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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
他装置との間で映像データおよび音声データの送受信が可能でかつ音声入力装置および音
声出力装置に接続可能な通信装置であって、
　前記音声出力装置は、入力された音声データの遅延量を変更可能に構成され、
　前記通信装置は、
　前記他装置から送信される音声データを受信可能に構成された受信部と、
　前記受信部により受信された音声データを前記音声出力装置に出力する音声データ出力
部と、
　前記音声入力装置からの音声データが入力される音声データ入力部と、
　前記音声データ入力部により入力された音声データを前記他装置に送信可能に構成され
た送信部と、
　前記音声データ出力部から出力された音声データに基づいて前記音声出力装置により音
声が出力されるとともに前記出力された音声に基づく音声データが前記音声入力装置から
前記音声データ入力部に入力されるときに、前記受信部により受信された音声データによ
り表される波形と前記音声データ入力部により入力された音声データにより表される波形
との幾何学的または時間的な差分を検出する差分検出部と、
　前記差分検出部により検出された差分が予め定められた許容量を超えたか否かを判定す
る判定部と、
　前記判定部により差分が前記許容量を超えたと判定された場合に、前記音声データ出力
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部により出力される音声データに基づく音声の出力条件の変更要求を使用者に提示するた
めの提示信号を生成する提示信号生成部とを備え、
　前記差分検出部は、
　前記音声データ出力部から出力された音声データに基づいて前記音声出力装置により音
声が出力されるとともに前記出力された音声に基づく音声データが前記音声入力装置から
前記音声データ入力部に入力されるときに、前記受信部により受信された音声データに対
する前記音声データ入力部に入力された音声データの遅延量を前記差分として検出する遅
延検出部を含み、
　前記提示信号は、前記音声出力装置における音声データの遅延量の変更を伴う操作の要
求を前記音声の出力条件の変更要求として含む、通信装置。
【請求項２】
前記差分検出部は、
　前記音声データ入力部に入力された音声データから前記受信部により受信された音声デ
ータに相当する成分を除去する処理を行う除去処理部と、
　前記音声データ出力部から出力された音声データに基づいて前記音声出力装置により音
声が出力されるとともに前記出力された音声に基づく音声データが前記音声入力装置から
前記音声データ入力部に入力されるときに、前記除去処理部により処理された音声データ
のレベルを前記差分として検出するレベル検出部を含み、
　前記提示信号は、前記音声出力装置の音量の調整の要求を前記音声の出力条件の変更要
求として含む、請求項１記載の通信装置。
【請求項３】
前記提示信号は、前記音声出力装置の音量の低減の要求を前記音声の出力条件の変更要求
として含む、請求項２記載の通信装置。
【請求項４】
前記通信装置は、映像出力装置に接続可能であり、
　前記映像出力装置に映像データを出力する映像データ出力部をさらに備え、
　前記提示信号生成部は、前記音声出力装置の音量の調整の要求を表示するための映像デ
ータを前記提示信号として生成し、
　前記映像データ出力部は、前記提示信号生成部により生成された提示信号を前記映像出
力装置に出力する、請求項２記載の通信装置。
【請求項５】
前記通信装置は、映像出力装置に接続可能であり、前記映像出力装置は、映像データに基
づいて複数の表示モードのうち選択された表示モードで映像を表示可能に構成されるとと
もに、複数の表示モードにそれぞれ対応して映像データの遅延量が異なるように設定され
、
　前記音声出力装置は、音声データが前記映像出力装置における映像データに同期するよ
うに音声データの遅延量が調整されるように構成され、
　前記受信部は、前記他装置から送信された映像データを受信可能に構成され、
　前記通信装置は、
　前記受信部により受信された映像データを出力する映像データ出力部をさらに備え、
　前記提示信号は、前記音声出力装置における音声データの遅延量の変更を伴う操作の要
求として前記映像出力装置の表示モードの変更の操作の要求を含む、請求項１～４のいず
れか一項に記載の通信装置。
【請求項６】
前記提示信号生成部は、前記映像出力装置の表示モードの変更の操作の要求を表示するた
めの映像データを前記提示信号として生成し、
　前記映像データ出力部は、前記提示信号生成部により生成された提示信号を前記映像出
力装置に出力する、請求項５記載の通信装置。
【請求項７】
前記受信部により受信された音声データを遅延させる遅延部と、
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　前記音声データ入力部に入力された音声データから前記遅延部により遅延された音声デ
ータに相当する成分を除去する処理を行う除去処理部とをさらに備え、
　前記送信部は、前記除去処理部により処理された音声データを前記他装置に送信するよ
うに構成される、請求項１記載の通信装置。
【請求項８】
他装置との間で映像データおよび音声データの送受信が可能でかつ音声入力装置および音
声出力装置に接続可能な通信装置であって、
　前記音声出力装置は、入力された音声データの遅延量を変更可能に構成され、
　前記通信装置は、
　前記他装置から送信される音声データを受信可能に構成された受信部と、
　前記受信部により受信された音声データを前記音声出力装置に出力する音声データ出力
部と、
　前記音声入力装置からの音声データが入力される音声データ入力部と、
　前記音声データ入力部により入力された音声データを前記他装置に送信可能に構成され
た送信部と、
　前記音声データ出力部から出力された音声データに基づいて前記音声出力装置により音
声が出力されるとともに前記出力された音声に基づく音声データが前記音声入力装置から
前記音声データ入力部に入力されるときに、前記受信部により受信された音声データによ
り表される波形と前記音声データ入力部により入力された音声データにより表される波形
との幾何学的または時間的な差分を検出する差分検出部と、
　前記差分検出部により検出された差分が予め定められた許容量を超えたか否かを判定す
