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(57)【要約】
【課題】表示画面を囲う外枠のうち上枠の中央部付近を
太くせずにカメラを内蔵し、かつ、カメラで撮像したユ
ーザを画像の中央付近に位置させることが可能な情報処
理装置を提供すること。
【解決手段】、情報処理装置１００は、所定の情報を表
示する表示部１１４と、表示部１１４に表示される所定
の情報を見るユーザから向かって、表示部１１４を囲う
外枠のうちで上枠の中央部よりも右側または左側に設置
され、ユーザの撮像画像を取得する撮像部１１５と、撮
像部１１５が取得した撮像画像からユーザの顔領域を検
出し、検出した顔領域を含む顔画像を切り出す制御部１
１６と、を備える。撮像部１１５は、ユーザから向かっ
て、外枠のうちで上枠と右枠とが交差する領域である右
上交差領域等に設置される。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の情報を表示する表示部と、
　前記表示部に表示される前記所定の情報を見るユーザから向かって、前記表示部を囲う
外枠のうちで上枠の中央部よりも右側または左側に設置され、前記ユーザの撮像画像を取
得する撮像部と、
　前記撮像部が取得した前記撮像画像から前記ユーザの顔領域を検出し、検出した前記顔
領域を含む顔画像を切り出す制御部と、
　を備える、情報処理装置。
【請求項２】
　前記撮像部は、
　前記ユーザから向かって、前記外枠のうちで前記上枠と右枠とが交差する領域である右
上交差領域または前記外枠のうちで前記上枠と左枠とが交差する領域である左上交差領域
に設置される、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記撮像部は、
　前記ユーザから向かって、前記外枠のうちで前記上枠と右枠とが交差する領域である右
上交差領域に設置される、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記表示部の表示領域のうち、前記撮像部が設けられる位置の近傍に、前記所定の情報
を表示する表示制御手段を備える請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　ネットワークを介してデータの通信を行う通信部と、
　前記通信部を介して、取得したデータを前記所定の情報として前記表示部に表示する表
示制御手段とを備え、
　前記表示制御手段は、前記表示部の表示領域のうち、前記撮像部が設けられる位置の近
傍に、前記所定の情報を表示する請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記通信部を介してデータを通信する通信相手の顔画像と、前記
撮像部が取得した撮像画像から切り出された顔画像とを、前記所定の情報として前記表示
領域に表示する請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　所定の情報を表示する表示部と、前記表示部に表示される前記所定の情報を見るユーザ
から向かって、前記表示部を囲う外枠のうちで上枠の中央部よりも右側または左側に設置
される撮像部と、制御部と、を備える情報処理装置が、
　前記撮像部によって、前記ユーザの撮像画像を取得するステップと、
　前記制御部によって、前記撮像部が取得した前記撮像画像から前記ユーザの顔領域を検
出し、検出した前記顔領域を含む顔画像を切り出すステップと、
　を含む、情報処理方法。
【請求項８】
　コンピュータを、
　所定の情報を表示する表示部と、
　前記表示部に表示される前記所定の情報を見るユーザから向かって、前記表示部を囲う
外枠のうちで上枠の中央部よりも右側または左側に設置され、前記ユーザの撮像画像を取
得する撮像部と、
　前記撮像部が取得した前記撮像画像から前記ユーザの顔領域を検出し、検出した前記顔
領域を含む顔画像を切り出す制御部と、
　を備える、情報処理装置として機能させるためのプログラム。
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【請求項９】
　前記撮像部は、
　前記ユーザから向かって、前記外枠のうちで前記上枠と右枠とが交差する領域である右
上交差領域または前記外枠のうちで前記上枠と左枠とが交差する領域である左上交差領域
に設置される、
　請求項８に記載のプログラム。
【請求項１０】
　前記撮像部は、
　前記ユーザから向かって、前記外枠のうちで前記上枠と右枠とが交差する領域である右
上交差領域に設置される、
　請求項８に記載のプログラム。
 
 
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近日、カメラを内蔵した情報処理装置が普及してきている。かかる情報処理装置は、例
えば、情報処理装置を使用しているユーザをカメラによって撮像し、撮像して得られた撮
像画像を他の装置に送信する。送信された撮像画像は、例えば、他の装置の表示画面等に
表示され、情報処理装置を使用しているユーザと他の装置を使用しているユーザとのＴＶ
電話やＴＶ会議システム等に利用される。
【０００３】
　また、特許文献１には、表示画面を囲う外枠にカメラを内蔵する情報処理装置に関する
技術が開示されている。特許文献１に開示されている情報処理装置には、表示画面を挟ん
だ対称位置に一対のカメラが設けられている。この情報処置装置は、カメラによって表示
画面の手前に位置するユーザのステレオ撮影を行うことにより、２つの画像データから信
号処理を行い、仮想的に表示画面の中心にカメラを配置して撮像した場合と同様の画像を
生成する。
【０００４】
　ところで、ユーザが情報処理装置を使用する場合に、情報処理装置はユーザの顔の位置
と比較してから水平方向または水平方向よりも下に設置されるのが一般的である。このよ
うな場合には、情報処理装置に内蔵されたカメラからユーザを撮像すると、斜め下方向か
ら見上げる角度でユーザの顔が写されることとなり、ユーザの顔が美しく撮像できないと
いう現象が起こりうる。例えば、上述した特許文献１に開示された技術では、情報処理装
置の表示画面を囲う上枠にカメラが内蔵されているために、カメラからユーザを見上げる
