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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して他の伝送端末と通信可能に接続されると共に表示装置と接続され
た伝送端末と、該伝送端末に表示データを送信する外部入力装置と、を備えた伝送システ
ムであって、
　前記伝送端末は、
　前記表示装置が表示可能な解像度を取得する解像度取得手段と、
　前記外部入力装置から前記表示装置の解像度を表す第１の解像度情報の送信の要求があ
った場合、および、前記表示装置の解像度が変更された場合、前記第１の解像度情報を前
記外部入力装置に送信する解像度情報送信手段と、を有し、
　前記外部入力装置は、
　当該外部入力装置と接続されている第２の表示装置の画面にプログラム部品の領域を表
示する表示制御手段と、
　前記第２の表示装置の画面の全体領域に表示された表示データ又はユーザの操作対象と
なっている前記領域に表示された表示データの少なくとも一方の選択を受け付ける取得領
域受付手段と、
　前記取得領域受付手段で選択が受け付けられた、前記全体領域又は前記領域の表示デー
タを取得する表示データ取得手段と、
　前記伝送端末から送信された前記表示装置の第１の解像度情報を受信する解像度情報受
信手段と、
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　受信された前記第１の解像度情報と、前記第２の表示装置の解像度を表す第２の解像度
情報とに基づいて、前記表示データの解像度を変換する解像度変換手段と、
　前記解像度変換手段によって解像度が変換された表示データを、前記伝送端末に送信す
る表示データ送信手段と、を有することを特徴とする伝送システム。
【請求項２】
　前記外部入力装置は前記全体領域及び前記領域を別々のプログラム部品として扱い少な
くとも位置情報を管理する所定の管理プログラムを実行しており、
　前記取得領域受付手段は、前記所定の管理プログラムがポインティングデバイスから検
出したイベントの発生位置を取得し、
　前記発生位置が前記領域を含まない前記全体領域の前記プログラム部品と重なる場合に
は、前記全体領域の表示データの選択を受け付け、
　前記発生位置が前記全体領域の前記プログラム部品と重ならない場合には、ユーザの操
作対象となっている前記領域の表示データの選択を受け付ける、
　ことを特徴とする請求項１に記載の伝送システム。
【請求項３】
　前記取得領域受付手段は、
　前記全体領域の表示データ又はユーザの操作対象となっている前記領域の表示データの
いずれかの排他的な選択を受け付ける選択メニューを前記第２の表示装置に表示させ、
　前記選択メニューで前記全体領域の表示データが選択された場合は、前記全体領域の表
示データの選択を受け付け、
　前記選択メニューでユーザの操作対象となっている前記領域の表示データが選択された
場合は、ユーザの操作対象となっている前記領域の表示データの選択を受け付ける、
　ことを特徴とする請求項１に記載の伝送システム。
【請求項４】
　前記表示データ取得手段はユーザの操作対象となっている前記領域の表示データを取得
し、該表示データの縦方向又は横方向のいずれかの解像度が閾値未満の場合、
　縦方向又は横方向の閾値以下の画素に任意の画素値を設定することで、縦方向及び横方
向のいずれもが閾値以上の解像度の表示データを作成する、ことを特徴とする請求項１～
３のいずれか１項記載の伝送システム。
【請求項５】
　前記取得領域受付手段はユーザの操作対象となっている前記領域に表示された表示デー
タの選択を受け付け、かつ、ユーザの操作対象となっている前記領域の領域名が領域テー
ブルに登録されている場合、
　前記表示データ取得手段は、前記全体領域の表示データを取得する、
　ことを特徴とする請求項１～４いずれかの１項記載の伝送システム。
【請求項６】
　前記取得領域受付手段はユーザの操作対象となっている前記領域に表示された表示デー
タの選択を受け付け、かつ、ユーザの操作対象となっている前記領域の領域名が領域テー
ブルに登録されている場合、
　前記表示データ取得手段は、前記表示データの選択が受け付けられる直前にユーザの操
作対象となっていた前記領域又は前記全体領域の表示データの取得を継続する、
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項記載の伝送システム。
【請求項７】
　前記領域テーブルには少なくとも、前記全体領域の表示データ又はユーザの操作対象と
なっている前記領域の表示データいずれかの排他的な選択を受け付ける領域の領域名が登
録されている、ことを特徴とする請求項５又は６記載の伝送システム。
【請求項８】
　前記外部入力装置は、
　前記表示データ送信手段が、解像度が変換された表示データを、前記伝送端末に送信す
るか否かを受け付ける表示データ送信許否メニューを表示し、
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　前記表示データ送信許否メニューで前記表示データ送信手段による送信を実行すること
を受け付けた場合、前記解像度変換手段によって解像度が変換された表示データを前記伝
送端末に送信することを開始し、
　前記他の伝送端末が表示データの送信を開始した場合、又は、前記表示データ送信許否
メニューで前記表示データ送信手段による送信を実行しないことを受け付けた場合、前記
解像度変換手段によって解像度が変換された表示データを前記伝送端末に送信することを
停止する、ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項記載の伝送システム。
【請求項９】
　前記表示データ取得手段は、
　ポインティングデバイスと連動して前記第２の表示装置の画面上を移動するカーソルの
、座標データが含まれるカーソル情報を取得し、
　前記取得領域受付手段が前記全体領域の表示データの選択を受け付けた場合は前記表示
データの前記座標データの位置に前記カーソルの画像を合成し、
　前記取得領域受付手段がユーザの操作対象となっている前記領域の表示データの選択を
受け付けた場合は、前記座標データを前記画面における該領域の座標だけ補正した前記表
示データの位置に前記カーソルの画像を合成する、ことを特徴とする請求項１～８のいず
れか１項記載の伝送システム。
【請求項１０】
　前記カーソル情報には、前記座標データに加え前記カーソルの画像データが含まれ、
　前記表示データ取得手段は、前記カーソル情報を取得する際、前記座標データと前記カ
ーソルの画像データを取得する、ことを特徴とする請求項９に記載の伝送システム。
【請求項１１】
　前記カーソルはマウスカーソルである、ことを特徴とする請求項９又は１０に記載の伝
送システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークを介して他の伝送端末と通信可能に接続されると共に表示装置
と接続された伝送端末と、通信可能に接続されるコンピュータに実行させるプログラム等
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネット等の通信ネットワークを介して遠隔地との間でテレビ会議等を行う伝送
システムが普及しつつある。このような伝送システムでは、複数の伝送端末の間で画像デ
ータおよび音声データの送受信が行われることにより、テレビ会議を実現することができ
る。また、近年のブロードバンド環境の充実化により、高画質の画像データや高音質の音
声データの送受信が可能となったため、テレビ会議の相手当事者の状況を把握し易くなり
、会話による意思疎通の充実度を向上させることができるようになっている。
【０００３】
　また、伝送端末を用いてテレビ会議を行う際に、テレビ会議の当事者は、当該伝送端末
とは別に各自のＰＣ(Personal Computer)等の外部入力装置を用い、この外部入力装置の
ディスプレイに会議資料等の画像を表示させて、会議の相手と議論等を行う場合がある。
従来の外部入力装置は、この外部入力装置のディスプレイに表示されている会議資料等の
表示データを、通信ネットワークを経由してテレビ会議の相手が利用している伝送端末に
送信していた。
【０００４】
　テレビ会議の当事者は、伝送端末が送受信する音声データおよび画像データだけでなく
、外部入力装置のディスプレイに表示されている表示データをテレビ会議の相手と共有で
きるようになっている。
【０００５】
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　ところで、外部入力装置によってはマルチタスクが可能なものがあり、ディスプレイに
異なるタスクが生成する複数の領域（以下、ウィンドウという）が表示されている場合が
ある。この場合、ユーザがテレビ会議の相手が利用している伝送端末に送信する表示デー
タを選択可能である方が便利であるため、表示データを選択させるための技術が考えられ
ている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００６】
　図４０は、特許文献１において外部入力装置に表示される画面の一例を示す図である。
特許文献１には、ディスプレイに表示された複数の領域のうちユーザがマウスで選択した
領域を相手の伝送端末と共有する遠隔通信端末が開示されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１では、画面全体の表示データを共有する場合と、特定の領域
の表示データを共有する場合とを切替える方法について開示されていない。このため、ユ
ーザが特定の領域を共有している状態から、画面全体を共有している状態に変更する（又
はその逆に変更する）ことができないという問題がある。
【０００８】
　本発明は、上記課題に鑑み、ユーザが画面全体と領域を任意に選択して、テレビ会議の
相手が利用している伝送端末と共有できるプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、ネットワークを介して他の伝送端末と通信可能に接続されると共に表示装置
と接続された伝送端末と、該伝送端末に表示データを送信する外部入力装置と、を備えた
伝送システムであって、
　前記伝送端末は、前記表示装置が表示可能な解像度を取得する解像度取得手段と、前記
外部入力装置から前記表示装置の解像度を表す第１の解像度情報の送信の要求があった場
合、および、前記表示装置の解像度が変更された場合、前記第１の解像度情報を前記外部
入力装置に送信する解像度情報送信手段と、を有し、
　前記外部入力装置は、当該外部入力装置と接続されている第２の表示装置の画面にプロ
グラム部品の領域を表示する表示制御手段と、前記第２の表示装置の画面の全体領域に表
示された表示データ又はユーザの操作対象となっている前記領域に表示された表示データ
の少なくとも一方の選択を受け付ける取得領域受付手段と、前記取得領域受付手段で選択
が受け付けられた、前記全体領域又は前記領域の表示データを取得する表示データ取得手
段と、前記伝送端末から送信された前記表示装置の第１の解像度情報を受信する解像度情
報受信手段と、受信された前記第１の解像度情報と、前記第２の表示装置の解像度を表す
第２の解像度情報とに基づいて、前記表示データの解像度を変換する解像度変換手段と、
前記解像度変換手段によって解像度が変換された表示データを、前記伝送端末に送信する
表示データ送信手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　ユーザが画面全体と領域を任意に選択してテレビ会議の相手が利用している伝送端末と
共有できるプログラムを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係る伝送システム１の全体構成を示す概略図である
【図２】本実施形態に係る伝送システム１を構成する伝送端末１０のハードウェア構成図
の一例である。
【図３】本実施形態に係る伝送システム１を構成する伝送管理システム５０のハードウェ
ア構成図の一例である。
【図４】本実施形態の伝送システム１を構成する伝送端末、中継装置および伝送管理シス
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テムの機能ブロック図の一例である。
【図５】画像データの画質を説明するための図である。
【図６】変更品質管理テーブルの一例を示す図である。
【図７】中継装置管理テーブルの一例を示す図である。
【図８】端末認証管理テーブルの一例を示す図である。
【図９】端末管理テーブルの一例を示す図である。
【図１０】宛先リスト管理テーブルの一例を示す図である。
【図１１】セッション管理テーブルの一例を示す図である。
【図１２】品質管理テーブルの一例を示す図である。
【図１３】外部入力装置の機能ブロック図の一例である。
【図１４】解像度管理テーブルの一例を示す図である。
【図１５】各中継装置から伝送管理システムに送信された各中継装置の稼働状態を表す状
態情報を管理する処理の一例を示すシーケンス図である。
【図１６】各伝送端末間で通信を開始する準備段階の処理の一例を示すシーケンス図であ
る。
【図１７】伝送端末がセッションを確立する処理の一例を示すシーケンス図である。
【図１８】外部入力装置が表示した表示データを会議の相手である伝送端末に表示させる
処理の一例を示すシーケンス図である。
【図１９】ディスプレイに表示される表示データの一例を示す図である。
【図２０】伝送システム１の全体構成のうち、外部入力装置４０ａａ、４０ｄｂのディス
プレイ２１６ａａ、２１６ｄｂ、ディスプレイ１２０ａａ、１２０ｄｂに表示される画面
を説明する図の一例である。
【図２１】外部入力装置に表示されているデスクトップ画面の一例等を示す図である。
【図２２】伝送端末が行う解像度の変更および外部入力装置が行う解像度の変換に係る処
理の一例（非圧縮形式を用いる場合）を示すシーケンス図である。
【図２３】表示データ取得部が全体領域又は領域の表示データを取得する手順を示すフロ
ーチャート図の一例である。
【図２４】解像度を変換する処理の一例を示すフローチャートである。
【図２５】伝送端末が行う解像度制御（解像度の変更を含む）の処理の一例を示すフロー
チャートである。
【図２６】図２５のステップＳ１０２で行う判定処理を補足説明するための、補助情報表
示の画面の一例を示す図である。
【図２７】伝送端末が行う解像度の変更および外部入力装置が行う解像度の変換に係る処
理の他の例（圧縮形式を用いる場合）を示すシーケンス図である。
【図２８】外部入力装置に表示されているデスクトップ画面等の一例を示す図である。
【図２９】表示データ取得部が表示データを取得する処理の詳細について説明するフロー
チャート図の一例である。
【図３０】外部入力装置の機能ブロック図の一例を示す図である。
【図３１】表示データへのアイコン画像の合成を模式的に説明する図の一例である。
【図３２】表示データへのアイコン画像の合成を模式的に説明する図の一例である。
【図３３】表示データ取得部が表示データにアイコン画像を合成する手順を示すフローチ
ャート図の一例である。
【図３４】Windows（登録商標）において共有の対象とすべきでない領域（ウィンドウ）
の一例を示す図である
【図３５】外部入力装置４０の機能ブロック図の一例である。
【図３６】除外管理テーブルの一例を示す図である。
【図３７】表示データ取得部が全体領域又は領域の表示データを取得する手順を示すフロ
ーチャート図の一例である。
【図３８】除外管理テーブルの一例を示す図である（実施例５）。
【図３９】表示データ取得部が全体領域又は領域の表示データを取得する手順を示すフロ
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ーチャート図の一例である（実施例５）。
【図４０】特許文献１において外部入力装置に表示される画面の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。しかしながら、本発明の技
術的範囲が、本実施の形態に限定されるものではない。
【００１３】
　図１は、本発明の一実施形態に係る伝送システム１の全体構成を示す概略図である。以
下、図１を参照して本実施形態を説明する。
【００１４】
　一般に伝送システムには、伝送管理システムを介して一方の伝送端末から他方の伝送端
末に一方向でコンテンツデータを通信するデータ提供システムや、伝送管理システムを介
して複数の伝送端末間で情報や感情等を相互に伝達するコミュニケーションシステムが含
まれる。このコミュニケーションシステムは、コミュニケーション管理システム（「伝送
管理システム」に相当）を介して複数のコミュニケーション端末（「伝送端末」に相当）
間で情報や感情等を相互に伝達するためのシステムであり、テレビまたはビデオ会議シス
テム、テレビ電話システム、音声会議システム、音声電話システム、ＰＣ（Personal com
puter）画面共有システム等が例として挙げられる。
【００１５】
　本実施形態では、コミュニケーションシステムの一例としてのテレビまたはビデオ会議
システム、コミュニケーション管理システムの一例としてのテレビまたはビデオ会議管理
システム、およびコミュニケーション端末の一例としてのテレビまたはビデオ会議端末を
想定した上で、伝送システム、伝送管理システム、および伝送端末について説明する。す
なわち、本発明の伝送端末および伝送管理システムは、テレビまたはビデオ会議システム
に適用されるだけでなく、コミュニケーションシステム、または伝送システムにも適用さ
れる。
【００１６】
　本実施形態の伝送システム１（図１参照）は、複数の伝送端末１０ａａ，１０ａｂ，１
０ｂａ，１０ｂｂ，１０ｃａ，１０ｃｂ，１０ｄａおよび１０ｄｂと、各伝送端末用の複
