートウェイ(70)は、インターフェイスで区別される。一方の側はネットワーク(40)で
あり、ビデオフォン(15)では、これはイーサネット又はＡＴＭである。外側は、アナログ
電話線又はＲＳ－２３２ポートであろう。ポートのタイプ、番号及び特徴は、あるゲート
ウェイ(70)を他と区別する。ネットワーク(40)の側には、ＲＴＰ又はＡＬＬ２のような転
送プロトコルと、ＳＩＰ、メガコ(Megaco)又はＭＧＣＰのような信号伝達プロトコルとが
ある。
【０１６５】
　外側では、与えられたインターフェイスに応じた多種多様なプロトコルがあってよい。
例えば、ＩＳＤＮ(Ｑ.９３１)又はＰＯＴＳシグナリングがあろう。ＰＳＴＮゲートウェ
イ(70)は、ＰＳＴＮラインをビデオフォン(15)システム(10)にその場で接続する。ＰＢＸ
ゲートウェイ(70)によって、ビデオフォン(15)システム(10)は、メーカー独自仕様の電話
をエミュレートして、その場にあるＰＢＸへの互換性を与える。ＰＯＴＳゲートウェイ(7
0)は、みすぼらしいアナログフォンをビデオフォン(15)システム(10)に接続する。Ｈ.３
２３ゲートウェイ(70)は、Ｈ.３２３システム(10)を、ＳＩＰベースのビデオフォン(15)
システム(10)に接続する。これは、信号伝達のみのゲートウェイ(70)であり、メディアサ
ーバ(66)は、Ｈ.２６１からＭＰＥＧへの変換を行う。
【０１６６】
　ビデオフォン(15)で実行可能な３つの技術として、セッション開始プロトコル(ＳＩＰ)
、セッション記述プロトコル(ＳＤＰ)、リアルタイム転送プロトコル(ＲＴＰ)があり、こ
れらは全て、引用をもって本明細書の一部となる。
【０１６７】
　ＳＩＰは、パケットネットワークに渡る音声及びビデオセッションを初期化し、管理し
、終了する信号伝達プロトコルである。
【０１６８】
　ＳＤＰは、マルチメディアセッションの初期化におけるセッション告知、セッション案
内、及びその他のフォームを目的とするマルチメディアセッションを時述する。ＳＩＰは
、ＳＤＰを用いてメディアセッションを記述する。
【０１６９】
　ＲＴＰは、マルチキャスト又はユニキャストのネットワーク(40)でのサービスに渡って
、オーディオ、ビデオ又はシミュレーションデータのようなリアルタイムデータを転送す
る用途に適しているエンドツーエンドのネットワーク(40)転送機能を与える。ＳＩＰは、
ＲＴＰを用いてメディアセッション伝送を行う。
【０１７０】
　ビデオフォン(15)は、如何なる会議ブリッジ又はＭＣＵも用いることなく、３又は４以
上のパーティで会議を行える。これは、ＳＩＰで定められるようにＡＴＭポイントツーマ
ルチポイントストリームを用いて達成される。さらに詳細に述べると、ＭＰＥＧ-２スト
リーム及び低フレームレートストリームがパケット化されてネットワーク(40)に転送され
る場合、各パケットのヘッダ情報は、周知のように、会議の受信ビデオフォン(15)の全て
のアドレスを特定する。この情報から、パケットがネットワーク(40)に転送される場合に
、ＳＩＰは、異なるパケットについて必要な接続を確立して、所望のビデオフォン(15)の
送り先にそれらが達することができる。
【０１７１】
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　如何なる会議ブリッジも使用しない会議の例として、１０個のビデオフォン(15)があっ
て、それらは、会議のパーティがいる別々の場所に配置されているとする。各ビデオフォ
ン(15)は、オーディオベースのストリームと、ＭＰＥＧ-２ベースのストリームと、低フ
レームレートベースのストリームとを生成する。しかしながら、各ビデオフォンは、これ
らストリームの何れも自分に送り戻さないので、パーティが１０であるビデオフォン(15)
の会議では、各々は、その他９個のビデオフォン(15)と効率的に通信可能となる。一方で
、ビデオフォン(15)がそれ自身と通信する場合には、帯域幅を最大限に使用するために、
どのビデオフォン(15)で生成されたビデオも、必要ならばビデオフォン(15)で生成された
オーディオも、基本的にそれが他のビデオフォン(15)であるかのように見られ、又は聞か
れ得る。しかし、以下で説明するように内部チャンネルを通ると、ネットワーク(40)のど
の帯域幅の使用も必要とされない。
【０１７２】
　会議では、各ビデオフォン(15)は、９つのオーディオベースのデータストリームを受信
する。３つのＭＰＥＧ-２ベースのデータストリームと、６つの低フレームレートベース
のデータストリームとがある。必要ならば、レシーバは、低フレームレートの９つのスト
リームを選択して、ディスプレイ(54)は各ビデオフォン(15)の小さい画像を表示し、又は
、ＭＰＥＧ-２ベースの４つのストリームを選択して、ディスプレイ(54)は会議の４つの
ビデオフォン(15)からの画像で満たされる。４つのＭＰＥＧ-２ベースのデータストリー
ムが表示されるならば、ディスプレイ(54)に表示用の領域はないので、低フレームレート
ベースのストリームの画像を表示されない。３つのＭＰＥＧ-２ベースのデータストリー
ムが表示される場合、６つの低フレームレートベースのストリームを表示できる。各スト
リームは、いろいろなビデオフォン(15)にて、上述したように作成及び受信される。
【０１７３】
　大きな画像を４つより多く会議で表示することが求められるならば、これを達成する方
法は、追加のビデオフォン(15)が互いに接続されて、図７に示すように、個々のビデオフ
ォン(15)のディスプレイは、一列に並べられる。あるビデオフォン(15)をマスターとする
ことができ、追加のビデオフォンが加えられると、それはマスタービデオフォン(15)のス
レーブとなる。マスタービデオフォン(15)は、異なっているビデオフォン(15)に渡って、
大きい及び小さい画像の表示を制御する。
【０１７４】
　会議のビデオフォン(15)のディスプレイに、誰が大きい画像として、誰が小さい画像と
して表示されるかを決定するプロトコルについて、１つの好ましい実施例は、最近の３人
の話し手を大きく表示し、その他のパーティを小さく表示するというものである。即ち、
現在話をしているパーティと、それ以前の２人の話し手とが大きく表示される。会議の各
ビデオフォン(15)は、会議のオーディオベースのストリームの全てを受信するので、各ビ
デオフォン(15)は、そのメインコントローラ(50)を用いて、所定の瞬間にて話が起こって
いる場所を割り出し、さらに、ネットワークインターフェイスカード(56)が、話が生じて
いるビデオフォン(15)のＭＰＥＧ-２ストリームを受け取るが、低フレームレートストリ
ームを受け取らないようにする。別のプロトコルでは、あるビデオフォン(15)は、リード
又はモデレータビデオフォン(15)として設定され、リードビデオフォン(15)は、大きい及
び小さい画像について、他の全てのビデオフォン(15)が見ているものを選別する。さらに
別のプロトコルでは、誰を大きくし、誰を小さくするかという画像の選択は固定されて、
会議を通じて同一に維持される。プロトコルは、各ビデオフォン(15)が、受信する画像を
それらがどのように表示するのを欲しているかを調べるというようにできる。ＭＰＥＧ-
２ベースのストリーム及び低フレームレートストリームの両方が、ネットワーク(40)上に
て、会議の受信ビデオフォンに転送される。その結果、両方のビデオストリームは、各受
信ビデオフォン(15)にて利用でき、選択されているディスプレイ(54)のプロトコルに応じ
て表示される。
【０１７５】
　各ビデオフォン(15)で転送されるオーディオベースのストリームについては、帯域幅を
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さらに効果的に使用するために、そして、如何なる送信ビデオフォン(15)又は受信ビデオ
フォン(15)にてなされる処理要求を減らして、オーディオ処理を補助するために、オーデ
ィオストリームは、送信ビデオフォン(15)にて所定のデジベルの閾値を超えたオーディオ
がある場合にのみ、ビデオフォン(15)で送信される。十分大きな音のオーディオストリー
ムを送信することのみによって、話が生じている場合に達するように又は超えるように閾
値が較正されているとの仮定の下、基本的に帯域幅を使う以外に何も貢献しない外部から
のバックグラウンドノイズが送受されることが防がれるだけでなく、話のオーディオスト
リームのみが受信されているので、話に関するＭＰＥＧ-２ストリームを選択することが
助けられる。
【０１７６】
　上述のように、特定のビデオフォン(15)が、他のビデオフォン(15)に送られている自分
の画像を見たい場合には、ＦＰＧＡ(38)で作成された低フレームレートストリームがビデ
オフォン(15)のローカルメモリに送られる。しかしながら、低フレームレートストリーム
が、パケット化されて、ビデオフォン(15)からネットワーク(40)に送られる場合に起こり
得るような圧縮は行われない。このローカルメモリから、ソフトウェアを伴うメインプロ
セッサは、それを処理して、それをディスプレイ(54)に小さい画像として表示させる。
【０１７７】
　さらに、ビデオフォン(15)は、ネットワーク(40)から受信したどのオーディオ又はビデ
オストリームが聞かれるか又は見られるかを制御する。ビデオフォン(15)のユーザが見た
い又は聞きたいよりも多くのパーティが会議にある状況において、ビデオフォン(15)のユ
ーザは、会議全体を構成するオーディオ又はビデオストリームの一部のみを見る又は聞く
ように選択できる。例えば、パーティが１００ある会議では、ユーザは、見ることができ
る１００の画像から全２３の画像について、３つのビデオストリームをスクリーン上の大
きな画像として、２０のビデオストリームをスクリーン上の小さな画像として見ることを
選択する。ビデオフォン(15)のユーザは、声の大きな３人の話し手を大きな画像として表
示し、また、会議のパーティのタッチスクリーンを介して、小さな画像として表示する２
０のパーティを選択する。これらパーティは、タッチスクリーンのページにリストアップ
されている。他のプロトコルを選択できて、小さな画像として表示される２０の画像を、
会議が始まって各パーティが紹介をした時刻からの、会議における最新の話し手になるよ
うにできる。表示されるビデオストリームの数を制御することで、組織が会議に適合し、
ビデオフォン(15)のリソースの使用がより良く割り振られる。
【０１７８】
　スクリーンで表示される個々の画像について、各画像に関連した選択が可能である。例
えば、１つの画像を会議コールのモデレータで選択し、２つの画像を、会議の現時点で最
後の/最も声が大きい話し手とし、その他の画像を、その他の会議の参加者全てからユー
ザが選択した人物とすることができる。このように、会議のあらゆる参加者又はユーザは
、会議の参加者の全数から画像の様々な選択ができるであろう。そして、必要とされる最
大帯域幅は、会議の参加者の数に拘わらず、１つのビデオストリームをネットワークに送
るためのものとなり、１つのビデオストリームをネットワークから受け取るためのものと
なる。
【０１７９】
　オーディオストリームに関して、最も声の大きい３人の話し手の各々の画像がスクリー
ンに表示される間は、それらの話し手のオーディオストリームのみが選択されて聞かれる
制限をビデオフォン(15)に課すことができる。ＤＳＰ(62)は、受信したオーディオストリ
ームを解析して、声が最も大きい話し手の３つのオーディオストリームのみを再生させて
、同時に、声が最も大きい話し手の３つのオーディオストリームに関係した、大きな画像
の第１ビデオストリームのみを受信するようにネットワークインターフェイス(42)に指示
する。一般的には、大勢の人々が同時に話すと、混乱が増加して、理解が妨げられる。故
に、ユーザによる制御がオーディオストリームに行われることで、組織のある程度にそれ
らを認識させることが可能となる。
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【０１８０】
　オーディオストリームの制御の一環として、上述のように、各ビデオフォン(15)は、そ
のビデオフォン(15)のノイズが閾値を超えた場合にのみ、オーディオストリームを送る。
好ましくは、閾値は動的であって、所定の時刻における、声の大きな３人の話し手に関連
した音の大きな３つのオーディオストリームのノイズレベルに基づいている。このため、
オーディオストリームが声の大きな３人の話し手オーディオストリームの一つとして認め
られてので、その他のオーディオストリームのノイズレベルは、モニタされて、特定され
る必要がある。ＤＳＰ(62)は、ネットワーク(40)を介してネットワークインターフェイス
(42)から送られるオーディオストリームを受信する。そして、ＤＳＰ(62)は、オーディオ
ストリームを調べて、最も大きなノイズを有する３つのストリームを特定し、最も声の大
きい３人の話し手のものとして特定されている受信した３つのオーディオストリームのノ
イズレベルを、ビデオフォン(15)のシーンのノイズレベルと比較する。ビデオフォン(15)
のシーンのノイズレベルが、受信したどのオーディオストリームよりも大きい場合、ビデ
オフォン(15)は、そのオーディオストリームをネットワーク(40)に送る。ＤＳＰ(62)によ
るこのような解析が、会議の各ビデオフォンで独立に行われて、会議に渡って分散した解
析が行われる。各ビデオフォンは、その他の全てのビデオフォンと独立して、受信したオ
ーディオストリームに関する解析を自ら行う。明らかに、これらオーディオストリームは
、所定の時間にて声の大きい３人の話し手の１人のものであると十分に保証できるほどシ
ーンのノイズが大きいと、個々のビデオフォン(15)が判別した後にのみ、各ビデオフォン
(15)によって送られる。各ビデオフォン(15)は　その結果、受信したオーディオストリー
ムの情報を得て、それを自己のノイズレベルとの比較の基礎として用いる。そして、各ビ
デオフォン(15)は、独自に閾値の決定を行っている。
【０１８１】
　分散した解析を行う別の方法では、各ビデオフォンが、ＤＳＰ(62)にて用いられるべき
閾値となるものを決定した後、会議の他の全てのビデオフォンにこの閾値が送られる。こ
れにより、全てのビデオフォンは、他の全てのビデオフォンが閾値としたものを検討でき
、例えば、それらの閾値を平均して、そのビデオフォンのシーンに適用される閾値を特定
する。
【０１８２】
　声が最も大きい３人の話し手のビデオストリームを選択する技術を用いることで、パー
ティが大きな声で一度に話し始めて、混乱と不理解が生じる瞬間があるかも知れない。し
かしながら、そのようにすることで、それはノイズを閾値のレベルに上げて、非常に短い
間に、他と同程度の大きさのノイズを生成していないオーディオストリームは除去されて
、声の最も大きな３人の話し手のオーディオストリームのみが再度選択されて聞こえるで
あろう。また、その他のオーディオストリームは選択されておらず、これらオーディオス
トリームが寄与しているかも知れないノイズのある程度が取り除かれる。このことは、時
に、３つを超えるオーディオストリームがビデオフォン(15)で受信されることを意味して
いる。３個を超えるビデオフォンで、ある瞬間にノイズが閾値を超えて、このようなビデ
オフォンの各々がその時にオーディオストリームを生成してネットワーク(40)に送り得る
からである。しかしながら、今し方説明したように、一旦閾値が変更されると、事態は終
わるだろう。オーディオストリームに関したこの分散した解析は、ここで説明したビデオ
フォン(15)に限定されることはなく、ビデオストリームの有無に拘わらず、如何なるタイ
プの音声を用いた会議でも利用可能である。
【０１８３】
　使用する帯域幅の節約を重要視しており、必要なもののみを送って帯域幅を節約するこ
とから、画像のクリップは、受信ビデオフォン(15)ではなくエンコーダ(36)にて行われる
。送信ビデオフォン(15)が、それの画像が受信ビデオフォン(15)にてどのように現れるか
を知っている場合、エンコーダ(36)は、シーンの大きな画像を、それが送信される前にク
リップする。そして、画像のそれほど大きくない部分が送信されて、帯域幅を使用する。
クリップが受信ビデオフォン(15)で起こる場合、ソフトウエアを伴ったメインプロセッサ
