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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影した映像をネットワーク経由で相手の地点に送信するとともに、前記相手の地点か
ら前記ネットワーク経由で受信した映像を表示する双方向コミュニケーションシステムに
おける、前記相手の地点への接続を行うためのグラフィカルユーザインタフェース装置に
おいて、
　それぞれ特定の接続候補を示す静止画を表示するための複数の表示枠を表示手段の画面
上に配列させる表示処理手段と、
　前記表示枠に１対１に対応して配列された複数の操作手段と、
　前記静止画が表示されているいずれかの前記表示枠に対応する配列位置の前記操作手段
が操作されたことに基づき、該表示枠に表示されている前記静止画で示される前記接続候
補に前記ネットワーク経由で接続する接続処理手段と、
　接続中の相手の地点から前記ネットワーク経由で受信した映像から静止画をキャプチャ
するキャプチャ手段と、
　前記キャプチャ手段でキャプチャされた静止画を記憶する記憶手段と、
を備え、
　前記表示処理手段は、いずれかの相手との接続中あるいは該接続の終了直後に、いずれ
かの前記表示枠に対応する配列位置の前記操作手段が操作されたことに基づき、該接続中
に前記キャプチャ手段でキャプチャされて前記記憶手段に記憶された静止画を該表示枠に
表示させ、同時に２以上の地点に接続する場合には、前記表示枠を順次選択することによ
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り、前記表示枠に表示されている静止画で示される２以上の相手の地点に接続させること
を特徴とする双方向コミュニケーションシステムにおけるグラフィカルユーザインタフェ
ース装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の双方向コミュニケーションシステムにおけるグラフィカルユーザイン
タフェース装置において、
　過去に接続した相手を登録したアドレス帳の表示時に、前記表示枠のうちのいずれかの
表示枠を選択するための選択画面を表示させる選択画面表示処理手段と
をさらに備え、
　前記表示処理手段は、前記選択画面表示処理手段による表示時に前記アドレス帳からい
ずれかの相手が選択されるとともに前記選択画面で表示枠が選択されたことに基づき、該
選択された相手との接続時に前記キャプチャ手段でキャプチャされて前記記憶手段に記憶
された静止画を該選択された表示枠に表示させる
ことを特徴とする双方向コミュニケーションシステムにおけるグラフィカルユーザインタ
フェース装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の双方向コミュニケーションシステムにおけるグラフィカルユーザイン
タフェース装置において、
　前記表示処理手段は、前記表示枠に複数通りの前記静止画を表示するためのタブをさら
に前記画面上に設け、
　前記タブを切り替える操作手段をさらに備えたことを特徴とする双方向コミュニケーシ
ョンシステムにおけるグラフィカルユーザインタフェース装置。
【請求項４】
　撮影した映像をネットワーク経由で相手の地点に送信するとともに、前記相手の地点か
ら前記ネットワーク経由で受信した映像を表示する双方向コミュニケーションシステムに
おける、前記相手の地点への接続を行う接続方法において、
　それぞれ特定の接続候補を示す静止画を表示するための複数の表示枠を前記表示手段の
画面上に配列させる表示ステップと、
　前記表示枠に１対１に対応して配列された複数の操作手段のうち、前記静止画が表示さ
れているいずれかの前記表示枠に対応する配列位置の前記操作手段が操作されたことに基
づき、該表示枠に表示されている前記静止画で示される前記接続候補に前記ネットワーク
経由で接続する接続ステップと、
　接続中の相手の地点から前記ネットワーク経由で受信した映像から静止画をキャプチャ
するキャプチャステップと、
　前記キャプチャステップでキャプチャした静止画を記憶する記憶ステップと有し、
　前記表示ステップでは、いずれかの相手との接続中あるいは該接続の終了直後に、いず
れかの前記表示枠に対応する配列位置の操作手段が操作されたことに基づき、該接続中に
前記キャプチャステップでキャプチャして前記記憶ステップで記憶した静止画を該表示枠
に表示させ、同時に２以上の地点に接続する場合には、前記表示枠を順次選択することに
より、前記表示枠に表示されている静止画で示される２以上の相手の地点に接続させるこ
とを特徴とする双方向コミュニケーションシステムにおける接続方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の双方向コミュニケーションシステムにおける接続方法において、