数のディスプレイ１２０ａａ，１２０ａｂ，１２０ｂａ，１２０ｂｂ，１２０ｃａ，１２
０ｃｂ，１２０ｄａおよび１２０ｄｂと、各伝送端末にそれぞれ接続される複数のＰＣ等
の外部入力装置４０ａａ，４０ａｂ，４０ｂａ，４０ｂｂ，４０ｃａ，４０ｃｂ，４０ｄ
ａおよび４０ｄｂと、複数の中継装置３０ａ，３０ｂ，３０ｃおよび３０ｄと、伝送管理
システム５０と、プログラム提供システム９０と、メンテナンスシステム１００とによっ
て構築されている。
【００１７】
　なお、以下の説明において特に明記しない限り、複数の伝送端末１０ａａ，……，１０
ｄｂのうち任意の伝送端末を示すときは「伝送端末１０」と表記し、複数のディスプレイ
１２０ａａ，……，１２０ｄｂのうち任意のディスプレイを示すときは「ディスプレイ１
２０」と表記し、複数の外部入力装置４０ａａ，……，４０ｄｂのうち任意の外部入力装
置を示すときは「外部入力装置４０」と表記し、複数の中継装置３０ａ，……，３０ｄの
うち任意の中継装置を示すときは「中継装置３０」と表記する。また、ディスプレイ１２
０は伝送端末１０の表示装置の一例である。
【００１８】
　伝送端末１０は、他の伝送端末１０との間で、画像データ、音声データ等の送受信を行
うようになっている。本実施形態では、画像データの画像が動画の場合について説明する
が、動画だけでなく静止画であってもよい。また、画像データの画像に動画と静止画の両
方が含まれていてもよい。中継装置３０は、各伝送端末１０間で画像データおよび音声デ
ータの中継を行うためのものである。伝送管理システム５０は、複数の伝送端末１０およ
び複数の中継装置３０を一元的に管理するためのものである。
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【００１９】
　外部入力装置４０は、伝送端末１０と接続され、外部入力装置４０の表示装置（後述す
るディスプレイ２１６）に表示されている画像を表す表示データを伝送端末１０に送信す
るようになっている。
【００２０】
　また、図１に示される複数のルータ７０ａ，７０ｂ，７０ｃ，７０ｄ，７０ｅおよび７
０ｆは、画像データおよび音声データが送受信される最適な経路の選択を行うためのもの
である。以下の説明において特に明記しない限り、複数のルータ７０ａ，……，７０ｆの
うち任意のルータを示すときは「ルータ７０」と表記する。また、プログラム提供システ
ム９０は、ＨＤ(Hard Disk)（図示せず）を備えている。このＨＤには、伝送端末１０に
各種機能または各種手段を実現させるための伝送端末用プログラム、中継装置３０に各種
機能または各種手段を実現させるための中継装置用プログラム、および、伝送管理システ
ム５０に各種機能または各種手段を実現させるための伝送管理用プログラムが格納されて
いる。プログラム提供システム９０は、ＨＤに格納されている伝送端末用プログラム、中
継装置用プログラムおよび伝送管理用プログラムを、それぞれ伝送端末１０、中継装置３
０および伝送管理システム５０に送信可能に構築されている。
【００２１】
　また、伝送端末１０ａａおよび１０ａｂと中継装置３０ａとルータ７０ａとは、ＬＡＮ
(Local Area Network)２ａによって通信可能に接続されており、伝送端末１０ｂａおよび
伝送端末１０ｂｂと中継装置３０ｂとルータ７０ｂとは、ＬＡＮ２ｂによって通信可能に
接続されている。ＬＡＮ２ａおよびＬＡＮ２ｂは、ルータ７０ｃが含まれた専用線２ａｂ
によって通信可能に接続されており、所定の地域Ａ内で構築されている。例えば、地域Ａ
は日本であり、ＬＡＮ２ａは東京の事業所内で構築されており、ＬＡＮ２ｂは大阪の事業
所内で構築されている。
【００２２】
　一方、伝送端末１０ｃａおよび１０ｃｂと中継装置３０ｃとルータ７０ｄとは、ＬＡＮ
２ｃによって通信可能に接続されており、伝送端末１０ｄａおよび１０ｄｂと中継装置３
０ｄとルータ７０ｅとは、ＬＡＮ２ｄによって通信可能に接続されている。ＬＡＮ２ｃお
よびＬＡＮ２ｄは、ルータ７０ｆが含まれた専用線２ｃｄによって通信可能に接続されて
おり、所定の地域Ｂ内で構築されている。例えば、地域Ｂはアメリカであり、ＬＡＮ２ｃ
はニューヨークの事業所内で構築されており、ＬＡＮ２ｄはワシントンＤ．Ｃ．の事業所
内で構築されている。地域Ａと地域Ｂは、それぞれルータ７０ｃ，７０ｆからインターネ
ット２ｉを介して通信可能に接続されている。
【００２３】
　また、伝送管理システム５０、プログラム提供システム９０およびメンテナンスシステ
ム１００は、インターネット２ｉを介して伝送端末１０および中継装置３０と通信可能に
接続されている。伝送管理システム５０、プログラム提供システム９０およびメンテナン
スシステム１００は、地域Ａまたは地域Ｂに設置されていてもよいし、これら以外の地域
に設置されていてもよい。
【００２４】
　本実施形態では、ＬＡＮ２ａ、ＬＡＮ２ｂ、専用線２ａｂ、インターネット２ｉ、専用
線２ｃｄ、ＬＡＮ２ｃおよびＬＡＮ２ｄによって通信ネットワーク２が構築されている。
【００２５】
　また、図１において、各伝送端末１０、各中継装置３０、伝送管理システム５０、各ル
ータ７０、プログラム提供システム９０およびメンテナンスシステム１００の下に表記さ
れている４組の数字（かっこ付き）は、一般的なＩＰｖ４ (Internet Protocol version 
4) におけるＩＰアドレスを簡易的に示している。例えば、伝送端末１０ａａのＩＰアド
レスは「１．２．１．３」である。また、ＩＰｖ４ではなくＩＰｖ６を用いてもよいが、
説明を簡略化するため、ＩＰｖ４を用いて説明する。
【００２６】
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　＜＜実施形態のハードウェア構成＞＞
　次に、本実施形態のハードウェア構成を説明する。
【００２７】
　図２は、本実施形態に係る伝送システム１を構成する伝送端末１０のハードウェア構成
図である。図２に示されるように、伝送端末１０は、伝送端末１０全体の動作を制御する
ＣＰＵ(Central Processing Unit)１０１と、伝送端末用プログラムを記憶したＲＯＭ(Re
ad Only Memory)１０２と、ＣＰＵ１０１のワークエリアとして使用されるＲＡＭ(Random
 Access Memory)１０３と、画像データや音声データ等の各種データを記憶するフラッシ
ュメモリ１０４と、ＣＰＵ１０１の制御に従ってフラッシュメモリ１０４に対する各種デ
ータの読み出しおよび書き込みを制御するＳＳＤ (Solid State Drive)１０５と、フラッ
シュメモリ等の記録メディア１０６に対するデータの読み出しまたは書き込み（記憶）を
制御するメディアドライブ１０７と、伝送端末１０の宛先を選択する場合などに操作され
る操作ボタン１０８と、伝送端末１０の電源のＯＮ／ＯＦＦを切り換えるための電源スイ
ッチ１０９と、後述の通信ネットワーク２を利用してデータ伝送をするためのネットワー
クＩ／Ｆ１１１と、ＣＰＵ１０１の制御に従って被写体を撮像し画像データを得るカメラ
１１２と、このカメラ１１２の駆動を制御する撮像素子Ｉ／Ｆ１１３と、音声を入力する
マイク１１４と、音声を出力するスピーカ１１５と、ＣＰＵ１０１の制御に従ってマイク
１１４およびスピーカ１１５との間で音声信号の入出力を処理する音声入出力Ｉ／Ｆ１１
６と、ＣＰＵ１０１の制御に従って外付けのディスプレイ１２０に画像データを伝送する
ディスプレイＩ／Ｆ１１７と、外部の装置との間で各種データを送受信する外部装置Ｉ／
Ｆ１１８と、伝送端末１０の各種機能の異常を知らせるアラームランプ１１９と、上記各
構成要素を相互に電気的に接続するためのアドレスバスやデータバス等のバスライン１１
０を備えている。
【００２８】
　なお、記録メディア１０６は、伝送端末１０に対して着脱自在な構成となっている。ま
た、ＣＰＵ１０１の制御に従ってデータの読み出しまたは書き込みを行う不揮発性メモリ
であれば、フラッシュメモリ１０４に限らず、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable an
d Programmable ROM）等を用いてもよい。また、カメラ１１２は、光を電荷に変換して被
写体の画像（映像）を電子化する固体撮像素子、例えば、ＣＣＤ(Charge Coupled Device
) 素子、ＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）素子等を備えている。
また、ＳＳＤ１０５以外にＨＤＤ（Hard Disk Drive)を用いてもよい。
【００２９】
　また、ディスプレイ１２０は、被写体の画像や操作用アイコン等を表示する液晶素子や
有機ＥＬ素子等を用いて構成されている。
【００３０】
　また、上記伝送端末用プログラムは、インストール可能な形式または実行可能な形式の
ファイルで、上記記録メディア１０６等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録
して流通させるようにしてもよい。
【００３１】
　なお、カメラ１１２、マイク１１４、スピーカ１１５は必ずしも内蔵型の必要はなく、
外付けにしてもよい。また、伝送端末１０は、ＰＣ、スマートフォン、タブレット端末、
携帯電話などであってもよい。
【００３２】
　図３は、本実施形態に係る伝送システム１を構成する伝送管理システム５０のハードウ
ェア構成図である。伝送管理システム５０は、伝送管理システム５０全体の動作を制御す
るＣＰＵ２０１と、伝送管理用プログラムを記憶したＲＯＭ２０２と、ＣＰＵ２０１のワ
ークエリアとして使用されるＲＡＭ２０３と、各種データを記憶するＨＤ(Hard Disk)２
０４と、ＣＰＵ２０１の制御に従ってＨＤ２０４に対する各種データの読み出しおよび書
き込みを制御するＨＤＤ２０５と、フラッシュメモリ等の記録メディア２０６に対するデ
ータの読み出しおよび書き込み（記憶）を制御するメディアドライブ２０７と、カーソル
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、メニュー、ウィンドウ、文字、画像等の各種情報をディスプレイ２１６に表示させるた
めのディスプレイＩ／Ｆ２０８と、後述の通信ネットワーク２を利用してデータ伝送をす
るためのネットワークＩ／Ｆ２０９と、文字、数値、各種指示等を入力するための複数の
キーを備えたキーボード２１１と、各種指示の選択や実行、処理対象の選択、カーソルの
移動等を行うマウス２１２と、着脱可能な記録媒体の一例としてのＣＤ－ＲＯＭ(Compact
 Disc Read Only Memory)２１３に対するデータの読み出しおよび書き込みを制御するＣ
Ｄ－ＲＯＭドライブ２１４と、外部の装置との間で情報を送受信するための外部装置Ｉ／
Ｆ２１５と、上記各構成要素間を相互に電気的に接続するためのアドレスバスやデータバ
ス等のバスライン２１０とを備えている。なお、ディスプレイ２１６は、外部入力装置４
０の表示装置の一例でもある。
【００３３】
　また、上記伝送管理用プログラムは、インストール可能な形式または実行可能な形式の
ファイルで、上記記録メディア２０６やＣＤ－ＲＯＭ２１３等のコンピュータで読み取り
可能な記録媒体に記録して流通させるようにしてもよい。上記伝送管理用プログラムはＨ
Ｄ２０４に記憶されていてもよい。
【００３４】
　また、外部入力装置４０は、伝送管理システム５０と同様のハードウェア構成を有して
いるため、その説明を省略する。但し、ＲＯＭ２０２には、外部入力装置４０を制御する
ための外部入力装置用プログラムが格納されている。この場合も、外部入力装置用プログ
ラムは、インストール可能な形式または実行可能な形式のファイルで、上記記録メディア
２０６やＣＤ－ＲＯＭ２１３等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録して流通
させるようにしてもよい。
【００３５】
　また、中継装置３０は、伝送管理システム５０と同様のハードウェア構成を有している
ため、その説明を省略する。但し、ＲＯＭ２０２には、中継装置３０を制御するための中
継装置用プログラムが格納されている。この場合も、中継装置用プログラムは、インスト
ール可能な形式または実行可能な形式のファイルで、上記記録メディア２０６やＣＤ－Ｒ
ＯＭ２１３等のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録して流通させるようにして
もよい。
【００３６】
　また、プログラム提供システム９０は、伝送管理システム５０と同様のハードウェア構
成を有しているため、その説明を省略する。但し、ＲＯＭ２０２には、プログラム提供シ
ステム９０を制御するためのプログラム提供システム用プログラムが格納されている。こ
の場合も、プログラム提供システム用プログラムは、インストール可能な形式または実行
可能な形式のファイルで、上記記録メディア２０６やＣＤ－ＲＯＭ２１３等のコンピュー
タで読み取り可能な記録媒体に記録して流通させるようにしてもよい。なお、プログラム
提供システム用プログラムは、ＲＯＭ２０２ではなくＨＤ２０４に格納されるようにして
もよい。
【００３７】
　また、メンテナンスシステム１００は、伝送管理システム５０と同様のハードウェア構
成を有しているため、その説明を省略する。このメンテナンスシステム１００は、伝送端
末１０、中継装置３０、伝送管理システム５０およびプログラム提供システム９０のうち
の少なくとも１つの維持、管理または保守を行うためのコンピュータである。例えば、メ
ンテナンスシステム１００が国内に設置され、伝送端末１０、中継装置３０、伝送管理シ
ステム５０またはプログラム提供システム９０が国外に設置されている場合、メンテナン
スシステム１００は、通信ネットワーク２を介して遠隔的に、伝送端末１０、中継装置３
０、伝送管理システム５０およびプログラム提供システム９０のうちの少なくとも１つの
維持、管理、保守等のメンテナンスを行うようになっている。
【００３８】
　また、メンテナンスシステム１００は、通信ネットワーク２を介さずに、伝送端末１０
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、中継装置３０、伝送管理システム５０およびプログラム提供システム９０のうちの少な
くとも１つにおける機種番号、製造番号、販売先、保守点検または故障履歴の管理等のメ
ンテナンスを行うようにしてもよい。
【００３９】
　なお、上記の着脱可能な記録媒体の他の形態としては、ＣＤ－Ｒ(Compact Disc Record
able)、ＤＶＤ(Digital Versatile Disk)、ブルーレイディスク等のコンピュータで読み
取り可能な記録媒体に格納して提供するように構成してもよい。
【００４０】
　＜＜実施形態の機能構成＞＞
　次に、本実施形態の機能構成について、図４～図１４を参照しながら説明する。図４は
、本実施形態の伝送システム１を構成する伝送端末１０、中継装置３０および伝送管理シ
ステム５０の機能ブロック図である。図４に示す例では、伝送端末１０と、中継装置３０
と、伝送管理システム５０とが、通信ネットワーク２を介してデータ通信することができ
るように接続されている。また、外部入力装置４０は、伝送端末１０との間でデータを送
受信することができるように接続されている。なお、図１に示されるプログラム提供シス
テム９０およびメンテナンスシステム１００は、テレビ会議の通信と直接関係がないため
、図４では図示を省略している。
【００４１】
　なお、図５は、画像データの画質を説明するための図である。また、図６は変更品質管
理テーブルの一例、図７は中継装置管理テーブルの一例、図８は端末認証管理テーブルの
一例、図９は端末管理テーブルの一例、図１０は宛先リスト管理テーブルの一例、図１１
はセッション管理テーブルの一例、図１２は品質管理テーブルの一例、をそれぞれ示す図
である。また、図１３は外部入力装置４０の機能ブロック図、図１４は解像度管理テーブ
ルの一例を示す図である。
【００４２】
　＜伝送端末の機能構成＞
　図４に示されるように、伝送端末１０は、送受信部１１と、操作入力受付部１２と、ロ
グイン要求部１３と、撮像部１４ａと、画像表示制御部１４ｂと、表示画像取得部１４ｃ
と、音声入力部１５ａと、音声出力部１５ｂと、遅延検出部１７と、外部情報送受信部１
８と、記憶・読出処理部１９と、解像度取得部２１ａと、解像度判定部２１ｂと、解像度
選択部２１ｃと、解像度変更部２１ｄとを有している。これら各機能部は、図２に示され
る各構成要素のいずれかが、ＲＯＭ１０２に格納されているプログラムに従ったＣＰＵ１
０１からの命令により動作することで実現される機能または手段である。また、伝送端末
１０は、図２に示されるＳＳＤ１０５によって構築される記憶部１０００を有している。
【００４３】
　＜伝送端末の各機能部＞
　次に、伝送端末１０の各機能部について詳細に説明する。伝送端末１０の送受信部１１
は、図２に示されるネットワークＩ／Ｆ１１１によって実現され、通信ネットワーク２を
介して他の伝送端末１０、中継装置３０および伝送管理システム５０と各種データの送受
信を行う。操作入力受付部１２は、図２に示される操作ボタン１０８および電源スイッチ
１０９によって実現され、ユーザによる各種入力を受け付ける。例えば、ユーザが、伝送
端末１０の本体の電源スイッチをＯＮにすると、操作入力受付部１２（図４）が電源ＯＮ
を受け付けて、電源をＯＮにする。また、操作入力受付部１２は、ユーザによって操作入
力された解像度を表す解像度情報を受け付ける。
【００４４】
　ログイン要求部１３は、図２に示されるＣＰＵ１０１からの命令によって実現され、上
記電源ＯＮの受け付けを契機として、送受信部１１から通信ネットワーク２を介して伝送
管理システム５０に、ログインを要求する旨を示すログイン要求情報、および伝送端末１
０の現時点のＩＰアドレスを自動的に送信する。
【００４５】