角度が比較的緩やかになり、カメラによって撮像されたユーザの顔は比較的美しいものと
なることが想定される。
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１５９０６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述したような技術によれば、情報処理装置の表示画面を囲う外枠のう
ち上枠の中央部にカメラを内蔵しているため、上枠の中央部付近が太くなってしまうとい
う問題があった。ユーザは表示画面の中央付近を見ていることが多いために、上枠の中央
部付近が太くなってしまうと、外枠が比較的大きいのに対して表示画面が小さいと感じて
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しまうという問題があった。また、上枠において中央部以外の位置にカメラを設置すると
、カメラで撮像されたユーザが画像の中央付近に位置しないこととなってしまうという問
題があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、表示画面を囲う外枠のうち上枠の中央部付近を太くせずにカメラを内蔵し、かつ、カ
メラで撮像したユーザを画像の中央付近に位置させることが可能な、新規かつ改良された
技術を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、所定の情報を表示する表示部
と、表示部に表示される所定の情報を見るユーザから向かって、表示部を囲う外枠のうち
で上枠の中央部よりも右側または左側に設置され、ユーザの撮像画像を取得する撮像部と
、撮像部が取得した撮像画像からユーザの顔領域を検出し、検出した顔領域を含む顔画像
を切り出す制御部と、を備える、情報処理装置が提供される。
【０００９】
　上記した撮像部は、ユーザから向かって、外枠のうちで上枠と右枠とが交差する領域で
ある右上交差領域または外枠のうちで上枠と左枠とが交差する領域である左上交差領域に
設置されることとしてもよい。
【００１０】
　上記した撮像部は、ユーザから向かって、外枠のうちで上枠と右枠とが交差する領域で
ある右上交差領域に設置されることとしてもよい。
【００１１】
　上記した情報処理装置は、表示部の表示領域のうち、撮像部が設けられる位置の近傍に
、所定の情報を表示する表示制御手段を備えることとしてもよい。また、上記した情報処
理装置は、ネットワークを介してデータの通信を行う通信部と、通信部を介して、取得し
たデータを所定の情報として表示部に表示する表示制御手段とを備え、表示制御手段は、
表示部の表示領域のうち、撮像部が設けられる位置の近傍に、所定の情報を表示すること
としてもよい。さらに、上記した表示制御手段は、通信部を介してデータを通信する通信
相手の顔画像と、撮像部が取得した撮像画像から切り出された顔画像とを、所定の情報と
して表示領域に表示することとしてもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように本発明によれば、表示画面を囲う外枠のうち上枠の中央部付近を太
くせずにカメラを内蔵し、かつ、カメラで撮像したユーザを画像の中央付近に位置させる
ことが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。なお、説明は以下の順序で行う。
【００１４】
１．　　本発明に至る経緯
２．　　第１実施形態
　２－１．　情報処理装置の概略説明（１）
　２－２．　情報処理装置の概略説明（２）
　２－３．　画像表示装置の構成
　２－４．　撮像画像の切り出し
　２－５．　情報処理装置の機能構成
　２－６．　情報処理装置のハードウェア構成
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　２－７．　情報処理装置の動作
３．　　本実施形態の変形例
【００１５】
＜１．本発明に至る経緯＞
　まず、本発明に至る経緯について説明する。
【００１６】
［１－１．上枠の中央部にカメラモジュールが設置された情報処理装置］
　図１（ａ）は、上枠の中央部にカメラモジュールが設置された情報処理装置の概略構成
を示す概略構成図であり、図１（ｂ）は、図１（ａ）に示した上枠の中央部にカメラモジ
ュールが設置された情報処理装置を使用するユーザをカメラモジュールで撮像して得た撮
像画像を示す図である。
【００１７】
　図１（ａ）に示すように、情報処理装置１００は、本体１１０と画像表示装置１３０と
を備えている。なお、以下において、情報処理装置をその構成によって区別する場合には
、情報処理装置１００Ａ、１００Ｂ、…等と記し、特に区別しない場合には、情報処理装
置１００と記す。同様に、画像表示装置をその構成によって区別する場合には、画像表示
装置１３０Ａ、１３０Ｂ、…等と記し、特に区別しない場合には、画像表示装置１３０と
記す。本体１１０は、情報の演算や加工等の処理を行い、画像表示装置１３０は、本体１
１０によって処理されて得られた情報を表示する。
【００１８】
　画像表示装置１３０は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）モ
ジュール１３２、カメラモジュール１５０等を主に備えている。
【００１９】
　ＬＣＤモジュール１３２は、表示画面の一例としての表示装置であり、液晶の素子を組
み込んだものである。しかし、ＬＣＤモジュール１３２は、表示装置の一例であるため、
他の表示装置であってもよい。
【００２０】
　カメラモジュール１５０は、結像光学系と撮像素子とを有するものである。結像光学系
によって像が撮像素子上に結像され、光電変換によって撮像画像が取得される。撮像素子
から取得される撮像画像は、時系列に取得される動画であってもよいし、一時点において
取得される静止画であってもよい。撮像素子は、例えば、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕ
ｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）等によって構成される。
【００２１】
　上述したように、ユーザが情報処理装置１００Ａを使用する場合には、情報処理装置１