　過去に接続した相手を登録したアドレス帳の表示時に、前記表示枠のうちのいずれかの
表示枠を選択するための選択画面を表示させる選択画面表示ステップと
をさらに有し、
　前記表示ステップでは、前記選択画面表示ステップでの表示時に前記アドレス帳からい
ずれかの相手が選択されるとともに前記選択画面で表示枠が選択されたことに基づき、該
選択された相手との接続時に前記キャプチャ手段でキャプチャされて前記記憶手段に記憶
された静止画を該選択された表示枠に表示させる
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ことを特徴とする双方向コミュニケーションシステムにおける接続方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビ会議システム等の双方向コミュニケーションシステムにおけるＧＵＩ
（グラフィカルユーザインタフェース）装置及び接続方法に関し、特に、頻繁にコミュニ
ケーションを行う相手への接続を容易に行えるようにしたものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　互いに離れた２つの地点の間において、個々の地点で撮影した映像をネットワーク経由
で相手の地点に送信して表示させることにより、相手の顔を見ながら双方向にコミュニケ
ーションを行えるようにしたシステムが普及しつつある。そうした双方向コミュニケーシ
ョンシステムの例としては、テレビ会議システムが挙げられる。
【０００３】
　従来、こうしたテレビ会議システムにおけるＧＵＩとしては、例えば、会議の開始前に
、自分の会議室（第１の会議室）及び相手の会議室（第２の会議室）の会議出席者の個人
情報のアイコンや、自分の会議室及び相手の会議室の機器のアイコンを画面表示するもの
が存在していた（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００１－３３１４２９号公報（段落番号００５２～００５７，０１
８２～０１８９、図４，５，４０，４１）。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記特許文献１には、第１の会議室，第２の会議室という２つの地点の間で
のみ会議を行う例が記載されている。しかし、実際には、ネットワークで結ばれた多数の
地点（例えば１つの会社の本社及び国内外の多数の支社や事業所）にそれぞれテレビ会議
用の機器を設置し、それらの多数の地点のうちの任意の２つの地点の間で会議を行う場合
も多い。
【０００５】
　そうした場合、個々の地点では、残りの多数の地点の名称やアドレス（ＩＰアドレス等
）が、例えばコンピュータ内のメモリにアドレス帳として一定の順序（例えば名称のアル
ファベット順等）で登録される。そして、或る地点との間で会議を行おうとする場合には
、そのアドレス帳を開いて、会議を行おうとする地点を探し出して、その地点とネットワ
ーク経由で接続するための操作を行うことになる。
【０００６】
　しかし、個々の地点にとってみれば、残りの多数の地点のうち、一部の地点（例えば会
社内で同じプロジェクトを扱っている事業所）との間では比較的頻繁にテレビ会議を行う
が、残りの大半の地点との間ではあまりテレビ会議を行わないことも少なくない。
【０００７】
　このように、頻繁にテレビ会議を行う相手とそうでない相手とが分かれている場合に、
頻繁にテレビ会議を行う相手との間で会議を行うために、そのつどアドレス帳を開いて、
多数の地点の中からその相手を探し出さなければならないのは、接続のための操作が煩雑
であるとともに接続されるまでに時間がかかってしまう。
【０００８】
　本発明は、上述の点に鑑み、テレビ会議システム等の双方向コミュニケーションシステ
ムにおいて、頻繁にコミュニケーションを行う相手への接続を容易に行えるようにしたＧ
ＵＩ装置及び接続方法を提供することを課題としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この課題を解決するために、本発明は、撮影した映像をネットワーク経由で相手の地点



(4) JP 4079121 B2 2008.4.23

10

20

30

40

50

に送信するとともに、相手の地点からネットワーク経由で受信した映像を表示する双方向
コミュニケーションシステムにおける、相手の地点への接続を行うためのＧＵＩ装置にお
いて、それぞれ特定の接続候補を示す静止画を表示するための複数の表示枠を表示手段の
画面上に配列させる表示処理手段と、この表示枠に１対１に対応して配列された複数の操
作手段と、この静止画が表示されているいずれかのこの表示枠に対応する配列位置のこの
操作手段が操作されたことに基づき、その表示枠に表示されている静止画で示される接続