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　撮像部１４ａは、図２に示されるカメラ１１２および撮像素子Ｉ／Ｆ１１３によって実
現され、被写体を撮像した画像を表す画像データを生成する。画像表示制御部１４ｂは、
図２に示されるディスプレイＩ／Ｆ１１７によって実現され、画像データをレンダリング
し、画像データが表す画像をディスプレイ１２０に表示させるための制御を行う。表示画
像取得部１４ｃは、ディスプレイ１２０に表示されている画像を表す画像データを取得す
る。本実施形態ではカメラ１１２で撮像した画像を表すデータを「画像データ」という。
また、後で詳細に説明する外部入力装置４０のディスプレイ２１６に表示されている画像
を表すデータを「表示データ」という。なお、画像データおよび表示データは、例えばＪ
ＰＥＧ(Joint Photographic Experts Group)、Ｂｉｔｍａｐ、ＧＤＩ(Graphics Device I
nterface)等の形式のデータである。
【００４６】
　音声入力部１５ａは、図２に示されるマイク１１４および音声入出力Ｉ／Ｆ１１６によ
って実現され、ユーザの音声を入力し、この音声を音声信号に変換することで、音声信号
に係る音声データを出力する。音声出力部１５ｂは、図２に示されるスピーカ１１５およ
び音声入出力Ｉ／Ｆ１１６によって実現され、音声データに係る音声信号を音声に変換し
て出力する。
【００４７】
　遅延検出部１７は、図２に示されるＣＰＵ１０１からの命令に従って実現され、他の伝
送端末１０から中継装置３０を介して送られてくる画像データまたは音声データの遅延時
間（ｍｓ）を検出する。また、外部情報送受信部１８は、図２に示される外部装置Ｉ／Ｆ
１１８を介して外部入力装置４０との間でデータを送受信する。また、記憶・読出処理部
１９は、図２に示されるＳＳＤ１０５によって実行され、記憶部１０００に各種データを
記憶したり、記憶部１０００に記憶された各種データを読み出したりする処理を行う。
【００４８】
　解像度取得部２１ａは、伝送端末１０に接続されているディスプレイ１２０の表示可能
な解像度を取得する。解像度判定部２１ｂは、解像度取得部２１ａによって取得された表
示可能な解像度に、画像データの伝送に用いる基準アスペクト比以外の解像度を含んでい
るか否かを判定する。解像度選択部２１ｃは、解像度判定部２１ｂが行う判定の結果に基
づいて上記表示可能な解像度の中から基準アスペクト比以外の解像度または基準アスペク
ト比の解像度を選択する。解像度変更部２１ｄは、ディスプレイ１２０の解像度を、操作
入力受付部１２によって受け付けられた解像度情報が表す解像度に変更する。ここで、解
像度とは、表示画面上の長さ当たりに存在する画素数を表し、縦方向の解像度および横方
向の解像度が含まれる。
【００４９】
　記憶部１０００には、伝送端末１０を識別するための端末ＩＤ(Identification)および
パスワード、画像データおよび音声データ、各種データを送信する中継装置３０を識別す
る中継装置ＩＤ、宛先端末のＩＰアドレス等が記憶される。また、記憶部１０００には、
外部入力装置用プログラム（表示データ取得プログラム１４５１、表示データ送信プログ
ラム１４５２および解像度変換プログラム１４５３）が格納されている。これらのプログ
ラムが外部入力装置４０に送信され、外部入力装置４０にインストールされることによっ
て、外部入力装置４０は、後述する表示データ取得部４５１、表示データ送信部４５２お
よび解像度変換部４５３を備えることになる。なお、表示データ取得部４５１、表示デー
タ送信部４５２および解像度変換部４５３の詳細については、＜外部入力装置の各機能部
＞にて説明する。また、記憶部１０００は、伝送端末１０が出力する表示データの解像度
を表す解像度情報を記憶する解像度記憶部１００５を有している。
【００５０】
　なお、外部情報送受信部１８は、解像度情報送信手段および表示データ受信手段の一例
であり、画像表示制御部１４ｂは、表示制御手段の一例である。
【００５１】
　また、本実施形態における端末ＩＤおよび後述の中継装置ＩＤは、それぞれ伝送端末１
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０および中継装置３０を一意に識別するために使われる言語、文字、記号または各種のし
るし等の識別情報を示す。また、端末ＩＤおよび中継装置ＩＤは、上記言語、文字、記号
および各種のしるしのうち少なくとも２つが組み合わされた識別情報であってもよい。ま
た、以下の記載では、テレビ会議の開始を要求する要求元としての伝送端末１０を「要求
元端末」とし、要求先である宛先としての伝送端末１０を「宛先端末」として説明する。
【００５２】
　＜中継装置の機能構成＞
　次に、中継装置３０の機能（または手段）について説明する。中継装置３０は、図４に
示されるように送受信部３１と、状態検知部３２と、データ品質確認部３３と、変更品質
管理部３４と、データ品質変更部３５と、記憶・読出処理部３９とを有している。これら
各機能部は、図４に示される各構成要素のいずれかが、ＲＯＭ２０２に記憶されているプ
ログラムに従ったＣＰＵ２０１からの命令によって動作することで実現される機能または
手段である。また、中継装置３０は、図３に示されるＲＯＭ２０２、ＲＡＭ２０３または
ＨＤＤ２０５のいずれかにより構築される記憶部３０００を有している。
【００５３】
　《変更品質管理テーブル》
　記憶部３０００には、図６に示されるような変更品質管理テーブルによって構成される
変更品質管理ＤＢ３００１が構築されている。変更品質管理テーブルでは、画像データの
中継先としての伝送端末１０のＩＰアドレス、およびこの中継先に中継装置３０が中継す
る画像データの画質が関連付けられて管理される。
【００５４】
　ここで、本実施形態の伝送システム１で扱われる画像データの画像の解像度について説
明する。図５を参照すると、（ａ）に示されるように横方向が１６０画素、縦方向が１２
０画素からなり、ベース画像となる低解像度の画像と、（ｂ）に示されるように横方向が
３２０画素、縦方向が２４０画素からなる中解像度の画像と、（ｃ）に示されるように横
方向が６４０画素、縦方向が４８０画素からなる高解像度の画像とがある。このうち、狭
帯域経路を経由する場合には、ベース画像となる低解像度の画像データのみからなる低画
質の画像データが中継される。帯域が比較的広い場合には、ベース画像となる低解像度の
画像データと中解像度の画像データとからなる中画質の画像データが中継される。また、
帯域が非常に広い場合には、ベース画像となる低解像度の画像データと中解像度の画像デ
ータと高解像度の画像データとからなる高画質の画像データが中継される。図６に示され
る変更品質管理テーブルにおいて、例えば、中継装置３０がＩＰアドレス「１．３．２．
４」の宛先端末１０ｄｂ（図１参照）に対して画像データを中継する場合には、この中継
される画像データの画質（画像の品質）は「高品質」である。
【００５５】
　＜中継装置の各機能部＞
　次に、中継装置３０の各機能部について詳細に説明する。なお、以下の記載では、中継
装置３０の各機能部を説明するにあたって、図３に示される各構成要素のうち中継装置３
０の各機能部を実現させるための主な構成要素との関係についても説明する。
【００５６】
　中継装置３０の送受信部３１（図４参照）は、図３に示されるネットワークＩ／Ｆ２０
９によって実現され、通信ネットワーク２を介して他の伝送端末１０、中継装置３０およ
び伝送管理システム５０との間で各種データの送受信を行う。状態検知部３２は、図３に
示されるＣＰＵ２０１からの命令によって実現され、この状態検知部３２を有する中継装
置３０の稼働状態を検知する。稼働状態としては、「ＯＮライン」、「ＯＦＦライン」「
通話中」または「故障中」の状態がある。
【００５７】
　データ品質確認部３３は、図３に示されるＣＰＵ２０１からの命令によって実現され、
宛先端末１０のＩＰアドレスを検索キーとして、変更品質管理テーブル（図６参照）を検
索し、当該ＩＰアドレスに対応した中継される画像データの画質を抽出することで、中継
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される画像データの画質を確認する。変更品質管理部３４は、図３に示されるＣＰＵ２０
１からの命令によって実現され、伝送管理システム５０から送信される、後述の品質情報
に基づいて、変更品質管理ＤＢ３００１の内容を変更する。例えば、端末ＩＤが「０１ａ
ａ」である要求元端末１０ａａと、端末ＩＤが「０１ｄｂ」である宛先端末１０ｄｂとの
間で高画質の画像データを送受信することによってテレビ会議を行っている最中に、他の
テレビ会議を行う要求元端末ｂｂと宛先端末ｃａが通信ネットワーク２を介してテレビ会
議を開始することによって、宛先端末１０ｄｂで画像データの受信の遅延が生じた場合に
は、中継装置３０は今まで中継していた画像データの画質を、高画質から中画質に下げる
必要がある。このような場合に、中画質を示す品質情報に基づいて、中継装置３０が中継
する画像データの画質を高画質から中画質に下げるように、変更品質管理ＤＢ３００１の
内容が変更される。
【００５８】
　データ品質変更部３５は、図３に示されるＣＰＵ２０１からの命令によって実現され、
要求元端末１０から送られてきた画像データの画質を、上記変更された変更品質管理ＤＢ
３００１の内容に基づいて変更する。記憶・読出処理部３９は、図３に示されるＨＤＤ２
０５によって実現され、記憶部３０００に各種データを記憶したり、記憶部３０００に記
憶された各種データを読み出したりする処理を行う。
【００５９】
　＜伝送管理システムの機能構成＞
　次に、伝送管理システム５０の機能（または手段）について説明する。伝送管理システ
ム５０は、図４に示されるように送受信部５１と、端末認証部５２と、状態管理部５３と
、端末抽出部５４と、端末状態取得部５５と、セッション管理部５７と、品質決定部５８
と、記憶・読出処理部５９と、遅延時間管理部６０とを有している。これら各機能部は、
図３に示される各構成要素のいずれかが、ＲＯＭ２０２に記憶されているプログラムに従
ったＣＰＵ２０１からの命令によって動作することで実現される機能または手段である。
また、伝送管理システム５０は、図３に示されるＲＯＭ２０２、ＲＡＭ２０３またはＨＤ
Ｄ２０５によって構築される記憶部５０００を有している。
【００６０】
　《中継装置管理テーブル》
　記憶部５０００には、図７に示されるような中継装置管理テーブルによって構成される
中継装置管理ＤＢ５００１が構築されている。この中継装置管理テーブルでは、各中継装
置３０の中継装置ＩＤ毎に、各中継装置３０の稼働状態、稼働状態が示される状態情報が
伝送管理システム５０で受信された受信日時、中継装置３０のＩＰアドレスおよび中継装
置３０における最大データ伝送速度（Ｍｂｐｓ）が関連付けられて管理される。例えば、
図７に示される中継装置管理テーブルにおいて、中継装置ＩＤが「１１１ａ」の中継装置
３０ａ（図１参照）は、稼働状態が「ＯＮライン」であり、伝送管理システム５０で状態
情報が受信された日時が「２００９年１１月１０日の１３時００分」であり、この中継装
置３０ａのＩＰアドレスが「１．２．１．２」であり、この中継装置３０ａにおける最大
データ伝送速度が１００Ｍｂｐｓであることが示されている。
【００６１】
　《端末認証管理テーブル》
　また、記憶部５０００には、図８に示されるような端末認証管理テーブルによって構成
される端末認証管理ＤＢ５００２が構築されている。この端末認証管理テーブルでは、伝
送管理システム５０によって管理される全ての伝送端末１０の各端末ＩＤに対して、各パ
スワードが関連付けられて管理される。例えば、図８に示される端末認証管理テーブルに
おいて、伝送端末１０ａａ（図１参照）の端末ＩＤは「０１ａａ」で、パスワードは「ａ
ａａａ」であることが示されている。
【００６２】
　《端末管理テーブル》
　また、記憶部５０００には、図９に示されるような端末管理テーブルによって構成され
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る端末管理ＤＢ５００３が構築されている。この端末管理テーブルでは、各伝送端末１０
の端末ＩＤ毎に、各伝送端末１０の稼働状態、後述のログイン要求情報が伝送管理システ
ム５０で受信された受信日時および伝送端末１０のＩＰアドレスが関連付けられて管理さ
れる。例えば、図９に示される端末管理テーブルにおいて、端末ＩＤが「０１ａａ」の伝
送端末１０ａａ（図１参照）は、稼働状態が「ＯＮライン」であり、伝送管理システム５
０でログイン要求情報が受信された日時が「２００９年１１月１０日の１３時４０分」で
あり、この伝送端末１０ａａのＩＰアドレスが「１．２．１．３」であることが示されて
いる。
【００６３】
　《宛先リスト管理テーブル》
　また、記憶部５０００には、図１０に示されるような宛先リスト管理テーブルによって
構成される宛先リスト管理ＤＢ５００４が構築されている。この宛先リスト管理テーブル
では、テレビ会議の開始を要求する要求元端末１０の端末ＩＤに対して、宛先端末１０の
候補として登録されている宛先端末１０の端末ＩＤが全て関連付けられて管理される。例
えば、図１０に示される宛先リスト管理テーブルにおいて、端末ＩＤが「０１ａａ」であ
る要求元端末１０ａａ（図１参照）からテレビ会議の開始を要求することができる宛先端
末１０の候補は、端末ＩＤが「０１ａｂ」の伝送端末１０ａｂ、端末ＩＤが「０１ｂａ」
の伝送端末１０ｂａ、および端末ＩＤが「０１ｄｂ」の伝送端末１０ｄｂの３つであるこ
とが示されている。この宛先端末１０の候補は、要求元端末１０から伝送管理システム５
０に対する追加または削除の要請により、追加または削除されることで更新される。
【００６４】
　《セッション管理テーブル》
　また、記憶部５０００には、図１１に示されるようなセッション管理テーブルによって
構成されるセッション管理ＤＢ５００５が構築されている。このセッション管理テーブル
では、中継装置３０を選択するためのセッションの実行に用いられる選択用セッションＩ
Ｄ毎に、中継装置３０の中継装置ＩＤ、要求元端末１０の端末ＩＤ、宛先端末１０の端末
ＩＤ、遅延時間（ｍｓ）、および受信日時が関連付けられて管理される。ここで、遅延時
間（ｍｓ）とは、宛先端末１０において画像データが受信される際の受信の遅延時間であ
り、受信日時とは、この遅延時間が示される遅延情報を宛先端末１０から送信されて伝送
管理システム５０で受信された日時である。
【００６５】
　例えば、図１１に示されるセッション管理テーブルにおいて、選択用セッションＩＤ「
ｓｅ１」を用いて実行されたセッションで選択された中継装置３０ａ（中継装置ＩＤ「１
１１ａ」）は、端末ＩＤが「０１ａａ」の要求元端末１０ａａ（図１参照）と、端末ＩＤ
が「０１ｄｂ」の宛先端末１０ｄｂとの間で、画像データおよび音声データを中継してい
ることが示されている。また、宛先端末１０ｄｂにおいて「２００９年１１月１０日の１
４時００分」時点における画像データの遅延時間が２００（ｍｓ）であることが示されて
いる。
【００６６】
　なお、２つの伝送端末１０の間でテレビ会議を行う場合には、上記宛先端末１０ではな
く要求元端末１０から送信されてきた遅延情報に基づいて、遅延情報の受信日時を管理し
てもよい。但し、３つ以上の伝送端末１０の間でテレビ会議を行う場合には、画像データ
および音声データの受信側の伝送端末１０から送信されてきた遅延情報に基づいて、遅延
情報の受信日時を管理する。
【００６７】
　《品質管理テーブル》
　また、記憶部５０００には、図１２に示されるような品質管理テーブルによって構成さ
れる品質管理ＤＢ５００７が構築されている。この品質管理テーブルでは、要求元端末１
０または宛先端末１０における画像データの遅延時間（ｍｓ）に応じて、中継装置３０で
中継させる画像データの画質（画像の品質）が関連付けられて管理される。
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【００６８】
　＜伝送管理システムの各機能部＞
　次に、伝送管理システム５０の各機能部について詳細に説明する。なお、以下の記載で
は、伝送管理システム５０の各機能部を説明するにあたって、図３に示される各構成要素
のうち、伝送管理システム５０の各機能部を実現させるための主な構成要素との関係につ
いても説明する。
【００６９】
　まず、送受信部５１（図４参照）は、図３に示されるネットワークＩ／Ｆ２０９によっ
て実行され、通信ネットワーク２を介して伝送端末１０、中継装置３０または他のシステ
ム（プログラム提供システム９０と、メンテナンスシステム１００）との間で各種データ
の送受信を行う。端末認証部５２は、送受信部５１を介して受信されたログイン要求情報
に含まれている端末ＩＤおよびパスワードを検索キーとし、記憶部５０００の端末認証管
理ＤＢ５００２を検索し、端末認証管理ＤＢ５００２に同一の端末ＩＤおよびパスワード
が管理されているかを判断することによって端末認証を行う。状態管理部５３は、ログイ
ン要求してきた要求元端末１０の稼働状態を管理すべく、端末管理テーブル（図９）に、
この要求元端末１０の端末ＩＤ、要求元端末１０の稼働状態、伝送管理システム５０でロ
グイン要求情報が受信された受信日時、および要求元端末１０のＩＰアドレスを関連付け
て記憶して管理する。
【００７０】
　端末抽出部５４は、ログイン要求した要求元端末１０の端末ＩＤをキーとして、宛先リ
スト管理テーブル（図１０）を検索し、要求元端末１０と通信することができる宛先端末
１０の候補の端末ＩＤを読み出すことで、端末ＩＤを抽出する。また、端末抽出部５４は
、ログイン要求してきた要求元端末１０の端末ＩＤをキーとして、宛先リスト管理テーブ
ル（図１０）を検索し、上記要求元端末１０の端末ＩＤを宛先端末１０の候補として登録