００Ａはユーザの顔の位置と比較してから水平方向または水平方向よりも下に設置される
のが一般的である。このような場合には、情報処理装置１００Ａに内蔵されたカメラモジ
ュール１５０からユーザを撮像すると、斜め下方向から見上げる角度でユーザの顔が写さ
れることとなり、ユーザの顔が美しく撮像できないという現象が起こりうる。情報処理装
置１００Ａでは、ＬＣＤモジュール１３２を囲う外枠のうちで上枠にカメラモジュール１
５０が内蔵されているために、カメラモジュール１５０からユーザを見上げる角度が比較
的緩やかになり、カメラモジュール１５０によって撮像されたユーザの顔は比較的美しい
ものとなることが想定される。
【００２２】
　図１（ｂ）に示すように、図１（ａ）に示した位置に設置されたカメラモジュール１５
０から撮像して得られたユーザ２１０は、比較的美しいものとなる。また、カメラモジュ
ール１５０が蛍光灯２２０を見上げる角度も比較的緩やかであるため、ユーザ２１０から
の蛍光灯２２０の光の反射も少なくなり、ユーザ２１０が鮮明に写りやすいと想定される
。
【００２３】
　しかし、上述したように、図１（ａ）に示した例では、情報処理装置１００ＡのＬＣＤ
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モジュール１３２を囲う外枠のうち上枠の中央部にカメラモジュール１５０を内蔵してい
るため、上枠の中央部付近が太くなってしまう。ユーザはＬＣＤモジュール１３２の中央
付近を見ていることが多いために、上枠の中央部付近が太くなってしまうと、外枠が比較
的大きいのに対してＬＣＤモジュール１３２が小さいと感じてしまう。
【００２４】
［１－２．下枠の中央部にカメラモジュールが設置された情報処理装置］
　図２（ａ）は、下枠の中央部にカメラモジュールが設置された情報処理装置の概略構成
を示す概略構成図であり、図２（ｂ）は、図２（ａ）に示した下枠の中央部にカメラモジ
ュールが設置された情報処理装置を使用するユーザをカメラモジュールで撮像して得た撮
像画像を示す図である。
【００２５】
　図２（ａ）に示すように、情報処理装置１００Ｂでは、ＬＣＤモジュール１３２を囲う
外枠のうちで下枠にカメラモジュール１５０が内蔵されているために、カメラモジュール
１５０からユーザを見上げる角度が比較的急となり、カメラモジュール１５０によって撮
像されたユーザの顔はあまり美しいものとはならないことが想定される。
【００２６】
　図２（ｂ）に示すように、図１（ａ）に示した位置に設置されたカメラモジュール１５
０から撮像して得られたユーザ２１０は、あまり美しいものとはならない。また、カメラ
モジュール１５０が蛍光灯２２０を見上げる角度も比較的急であるため、ユーザ２１０か
らの蛍光灯２２０の光の反射も多くなり、ユーザ２１０が鮮明に写らないことがある。
【００２７】
［１－３．上枠の中央部以外にカメラモジュールが設置された情報処理装置（１）］
　図３（ａ）は、上枠の中央部以外にカメラモジュールが設置された情報処理装置（１）
の概略構成を示す概略構成図であり、図３（ｂ）は、図３（ａ）に示した上枠の中央部以
外にカメラモジュールが設置された情報処理装置（１）を使用するユーザをカメラモジュ
ールで撮像して得た撮像画像を示す図である。
【００２８】
　図３（ａ）に示すように、情報処理装置１００Ｃは、カメラモジュール１５０がユーザ
の方向に傾斜して設置されている。これによって、カメラモジュール１５０は、ユーザを
撮像画像の中央付近に写すことが可能になると想定される。また、情報処理装置１００Ｃ
のＬＣＤモジュール１３２を囲う外枠のうち上枠の中央部以外にカメラモジュール１５０
を内蔵しているため、上枠の中央部付近を太くせずに済む。また、情報処理装置１００Ｃ
では、ＬＣＤモジュール１３２を囲う外枠のうちで上枠にカメラモジュール１５０が内蔵
されているために、カメラモジュール１５０からユーザを見上げる角度が比較的緩やかに
なり、カメラモジュール１５０によって撮像されたユーザの顔は比較的美しいものとなる
ことが想定される。
【００２９】
　図３（ｂ）に示すように、カメラモジュール１５０が蛍光灯２２０を見上げる角度は比
較的緩やかであるが、カメラモジュール１５０が傾斜しているために、ユーザ２１０から
の蛍光灯２２０の光の反射も多くなり、ユーザ２１０が鮮明に写らないことがある。
【００３０】
　また、図３（ａ）に示した例では、情報処理装置１００Ｃのカメラモジュール１５０は
、傾斜しているために、上枠の厚みが増してしまう。上枠の厚みが増してしまうと、情報
処理装置１００Ｃの厚みが増し、ユーザによる情報処理装置１００Ｃの持ち運びが不便と
なってしまう。
【００３１】
［１－４．上枠の中央部以外にカメラモジュールが設置された情報処理装置（２）］
　図４（ａ）は、上枠の中央部以外にカメラモジュールが設置された情報処理装置（２）
の概略構成を示す概略構成図であり、図４（ｂ）は、図４（ａ）に示した上枠の中央部以
外にカメラモジュールが設置された情報処理装置（２）を使用するユーザをカメラモジュ
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ールで撮像して得た撮像画像を示す図である。
【００３２】
　図４（ａ）に示すように、情報処理装置１００Ｄは、カメラモジュール１５０がユーザ
の方向に傾斜して設置されている。この点については、図３（ａ）に示した情報処理装置
１００Ｃと同様である。これによって、カメラモジュール１５０は、ユーザを撮像画像の
中央付近に写すことが可能になると想定される。情報処理装置１００Ｄでは、ＬＣＤモジ
ュール１３２を囲う外枠のうち上枠全体の厚みが増してしまうことを防ぐために、カメラ
モジュール１５０が内蔵される箇所について部分的に厚みを増す構成としている。また、
情報処理装置１００ＤのＬＣＤモジュール１３２を囲う外枠のうち上枠の中央部以外にカ
メラモジュール１５０を内蔵しているため、上枠の中央部付近を太くせずに済む。また、
情報処理装置１００Ｄでは、ＬＣＤモジュール１３２を囲う外枠のうちで上枠にカメラモ
ジュール１５０が内蔵されているために、カメラモジュール１５０からユーザを見上げる
角度が比較的緩やかになり、カメラモジュール１５０によって撮像されたユーザの顔は比
較的美しいものとなることが想定される。
【００３３】