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は、受信した画像がディスプレイコントローラ(52)に供給される前に、それを処理するで
あろう。
【０１８４】
　第２カメラをビデオフォン(15)に接続すると、シーンの別の眺めが得られる。例えば、
部屋では、第１カメラ、即ち主カメラが、視聴者又は話し手の顔に焦点を合わせて配置さ
れる。しかしながら、部屋にはさらに人がいて、ビデオフォン(15)を制御する人は、受信
ビデオフォン(15)の他の視聴者を見たいと欲する。例えば、第２カメラは、部屋の上隅に
配置されて、主カメラよりも基本的に部屋のかなり広い領域を見る。第２カメラの出力は
デコーダ(34)に与えられる。デコーダ(34)は、ビデオ出力を受け取る幾つかのポートを有
している。または、第２カメラから送られるストリームが既にデジタル化されている場合
、それは、主カメラと同様なチャンネルを通じて、ビデオフォン(15)の処理要素に与えら
れる。各ビデオフォン(15)は、その外に送られるものは何でも制御し、送信するカメラ出
力の選択は、ビデオフォン(15)を制御する視聴者によってなされる。一方で、あるビデオ
フォン(15)のカメラから送信されるストリームを制御及び選択する能力を、離れた受信ビ
デオフォン(15)に与えることができる。制御ビデオフォン(15)からの制御信号は、ネット
ワーク(40)を通じて送信されて、送信用に選択されたストリームを与える個々のビデオフ
ォン(15)にて受信される。第２カメラに加えて、ＤＶＤ、ＶＣＲ又はホワイトボードカメ
ラのビデオ出力のような、その他のタイプの如何なるビデオ出力も、ビデオフォン(15)を
通じて供給されてよい。
【０１８５】
　好ましい実施例では、ビデオフォン(15)はピークモードで動作する。ピークモードでは
、ビデオフォン(15)のカメラは、前方のシーンのスチル画像を取得して、この画像を受信
すると予め決めている他のビデオフォン(15)に送信する。例えば、スピードダイアルメニ
ュに、このようなビデオフォン(15)のリストがある。または、ピークモードでは、得られ
たスチル画像がビデオフォン(15)で保持されて、要求に応じて、そのビデオフォン(15)に
コールしたいと思っている者に供給される。理想的には、ビデオフォン(15)の好ましい使
用形態に合致するように、ビデオフォン(15)のユーザは、ビデオフォン(15)の外へ送られ
るものを全て制御して、単に、ピークモードをオフにすることを選択し、又はどの画像が
送られるかを制御する。アクティブコールが起こると、ピークモードはオフになって、ピ
ークモードと、連続的な画像ストリームがカメラで得られるアクティブコールとの間で矛
盾が生じない。ピークモードでは、所定の時間間隔で、例えば、１分、５分、３０分間隔
等で、シーンのスチル画像が得られる。ピークモードでは、スチル画像が得られる前の所
定の時間にて、例えば、画像が得られる５又は１０秒前にて、オーディオキューが示され
て、まさに画像が撮られようとしており、見苦しくないようにすべき旨の警告が、カメラ
の前にいる者に与えられる。オーディオキューは、ビープ音、ピング(ping)音、若しくは
その他の録音されたノイズ、又はメッセージとすることができる。このように、ピークモ
ードが用いられる場合には、ビデオフォン(15)のカメラの前におけるシーンのピークが他
のビデオフォン(15)で利用可能となり、その他のビデオフォン(15)に、カメラに関わる人
物の存在が示される。
【０１８６】
　プレセンスセンサの別の実施例では、カメラの前の領域に対するカメラの自動レンズの
位置を、プレゼンスセンサとして働かせる。カメラの前に人がいない場合、カメラの自動
レンズは、その領域内の物体又は壁に焦点を当てる。人物がカメラの前にいる場合、自動
レンズはその人物に焦点を当てる。人物によって、人物がレンズの前にいない場合と異な
る位置にレンズが配置される。レンズの焦点を表示するカメラの信号は、カメラからＦＰ
ＧＡ(38)に送られる。ＦＰＧＡ(38)は、その後、例えば、送信ビデオフォン(15)のスピー
ドダイヤルリストにあるビデオフォン(15)の受信側のような、所定のリストにあるビデオ
フォン(15)の受信側に焦点の情報を送る。これによって、視聴者がビデオフォン(15)の前
にいるか否かが受信ビデオフォン(15)に知らされて、誰がいることが示される。
【０１８７】



(39) JP 4372558 B2 2009.11.25

10

20

30

40

50

　また、ビデオフォン(15)はビデオメールを提供する。あるビデオコール(15)から別のビ
デオフォン(15)へのビデオコールが試みられて、所定時間後に、例えば４回ベルが鳴った
後に、受信ビデオフォン(15)がビデオコールに応答しない場合、受信ビデオフォン(15)に
関連したビデオサーバ(66)がビデオコールに応答する。ビデオサーバ(66)は、送信ビデオ
フォン(15)から送られるビデオコールに応答し、送信ビデオフォン(15)に、記録されたオ
ーディオメッセージを、又は、記録されたビデオ画像を伴ったオーディオメッセージを送
る。これらメッセージは、応答しない受信ビデオフォン(15)から送られて、前もってビデ
オサーバ(66)に記録されている。ビデオサーバ(66)は、メッセージを再生して、電話をか
ける人に、オーディオ、又はオーディオ及びビデオキューを与えて、ビープ音のような所
定の表示の後にメッセージを残す。所定の表示が起こると、電話をかける人は、その人の
ビデオ画像に加えて発言を含んだメッセージを残す。ビデオ及びオーディオメッセージは
、ビデオサーバ(66)にてメモリに格納される。メッセージは、必要なだけ長くでき、又は
、定められた所定の時間間隔に限定できる。所定の時間間隔が経過した後、又は、電話を
かける人がコールを済ませて終了した後、ビデオサーバ(66)は、ビデオメッセージを保存
して、最初のコールに応答しなかった受信ビデオフォン(15)に信号を送る。受信ビデオフ
ォン(15)の視聴者は、ビデオメッセージを待っている。このメッセージはテキスト若しく
は、受信ビデオフォン(15)のディスプレイ(54)に表示されるビデオ画像とすることができ
、または、単に、メッセージライトとすることもできる。メッセージライトが点灯すると
、受信ビデオフォン(15)の視聴者に、視聴者へのビデオメールがある旨が知らされる。
【０１８８】
　視聴者がビデオメールを見ることを希望する場合、視聴者は、単にタッチスクリーン(7
4)の領域を選択するだけで、ビデオメールを起動できる。ユーザには、ビデオメールの読
み出しを含めた、メールに関する一連の操作オプションが示される。メールの読み出しで
は、信号がビデオサーバ(66)に送られて、ビデオフォン(15)のディスプレイ(54)にて視聴
者用にビデオメールが再生される。画像のストリームがビデオサーバ(66)から送られて、
ビデオストリーム用の上述の経路を通じて受信ビデオフォン(15)に向かい、それを介して
表示される。ビデオフォン(15)の視聴者が、ビデオサーバ(66)にメッセージを記録して、
視聴者がビデオコールに答えない場合にビデオコールに応答するためには、視聴者はタッ
チスクリーン(74)の領域にタッチして、ビデオサーバ(66)を動作させる。視聴者は、所定
の時間に、オーディオ又はオーディオ及びビデオのメッセージを記録するように促される
。視聴者がこれを行うと、メッセージが作成される。
【０１８９】
　ビデオフォン(15)は、ユーザがボリューム調整することなく、所定のレベルでスピーカ
を動作させる。ビデオフォン(15)のスピーカ(64)はマイクロホンでキャリブレーションで
きるので、マイクロフォンが非常に大きいノイズを拾う場合には、メインコントローラ(5
0)及びＤＳＰ(62)は、スピーカ(64)のオーディオ出力のレベルを下げて、ノイズレベルを
低減する。所定且つ所望のレベルを設定することで、ビデオフォン(15)は、視聴者が何か
を行うことなく、自動的にボリュームの大きさを制御する。
【０１９０】
　ビデオフォン(15)は、特定の人物に話しかける問合せを認識すると、受信ビデオフォン
(15)でのトーン又は信号のような、認識に用いられる所定のスピーチパターンを用いて、
受信ビデオフォン(15)にコールが要求されている旨を、受信ビデオフォン(15)の視聴者に
知らせるようにプログラムできる。例えば、言葉「ヘイ、クレイグ(Hey Craig)」がビデ
オフォン(15)で用いられて、コールがクレイグに向けて開始されるべきものであることが
送信ビデオフォン(15)で認識される。視聴者が「ヘイ、クレイグ」を言うことで、送信ビ
デオフォンが自動的にクレイグへのコールを開始し、言葉「ヘイ、クレイグ」がクレイグ
の受信ビデオフォン(15)に送られる。クレイグの受信ビデオフォン(15)が鳴って、コール
がクレイグに要求されていることを示す代わりに、言葉「ヘイ、クレイグ」が、直ちにク
レイグのビデオフォン(15)にアナウンスされる。これは、クレイグの注意を喚起するため
に通常起こされるベルに置き換わる。この動作を行う機能は、メインコントローラ(50)及
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びＤＳＰ(62)で実現されるであろう。発言「ヘイ、クレイグ」は、視聴者によってアナウ
ンスされて、上述のようにサーバ(66)に送信される。サーバ(66)は、発言を解析して、命
令として言葉を認識し、命令に記されたパーティにコールを開始する。その後、サーバ(6
6)は、クレイグのビデオフォン(15)のアドレス情報を用いて、クレイグのビデオフォン(1
5)とコールを開始し、クレイグのビデオフォン(15)で「ヘイ、クレイグ」になる信号又は
音色を発生させる。
【０１９１】
　当該技術分野で周知のように、エンコーダ(36)は、各フレームの最初及び最後を特定で
きる。エンコーダ(36)がデータを受信すると、それはフレームのデータをエンコードして
、フレームが完全になるまで格納する。エンコーダ(36)が使用するアルゴリズムによって
、格納されたフレームは、次のフレームを形成するための基礎として用いられる。格納さ
れたフレームは、次のフレームをエンコードするためのリファレンスフレームとして働く
。これは、基本的に、最初からのフレーム全部ではなく、あるフレームから次のフレーム
へのフレームの変化がエンコードの中心だからである。その後、エンコードされたフレー
ムは、上述のように、直ちに送り出されて、パケット化される。フレームは、パケット化
を除いてバッファリングされることはないので、遅延は最小限に抑えられる。なお、エン
コーダ(36)がフレームのデータをエンコードする際に、データの送信速度をさらに速くす
るために、フレーム全体がエンコードされることを待たないで、エンコードされたデータ
をパケット化のために順序付けしてもよい。また、先に説明した理由から、エンコードさ
れたデータは、フレームを形成するために格納されるので、リファレンスフレームがフレ
ームで利用可能となる。しかしながら、別個に、データは、エンコード中にパケット化の
ために送られて、パケット化の準備中にフレームを形成する。しかし、パケットが送信可
能となって、フレームの一部分のみがパケットを部分的に構成する場合であっても、フレ
ームの残りの部分が別個のパケットとして送信されて、フレーム情報を伴う両方のパケッ
トが受信ビデオフォン(15)で受信されるまで、フレームは形成されない。
【０１９２】
　図１を参照すると、ビデオフォン(15)がネットワーク(40)に接続されている。ビデオフ
ォン(15)は、銅又はマルチモードファイバーの何れかの上にて、１０/１００イーサネッ
ト接続と、オプションとしてＡＴＭ１５５Ｍｂｐｓ接続とをサポートしている。各ビデオ
フォン(15)端末は、通常、ユーザのＰＣ(68)に取り付けられている。ビデオフォン(15)の
役割は、(会議)コールのオーディオ及びビデオ特性を与えることである。ＰＣ(68)は、そ
の他の機能に用いられる。ビデオフォン(15)を用いてコールを確立することで、ＰＣ(68)
間のマイクロソフトネットミーティングセッションが確立される。これによって、ユーザ
は、ウインドウベースのプログラム、例えば、パワーポイントプレゼンテーションやスプ
レッドシートと協動すること、電子ホワイトボードと画像を交換すること、ファイルを転
送すること、テキストベースのチャットプログラムを使用すること等が行える。ビデオフ
ォン(15)端末がどのように接続されているかに拘わりなく、ＰＣ(68)は、イーサネットに
接続できる。ＰＣ(68)は、当然に、ＡＴＭ ＬＡＮにも接続できる。ＰＣ(68)と、関連す
る送信ビデオフォン(15)とは、ネットワーク(40)を通じて相互に通信する。ＰＣ(68)と、
関連する送信ビデオフォン(15)とが相互に通信することで、ＰＣ(68)は、送信ビデオフォ
ン(15)が話している相手を知る。その後、ＰＣ(68)は、送信ビデオフォン(15)が話してい
る相手である受信ビデオフォン(15)のＰＣ(68)と通信可能となる。また、ＰＣ(68)は、ビ
デオフォン(15)にコールすることも可能である。
【０１９３】
　システム(10)の機能の大半は、サーバーベースであって、ビデオフォン(15)のプロキシ
サーバで動作するソフトウエアで実現されている。プロキシサーバは、ＳＩＰプロキシサ
ーバであるのが好ましい。基本機能をもたらすために第１サーバが必要とされ、第２サー
バは、弾力的な動作に、言い換えると、第１サーバが失敗したイベントを保全するサービ
スに必要とされる。このような場合、サーバとビデオフォン(15)のソフトウエアは、バッ
クアップサーバ(66)に自動的にスワップする。この構成を用いて、ネットワーク(40)上の
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他のビデオフォン(15)に、さらに、好ましくはＳＩＰフォンであるネットワークに登録さ
れた電話に、ビデオフォン(15)はコールをすることが可能となり、また、これらからのコ
ールを受け取ることが可能となる。
【０１９４】
　メディアサーバは、一連のメディアストリーム上のユーザに一連のサービスを提供する
。メディアサーバ(66)は、主サーバ(feature server)で(好ましく主サーバで)制御される
。それは、ユーザインボキャブル(user-invocable)な種々の機能の一部として、メディア
ストリームの送信側と受信側を与えるために用いられる。メディアサーバで与えられるサ
ービスは、会議ブリッジ、記録及び再生、トランスコーディング、音色及びアナウンスメ
ントである。
【０１９５】
　メディアサーバ(66)は、ＬＡＮ又はＷＡＮ上にあるボックスである。通常、それは、そ
の他の接続を有していない。それは、ＳＩＰデバイスであるのが好ましい。主サーバは、
ビデオフォン(15)端末から発する信号経路内にある。しかしながら、メディアの経路は、
メディアサーバ(66)から装置に直通するだろう。
【０１９６】
　動作中、ユーザは、ビデオメール等の機能を要求してよい。主サーバ(66)は、ユーザイ
ンターフェイス及び信号機能を与え、メディアサーバ(66)は、(使用されるならば)マルチ
メディアプロンプト(multimedia prompt)機能と、メッセージの記録再生機能を与えるだ
ろう。
【０１９７】
　ビデオフォン(15)端末が、(ＳＩＰビデオフォンのような)プロトコル外又は基準外の(
ビデオ)フォンにコールをし、又はそれらのコールを受け入れることを可能にするために
、ＳＩＰゲートウェイのようなゲートウェイ(70)が加えられる。４本のアナログラインを
有するゲートウェイ(70)が、ＰＳＴＮに直接接続されるか、ローカルＰＢＸのアナログラ
インに接続される。出力ラインを供給する通常の規則が適用される。一般的な１本の中継
ラインが６人のユーザの全てに供給される。つまり、どのユーザも自分のフォンを用いて
、勤務時間外の１０分間、外部接続にダイヤルすると仮定する。ビデオフォン(15)端末が
現在のＰＢＸの拡張として働く場合、着信コールに関する限り、１本のアナログラインが
各ビデオフォン(15)に必要となる。
【０１９８】
　ＣＮＮのようなＴＶソースが、ビデオフォン(15)のユーザに利用される。ビデオフォン