している他の要求元端末１０の端末ＩＤも抽出する。
【００７１】
　端末状態取得部５５は、端末抽出部５４によって抽出された宛先端末１０の候補の端末
ＩＤを検索キーとして、端末管理テーブル（図９）を検索し、端末抽出部５４によって抽
出された端末ＩＤ毎に稼働状態を読み出す。これにより、端末状態取得部５５は、ログイ
ン要求してきた要求元端末１０と通信することができる宛先端末１０の候補の稼働状態を
取得することができる。また、端末状態取得部５５は、端末抽出部５４によって抽出され
た端末ＩＤを検索キーとして、端末管理テーブル（図９）を検索し、ログイン要求してき
た要求元端末１０の稼働状態も取得する。
【００７２】
　セッション管理部５７は、記憶部５０００のセッション管理ＤＢ５００５（図１１のセ
ッション管理テーブル）に、生成された選択用セッションＩＤ、要求元端末の端末ＩＤお
よび宛先端末の端末ＩＤを関連付けて記憶して管理する。また、セッション管理部５７は
、セッション管理テーブル（図１１）に中継装置３０の中継装置ＩＤを記憶して管理する
。
【００７３】
　品質決定部５８は、上記遅延時間を検索キーとして、品質管理テーブル（図１２）を検
索し、対応する画像データの画質を抽出することで、中継装置３０に中継させる画像デー
タの画質を決定する。記憶・読出処理部５９は、図３に示されるＨＤＤ２０５によって実
行され、記憶部５０００に各種データを記憶したり、記憶部５０００に記憶された各種デ
ータを読み出したりする処理を行う。遅延時間管理部６０は、上記宛先端末１０のＩＰア
ドレスを検索キーとして、端末管理テーブル（図９）を検索することで、対応する端末Ｉ
Ｄを抽出し、さらにセッション管理テーブル（図１１）において、上記抽出した端末ＩＤ
が含まれるレコードにおける遅延時間のフィールド部分に、上記遅延情報で示される遅延
時間を記憶して管理する。
【００７４】
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　＜外部入力装置の機能構成＞
　外部入力装置４０は、図１３に示されるように送受信部４１と、接続検出部４２と、イ
ンストール判定部４３ａと、プログラム取得部４３ｂと、解像度取得部４４と、表示デー
タ取得部４５１と、表示データ送信部４５２と、解像度変換部４５３と、操作入力受付部
４６と、表示制御部４７と、マウント部４８と、記憶・読出処理部４９とを有している。
これら各機能部は、図３に示される各構成要素のいずれかが、ＲＯＭ２０２に記憶されて
いるプログラムに従ったＣＰＵ２０１からの命令によって動作することで実現される機能
または手段である。また、表示データ取得部４５１、表示データ送信部４５２および解像
度変換部４５３は、伝送端末１０の記憶部１０００（図４参照）に記憶されている表示デ
ータ取得プログラム１４５１、表示データ送信プログラム１４５２および解像度変換プロ
グラム１４５３をプログラム取得部４３ｂがダウンロードして、これら各プログラムをイ
ンストールすることによって実現される。さらに、外部入力装置４０は、図３に示される
ＲＯＭ２０２、ＲＡＭ２０３またはＨＤＤ２０５によって構築される記憶部４０００を有
している。また、特に図示はしていないが、外部入力装置４０は、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録
商標）や"Mac（登録商標） OS "、"Mac（登録商標） OS X Lion"、"Mac（登録商標） OS 
X""OS　X"等のＯＳ(Operating System)を搭載し、これにより、他の装置と接続したとき
にはプログラムを実行する機能を備えている。
【００７５】
　＜外部入力装置の各機能部＞
　次に、外部入力装置４０の各機能部について詳細に説明する。まず、送受信部４１（図
１３参照）は、図３に示されるネットワークＩ／Ｆ２０９によって実現され、伝送端末１
０との間で各種データ（情報）の送受信を行う。送受信部４１は、本実施形態に関連する
情報として、伝送端末１０側で表示解像度が変更されたときにその変更後の解像度を表す
解像度情報（第１の解像度情報）を受信する。接続検出部４２は、図３に示される外部装
置Ｉ／Ｆ２１５により伝送端末１０との間で各種データの送受信が可能となったことを検
出する。
【００７６】
　インストール判定部４３ａは、接続検出部４２によって外部入力装置４０が伝送端末１
０と送受信可能になったことが検出されると、表示データ取得プログラム１４５１、表示
データ送信プログラム１４５２および解像度変換プログラム１４５３が外部入力装置４０
にインストールされているか否かを判定する。プログラム取得部４３ｂは、インストール
判定部４３ａによって表示データ取得プログラム１４５１、表示データ送信プログラム１
４５２および解像度変換プログラム１４５３が外部入力装置４０にインストールされてい
ないと判定されると、伝送端末１０の記憶部１０００（図４参照）から表示データ取得プ
ログラム１４５１、表示データ送信プログラム１４５２および解像度変換プログラム１４
５３を取得する。
【００７７】
　解像度取得部４４は、外部入力装置４０のディスプレイ２１６の解像度を表す解像度情
報（第２の解像度情報）を取得する。操作入力受付部４６は、ユーザの操作によって入力
された情報を受け付ける。表示制御部４７は、後述する記憶・読出処理部４９が読み出し
た画像をディスプレイ２１６に表示させる。マウント部４８は、伝送端末１０の記憶部１
０００をマウントする。これにより、外部入力装置４０は、表示データ取得プログラム１
４５１、表示データ送信プログラム１４５２および解像度変換プログラム１４５３をイン
ストールできるようになる。
【００７８】
　表示データ取得部４５１は、外部入力装置４０のディスプレイ２１６に表示されている
画像を表す表示データを取得する。表示データ送信部４５２は、表示データ取得部４５１
が取得した表示データを伝送端末１０に送信する。解像度変換部４５３は、外部入力装置
４０のディスプレイ２１６の解像度（第２の解像度情報）と、伝送端末１０から送信され
て外部入力装置４０の記憶部４０００に記憶されている伝送端末１０のディスプレイ１２
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０の解像度（第１の解像度状態）とに基づいて、外部入力装置４０が伝送端末１０に送信
する表示データの解像度を変換する。
【００７９】
　記憶・読出処理部４９は、図３に示されるＨＤＤ２０５によって実行され、記憶部４０
００に各種データを記憶したり、記憶部４０００に記憶された各種データを読み出したり
する処理を行う。
【００８０】
　なお、送受信部４１は解像度情報受信手段の一例であり、表示データ送信部４５２は表
示データ送信手段の一例であり、解像度変換部４５３は解像度変換手段の一例であり、表
示制御部４７は表示制御手段の一例である。
【００８１】
　《解像度管理テーブル》
　記憶部４０００には解像度管理ＤＢ４００１が構築され、この解像度管理ＤＢ４００１
には、図１４に一例として示されるような解像度管理テーブルが格納されている。この解
像度管理テーブルでは、送受信部４１が受信した伝送端末１０のディスプレイ１２０の縦
方向（高さ方向）の解像度と横方向（幅方向）の解像度を表す情報が関連付けられて記憶
されている。例えば、図１４に示される解像度管理テーブルにおいて、伝送端末１０のデ
ィスプレイ１２０の解像度（幅）は１０２４であり、解像度（高さ）は７６８である。
【００８２】
　＜＜実施形態の処理・動作＞＞
　次に、本実施形態の伝送システム１において行われる各種処理および動作について、図
１５～図２０を参照しながら説明する。なお、図１５は、各中継装置３０から伝送管理シ
ステム５０に送信された各中継装置３０の稼働状態を表す状態情報を管理する処理の一例
を示すシーケンス図である。図１６は、各伝送端末１０間で通信を開始する準備段階の処
理の一例を示すシーケンス図である。図１７は、伝送端末がセッションを確立する処理の
一例を示すシーケンス図である。図１８は、外部入力装置４０が表示した表示データを会
議の相手である伝送端末１０に表示させる処理の一例を示すシーケンス図である。図１９
はディスプレイ１２０に表示される表示データの一例を示す図である。図２０は伝送シス
テム１の全体構成のうち、外部入力装置４０ａａ、４０ｄｂのディスプレイ２１６ａａ、
２１６ｄｂ、ディスプレイ１２０ａａ、１２０ｄｂに表示される画面を説明する図の一例
である。
【００８３】
　まず、図１５を参照して、各中継装置３０から伝送管理システム５０に送信された各中
継装置３０の稼動状態を表す状態情報を管理する処理について説明する。まず、各中継装
置３０（３０ａ～３０ｄ）では、状態検知部３２（図４）が、自装置である中継装置３０
の稼働状態を定期的に検知している（Ｓ１－１～Ｓ１－４）。そして、伝送管理システム
５０側で各中継装置３０の稼働状態をリアルタイムで管理させるべく、各中継装置３０の
送受信部３１は、定期的に通信ネットワーク２を介して伝送管理システム５０へ各状態情
報を送信する（ステップＳ２－１～Ｓ２－４）。これら各状態情報には、各中継装置３０
毎の中継装置ＩＤと、これら各中継装置ＩＤに係る中継装置３０の状態検知部３２で検知
された稼働状態とが含まれている。なお、本実施形態では、中継装置３０ａ、３０ｂおよ
び３０ｄは、正常に稼働して「ＯＮライン」となっている一方で、中継装置３０ｃは、稼
働中ではあるが、中継装置３０ｃの中継動作を実行するためのプログラムに何らかの不具
合が生じて「ＯＦＦライン」となっている場合が示されている。
【００８４】
　次に、伝送管理システム５０では、各中継装置３０ａ～３０ｄから送られてきた各状態
情報を送受信部５１が受信し、記憶・読出処理部５９を介して記憶部５０００の中継装置
管理ＤＢ５００１（図７の中継装置管理テーブル）に、中継装置ＩＤ毎に状態情報を記憶
して管理する（ステップＳ３－１～Ｓ３－４）。これにより、中継装置管理テーブル（図
７）に対して、中継装置ＩＤ毎に「ＯＮライン」、「ＯＦＦライン」または「故障中」の
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いずれかの稼働状態が記憶されて管理される。その際、中継装置ＩＤ毎に、伝送管理シス
テム５０で状態情報が受信された受信日時も記憶されて管理される。なお、中継装置３０
から状態情報が送られてこない場合には、中継装置管理テーブル（図７）の各レコードに
おける稼働状態のフィールド部分および受信日時のフィールド部分が空白になるか、また
は、前回の受信時の稼働状態および受信日時が維持されて管理される。
【００８５】
　次に、図１６を用いて、伝送端末１０ａａと伝送端末１０ｄｂとの間で、通信を開始す
る前の準備段階の処理について説明する。まず、ユーザが、電源スイッチ１０９（図２）
をＯＮにすると、操作入力受付部１２（図４）が電源ＯＮを受け付けて、電源をＯＮにす
る（ステップＳ２１）。次に、ログイン要求部１３は、上記電源ＯＮの受信を契機とし、
送受信部１１から通信ネットワーク２を介して伝送管理システム５０に、ログイン要求を
示すログイン要求情報を自動的に送信する（ステップＳ２２）。このログイン要求情報に
は、要求元としての自装置である伝送端末１０ａａを識別するための端末ＩＤおよびパス
ワードが含まれている。これら端末ＩＤおよびパスワードは、記憶・読出処理部１９を介
して記憶部１０００から読み出されて、送受信部１１に送られたデータである。なお、伝
送端末１０ａａから伝送管理システム５０へログイン要求情報が送信される際、受信側で
ある伝送管理システム５０は、送信側である伝送端末１０ａａのＩＰアドレスを把握する
ことができる。
【００８６】
　次に、伝送管理システム５０の端末認証部５２（図４）は、送受信部５１を介して受信
したログイン要求情報に含まれている端末ＩＤおよびパスワードを検索キーとして、記憶
部５０００の端末認証管理ＤＢ５００２（図８の端末認証管理テーブル）を検索し、端末
認証管理ＤＢ５００２に同一の端末ＩＤおよびパスワードが管理されているかを判断する
ことにより、端末認証を行う（ステップＳ２３）。この端末認証部５２によって、同一の
端末ＩＤおよびパスワードが管理されているため正当な利用権限を有する伝送端末１０か
らのログイン要求であると判断された場合には、状態管理部５３は、端末管理ＤＢ５００
３（図９の端末管理テーブル）に、伝送端末１０ａａの端末ＩＤ、稼働状態、上記ログイ
ン要求情報が受信された受信日時、および伝送端末１０ａａのＩＰアドレスを関連付けて
記憶する（ステップＳ２４）。これにより、端末管理テーブル（図９）には、伝送端末Ｉ
Ｄ「０１ａａ」に、稼働状態「ＯＮライン」、受信日時「２００９．１１．１０．１３：
４０」および端末ＩＰアドレス「１．２．１．３」が関連付けて管理されることになる。
【００８７】
　次に、伝送管理システム５０の送受信部５１は、端末認証部５２によって得られた認証
結果が示された認証結果情報を、通信ネットワーク２を介して、上記ログイン要求してき
た要求元端末１０ａａに送信する（ステップＳ２５）。本実施形態では、端末認証部５２
によって正当な利用権限を有する端末であると判断された場合について、以下続けて説明
する。
【００８８】
　伝送管理システム５０の端末抽出部５４は、ログイン要求した要求元端末１０ａａの端
末ＩＤ「０１ａａ」を検索キーとして、宛先リスト管理テーブル（図１０）を検索し、要
求元端末１０ａａと通信することができる宛先端末１０の候補の端末ＩＤを読み出すこと
によって抽出する（ステップＳ２６）。ここでは、要求元端末１０ａａの端末ＩＤ「０１
ａａ」に対応する宛先端末１０ａｂ、１０ｂａおよび１０ｄｂのそれぞれの端末ＩＤ「０
１ａｂ」、「０１ｂａ」および「０１ｄｂ」が抽出されることになる。
【００８９】
　次に、端末状態取得部５５は、端末抽出部５４によって抽出された宛先端末１０の候補
の端末ＩＤ（「０１ａｂ」、「０１ｂａ」、「０１ｄｂ」）を検索キーとして、端末管理
テーブル（図９）を検索し、端末抽出部５４によって抽出された端末ＩＤ毎に稼働状態（
「ＯＦＦライン」、「ＯＮライン」、「ＯＮライン」）を読み出すことにより、伝送端末
（１０ａｂ、１０ｂａ、１０ｄｂ）の各稼働状態を取得する（ステップＳ２７）。
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【００９０】
　次に、送受信部５１は、ステップＳ２７で使用された検索キーとしての端末ＩＤ（「０
１ａｂ」、「０１ｂａ」、「０１ｄｂ」）と、対応する宛先端末（１０ａｂ、１０ｂａ、
１０ｄｂ）の稼働状態（「ＯＦＦライン」、「ＯＮライン」、「ＯＮライン」）とが含ま
れた宛先状態情報を、通信ネットワーク２を介して要求元端末１０ａａに送信する（ステ
ップＳ２８）。これにより、要求元端末１０ａａは、この要求元端末１０ａａと通信する
ことができる宛先端末１０の候補である伝送端末（１０ａｂ、１０ｂａ、１０ｄｂ）の現
時点のそれぞれの稼働状態（「ＯＦＦライン」、「ＯＮライン」、「ＯＮライン」）を把
握することができる。
【００９１】
　さらに、伝送管理システム５０の端末抽出部５４は、ログイン要求してきた要求元端末
１０ａａの端末ＩＤ「０１ａａ」を検索キーとして、宛先リスト管理テーブル（図１０）
を検索し、要求元端末１０ａａの端末ＩＤ「０１ａａ」を宛先端末１０の候補として登録
している他の要求元端末１０の端末ＩＤを抽出する（ステップＳ２９）。図１０に示され
る宛先リスト管理テーブルでは、抽出される他の要求元端末１０の端末ＩＤは、「０１ａ
ｂ」、「０１ｂａ」および「０１ｄｂ」である。
【００９２】
　次に、伝送管理システム５０の端末状態取得部５５は、ログイン要求してきた要求元端
末１０ａａの端末ＩＤ「０１ａａ」を検索キーとして、端末管理テーブル（図９）を検索
し、その要求元端末１０ａａの稼働状態を取得する（ステップＳ３０）。
【００９３】
　次に、送受信部５１は、ステップＳ２９で抽出された端末ＩＤ（「０１ａｂ」、「０１
ｂａ」および「０１ｄｂ」）の伝送端末（１０ａｂ，１０ｂａ，１０ｄｂ）のうち、端末
管理テーブル（図９）で稼働状態が「ＯＮライン」となっている伝送端末（１０ｂａ、１
０ｄｂ）に、ステップＳ３０で取得された要求元端末１０ａａの端末ＩＤ「０１ａａ」と
稼働状態「ＯＮライン」が含まれる宛先状態情報を送信する（ステップＳ３１－１，Ｓ３
１－２）。なお、送受信部５１が伝送端末（１０ｂａ、１０ｄｂ）に宛先状態情報を送信
する際に、各端末ＩＤ（「０１ｂａ」、「０１ｄｂ」）に基づいて、端末管理テーブル（
図９）で管理されている端末のＩＰアドレスを参照する。これにより、ログイン要求した
要求元端末１０ａａを宛先として通信することができる他の宛先端末（１０ｄｂ、１０ｂ
ａ）の各々に、ログイン要求した要求元端末１０ａａの端末ＩＤ「０１ａａ」および稼働
状態「ＯＮライン」を伝えることができる。
【００９４】
　一方、他の伝送端末１０においても、ユーザが電源スイッチ１０９（図２）をＯＮにす
ると（上記ステップＳ２１）、操作入力受付部１２（図４）が電源ＯＮを受け付け、上記
ステップＳ２２～Ｓ３１－１、３１－２の処理と同様の処理を行うため、その説明を省略
する。
【００９５】
　次に、図１７を参照して、伝送端末がセッションを確立する処理について説明する。本
実施形態では、要求元端末１０ａａは、宛先の候補としての伝送端末１０のうち、上記ス
テップＳ２８において受信した宛先状態情報により、稼働状態が「ＯＮライン」である伝
送端末１０ｂａおよび１０ｄｂのうち少なくとも一方と通信を行うことができる。そこで
、以下の記載では、要求元端末１０ａａのユーザが宛先端末１０ｄｂと通信を開始するこ
とを選択した場合について説明する。
【００９６】
　まず、ユーザが操作ボタン１０８（図２）を押下して伝送端末１０ｄｂを選択すると、
伝送端末１０ａａの操作入力受付部１２（図４）は、宛先を伝送端末１０ｄｂとする選択