　図４（ｂ）に示すように、情報処理装置１００Ｄのカメラモジュール１５０によって取
得される撮像画像は、図３（ｂ）に示した撮像画像と同様のものとなる。カメラモジュー
ル１５０が蛍光灯２２０を見上げる角度は比較的緩やかであるが、カメラモジュール１５
０が傾斜しているために、ユーザ２１０からの蛍光灯２２０の光の反射も多くなり、ユー
ザ２１０が鮮明に写らないことがある。
【００３４】
　また、図４（ａ）に示した例では、カメラモジュール１５０が内蔵された枠（図４（ｂ
）に示した例では左枠）が太くなってしまい、ＬＣＤモジュール１３２の見える部分が小
さくなってしまう。カメラモジュール１５０が右枠に内蔵された場合も同様である。また
、カメラモジュール１５０を内蔵する情報処理装置１００Ｄの画像表示装置１３０を、カ
メラモジュール１５０を内蔵しない情報処理装置１００の画像表示装置１３０とは別に製
造する必要があるために、製造効率が悪い。
【００３５】
＜２．第１実施形態＞
　続いて、本発明の第１実施形態について説明する。
【００３６】
［２－１．情報処理装置の概略説明（１）］
　図５（ａ）は、本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置（１）の概略構成を示す概
略構成図であり、図５（ｂ）は、図５（ａ）に示した本発明の第１実施形態にかかる情報
処理装置（１）を使用するユーザをカメラモジュールで撮像して得た撮像画像を示す図で
ある。
【００３７】
　図５（ａ）に示すように、情報処理装置１００Ｅは、カメラモジュール１５０がユーザ
の方向に傾斜して設置されていない。これによって、カメラモジュール１５０は、ユーザ
を撮像画像の中央付近ではない位置に写すと想定される。しかし、カメラモジュール１５
０が傾斜していないために、ユーザからの蛍光灯２２０の光の反射が少なくなり、ユーザ
２１０が鮮明に写りやすいと想定される。また、情報処理装置１００ＥのＬＣＤモジュー
ル１３２を囲う外枠のうち上枠の中央部以外にカメラモジュール１５０を内蔵しているた
め、上枠の中央部付近を太くせずに済む。また、情報処理装置１００Ｅでは、ＬＣＤモジ
ュール１３２を囲う外枠のうちで上枠にカメラモジュール１５０が内蔵されているために
、カメラモジュール１５０からユーザを見上げる角度が比較的緩やかになり、カメラモジ
ュール１５０によって撮像されたユーザの顔は比較的美しいものとなることが想定される
。
【００３８】
　図５（ｂ）に示すように、ユーザ２１０からの蛍光灯２２０の光の反射が少なくなり、
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ユーザ２１０が鮮明に写りやすい。また、カメラモジュール１５０からユーザ２１０を見
上げる角度が比較的緩やかになり、カメラモジュール１５０によって撮像されたユーザの
顔は比較的美しいものとなっている。
【００３９】
　しかし、カメラモジュール１５０がユーザの方向に傾斜して設置されていないので、ユ
ーザ２１０が撮像画像の中央付近ではない位置に写されている。本実施形態では、情報処
理装置１００が、この撮像画像に写されたユーザ２１０の顔領域を検出して、検出した顔
領域を含む顔画像を切り出すものとする。
【００４０】
［２－２．情報処理装置の概略説明（２）］
　図６（ａ）は、本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置（２）の概略構成を示す概
略構成図であり、図６（ｂ）は、図６（ａ）に示した本発明の第１実施形態にかかる情報
処理装置（２）を使用するユーザをカメラモジュールで撮像して得た撮像画像を示す図で
ある。
【００４１】
　図６（ａ）に示すように、情報処理装置１００Ｆは、ＬＣＤモジュール１３２に表示さ
れる所定の情報を見るユーザから向かって、カメラモジュール１５０が右に設置されてい
る点において、図５（ａ）に示した情報処理装置１００Ｅと異なる。以下では、画像表示
装置１３０やＬＣＤモジュール１３２の左右については、特に断りがない限り、ＬＣＤモ
ジュール１３２に表示される所定の情報を見るユーザから向かって左であるか右であるか
を示すものとする。したがって、情報処理装置１００Ｆは、その他の点については、情報
処理装置１００Ｅと同様であり、基本的には、情報処理装置１００Ｅと同様の性質を有す
る。図６（ｂ）が示す撮像画像についても、図５（ｂ）が示す撮像画像とほぼ同様のもの
となっている。
【００４２】
　しかし、情報処理装置１００Ｆのカメラモジュール１５０のように、カメラモジュール
１５０が画像表示装置１３０の右に設置されていると都合のよい点がある。アプリケーシ
ョンを選択するためのスタートメニューウィンドウは、ＬＣＤモジュール１３２に表示さ
れる所定の情報を見るユーザから向かって、ＬＣＤモジュール１３２の左下から右上方向
に展開されることが一般的である。したがって、ＬＣＤモジュール１３２上において、ア
プリケーションのウィンドウを、ＬＣＤモジュール１３２の左側に配置してしまうと、ス
タートメニューウィンドウ等が見づらくなる。
【００４３】
　また、ユーザの顔は、通常はＬＣＤモジュール１３２の中央付近正面に位置するため、
ユーザがメインとして使うアプリケーションのウィンドウは、ＬＣＤモジュール１３２の
中央付近に配置される。
【００４４】
　また、チャットなどのアプリケーションを使用すると、カメラモジュール１５０によっ
て取得された撮像画像は、例えば、チャットウィンドウ１３２ａの画像１３２ｃとして表
示される。また、他の装置のカメラモジュールによって取得された撮像画像は、他の装置
から送信され、例えば、チャットウィンドウ１３２ａの画像１３２ｂとして表示される。
したがって、情報処理装置１００のユーザは、画像１３２ｂで通信相手が写された撮像画
像を確認し、画像１３２ｃで自分が写された撮像画像を確認しながら、通信相手と会話を
したりすることができる。ユーザは、メインとして使うアプリケーションのウィンドウを
見ながら、そのウィンドウとは別にチャットウィンドウ１３２ａを確認するのが一般的で
ある。
【００４５】
　以上によって、チャットウィンドウ１３２ａを、ＬＣＤモジュール１３２の左側、中央
付近に表示させると、チャットウィンドウ１３２ａがスタートメニューウィンドウ、ユー