(15)のビデオサーバ(66)によって、このサービスが可能となる。サーバ(66)は、１つのビ
デオチャンネルとの接続をサポートし、そのチャンネルは、ネットワーク(40)上のどのビ
デオフォン(15)のユーザでも利用される。ビデオチャンネルは、通常の２つの会議セッシ
ョンと同等である。チューナは、利用可能なチャンネルをセットする。新たなビデオフォ
ン(15)のビデオサーバ(66)が、ユーザが同時利用を願う異なるチャンネルの各々について
設定に加えられる。
【０１９９】
　また、ビデオフォン(15)のサーバ(66)(好ましくはＳＩＰ)は、ユーザデータのデータベ
ースを持っており、ユーザコンタクト情報のローカルキャッシュを含んでいる。このデー
タべースは、ユーザに関するメインコンタクトデータべースと同期化できる。同期化は、
例えば、アウトルック/エクスチェンジのユーザによって、ロータスノーツのユーザのた
めに行われる。別個のプログラムが、ＮＴベースの如何なるサーバ(66)プラットホームで
も動作して、同期化を行う。扱うサイトの数に拘わらず、１つのサーバのみが必要とされ
る。
【０２００】
　図２に示すように、通常、ビデオフォン(15)端末は、幾つかのサイトに渡って分散して
おり、ワイドエリアネットワーク(40)と協力する。あるサーバ(66)は、１つのキャンパス
にて、最大で１００個以上のビデオフォン(15)を十分に扱える。サイト上のビデオフォン
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(15)の数が増加すると、ある段階でさらにサーバをインストールする必要が生じる。
【０２０１】
　ビデオフォン(15)が幾つかのサイトを渡って分散すると、中央サーバに基づいてそれら
を動作可能となるが、ＷＡＮで使用される帯域幅と、ＷＡＮへの依存とを考慮すると、こ
れは勧められる構成ではない。好ましくは、各サイトは少なくとも１つのサーバ(66)を有
しており、該サーバ(66)は、ＳＩＰが用いられる場合、ＳＩＰサーバ(66)であるのが好ま
しい。さらに忠告すると、最も簡単で容易な構成は各サイトが、好ましくはＳＩＰである
二重のサーバを有することである。しかしながら、遠隔のサイトサーバの代わりとして、
中央サーバを用いることも可能である。
【０２０２】
　ビデオフォン(15)は、ネットワーク(40)の何処においても、１つの中央ゲートウェイ(7
0)からＰＳＴＮ又はＰＢＸベースの送信コールが可能である。しかしながら、ビデオフォ
ン(15)が、受信コールを受け入れるためにローカルＰＢＸの延長でもなければならない場
合には、ＰＳＴＮゲートウェイ(70)は、各場所に与えられることが必要である。そのサイ
トの全てのビデオフォン(15)ついて、ゲートウェイ(70)のポートが必要となる。
【０２０３】
　中央ＣＮＮサーバ(66)は、ネットワーク(40)上のどのビデオフォン(15)にも、ＴＶチャ
ンネルを配信する。それにも拘わらず、ＷＡＮに渡ってその帯域幅を得るよりは、サイト
特有のサーバを含むことが好ましいであろう。
【０２０４】
　ビデオフォン(15)は、(ファイバーと銅のオプションを用いて)１０/１００イーサネッ
トネットワーク(40)又は１５５Ｍｂｉｔｓ/sec のＡＴＭネットワーク(40)の何れか一方
に接続できる。ＡＴＭに接続されたビデオフォン(15)は、ＩＰコントロールプレーンを用
いて、コールのエンドポイントのＡＴＭアドレスを定めて、そして、ＡＴＭ信号を発して
、エンドポイント間で搬送チャンネル(bearer channel)を確立する。搬送チャンネルは、
スイッチドバーチャル回路(ＳＶＣ)で確立され、完全なＱｏＳの要求が特定される。
【０２０５】
　各ビデオストリームは、セッティングと帯域幅のネゴシエーションによって定められる
ように、２Ｍｂｐｓと６Ｍｂｐｓの間で双方向に送信可能である。ディスプレイ手段が２
以上のビデオストリームを表示できるので、各ビデオフォンを全接続するのに要求される
帯域幅は、コールのパーティ数と共に増加する。送信端のクリップによって、要求される
最大の帯域幅は、単一のビデオストリームで使用される帯域幅の約２.５倍となる。サイ
トに幾つかのビデオフォン(15)がある場合、ユーザとトランク(trunk)間の通常のテレフ
ォンレシオ(telephone ratio)が、ビデオフォン(15)のセッションに加わる。言い換える
と、ビデオフォン(15)のユーザは、各コールにて平均して２人の他人と、つまり２つのス
トリームで会話すると予想され、ユーザは、その時に平均して１０分間ビデオフォン(15)
を用いる。平均エンコードレートが３Ｍｂｐｓである場合、このことより、６Ｍｂｐｓの
帯域幅が必要となり、この帯域幅では、最大６人までのユーザをサポートすることが期待
される。
【０２０６】
　図３に示すように、ビデオフォン(15)は、ビデオフォン(15)端末の密度が低い場合に、
「ｐ」で動作可能な('p' enabled)イーサネットネットワーク(40)で動作する。ビデオフ
ォン(15)のシステム(10)は、２個のビデオフォン(15)を互いにリンクするネットワーク(4
0)のＡＴＭ部分に渡ってＳＶＣを確立すると共に、「ｐ」で動作可能なイーサネットを用
いることで、十分なクオリティオブサービスが接続のイーサネット部分に渡って与えられ
ることを保証する。
【０２０７】
　ビデオフォン(15)のシステム(10)の基本的な構成要素が、図４に示されている。それら
は共にマルチメディア協動ツールを生成して、それらツールは、地理的に分散したチーム
が交流する能力を増進させる。このようなチームは、ほとんど全ての大企業で存在してお
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り、次第に増加している。さらに、彼らが効果的及び効率的に働くことを助けるツールは
、１０年前からほとんど変わっておらず、多くの面で不満足なものである。ビデオフォン
(15)は、包括的な方法を用いて現存するシステムの多くの問題に対処し、遠隔地間の共同
作業に断続的な(discontinuous)改善をもたらす。それは、新たに利用可能な技術を用い
て可能となり、クオリティオブサービスと正しいミキシング機能で差別化され、優れたユ
ーザインターフェイスの開発によって使用可能となり、標準ベースのアーキテクチャを用
いることで、拡張可能なように設計される。
【０２０８】
　オーディオ及びビデオストリームは、上述のように、例えば、周知のＳＩＰ技術を用い
て、ネットワーク上の始端ビデオフォン(15)から終端ビデオフォン(15)に送信される。Ｓ
ＩＰメッセージは、異種のネットワークに渡ってＩＰルーティング技術を用いてルーティ
ングされる。異種のネットワークのメディアストリームには、より直接的な経路が要求さ
れる。好ましくは、図１５に示すように、会議の始端ビデオフォン(15)がイーサネットに
接続されて、会議の終端ビデオフォン(15)がＡＴＭネットワークに接続されている場合、
始端及び終端ビデオフォン間のネットワークを渡るパケットについて、以下に述べるアド
レッシングが起こる。始端ビデオフォン(15)は、パケットをイーサネットに送って、始端
ビデオフォンのＩＰアドレスを用いて通信が行われる。パケットは、イーサネットをＡＴ
Ｍネットワークにリンクする始端ゲートウェイ(81)に到達する。始端ゲートウェイ(81)で
は、始端ビデオフォン(15)のＩＰアドレスが、パケットから保存される。始端ゲートウェ
イ(81)は、始端ゲートウェイ(81)のＡＴＭアドレスをパケットに加えて、終端ビデオフォ
ン(15)にパケットを送る。終端ビデオフォン(15)がパケットを受信すると、それは、始端
ゲートウェイ(81)のＡＴＭアドレスをパケットより格納して、始端ゲートウェイ(81)にリ
ターンパケットを送り返す。リターンパケットは、終端ビデオフォン(15)がパケットを受
信したことを示しており、終端ビデオフォン(15)のＡＴＭアドレスを伴っている。始端ゲ
ートウェイ(81)は、リターンパケットを受信すると、終端ビデオフォン(15)のＡＴＭアド
レスを保存し、始端ゲートウェイ(81)のＩＰアドレスをリターンパケットに加える。リタ
ーンパケットは、その後、始端ゲートウェイ(81)から始端ビデオフォン(15)に送り返され
る。
【０２０９】
　このように、始端ビデオフォン(15)と終端ビデオフォン(15)間の経路全体に渡るクリテ
ィカルなノード、始端ビデオフォン(15)及び終端ビデオフォン(15)の具体的アドレスが、
経路のクリティカルなノードの各々で知られる。最低でも、経路の各ノードは、経路の次
のノードのアドレスを知る。必要ならば、個々のパケットが経路に沿って動くにつれて、
追加されたアドレスがそれらに保存されて、経路の各ノードは、パケットが向かう次のノ
ードよりも、クリティカルなノードのアドレスについてより多くを知る。これは、パケッ
トがノードからノードへ移動すると、具体的な例としては、始端ビデオフォン(15)から始
端ゲートウェイ(81)に、それから終端ビデオフォン(15)に、そして、終端ビデオフォン(1
5)から始端ゲートウェイ(81)に、それから始端ビデオフォン(15)に戻るように、パケット
が移動すると、各ノードは、受け取った個々のパケットを送った前のノードのクリティカ
ルなアドレスを保存し、次のノードが含まれるネットワークのタイプに関した自己のアド
レスを持ち込むことによる。その結果として、各ノードが次のノードにパケットを送るの
に必要なクリティカルなアドレスは、経路を通じて分布する。
【０２１０】
　イーサネット上の始端ビデオフォン(15)からＡＴＭネットワーク上の終端ビデオフォン
(15)にパケットを転送するこの例は、逆の場合、つまり、始端端末つまり始端ビデオフォ
ン(15)がＡＴＭネットワークと通信し、終端ビデオフォン(15)がイーサネットと通信する
場合にも適用できる。
【０２１１】
　同様にして、経路は、イーサネットと通信する始端ビデオフォン(15)と、イーサネット
と通信する終端ビデオフォン(15)とを含み、図１６に示すように、パケットが行き来する
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ＡＴＭネットワークが中間にあるように構成され得る。このような場合、各端に配置され
た２つのゲートウェイがあって、それらは、イーサネットとＡＴＭネットワークのインタ
ーフェイスとなる。先述のように、処理では、追加ノードが単純に経路に加えられる。始
端ゲートウェイ(81)は、自己のＡＴＭアドレスをパケットに取り込んで、それを終端ゲー
トウェイ(83)に送る。終端ゲートウェイ(83)は、始端ゲートウェイのＡＴＭアドレスを保
存し、終端ゲートウェイのＩＰアドレスをパケットに加えて、イーサネット上で終端ビデ
オフォン(15)に送る。リターンパケットについて、同じ事が逆に起こる。各ゲートウェイ
は、先のゲートウェイ又は終端ビデオフォン(15)から得た個々のアドレス情報を保存して
、自己のアドレスをリターンパケットに加える。リターンパケットは、最終的に始端ビデ
オフォン(15)に送られる。始端ゲートウェイ(81)及び始端ビデオフォン(15)は、終端ゲー
トウェイ(83)又は始端ゲートウェイ(81)のＡＴＭアドレスを夫々保存し、経路に渡る各リ
ンクにおける個々のアドレスが、より効率的に格納されて、接続のパケットは、迅速に順
次転送される。
【０２１２】
　例えば、ＳＩＰルーティング情報(または、標準的なルーティング情報であれば何でも
用いられる)をパケットに収納するという、当業者に周知の技術と同様な技術を用いて、
ビデオフォン(15)のメインコントローラ(50)及びネットワークインターフェイス(42)は、
ビデオフォン(15)のアドレスを、それがネットワーク(40)に送る各パケットに加える。ま
た、ネットワークインターフェイス(42)は、ネットワーク上のノードから送られるパケッ
トから受け取ったアドレス情報を、ローカルメモリに格納する。同じように、ネットワー
ク(40)のゲートウェイについて同様な構成が適用される。周知のように、ゲートウェイは
、パケットをその最終的な送り先に移動させる制御手段及びデータ処理手段を有している
。ゲートウェイの制御機構のネットワークインターフェイス(42)及びメインコントローラ
(50)は、ＳＩＰルーティング情報に関した周知の技術で動作し、パケットから受け取った
アドレス情報を格納し、パケットを送ろうとしているネットワーク(40)につ関する自己の
アドレス情報をパケットに収納する。例えば、ゲートウェイ又はビデオフォン(15)のアド
レス情報は、パケットのヘッダー部のフィールドに配置される。実施例では、終端及び始
端ソースとしてビデオフォン(15)が使用されているが、パケットを生成及び受信するデバ
イスであればどのようなタイプも、このスキーム全体にて使用されることに留意すべきで
ある。
【０２１３】
　バーチャルプレゼンスビデオ－フォン(ビデオフォン)(15)は、デスクトップのネットワ
ーク(40)装置であり、個人用の通信端末である。それは、ユーザの机のフォンに置き換わ
って、現在のＰＢＸ端末の全ての機能を提供するものであり、ビデオフォン(15)の大きな
タッチスクリーン(74)によって、ユーザインターフェイスが簡単になり、使用が容易にな
っている
【０２１４】
　ビデオフォン(15)は、全ての個人間通信にビデオの特徴を加えて、見聞をバーチャルな
ものに変化させる。従来では、ビデオ会議システムのビデオの質は、トランスペアレント
であるのに技術的に不十分であった。ビデオフォン(15)は、十分に高い質のビデオをもた
らして、見聞を正確に生成する最初の個人用ビデオフォンである。効果面では、リアルタ
イムビデオ通信が放送されるＴＶの質に近い画像の質を有しているだけでなく、待ち時間
が非常に短く維持されなくてはならない。会話が自然に流れるためには、リップシンク(L
ip Sync)もまた重要である。これらのような問題の全ては、ビデオフォン(15)のビデオサ
ブシステムのデザインにて対処されている。ビデオフォン(15)は、この用途に特別に構成
された最新のエンコーダ(36)及びデコーダ(34)技術を用いている。言い換えると、ビデオ
フォン(15)は、「そこにある」ように可能な限り近づいている。
【０２１５】
　また、ビデオフォン(15)は、ハイファイの、ＣＤに近い音質のオーディオチャンネルを
使用することで、従来のスピーカフォンの性能を改善し、透明で明瞭な音声を提供する。
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ステレオのオーディオチャンネルは、各参加者のオーディオの空間的な差異を与える。進
歩したステレオエコーキャンセルは、ユニットスピーカ(64)の音をキャンセルするだけで
なく、騒々しい部屋でさえも、通常の会議のレベルにて、話し手に会議を続けることを可
能にする。
【０２１６】
　ビデオフォン(15)は、最大で４つの離れたパーティによる(即ち５方向の)ビデオ会議コ
ールを、及び/又は、最大で１０つのパーティによるオーディオ会議コールを確立して、
直接的にサポートする。各ユーザは、彼/彼女のワークグループにおける他のメンバー全
てについて、利用状況を見ることができる。ビデオフォン(15)は、マルチストリームのマ
ルチメディアセッションを確立し、修正し、クリアする手段として、セッション開始プロ
トコル(ＳＩＰ)を用いるのが好ましい。ビデオフォン(15)は、ゲートウェイ(70)を通じて
、その他のＳＩＰフォン又はその他のフォンへのオーディオコールを確立できる。
【０２１７】
　ビデオフォン(15)は、それが取り付けられるネットワーク(40)に高度な要求をする。ビ
デオフォン(15)のビデオフォンコールは、連続的な高帯域幅を提供して、帯域幅、待ち時
間及びジッタを保証するようにネットワーク(40)に要求する。マルコーニ株式会社は、高
度なクオリティオブサービス用途をサポートするネットワークを提供することを専門に行
っている。ビデオフォン(15)の会議部屋バージョンも利用可能である。
【０２１８】
　ビデオフォン(15)は、通信端末(プラットホーム)であり、ユーザのＰＣ(68)を用いて、
コンピューティングプラットホームを完全に統合する能力を有している。ＰＣ(68)用のビ
デオフォン(15)のアプリケーションは、ＰＣ(68)と、これに関係するビデオフォン(15)端