を受け付ける（ステップＳ４１）。次に、伝送端末１０ａａの送受信部１１は、要求元端
末１０ａａの端末ＩＤ「０１ａａ」および宛先端末１０ｄｂの端末ＩＤ「０１ｄｂ」が含
まれ、通信を開始したい旨を示す開始要求情報を、伝送管理システム５０へ送信する（ス
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テップＳ４２）。これにより、伝送管理システム５０の送受信部５１は、その開始要求情
報を受信するとともに、送信元である要求元端末１０ａａのＩＰアドレス「１．２．１．
３」を把握することになる。そして、状態管理部５３は、開始要求情報に含まれる要求元
端末１０ａａの端末ＩＤ「０１ａａ」および宛先端末１０ｄｂの端末ＩＤ「０１ｄｂ」に
基づいて、端末管理ＤＢ５００３の端末管理テーブル（図９）上で、上記端末ＩＤ「０１
ａａ」および端末ＩＤ「０１ｄｂ」がそれぞれ含まれるレコードの稼働状態のフィールド
部分を、それぞれ「通話中」に変更する（ステップＳ４３）。この状態では、要求元端末
１０ａａと宛先端末１０ｄｂは、通信（通話）を開始していないが通話中状態となり、他
の伝送端末１０が要求元端末１０ａａまたは宛先端末１０ｄｂと通信しようとすると、い
わゆる通話中状態を示す旨の音声または表示が出力される。
【００９７】
　伝送管理システム５０は、中継装置３０を選択するためのセッションの実行に用いられ
る選択用セッションＩＤを生成する（ステップＳ４４）。そして、セッション管理部５７
は、記憶部５０００のセッション管理テーブル（図１１）に、ステップＳ４４で生成され
た選択用セッションＩＤ「ｓｅ１」、要求元端末１０ａａの端末ＩＤ「０１ａａ」、およ
び宛先端末１０ｄｂの端末ＩＤ「０１ｄｂ」を関連付けて記憶して管理する（ステップＳ
４５）。
【００９８】
　この後、伝送管理システム５０は、中継装置管理ＤＢ５００１及び端末管理ＤＢ５００
３に基づいて、要求元端末１０ａａと宛先端末１０ｄｂとの通信を中継するための中継装
置３０の絞り込みを行うが詳細は省略した。
【００９９】
　次に、伝送管理システム５０のセッション管理部５７は、セッション管理ＤＢ５００５
のセッション管理テーブル（図１１）において、選択用セッションＩＤ「ｓｅ１」が含ま
れるレコードの中継装置ＩＤのフィールド部分に、上記の最終的に１つに選択された中継
装置３０ａの中継装置ＩＤ「１１１ａ」を記憶して管理し（ステップＳ６７－１）、送受
信部５１は中継装置ＩＤ「１１１ａ」、宛先端末１０ｄｂのＩＰアドレス「１．３．２．
４」を要求元端末１０ａａに送信する（ステップＳ６７－２１）。なお、伝送管理システ
ム５０の送受信部５１は、通信ネットワーク２を介して中継装置３０ａへ、中継を開始す
る旨の要求が示された中継開始要求情報を送信する（不図示）。この中継開始要求情報に
は、中継される要求元端末１０ａａおよび宛先端末１０ｄｂの各ＩＰアドレス（「１．２
．１．３」、「１．３．２．４」）が含まれている。これにより、中継装置３０ａは、伝
送端末１０ａａと伝送端末１０ｄｂとの間で、低解像度、中解像度および高解像度の３つ
の画像データと音声データを通信するためのセッションを確立する（ステップＳ６９）。
これにより、各伝送端末（１０ａａ、１０ｄｂ）は、テレビ会議を開始することができる
。なお、通信する３つの画像データはあくまで一例であり、３つより多くても少なくても
よい。
【０１００】
　なお、各伝送端末１０は、H.264（H.264/AVC、MPEG-4 part10、MPEG4 AVC）、その拡張
規格であるH.264/SVC、又は、Mpeg2などの映像符号化標準規格を利用して、画像データの
送受信を行う。
【０１０１】
　次に、中継装置３０が決定された後に、外部入力装置４０のディスプレイ２１６に表示
される画像を表す表示データを他の伝送端末１０に送信してディスプレイ１２０に表示さ
せる処理について、図１８を参照しながら説明する。ここでは、伝送端末１０ａａに接続
されている外部入力装置４０ａａが表示している情報を、宛先端末である伝送端末１０ｄ
ｂに表示させる場合を例にとって説明する。
【０１０２】
　上記のように中継装置３０が決定されると、ステップＳ６７－２１において伝送管理シ
ステム５０が送信した中継装置ＩＤ「１１１ａ」および宛先端末１０ｄｂのＩＰアドレス
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「１．３．２．４」を、伝送端末１０ａａの送受信部１１が受信する。そして、その受信
された中継装置ＩＤ「１１１ａ」およびＩＰアドレス「１．３．２．４」を、記憶・読出
処理部１９が記憶部１０００に記憶させる（ステップＳ６７－２２）。
【０１０３】
　また、外部入力装置４０ａａが伝送端末１０ａａに接続されると、外部入力装置４０ａ
ａの接続検出部４２（図１３）が、その接続を検知（検出）する（ステップＳ７０）。な
お、外部入力装置４０ａａが起動すると、表示制御部４７が少なくとも全体領域を含む画
面を表示している。接続検出部４２が、外部入力装置４０ａａと伝送端末１０ａａの接続
を検出すると、インストール判定部４３ａは、外部入力装置４０ａａが表示データ取得部
４５１、表示データ送信部４５２および解像度変換部４５３を備えているかを判定する（
ステップＳ７１）。具体的には、インストール判定部４３ａは、外部入力装置４０ａａに
表示データ取得プログラム１４５１（図４参照）、表示データ送信プログラム１４５２お
よび解像度変換プログラム１４５３がインストールされているか否かを判定する。各プロ
グラムがインストールされている場合には、それぞれに対応する機能部を外部入力装置４
０ａａが備えていると判定される。
【０１０４】
　一方、インストール判定部４３ａによって、外部入力装置４０ａａが表示データ取得部
４５１、表示データ送信部４５２および解像度変換部４５３のいずれかを備えていないと
判定された場合には、マウント部４８が、伝送端末１０ａａの記憶部１０００をマウント
する（ステップＳ７２）。次いで、プログラム取得部４３ｂが、伝送端末１０の記憶部１
０００に記憶されている表示データ取得プログラム１４５１、表示データ送信プログラム
１４５２および解像度変換プログラム１４５３のうち、外部入力装置４０ａａが備えてい
ない機能部に対応するプログラムを取得し、インストールする（ステップＳ７３）。これ
によって、外部入力装置４０ａａは、表示データ取得部４５１、表示データ送信部４５２
および解像度変換部４５３を備えることになる。なお、表示データ取得プログラム１４５
１、表示データ送信プログラム１４５２および解像度変換プログラム１４５３を、外部入
力装置４０ａａが予め有していてもよい。
【０１０５】
　ステップＳ７３の処理が終了すると、送受信部４１は、上記の各プログラムを実行する
許可、すなわち、表示データ取得部４５１、表示データ送信部４５２および解像度変換部
４５３を動作させる許可を要求するための情報を伝送端末１０ａａに送信する（ステップ
Ｓ７４）。そして、伝送端末１０ａａから要求に対する許可を表す情報を送受信部４１が
受信すると、表示データ取得部４５１は、ディスプレイ２１６に表示されている画像を表
す表示データを取得する（ステップＳ７５）。次いで、解像度変換部４５３が、表示デー
タ取得部４５１によって取得された表示データの解像度を変換し、さらに、表示データ送
信部４５２が、伝送端末１０ａａの外部情報送受信部１８に対して、解像度が変換された
表示データを送信する（ステップＳ７６）。解像度変換部４５３が表示データの解像度を
変換する処理の詳細については、後で説明する。なお、ここで解像度変換部４５３が解像
度を変換する処理は、上記の中継装置３０の稼働状況、伝送端末１０と中継装置３０の間
の通信速度に基づいてなされる処理とは異なるものであり、中継装置３０の稼働状況、伝
送端末１０と中継装置３０の間の通信速度により解像度が変換されるものではない。
【０１０６】
　送信元の伝送端末１０ａａの外部情報送受信部１８が外部入力装置４０ａａから表示デ
ータを受信すると、記憶・読出処理部１９が、記憶部１０００に記憶されている中継装置
ＩＤ「１１１ａ」と、宛先となる伝送端末１０ｄｂのＩＰアドレス「１．３．２．４」を
読み出す（ステップＳ７７）。そして、ステップＳ７４で読み出された中継装置ＩＤ「１
１１ａ」で示される中継装置３０に対して、送受信部１１が、解像度が変換された表示デ
ータと、宛先となる伝送端末１０ｄｂのＩＰアドレス「１．３．２．４」を送信する（ス
テップＳ７８）。中継装置３０が、ステップＳ７８で伝送端末１０ａａから送信された表
示データを受信すると、宛先の伝送端末１０ｄｂのＩＰアドレス「１．３．２．４」に基
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づいて、表示データの画質を変更し（ステップＳ７９）、伝送端末１０ｄｂに表示データ
を送信する（ステップＳ８０）。中継装置３０から送信された表示データを伝送端末１０
ｄｂの送受信部１１が受信すると、画像表示制御部１４ｂが、その受信した表示データに
よって表される画像をディスプレイ１２０に表示させる（ステップＳ８１）。例えば、図
１９に示される画面表示の例では、画面左部には、外部入力装置１０ａａで表示された表
示データが表示され、画面右上部には、伝送端末１０ａａの撮像部１４ａによって撮像さ
れ、送受信部１１によって送信された画像データが表示される。また、画面右下部には、
伝送端末１０ｄｂの撮像部１４ａによって撮像された画像データが表示される。
【０１０７】
　図２０は、伝送システム１の全体構成のうち、外部入力装置４０ａａ、４０ｄｂのディ
スプレイ２１６ａａ、２１６ｄｂ、ディスプレイ１２０ａａ、１２０ｄｂに表示される画
面を説明する図の一例である。外部入力装置４０ａａにはユーザが、伝送端末１０ｄｂと
共有したい画面が表示される。外部入力装置４０ａａ、４０ｄｂに表示される画面をデス
クトップ画面という。デスクトップ画面には全体を１つの領域（以下、区別するため全体
領域という）として、全体領域の中に複数の領域が表示されうる（領域が１つも表示され
ないことがある。）。図２０では一例として全体領域、領域Ａ及び領域Ｂが表示されてい
る。
【０１０８】
　図１８の処理により、ディスプレイ１２０ａａには伝送端末１０ａａが画像データおよ
び表示データを表示させ、ディスプレイ１２０ｄｂには伝送端末１０ｄｂが画像データお
よび表示データを表示させる。以下、この画面を伝送端末画面という。図２０の上段の伝
送端末画面では、表示データとして全体領域が、画像データとして伝送端末１０ａａのユ
ーザａａと伝送端末１０ｄｂのユーザｄｂが表示されている。下段の伝送端末画面では、
表示データとして領域Ａが、画像データとして伝送端末１０ａａのユーザａａと伝送端末
１０ｄｂのユーザｄｂが表示されている。
【０１０９】
　なお、外部入力装置４０ｄｂのディスプレイ２１６ｄｂには、ユーザｄｂが表示させる
全体領域と領域が表示されたままであり、ユーザａａの操作により影響されない。
【０１１０】
　本実施形態では、伝送端末画面において、ユーザが全体領域又は任意の領域Ａ，Ｂを選
択して表示することができる。
【実施例１】
【０１１１】
　本実施例では、ユーザが外部入力装置４０のポインティングデバイス（例えばマウス２
１２）を操作するだけで、伝送端末画面において、全体領域又は任意の領域を選択して表
示することが可能な伝送システム１について説明する。なお、ポインティングデバイスと
は、主にマウス２１２をいうが、ディスプレイ２１６がタッチパネルを実装している場合
は、ユーザの指先の位置を検出する機能がポインティングデバイスである。
【０１１２】
　図２１（ａ）は外部入力装置４０ａａに表示されているデスクトップ画面の一例を示す
図である。外部入力装置４０ａａには外部入力装置用プログラムがインストールされてお
り、定常的に又はユーザが所定の操作を行うことで例えばデスクトップ画面の右下に共有
設定受付ボタン３０１を表示させる。所定の操作は、例えば外部入力装置用プログラムの
アイコンをクリック又はダブルクリックすること、該アイコンをマウスオーバーすること
などである。
【０１１３】
　図２１（ｂ）（ｃ）は共有設定受付ボタン３０１を拡大して示す図の一例である。図２
１（ｂ）では「共有の開始」という文字が表示された共有設定受付ボタン３０１が、図２
１（ｃ）では「共有の停止」という文字が表示された共有設定受付ボタン３０１が示され
ている。図２１（ｂ）でユーザがポインティングデバイスで共有設定受付ボタン３０１を
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クリックすると、外部入力装置４０ａａのディスプレイ２１６ａａに表示されている表示
データの共有が開始される。また、外部入力装置４０ａａのディスプレイ２１６ａａに表
示されている表示データが共有されている状態では図２１（ｃ）の共有設定受付ボタン３
０１が表示される。図２１（ｃ）でユーザがポインティングデバイスで共有設定受付ボタ
ン３０１をクリックすると、外部入力装置４０ａａのディスプレイ２１６ａａに表示され
ている表示データを、伝送端末１０ｄｂと共有することが停止される（表示データが伝送
端末１０ａａに送信されなくなる。）。
【０１１４】
　図１３に示した操作入力受付部４６は、共有設定受付ボタン３０１に対するユーザの操
作を受け付ける。表示データ取得部４５１はユーザが「共有の開始」が表示された共有設
定受付ボタン３０１をクリックした場合、ユーザが選択する領域を表示データとして取得
する。
【０１１５】
　なお、本実施形態の伝送システム１では、最後に「共有の開始」という共有設定受付ボ
タン３０１をクリックした外部入力装置４０の全体領域又は領域の表示データが共有され
るようになっている。したがって、ユーザｄｂが図２１（ｂ）の「共有の開始」が表示さ
れた共有設定受付ボタン３０１をクリックした場合、ユーザａａが図２１（ｃ）の「共有
の停止」の共有設定受付ボタン３０１をクリックしなくても、外部入力装置４０ａａのデ
ィスプレイ２１６に表示されている表示データの共有が自動的に停止する。
【０１１６】
　〔動作手順〕
　図２２は、伝送端末１０が行う解像度の変更および外部入力装置４０が行う解像度の変
換に係る処理の一例（非圧縮形式を用いる場合）を示すシーケンス図である。図２３は、
表示データ取得部４５１が全体領域又は領域の表示データを取得する手順を示すフローチ
ャート図の一例である。図２４は、解像度を変換する処理の一例を示すフローチャートで
ある。図２５は、伝送端末１０が行う解像度制御（解像度の変更を含む）の処理の一例を
示すフローチャートである。図２６は、図２５のステップＳ１０２で行う判定処理を補足
説明するための、補助情報表示の画面の一例を示す図である。図２７は、伝送端末１０が
行う解像度の変更および外部入力装置４０が行う解像度の変換に係る処理の他の例（圧縮
形式を用いる場合）を示すシーケンス図である。
【０１１７】
　伝送端末１０のディスプレイ１２０の解像度と外部入力装置４０のディスプレイ２１６
の解像度に基づいて外部入力装置４０が伝送端末１０に送信する表示データの解像度を変
換する処理について、図２２に示されるシーケンス図を参照しながら説明する。図２２の
例では、表示データを非圧縮形式で伝送する場合を示している。
【０１１８】
　図２２を参照すると、まず、外部入力装置４０の送受信部４１が伝送端末１０のディス
プレイ１２０の解像度情報の要求を送信する（ステップＳ９０１）と、伝送端末１０の解
像度取得部２１ａは、解像度記憶部１００５に記憶されている伝送端末１０のディスプレ
イ１２０の解像度を表す解像度情報を取得する（ステップＳ９０２）。ステップＳ９０２
で解像度取得部２１ａが解像度情報を取得すると、外部情報送受信部１８が、その取得さ
れた解像度情報を外部入力装置４０に送信する（ステップＳ９０３）。外部入力装置４０
では、送受信部４１が、伝送端末１０のディスプレイ１２０の解像度情報を受信すると、
記憶・読出処理部４９が、その受信された解像度情報を解像度管理ＤＢ４００１の解像度
管理テーブルに記憶する（ステップＳ９０４）。
【０１１９】
　なお、ステップＳ９０２では伝送端末１０のディスプレイ１２０の解像度情報を取得し
ているが、ユーザが指定するモードに応じた解像度を優先してディスプレイ１２０の解像
度情報とすることが好ましい。モードには例えば、現行モード、ＨＩＧＨモード（６４０
×３６０）、ＭＩＤモード（３２０×１８０）、及び、ＬＯＷモード（１９２×１０８）
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がある。ユーザは、表示データの転送が滞っていることを把握した場合、適宜、モードを
変換することで表示データの転送を促進させることができる。すなわち、帯域が狭いよう
な場合に、ディスプレイ１２０の解像度でなくより低解像度の表示データを送信すること
で表示データの転送が滞ることを抑制できる。
【０１２０】
　次いで、外部入力装置４０の表示データ取得部４５１は、表示制御部４７がディスプレ
イ２１６に表示させている画像を表す表示データを取得する（ステップＳ９０５）。
【０１２１】
　ここで、表示データ取得部４５１が表示データを取得する処理の詳細について図２３を
参照しながら説明する。ユーザａａは、すでに図２１（ｂ）の共有設定受付ボタン３０１
をクリックしたものとする。
【０１２２】
　操作入力受付部４６は、全体領域の選択を受け付けたか否かを判定する（Ｓ９０５１）
。全体領域を選択するには、ユーザａａがポインティングデバイスでデスクトップ画面の
領域以外の部分をクリックする。ＯＳ（特許請求の範囲の管理プログラムに相当する）は
クリックされた位置を検出する。本実施例では、外部入力装置４０で動作しているＯＳが
領域だけでなく全体領域を１つの領域として扱い、領域外のクリックが全体領域の選択操
作となっている。つまり、デスクトップ画面の全体が１つの領域として扱われる（全体領