ザがメインとして使うアプリケーションのウィンドウ等と重なってしまうことがよくある
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。したがって、チャットウィンドウ１３２ａを、ＬＣＤモジュール１３２の右側に配置さ
れるのが都合がよい。
【００４６】
　チャットウィンドウ１３２ａが、ＬＣＤモジュール１３２の右側に配置された場合には
、カメラモジュール１５０の位置は、チャットウィンドウ１３２ａに合わせた位置に設置
されるのが都合がよい。例えば、チャットウィンドウ１３２ａが、ＬＣＤモジュール１３
２の右側に配置されているにもかかわらず、カメラモジュール１５０が画像表示装置１３
０の左側や中央付近に設置されることとする。その場合には、カメラモジュール１５０に
ユーザが顔を向けると、ユーザの視線からチャットウィンドウ１３２ａが外れてしまい、
ユーザは通信相手の顔を確認できなくなってしまう。また、通信相手の顔を確認しようと
してチャットウィンドウ１３２ａを見ようとすると、カメラモジュール１５０からユーザ
の視線が外れてしまい、通信相手からはユーザが目を逸らしているように見えてしまう。
【００４７】
　以上によって、チャットウィンドウ１３２ａ等がＬＣＤモジュール１３２の右側に表示
されることが多いため、それに合わせて、カメラモジュール１５０も画像表示装置１３０
の右側に設置すると都合がよい。また、カメラモジュール１５０の近傍にチャットウィン
ドウ１３２ａ等を表示することとしてもよい。カメラモジュール１５０の設置位置情報の
取得方法としては、例えば、機器情報として情報処理装置１００がカメラモジュール１５
０の設置位置情報を有しているとすることができる。また、撮影されたユーザの顔画像か
ら、カメラ位置を推測して、チャットウィンドウ１３２ａの表示位置を決定することとし
てもよい。具体的には、表示領域を左、真ん中、右に３分割し、表示位置を変更するごと
にユーザの顔画像を撮影する。分割の仕方は、上下含めて６分割であってもよく、分割数
は特に限定されるものではない。そして、顔認識技術等を用いてユーザが正面を向いてい
る画像を特定し、当該画像が取得された表示領域にチャットウィンドウ１３２ａを表示す
ることとすればよい。この方法によれば、撮影画像の真ん中に顔画像が存在する必要はな
く、あくまでユーザの目線がカメラの正面を捕らえているかを条件に表示領域を決定する
。そして、顔画像が真ん中にない場合は、トリミング機能により、顔画像を切り出して、
チャットウィンドウの真ん中に顔画像を表示することとすればよい。
【００４８】
［２－３．画像表示装置の構成］
　本発明の第１実施形態にかかる画像表示装置の構成について説明する。図７は、本発明
の第１実施形態にかかる画像表示装置の構成を示す分解斜視図である。以下、図７を用い
て本発明の第１実施形態にかかる画像表示装置の構成について説明する。
【００４９】
　画像表示装置１３０は、ＬＣＤモジュール１３２、ＬＣＤモジュール１３２が装着され
るＬＣＤハウジング１３１、カメラモジュール１５０、カメラモジュール１５０が取り付
けられるカメラ基板１５１、ベゼル１４１、透明パネル１４２等によって構成される。カ
メラモジュール１５０は、カメラ固定部品１５２によって固定される。
【００５０】
［２－４．撮像画像の切り出し］
　図８は、本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置による撮像画像の切り出しの様子
を示す説明図である。以下、図８を用いて本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置に
よる撮像画像の切り出しについて説明する。
【００５１】
　情報処理装置１００は、撮像画像２３０からユーザ２１０の顔領域を検出し、検出した
顔領域を含む顔画像２４０を切り出す。情報処理装置１００は、切り出した顔画像２４０
をユーザ２１０の通信相手が使用する他の装置に送信してもよいし、チャットウィンドウ
１３２ａの画像１３２ｃに表示してもよい。送信された顔画像２４０は他の装置の表示画
面のチャットウィンドウ１３２ａの画像１３２ｂに表示されることとしてもよい。
【００５２】
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［２－５．情報処理装置の機能構成］
　本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置の機能構成について説明する。図９は、本
発明の第１実施形態にかかる情報処理装置の機能構成を示すブロック図である。以下、図
９を用いて本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置の機能構成について説明する。
【００５３】
　情報処理装置１００は、入力部１１１と、記憶部１１２と、通信部１１３と、表示部１
１４と、撮像部１１５と、制御部１１６とを備えるものである。
【００５４】
　入力部１１１は、例えば、入力装置等から構成され、ユーザ２１０からのデータの入力
を受け付ける機能を有するものである。本実施形態では、例えば、ユーザ２１０から各種
のアプリケーションを起動する操作等の入力を受け付ける機能を有する。
【００５５】
　記憶部１１２は、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）等の磁気記憶部
デバイス、半導体記憶デバイス、光記憶デバイス、光磁気記憶デバイス等により構成され
る。記憶部１１２は、各種プログラムやデータを記憶するものであり、ストレージ装置等
によって構成される。
【００５６】
　通信部１１３は、例えば、通信装置等から構成され、ネットワーク３００を介して情報
処理装置１００のユーザ２１０の通信相手が使用する他の装置と通信を行うことが可能で
ある。通信部１１３は、例えば、ネットワーク３００ではなく、専用線を介して情報処理
装置１００のユーザ２１０の通信相手が使用する他の装置と通信を行うことが可能であっ
てもよい。
【００５７】
　表示部１１４は、例えば、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）ディスプレイ