候補にネットワーク経由で接続する接続処理手段とを備えたことを特徴とする。
【００１０】
　このＧＵＩ装置では、それぞれ特定の接続候補を示す静止画を表示するための複数の表
示枠が、表示処理手段によって表示手段の画面上に配列される。また、この表示枠に１対
１に対応して配列された複数の操作手段が設けられる。そして、この表示枠の配列のうち
、静止画が表示されているいずれかの表示枠に対応する配列位置の操作手段が操作された
ことに基づき、接続処理手段により、その表示枠に表示されている静止画で示される接続
候補にネットワーク経由で接続される。
【００１１】
　したがって、ネットワークで結ばれた多数の地点（例えば１つの会社の本社及び国内外
の多数の支社や事業所）のうち、頻繁にコミュニケーションを行う一部の相手を示す静止
画のみをこの表示枠に表示させておけば、この表示枠の配列を見て、今回コミュニケーシ
ョンを行おうとする相手を示す静止画が表示されている表示枠に対応する配列位置の操作
手段を操作するだけで、その相手の地点にネットワーク経由で接続されて、その相手との
双方向コミュニケーションを開始することができる。これにより、頻繁にコミュニケーシ
ョンを行う相手への接続を容易に行うことができる。
【００１２】
　なお、このＧＵＩ装置において、一例として、接続中の相手の地点からネットワーク経
由で受信した映像から静止画をキャプチャするキャプチャ手段と、このキャプチャ手段で
キャプチャされた静止画を記憶する記憶手段とをさらに備え、表示処理手段は、いずれか
の相手との接続中あるいは接続の終了直後に、いずれかの表示枠に対応する配列位置の操
作手段が操作されたことに基づき、その接続中にこのキャプチャ手段でキャプチャされて
この記憶手段に記憶された静止画をその表示枠に表示させることが好適である。
【００１３】
　それにより、頻繁にコミュニケーションを行う相手との接続中あるいは接続終了直後に
、その相手の映像からキャプチャした静止画をこの表示枠に表示させて、次回からその相
手への接続を容易に行うことができるようになる。
【００１４】
　また、このＧＵＩ装置において、一例として、接続中の相手の地点からネットワーク経
由で受信した映像から静止画をキャプチャするキャプチャ手段と、このキャプチャ手段で
キャプチャされた静止画を記憶する記憶手段と、過去に接続した相手を登録したアドレス
帳の表示時に、この表示枠のうちのいずれかの表示枠を選択するための選択画面を表示さ
せる選択画面表示処理手段とをさらに備え、表示処理手段は、この選択画面表示処理手段
による表示時にこのアドレス帳からいずれかの相手が選択されるとともにこの選択画面で
表示枠が選択されたことに基づき、その選択された相手との接続時にこのキャプチャ手段
でキャプチャされてこの記憶手段に記憶された静止画をその選択された表示枠に表示させ
ることが好適である。
【００１５】
　それにより、アドレス帳に登録されている多数の相手のうち、頻繁にコミュニケーショ
ンを行う相手の映像からキャプチャした静止画をこの表示枠に表示させて、次回からその
相手への接続を容易に行うことができるようになる。
【００１６】
　また、このＧＵＩ装置において、一例として、表示処理手段は、この表示枠に複数通り
の静止画を表示するためのタブをさらに画面上に設け、このタブを切り替える操作手段を
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さらに備えることが好適である。
【００１７】
　それにより、頻繁にコミュニケーションを行う相手の数がこの表示枠の数を超えた場合
も、このタブを切り替えることによってそれらの相手を示す静止画をこの表示枠に表示す
ることができるようになる。
【００１８】
　次に、本発明は、撮影した映像をネットワーク経由で相手の地点に送信するとともに、
相手の地点からネットワーク経由で受信した映像を表示する双方向コミュニケーションシ
ステムにおける、相手の地点への接続を行う接続方法において、それぞれ特定の接続候補
を示す静止画を表示するための複数の表示枠を表示手段の画面上に配列させる表示ステッ
プと、この表示枠に１対１に対応して配列された複数の操作手段のうち、静止画が表示さ
れているいずれかの表示枠に対応する配列位置の操作手段が操作されたことに基づき、そ
の表示枠に表示されている静止画で示される接続候補にネットワーク経由で接続する接続
ステップとを有することを特徴とする。
【００１９】
　この接続方法では、それぞれ特定の接続候補を示す静止画を表示するための複数の表示
枠を、表示手段の画面上に配列させる。そして、この表示枠に１対１に対応して配列され
た複数の操作手段のうち、静止画が表示されているいずれかの表示枠に対応する配列位置
の操作手段が操作されたことに基づき、その表示枠に表示されている静止画で示される接