域と領域が別々に扱われる）。ＯＳには、画面全体(デスクトップ画面)を表す全体領域の
指定を可能とするＡＰＩ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｐｒｏｇｒａｍ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ
）が定義されている。よって、ユーザがこの全体領域をポインティングデバイスで選択し
た場合、操作入力受付部４６がＡＰＩを介して全体領域の選択を検知し、全体領域を表示
データとして共有することができる。ユーザにとっては直感的な切替えが可能になるとい
う効果がある。なお、ＯＳによっては領域をオブジェクト（処理対象）と称し、位置や属
性値、操作対象となっているか否か等を管理している。領域やオブジェクトは特許請求の
範囲のプログラム部品に相当する。
【０１２３】
　全体領域の選択を受け付けた場合（Ｓ９０５１のＹｅｓ）、表示データ取得部４５１は
ディスプレイ２１６に表示されているデスクトップ画面の全体を表示データとして取得し
て終了する（Ｓ９０５２）。
【０１２４】
　全体領域の選択を受け付けない場合（Ｓ９０５１のＮｏ）、表示データ取得部４５１は
アクティブな領域があるか否かを判定する（Ｓ９０５３）。この判定には、例えばＯＳの
機能を利用する。例えばWindows（登録商標） APIを利用した場合、アクティブな領域の
ハンドルを取得し、ハンドルの値がNULLでなければ、アクティブな領域があると判定する
。なお、アクティブな領域とは、ユーザによる入力や操作対象となっている領域をいい、
Windows（登録商標）やMac OS等ではアクティブウィンドウと呼ばれる。
【０１２５】
　ユーザａａがアクティブな領域を閉じるなどして、アクティブな領域がなかった場合（
Ｓ９０５３のＮｏ）、処理はステップＳ９０５２に進みデスクトップ画面の全体を表示デ
ータとして取得する。
【０１２６】
　アクティブな領域があった場合（Ｓ９０５３のＹｅｓ）、表示データ取得部４５１は、
表示制御部がディスプレイ２１６に表示させている表示データのうち、アクティブになっ
ている領域の表示データを取得する（Ｓ９０５４）。この領域は、ステップＳ９０５３で
取得したアクティブな領域のハンドルにより指定されているので、表示データ取得部４５
１は、取得すべき領域の表示データを参照することができる。
【０１２７】
　次に、表示データ取得部４５１は、取得した領域の幅又は高さが閾値より小さいか否か
を判定する（Ｓ９０５５）。幅の閾値を例えば128ピクセル、高さの閾値を36ピクセルと
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する。この判定は、あまりに小さい領域の表示データは意味のある内容を有さないためと
、後述するように解像度変換による拡大処理の処理負荷が増大してしまうためである。ま
た、解像度の変換により拡大しても拡大率が大きすぎるため、ユーザｄｂが判別できない
可能性が高い。拡大する領域のサイズの下限を決めておくことにより、伝送端末１０ａａ
が表示データをレンダリングする際のＣＰＵの負荷を低減できる。
【０１２８】
　領域の幅又は高さいずれかが閾値より小さい場合（Ｓ９０５５のＹｅｓ）、表示データ
取得部４５１は現在の表示データの領域が閾値の幅×高さ(例えば128x36ピクセル)になる
まで黒ピクセルを付加して終了する（Ｓ９０５６）。なお、黒ピクセルは以下のように配
置する。まず、閾値の幅×高さの領域を用意し、この領域の左上コーナの位置が現在の表
示データの左上コーナの位置と一致するように、現在の表示データを配置する。閾値の幅
×高さの領域のうち、現在の表示データが配置されないピクセルを黒ピクセルとすればよ
い。なお、現在の表示データは、他の３個所（左下、右上、右下）のいずれかに配置して
もよいし、幅または高さの中心位置に配置してもよい。また、付加するピクセルは黒ピク
セルに限るものではなく、他の色にしても構わない。
【０１２９】
　図２２に戻り、解像度取得部４４が、ディスプレイ２１６の解像度情報を取得する（ス
テップＳ９０６）。そして、解像度変換部４５３が、解像度管理ＤＢ４００１に記憶され
ている伝送端末１０のディスプレイ１２０の解像度情報が表す解像度と、ステップＳ９０
６で取得された外部入力装置４０のディスプレイ２１６の解像度情報が表す解像度とに基
づいて、伝送端末１０に送信する表示データの解像度を変換する（ステップＳ９０７）。
【０１３０】
　ここで、ステップＳ９０７において解像度変換部４５３が行う「解像度の変換」処理の
詳細について、図２４を参照しながら説明する。まず、説明および記述の便宜上、ステッ
プＳ９０６で取得された外部入力装置４０のディスプレイ２１６の解像度情報のうち、縦
方向（高さ（Ｈ）方向）の解像度を「Ｈ４０」とし、横方向（幅（Ｗ）方向）の解像度を
「Ｗ４０」とする。同様に、解像度管理ＤＢ４００１に記憶されている伝送端末１０のデ
ィスプレイ１２０の解像度情報のうち、縦方向の解像度を「Ｈ１０」とし、横方向の解像
度を「Ｗ１０」とする。解像度変換部４５３は、これらの解像度Ｈ４０、Ｗ４０、Ｈ１０
およびＷ１０に基づいて、以下に説明するように表示データの縦方向の解像度を「Ｈ' 」
に、表示データの横方向の解像度を「Ｗ' 」に変換する。
【０１３１】
　図２４を参照すると、まず、解像度変換部４５３は、Ｈ４０≦Ｈ１０、かつＷ４０≦Ｗ
１０であるか否かを判定する（ステップＳ９０７１）。Ｈ４０≦Ｈ１０、かつＷ４０≦Ｗ
１０であると判定された場合（ステップＳ９０７１でＹＥＳの場合）には、解像度変換部
４５３は、表示データの縦方向の解像度Ｈ' および横方向の解像度Ｗ' を、それぞれＨ' 
＝Ｈ４０、Ｗ' ＝Ｗ４０とし、解像度を変換しない（ステップＳ９０７２）。
【０１３２】
　一方、Ｈ４０≦Ｈ１０、かつＷ４０≦Ｗ１０でないと判定された場合（ステップＳ９０
７１でＮＯの場合）には、解像度変換部４５３は、（Ｗ４０＞Ｗ１０、かつＨ４０≦Ｈ１
０）または（Ｗ４０＞Ｗ１０、かつＨ４０＞Ｈ１０、かつＨ１０≧Ｗ１０）であるか否か
を判定する（ステップＳ９０７３）。
【０１３３】
　（Ｗ４０＞Ｗ１０、かつＨ４０≦Ｈ１０）または（Ｗ４０＞Ｗ１０、かつＨ４０＞Ｈ１
０、かつＨ１０≧Ｗ１０）であると判定された場合（ステップＳ９０７３でＹＥＳの場合
）には、解像度変換部４５３は、表示データの横方向の解像度Ｗ' および縦方向の解像度
Ｈ' を、それぞれＷ' ＝Ｗ１０、Ｈ' ＝Ｈ４０＊Ｗ１０／Ｗ４０と変換する（ステップＳ
９０７４）。ここで、Ｗ１０／Ｗ４０は、幅（Ｗ）方向の圧縮率を表している。
【０１３４】
　一方、（Ｗ４０＞Ｗ１０、かつＨ４０≦Ｈ１０）または（Ｗ４０＞Ｗ１０、かつＨ４０
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＞Ｈ１０、かつＨ１０≧Ｗ１０）でないと判定された場合（ステップＳ９０７３でＮＯの
場合）には、解像度変換部４５３は、表示データの横方向の解像度Ｗ' および縦方向の解
像度Ｈ' を、それぞれＷ' ＝Ｗ４０＊Ｈ１０／Ｈ４０、Ｈ' ＝Ｈ１０と変換する。（ステ
ップＳ９０７５）。ここで、Ｈ１０／Ｈ４０は、高さ（Ｈ）方向の圧縮率を表している。
【０１３５】
　なお、ステップＳ９０７３において（Ｗ４０＞Ｗ１０、かつＨ４０＞Ｈ１０、かつＨ１
０≧Ｗ１０）でないと判定される場合とは、例えば、外部入力装置４０のディスプレイ２
１６の縦方向の解像度が、伝送端末１０のディスプレイ１２０の縦方向の解像度よりも高
く、かつ、外部入力装置４０のディスプレイ２１６の横方向の解像度が、伝送端末１０の
ディスプレイ１２０の横方向の解像度以下である場合（Ｈ４０＞Ｈ１０、かつＷ４０≦Ｗ
１０）である。あるいは、外部入力装置４０のディスプレイ２１６の横方向の解像度およ
び縦方向の解像度が、それぞれ伝送端末１０のディスプレイ１２０の横方向の解像度およ
び縦方向の解像度よりも高く、かつ、伝送端末１０のディスプレイ１２０の縦方向の解像
度が横方向の解像度よりも低い場合（Ｗ４０＞Ｗ１０、かつＨ４０＞Ｈ１０、かつＨ１０
＜Ｗ１０）である。
【０１３６】
　すなわち、ステップＳ９０７では、伝送端末１０のディスプレイ１２０の縦方向の解像
度より外部入力装置４０のディスプレイ２１６の縦方向の解像度が低い場合には、解像度
変換部４５３は表示データの縦方向の解像度を伝送端末１０のディスプレイ１２０の縦方
向の解像度に変換する（Ｈ' ＝Ｈ１０）。そして、解像度変換部４５３は表示データの横
方向の解像度を伝送端末１０のディスプレイ１２０の解像度の縦横比と同じ縦横比となる
ように変換する（Ｗ' ＝Ｗ４０＊Ｈ１０／Ｈ４０）。
【０１３７】
　また、伝送端末１０のディスプレイ１２０の横方向の解像度が外部入力装置４０のディ
スプレイ２１６の横方向の解像度より低い場合には、解像度変換部４５３は表示データの
横方向の解像度を伝送端末１０のディスプレイ１２０の横方向の解像度に変換する（Ｗ' 
＝Ｗ１０）。そして、解像度変換部４５３は表示データの縦方向の解像度を伝送端末１０
のディスプレイ１２０と解像度の縦横比が同じ縦横比となるように変換する（Ｈ' ＝Ｈ４
０＊Ｗ１０／Ｗ４０）。
【０１３８】
　図２２に戻って、解像度変換部４５３によって表示データの解像度が変換されると、表
示データ送信部４５２が、変換された表示データを伝送端末１０に送信する（ステップＳ
９０８）。
【０１３９】
　伝送端末１０の外部情報送受信部１８が外部入力装置４０から送信された表示データを
受信すると（ステップＳ９０８）、画像表示制御部１４ｂが受信された表示データをレン
ダリングし、ディスプレイ１２０に表示させる（ステップＳ９０９）。そして、表示画像
取得部１４ｃが、ステップＳ９０９で画像表示制御部１４ｂによってディスプレイ１２０
に表示されている画像を表すデータを取得する（ステップＳ９１０）。そして、送受信部
１１が画像取得部１４ｃによって取得されたデータを中継装置３０に送信する（ステップ
Ｓ９１１）。
【０１４０】
　このとき、解像度を変換しないで、表示データを受信した場合(Ｓ９０７２の場合)、表
示制御部４７は、表示データの幅と高さの比を保ったまま、ディスプレイ１２０で表示す
る解像度に拡大または縮小してレンダリングする。
【０１４１】
　例えば、表示データをディスプレイ１２０の解像度で全画面表示する場合は以下のよう
になる。
Wr = Wt, Hr = Hs * Wt / Ws  (if Wt/Ws < Ht/Hs)
 Hr = Ws * Ht / Hs, Hr = Ht  (else)
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ここで、Wr, Hrはそれぞれレンダリングした幅と高さを表す。また、受信した表示データ
の幅と高さをそれぞれWs, Hsとし、ディスプレイの幅と高さをそれぞれWt, Htとする。
【０１４２】
　また、操作入力受付部１２が解像度情報を受け付けると、解像度変更部２１ｄは、伝送
端末１０のディスプレイ１２０の解像度を変更する（ステップＳ９１２）。この「解像度
の変更」は、後述する図２５の処理フローにおけるステップＳ１０５、Ｓ１０９、Ｓ１１
７、Ｓ１２２の「解像度の変更」処理によって行われる。
【０１４３】
　解像度が変更されると、解像度取得部２１ａがその変更後の解像度を表す解像度情報を
取得し（ステップＳ９０２）、外部情報送受信部１８が、その解像度情報を外部入力装置
４０に送信する（ステップＳ９０３）。これ以降は、上記のステップＳ９０４以降で行っ
た処理と同様であるので、その説明を省略する。
【０１４４】
　次に、伝送端末１０が行う解像度制御（解像度の変更を含む）の処理について、図２５
に例示するフローチャートを参照しながら説明する。
【０１４５】
　図２５において、伝送端末１０の電源ＯＮにより処理を開始すると、解像度取得部２１
ａ（図４）は、ディスプレイ１２０にアクセスして表示可能な解像度を取得する（ステッ
プＳ１０１）。
【０１４６】
　次いで、解像度判定部２１ｂは、表示可能な解像度に、伝送端末１０と中継装置３０と
の間の画像データの通信に用いる基準アスペクト比（例えば、１６：９、解像度は１２８
０×７２０）以外の解像度を含んでいるか否かを判定する（ステップＳ１０２）。このよ
うな判定を行うのは、可能であれば、基準アスペクト比以外の解像度を選択し、補助情報
の表示のためのセグメント領域を付加したいためである。図２６（ａ）はその場合の画面
の一例を示したもので、画面の下端にセグメント領域ＳＲが追加され、このセグメント領
域ＳＲに補助情報ＡＸ（エラーメッセージと操作ボタン）が表示された状態を示している
。一方、図２６（ｂ）に示される例では、セグメント領域は付加されず、画面の下端部に
補助情報ＡＸが挿入される形で表示された状態を示している。
【０１４７】
　基準アスペクト比以外の解像度を含んでいる場合（ステップＳ１０２のＹＥＳ）、解像
度選択部２１ｃは、基準アスペクト比以外の解像度の中から所定の基準で解像度を選択す
る（ステップＳ１０３）。所定の基準としては、最も解像度が高いもの（幅×高さが最大
値をもつもの）を優先して選択したり、特定のアスペクト比（例えば、８：５）の解像度
を優先して選択したり、補助情報の文字サイズや文字数等に適した解像度を選択したり、
ユーザに優先すべき解像度を定義させたり（例えば、ＷＸＧＡ（１２８０×８００）やＸ
ＧＡ（１０２４×７６８））等の種々の基準を用いることができる。
【０１４８】
　次に、画像表示制御部１４ｂの一機能である画像加工部（図示せず）は、基準アスペク
ト比で内部的に生成される画像データを、選択された解像度に伸縮するとともに、セグメ
ント領域を追加する（ステップＳ１０４）。この画像加工部は、具体的には次のような処
理を行う。まず、変換前の画像を変換後の幅に一致するように対称に伸縮する。変換前と
変換後の幅が同じである場合、伸縮は行われない（拡大率または縮小率が１倍）。次に、
伸縮後の画像の高さを調べ、変換後の高さになるように伸縮後の画像にセグメント領域を
追加する。図２６（ａ）に示した例では、画面の下端にセグメント領域ＳＲが追加されて
いる。なお、セグメント領域を追加する位置は下端に限られたものではなく、上端に追加
してもよいし、半分の高さをもつセグメント領域を画面の上下端に追加してもよい。
【０１４９】
　次に、解像度変更部２１ｄは、選択された解像度になるようにディスプレイ１２０の解
像度を変更する（ステップＳ１０５）。この処理により、ディスプレイ１２０は変更後の
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解像度で表示される。
【０１５０】
　次に、画像表示制御部１４ｂの一機能であるフラグ設定部（図示せず）は、フラグ"ove
rlap"を"false"（偽）に設定する（ステップＳ１０６）。このフラグは、画像表示制御部
１４ｂがエラーなどを検知して、現在表示されている画像データとは別の補助情報の表示
制御を行うときに参照される。"overlap"の値は、補助情報を画像データに重なるように
表示させるときは（図２６（ｂ）の場合）"true"となり、重ねないように制御するときは
（図２６（ａ）の場合）"false"の値をもつ。
【０１５１】
　一方、基準アスペクト比以外の解像度を含んでいない場合（ステップＳ１０２のＮＯ）
、解像度選択部２１ｃは、基準アスペクト比の中から所定の基準で解像度を選択する（ス
テップＳ１０７）。所定の基準は、ステップＳ１０３で説明したものと同様である。
【０１５２】
　次に、画像表示制御部１４ｂの一機能である画像加工部（図示せず）は、基準アスペク
比で内部的に生成される画像データを、選択された解像度に伸縮する（ステップＳ１０８
）。この場合、同じアスペクト比の伸縮であるため、画像データの幅および高さのいずれ
の方向にもブランク領域は発生せず、セグメント領域は追加しない（図２６（ｂ）の画面
表示例、参照）。
【０１５３】
　次に、解像度変更部２１ｄは、選択された解像度になるようにディスプレイ１２０の解
像度を変更する（ステップＳ１０９）。この処理により、ディスプレイ１２０は変更後の
解像度で表示される。次に、画像表示制御部１４ｂの一機能であるフラグ設定部（図示せ
ず）は、フラグ"overlap"を"true"（真）に設定する（ステップＳ１１０）。
【０１５４】
　ここまでは、伝送端末１０の電源ＯＮ時における初期処理である。これ以降は、電源Ｏ
Ｎの後にディスプレイ１２０が交換された場合に対応するためのループ処理となる。
【０１５５】
　解像度取得部２１ａは、ディスプレイ１２０にアクセスして現在表示している解像度を
取得する（ステップＳ１１１）。次いで、解像度取得部２１ａは、ディスプレイ１２０に
アクセスして表示可能な解像度を取得する（ステップＳ１１２）。
【０１５６】
　次いで、解像度判定部２１ｂは、表示可能な解像度に、伝送端末１０と中継装置３０と
の間の画像データの通信に用いる基準アスペクト比（例えば、１６：９）以外の解像度を
含んでいるか否かを判定する（ステップＳ１１３）。基準アスペクト比以外の解像度を含
んでいる場合（ステップＳ１１３のＹＥＳ）、解像度選択部２１ｃは、基準アスペクト比
以外の解像度の中から所定の基準で解像度を選択する（ステップＳ１１４）。所定の基準
は、ステップＳ１０３で説明したものと同様である。
【０１５７】
　次に、解像度判定部２１ｂは、現在表示している解像度と選択した解像度は異なるか否
かを判定する（ステップＳ１１５）。現在表示している解像度と選択した解像度が異なる
場合（ステップＳ１１５のＹＥＳ）、画像表示制御部１４ｂの一機能である画像加工部（
図示せず）は、基準アスペクト比で内部的に生成される画像データを、選択された解像度
に伸縮するとともに、セグメント領域を追加する（ステップＳ１１６）。
【０１５８】
　次に、解像度変更部２１ｄは、選択された解像度になるようにディスプレイ１２０の解
像度を変更する（ステップＳ１１７）。この処理により、ディスプレイ１２０は変更後の