る判定部と、
　前記判定部により差分が前記許容量を超えたと判定された場合に、前記音声データ出力
部により出力される音声データに基づく音声の出力条件を変更するための制御信号を生成
する制御信号生成部とを備え、
　前記差分検出部は、
　前記音声データ出力部から出力された音声データに基づいて前記音声出力装置により音
声が出力されるとともに前記出力された音声に基づく音声データが前記音声入力装置から
前記音声データ入力部に入力されるときに、前記受信部により受信された音声データに対
する前記音声データ入力部に入力された音声データの遅延量を前記差分として検出する遅
延検出部を含み、
　前記制御信号は、前記音声出力装置における音声データの遅延量を変更するための信号
を含む、通信装置。
【請求項９】
他装置との間で映像データおよび音声データの送受信が可能でかつ音声入力装置および音
声出力装置に接続可能な通信装置を用いた通信方法であって、
　前記音声出力装置は、入力された音声データの遅延量を変更可能に構成され、
　前記通信方法は、
　前記他装置から送信される音声データを前記通信装置の受信部により受信するステップ
と、
　前記受信された音声データを前記通信装置の音声データ出力部から前記音声出力装置に
出力するステップと、
　前記音声入力装置からの音声データを前記通信装置の音声データ入力部に入力するステ
ップと、
　前記音声データ入力部に入力された音声データを前記通信装置の送信部から前記他装置
に送信するステップと、
　前記音声データ出力部から出力された音声データに基づいて前記音声出力装置により音
声が出力されるとともに前記出力された音声に基づく音声データが前記音声入力装置から
前記音声データ入力部に入力されるときに、前記受信部により受信された音声データによ
り表される波形と前記音声データ入力部により入力された音声データにより表される波形
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との幾何学的または時間的な差分を検出するステップと、
　前記検出された差分が予め定められた許容量を超えたか否かを判定するステップと、
　前記差分が前記許容量を超えたと判定された場合に、前記音声データ出力部により出力
される音声データに基づく音声の出力条件の変更要求を使用者に提示するための提示信号
を出力するステップとを含み、
　前記差分を検出するステップは、
　前記音声データ出力部から出力された音声データに基づいて前記音声出力装置により音
声が出力されるとともに前記出力された音声に基づく音声データが前記音声入力装置から
前記音声データ入力部に入力されるときに、前記受信部により受信された音声データに対
する前記音声データ入力部に入力された音声データの遅延量を前記差分として検出するス
テップを含み、
　前記提示信号は、前記音声出力装置における音声データの遅延量の変更を伴う操作の要
求を前記音声の出力条件の変更要求として含む、通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像データとともに音声データの送受信が可能な通信装置および通信方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に記載の通信システムおよびデータ通信方法においては、ネットワークを介
して第１の端末と第２の端末との間で通信が行われる。この通信システムにおいて、第１
および第２の端末の各々は、受信回路および送信回路を含む。また、第１および第２の端
末の各々は、入力装置としてウェブカメラおよびマイクロホンを備えるとともに、出力装
置としてディスプレイスクリーンおよびラウドスピーカを備える。
【０００３】
　例えば、第１の端末において、ウェブカメラに第１の端末のユーザの映像が入力され、
マイクロホンに第１の端末のユーザの音声が入力される。また、第２の端末において、ウ
ェブカメラに第２の端末のユーザの映像が入力され、マイクロホンに第２の端末のユーザ
の音声が入力される。
【０００４】
　第１の端末の送信回路においては、ウェブカメラおよびマイクロホンに入力された映像
および音声に基づくデータがネットワークを介して第２の端末に送信される。この場合、
第２の端末の受信回路においては、ネットワークを介して第１の端末から送信されたデー
タが受信され、受信されたデータに基づく映像および音声がディスプレイスクリーンおよ
びラウドスピーカから出力される。
【０００５】
　同様に、第２の端末の送信回路においては、ウェブカメラおよびマイクロホンに入力さ
れた映像および音声に基づくデータがネットワークを介して第１の端末に送信される。こ
の場合、第１の端末の受信回路においては、ネットワークを介して第２の端末から送信さ
れたデータが受信され、受信されたデータに基づく映像および音声がディスプレイスクリ
ーンおよびラウドスピーカから出力される。
【０００６】
　これにより、第１の端末のユーザは、第２の端末のユーザの映像を視認しつつ第２の端
末のユーザと会話することができる。同様に、第２の端末のユーザは、第１の端末のユー
ザの映像を視認しつつ第１の端末のユーザと会話することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特表２０１０－５２１８５６号公報
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【特許文献２】特表２０１０－２８３４８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記の通信システムにおいて、例えば第２の端末から第１の端末に送られるデータに基
づく音声が、第１の端末のラウドスピーカにより出力される。このとき、第１の端末のラ
ウドスピーカから出力された音声の一部が、室内で反響することにより第１の端末のマイ
クロホンに入力される場合がある。第１の端末の送信回路においては、マイクロホンから
入力された音声に基づくデータがネットワークを介して第２の端末に送信される。そのた
め、第２の端末では、第２の端末のユーザが言葉を発するごとにそのユーザの音声がラウ
ドスピーカから出力される。この場合、第２の端末のユーザは第１の端末のユーザとの会
話に違和感を覚える。
【０００９】
　上記のように、第２の端末において、マイクロホンに入力された音声がラウドスピーカ
から出力されることを抑制するための構成としてエコーキャンセラが知られている（例え