装置、液晶ディスプレイ装置、プラズマディスプレイ装置、ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕｍ
ｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイ装置、ランプなどの表示装置など、取得した情報をユ
ーザに対して視覚的に通知することが可能な装置で構成される。表示部１１４は、所定の
情報を表示するものである。所定の情報とは、特に限定されるものではないが、上述した
例では、チャットウィンドウ１３２ａ等が相当する。また、上述した例では、表示部１１
４は、例えば、ＬＣＤモジュール１３２に相当する。
【００５８】
　撮像部１１５は、撮像装置９３１等によって構成され、情報処理装置１００に設置され
てユーザ２１０を撮像する機能を有するものである。撮像部１１５は、表示部１１４に表
示される所定の情報を見るユーザ２１０から向かって、表示部１１４を囲う外枠のうちで
上枠の中央部よりも右側または左側に設置され、ユーザ２１０の撮像画像を取得するもの
である。上述した例では、撮像部１１５は、例えば、情報処理装置１００に内蔵されるカ
メラモジュール１５０に相当する。
【００５９】
　撮像部１１５は、ユーザ２１０から向かって、外枠のうちで上枠と右枠とが交差する領
域である右上交差領域または外枠のうちで上枠と左枠とが交差する領域である左上交差領
域に設置されることとしてもよい。右上交差領域や左上交差領域には、情報処理装置１０
０で使用される各種部品が内蔵されているケースが少ないため、これらの領域であれば、
撮像部１１５を設置しても、撮像部１１５が各種部品と接触する可能性が低い。
【００６０】
　撮像部１１５は、ユーザ２１０から向かって、外枠のうちで上枠と右枠とが交差する領
域である右上交差領域に設置されることとするのがより好ましい。左枠ではなく、右枠に
撮像部１１５を設置するのが好ましいのは、上述したように、チャットウィンドウ１３２
ａ等がＬＣＤモジュール１３２の右側に表示されることが多いため、それに合わせて、カ
メラモジュール１５０も画像表示装置１３０の右側に設置すると都合がよいからである。
【００６１】
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　制御部１１６は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等から構成され、撮像部１１５が取得した撮像画像２３０からユーザ
２１０の顔領域を検出し、検出した顔領域を含む顔画像２４０を切り出すものである。顔
領域の検出については特に限定されるものではないが、例えば、撮像画像２３０からユー
ザ２１０の目の位置を検出し、検出した目の位置を基準として顔領域の位置や大きさを判
断することとする。撮像画像２３０が時系列に取得される動画像の場合には、フェイスト
ラッキング技術によって顔領域を追尾することも可能である。顔画像２４０は、顔領域を
含むものであれば特に限定されるものではないが、顔領域が顔画像２４０の中央付近に位
置するように決定することが好ましい。また、本実施形態では、顔画像２４０は、顔領域
を含む矩形であるとしたが、円形や楕円形等の他の形であってもよい。
【００６２】
　以上、本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置１００の機能構成について説明した
。次に、本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置１００のハードウェア構成について
説明する。
【００６３】
［２－６．情報処理装置のハードウェア構成］
　次に、本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置のハードウェア構成について説明す
る。図１０は、本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置のハードウェア構成を示すブ
ロック図である。以下、図１０を用いて本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置のハ
ードウェア構成について説明する。
【００６４】
　情報処理装置１００は、主に、ＣＰＵ９０１と、ＲＯＭ９０３と、ＲＡＭ９０５と、ホ
ストバス９０７と、ブリッジ９０９と、外部バス９１１と、インタフェース９１３と、入
力装置９１５と、出力装置９１７と、ストレージ装置９１９と、ドライブ９２１と、接続
ポート９２３と、通信装置９２５と、撮像装置９３１とを備える。
【００６５】
　ＣＰＵ９０１は、演算処理装置および制御装置として機能し、ＲＯＭ９０３、ＲＡＭ９
０５、ストレージ装置９１９、またはリムーバブル記録媒体９２７に記録された各種プロ
グラムに従って、情報処理装置１００内の動作全般またはその一部を制御する。ＲＯＭ９
０３は、ＣＰＵ９０１が使用するプログラムや演算パラメータ等を記憶する。ＲＡＭ９０
５は、ＣＰＵ９０１の実行において使用するプログラムや、その実行において適宜変化す
るパラメータ等を一次記憶する。これらはＣＰＵバス等の内部バスにより構成されるホス
トバス９０７により相互に接続されている。
【００６６】
　ホストバス９０７は、ブリッジ９０９を介して、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ／Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）バスなどの外部バス
９１１に接続されている。
【００６７】
　入力装置９１５は、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチお
よびレバーなどユーザが操作する操作手段である。また、入力装置９１５は、例えば、赤
外線やその他の電波を利用したリモートコントロール手段（いわゆる、リモコン）であっ
てもよいし、情報処理装置１００の操作に対応した携帯電話やＰＤＡ等の外部接続機器９
２９であってもよい。さらに、入力装置９１５は、例えば、上記の操作手段を用いてユー
ザにより入力された情報に基づいて入力信号を生成し、ＣＰＵ９０１に出力する入力制御
回路などから構成されている。情報処理装置１００のユーザは、この入力装置９１５を操