解像度で表示される。次に、画像表示制御部１４ｂの一機能であるフラグ設定部（図示せ
ず）は、フラグ"overlap"を"false"（偽）に設定する（ステップＳ１１８）。一方、現在
表示している解像度と選択した解像度が同じ場合（ステップＳ１１５のＮＯ）、ステップ
Ｓ１１６～Ｓ１１８の処理は行わない。解像度の変更を要しないからである。
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【０１５９】
　一方、基準アスペクト比以外の解像度を含んでいない場合（ステップＳ１１３のＮＯ）
、解像度選択部２１ｃは、基準アスペクト比の中から所定の基準で解像度を選択する（ス
テップＳ１１９）。所定の基準は、ステップＳ１０３で説明したものと同様である。
【０１６０】
　次に、解像度判定部２１ｂは、現在表示している解像度と選択した解像度は異なるか否
かを判定する（ステップＳ１２０）。現在表示している解像度と選択した解像度が異なる
場合（ステップＳ１２０のＹＥＳ）、画像表示制御部１４ｂの一機能である画像加工部（
図示せず）は、基準アスペクト比で内部的に生成される画像データを、選択された解像度
に伸縮する（ステップＳ１２１）。
【０１６１】
　次に、解像度変更部２１ｄは、選択された解像度になるようにディスプレイ１２０の解
像度を変更する（ステップＳ１２２）。この処理により、ディスプレイ１２０は変更後の
解像度で表示される。次に、画像表示制御部１４ｂの一機能であるフラグ設定部（図示せ
ず）は、フラグ"overlap"を"true"（真）に設定する（ステップＳ１２３）。一方、現在
表示している解像度と選択した解像度が同じ場合（ステップＳ１２０のＮＯ）、ステップ
Ｓ１２１～Ｓ１２３の処理は行わない。解像度の変更を要しないからである。
【０１６２】
　以上の処理は、プログラムが起動している間、繰り返される。そのため、異なる解像度
をもつ別のディスプレイ１２０につなぎなおされた場合であっても、図２５の処理が継続
していることになる。この繰り返し処理は、定期的にディスプレイ１２０の解像度の変化
を監視する処理に相当するが、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）のプログラムでよく知られた
イベント機構を導入して処理を実行することも可能である。この場合、別のディスプレイ
１２０に接続されることにより解像度の変更があったときは、イベント通知が行われるよ
うにプログラムの起動時に登録しておく。その後、このイベントが発生するたびに画像表
示制御部１４ｂにおいて、図２５のステップＳ１１１からの処理を実行すればよい。
【０１６３】
　＜実施例の変形＞
　図２２に示した実施形態では、外部入力装置４０から伝送端末１０に、さらに伝送端末
１０から中継装置３０に送信される表示データをＢｉｔｍａｐ形式（非圧縮形式）で伝送
する場合を例にとって説明したが、本発明はかかる伝送形式に限定されないことはもちろ
んである。例えば、ＪＰＥＧ、ＧＩＦ等の圧縮形式を用いて表示データを伝送するように
してもよい。
【０１６４】
　以下、図２７を参照して圧縮形式を用いる場合の処理例について説明する。図２７に示
す処理フローは、図２２に示した処理フローと比較して、表示データの圧縮およびその解
凍に関連する処理（ステップＳ９０７－Ａ、Ｓ９０８－Ａ、Ｓ９１０－Ａ）が追加されて
いる点で異なる。これら追加されたステップ以外の他のステップで行う処理については、
図２２の場合と同じであるので、その説明は省略する。
【０１６５】
　図２７において、外部入力装置４０の解像度変換部４５３が表示データの解像度変換を
行った後（ステップＳ９０７）、その解像度変換後の表示データに対して所定の圧縮（符
号化）処理を行う（ステップＳ９０７－Ａ）。本実施形態では、この圧縮処理を表示デー
タ取得部４５１が行うようになっている。
【０１６６】
　一方、伝送端末１０では、外部入力装置４０から送信された解像度変換後の圧縮表示デ
ータを外部情報送受信部１８が受信した後（ステップＳ９０８）、その受信した圧縮表示
データの解凍（復号化）を行う（ステップＳ９０８－Ａ）。本実施形態では、この解凍処
理を表示画像取得部１４ｃが行うようになっている。
【０１６７】
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　次いで、画像表示制御部１４ｂが、その解凍（復号化）された表示データをレンダリン
グし、ディスプレイ１２０に表示させた後（ステップＳ９０９）、表示画像取得部１４ｃ
が、ディスプレイ１２０に表示されている表示データを取得する（ステップＳ９１０）。
ここで取得された表示データ（非圧縮データ）は、２系統に分割される。表示画像取得部
１４ｃは、その一方の表示データに対し所定の圧縮（符号化）を行う（ステップＳ９１０
－Ａ）。そして、送受信部１１が、表示画像取得部１４ｃによって取得された圧縮表示デ
ータを通信ネットワーク２を介して中継装置３０に送信する（ステップＳ９１１）。
【０１６８】
　圧縮表示データは、さらに中継装置３０を経由して他の伝送端末１０（図１）で受信さ
れる。その圧縮表示データを受信した伝送端末１０は、上記のように画像表示制御部１４
ｂが所定の解凍（復号化）処理を行った後、その表示データをレンダリングし、ディスプ
レイ１２０に表示させることで、送信元の伝送端末１０との間で画面表示データを共有す
ることができる。つまり、外部入力装置４０の表示データを自端末（伝送端末１０）およ
び他の伝送端末１０に送信することで、各拠点の伝送端末１０間で表示データを共有する
ことができる。
【０１６９】
　一方、ステップＳ９１０で表示画像取得部１４ｃによって取得され、２系統に分割され
た表示データ（非圧縮データ）のうち他方の表示データは、ステップＳ９１２において解
像度の変更処理がなされる。これ以降は、上記の図２５に関連して説明した処理と同じで
あるので、その説明は省略する。
【０１７０】
　上述したように、外部入力装置４０で解像度変換された表示データを圧縮形式に変換し
て伝送（伝送端末１０→中継装置３０→他の伝送端末１０）を行うと、Ｂｉｔｍａｐ形式
のような非圧縮形式を用いた場合（図２２）と比べて、伝送容量を小さくすることができ
るので、通信負荷を減らすことができる。
【０１７１】
　以上説明したように、本実施例の伝送システムは、マウスで全体領域を選択すれば画面
全体を、選択しなければアクティブな領域を、テレビ会議の相手が利用している伝送端末
と共有できる。したがって、画面全体と一部の領域を任意に選択して共有することができ
る。
【実施例２】
【０１７２】
　本実施例では、ユーザが外部入力装置４０のディスプレイ２１６に表示される表示領域
選択メニューを操作することで、伝送端末画面において、ユーザが全体領域又は任意の領
域を選択して表示することが可能な伝送システム１について説明する。
【０１７３】
　図２８は実施例１の図２１と同様に、外部入力装置４０ａａに表示されているデスクト
ップ画面の一例を示す図である。図２８（ａ）は外部入力装置４０ａａに表示されている
デスクトップ画面の一例を示す図である。図２８（ａ）ではデスクトップ画面の右下に表
示領域選択メニュー３１０（特許請求の範囲の表示データ送信許否メニューに相当する）
が表示される。
【０１７４】
　図２８（ｂ）（ｃ）は表示領域選択メニュー３１０を拡大して表示する図の一例である
。図２８（ｂ）では「共有の開始」という文字が表示された共有設定受付ボタン３０１が
、図２８（ｃ）では「共有の停止」という文字が表示された共有設定受付ボタン３０１が
示されている。共有設定受付ボタン３０１の機能は、実施例１と同様である。
【０１７５】
　また、図２８（ｂ）（ｃ）では、共有設定受付ボタン３０１に加え、２つのラジオボタ
ン３０２，３０３が表示されている。一方のラジオボタン３０２は「全体領域（フルスク
リーン）」であり、他方のラジオボタン３０３は「アクティブな領域」である。すなわち
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、ラジオボタン３０２，３０３は、ユーザが全体領域かアクティブな領域のどちらを表示
データとするかを排他的に選択するためのものである。ユーザが２つのラジオボタン３０
２，３０３のどちらかを選択すると、操作入力受付部４６がこの選択を受け付ける。
【０１７６】
　共有設定受付ボタン３０１により「共有の開始」が選択されている場合（表示データの
共有中の場合）は、ユーザが選択するラジオボタン３０２，３０３を切り替えるたびに、
伝送端末１０ａａのディスプレイ１２０に表示される表示データが、全体領域とアクティ
ブな領域に交互に切り替わる。
【０１７７】
　共有設定受付ボタン３０１により「共有の開始」が選択されていない場合（表示データ
の共有中でない場合）は、ユーザが「共有の開始」をクリックすると、選択されているラ
ジオボタン３０２，３０３の表示データの共有が開始される。
【０１７８】
　動作手順を説明するためのフローチャート図については実施例１の図２２～３０と同様
であるが、図２３の処理の一部が異なっている。図２９は、表示データ取得部４５１が表
示データを取得する処理の詳細について説明するフローチャート図の一例である。
【０１７９】
　操作入力受付部４６は、ユーザがラジオボタン３０２で全体領域を選択したか否かを判
定する（Ｓ９０５１－２）。
【０１８０】
　ユーザがラジオボタン３０２で全体領域を選択した場合（Ｓ９０５１－２のＹｅｓ）、
表示データ取得部４５１はディスプレイ２１６に表示されているデスクトップ画面の全体
を表示データとして取得して終了する（Ｓ９０５２）。
【０１８１】
　ユーザがラジオボタン３０２で全体領域を選択しない場合（Ｓ９０５１－２のＮｏ）、
すなわち、ユーザがラジオボタン３０３でアクティブな領域を選択した場合（Ｓ９０５１
のＮｏ）、表示データ取得部４５１はアクティブな領域があるか否かを判定する（Ｓ９０
５３）。判定方法は実施例１と同様でよい。
【０１８２】
　ユーザａａがアクティブな領域を閉じるなどして、アクティブな領域がなかった場合（
Ｓ９０５３のＮｏ）、処理はステップＳ９０５２に進み、表示データ取得部４５１はデス
クトップ画面の全体を表示データとして取得する。
【０１８３】
　アクティブな領域があった場合（Ｓ９０５３のＹｅｓ）、表示データ取得部４５１は、
表示制御部がディスプレイ２１６に表示させている表示データのうち、アクティブになっ
ている領域の表示データを取得する（Ｓ９０５４）。以降の処理は実施例１と同様となる
。
【０１８４】
　本実施例によれば、ＯＳがデスクトップ画面の全体を１つの領域として扱うことをサポ
ートしてない場合でも、表示領域選択メニュー３１０によりユーザが全体領域を選択する
ことを可能にできる。
【実施例３】
【０１８５】
　実施例１，２では表示データ取得部４５１が全体領域又はアクティブな領域の表示デー
タを取得する際、マウスカーソルが表示されないという不都合がある。
【０１８６】
　これは、表示データの取得を行うためにキーボードのPrint Screenボタンを使用された
場合を例にすると分かるが、Print Screenボタンが押下されてもマウスカーソルはキャプ
チャされない。このため、表示データ取得部４５１も、マウスカーソルが全体領域又はア
クティブな領域を指し示す場合、表示データにマウスカーソルを合成することが好ましい



(32) JP 6183003 B2 2017.8.23

10

20

30

40

50

。
【０１８７】
　図３０（ａ）は、本実施例の外部入力装置の機能ブロック図の一例を示す図である。図
３０（ａ）は図１３と同様であり、図３０（ｂ）は表示データ取得部４５１の機能ブロッ
ク図を示している。表示データ取得部４５１は、指示情報取得部４５１１、画面情報取得
部４５１２、表示データ作成部４５１３を有している。画面情報取得部４５１２は、外部
入力装置４０がディスプレイ２１６に表示している表示データを取得する。指示情報取得
部４５１１は、マウスカーソルなどの位置やマウスカーソルのアイコン画像などの指示情
報（特許請求の範囲のカーソル情報に相当する）を取得する。指示情報は、画面における
マウスカーソルの座標データ、又は、画面におけるマウスカーソルの座標データとそのア
イコン画像である。マウスカーソルの座標データは、所定のコマンドでＯＳに問い合わせ
ることで取得できる。マウスカーソルのアイコン画像は、同様にＯＳから取得してもよい
し、予め既知のマウスカーソルのアイコン画像を画像データとしてもよい。
【０１８８】
　表示データ作成部４５１３は、表示データにアイコン画像を合成する。外部入力装置４
０は表示データを遠隔通信端末１０に送信するので、各ユーザはマウスカーソルが画面上
の表示データを特定する位置を共通に把握することができる。
【０１８９】
　〔アイコン画像の合成〕
　アイコン画像の合成方法は、全体領域を表示データとする場合とアクティブな領域を表
示データとする場合で異なる。
・全体領域を表示データとする場合
　図３１は、表示データへのアイコン画像の合成を模式的に説明する図の一例である。図
３１の表示データは、外部入力装置４０ａａがディスプレイ１２０ａａに表示している画
面の全体である。マウスカーソルはデスクトップ画面の全体を移動できる。
【０１９０】
　指示情報取得部４５１１はマウスカーソルのアイコン画像、マウスカーソルの座標デー
タを取得する。座標データは直交座標系で表され、左上の頂点（コーナー）を原点とする
ピクセル単位でマウスカーソルの２次元上の位置を示す座標である。
【０１９１】
　したがって、表示データ作成部４５１３は、例えばマウスカーソルの先端部を、座標デ
ータが示す表示データの位置に配置することで、表示データにマウスカーソルを合成する
ことができる。なお、合成とは、表示データにマウスカーソルのアイコン画像を配置して
（重なる画素の画素値を置き換えて）１つの画像データとすることである。
【０１９２】
　・アクティブな領域を表示データとする場合
　図３２は、表示データへのアイコン画像の合成を模式的に説明する図の一例である。マ
ウスカーソルの座標（Ｘ，Ｙ）はデスクトップ画面の左上を原点とする座標であるのに対
し、アクティブな領域はデスクトップ画面の一部の領域に過ぎない。このため、アクティ
ブな領域の表示データに対して座標（Ｘ、Ｙ）にアイコン画像を合成してしまうと、アク
ティブな領域の左上コーナの座標（Ｘ'、Ｙ'）を基準にアイコン画像が配置されるため、
表示データではアイコン画像の位置が変わってしまう。
【０１９３】
　そこで、指示情報取得部４５１１は、アクティブな領域を表示データとする場合、以下
のようにマウスカーソルの座標データを補正する。
Ｘ＝Ｘ－Ｘ'
Ｙ＝Ｙ－Ｙ'
こうすることで、表示データとアイコン画像の相対位置を維持して表示データにアイコン
画像を合成できる。
【０１９４】
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　図３３は表示データ取得部４５１が表示データにアイコン画像を合成する手順を示すフ
ローチャート図の一例である。図３３の処理は図２２のステップＳ９０５の中で行われ、
実施例１，又は、実施例２の表示データの取得処理の後に行われる。また、図３３では、
アクティブな領域が表示データであるものとする。
【０１９５】
　指示情報取得部４５１１はマウスカーソルの座標データを取得する（Ｓ９０５－１１）
。全体領域が表示データの場合、この後、表示データにアイコン画像を合成すればよい。
【０１９６】
　指示情報取得部４５１１は、ステップＳ９０５－１１で取得した座標データが、アクテ
ィブな領域に含まれるか否かを判定する（Ｓ９０５－１２）。
【０１９７】
　アクティブな領域に含まれない場合（Ｓ９０５－１２のＮｏ）、アイコン画像を合成す
る必要がないので、表示データ作成部４５１３はマウスカーソルのアイコン画像をアクテ
ィブな領域の表示データに合成することなく処理を終了する。
【０１９８】
　アクティブな領域に含まれる場合（Ｓ９０５－１２のＹｅｓ）、表示データ作成部４５
１３はマウスカーソルのアイコン画像を取得する（Ｓ９０５－１３）。
【０１９９】
　次に、表示データ作成部４５１３は、アクティブな領域の表示データに、ステップＳ９
０５－１３で取得したアイコン画像を合成して処理を終了する（Ｓ９０５－１４）。表示
データ作成部４５１３は、マウスカーソルの先端部の座標データ(X, Y)とアクティブな領
域の左上隅の座標(X', Y')を参照する。そして、アクティブな領域の画像だけを取り込ん
だ表示データの左上コーナを原点に（(X-X'), (Y-Y')）の位置にマウスカーソルのアイコ
ン画像を合成する。
【０２００】
　以上のように、アクティブな領域を共有している場合であっても、全体領域を共有する
場合と、マウスカーソルのアイコン画像の合成位置を異ならせることにより、伝送端末１
０ｄｂのディスプレイ１２０に正しくマウスカーソルを表示させることができる。
【０２０１】
　なお、図３３のＳ９０５－１２では、アクティブな領域が選択されているとしたが、常
に、アクティブな領域が選択された場合の合成処理を適用し、全体領域が選択された場合
に、X' = 0, Y' = 0としてもよい。
【実施例４】
【０２０２】
　実施例１では、ユーザがマウスで情報入力装置４０の特定の領域を選択すればアクティ
ブな領域を、テレビ会議の相手が利用している伝送端末１０ｄｂと共有する伝送端末１０
ａａについて説明した。
【０２０３】
　同様に、実施例２では、ユーザが情報入力装置４０の表示領域選択メニュー３１０でラ
ジオボタン３０３を選択することで、アクティブな領域をテレビ会議の相手が利用してい
る伝送端末１０ｄｂと共有する伝送端末１０ａａについて説明した。
【０２０４】
　しかしながら、アクティブな領域はユーザの操作で容易に変えることができる反面、必