続候補にネットワーク経由で接続する。
【００２０】
　したがって、ネットワークで結ばれた多数の地点のうち、頻繁にコミュニケーションを
行う一部の相手を示す静止画のみをこの表示枠に表示させておけば、この表示枠の配列を
見て、今回コミュニケーションを行おうとする相手を示す静止画が表示されている表示枠
に対応する配列位置の操作手段を操作するだけで、その相手の地点にネットワーク経由で
接続されて、その相手との双方向コミュニケーションを開始することができる。これによ
り、頻繁にコミュニケーションを行う相手への接続を容易に行うことができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、ネットワークで結ばれた多数の地点（例えば１つの会社の本社及び国
内外の多数の支社や事業所）のうち、頻繁にコミュニケーションを行う相手を示す静止画
が表示されている表示枠の配列を見て、今回コミュニケーションを行おうとする相手を示
す静止画が表示されている表示枠に対応する配列位置の操作手段を操作するだけで、その
相手の地点にネットワーク経由で接続されて、その相手との双方向コミュニケーションを
開始することができる。これにより、テレビ会議システム等の双方向コミュニケーション
システムにおいて、頻繁にコミュニケーションを行う相手への接続を容易に行うことがで
きるという効果が得られる。
【００２２】
　また、頻繁にコミュニケーションを行う相手との接続中あるいは接続の終了直後に、そ
の相手の映像からキャプチャした静止画をこの表示枠に表示させて、次回からその相手へ
の接続を容易に行うことができるようになるという効果も得られる。
【００２３】
　また、アドレス帳に登録されている多数の相手のうち、頻繁にコミュニケーションを行
う相手の映像からキャプチャした静止画をこの表示枠に表示させて、次回からその相手へ
の接続を容易に行うことができるようになるという効果も得られる。
【００２４】
　また、頻繁にコミュニケーションを行う相手の数がこの表示枠の数を超えた場合も、そ
れらの相手を示す静止画をこの表示枠に表示することができるという効果も得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
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　以下、テレビ会議システムに本発明を適用した例について、図面を用いて具体的に説明
する。
【００２６】
　図１は、本発明を適用したテレビ会議装置の外観を示す正面図である。このテレビ会議
装置１は、ディスプレイ，ビデオカメラ，マイクロホン，スピーカ，コーデック，通信イ
ンタフェース等を一体化した装置であり、正面にＬＣＤ（液晶ディスプレイ）２及びビデ
オカメラ３が設けられている。
【００２７】
　図２はこのテレビ会議装置１の回路構成を示すブロック図であり、図１と同一の部分に
は同一符合を付している。ビデオカメラ３から出力した映像信号は、ＡＤコンバータ４で
デジタル変換され、映像コーデック５で符号化（圧縮）されて、通信インタフェース１０
に送られる。通信インタフェース１０は、ネットワーク（インターネットまたはイントラ
ネット）１０１に結ばれている。
【００２８】
　ＡＤコンバータ４でデジタル変換された映像信号は、スケーラ／ＯＳＤ（オンスクリー
ンディスプレイ）回路６にも送られる。スケーラ／ＯＳＤ回路６は、入力映像信号の画像
サイズを縮小する処理や、ＣＰＵ９から指示された文字情報や色情報に基づいて生成した
画像データの中にこの縮小映像信号を組み込む処理を行うことによって、ＬＣＤ２に表示
するトップ画面やアドレス帳画面やメニュー画面等を作成する回路である。
【００２９】
　ネットワーク１０１から通信インタフェース１０で受信した映像データは、映像コーデ
ック５で復号（伸長）され、セレクタ１１に送られるとともにキャプチャ回路８に送られ
る。キャプチャ回路８は、復号された映像信号から静止画をキャプチャする回路である。
キャプチャ回路８でキャプチャされた静止画データは、メモリ７に記憶される。メモリ７
は、多数（例えば１００枚以上）の静止画データを記憶する容量を有している。メモリ７
から読み出された静止画データも、スケーラ／ＯＳＤ回路６に送られる。
【００３０】
　スケーラ／ＯＳＤ回路６から出力された画像データは、セレクタ１１に送られる。セレ
クタ１１の選択出力は、ＤＡコンバータ１２でアナログ変換され、ＬＣＤ２に表示される
。
【００３１】
　マイクロホン１３から出力した音声信号は、ＡＤコンバータ１４でデジタル変換され、
エコーキャンセラ１５を経て音声コーデック１６で符号化されて、通信インタフェース１
０に送られる。ネットワーク１０１から通信インタフェース１０で受信した音声データは