ば、特許文献２参照）。
【００１０】
　エコーキャンセラによれば、第１の端末のラウドスピーカから出力される音声に基づい
て第１の端末のマイクロホンに入力される音響エコーが推定される。推定結果に基づいて
、第１の端末のラウドスピーカに入力される音声信号から推定された音響エコーに基づく
音声信号が減算される。これにより、第２の端末のラウドスピーカから音響エコーが発生
することが抑制される。
【００１１】
　しかしながら、エコーキャンセラの構成を採用した場合でも、第１の端末および第２の
端末に用いられるラウドスピーカから出力される音声に歪が生じる場合がある。
【００１２】
　また、上記の通信システムの各端末においては、通信されたデータに画像処理および音
響処理が行われる。そのため、各端末では、データが入力されるタイミングと入力された
データに基づく映像および音声が出力されるタイミングとの間に遅延が発生する。
【００１３】
　このように、第１の端末において出力される音声に歪または遅延が生じていると、第２
の端末から出力される音声に第１の端末に入力された音声の影響が残る。この場合、第２
の端末のユーザは会話に違和感を覚える。同様に、第２の端末において出力される音声に
歪または遅延が生じていると、第１の端末から出力される音声に第２の端末に入力された
音声の影響が残る。この場合、第１の端末のユーザは会話に違和感を覚える。
【００１４】
　本発明の目的は、使用者が覚える違和感を軽減することが可能な通信装置および通信方
法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　（１）第１の発明に係る通信装置は、他装置との間で映像データおよび音声データの送
受信が可能でかつ音声入力装置および音声出力装置に接続可能な通信装置であって、音声
出力装置は、入力された音声データの遅延量を変更可能に構成され、通信装置は、他装置
から送信される音声データを受信可能に構成された受信部と、受信部により受信された音
声データを音声出力装置に出力する音声データ出力部と、音声入力装置からの音声データ
が入力される音声データ入力部と、音声データ入力部により入力された音声データを他装
置に送信可能に構成された送信部と、音声データ出力部から出力された音声データに基づ
いて音声出力装置により音声が出力されるとともに出力された音声に基づく音声データが
音声入力装置から音声データ入力部に入力されるときに、受信部により受信された音声デ
ータにより表される波形と音声データ入力部により入力された音声データにより表される
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波形との幾何学的または時間的な差分を検出する差分検出部と、差分検出部により検出さ
れた差分が予め定められた許容量を超えたか否かを判定する判定部と、判定部により差分
が許容量を超えたと判定された場合に、音声データ出力部により出力される音声データに
基づく音声の出力条件の変更要求を使用者に提示するための提示信号を生成する提示信号
生成部とを備え、差分検出部は、音声データ出力部から出力された音声データに基づいて
音声出力装置により音声が出力されるとともに出力された音声に基づく音声データが音声
入力装置から音声データ入力部に入力されるときに、受信部により受信された音声データ
に対する音声データ入力部に入力された音声データの遅延量を差分として検出する遅延検
出部を含み、提示信号は、音声出力装置における音声データの遅延量の変更を伴う操作の
要求を音声の出力条件の変更要求として含む。
【００１６】
　その通信装置においては、他装置から送信される音声データが受信部により受信され、
受信部により受信された音声データが音声データ出力部により音声出力装置に出力される
。音声データ入力部には、音声入力装置から音声データが入力される。音声データ入力部
により入力された音声データは、送信部により他装置に送信される。それにより、通信装
置の使用者と他装置の他の使用者との間で会話を行うことができる。
【００１７】
　通信装置に接続される音声出力装置により出力される音声が通信装置に接続される音声
入力装置に入力された場合、他装置に入力された音声が通信装置を経由して他装置から出
力される。この場合、通信装置において、音声データ入力部に入力された音声データから
受信部により受信された音声データに相当する成分を除去することにより、他装置に入力
された音声が通信装置を経由して他装置から出力されることを防止することが可能となる
。
【００１８】
　しかしながら、音声出力装置により出力される音声に歪または遅延が生じている場合に
は、他装置により出力される音声に他装置に入力された音声の影響が残ることになる。そ
れにより、他装置の使用者が違和感を覚えることになる。
【００１９】
　そこで、音声データ出力部から出力された音声データに基づいて音声出力装置により音
声が出力されるとともに出力された音声に基づく音声データが音声入力装置から音声デー
タ入力部に入力されるときに、受信部により受信された音声データにより表される波形と
音声データ入力部により入力された音声データにより表される波形との幾何学的または時
間的な差分が差分検出部により検出される。
【００２０】
　ここで、波形の幾何学的な差分とは、一の波形と他の波形との相違の程度を意味する。
一の波形の振幅に任意の係数を乗じることにより得られる波形が他の波形と等しい場合に
は、一の波形と他の波形との差分は０となる。波形の時間的な差分とは、一の波形と他の
波形との時間軸上でのずれの程度を意味する。
【００２１】
　検出された差分が予め定められた許容量を超えたか否かが判定部により判定される。差
分が許容量を超えたと判定された場合には、音声データ出力部により出力される音声デー
タに基づく音声の出力条件の変更要求を使用者に提示するための提示信号が提示信号生成
部により生成される。
【００２２】
　提示信号に基づいて音声の出力条件の変更要求が提示されると、通信装置の使用者に、
音声出力装置による音声の出力条件の変更が促される。その結果、通信装置の使用者が音
声出力装置による音声の出力条件を変更することにより、他装置の使用者が覚える違和感
を軽減することが可能となる。
　音声出力装置において生じる音声データの遅延が大きい場合には、他装置に入力された
音声が通信装置に接続される音声出力装置から出力されるまでの時間、および通信装置に