作することにより、情報処理装置１００に対して各種のデータを入力したり処理動作を指
示したりすることができる。
【００６８】
　出力装置９１７は、例えば、ＣＲＴディスプレイ装置、液晶ディスプレイ装置、プラズ
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マディスプレイ装置、ＥＬディスプレイ装置およびランプなどの表示装置や、スピーカお
よびヘッドホンなどの音声出力装置や、プリンタ装置、携帯電話、ファクシミリなど、取
得した情報をユーザに対して視覚的または聴覚的に通知することが可能な装置で構成され
る。出力装置９１７は、例えば、情報処理装置１００が行った各種処理により得られた結
果を出力する。具体的には、表示装置は、情報処理装置１００が行った各種処理により得
られた結果を、テキストまたはイメージで表示する。他方、音声出力装置は、再生された
音声データや音響データ等からなるオーディオ信号をアナログ信号に変換して出力する。
【００６９】
　ストレージ装置９１９は、情報処理装置１００の記憶部の一例として構成されたデータ
格納用の装置であり、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）等の磁気記憶
部デバイス、半導体記憶デバイス、光記憶デバイス、または光磁気記憶デバイス等により
構成される。このストレージ装置９１９は、ＣＰＵ９０１が実行するプログラムや各種デ
ータ、および外部から取得した音響信号データや画像信号データなどを格納する。
【００７０】
　ドライブ９２１は、記録媒体用リーダライタであり、情報処理装置１００に内蔵、ある
いは外付けされる。ドライブ９２１は、装着されている磁気ディスク、光ディスク、光磁
気ディスク、または半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体９２７に記録されている情報
を読み出して、ＲＡＭ９０５に出力する。また、ドライブ９２１は、装着されている磁気
ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、または半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体
９２７に記録を書き込むことも可能である。リムーバブル記録媒体９２７は、例えば、Ｄ
ＶＤメディア、ＨＤ－ＤＶＤメディア、Ｂｌｕ－ｒａｙメディア、コンパクトフラッシュ
（登録商標）（ＣｏｍｐａｃｔＦｌａｓｈ：ＣＦ）、メモリースティック、または、ＳＤ
メモリカード（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ　ｍｅｍｏｒｙ　ｃａｒｄ）等である。ま
た、リムーバブル記録媒体９２７は、例えば、非接触型ＩＣチップを搭載したＩＣカード
（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　ｃａｒｄ）または電子機器等であってもよい
。
【００７１】
　接続ポート９２３は、例えば、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）
ポート、ｉ．Ｌｉｎｋ等のＩＥＥＥ１３９４ポート、ＳＣＳＩ（Ｓｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕ
ｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）ポート、ＲＳ－２３２Ｃポート、光オーデ
ィオ端子、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ）ポート等の、機器を情報処理装置１００に直接接続するためのポートであ
る。この接続ポート９２３に外部接続機器９２９を接続することで、情報処理装置１００
は、外部接続機器９２９から直接音響信号データや画像信号データを取得したり、外部接
続機器９２９に音響信号データや画像信号データを提供したりする。
【００７２】
　通信装置９２５は、例えば、ネットワーク３００に接続するための通信デバイス等で構
成された通信インタフェースである。通信装置９２５は、例えば、有線または無線ＬＡＮ
（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、またはＷＵＳＢ（Ｗ
ｉｒｅｌｅｓｓ　ＵＳＢ）用の通信カード、光通信用のルータ、ＡＤＳＬ（Ａｓｙｍｍｅ
ｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ）用のルータ、または、各
種通信用のモデム等である。この通信装置９２５は、例えば、インターネットや他の通信
機器との間で音響信号等を送受信することができる。また、通信装置９２５に接続される
ネットワーク３００は、有線または無線によって接続されたネットワーク等により構成さ
れ、例えば、インターネット、家庭内ＬＡＮ、赤外線通信、ラジオ波通信または衛星通信
等であってもよい。
【００７３】
　撮像装置９３１は、結像光学系と撮像素子とを有するものである。結像光学系によって
像が撮像素子上に結像され、光電変換によって撮像画像が取得される。撮像素子から取得
される撮像画像は、時系列に取得される動画であってもよいし、一時点において取得され
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る静止画であってもよい。撮像素子は、例えば、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ
　Ｄｅｖｉｃｅ）等によって構成される。
【００７４】
　以上、本発明の各実施形態に係る情報処理装置１００の機能を実現可能なハードウェア
構成の一例を示した。上記の各構成要素は、汎用的な部材を用いて構成されていてもよい
し、各構成要素の機能に特化したハードウェアにより構成されていてもよい。従って、本
実施形態を実施する時々の技術レベルに応じて、適宜、利用するハードウェア構成を変更
することが可能である。
【００７５】
　以上、本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置１００のハードウェア構成について