、音声コーデック１６で復号され、エコーキャンセラ１５を経てＤＡコンバータ１７でア
ナログ変換され、スピーカ１８に送られる。
【００３２】
　また、このテレビ会議装置１は赤外線リモートコントローラで操作されるようになって
おり、赤外線受光ユニット１９で受光されたコマンドがＣＰＵ９に送られる。ＣＰＵ９は
、このコマンドに基づき、テレビ会議装置１の各部を制御する（図では、ＣＰＵ９からス
ケーラ／ＯＳＤ回路６，メモリ７，キャプチャ回路８，セレクタ１１以外への制御線は図
示を省略している）。
【００３３】
　図３は、このテレビ会議装置１のＬＣＤ２に表示されるトップ画面（テレビ会議装置１
の電源をオンにしたときに、スケーラ／ＯＳＤ回路６で作成され、セレクタ１１で選択さ
れて表示される画面）を示す。このトップ画面には、プリセットサムネイルエリア２１が
設けられている。プリセットサムネイルエリア２１は、それぞれサムネイル画像を表示す
るための「Ｐ１」～「Ｐ６」と表記された６個の表示枠を横方向に配列したものである。
また、これらの表示枠「Ｐ１」～「Ｐ６」の上には、表示枠「Ｐ１」～「Ｐ６」に５通り
の静止画を表示するための番号「１」～「５」が表記されたタブが存在する。
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【００３４】
　このトップ画面には、ほかに、自己の映像（図１，図２のビデオカメラ３で撮影されて
スケーラ／ＯＳＤ回路６に送られた映像）が表示される自己表示エリア２２や、過去に接
続した相手を登録したアドレス帳を表示させるためのアドレス帳アイコン２３や、ダイヤ
ルアイコン２４や、接続しようとする相手のアドレス（ＩＰアドレス等）を直接入力する
ためにアドレス入力エリア２５や、各種メッセージが表示されるメッセージ表示エリア２
６が設けられている。
【００３５】
　図３は、このテレビ会議装置１を操作するための赤外線リモートコントローラの外観を
示す平面図である。このリモートコントローラ３０には、図３のトップ画面のプリセット
サムネイルエリア２１の６個の表示枠「Ｐ１」～「Ｐ６」に１対１に対応して横方向に配
列された６個のワンタッチダイヤルキー３１（１）～３１（６）が設けられている。
【００３６】
　また、リモートコントローラ３０には、カーソルキー３２が設けられている。カーソル
キー３２は、上下左右に傾けることによってカーソルを移動させたり、中央部分を押すこ
とによってカーソル位置を確定するキーである。図３のトップ画面では、このカーソルキ
ー３２は、左右に傾けることによってプリセットサムネイルエリア２１のタブ番号「１」
～「５」を順次切り替えたり、アドレス帳アイコン２３やダイヤルアイコン２４をクリッ
クするために用いられる。
【００３７】
　また、リモートコントローラ３０には、テレビ会議の最中に相手の映像を静止画として
キャプチャするためのキャプチャキー３３が設けられている。
【００３８】
　リモートコントローラ３０には、ほかに、メニューキー３４や、テンキー３５や、ダイ
ヤルキー３６や、電源キー３７等の、通常のテレビ会議装置用のリモートコントローラに
おけるのと同様な各種キーが設けられている。
【００３９】
　図３のトップ画面のプリセットサムネイルエリア２１の表示枠「Ｐ１」～「Ｐ６」には
、初期状態では、静止画は表示されていない。この表示枠「Ｐ１」～「Ｐ６」に静止画を
表示させる方法には、次に２通りの方法がある。なお、以下では、表示枠「Ｐ１」～「Ｐ
６」に新たに静止画を表示させることを、「ワンタッチダイヤル登録」と呼ぶ。
【００４０】
　〔トップ画面からのワンタッチダイヤル登録〕
　図５は、トップ画面からワンタッチダイヤル登録を行う方法を示す。このテレビ会議装
置１において、テレビ会議を行おうとする相手の地点への通常の接続方法としては、リモ
ートコントローラ３０のテンキー３５（図４）でアドレス入力エリア２５（図３）に相手
のアドレスを入力した後、ダイヤルキー３６（図４）を押すかまたはカーソルキー３２（
図４）でダイヤルアイコン２４（図３）をクリックするという方法と、カーソルキー３２
でアドレス帳アイコン２３（図３）をクリックしてアドレス帳画面を開き、そのアドレス
帳画面上で相手を選択して接続する操作を行うという方法とがある。
【００４１】
　それらの接続方法によっていずれかの相手の地点とネットワーク１０１（図２）経由で
接続してテレビ会議を行っている最中、あるいはその接続の終了直後（接続を終了してか
ら例えば数分以内というような一定時間内）に、メニューキー３４（図４）でトップ画面
を表示させ、プリセットサムネイルエリア２１（図３）のうち静止画が表示されていない
いずれかの表示枠「Ｐ１」～「Ｐ６」に対応する配列位置のワンタッチダイヤルキー３１
（１）～３１（６）（ここでは一例として表示枠「Ｐ１」に対応する配列位置のワンタッ