(7) JP 5877351 B2 2016.3.8

10

20

30

40

50

接続される音声入力装置に入力された音声が他装置から出力されるまでの時間が長くなる
。それにより、会話時に、通信装置の使用者および他装置の使用者が違和感を覚える。
　そこで、音声データ出力部から出力された音声データに基づいて音声出力装置により音
声が出力されるとともに出力された音声に基づく音声データが音声入力装置から音声デー
タ入力部に入力されるときに、受信部により受信された音声データに対する音声データ入
力部に入力された音声データの遅延量が遅延検出部により差分として検出される。検出さ
れた遅延量が許容量を超えた場合に、音声出力装置における音声データの遅延量の変更を
伴う操作の要求を使用者に提示するための提示信号が提示信号生成部により生成される。
　提示信号に基づいて音声データの遅延量の変更を伴う操作の要求が提示されることによ
り、通信装置の使用者に音声データの遅延量の変更を伴う操作が促される。通信装置の使
用者が音声データの遅延量の変更を伴う操作を行うことにより、音声出力装置における音
声データの遅延量を小さくすることが可能となる。これにより、他装置に入力された音声
が通信装置に接続される音声出力装置から出力されるまでの時間、および通信装置に接続
される音声入力装置に入力された音声が他装置から出力されるまでの時間を短くすること
ができる。その結果、会話時に通信装置の使用者および他装置の使用者が覚える違和感を
軽減することが可能となる。
【００２３】
　（２）差分検出部は、音声データ入力部に入力された音声データから受信部により受信
された音声データに相当する成分を除去する処理を行う除去処理部と、音声データ出力部
から出力された音声データに基づいて音声出力装置により音声が出力されるとともに出力
された音声に基づく音声データが音声入力装置から音声データ入力部に入力されるときに
、除去処理部により処理された音声データのレベルを差分として検出するレベル検出部を
含み、提示信号は、音声出力装置の音量の調整の要求を音声の出力条件の変更要求として
含んでもよい。
【００２４】
　この場合、音声データ入力部に入力された音声データから受信部により受信された音声
データに相当する成分を除去する処理が除去処理部により行われる。音声出力装置から出
力される音声に歪が生じている場合には、除去処理部により処理された音声データに音声
の歪に起因するノイズが残ることになる。そこで、音声データ出力部から出力された音声
データに基づいて音声出力装置により音声が出力されるとともに出力された音声に基づく
音声データが音声入力装置から音声データ入力部に入力されるときに、除去処理部により
処理された音声データのレベルが差分としてレベル検出部により検出される。除去処理部
により処理された音声データのレベルが許容量を超えた場合には、音声出力装置により出
力される音声が一定量以上の歪を有すると判定することができる。この場合、音声出力装
置の音量の調整の要求を使用者に提示するための提示信号が提示信号生成部により生成さ
れる。
【００２５】
　提示信号に基づいて音声出力装置の音量の調整の要求が提示されることにより、通信装
置の使用者に音声出力装置の音量の調整が促される。通信装置の使用者が音声出力装置の
音量を調整することにより、音声出力装置により出力される音声の歪を軽減することがで
きる。それにより、除去処理部により処理された音声データにおいて、音声の歪に起因す
るノイズが抑制される。その結果、他装置の使用者が覚える違和感を軽減することが可能
となる。
【００２６】
　（３）提示信号は、音声出力装置の音量の低減の要求を音声の出力条件の変更要求とし
て含んでもよい。
【００２７】
　この場合、除去処理部により処理された音声データのレベルが許容量を超えた場合に、
音声出力装置の音量の低減の要求を使用者に提示するための提示信号が提示信号生成部に
より生成される。提示信号に基づいて音声出力装置の音量の低減の要求が提示されること
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により、通信装置の使用者に音声出力装置の音量の低減が促される。通信装置の使用者が
音声出力装置の音量を低減することにより、音声出力装置から出力される音声の歪が抑制
される。それにより、除去処理部により処理された音声データにおいて、音声の歪に起因
するノイズが十分に抑制される。その結果、他装置の使用者が覚える違和感を軽減するこ
とが可能となる。
【００２８】
　（４）通信装置は、映像出力装置に接続可能であり、映像出力装置に映像データを出力
する映像データ出力部をさらに備え、提示信号生成部は、音声出力装置の音量の調整の要
求を表示するための映像データを提示信号として生成し、映像データ出力部は、提示信号
生成部により生成された提示信号を映像出力装置に出力してもよい。
【００２９】
　この場合、音声出力装置の音量の調整の要求を表示するための映像データが提示信号生
成部により生成される。生成された映像データが映像データ出力部から映像出力装置に出
力される。これにより、音声出力装置の音量の調整の要求が映像出力装置により表示され
る。その結果、会話を妨げることなく通信装置の使用者に音声出力装置の音量の調整を映
像により促すことが可能となる。
【００３４】
　（５）通信装置は、映像出力装置に接続可能であり、映像出力装置は、映像データに基
づいて複数の表示モードのうち選択された表示モードで映像を表示可能に構成されるとと
もに、複数の表示モードにそれぞれ対応して映像データの遅延量が異なるように設定され
、音声出力装置は、音声データが映像出力装置における映像データに同期するように音声
データの遅延量が調整されるように構成され、受信部は、他装置から送信された映像デー
タを受信可能に構成され、通信装置は、受信部により受信された映像データを出力する映
像データ出力部をさらに備え、提示信号は、音声出力装置における音声データの遅延量の
変更を伴う操作の要求として映像出力装置の表示モードの変更の操作の要求を含んでもよ