説明した。次に、本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置の動作について説明する。
【００７６】
［２－７．情報処理装置の動作］
　次に、本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置の動作について説明する。図１１は
、本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置の動作を示すフローチャートである。以下
、図１１を用いて本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置の動作について説明する。
【００７７】
　図１１に示すように、まず、撮像部１１５は、ユーザ２１０の撮像画像を取得する（ス
テップＳ１０１）。制御部１１６は、撮像部１１５が取得した撮像画像から顔領域を含む
顔画像２４０を切り出す（ステップＳ１０２）。制御部１１６は、切り出した顔画像２４
０を表示部１１４に表示させる（ステップＳ１０３）。制御部１１６は、顔画像２４０を
ユーザ２１０の通信相手が使用する他の装置に送信する（ステップＳ１０４）。制御部１
１６は、入力部１１１がユーザから終了する旨を示す終了情報の入力を受け付けたか否か
を判断する（ステップＳ１０５）。制御部１１６は、終了情報の入力を受け付けていない
と判断した場合には（ステップＳ１０５で「Ｎｏ」）、ステップＳ１０１に戻り、終了情
報の入力を受け付けたと判断した場合には（ステップＳ１０５で「Ｙｅｓ」）、処理を終
了する。
【００７８】
　以上、本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置１００の動作について説明した。
【００７９】
＜３．本実施形態の変形例＞
　なお、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００８０】
　情報処置装置１００は、表示部１１４の表示領域のうち、撮像部１１５が設けられる位
置の近傍に、所定の情報を表示する表示制御手段を備えることとしてもよい。
【００８１】
　情報処置装置１００は、ネットワーク３００を介してデータの通信を行う通信部１１３
と、通信部１１３を介して、取得したデータを所定の情報として表示部１１４に表示する
表示制御手段とを備え、表示制御手段は、表示部１１４の表示領域のうち、撮像部１１５
が設けられる位置の近傍に、所定の情報を表示することとしてもよい。
【００８２】
　表示制御手段は、通信部１１３を介してデータを通信する通信相手の顔画像と、撮像部
１１５が取得した撮像画像から切り出された顔画像とを、所定の情報として表示領域に表
示することとしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】（ａ）は、上枠の中央部にカメラモジュールが設置された情報処理装置の概略構
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が設置された情報処理装置を使用するユーザをカメラモジュールで撮像して得た撮像画像
を示す図である。
【図２】（ａ）は、下枠の中央部にカメラモジュールが設置された情報処理装置の概略構
成を示す概略構成図であり、（ｂ）は、（ａ）に示した下枠の中央部にカメラモジュール
が設置された情報処理装置を使用するユーザをカメラモジュールで撮像して得た撮像画像
を示す図である。
【図３】（ａ）は、上枠の中央部以外にカメラモジュールが設置された情報処理装置（１
）の概略構成を示す概略構成図であり、（ｂ）は、（ａ）に示した上枠の中央部以外にカ
メラモジュールが設置された情報処理装置（１）を使用するユーザをカメラモジュールで
撮像して得た撮像画像を示す図である。
【図４】（ａ）は、上枠の中央部以外にカメラモジュールが設置された情報処理装置（２
）の概略構成を示す概略構成図であり、（ｂ）は、（ａ）に示した上枠の中央部以外にカ
メラモジュールが設置された情報処理装置（２）を使用するユーザをカメラモジュールで
撮像して得た撮像画像を示す図である。
【図５】（ａ）は、本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置（１）の概略構成を示す
概略構成図であり、（ｂ）は、（ａ）に示した本発明の第１実施形態にかかる情報処理装
置（１）を使用するユーザをカメラモジュールで撮像して得た撮像画像を示す図である。
【図６】（ａ）は、本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置（２）の概略構成を示す
概略構成図であり、（ｂ）は、（ａ）に示した本発明の第１実施形態にかかる情報処理装
置（２）を使用するユーザをカメラモジュールで撮像して得た撮像画像を示す図である。
【図７】本発明の第１実施形態にかかる画像表示装置の構成を示す分解斜視図である。
【図８】本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置による撮像画像の切り出しの様子を
示す説明図である。
【図９】本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置の機能構成を示すブロック図である
。
【図１０】本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置のハードウェア構成を示すブロッ
ク図である。
【図１１】本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置の動作を示すフローチャートであ
る。
【符号の説明】
【００８４】
　１００（１００Ａ～１００Ｆ）　情報処理装置
　１１０　本体
　１１１　入力部
　１１２　記憶部
　１１３　通信部
　１１４　表示部
　１１５　撮像部
　１１６　制御部
　１３０（１３０Ａ～１３０Ｆ）　画像表示装置
　１３１　ＬＣＤハウジング
　１３２　ＬＣＤモジュール
　１５０　カメラモジュール
　２３０　撮像画像
　２４０　顔画像
　３００　ネットワーク
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