チダイヤルキー３１（１）とする）を操作すると、テレビ会議装置１内のＣＰＵ９（図２
）は、ワンタッチダイヤルに関するサブメニューの画面をスケーラ／ＯＳＤ回路６（図２
）に生成させて、トップ画面上にこのサブメニューを表示させる。図５の上段には、トッ
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プ画面上にこのサブメニュー４１が表示された状態を略示している。
【００４２】
　このサブメニュー４１からカーソルキー３２で「編集」を選択すると、ＣＰＵ９は、ワ
ンタッチダイヤル登録のための編集画面をスケーラ／ＯＳＤ回路６に生成させて、この編
集画面を表示させる。図５の下段には、この編集画面を示している。
【００４３】
　この編集画面には、ワンタッチダイヤル登録する相手の名前やアドレス（ＩＰアドレス
等）を入力する入力エリア４２や、相手のサムネイルが表示されるサムネイル表示エリア
４３や、登録を確定するアイコン４４等が設けられる。
【００４４】
　テレビ会議を行っている最中に、ＬＣＤ２（図１，図２）で相手の顔を見ながら適宜の
タイミングでキャプチャキー（図４）を押すと、ＣＰＵ９は、キャプチャ回路８（図２）
で相手の顔の静止画をキャプチャさせて、その静止画をメモリ７（図２）に記憶させる。
図５の下段の編集画面の表示時には、ＣＰＵ９の制御は、その相手の顔の静止画を、メモ
リ７から読み出し、スケーラ／ＯＳＤ回路６で縮小させてサムネイル表示エリア４３に表
示させる。
【００４５】
　そして、テンキー３５で入力エリア４２への入力を行った後にカーソルキー３２でアイ
コン４４をクリックすると、ＣＰＵ９は、トップ画面のプリセットサムネイルエリア２１
のうちの表示枠「Ｐ１」及び現在のタブ番号（ここでは一例としてタブ番号「１」とする
）と、その相手の顔の静止画，名前及びアドレス（入力エリア４２に入力した名前及びア
ドレス）とを対応付けて記憶する。これによりワンタッチダイヤル登録が完了する。
【００４６】
　そして、次回以降のトップ画面の表示時には、ＣＰＵ９は、その相手の顔の静止画を、
メモリ７から読み出し、スケーラ／ＯＳＤ回路６で縮小させて、プリセットサムネイルエ
リア２１のタブ番号「１」の表示枠「Ｐ１」に表示させる。また、ＣＰＵ９は、その相手
の名前のキャラクタデータをスケーラ／ＯＳＤ回路６で生成させて、タブ番号「１」の表
示枠「Ｐ１」にその相手の名前を併せて表示させる。
【００４７】
　〔アドレス帳からのワンタッチダイヤル登録〕
　図６は、アドレス帳からワンタッチダイヤル登録を行う方法を示す。前述のように、カ
ーソルキー３２でトップ画面のアドレス帳アイコン２３をクリックすると、ＣＰＵ９は、
アドレス帳画面をスケーラ／ＯＳＤ回路６に作成させて、このアドレス帳画面を表示させ
る。図６の上段には、このアドレス帳画面を示している。登録している相手の名前（ここ
では「品川」，「本社」等）が所定数ずつ表示されるとともに、「ダイヤル」，「編集」
…「ワンタッチ登録」のサブメニュー５１が表示される。
【００４８】
　カーソルキー３２で、所望の名前をクリックすることによってその相手を選択するとと
もにサブメニュー５１の「ダイヤル」をクリックすると、ＣＰＵ９は、通信インタフェー
ス１０（図２）を制御して、ネットワーク１０１（図２）経由でその相手のアドレスに接
続させる。
【００４９】
　また、サブメニュー５１の「編集」をクリックすると、ＣＰＵ９は、アドレス帳への新
規登録を行うための編集画面（図示略）をスケーラ／ＯＳＤ回路６に作成させて、この編
集画面を表示させる。
【００５０】
　ここで、所望の名前をクリックすることによってその相手を選択するとともにサブメニ
ュー５１の「ワンタッチ登録」をクリックすると、ＣＰＵ９は、その相手のワンタッチ登
録先を選択するための選択画面をスケーラ／ＯＳＤ回路６に生成させて、この選択画面を
表示させる。図６の下段には、この選択画面を示している。
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【００５１】
　この選択画面５２には、プリセットサムネイルエリア２１（図３）のタブ番号「１」～
「５」及び表示枠「Ｐ１」～「Ｐ６」のアイコンが表示される。カーソルキー３２で、現
在静止画が表示されていないタブ番号「１」～「５」と表示枠「Ｐ１」～「Ｐ６」との組
み合わせ（ここでは一例としてタブ番号「１」の表示枠「Ｐ２」とする）をクリックする
と、ＣＰＵ９は、トップ画面のプリセットサムネイルエリア２１のうちのタブ番号「１」
及び表示枠「Ｐ２」と、その相手の顔の静止画（過去にその相手との接続時にキャプチャ
キー３３の操作によってキャプチャ回路８でキャプチャしてメモリ７に記憶した静止画）
，名前及びアドレス（アドレス帳に登録されている名前及びアドレス）とを対応付けて記