末との間で多くのインテグレーションサービスを提供する。これには、ビデオフォン(15)
の会議コールのパーティ間でネットミーティングセッションを自動的に確立することが含
まれ、もし可能であるならば、ホワイトボードやプレゼンテーション等のアプリケーショ
ンが共有される。また、ＰＣ(68)上の番号にビデオフォン(15)で「ドラッグアンドドロッ
プ」ダイヤルをすることを含むその他の機能も含まれる。
【０２１９】
　一連のサーバは、好ましくは各々がＳＩＰサーバであって、これらを用いて、ネットワ
ーク(40)装置のコールの制御及び機能が実現される。これらは、通常のコンピューティン
グプラットホーム上で動作するソウトウェアサーバであって、リダンダンシ(redundancy)
の能力がある。また、これらのサーバは、ユーザコンタクト情報データベースとユーザ選
択データベースのローカルコピーを管理する。これらサーバで利用できるアプリケーショ
ンによって、企業の、又はその他のＬＤＡＰアクセス可能なディレクトリへのアクセスが
もたらされる。
【０２２０】
　同期サーバ(66)は、ユーザメインコンタクトデータベースと、サーバ(66)(好ましくは
ＳＩＰ)上のローカルコピーとの間の同期を維持する。アウトルックエクスチェンジ又は
ロータスノーツの同期化がサポートされる。一連のメディアゲートウェイ(70)は、アナロ
グ又はデジタルＰＳＴＮネットワーク(40)に使用される。一連のメディアゲートウェイ(7
0)は、最も一般的なＰＡＢＸ装置とインターフェイスして、それらＰＡＢＸに関係するボ
イスメールシステムを含んでいる。
【０２２１】
　メディアサーバ(66)は、ビデオフォン(15)端末に多数のサービスを提供する。それは、
必要に応じて、４つのパーティに渡るビデオ会議の会議ブリッジ(Bridging-Conference s
erver)(66)として働く。また、それによって、ビデオフォン(15)の規格と、Ｈ３２０/Ｈ
３２３のような、その他の一般的なオーディオ又はビデオフォーマットとの間でトランス
コーディングが可能となる。それによって、録音再生機能が提供されて、セッションが録
音再生可能となる。それによって、トーン及びアナウンスメントのソースがもたらされる
。
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【０２２２】
　ＳＩＰファイヤーウォールのような、使用されている規格に従うファイヤーウォールが
、(ＳＩＰプロキシソフトウェアのような)一般的なプロキシソフトウェアの制御下におい
て、動的に生成されたＲＴＰストリームを安全に通過させるのに必要とされる。ＴＶサー
バ(66)がソース又はＴＶ配給元として機能して、ビデオフォン(15)のユーザは、例えばＣ
ＮＮのような、サポートされている任意のチャンネルを選択できる。
【０２２３】
　ビデオフォン(15)は、イーサネット及びＡＴＭデスクトップ用である。ビデオフォン(1
5)端末はエンドツーエンドのＡＴＭ ＳＶＣをサポートし、それらを用いて、必要なレベ
ルのクオリティオブサービスで接続を確立する。また、ビデオフォン(15)は、ＬＡＮＥサ
ービスを用いてＩＰ接続をサポートする。これを行って要求されるＱｏＳを保証するため
に、ＬＡＮＥ２が必要とされる。ビデオフォン(15)は、ＡＴＭに接続されたデスクトップ
ＰＣ(68)へのＡＴＭパススルーを与え、又は、ＡＴＭからイーサネットへのパススルーを
与えるので、イーサネットを介してＰＣ(68)に接続可能となる。
【０２２４】
　ビデオフォン(15)には、エンドツーエンドＱｏＳをサポートすることが必要とされる。
イーサネットに接続されたビデオフォン(15)について、ユーザ接続は、８０２.１ｐ、デ
ィフサーブ(DiffServ)及び/又はイントサーブ(IntServ)、或いはそれ以上をサポートする
必要がある。送り先がＡＴＭネットワーク(40)を用いて到達可能である場合、イーサネッ
トからＡＴＭへのゲートウェイ(70)が与えられる。ＳＩＰプロキシサーバ(66)及びＳＩＰ
シグナリングは、ターゲットのビデオフォン(15)端末に最も近いＡＴＭのエンドポイント
を、即ち、それがＡＴＭ接続されていればそのＡＴＭアドレスを、又は、最も近いＡＴＭ
ゲートウェイ(70)を確立する。シグナリングは、適切なＱｏＳで、ネットワーク(40)のＡ
ＴＭ部分に渡ってＳＶＣを確立する。このＳＶＣは、離れた端部にて適切な優先度表示を
生成する特定のイーサネットフローにリンクされる。
【０２２５】
　ビデオフォン(15)の製品ラインは、幾つかの端末(装置)と、これら装置に構築されない
特徴を与える一連のサーバと、現存する設備及び外部のＰＳＴＮサービスに製品を接続す
る一連のゲートウェイ(70)とで構成される。システム(10)で与えられる基本的な機能は以
下の通りである。
【０２２６】
≡　「オンネット(on-net)」の全てのコールでビデオが利用でき、オーディオとビデオの
品質が非常に高いテレフォニーサービス。
≡　オーディオ及びビデオに関しており、臨機応変に又は予め計画されており、完全にセ
ルフサービスであって、テレフォニーサービスに完全に組み込まれたマルチパーティー会
議サービス。
≡　コラボレーションの可能性を決定する種々のツールを伴うプレゼンスサービス。
≡　共有サーフェスサービス－電子ホワイトボード、アプリケーションの共有、ドキュメ
ントの共有、プレゼンテーションの配信。
≡　その他の価値が、放送されるビデオ(大勢へのマイクメッセージ)のＴＶ配信のような
サービスに加えられる。オンラインのインタラクティブトレーニング等である。必要なら
ば、セッションを記録するサービスも利用される。
【０２２７】
　ビデオフォン(15)は、劇的に新しい機能を有する電話であって、電話がすることをコン
ピュータが行おうとしているのではない。これによって、コンピュータが得意である事柄
に、コンピュータを完全に同時利用する一方で、通信について、柔軟な、しかし用途が特
定された装置を提供できる。ユーザインターフェイス及び物理的なデザインは、この用途
に合わせられて、瞬時にオンになり、ＰＣ(68)のようではなく現在の電話のような、高い
信頼性のあるデバイスがもたらされる。また、このアプローチは、デバイスの動作環境の
制御をもたらして、ＰＣ(68)のハードウェア及びソフトウエアの構成上の問題に関するサ
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ポートの問題が無くなる。
【０２２８】
　人的要因の研究は、オーディオの質が、効果的でトランスペアレントな通信にとって、
最も重要な唯一の因子であることを、幾度となく明らかにしてきた。ハンドセットは重要
であるが、質が優れたハンズフリーオーディオによって、新たなレベルの効果的な遠隔共
同作業がもたらされる。ハンズフリーオーディオは、音響エコーキャンセル(ＡＥＣ)と、
オートゲインコントロール(ＡＧＣ)と、ワイドバンドなオーディオ能力(Ｇ.７２２ ８ｋ
Ｈｚ帯域幅又はそれより大きい)と、ステレオ出力と、ＰＣ(68)の音声出力の統合とを含
んている。高質のマイクロフォンアレイもあり、空き缶(tin-can)効果を制限するように
設定及び処理される。
【０２２９】
　ビジュアル出力と、ボタン/選択入力とについて、簡単で、クリーンで、直感的理解が
容易であり、柔軟性が充分にあるプラットフォームが用いられる。これは、第１のビデオ
フォンモデルでは、高質のＴＦＴフルカラースクリーンであり、１７インチのダイアゴナ
ルな(diagonal)１６×９のスクリーンで、解像度は、１２６０×７６８又はそれより大き
く、中間解像度(medium resolution)の長寿命タッチパネルで覆われている。明るく(＞２
００ｎｉｔ)、視角が広い(＞＋－６０°)アクティブマトリックスパネルが用いられて、
フルモーションビデオを表示し、オフィス環境にて満足に鑑賞される。より大きく、より
明るく、より早く、コントラストがより高く、視角がより広いスクリーンを使用してよい
。
【０２３０】
　ビデオフォン(15)は、ＴＦＴカラーＬＣＤを用いており、インテルセレロン/４４０Ｍ
ＭＸ及びＬｙｎｘＶＧＡコントローラに基づいたＶＧＡタイプのディスプレイ(54)インタ
ーフェイスを伴うアーキテクチャのような、ＰＣ(68)を有している。
【０２３１】
　高質のデジタル４８０ラインのプログレッシブスキャンカメラが用いられて、少なくと
も６４０×４８０ビデオで、１秒当たり３０フレームが得られる。ビデオフォン(15)は、
ＭＰＥＧ２エンコードを用いており、セットトップボックスに関するビデオエンコーダ(3
6)技術を利用している。様々な異なるビットレートを生じることができ、ビデオの質は、
１対１のコールに利用されるリソースと、１又多対多のコールの最高質の参加者とに適し
たものになる。統合された高質のカメラモジュールがスクリーン近くに配置され、外部ビ
デオ入力(ファイヤライン)が設けられて、追加のカメラ、ＶＣＲ又はその他のビデオソー
スが使用可能となる。
【０２３２】
　デスクトップへの現存するイーサネット接続は、１０/１００ＢａｓｅＴであり、ＬＡ
Ｎ、ＷＡＮ、ＰＣ(68)デスクトップや、種々のサーバ、プロキシ及びゲートウェイ(70)へ
の接続に必要な唯一の接続である。オーディオ及びビデオのタイムクリティカルなＲＴＰ
ストリームには、８０２.１ｐを用いて優先順位が付与されて、ＱｏＳのために、ＬＡＮ
のイーサネットドメイン内に機構が提供される。また、ディフサーブもサポートされ、Ｒ
ＳＶＰはオプションとしてサポートされる。デスクトップへの配線をさらに設ける必要が
ないように、ビデオフォン(15)は、小さな１０/１００イーサネットスイッチを含んでお
り、現存するデスクトップのポートがフォンとＰＣ(68)の両方で使用できる。
【０２３３】
　また、ビデオフォン(15)は、ＡＴＭインターフェイスをサポートする。インターフェイ
スは、ＨＥ１５５Ｍｂiｔｓ/ｓｅｃカードの使用をベースとしており、ファイバー又は銅
のインターフェイスを伴っている。ビデオフォン(15)には、ＡＴＭパススルーポートが設
けられており、ＡＴＭ接続されたデスクトップに接続され、又は、イーサネット接続され
たＰＣ(68)が、ＡＴＭ接続されたビデオフォン(15)に接続される。
【０２３４】
　会議部屋環境についてのコスト及び性能のトレードオフは、デスクトップについてのト
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レードオフと明らかに異なっている。ビデオプロジェクションと、遠隔でパン/チルト/ズ
ームが可能な複数のカメラと、複数のマイクロホンと、リアプロジェクション型ホワイト
ボードと、会議部屋環境に適したその他の製品とが、会議ルームのビデオフォン(15)に統
合される。会議部屋環境とデスクトップの相互作用は、シームレスでトランスペアレント
である。この環境は、ＯＥＭ装置を大いに使用するであろう。ＯＥＭ装置は、デスクトッ
プ用に所定の位置に配置されて、同じ設備及び標準器に接続されている。ハードウェアの
デザインは、基本的に同様であって、複数のマイクロホンについてさらにオーディオをサ
ポートし、複数のカメラ及びディスプレイについてさらにビデオをサポートする。その代
わりに、低コストのＳＩＰフォンにリンクするＰＣ(68)のアプリケーションが使用されて
もよい。アプリケーションは、ＰＣ(68)がタッチスクリーン(74)を有している場合、マウ
ス又はタッチスクリーン(74)の何れか一方で駆動される。それらのデスクトップとその他
の配置が、上述のコラボレーション機能を必要としない場合、システム(10)と共に動作す
る典型的なフォンが使用できて、配線又はＰＢＸを追加する必要はない。
【０２３５】
　ＳＩＰ(セッション開始プロトコル)標準を用いて、端末装置は１又は２以上のサーバで
サポートされており、これらサーバは、登録、ロケーション、ユーザプロファイル、プレ
ゼンス、及び種々のプロキシサービスを行う。これらサーバは、廉価なリナックス又はＢ
ＳＤマシンであって、ＬＡＮに接続されている。
【０２３６】
　ビデオフォン(15)は、ＰＢＸ機能のキーセットが設けられたフォンであって、キーセッ
トには、トランスファー、フォワード、３(及び４、５、・・・)パーティ会議、呼び手(c
aller)ＩＤ、コール履歴等が含まれる。これら機能の幾つかは、「ＣＰＬ」と称されるＳ
ＩＰ拡張機構のトップに構築されてよい。拡張機構は、実際には言語であって、安全で拡
張可能な方法で、コールの処理が行われる。
【０２３７】
　ビデオフォン(15)は、アクティブプレゼンス及びインスタントメッセージングを提供す
る。分散したグループによる共同作業は日々増加しており、プレゼンスは、このような作
業に対して最も革新的なツールであって、それによって、人々は、誰がいるのか、彼らは
何をしているのかを知ることができる。それは、オーバーヘッドが非常に小さい発呼のベ
ースとなり、テレフォンタグ及び従来の番号のダイヤリングが無くなり、グループに働き
かけて、現在一般的であるバラバラの１対１のフォン会議を通じてよりもよりグループと
して通信可能となる。インスタントメッセージング(リアルタイムｅメール)の統合は、お
そらくＰＣ(68)のキーボードを入力に使用して、短いテキストのメッセージを遅延なく交
換する方法を与える。
【０２３８】
　ビデオフォン(15)は、分散/冗長(redundant)アーキテクチャを提供する。これは、フォ
ンシステム(10)であって、信頼性が必要とされる。また、それは、ローカルエクステンシ
ョンを用いて中央管理され、分散したサーバは、全てのユーザに「瞬時に」応答する。Ｓ
ＩＰプロキシの種々の機能の各々は、例えば、ＳＩＰが用いられている場合、ネットワー
ク(40)内に配置された冗長バージョンを用いて、それらが一連の物理的サーバ内にて任意
に結合できるように展開される。
【０２３９】
　マイクロソフトネットミーティングは、共有サーフェス及び共有アプリケーション機能
に用いられる。ＰＣ(68)及びＰＤＡ用のコンピュータ/テレフォニーインターフェイス(Ｃ
ＴＩ)を用いることができ、これは、統合されたコンタクトリスト、選択されたフォンの
番号又は名前へのオートダイヤリング、コール履歴のカレンダーロギング、コンタクトの
自動エントリ等の機能を含んでいる。
【０２４０】
　ＲＴＰフローが動的に割り付けられるＵＤＰポートを用いるので、ＳＩＰには、ファイ
ヤーウォールに関する問題があり、アドレス/ポート情報がＳＩＰメッセージに載せられ
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る。これは、ファイヤーウォールが、ＳＩＰメッセージをトラックして、適切なアドレス
/ポートの組合せについてファイヤーウォールに「ピンホール」を開ける必要があること
を意味する。さらに、ＮＡＴが使用される場合、適切に変更されたアドレス/ポートを有
するように、メッセージが変更される必要がある。このような仕事を達成する２つの方法
がある。一つの方法は、ファイヤーウォール内にその能力を構築することである。トップ
３のファイヤーウォールベンダー(チェックポイント、ネットワークアソシエーツ及びＡ
ｘｘｃｅｎｔ)は、これを提供している。一方の方法は、メインのファイヤーウォールと
並行動作して、単にＳＩＰを扱う特殊用途のファイヤーウォールを設けることである。こ
のようなファイヤーウォールの市販バージョンには、マイクロアプリアンスのものがある
。ＳＩＰ又はネットミーティングは好ましい実施例であって、必要とされるそれらの機能
が個々に実行されることに留意すべきである。必要な機能が与えられる場合には、それら
の代替物が使用されてよい。
【０２４１】
　図５は、ビデオフォン(15)端末の主たる物理的構成要素を示している。スタンドは、メ
インディスプレイ(54)パネルの高さを容易に調整し、その高さにパネルを保持する手段を
与える。高さ調整の範囲は、少なくとも６インチの行程であって、異なる高さのユーザに
対処できる。スタンドは机の上に置かれており、デスクトップの高さは画一化されている
と仮定する。スタンドとメインユニット間のリンクは、ユーザの好みに合うように、限定
された角度で垂直方向にチルトして、その角度で容易にロックされる。チルトの量は、垂
直方向について－０＋１５Ｅ必要とされる。メインユニットは、オプションとしてのスタ