い。
【００３５】
　この場合、映像出力装置により表示される映像の表示モードにより映像データの遅延量
が異なる。また、音声出力装置において、音声データが映像出力装置における映像データ
に同期するように音声データの遅延量が調整される。そのため、表示モードが変更される
と、音声データの遅延量が変更される。映像出力装置が映像データの遅延量が大きい表示
モードに設定されている場合には、音声データの遅延量も大きくなる。その場合、他装置
に入力された音声が通信装置に接続される音声出力装置から出力されるまでの時間、およ
び通信装置に接続される音声入力装置に入力された音声が他装置から出力されるまでの時
間が長くなる。それにより、会話時に、通信装置の使用者および他装置の使用者が違和感
を覚える。
【００３６】
　そこで、遅延検出部により検出された遅延量が許容量を超えた場合に、映像出力装置の
表示モードの変更の操作の要求を使用者に提示するための提示信号が提示信号生成部によ
り生成される。提示信号に基づいて映像出力装置の表示モードの変更の操作の要求が提示
されることにより、通信装置の使用者に映像出力装置の表示モードの変更の操作が促され
る。通信装置の使用者が映像出力装置の表示モードの変更の操作を行うことにより、映像
データの遅延量が変更されるとともに、音声出力装置における音声データの遅延量が変更
される。したがって、通信装置の使用者が映像出力装置の表示モードの変更の操作を行う
ことにより、音声データの遅延量を小さくすることが可能となる。その結果、会話時に通
信装置の使用者および他装置の使用者が覚える違和感を軽減することが可能となる。
【００３７】
　（６）提示信号生成部は、映像出力装置の表示モードの変更の操作の要求を表示するた
めの映像データを提示信号として生成し、映像データ出力部は、提示信号生成部により生
成された提示信号を映像出力装置に出力してもよい。
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【００３８】
　この場合、映像出力装置の表示モードの変更の操作の要求を表示するための映像データ
が提示信号生成部により生成される。生成された映像データが映像データ出力部により映
像出力装置に出力される。これにより、映像出力装置の表示モードの変更の操作の要求が
映像表示装置により表示される。その結果、会話を妨げることなく通信装置の使用者に映
像出力装置の表示モードの変更の操作を映像により促すことが可能となる。
【００３９】
　（７）通信装置は、受信部により受信された音声データを遅延させる遅延部と、音声デ
ータ入力部に入力された音声データから遅延部により遅延された音声データに相当する成
分を除去する処理を行う除去処理部とをさらに備え、送信部は、除去処理部により処理さ
れた音声データを他装置に送信するように構成されてもよい。
【００４０】
　この場合、遅延部により受信部により受信された音声データが遅延される。音声データ
入力部に入力された音声データから遅延部により遅延された音声データに相当する成分を
除去する処理が除去処理部により行われる。除去処理部により処理された音声データが、
送信部により他装置に送信される。これにより、通信装置に接続される音声出力装置から
出力される音声が通信装置に接続される音声入力装置に入力される場合でも、他装置に入
力された音声が通信装置を経由して他装置から出力されることを抑制することが可能とな
る。
【００４１】
　また、提示信号に基づいて音声出力装置における音声データの遅延量が小さくされるの
で、大きな遅延量を有する遅延部を用いることなく、音声データ入力部に入力された音声
データから受信部により受信された音声データの成分を除去することが可能となる。その
ため、遅延部のコストが増加しない。その結果、通信装置の低コスト化が実現される。
【００４２】
　（８）第２の発明に係る通信装置は、他装置との間で映像データおよび音声データの送
受信が可能でかつ音声入力装置および音声出力装置に接続可能な通信装置であって、音声
出力装置は、入力された音声データの遅延量を変更可能に構成され、通信装置は、他装置
から送信される音声データを受信可能に構成された受信部と、受信部により受信された音
声データを音声出力装置に出力する音声データ出力部と、音声入力装置からの音声データ
が入力される音声データ入力部と、音声データ入力部により入力された音声データを他装
置に送信可能に構成された送信部と、音声データ出力部から出力された音声データに基づ
いて音声出力装置により音声が出力されるとともに出力された音声に基づく音声データが
音声入力装置から音声データ入力部に入力されるときに、受信部により受信された音声デ
ータにより表される波形と音声データ入力部により入力された音声データにより表される
波形との幾何学的または時間的な差分を検出する差分検出部と、差分検出部により検出さ
れた差分が予め定められた許容量を超えたか否かを判定する判定部と、判定部により差分
が許容量を超えたと判定された場合に、音声データ出力部により出力される音声データに
基づく音声の出力条件を変更するための制御信号を生成する制御信号生成部とを備え、差
分検出部は、音声データ出力部から出力された音声データに基づいて音声出力装置により
音声が出力されるとともに出力された音声に基づく音声データが音声入力装置から音声デ
ータ入力部に入力されるときに、受信部により受信された音声データに対する音声データ
入力部に入力された音声データの遅延量を差分として検出する遅延検出部を含み、制御信
号は、音声出力装置における音声データの遅延量を変更するための信号を含む。
【００４３】
　その通信装置においては、他装置から送信される音声データが受信部により受信され、
受信部により受信された音声データが音声データ出力部により音声出力装置に出力される
。音声データ入力部には、音声入力装置から音声データが入力される。音声データ入力部
により入力された音声データは、送信部により他装置に送信される。それにより、通信装
置の使用者と他装置の他の使用者との間で会話を行うことができる。