憶する。これによりワンタッチダイヤル登録が完了する。
【００５２】
　そして、次回以降のトップ画面の表示時には、ＣＰＵ９は、その相手の顔の静止画を、
メモリ７から読み出し、スケーラ／ＯＳＤ回路６で縮小させて、プリセットサムネイルエ
リア２１のタブ番号「１」の表示枠「Ｐ２」に表示させる。また、ＣＰＵ９は、その相手
の名前のキャラクタデータをスケーラ／ＯＳＤ回路６で生成させて、タブ番号「１」の表
示枠「Ｐ２」にその相手の名前を併せて表示させる。
【００５３】
　図７は、以上に説明した方法によってワンタッチダイヤル登録を行った後のトップ画面
の一例を示す。この例では、プリセットサムネイルエリア２１のうちのタブ番号「１」の
表示枠「Ｐ１」，「Ｐ２」，「Ｐ３」，「Ｐ４」に、接続候補の相手の顔の静止画が表示
されるとともにその相手の名前（ここでは「ＨＯＮＳＹＡ（本社）」，「ＳＨＩＮＡＧＡ
ＷＡ（品川）」等の相手の所属先の名称）が表示されている。
【００５４】
　このトップ画面のプリセットサムネイルエリア２１の表示枠「Ｐ１」～「Ｐ６」の配列
を見て、例えばタブ番号「１」の表示枠「Ｐ１」に静止画が表示されている本社との間で
テレビ会議を行おうとして、リモートコントローラ３０のワンタッチダイヤルキー３１（
１）～３１（６）（図４）のうち表示枠「Ｐ１」に対応する配列位置のワンタッチダイヤ
ルキー３１（１）を押すと、テレビ会議装置１内のＣＰＵ９（図２）は、ワンタッチダイ
ヤル登録時にタブ番号「１」の表示枠「Ｐ１」と対応付けて記憶した相手のアドレスを読
み出す。そして、通信インタフェース１０（図２）を制御して、ネットワーク１０１（図
２）経由でその相手のアドレスに接続させる。これにより、本社との間でテレビ会議を開
始することができる。
【００５５】
　以上のように、このテレビ会議装置１では、それぞれ特定の接続候補を示す静止画を表
示するための複数の表示枠「Ｐ１」～「Ｐ６」が、ＬＣＤ２の画面上のプリセットサムネ
イルエリア２１に配列される。また、この表示枠「Ｐ１」～「Ｐ６」に１対１に対応して
配列された複数のワンタッチダイヤルキー３１（１）～３１（６）がリモートコントロー
ラ３０に設けられる。そして、この表示枠「Ｐ１」～「Ｐ６」の配列のうち、静止画が表
示されているいずれかの表示枠に対応する配列位置のワンタッチダイヤルキーが押された
ことに基づき、その表示枠に表示されている静止画で示される接続候補にネットワーク１
０１経由で接続される。
【００５６】
　したがって、ネットワーク１０１で結ばれた多数の地点（例えば１つの会社の本社及び
国内外の多数の支社や事業所）のうち、頻繁にテレビ会議を行う一部の相手を示す静止画
のみをこの表示枠「Ｐ１」～「Ｐ６」に表示させておけば、この表示枠「Ｐ１」～「Ｐ６
」の配列を見て、今回テレビ会議を行おうとする相手を示す静止画が表示されている表示
枠に対応する配列位置のワンタッチダイヤルキーを押すだけで、その相手の地点にネット
ワーク１０１経由で接続されて、その相手とのテレビ会議を開始することができる。これ
により、頻繁にテレビ会議を行う相手への接続を容易に行うことができる。
【００５７】
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　そして、図５に示したように、いずれかの相手と接続してテレビ会議を行っている最中
（接続中）あるいはテレビ会議の終了直後（接続終了直後）に、プリセットサムネイルエ
リア２１のいずれかの表示枠「Ｐ１」～「Ｐ６」に対応する配列位置のワンタッチダイヤ
ルキー３１（１）～３１（６）を操作することに基づき、そのテレビ会議の最中にキャプ
チャキー３３でキャプチャした静止画がその表示枠に表示される。
【００５８】
　したがって、頻繁にテレビ会議を行う相手との会議の最中あるいは会議の終了直後に、
その相手の映像からキャプチャした静止画を表示枠「Ｐ１」～「Ｐ６」に表示させて、次
回からその相手への接続を容易に行うことができる。
【００５９】
　また、図６に示したように、過去に接続した相手を登録したアドレス帳の表示時に、プ
リセットサムネイルエリア２１のタブ番号「１」～「５」及び表示枠「Ｐ１」～「Ｐ６」
のうちのいずれかのタブ番号及び表示枠を選択するための選択画面５２が表示され、この
アドレス帳からいずれかの相手が選択されるとともに選択画面５２でタブ番号及び表示枠
が選択されたことに基づき、その選択された相手との接続時にキャプチャキー３３でキャ
プチャした静止画が、プリセットサムネイルエリア２１のその選択されたタブ番号におけ
る選択された表示枠に表示される。
【００６０】
　したがって、アドレス帳に登録されている多数の相手のうち、頻繁にテレビ会議を行う
相手の映像からキャプチャした静止画を表示枠「Ｐ１」～「Ｐ６」に表示させて、次回か
らその相手への接続を容易に行うこともできる。
【００６１】