ンドアセンブリを必要とすることなく、壁に直接掛けることができる。
【０２４２】
　メインユニットのケースは、ビデオフォン(15)の設計におけるその他の構成要素全ての
ハウジングであって、図５に示した全てのものと内部の電子装置の全てとを含んでいる。
ケースには、左側又は右側の何れか一方にハンドセットが装着される。右利きの人は左手
でハンドセットを手に取る傾向があり(彼らは、右手でタッチスクリーン(74)を駆動し、
書き物をする)、左利きの人はその反対である。左側の位置が通常であるが、ハンドセッ
トを右側に配置することも可能である。スピーカジャックがケースに設けられており、ス
ピーカ(64)をビデオフォン(15)から離れて備え付けることができる。入力は、関係したＰ
Ｃ(68)のスピーカ出力を処理するために設けられており、ビデオフォン(15)は、ＰＣ(68)
及びビデオフォン(15)のオーディオを制御できる。スピーカ(64)への(ブルートゥース又
はソニー規格による)ワイヤレス接続が使用できる。
【０２４３】
　ハンドセットはユニットとして設けられており、ＲＪ９コイルケーブル及びコネクタジ
ャックを用いて接続する。置かれている場合には、ハンドセットは容易に手に取られて、
さらに、邪魔にならないようにすべきである。ハンドセットオプションは、ハンドセット
標準のキーパッドを提供する。ワイヤレスのハンドセットは、端末のユーザの機動性を向
上させるために用いられる。
【０２４４】
　ジャックは、ステレオハンドセット＋マイクロホンの接続用に設けられる。ユーザは、
ハンドセット＋ブーム(boom)が装着されたマイクロホン、又はヘッドセットのみの使用を
選択でき、入力デバイスとしてマイクロフォンアレイが用いられる。端末のユーザの機動
性を改善するワイヤレスヘッドセット用のオプションがある。
【０２４５】
　ＩＲポートが設けられて、ＰＤＡ及びその他のＩＲデバイスにインターフェイスする。
ＩＲポートは、容易にアクセス可能なようにメインケース上に配置される。差し当たって
、フォン及びＰＤＡのＩＲインターフェイスは、最も一般的なものであり、それ故、同様
な理由から、ＩＲインターフェイスと同様に、ブルートゥースインターフェイスもそのよ
うに要求される。
【０２４６】
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　アレイマイクロホンは、ケーシングに埋め込まれる。アレイは、端末の通常動作の結果
として、外部ノイズを生成してはならない。特に、タッチパネル上でユーザの動作を検出
可能にすべきではない。アレイマイクロホンによって、ユニットのフロント回りの(例え
ば６フィートの)円弧及び水平面の１１０Ｅ内にて、所定のデジベルのバックグラウンド
ノイズが存在する状態にて、ユーザは、通常の会話レベルで話すことができる。ユニット
は、マイクロホンが動作/非動作である旨の明確な表示を、即ち「オンフック」又は「オ
フフック」と同等である表示をする必要がある。ビデオフォン(15)のユーザは、知らない
間に聞かれていないという安心を求めるであろう。これは、カメラの機械的なシャッタと
同等なオーディオとなる。
【０２４７】
　メインのビデオフォン(15)ユニットは、スマートカードリーダオプションを具えており
、個人的な特徴を用いた端末への安全なアクセスがもたらされる。ビデオフォン(15)への
アクセスは、スクリーン上び簡単なパスワードログオンからセキュリティフォブ(fob)ま
での、数々のアクセスコントロール特徴を必要とするだろう。スマートカードリーダは、
これらアクセス方法の一つを提供する。
【０２４８】
　チルト及びパンがスクリーンから制御可能である場合、好ましくは、パン及びチルトが
電子的機構のみを用いており、機械的機構を必要としない場合、明らかに利点がある。カ
メラのマウントは、可能な限りメインスクリーンの上部に近いように装着されて、アイコ
ンタクトが改善されるべきである。
【０２４９】
　カメラには、４８０ｐの出力を生成する能力があるデジタルカメラを用いるべきである
。カメラの出力は、ＭＰＥＧ－２エンコーダ(36)に送られる。カメラを動的に設定可能と
して、カメラの出力が最適化されて、エンコーダ(36)の選択された出力データレートでエ
ンコーダ(36)に送られるようにすべきである。顔は、カメラが受信する入力の大部分を形
成する。それ故に、肌のトーンについて広い範囲のライティング状態下で行われる正確な
キャプチャが、基本的な特性となる。
【０２５０】
　カメラは、３ｌｕｘに至るまでの、肌のトーンについて広い範囲のライティング状態下
で動作すべきである。カメラは、自動ホワイトバランスを行えるべきである。ホワイトバ
ランスの変化は緩やかであり、キャプチャされた画像の移行(transient)が画像の摂動(pe
rturbation)を起こさないようにすべきである。最後の５秒に渡る変化のみが、ホワイト
バランスを変化させるべきである。カメラは、１８インチから１０フィートまでで焦点が
合うべきであり、即ち、大きな被写界深度を有している。カメラは、２０フィートまでで
焦点が合うのが好ましい。ホワイトボードに何か情報がある場合、ユーザとその情報の両
方に対してピントが合う必要がある。オートフォーカスは、ユーザの動作中にカメラが最
適な焦点を絶えず探すものであり、受信機側にて乱れた画像を生じるので避ける必要があ
る。
【０２５１】
　カメラは、１人のユーザがちょうどカメラの前にいる設定から、数人のユーザが同時に
１つのビデオフォン(15)上にある設定まで、有限のズーム能力(limited zoom capability
)を可能としている。その代わりとして、異なったレンズが設けられてもよい。レンズの
視野について述べると、これは、例えば３０Ｅの視野から７５Ｅの視野として定められ得
る。
【０２５２】
　カメラは、例えば１２８０×９６０の画像のような、送信に要されるよりも大きな画像
を入力できるべきである。これは、有限のズームと、水平及び垂直のパンとを電気的に可
能とし、カメラに関するエレクトロメカニカルな制御の必要性を無くす。「オンスクリー
ン」の装着が、単にカメラのサイズで出来なくなることがないように、カメラは物理的に
小さくすべきである。
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【０２５３】
　中間解像度の長寿命タッチパネルは、ビデオフォン(15)と通信する主要な方法を構成し
、メインディスプレイ(54)の前部を構成する。何度も指が接触することから、パネルは、
汚れを落とす掃除の繰り返しと、ディスプレイ(54)の質に影響を与えるであろう指紋とに
耐えなくてはならない。タッチパネルの較正が、即ち、タッチパネル上で触られる領域と
ディスプレイ(54)の下部の間のアライメントが「フォールスタッチ(false touch)」の要
求を保証することが容易であるべきである。
【０２５４】
　タッチスクリーン(74)の表面は、表面の反射を可能な限り少なくして、窓に向いている
場合でもディスプレイ(54)が鮮明であるようにすべきである。「フォールスタッチ」がま
れにしか起きないということが必要とされる。タッチパネルの解像度の要求は、それ故に
、タッチが区別しようとしている最も小さいディスプレイ(54)の領域に非常に依存してい
る。解像度と視差の誤差とは相まって、平均的な訓練を受けたユーザが、これらの因子に
よって「フォールスタッチ」をする可能性が５％未満になるようにすべきである(２０回
の選択に１回のフォールスタッチがある）。このフォールスタッチ率は２％未満であるの
が好ましい。即ち、５０回の選択に１回のフォールスタッチがある。
【０２５５】
　必要に応じて、成功したタッチの音響及び/又は視覚フィードバックがユーザに与えら
れなければならない。これらのトーンは、その時点にてタッチスクリーン(74)のディスプ
レイ(54)上にあるものに応じて変化してよい。例えば、キーボードを用いている場合、キ
ーボード音に似た音が適切であり、ダイヤルパッドを用いている場合、個々に異なる音が
適切であり、その他も同様である。音響フィードバックは、全ての状況にて必要ではなく
、タッチの成功を示すある音響又は視覚的な表示がユーザの助けとなってもよい。ユーザ
は、トーンのオン/オフが可能であり、ある設定画面にて、タッチに関係したトーン、ト
ーンの持続時間及びボリュームレベルの設定が可能とすべきである。デフォルト値が与え
られるべきである。また、タッチスクリーン(74)には、指に加えてペンが使用できる。
【０２５６】
　ディスプレイ(54)パネルは、少なくとも１７インチダイアゴナルフラットパネル(又は
より良いもの)であって、フルカラーディスプレイ技術を用いており、アスペクト比は１
６×９であるのが好ましいが、１６×１０でもよい。
【０２５７】
　スクリーンの解像度は、少なくとも１２８０×７６８とすべきである。視認可能な角度
は、垂直平面及び水平平面の双方について、少なくとも６Ｅ外の軸とすべきである。スク
リーンのコントラスト比は、一般的な３００：１よりも良くすべきである。色解像度は、
１色当たり少なくとも６ビットとすべきであり、即ち、プロトタイプユニットで適切な、
１色当たり６ビットで２６２Ｋの色を表示できるようにすべきである。ディスプレイ(54)
パネルは、充分に高輝度であって、充分に明るく又は自然に明るくされた部屋でさえも、
楽に見られるようにすべきである。輝度は、少なくとも３００ｃｄ/ｃｍ2とすべきである
。ディスプレイ(54)及びデコードのエレクトロニクスは、７２０Ｐの高解像度の画像を表
示可能とすべきである。このような画像は、ネットワーク(40)上の適当なソースから送ら
れる。
【０２５８】
　バックライトは、最小寿命にて、少なくとも２５,０００時間で最大輝度の５０％に至
るものとすべきであろう。ビデオフォン(15)端末が休止しており、バックライトが切れて
いる場合、着信コールがある場合やユーザがタッチスクリーンの何処かに触れた場合、バ
ックライトは自動的にオンになるべきである。タッチスクリーンがオフになった後の休止
期間は、ユーザによって設定可能であって、この設定は、「オフしない」ことまで含むべ
きである。
【０２５９】
　ビデオフォン(15)の接続領域に必要な接続が、図６に示されている。各コネクタの要件
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は、以下の段落にて簡潔に説明されている。
【０２６０】
　２つのＲＪ４５ １０/１００イーサネットコネクタは、ネットワーク(40)への接続、及
び関係するＰＣ(68)からの接続に用いられる。
【０２６１】
　ＡＴＭパーソナリティモジュールにオプションのプラグが設けられて、光学及び銅のイ
ンターフェスの両方について、ビデオフォン(15)が、容易に１５５Ｍｂｉｔｓ/secのイン
ターフェイスをサポート可能にすべきである。
【０２６２】
　ＵＳＢポートが設けられて、例えば、キーボード、マウス、廉価なカメラ等のオプショ
ンである種々の周辺機器が容易に接続可能にすべきである。
【０２６３】
　１３９４(ファイヤライン)インターフェイスが設けられて、外部の(ファイヤライン)カ
メラ又はその他のビデオソースに接続可能とすべきである。そのインターフェイスによっ
て、ファイヤラインインターフェイスの完全なインバンドカメラ制御が可能となる。必要
な外部コンバータが用いられて、Ｓビデオからファイヤライン入力への変換をすべきであ
る。会議へのビデオフォンの出力において、このソースをメインカメラソースの代わりに
使用可能とすべきである。ノーマル又は「ＣＮＮ」モードを、即ち、このビデオソース上
でクリップ可能(clippable)又はクリップ不可能であるかを特定可能とすべきである。Ｘ
ＶＧＡビデオ出力が設けられて、ビデオフォン(15)が外部プロジェクタを駆動可能とすべ
きである。その画像は、メインディスプレイ(54)に表示されたものを反映する。
【０２６４】
　オーディオ入力は、ＰＣオーディオ出力に供給されるべきである。ＰＣ(68)のオーディ
オとビデオフォン(15)とのオーディオの統合を確保するために、１組のスピーカ(64)のみ
が配置されるであろう。ＰＣ(68)の音は、ビデオフォン(15)のオーディオチャンネルを通
るであろう。１つ又は１対のジャックが設けられて、ヘッドセットと、ブームが取り付け
られたマイクロホンとが接続される。ヘッドセットのみの動作も、内蔵マイクロホンアレ
イを用いて可能とする必要がある。ヘッドセットジャックが比較的アクセスし難い場合、
ヘッドセットを接続されたままにして、ユーザの制御によって、オーディオがヘッドセッ
ト上であるか否かを選択可能にすべきである。外部の左側及び右側スピーカ(64)が接続さ
れる。図７に示すように、１、２又は３つのビデオフォン(15)ユニットを、それらが、単
一の機能のユニットであるかのように使用可能である。
【０２６５】
　２以上のビデオフォンが配置される場合、１つのユニットのみがメイン制御パネルとし
て動作し、その他のユニットはビデオと、表示されているそのビデオに直接関係した制御
手段とを表示する。これらの如何なる配置についても１組のスピーカ(64)のみが必要とさ
れるのみであろう。
【０２６６】
　マイクロホン入力及びオーディオストリームに関して、多数のオプションが設けられて
、一般的な１つのマイクロホン入力を用いることから、各マイクロホンアレイからビデオ
フォンのビデオソースにオーディオを送ることまで、可能とされるべきである。
【０２６７】
　ビデオ入力について、多数のオプションが設けられるべきである。デフォルトでは、「
制御パネル」ビデオフォン(15)のビューが送信されるべきである。帯域幅がさらに利用可
能である場合、各ユーザは、ユーザが表示されるスクリーンからビデオを得られ、さらに
自然な経験が得られる。複数のビデオフォン(15)端末の調整は、ＬＡＮ接続を用いて得ら
れ、つまり、特殊な如何なる連絡ケーブルも必要とされない。
【０２６８】
　ビデオフォン(15)は、多数の主な機能を提供する。
－それは、オフィスフォンとなる。
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－それは、ユーザのフォンとなる。
－それは、ビデオフォンとなる。
－それは、会議フォンとなる。
－それは、ビデオ会議フォンとなる。
－それは、コンタクトの詳細への容易なアクセスと、それらの管理とを行う。
－それは、ボイス/ビデオメールへのアクセスと、それらの管理とを行う。
【０２６９】
　ユニットの機能は、２つのカテゴリ、つまりユーザ機能及びシステム機能に分類される
。
【０２７０】
　ユーザ機能は、ユーザが利用できる全ての機能である。
【０２７１】
　システム(10)機能は、Ｉ.Ｔ.が要求する機能であって、モニタを設定し、ビデオフォン
(15)端末を維持するものである。それらは、通常のユーザには見えない。実際に、デザイ
ン全体の重要な目的は、ユーザに非常にシンプルなインターフェイスが与えられて、ほと
んど訓練することなくビデオフォン(15)が使えることを確実にすることである。
【０２７２】
　以下に示される基本的な機能の組は、利用可能とすべき機能の最小の組である。
【０２７３】
　ビデオフォン(15)は、ユーザが端末にログオンしていない場合、通常の電話として動作
する。その機能は、関連するＰＣ(68)があることに全く依存してはならない。
【０２７４】
　以下に示されるビデオフォン(15)の機能は、オフィスにおける一般的なフォンのもので
ある。
【０２７５】
　端末は、サイトに奉仕するＰＡＢＸ上の一般的な内線番号を得ることが可能である。
【０２７６】
　端末は、ＰＡＢＸ上の、ビデオフォン(15)のネットワーク(40)上の、又は外部のフォン
の区別なく、どんなフォンから送られた着信コールをも受け取ることが可能である。
【０２７７】
　ビデオフォン(15)は、互換性のあるその他のＳＩＰフォンから送られるコールを受け入
れ可能である。
【０２７８】
　着信コールは、設定されたように(以下の設定スクリーンの要件を参照のこと)ベルのト
ーンを生成する。特に、ビデオを含むビデオフォン(15)コールのベルトーンには、コール
がビデオフォン(15)の端末から送られるか否かに拘わらず、オーディオのみのコールと区
別するベルトーンが選択できる。
【０２７９】
　着信コールは、ディスプレイ(54)のステータス領域に、着信コールの表示を生成する。