(10) JP 5877351 B2 2016.3.8

10

20

30

40

50

【００４４】
　通信装置に接続される音声出力装置により出力される音声が通信装置に接続される音声
入力装置に入力された場合、他装置に入力された音声が通信装置を経由して他装置から出
力される。この場合、通信装置において、音声データ入力部に入力された音声データから
受信部により受信された音声データに相当する成分を除去することにより、他装置に入力
された音声が通信装置を経由して他装置から出力されることを防止することが可能となる
。
【００４５】
　しかしながら、音声出力装置により出力される音声に歪または遅延が生じている場合に
は、他装置により出力される音声に他装置に入力された音声の影響が残ることになる。そ
れにより、他装置の使用者が違和感を覚えることになる。
【００４６】
　そこで、音声データ出力部から出力された音声データに基づいて音声出力装置により音
声が出力されるとともに出力された音声に基づく音声データが音声入力装置から音声デー
タ入力部に入力されるときに、受信部により受信された音声データにより表される波形と
音声データ入力部により入力された音声データにより表される波形との幾何学的または時
間的な差分が差分検出部により検出される。また、検出された差分が予め定められた許容
量を超えたか否かが判定部により判定される。差分が許容量を超えたと判定された場合に
は、音声データ出力部により出力される音声データに基づく音声の出力条件を変更するた
めの制御信号が提示信号生成部により生成される。
【００４７】
　制御信号に基づいて音声の出力条件が変更されることにより、会話を妨げることなく他
装置の使用者が覚える違和感を軽減することが可能となる。
【００４８】
　（９）第３の発明に係る通信方法は、他装置との間で映像データおよび音声データの送
受信が可能でかつ音声入力装置および音声出力装置に接続可能な通信装置を用いた通信方
法であって、音声出力装置は、入力された音声データの遅延量を変更可能に構成され、通
信方法は、他装置から送信される音声データを通信装置の受信部により受信するステップ
と、受信された音声データを通信装置の音声データ出力部から音声出力装置に出力するス
テップと、音声入力装置からの音声データを通信装置の音声データ入力部に入力するステ
ップと、音声データ入力部に入力された音声データを通信装置の送信部から他装置に送信
するステップと、音声データ出力部から出力された音声データに基づいて音声出力装置に
より音声が出力されるとともに出力された音声に基づく音声データが音声入力装置から音
声データ入力部に入力されるときに、受信部により受信された音声データにより表される
波形と音声データ入力部により入力された音声データにより表される波形との幾何学的ま
たは時間的な差分を検出するステップと、検出された差分が予め定められた許容量を超え
たか否かを判定するステップと、差分が許容量を超えたと判定された場合に、音声データ
出力部により出力される音声データに基づく音声の出力条件の変更要求を使用者に提示す
るための提示信号を出力するステップとを含み、差分を検出するステップは、音声データ
出力部から出力された音声データに基づいて音声出力装置により音声が出力されるととも
に出力された音声に基づく音声データが音声入力装置から音声データ入力部に入力される
ときに、受信部により受信された音声データに対する音声データ入力部に入力された音声
データの遅延量を差分として検出するステップを含み、提示信号は、音声出力装置におけ
る音声データの遅延量の変更を伴う操作の要求を音声の出力条件の変更要求として含む。
【００４９】
　その通信方法においては、他装置から送信される音声データが通信装置の受信部により
受信され、受信部により受信された音声データが通信装置の音声データ出力部により音声
出力装置に出力される。音声データ入力部には、音声入力装置から音声データが入力され
る。音声データ入力部により入力された音声データは、通信装置の送信部により他装置に
送信される。それにより、通信装置の使用者と他装置の他の使用者との間で会話を行うこ
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とができる。
【００５０】
　通信装置に接続される音声出力装置により出力される音声が通信装置に接続される音声
入力装置に入力された場合、他装置に入力された音声が通信装置を経由して他装置から出
力される。この場合、通信装置において、音声データ入力部に入力された音声データから
受信部により受信された音声データに相当する成分を除去することにより、他装置に入力
された音声が通信装置を経由して他装置から出力されることを防止することが可能となる
。
【００５１】
　しかしながら、音声出力装置により出力される音声に歪または遅延が生じている場合に
は、他装置により出力される音声に他装置に入力された音声の影響が残ることになる。そ
れにより、他装置の使用者が違和感を覚えることになる。
【００５２】
　そこで、音声データ出力部から出力された音声データに基づいて音声出力装置により音
声が出力されるとともに出力された音声に基づく音声データが音声入力装置から音声デー
タ入力部に入力されるときに、受信部により受信された音声データにより表される波形と
音声データ入力部により入力された音声データにより表される波形との幾何学的または時
間的な差分が検出される。また、検出された差分が予め定められた許容量を超えたか否か
が判定される。差分が許容量を超えたと判定された場合には、音声データ出力部により出
力される音声データに基づく音声の出力条件の変更要求を使用者に提示するための提示信
号が生成される。
【００５３】
　提示信号に基づいて音声の出力条件の変更要求が提示されると、通信装置の使用者に、
音声出力装置による音声の出力条件の変更が促される。その結果、通信装置の使用者が音
声出力装置による音声の出力条件を変更することにより、他装置の使用者が覚える違和感
を軽減することが可能となる。
【発明の効果】
【００５４】
　本発明によれば、通信装置の使用者が覚える違和感を軽減することできる。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】第１の実施の形態に係る通信システムの概略を説明するための図。
【図２】図１の端末の構成を示すブロック図。
【図３】サインイン画面を示す図。
【図４】ユーザ登録画面を示す図。
【図５】コンタクト画面を示す図。
【図６】コンタクトリスト画面を示す図。
【図７】会話画面を示す図。
【図８】着信画面を示す図。
【図９】着信画面の他の例を示す図。
【図１０】図２の制御ＬＳＩの詳細な構成を示すブロック図。
【図１１】エコーキャンセル処理部によるエコーキャンセル処理を説明するための図。
【図１２】報知映像を含む会話画面の一例を示す図。
【図１３】第１の実施の形態に係る会話プログラムに基づく制御ＬＳＩの一動作例を示す
フローチャート。
【図１４】第２の実施の形態に係るテレビの構成を示すブロック図。
【図１５】複数の表示モードにそれぞれ対応する音声遅延量の一覧。
【図１６】第２の実施の形態に係る制御ＬＳＩの詳細な構成を示すブロック図。
【図１７】報知映像を含む会話画面の他の例を示す図。
【図１８】エコーキャンセル処理の概念図。