　また、プリセットサムネイルエリア２１には、表示枠「Ｐ１」～「Ｐ６」に５通りの静
止画を表示するための番号「１」～「５」のタブが設けられており、リモートコントロー
ラ３０のカーソルキー３２によってこのタブを切り替えることができる。
【００６２】
　したがって、頻繁にテレビ会議を行う相手の数がこの表示枠「Ｐ１」～「Ｐ６」の数を
超えた場合も、それらの相手を示す静止画を最大で３０枚までこの表示枠「Ｐ１」～「Ｐ
６」に表示することができる。
【００６３】
　なお、以上の例では、リセットサムネイルエリア２１のいずれか１つの表示枠「Ｐ１」
～「Ｐ６」に対応する配列位置のワンタッチダイヤルキー３１（１）～３１（６）を押す
ことによって１つの地点にのみ接続する場合について説明した。しかし、テレビ会議の形
態としては、或る地点から同時に２以上の地点に接続するという形態（多地点接続）も存
在する。そこで、例えば、セットサムネイルエリア２１の２以上の表示枠「Ｐ１」～「Ｐ
６」に対応する配列位置のワンタッチダイヤルキー３１（１）～３１（６）を順次押すこ
とにより、それらの表示枠に表示されている静止画で示される２以上の相手の地点に接続
されるようにしてもよい。
【００６４】
　それにより、今回多地点接続でテレビ会議を行おうとする２以上の相手を示す静止画が
表示されている表示枠に対応する配列位置のワンタッチダイヤルキーを順次押すだけで、
それらの相手とのテレビ会議を開始することができる。従来は、こうした多地点接続でテ
レビ会議を行おうとする場合には、アドレス帳を開いて、多数の地点の中からそれらの相
手を選択しなければならなかった。そのため、特にアドレス帳内でのそれらの相手の登録
位置が離れている（例えば相手の名称のアルファベットが違っている）ようなときには、
全ての相手を探し出すのに時間がかかっていた。これに対し、このテレビ会議装置１によ
れば、多地点接続でテレビ会議を行う場合の２以上の相手への接続も容易に行うことがで
きるようになる。
【００６５】
　また、以上の例では、プリセットサムネイルエリア２１の表示枠の数，タブの数をそれ
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ぞれ６，５にしている。しかし、この表示枠の数，タブの数を、それぞれ６，５以外の適
宜の数にしてもよい。
【００６６】
　また、以上の例では、リモートコントローラ３０を装置本体とは別に設けたテレビ会議
装置１に本発明を適用している。しかし、これに限らず、テレビ会議装置本体に操作パネ
ルを設けたテレビ会議装置において、その操作パネルに、表示枠「Ｐ１」～「Ｐ６」に１
対１に対応して配列された６個のワンタッチダイヤルキーを設けるようにしてもよい。あ
るいはまた、ＬＣＤ２の代わりにタッチパネル式のディスプレイを用い、画面上の表示枠
「Ｐ１」～「Ｐ６」の箇所をタッチすることに基づき、その表示枠に表示されている静止
画が示す相手の地点にネットワーク経由で接続されるようにしてもよい。
【００６７】
　また、以上の例では、ディスプレイ，ビデオカメラ，マイクロホン，スピーカ，コーデ
ック，通信インタフェース等を一体化したテレビ会議装置１に本発明を適用している。し
かし、これに限らず、これらの機器を別々に設けたテレビ会議システムにも本発明を適用
してよい。
【００６８】
　また、以上の例では、テレビ会議システムに本発明を適用している。しかし、本発明は
、互いに離れた２つの地点の間において個々の地点で撮影した映像をネットワーク経由で
相手の地点に送信して表示させるようにしたあらゆる双方向コミュニケーションシステム
に適用してよい。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明を適用したテレビ会議装置を示す正面図である。
【図２】図１のテレビ会議装置の構成を示すブロック図である。
【図３】図２のテレビ会議装置に表示されるトップ画面を示す図である。
【図４】図１のテレビ会議装置を操作するリモートコントローラを示す上面図である。
【図５】図３のプリセットサムネイルエリアへの登録処理を示す図である。
【図６】図３のプリセットサムネイルエリアへの別の登録処理を示す図である。
【図７】図３のプリセットサムネイルエリアに相手が登録された様子を例示する図である
。
【符号の説明】
【００７０】
　１　テレビ会議装置、　２　ＬＣＤ、　３　ビデオカメラ、　５　映像コーデック、　
６　スケーラ／ＯＳＤ回路、　７　メモリ、　　８　キャプチャ回路、　９　ＣＰＵ、　
１０　通信インタフェース、　２１　プリセットサムネイルエリア、　３０　リモートコ
ントローラ、　３１（１）～３１（６）　ワンタッチダイヤルキー、　３２　カーソルキ
ー、　３３　キャプチャキー
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