この表示は、着信コールで得られる情報と同じ程度の発呼側ＩＤ情報を与えるか、誰も応
答できないことを示さなくてはならない。
【０２８０】
　ａ）着信コールのステータス表示上にあるコールアクセプトボタンを押すことで、着信
コールを受け入れできる。
　ｂ）ハンドセットを持ち上げることで、着信コールを受け入れできる。これは、提供さ
れるオプションの全てを、即ちビデオ及びオーディオを常に受け入れる。
【０２８１】
　ユーザは、コール中に、ハンドセットと、ハンズフリー(スピーカフォン)動作との間で
切り替え可能である。コール中にハンドセットを持ち上げると、スピーカフォンモードか
らハンドセットに自動的に切り替わる。スピーカフォンモードを再選択することなしにハ
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ンドセットを戻すと、コールが切断される。
【０２８２】
　スクリーン上の表示は、モードで、即ち、ハンドセット又はハンズフリーで定められる
べきである。
【０２８３】
　コールステータスバーは、コールの継続時間を表示できる。
【０２８４】
　メインディスプレイ(54)上での簡単な制御により、着信コールのボリュームを調整可能
である。ヘッドセット及びスピーカのボリュームは独立して調節可能とすべきである。
【０２８５】
　スピーカフォンモードである場合、コールを切断することなくハンドセットをハンドセ
ットスタンドに戻すことが可能である。
【０２８６】
　ａ)ユーザが、コールステータス表示上のクリアボタンを押すと、コールが終了する。
　ｂ)ハンドセットモードであって、ハンズフリーが選択されていない場合に、ユーザが
ハンドセットを戻すと、コールが終了する。
　ｃ)コールがビデオフォン(15)に確実に示されている場合に、離れたパーティがコール
を切ると、コールが終了する。
【０２８７】
　ホールド－コールをホールドし、さらにコールのホールドを再度オフにすることを可能
とすべきである。ホールド状態は、ホールドされたコールに出るボタンを用いて、ステー
タス表示に表示されるべきである。
【０２８８】
　コール待ち－さらに送られる着信コールは、ディスプレイ(54)のステータス領域に着信
コール表示を生成する。それは、設定メニュで使用可能とされない場合、コールのトーン
を生成しない。
【０２８９】
　現在の動作モード、即ちハンドセット又はハンズフリーモードにて、ステータスディス
プレイ(54)上のコールアクセプトボタンを用いて、新たな着信コールを受け入れできる。
【０２９０】
　別の着信コールを受け入れると、現在のコールは自動的にホールドになる。
【０２９１】
　任意のコール上で「ホールド中止」ボタンを押すと、その他のコールは自動的にホール
ドに移行する。
【０２９２】
　同時に存在する処理可能な着信コールの数は、ステータスディスプレイ(54)のスペース
を利用して設定される。それは、２つのコール未満にはされない。
【０２９３】
　現在のコールの数が処理可能な数を超える場合、その他の着信コールは、
ａ）ビジートーンを発生させ、又は、
ｂ）ボイスメールに直ちにフォワードされ、
ｃ）設定された転送番号に直ちにフォワードされ、
ｄ）記録メッセージを送られる。
【０２９４】
　「コールフォワードビジー」設定が、ユーザによって定められる。
【０２９５】
　着信コールが受け入れ限界内であって、(設定自在な)時間間隔内で応答されない場合、
コールは、
ａ）ボイスメールにフォワードされる。
ｂ）以前に設定された転送番号にフォワードされる。
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ｃ）記録メッセージを送られる。
【０２９６】
　「コールフォワードノーアンサー」設定が、ユーザによって定められる。
【０２９７】
　コール転送－ユーザは、どんなコールもその他の番号に容易に転送できる。転送機能は
、コールをホールドして、新しい番号にダイヤル可能である。鳴り響くトーンが聞こえる
と、ユーザに、転送を完了するオプションが与えられる。また、ユーザは、新たな番号と
通話して、その後、転送を開始すること、又は、会議コールの全て(３つの)パーティを初
めて合わせることの何れか一方を行う。後者の場合、その会議コールを抜け出す機能が、
ユーザに提供される。コールした端末から、応答が、又は直ちにボイスメールが送られな
い場合には、ユーザに、元のコールに戻るオプションが与えられる。
【０２９８】
　コールフォワード－予め設定された番号に着信コールを自動的にフォワードするように
フォンを設定できる必要がある。コールフォワードは、
　ａ）無条件であり(unconditional)、
　ｂ）ビジーの場合にフォワードし、
　ｃ）応答がない場合にフォワードする。
【０２９９】
　会議コール－ボイスコールが最初であるか否かに拘わらず、オーディオのみの会議で会
議コールが可能である。少なくとも３つのコールで、即ち４方向の会話で、会議を開催可
能である。常に１つの会議をサポートすることのみが要求されるが、やはり、コール待ち
について先に説明したように、もう１つの着信コールを受け入れ可能であることも要求さ
れる。プロトタイプでは、特定の会議への１つの着信コールを受け入れることのみ可能で
あって、即ち、ビデオフォンではないコールに外部ブリッジが必要であってよい。
【０３００】
　着信コールステータス表示のオプションによって、会議接続にコールを加え、又はそれ
から除去できる。
【０３０１】
　着信又は発信コールであるか否かに拘わらず、コールを会議に加えることが可能である
。
【０３０２】
　遠隔の会議ユーザがコールを切った場合、そのコールの行程は自動的にクリアされる。
【０３０３】
　コールは、ハンズフリーにされるか、ハンドセットを用いて行われる。ハンドセットを
持ち上げることで、コール中でないならばダイヤルパッドが使用可能となり、オーディオ
がハンドセットに繋げられる。オンスクリーントーンのダイヤルパッド(即ち、数字「１
」から「０」と「★」及び「＃」)が必要とされる。さらに、ポーズボタンが設けられて
、(ＰＡＢＸと通じるために(但し、ゲートウェイ(70)がこの要求を排除するようにプログ
ラムできる場合を除く))ダイヤルされる文字列にポーズを挿入可能となる。＋キーが加え
られて、＋記号は、そのロケーションについてインターナショナルなアクセス文字列に自
動的に変換されるように配慮すべきである。
【０３０４】
　入力エラーを修正するキー(例えば[バック]キー)及び入力をクリアするクリアキーも必
要とされる。[バック]キーを短押しすると、最後に入力された番号が除去されて、長押し
すると、番号の除去が継続されて、終わると番号のレジスタがクリアされる。
【０３０５】
　番号表示は、自動的にローカルな番号フォーマットに変換される。[これには、国ごと
にスタイルが異なるので、ユーザが動作する国を選択する必要がある。また、インターナ
ショナルコードが入力される場合には、そのコードは、番号の残りの部分をフォーマット
する基礎として用いられる。]



(56) JP 4372558 B2 2009.11.25

10

20

30

40

50

【０３０６】
　トーン番号パッドを用いて機能を選択するサービスに接続される場合、オンスクリーン
のキーパッド、又はハンドセットのキーが用いられる際に、正しいトーンが、そのサービ
スの指示にて生成される。ダイヤルパッドは、コールが如何様に開始されるかに拘わらず
、この機能を与える。
【０３０７】
　リダイヤル－適当に特定されるファンクションを一度タッチすると、最後にダイヤルし
た番号をリダイヤルできる。
【０３０８】
　オートリダイヤル－例えば、[リダイヤル]ボタンを一定時間そのままにしておくと、オ
ートリダイヤル機構が動作を開始する。先の試みが、試みた回数ビジー信号を返す場合、
リターンオートリダイヤルは、自動的にコールを繰り返す。
【０３０９】
　キャンプオンビジー(CAMP ON BUSY)－それをサポートするデバイスにコールをする場合
、「キャンプオンビジー」機能が利用される。コールされたパーティがコールに出れるよ
うになると、キャンプオンビジーは、ユーザにコールバックする。コールされた番号がキ
ャンプオンビジーをサポートできない場合、メッセージが生成されて、「このサービスは
利用できない」旨が述べられる。
【０３１０】
　ユーザがビデオフォン(15)にログオンしていない場合、適当なログオン画面を表示可能
である。
【０３１１】
　頻出する失敗着信・送信コールのログは、統合されたダイヤル画面にて適当なビューで
表示される。「リダイヤルした最後の番号」の設備にアクセスする１又は２回のタッチが
、常にダイヤルスクリーン上で行える。さらに、これらのログの記述が以下にされている
。
【０３１２】
　ビデオフォン(15)端末で利用できる機能のフルセットにアクセスするためには、ユーザ
は、端末にログインしなくてはならない。ログイン画面が出されてユーザは名前とパスワ
ードを入力する。これは、ネットワーク(40)への通常のアクセスで名前とパスワードを入
れるのと同様に行える。ビデオフォン(15)端末は、それ故に、サイトのユーザ認証サービ
スを利用するであろう。ビデオフォン(15)がこれらの認証サービスを利用できるように、
ＩＴ作業者が設定可能とするのに必要な画面が出される。ユーザを同定する別の方法は、
例えば、スマートカード又はＩＤフォブを用いることである。ユーザには、ビデオフォン
(15)端末にログインする前に、ＰＣ(68)に既にログオンしている必要はない。
【０３１３】
　複数のユーザが、１つのビデオフォン(15)にログオンでき、鳴り響く着信トーンは、各
ユーザについて異なるようにできる。また、着信コールの表示は、コールしているパーテ
ィの名前に加えて、コールされたパーティの名前を特定する。複数のユーザが１つのビデ
オフォン(15)にログオンする場合、コールをフォワードする機能の全ては、コールの届け
先であるユーザに特定されている。
【０３１４】
　ユーザが既に自分のＰＣ(68)にログインしている場合、ビデオフォン(15)へのログオン
行為により、ユーザがログオンしたＰＣ(68)と、このことをＰＣ(68)から確認するビデオ
フォン(15)端末との間で連関が生じる。ユーザは、複数のビデオフォン(15)端末に同時に
ログオンできる。動作中のビデオフォン(15)は、そのユーザへへのコールが最初に応答さ
れるものである。
【０３１５】
　ホームページ画面は、(フルスクリーンモードを除いて)全ての画面が見られるステータ
ス領域を含んでいる。ステータスは、ログオンしたユーザの名前、又は「ログオンしてい
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るユーザがない」旨を含んでいる。また、ユーザの「プレゼンス」状態、ビデオ及びオー
ディオ送信用のアイコン、ボイスメール「メッセージ」表示、及び日付がある。
【０３１６】
　ユーザのボイスメールシステム(10)に聞かれていないボイスメールがある場合、「メッ
セージ」表示は、明るくされて、点滅する。表示器を押すと、ボイスメール操作画面が立
ち上がる。
【０３１７】
　日付領域をタッチすると、カレンダー機能にアクセスできる。
【０３１８】
　ホームページにはコントロールバー領域が設けられて、この領域は全ての画面に渡って
視認される(フルスクリーンモードを除く)。
【０３１９】
　コントロールバーは、最も頻繁に使用されたコントロール機能への直接的なアクセスを
可能とし、その他全ての機能へのアクセスも可能とする。アイコンはボタン上で使用され
て、また、テキストは、機能の目的を強調するために用いられる。
【０３２０】
　また、制御パネルは、マイクロホン、カメラ及びスピーカ(64)の統括的な制御をする。
制御では、それらの動作状態が、例えばオン又はオフが、そして使用可能なアイコンの場
所が明確に示される。
【０３２１】
　自己の画像が利用でき、カメラで撮影された画像と、アクティブコールの終端で視認で
きるその部分の両方とが示される。自己の画像をオン・オフすること、そして、常時オン
であるか、アクティブコールが確立すると一度だけオンになるかを決定できる。
【０３２２】
　スクリーンのメインビデオ領域にて、常時、即ち、コール中の場合又はコール中でない
場合等にて、カメラの画像を表示可能である。その画像は、１つのビデオコールに対応す
るものであって、その他のビデオ表示上にオーバーレイする。ビデオのフルスクリーンバ
ージョンを表示可能である。これは、デジタルミラーと考えることができ、カメラが表示
する又はしている画像に彼/彼女が満足していることをユーザに確認可能とする。
【０３２３】
　診断目的では、エンコード及びデコード後にユーザが画像を見られることが望ましく、
これによって、ユーザは、離れた所で見られることになる画像の質を把握できる。このモ
ードがサポートされると、カメラの画像と、エンコード、デコードされた画像とが並べて
表示される。コンタクト情報に関する画像として用いるために、ユーザは、自己の画像を
キャプチャできる。
【０３２４】
　ホーム画面の大部分は、統合されたダイヤル機能に割り当てられる。４つの主たる補助
機能は、スピードダイヤル表示、ディレクトリアクセス表示、ダイヤルパッド、及びコー
ルログへのアクセスである。ダイヤルパッドと、コールログへのアクセスとは、使い易さ
と両立した最小限度の表示領域を占めており、スピードダイヤル/コンタクトページに利
用される領域が最大にされる。スピードダイヤル領域が優先して詳細にわたっており、主
な補助機能の全てについて共通した要求は、スピードダイヤルの下のみで詳細にされてお
り、その他の３つの機能には黙示的に含まれる。ダイヤル領域の機能は、コールがなされ
る相手であるユーザを選択する。
【０３２５】
　スピードダイヤル領域は、ダイヤルスクリーンのその他の要求に合わせて、可能な限り
大きくできる。２０を超えるスピードダイヤルのロケーションが適切である。各ロケーシ
ョンは充分に大きく、そのロケーションに格納される人物の詳細な情報が、通常の動作に
おけるスクリーンからの距離、例えば３フィートにて非常に読み易いようにされる。
【０３２６】
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　スピードダイヤルロケーションに格納されたユーザの情報は、人物名を、知られている
ならば「プレゼンスステータス」を、そのスピードダイヤルが選択されている場合はコー
ルされる番号を、ユーザがビデオコールをサポートしているか否かを示すアイコンとを含
んでいる。また、詳細情報には、ビデオの種類が、例えば、ビデオフォン(15)、互換性の
あるＭＰＥＧ２、Ｈ２７１等が含まれる。
【０３２７】
　その領域には、クリア領域が設けられており、このクリア領域は、コールを開始する際
にタッチされる。使用されるならば、親指の爪の絵が含まれる。長い名前(即ち、スピー
ドダイヤルボタンに割り当てられたスペースに納まらない名前)を処理する方法が提供さ
れる。
【０３２８】
　標準的なインターナショナルフォーマット、即ち「＋国コードエリアコード番号」にお
ける通常の電話番号は、この番号にコールするのに必要な外部アクセスとインターナショ
ナルアクセスコードとに自動的に変換される。
【０３２９】
　スピードダイヤルページ上にて、人物に関するコンタクトの完全な詳細が利用できる。
コンタクトの詳細では、ユーザがコールできる全ての番号が示されて、スピードダイヤル
ページで用いられるデフォルト番号として、これらの番号から１つの番号を選択する手段
がもたらされる。そのコンタクトページへのこのリンクを用いて、そのユーザの別の番号
を選択してダイヤルできる。
【０３３０】
　ユーザ情報は、その人物に関するつい最近のコール履歴を含んでおり、例えば、コール
履歴は、失敗着信コール、送信コールの何れか一方である最後の１０コールである。「ラ
ストコール」情報のみを提供することは、受け入れ可能な最小の機能であろう。
【０３３１】
　スピードダイヤルエントリに関してコンタクトの詳細を編集し、及び/又は、スピード
ダイヤルページに新たなコンタクトエントリを作成することが可能である。コンタクト画
面、ディレクトリ画面、又はコールログ画面からスピードダイヤルページにエントリをコ
ピーできる。スピードダイヤルページからコンタクト画面又はディレクトリ画面にエント