(12) JP 5877351 B2 2016.3.8

10

20

30

40

50

【図１９】第２の実施の形態に係る会話プログラムに基づく制御ＬＳＩの一動作例を示す
フローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　［１］第１の実施の形態
　本発明の一実施の形態に係る通信装置および通信方法について図面を参照しつつ説明す
る。
【００５７】
　（１）通信システムの概略
　第１の実施の形態に係る通信装置を含む通信システムについて説明する。図１は第１の
実施の形態に係る通信システムの概略を説明するための図であり、図２は図１の端末１０
００の構成を示すブロック図である。
【００５８】
　図１に示すように、この通信システムにおいては、端末１０００、基地局８００、パー
ソナルコンピュータ６００、テレビジョン受像機（以下、テレビと略記する。）７００お
よび会話用サーバ２０００がネットワーク５００に接続される。また、携帯電話９００が
基地局８００を介してネットワーク５００に接続される。このように、ネットワーク５０
０には、複数の通信端末として、端末１０００、パーソナルコンピュータ６００、テレビ
７００および携帯電話９００が接続される。本実施の形態において、ネットワーク５００
はインターネットである。
【００５９】
　図１の例において、互いに接続された複数の通信端末（端末１０００、パーソナルコン
ピュータ６００、テレビ７００および携帯電話９００）には、それぞれ後述する制御ＬＳ
Ｉ（大規模集積回路）１０１（図２）が内蔵される。制御ＬＳＩ１０１（図２）には、内
蔵のメモリに後述する会話プログラムが記憶される。
【００６０】
　また、各通信端末は、映像入力部、音声入力部、映像出力部および音声出力部を有する
。映像入力部は例えばカメラを含む。音声入力部は例えばマイクを含む。映像出力部は例
えばモニタを含む。音声出力部は例えばスピーカを含む。
【００６１】
　本実施の形態において、複数の通信端末のユーザは、予めそれぞれ固有のユーザ情報を
会話用サーバ２０００に登録する必要がある。ユーザ情報は、ユーザ識別子（以下、ユー
ザＩＤと呼ぶ。）およびそのユーザＩＤに対応付けられたパスワードを含む。会話用サー
バ２０００は、複数のユーザの複数のユーザ情報を記憶することにより、複数のユーザを
管理する。
【００６２】
　新たなユーザ情報が登録される場合には、任意の通信端末から会話用サーバ２０００に
、ユーザ情報の登録要求とともに新たなユーザ情報が送信される。
【００６３】
　会話用サーバ２０００は、予め記憶されている複数のユーザ情報を参照しつつ、受信し
たユーザ情報のユーザＩＤが既に登録されている複数のユーザ情報のユーザＩＤのいずれ
かに一致するか否かを判定する。
【００６４】
　会話用サーバ２０００は、受信したユーザ情報のユーザＩＤが既に登録されている複数
のユーザ情報のユーザＩＤのいずれにも一致しない場合、与えられたユーザ情報を記憶す
る。一方、会話用サーバ２０００は、受信したユーザ情報のユーザＩＤが既に登録されて
いる複数のユーザ情報のユーザＩＤのいずれかに一致する場合、受信したユーザ情報を記
憶しない。これにより、同一のユーザＩＤを含む複数のユーザ情報が会話用サーバ２００
０に登録されることが防止される。
【００６５】
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　会話用サーバ２０００に、例えば一の通信端末からユーザ情報とともにサインインの要
求が送信される。この場合、会話用サーバ２０００は、受信したユーザ情報が記憶されて
いる複数のユーザ情報のいずれかに一致するか否かを判定する。すなわち、会話用サーバ
２０００は、一の通信端末から受信したユーザ情報が既に登録されているか否かを判定す
る。
【００６６】
　受信したユーザ情報が既に登録されている場合、会話用サーバ２０００は、複数のユー
ザが同一のユーザ情報でサインインすることを防止するために、受信したユーザ情報と同
一のユーザ情報によるサインインが現在行われているか否かを判定する。