ずしも共有の対象として適切ではない領域がアクティブな領域となる場合がある。
【０２０５】
　図３４は、Windows（登録商標）において共有の対象とすべきでない領域の一例を示す
図である。図３４（ａ）はスタートボタンをクリックすることで表示されるBaseBar４０
１と呼ばれる領域である。ユーザは表示されたメニューから任意の１つを選択することが
できる。
【０２０６】
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　Windows（登録商標）ではこの領域も１つのウィンドウとして扱われる。したがって、B
aseBarがアクティブな領域となる。このため、伝送端末１０ａａと１０ｄｂで、BaseBar
が共有されるが、すでにアクティブな領域と比べBaseBarには共有すべき情報が少ないの
でこのような領域はアクティブであっても共有すべきでない場合が多い。
【０２０７】
　図３４（ｂ）はアプリケーションのアイコンをユーザがオンマウスすることで表示され
るアプリケーションのサムネイル表示領域４０２の一例である。図では、ファイル管理の
アプリケーションのアイコンがオンマウスされた例を示しており、ファイル管理のアプリ
ケーションが作成した３つの画面のサムネイルが表示されている。３つのサムネイルが表
示されているサムネイル表示領域４０２がアクティブな領域である。ユーザは表示された
サムネイルを１つ選択した場合、ファイル管理のアプリケーションが作成する画面がアク
ティブな領域として、ディスプレイ２１６に表示される。
【０２０８】
　このように、外部入力装置４０ａａを操作しているユーザがタスクバーのアイコンをオ
ンマウスするだけでサムネイル表示領域がアクティブな領域と認識される。このため、伝
送端末１０ａａと１０ｄｂで、サムネイル表示領域が共有されるが、サムネイル表示領域
には共有すべき情報が少ないのでこのような領域はアクティブであっても共有すべきでな
い場合が多い。
【０２０９】
　図３４（ｃ）はツールチップと呼ばれる機能が作成するポップアップ領域の一例を示し
ている。図３４（ｂ）のサムネイル表示領域と同様に、ツールチップが埋め込まれたアイ
コンなどをユーザがオンマウスするとポップアップ領域４０３が表示される。ポップアッ
プ領域がアクティブな領域となる。
【０２１０】
　このように外部入力装置４０ａａを操作しているユーザがタスクバーのアイコンをオン
マウスするだけでポップアップ領域がアクティブな領域と認識される。このため、伝送端
末１０ａａと１０ｄｂで、ポップアップ領域が共有されるが、ポップアップ領域には共有
すべき情報が少ないのでこのような領域はアクティブであっても共有すべきでない場合が
多い。
【０２１１】
　また、図３４（ａ）～（ｃ）のいずれもユーザによっては操作頻度が高い操作となるの
で、ユーザが意図しないのに共有する表示データが頻繁に切り替わってしまうおそれもあ
る。
【０２１２】
　そこで、本実施例では、予め定められた領域がアクティブになっても、ディスプレイ２
１６ａａに表示された表示データを取得しない情報入力装置４０ａａについて説明する。
情報入力装置４０ａａが表示データを取得しないので、予め定められた領域がアクティブ
になっても伝送端末１０ａａと１０ｄｂが表示データを共有することもない。
【０２１３】
　図３５は外部入力装置４０の機能ブロック図、図３６は除外管理テーブル４００２の一
例を示す図である。記憶部４０００には除外管理ＤＢ４００２が構築され、この除外管理
ＤＢ４００２には、図３６に一例として示されるような除外管理テーブル４００２が格納
されている。除外管理テーブル４００２には、アクティブな領域になっても表示データが
取得されない領域の領域名（ウィンドウ名）が登録されている。なお、除外管理テーブル
４００２は伝送端末の記憶部１０００に記憶されており、表示データ取得プログラム１４
５１と共に情報入力装置にインストールされる。
【０２１４】
　Windows（登録商標） APIを利用した場合、アクティブな領域はＯＳからクラス名とし
て通知される。図３４（ａ）～（ｃ）に示した領域の領域名もＯＳによって一意に決まっ
ている。したがって、開発者などが、アクティブになっても表示データを取得すべきでな
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いと考える領域をリストアップしておき、除外管理テーブル４００２に登録しておくこと
ができる。例えば、図３４（ａ）の領域名はBaseBarであり、図３４(b)の領域名はShell_
TrayWndであり、図３４(c)の領域名はtooltip_class32である。
【０２１５】
　なお、除外管理テーブル４００２に登録するのは領域名でなくても、領域を一意に特定
できる識別情報であればよい。例えば、領域は領域名だけでなくＯＳのメーカが付与する
番号（数値や記号を含んでもいてもよい）を有している。したがって、この番号のような
識別情報で領域を特定することもできる。
【０２１６】
　図３７は、表示データ取得部４５１が全体領域又は領域の表示データを取得する手順を
示すフローチャート図の一例である。なお、図３７の手順においては図２３に対し主要な
ステップのみを説明する。ユーザａａは、すでに図２１（ｂ）の共有設定受付ボタン３０
１をクリックしたものとする。
【０２１７】
　操作入力受付部４６は、全体領域の選択を受け付けたか否かを判定する（Ｓ９０５１）
。
【０２１８】
　全体領域の選択を受け付けた場合（Ｓ９０５１のＹｅｓ）、表示データ取得部４５１は
ディスプレイ２１６に表示されているデスクトップ画面の全体を表示データとして取得し
て終了する（Ｓ９０５２）。
【０２１９】
　全体領域の選択を受け付けない場合（Ｓ９０５１のＮｏ）、表示データ取得部４５１は
アクティブな領域があるか否かを判定する（Ｓ９０５３）。
【０２２０】
　アクティブな領域があった場合（Ｓ９０５３のＹｅｓ）、表示データ取得部４５１は、
ＯＳからアクティブな領域の領域名を取得して除外管理テーブル４００２に登録されてい
る領域名と比較する（Ｓ９０５３－１）。一致しない場合は、除外管理テーブル４００２
の全ての領域名と比較し、一致した場合は一致した時点で比較をやめる。
【０２２１】
　アクティブな領域の領域名が除外管理テーブル４００２に登録されている場合（Ｓ９０
５３－２のＹｅｓ）、表示データ取得部４５１はディスプレイ２１６に表示されているデ
スクトップ画面の全体を表示データとして取得して終了する（Ｓ９０５２）。これにより
、アクティブな領域が、図３４に示したBaseBar４０１などの領域に切り替わっても、ア
クティブな領域でなく全体領域を表示できる。なお、全体領域を表示するのでなく、除外
管理テーブル４００２に登録されておらずかつ直前にアクティブであった領域の表示デー
タを取得してもよい。
【０２２２】
　アクティブな領域の領域名が除外管理テーブル４００２に登録されていない場合（Ｓ９
０５３－２のＮｏ）、表示制御部がディスプレイ２１６に表示させている表示データのう
ち、アクティブになっている領域の表示データを取得する（Ｓ９０５４）。すなわち、実
施例１と同様にアクティブな領域の表示データが取得される。以降の手順は実施例１と同
様であり、図２２の手順が引き続き実行される。
【０２２３】
　図３７は実施例１の図２３の変形例であるが、実施例２の図２９の手順に対しても、Ｓ
９０５３－１、Ｓ９０５３－２の処理は全く同様に適用できる。したがって、ユーザがど
のようにしてアクティブな領域を選択するか否かに関わらず、除外管理テーブル４００２
に登録された領域の表示データが共有されることを防止できる。
【０２２４】
　なお、本実施例においても、実施例３と同様に、マウスカーソルのアイコン画像を領域
に合成できる。
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【０２２５】
　また、情報入力装置４０にインストールされた表示データ取得プログラム１４５１には
、除外管理テーブル４００２に登録された領域名とアクティブな領域の領域名との比較を
停止する所定のメニューが用意されている。ユーザが除外管理テーブル４００２に登録さ
れた領域を表示データとして共有したい場合は、このメニューから設定可能である。よっ
て、ユーザは、除外管理テーブル４００２に登録された領域名の領域を表示データとする
か否かを、任意に切り替えることができる。
【０２２６】
　以上説明したように、本実施例によれば、実施例１～３の効果に加え、表示データとす
べきでない領域から表示データを取得することを防止できる。これにより、ユーザ操作に
より表示データが頻繁に切り替わるなどの煩わしさも低減できる。
【実施例５】
【０２２７】
　実施例１，２又は実施例４では、ユーザが選択した任意のアクティブな領域又は全体領
域を伝送端末間で共有することができた。しかし、実施例２のようにアクティブな領域又
は全体領域をデスクトップ画面に表示された表示領域選択メニュー３１０（図２８（ａ）
参照）から外部入力装置が受け付ける場合、不都合が生じるおそれがある。具体的には、
表示領域選択メニュー３１０が１つのアプリケーションウィンドウとして実装された場合
、ユーザが表示領域選択メニュー３１０のラジオボタン３０２，３０３を選択することで
、表示領域選択メニュー３１０がアクティブ領域になってしまい、伝送端末間で共有され
てしまう。この結果、会議の参加者がディスプレイ１２０に表示された表示データをどの
ように扱うべきか違和感を感じる状況が生じうる。
【０２２８】
　そこで、本実施例では、ウィンドウとして実装された表示領域選択メニュー３１０がユ
ーザ操作によりアクティブ領域に切り替わった場合、表示領域選択メニュー３１０を共有
しない伝送システムについて説明する。具体的には、表示データ取得部４５１は除外管理
ＤＢ４００２を利用して表示領域選択メニュー３１０のラジオボタン３０２，３０３が選
択された場合に、表示領域選択メニュー３１０のウィンドウがアクティブでもその表示デ
ータを取得しない。これにより、ラジオボタン３０２，３０３が選択された場合に表示領
域選択メニュー３１０が共有されることを防止できる。
【０２２９】
　図３８は本実施例の除外管理テーブル４００２の一例を示す図である。外部入力装置４
０の機能ブロックは実施例４の図３５と同様でよい。除外管理テーブル４００２には、ア
クティブな領域になっても表示データが取得されない領域の領域名（ウィンドウ名）が登
録されている。本実施例では図３６と比較して新たに「RScreenShare」という領域名が登
録されている。「RScreenShare」はウィンドウとして実装された表示領域選択メニュー３
１０の領域名である。したがって、表示データ取得部４５１は、ウィンドウとして実装さ
れた表示領域選択メニュー３１０がアクティブになった場合に、共有することを防止でき
る。
【０２３０】
　図３９は、表示データ取得部４５１が全体領域又は領域の表示データを取得する手順を
示すフローチャート図の一例である。なお、図３９の手順においては図３７に対し主要な
ステップのみを説明する。
【０２３１】
　ユーザａａは、図２８（ａ）のように「共有の開始」と表記された共有設定受付ボタン
３０１を押下（クリック）する。これにより、表示領域選択メニュー３１０のウィンドウ
がアクティブになる。なお、押下時にはラジオボタン３０２又は３０３のどちらが選択さ
れていてもよく、「全体領域（フルスクリーン）」が選択される場合と、「アクティブな
領域」が選択される場合がある。
【０２３２】
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　ステップＳ９０５１，Ｓ９０５２、Ｓ９０５３及びＳ９０５３－１の処理は図３７と同
様である。
【０２３３】
　一方、Ｓ９０５３－２において、アクティブな領域の領域名が除外管理テーブル４００
２に登録されており（Ｓ９０５３－２のＹｅｓ）、起動フラグが"１"でない場合には（Ｓ
９０５３－３のＮｏ）、表示データ取得部４５１はデスクトップ画面の全体を表示データ
として取得しない。起動フラグは外部入力装置用プログラムの起動時に"１"、全体領域の
表示データの取得により"０"となるフラグであり、外部入力装置用プログラムの起動直後
のふるまいを制御するためのフラグである。すなわち、図３７（実施例４）では、アクテ
ィブな領域の領域名が除外管理テーブルの領域名と一致していた場合に全体領域（フルス
クリーン）が共有されていたが、本実施例では原則的に全体領域が共有されない。例外的
に起動直後は全体領域が共有される。　アクティブな領域の領域名が除外管理テーブル４
００２に登録されていない場合（Ｓ９０５３－２のＮｏ）、表示制御部がディスプレイ２
１６に表示させている表示データのうち、アクティブになっている領域の表示データを取
得する（Ｓ９０５４）。すなわち、実施例４と同様にアクティブな領域の表示データが取
得される。
【０２３４】
　したがって、本実施例の外部入力装置４０は以下のように動作する。まず、外部入力装
置用プログラムが起動した直後、図２８の表示領域選択メニュー３１０の初期状態は、ラ
ジオボタン３０２が選択された状態となる。
(i)　ラジオボタン３０２の「全体領域（フルスクリーン）」が選択された状態で共有設
定受付ボタン３０１が押下された場合、Ｓ９０５１でＹｅｓと判定され、表示データ取得
部４５１は全体領域の共有を開始する。
(ii)　ユーザがラジオボタン３０３を選択し「アクティブな領域」が選択された状態で共
有設定受付ボタン３０１が押下された場合、表示領域選択メニュー３１０がアクティブに
なるが表示領域選択メニュー３１０を共有するのは好ましくなく、また、共有されていた
アクティブ領域もないので、外部入力装置用プログラムは全体領域を共有する。このため
、上記の起動フラグを使用する。
【０２３５】
　ラジオボタン３０３が選択された場合、ステップＳ９０５３でアクティブな領域（表示
領域選択メニュー３１０）があると判断され、Ｓ９０５３－１からＳ９０５３－２でＹｅ
ｓと判定される。起動直後はステップＳ９０５３－３にて起動フラグが"１"と判定される
ので、表示データ取得部４５１は全体領域の表示データを取得する（Ｓ９０５２）。全体
領域の表示データを取得することで、起動フラグには"０"が設定される。
【０２３６】
　すなわち、共有開始の当初は、ラジオボタン３０２、３０３のいずれが選択されても、
全体領域（フルスクリーン）の共有が開始される。その後、ユーザが除外管理テーブル４
００２に登録されていない領域をアクティブにした場合、ユーザがアクティブにした領域
が共有される。
【０２３７】
　(iii) 「全体領域（フルスクリーン）」が共有された状態で、ラジオボタン３０２の「
全体領域（フルスクリーン）」が選択された共有設定受付ボタン３０１が押下された場合
、Ｓ９０５１でＹｅｓと判定され、表示データ取得部４５１は全体領域の共有を継続する
。
「全体領域（フルスクリーン）」が共有された状態で、ラジオボタン３０３の「アクティ
ブな領域」が選択された共有設定受付ボタン３０１が押下された場合、Ｓ９０５３－１か
らＳ９０５３－２でＹｅｓ、Ｓ９０５３－３でＮｏと判定され、表示データ取得部４５１
は全体領域の共有を継続する。
【０２３８】
　すなわち、ラジオボタン３０２と３０３のどちらが選択されても、全体領域の共有が継
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続される。「全体領域（フルスクリーン）」が共有された状態で表示データ取得部４５１
がアクティブな領域を共有するのは、ユーザが除外管理テーブル４００２に登録されてい
ない領域名の領域を選択した場合（アクティブにした場合）である。
【０２３９】
　(iv)　アクティブな領域が共有された状態で、ラジオボタン３０２の「全体領域（フル
スクリーン）」が選択された共有設定受付ボタン３０１が押下された場合、Ｓ９０５１で
Ｙｅｓと判定され、表示データ取得部４５１は全体領域の共有を開始する。
アクティブな領域が共有された状態で、ラジオボタン３０３の「アクティブな領域」が選
択された共有設定受付ボタン３０１が押下された場合、Ｓ９０５３－１からＳ９０５３－
２でＹｅｓ、Ｓ９０５３－３でＮｏと判定され、表示データ取得部４５１は表示領域選択
メニュー３１０がアクティブになる前にアクティブだった領域の共有を継続する。
【０２４０】
　すなわち、ラジオボタン３０２と３０３のどちらが選択されても表示領域選択メニュー
３１０がアクティブになるが、ラジオボタン３０３の「アクティブな領域」が選択された
場合は、直前にアクティブだった領域の共有が継続され、ラジオボタン３０２の「全体領
域（フルスクリーン）」が選択された場合は、全体領域の共有が開始される。
【０２４１】
　本実施例の外部入力装置４０によれば、表示領域選択メニュー３１０を含め、共有させ
たくないウィンドウが選択されても以前の共有状態を保持するので、会議の参加者に違和
感を与えることなく、全体領域とアクティブな領域へ共有を切り替えることができる。
【符号の説明】
【０２４２】
　１　伝送システム
　２　通信ネットワーク
　１０（１０ａａ，…，１０ｄｂ）　伝送端末
　３０（３０ａ，…，３０ｄ）　中継装置
　４０（４０ａａ，…，４０ｄｂ）　外部入力装置
　４１　送受信部
　４２　接続検出部
　４３ａ　インストール判定部
　４３ｂ　プログラム取得部
　４４　　解像度取得部
　４５１　表示データ取得部
　４５２　表示データ送信部
　４５３　解像度変換部
　４６　　操作入力受付部
　４７　　表示制御部
　４８　　マウント部
　５０　　伝送管理システム
　１２０，２１６ディスプレイ
　４５１１　　指示情報取得部
　４５１２　　画面情報取得部
　４５１３　　表示データ作成部
【先行技術文献】
【特許文献】
【０２４３】
【特許文献１】特開2011-254453号公報
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