リをコピーできる。スピードダイヤルエントリを削除すること、又はそのエントリを別の
コンタクトページに移動することが可能である(即ち、コピーとオリジナルの削除)。
【０３３２】
　スピードダイヤルページ上にてユーザの掲載を制御可能である。また、ある方法(カラ
ーコーディング)で、スピードダイヤルユーザの様々なクラスを、即ち、ビジネス、家族
、仲間、ベンダー、顧客を区別することが可能である。スピードダイヤルページは、コン
タクト情報におけるその他の複数のカテゴリからの名称をかなり含んでいてもよい。自動
認証のある種のフォーム、例えば、姓・名・会社や姓・名・会社の後にクラス等のフォー
ムが用いられる。
【０３３３】
　ユーザのグループを、１つのスピードダイヤルエントリとして定義できる。それは、グ
ループのサイズが最大会議コールのサイズに限定される場合に受け入れられる。スピード
ダイヤルページからディレクトリビューを選択可能である。ディレクトリビューは、スピ
ードダイヤルページと同じ画面領域を占める。ビデオフォン(15)がアクセスするオンライ
ンのディレクトリの範囲から選択が可能である。デフォルトは、アウトルック及び/又は
ロータスノーツのディレクトリであって、それらは、ユーザの主なコンタクトの詳細を含
んでいる。選択されたディレクトリの名前は表示される。
【０３３４】
　アウトルック又はノーツのコンタクトリストにおいてユーザによって確立されたカテゴ
リーは、選択時に利用できる。カテゴリの数が表示領域に合っていない場合、ボタンが設
けられて、リストを、スクロールアップ又はスクロールダウンする。リストは、アルファ
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ベット順に整理される。
【０３３５】
　スピードダイヤルカテゴリは、スピードダイヤルページに配置されるカテゴリである。
スピードダイヤルページが一杯になって、もはやこのコンタクトカテゴリにさらに名称を
加えることができなく、それらが既存のエントリに取って変わらない場合、何らかの表示
がされる。最近のコール順にスピードダイヤルエントリを順序付ける機能があり、即ち、
最後に用いられたスピードダイヤルエントリは下側に配置されるであろう。これは、どの
エントリが削除される最適の候補であるかを見るために用いられて、より使われる番号を
入力可能とする。
【０３３６】
　最小限のユーザ入力で、選択されたカテゴリからエントリを容易に見つけて選択できる
。エントリ選択機構は、比較的短いリストと、非常に長いリスト(１００００の名前)とに
ついて働く必要がある。その機構は、検索されるテキスト文字列を入力できる必要がある
。提示されたデータのソート順を、性、名又は組織で選択できる必要がある。入力エラー
を修正して、全検索を迅速に再開する手段がある。
【０３３７】
　検索キーの順番は重要であって、ユーザが変更できることが好ましい。言い換えると、
例えば、最も左の検索キーを押し続けることにより、ユーザは、姓、名又は会社(又は、
属性の拡張リスト。これは、例えば、特定の部署又は特定の場所にいる者、例えば”韓国
にいる者”を見つけるために使用される)による検索をすることを選択する。第２キーは
、その後、第１キーの検索の限定を行い、以下同様となる。よって、複数のキーが、会社
、姓、名と設定される。例えばマルコーニの場合、姓についてマルコーニをアルファベッ
ト順に検索するユーザ検索が行われる。各ソートカテゴリが選択された場合、そのカテゴ
リフィールドの同じ値を用いて、エントリの下位の順序付けが黙示的になされるのは明ら
かである。姓が選択される場合、黙示的な下位の順序は、名そして会社であり、会社が選
択される場合、黙示的な下位の順序は、姓そして名であり、名が選択される場合、黙示的
な下位の順序は、姓そして会社である。
【０３３８】
　コールログ画面は、送信、着信及び失敗というコールの３つのカテゴリの最近のエント
リを表示する。選択されたカテゴリは明瞭に示される。加えて、「頻出する」カテゴリが
あって、該カテゴリは、任意のタイプの最近のコール(２００未満)について、頻繁に用い
られる番号をリストアップする。コールダイヤル画面からダイヤルパッドにアクセス可能
である。かなりの量のコールログデータの処理をもたらす値の解析は保留される。
【０３３９】
　最低の場合でも、「メッセージ」がタッチされて、ユーザへのボイスメールシステム(1
0)への接続がなされると、このユーザのボイスメールが入力され、ダイヤルパッドが表示
されて、フォンのキーが通常押されるようにボイスメールが制御される。「ボイスメール
」画面の大部分にはボタンがあって、メールシステム(10)の各機能にアクセス可能である
。アクセスされる機能には、例えば、次メッセージ、先メッエージ、メッセージ再生、メ
ッセージ転送、メッセージ応答、コール送信等がある。各ファンクション内のキー押しと
等価な全てのものにもアクセス可能であって、記録開始、記録停止、記録レビュー、記録
削除等がある。全てのファンクションはボタン上にあり、各々のＤＭＦトーンに変換され
る。
【０３４０】
　「フォワード」番号又はどのボイスメールコマンドも、ユーザの番号リストが入力され
る必要があり、スピードダイヤル又はディレクトリ画面ビューから選択できる。その選択
によって、ユーザの番号の適当な部分が自動的に挿入される。これは、ボイスメッセージ
をグループにフォワードするのに特に有用であろう。ユーザは、ビデオフォン(15)上にて
日時を設定可能である。適当なネットワーク(40)サービスによって、日時を自動的に設定
できるのが好ましい。
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【０３４１】
　カレンダ機能が利用できて、ユーザのアウトルック/パーム/ノーツスケジュール/カレ
ンダアプリケーションと統合される。単に、日、週又は月単位で、(アウトルック又はパ
ームのスクリーンで)任意の日付の予定が見られて、アウトルック又はパームデータベー
スを介してのみ可能な変更と新たなエントリとが見られることが最小限要求されるであろ
う。
【０３４２】
　かなり多くのユーザが自分のカレンダを保持しておらず、実際には自分の机にＰＣ(68)
がないであろうが、情報を見る必要がある事態は起こり得る。画面のステータス部にある
ユーザステータス領域にタッチして、ユーザは自己のステータスを設定する。ユーザには
、選択可能な一連のステータスオプションがあり、i)空き、ii)ビジー－コール中であり
、別のコールが受け取れない、iii)接触禁止－コール中ではないが、中断可能ではない、
iv)５分内に戻る、v)オフィス外、vi)休日を含んでいる。
【０３４３】
　ビデオフォン(15)に１つのコールがある場合、１つの着信ストリームから、会議におけ
る最大数のストリームまでがサポートされる。ビデオ会議では、端末は、１つの会議コー
ルの部分として、他のパーティへの少なくとも４つの接続をサポートする。最大サイズの
ビデオ会議コールがある場合さえも、少なくとも２つの独立したオーディオのみのコール
を受け入れ可能であり、オーディオコールは会議(consultation)ホールド転送され得る。
ビデオフォン(15)は、少なくとも３つの「コール状態(instance)」を同時に、つまり、独
立したコールを最大で３つまでサポートできる。１つのコールのみがアクティブにできる
。つまり、コール制御は、１度に、１つのコールのみに行われる。１を超えるコールが受
け入れ可能である。つまり、ユーザのオーディオ及びビデオは、アクティブであるか否か
に拘わらず、受け入れられた各コールに送信されている。オーディオ及びビデオがホール
ド中のユーザに送信されず、そのユーザから送られるオーディオ及びビデオも止められて
いる場合、進行中のコールはホールドされてよい。
【０３４４】
　着信コールのステータスは、コントロール表示領域に示される。コール自体と、インコ
ール制御とがディスプレイ(54)のメインセクションに示される。
【０３４５】
　コールステータスは、以下の通りである。
i) 着信コール。
ii) 受入及びアクティブ－ユーザのオーディオ(ビデオコールの場合はビデオも)は、種々
のミュート制御を受けて、このコールに接続され、コール制御がこのコールに適用される
。
iii) 受入及び非アクティブ－上記と同様であるが、コール制御はこのコールに適用され
ない。
iv) 受入及びホールド－ユーザのオーディオ(ビデオコールの場合はビデオも)は、このコ
ールへ送信されていない。
v) 受入及び転送。
【０３４６】
　コールステータスは、各コールについて示される。受け入れられた１つのコールのみが
アクティブとなる。受け入れられたコールは、そのコールに関連したコール表示の領域を
又は制御パネルのコールステータスを、タッチすることでアクティブにされる。先のアク
ティブコールは何れも、アクティブに設定されない。２度目のタッチは、アクティブ状態
をオフにする。着信コールの表示は、コールがビデオ接続を申し出ているか否かを示す。
表示がないことは、オーディオのみのコールを意味する。着信コールの表示は、その着信
コールに関するパーティの名称を示す。これは、直ちに、ユーザが１対１でコールされて
いるか、又は会議への参加を勧誘されているかを示す。
【０３４７】
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　ユーザは、以下のオプションを用いて着信コールを処理する。
i) 音声のみのコールとしてコールを受け入れる。
ii) ビデオコール(音声を含む)としてコールを受け入れる。
iii) ボイスメールを送る。
【０３４８】
　ビデオフォン(15)端末を設定して、サポートされるコールの最大数まで、着信コールに
自動応答できる。申し出があると、自動応答は、オーディオ及びビデオ接続を生成する。
 コールが一旦起こると、ユーザステータスは、自動的に「インコール」に変化する。ア
クティブなコールがないと、ユーザステータスは、前の状態(一般的には「空き(availabl
e)状態」)に戻る。
【０３４９】
　ユーザは、コールユーザデータも配布されるか否かを設定可能である。ユーザが、既に
１又は２以上のコールを受け入れている場合、及び、全てのコールがホールドである又は
アクティブでない場合、このコールは、受け入れられると新らしいコール状態を生成する
。受け入れられたがアクティブでないコールは全て、この新しいコールをユーザが扱う最
中に、ユーザの見聞きを継続して行う。受け入れられたコールの１つが受け入れられてア
クティブとなる場合、新しいコールがそのコールに加えられる。コールが受け入れられる
と、そのコールの全てのパーティは、新しい呼出し側にとって、会議の参加者となる。
【０３５０】
　ある時間(１０秒より大きい)の後、ユーザがコールに出ない場合、コールは、「フォワ
ードオンノーサンサー(Forward on No Answer)」設定で定められたように、自動的にフォ
ワードされるであろう。上述のように、フォワードは、コールの宛先であるユーザに特定
される。ユーザステータスに「ドゥノットディスターブ(Do not disturb)」若しくは「ビ
ジー(busy)」が付される場合、又は、最大数のコールが処理されている状態で「ビジー」
状態が設定された場合、コールは、「フォワードオンビジー」及び「フォワードオンドゥ
ノットディスターブ」設定で定められたように「直ちに」転送される。実施されるならば
、「ショウフォワーデットコール(show forwarded calls)」設定で修正される。
【０３５１】
　「ショウフォワーデットコール」設定を用いて、着信コールが転送される前に、ユーザ
がある時間(５秒より大きい)の間、着信コール表示を見ることを選択できる。（これは、
コールを受け取ることを望まない場合に、ユーザに対して、コールへの積極的な動作が要
求されるのではなく、動作が必要とされないことを意味する。）これは、ビデオフォン(1
5)が既に最大数のコールを処理していることによってビジー状態が生じている場合には、
これは機能しない。
【０３５２】
　コールと共に送られる(非常に短い)テキストメッセージを作成する能力は、コールの重
要性及びそれがどの程度の長さであるかについて、さらに情報を運ぶ有用な方法である。
メッセージを作成して送信コールに加える要件は、以下に説明される。存在する場合、着
信コールテキストメッセージは、着信コールに関連して表示される。ディスプレイ(54)は
、複数の着信コールが同時にある場合に、テキストメッセージの表示に対処する。また、
テキストメッセージは、着信又は失敗コールログに格納される。
【０３５３】
　コールパラメータネゴシエーションは、ネットワーク(40)規定のパラメータと現在のネ
ットワーク(40)利用内にてコールを確立するのに要するものに制限される。設定により、
ユーザは、その他のビデオフォン(15)端末に対してコールの選択を明示できて、例えば、
常時ビデオを提供すること、決してビデオを提供しなこと、ビデオを提供することを希望
しているか否かを各コールに尋ねることが可能になる。
【０３５４】
　キャンプオンアベイラブル(Camp on Available)は、他のビデオフォン(15)のユーザへ
のコールについてサポートされる。これは、ユーザの状態が「空き状態」に変化すると、
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ユーザにコールを開始する。コールされたユーザがグループである場合、グループの全て
のメンバーが「空き状態」である場合にのみ、コールが開始される。
【０３５５】
　会議コールでは、スピードダイヤル又はディレクトリリストのある場所が人物のグルー
プを示している場合、その各々がコールの参加者となる。この機能を実施するための推奨
される処理は、各コールを順番に行い、直ちにそのコールが会議に加えられるべき旨の動
作要求確認をするものである。これによって、コールがボイスメールに直行する場合、エ
スケープルートが与えられる。最初の呼出し側の動作が完了すると、つまり、コール中で
あるかコールが拒否されると、次の番号が処理される。
【０３５６】
　半二重である送信コールを、言い換えると、コールされたパーティからオーディオ及び
/又はを要求する送信コールを生成できるが、あるタイプのコールではどちらも送信しな
い。それは、プルモードである。同様に、プッシュモードを生成可能である。プッシュモ
ードでは、送信コールは、オーディオ及び/又はビデオを送るが、如何なるオーディオ又
はビデオをも要求できない。このモードは、無人端末に、又は会議にて消極的な役割のみ
をするユーザの端末に、選択的にコンテンツを配信するために使用されてよい。
【０３５７】
　スピーカ(64)、ハンドセット及びヘッドセットのボリュームは、全て個別に調節される
。スピーカは、オン・オフされる。スピーカをオフにするとマイクロホンがオフにされる
。ステータス表示は、スピーカ及びマイクロホンの状態を示す。
【０３５８】
　マイクロホンは、オフにでき、オンに戻すこともできる。ステータス表示は、マイクロ
ホンのミュートの状態を示す。
【０３５９】
　カメラは、オフにでき、オンに戻すこともできる。ステータス表示は、カメラのミュー
トの状態を示す。
【０３６０】
　インコール制御は、アクティブなコールのみに働く。受け入れられたコールは、アクテ
ィブでない場合に、進行中のコールのステータス表示を制御パネルにてタッチするか、特
定のインコール制御ファンクション領域を除くコール表示領域の何処かをタッチすること
で、アクティブにされる。現在アクティブであるその他のアクティブなコールは、非アク
ティブにされる。アクティブなコールは、同じ領域を続いて押すことで非アクティブにさ
れる。制御によって、アクティブなコールは切られる。会議コールでは、それによって、
コール状態の全ての要素がクリアされる。
【０３６１】
　コールは、会議コントロールに受け入れられて、アクティブとされて機能する。会議コ
ントロールをタッチすると、現在のアクティブコール状態を、アクティブにされる次のコ
ールに加える。会議コントロールは、再度押されて非アクティブにされるまで、又は別の
コールがアクティブにされるまでの何れかの場合にて、コールがアクティブであることを
示す。現在アクティブである全てのコールが会議コール状態に加えられた後、コールは１
つの会議コールになり、会議コントロールのアクティブ表示は消える。再度述べると、会
議は、他のコールが加えられるコールを選択し、その後、そのコールに加えられるコール
を選択する。
【０３６２】
　会議コールに繋がれたあるパーティを終了する方法は、そのパーティがコールを切るこ
とである。様々な理由から、ユーザは、コール状態の各部分を独立に制御したいと希望す
るだろう。これは、脱会議(de-conference)能力によって実現できる。例えば、３秒より
長くコール状態をタッチすることで、サブメニューが表示される。サブメニューでは、コ
ール状態の個々のメンバーを特定でき、脱会議について選択され得る。このコールは、そ
の後会議から除去されて、別個のコール状態として確立される。それには、通常の全ての
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制御が適用されて、特にクリア可能である。
【０３６３】
　転送ファンクションはアクティブコールを転送する。転送コントロールがタッチされる
と、統合されたダイヤル画面が表示されて、アクティブコールがホールドされる。しかし
ながら、それはインコール動作に関わっていることが表示されている。転送コントロール
は、再度押されて、転送がキャンセルされるまで、又は、ユーザがコールの転送を希望す
る番号のダイヤルが選択及び押されるまで、コールがアクティブであることを示す。
【０３６４】
　送信コールが一旦開始されると、転送コントロールは状態の変化を表示し、コントロー
ルがタッチされると、「ブラインド」転送が起こって、コール状態が画面から除かれる。
その代わりに、コール先の番号が応答するまで、ユーザは待ってもよく、コール先の番号
が応答する時点で、新しいコール状態が生成されて、ユーザはコール先のパーティと会話
ができ、転送ファンクションは状態を再度変化させる。そして、それを再度押すことで、
両方のコールの転送及び終了が完了する旨が表示される。別の方法では、転送されている
呼出側との会話に戻って、転送処理が再スタートされ、又はコールが終了する。転送は主
要な機構であり、それによって、「アドミン(admin)」はコールをセットアップし、それ
を「ボス(boss)」に転送する。この場合、転送されたコールをアドミンが「聞き」続ける
ことが不可能であるのは重要である。これは、安全な環境には特に重要である。
【０３６５】
　ホールドコントロールをタッチすると、アクティブコールはホールドされる。ホールド
では、送信ビデオ及びオーディオストリームは中断されて、ホールドされている旨の表示
が離れた端に与えられる。着信オーディオ及びビデオストリームはもはや表示されない。
ホールド状態は、コントロールバー上でコール状態表示上に示される。何らかのコールが
ホールドされている場合、ホールドコントロールはホールドがアクティブである旨を表示
する。アクティブコールがホールドである場合にホールドを再度押すと、ホールドが解除
されて、コールは表示された状態に戻る。
【０３６６】
　メイン制御パネルを制御することで、ホーム画面を立ち上げて、その他の全ての非コー
ルファンクションにアクセス可能となる。メインが選択された表示がされる。メインが再
度押されると、現在のコールの表示が再度行われて、メインが選択から外される。受け入
れられて表示されたコール内のパーティの各々について、及び表示された各コールについ
て、分離コントロールが適用される。個々のユーザの各々から送られるオーディオのボリ
ュームを調整することが必要とされる。画面に表示されたオーディオ及び/又はビデオを
独立してミュートすることが可能である。ステータスインジケータがあって、オーディオ
又はビデオミュートがオンであるか否かを示す。
【０３６７】
　２以上のコール状態が常に表示できる場合、例えば、２人の他人の会議コールに加えて
１人の他人への新たなコールがある場合、完全なコール状態についてオーディオ及び/又
はビデオをミュートすることが可能である。例えば、第２コールで話している間に、オー
ディオについて２つのパーティの会議をミュート可能である。
【０３６８】
　ビデオをサポート可能なオーディオのみの接続上で、ビデオをリクエストすることが可
能である。ビデオリクエストの受け入れ又は拒絶も可能である。接続が合意されるとビデ
オ接続が確立される、設定ページアイテムによって、ユーザは、ビデオリクエストを常時
受け入れ、又は常時拒絶可能である。
【０３６９】
　各接続について、搬送(bearer)チャンネルパラメータを、つまり、ビデオの着信及び送
信エンコードレートを、オーディオもあるならばそのレートを表示できる。コール中では
、制御はアクティブコールのみに働く。受け入れられたコールは、アクティブでない場合
、アクティブにされる。
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【０３７０】
　どのユーザも「搬送チャンネルクオリティモニタ」を利用可能である。このモニタは、
携帯電話の信号強度メータのようなビットであって、例えば、オーディオ及びビデオチャ
ンネル上でエラー又は損失パケットがない場合には、１００％のグリーンバーとなり、損
失レート又は待ち時間が所定のレートに達すると黄色のバーとなり、より高いレートに至
ると赤いバーとなる。このタイムフレームにおけるエラーがユーザのビデオに影響するの
で、時間積分は短く、例えば５０ミリ秒とされる。従って、例えば、受信側でビデオのア
ーチファクトが見られて、同時にモニタバーが黄色又は赤に移動する場合、受信側は、ネ
ットワーク(40)の混雑が生じていることを知る。
【０３７１】
　コール内で、ビデオエンコードパラメータを変更する、つまりエンコードレート増加又
は減少することをリクエストできる。このリクエストを受け入れ又は拒否することが可能
であり、送信ビデオレートを変更する方法が与えられる。ビデオフォン(15)は、全ての参
加者に対して１つの送信エンコードレートを生じる。それは、受信ストリームの全てにて
異なる受信レートを受け入れ可能である。
【０３７２】
　サイドバーへのリクエストが可能であり、そのリクエストを受け入れ又は拒否すること
も可能である。受け入れられる場合、サイドバーは両方の参加者から他の全ての者へのオ
ーディオストリームを切る。これによって、彼らはプライベートな会議ができ、その一方
で、彼らは、全ての議論を聞き、さらに、全ての参加者を見続け、それらに見られ続ける
。ビデオ及びサイドバーリクエストの両方の方法で短いメッセージを送ることができる。
【０３７３】
　コールが着信コールであるか送信コールであるかに拘わらず、ビデオビューへのスクリ
ーン移行はスムースでなくてはならない。オーディオは、ビデオを予想してよい。この移
行がされ得るまで(即ち、ビデオへの移行において、ジャンピ(jumpy)な画像、半分しか形
成されていないフレーム等があるべきではない)、ビデオは表示されるべきではない。ユ
ーザのディスプレイ(54)のビデオ画面への移行は、コールが「進行中」である後にのみ開
始し、コールを開始する時点では行われない。ユーザから送られるビデオの表示は、ユー
ザのディスプレイ(54)に割り当てられた表示領域を最大限利用する。インディスプレイコ
ントロールは、この１つのコー状態の１人のユーザの表示を、フルスクリーン表示に変換
する。「フルスクリーン」表示の内の何処かをタッチすると、標準表示に戻る。既に言及
したインコールコントロールに加えて、ユーザ名が表示される。ディスプレイ(54)及びコ
ントロールパネルのコール状態は、コールがアクティブか否かを、即ち、インコールの一
般的な制御が動作するか否かを示す。あるコール状態が起きていると、そのコール状態を
押すことで、又はインコールの特定のコントロール領域から離れたメインディスプレイ(5
4)上の何処かを押すことで、アクティブがインアクティブとなる。
【０３７４】
　１つのコール状態から２つのパーティのコールへの移行はスムースであって、第２コー
ルが「進行中」になると開始される。ディスプレイ(54)は、ユーザのディスプレイ(54)に
割り付けられた表示領域を最大限に使用する。必要ならば、ビデオは変倍よりも各縁部を
クリップされて、使用領域に合わせられる。フルスクリーン表示を２又は３以上にする要
求はない。既に述べたインコントロールに加えて、ユーザ名が各パーティに表示される。
両方のパーティが単一のコール状態の部分であることが示される。ディスプレイ(54)及び
コントロールパネルのコール状態は、コールがアクティブか否かを示す。パーティがさら
にビデオコールに加わるにつれて、着信ビデオは使用領域に合うように、その都度クリッ
プされる。
【０３７５】
　共にパーティが単一コールである２つのコール状態では、これらユーザ各々への２つの
別個のコールがあって、双方が表示される。オンスクリーン表示及びコールコントロール
表示は、独立した別個の２つのコールがあること、さらに、どれかがアクティブであるか
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否かとを明確に示す。コールの何れか一方がホールドにされる場合、そのコールはもはや
表示されず、ディスプレイ(54)は、単一コール状態の単一コールの表示に戻る。
【０３７６】
　ユーザ領域には、上記に記載されたものに加えて、以下の組合せの何れかが表示される
。
　各々が単一パーティのコールである、４つのコール状態。
　あるコールが２つのパーティであって、その他が単一パーティのコールである３つのコ
ール状態。
　１つのコールが最大で３つのパーティのコールであるか、２つのコールが２つのパーテ
ィのコールである、２つのコール状態。
【０３７７】
　「ＣＮＮ」スタイル表示要求は、上記した単一コール状態の単一コールの要求であって
、フルスクリーン表示が可能である。また、画面の半分に「ＣＮＮ」スタイルコールを表
示し、残りの半分を１又は２つのユーザ表示領域として使用可能である。後者は、２つの
独立したコール状態、又は、パーティが２つである単一のコール状態である。
【０３７８】
　様々なレベルで音声及びデータの暗号化をすることが可能である。診断、テスト、測定
及び管理機構にアクセスすると、ＳＭＦ(simple management framework)が用いられる。
言い換えると、アクセスは、３つの方法、ＳＮＭＰ、ウェブ及びクラフト(craft)インタ
ーフェイスを通じて、全ての機能を可能にする。ビデオフォン(15)端末は、遠隔管理可能
であり、オンサイトのＩＴ専門家が日々の動作を見ることや、ソフトウェアをアップグレ
ートしてバグを修正することは不要である。障害診断も遠隔で可能であって、問題が、ユ
ニットハードウェア、ユニット設定、ユニットソフトウェア、ネットワーク(40)又はネッ
トワーク(40)サービスに関連しているか否かを判断できる。管理では、ＩＰ接続が仮定さ
れ得るが、ビデオフォン(15)への比較的低帯域幅での接続である必要がある。
【０３７９】
　通常動作下では、電源が入れられると、ビデオフォン(15)は、ハードウェアシステム(1
0)テストを短縮バージョンで行う。これが不合格であると、ビデオフォン(15)は、メイン
スクリーンにブート失敗メッセージを表示する。端末は、より長いハードウェア診断モー
ドに強制的にされ得る。これは、キーボードをＵＳＰポートに取り付けることで、又は、
ユニットの電源を入れてタッチスクリーンの右上隅を押すことでなされる。このモードに
よって、基本的なオペレーティングシステムとさらに強力な診断にアクセスして、ハード
ウェアが不合格であるか否かを判断可能となる。
【０３８０】
　一連の単純なテストを含めることができ、これによって、ビデオフォン(15)がブートア
ップテストをパスするが正しい機能をユーザに提供していない場合に、ユーザは活動可能
である。端末には、ローカルキーボード(及びマウス)について技術的インターフェイスが
設けられており、診断ユニット又システム(10)の問題を支援する。これによって、オーデ
ィオ及びビデオ等の様々な診断にアクセス可能となる。
【０３８１】
　遠隔制御下で、ビデオフォン(15)端末のソフトウェアの新たなバージョンを安全にダウ
ンロード可能である。安全については、ダウンロードされたバージョンに不備が起こる場
合は、ローカルな介入(即ち、誰かがＣＤを挿入すること)を行うことなく、先のバージョ
ンに戻すことが可能である。特定のビデオフォン(15)端末上のソフトウェアのバージョン
番号と、ユニットのハードウェアのシリアル番号と、アセンブリ修正番号と、キーサブア
センブリのシリアル番号及びアセンブリ修正番号とを、管理インターフェイスを通じて読
み出しできる。システム(10)がクラッシュした場合、ビデオフォン(15)は、そのクラッシ
ュの診断を支援する情報を格納し、又は情報の格納を完了している。ビデオフォン(15)が
リブートされると、この情報は解析のためにリモートサイトからオンラインで回収できる
。
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　ビデオフォン(15)は、全ての動作、イベント及び状態の変化のランニングログを保持す
る。ログは、記録装置がこの機能に割り当てできる限りにおいて保持される。少なくとも
１月分の動作量について格納可能であるべきである。このデータには、多数のカテゴリが
含まれており、例えば、安全カテゴリは、ユーザがコールした番号等のユーザデータを含
んでおり、ユーザによってのみ公開可能である。コール数、コール状態(即ち、コール状
態及び状態当たりのエンドポイントの数)、エンコーダ(36)及びデコーダ(34)の特性、搬
送チャンネルエラーレポート等のような一般的なデータは、あまり慎重を期するデータで
はない。システム(10)レベルの問題を診断し、一連のイベントを生成することを助ける一
手段として、キーが押されたことを毎回記録することが可能である。
【０３８３】
　ビデオフォン(15)は、ＩＰレベル及びＳＩＰレベルの両方で、コントロールプレーンレ
ベルでエクスチェンジを、離れた遠隔端末(ビデオフォン(15)端末に遠隔接続されたライ
ンモニタを有する同等物)にコピーする。端末の管理は、多数のパラメータ、例えばネッ
トワーク(40)のクオリティを、モニタする。閾値を設定して、これらの閾値に到達した場
合に警告を発することが可能である。ＡＴＭインターフェイス及びイーサネットインター
フェイスの両方は、(例えばｒｍｏｎと同等な)一般的な測定をする。測定は、ビデオフォ
ン(15)で利用される。ビデオフォン(15)は、１又は２以上のネットワークマネージメント
システムに警告を送ることが可能である。
【０３８４】
　説明を目的として上述の実施例について本発明を詳細に記載したが、このような詳細は
単に説明を目的とするものであり、当該技術分野における通常の知識を有する者は、特許
請求の範囲に記載されたものを除き、本発明の範囲から逸脱することなく本発明の変形が
可能である。
【図面の簡単な説明】
【０３８５】
　添付の図面では、本発明の好ましい実施例と、本発明を実施する好ましい方法が示され
ている。
【図１】図１は、本発明のシステムの概略図である。
【図２】図２は、本発明のネットワークの概略図である。
【図３】図３は、ＰＣ及びネットワークに接続されたビデオフォンの概略図である。
【図４】図４は、本発明のシステムの概略図である。
【図５】図５ａ及び図５ｂは、ビデオフォンの正面及び側面の概略図である。
【図６】図６は、ビデオフォンの接続パネルの概略図である。
【図７】図７は、ビデオフォンのマルチスクリーン配置の概略図である。
【図８】図８は、ビデオフォンのブロック図である。
【図９】図９は、ビデオフォンのアーキテクチャのブロック図である。
【図１０】図１０は、システムの概略図である。
【図１１】図１１は、システムの概略図である。
【図１２】図１２は、プレゼンスセンサのブロック図である。
【図１３】図１３は、ビデオフォンのタッチスクリーンのページである。
【図１４】図１４は、本発明の装置のブロック図である。
【図１５】図１５は、本発明のシステムの概略図である。
【図１６】図１６は、本発明のもう一つのシステムの概略図である。
【図１７】図１７は、本発明の装置の概略図である。
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