【００６７】
　会話用サーバ２０００は、受信したユーザ情報と同一のユーザ情報によるサインインが
行われていない場合に、ユーザのサインインを許可する。一方、会話用サーバ２０００は
、一の通信端末から受信したユーザ情報が登録されていない場合、および受信したユーザ
情報と同一のユーザ情報によるサインインが現在行われている場合に、ユーザのサインイ
ンを許可しない。
【００６８】
　ユーザが会話用サーバ２０００にサインインすることにより、ユーザが使用する通信端
末から会話用サーバ２０００に、通信端末のアドレス（例えば、インターネットプロトコ
ルアドレス）が送信される。また、通信端末から会話用サーバ２０００に、所定の周期で
サインインの継続要求が送信される。
【００６９】
　これにより、会話用サーバ２０００においては、現在サインインしているユーザ、およ
びサインインしているユーザが使用する通信端末のアドレスが管理される。
【００７０】
　ユーザは、一の通信端末を用いて会話用サーバ２０００にサインインすることにより、
会話用サーバ２０００に他のユーザとの会話要求をそのユーザのユーザＩＤとともに送信
することができる。この場合、会話用サーバ２０００は、受信したユーザＩＤに基づいて
他のユーザがサインインしているか否かを判定する。
【００７１】
　他のユーザがサインインしている場合、会話用サーバ２０００は、他のユーザが使用す
る通信端末のアドレスを一の通信端末に送信する。これにより、一の通信端末が、受信し
たアドレスにより他の通信端末にアクセスする。このようにして、一の通信端末と他の通
信端末との間で、映像データおよび音声データを含む種々のデータの通信が可能となる。
【００７２】
　一方、他のユーザがサインインしていない場合、会話用サーバ２０００は、他のユーザ
がサインインしていないことを示す情報を一の通信端末に送信する。この場合、一の通信
端末においては、他のユーザと会話することができないことを示す情報がモニタまたはス
ピーカによりユーザに提示される。
【００７３】
　上記に加えて、ユーザは、一の通信端末を用いて会話用サーバ２０００にサインインす
ることにより、他の通信端末からのアクセスを受け付けることができる。
【００７４】
　複数の通信端末間では、カメラにより撮影された各ユーザの映像に基づく映像データ、
およびマイクに入力された各ユーザの音声に基づく音声データの通信が行われる。これに
より、各通信端末のユーザは、他の通信端末のユーザと会話することができる。
【００７５】
　次に、端末１０００の構成について説明する。図１および図２に示すように、端末１０
００は、通信装置１００、カメラ／マイク装置２００、テレビ３００および２つのリモー
トコントローラ４００，４９０を備える。
【００７６】
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　図２に示すように、通信装置１００は、制御ＬＳＩ１０１、ネットワークインターフェ
ース１０３、無線受信部１０４、ユニバーサルシリアルバス（以下、ＵＳＢと呼ぶ。）イ
ンターフェース１０５、電源供給部１０６、高解像度マルチメディアインターフェース（
以下、ＨＤＭＩ（登録商標）と呼ぶ。）１０７、光ディスクドライブ１０８、メモリスロ
ット１０９、蛍光表示管（以下、ＦＬディスプレイと呼ぶ。）１９１、発光ダイオードユ
ニット（以下、ＬＥＤユニットと呼ぶ。）１９２、ブザー１９３およびフラッシュメモリ
１１２を備える。メモリスロット１０９には、メモリカード１１０が挿入される。本実施
の形態では、通信装置１００のネットワークインターフェース１０３は、ネットワークケ
ーブル（例えば、ローカルエリアネットワークケーブル）を介してネットワーク５００に
接続される。
【００７７】
　制御ＬＳＩ１０１は、ＣＰＵ（中央演算処理装置）およびメモリを含み、半導体を用い
た集積回路で実現される。上述のように、制御ＬＳＩ１０１のメモリには、通信装置１０
０のシステムプログラムとともに後述する会話プログラムが記憶される。ＣＰＵがメモリ
に記憶された各プログラムを実行することにより、制御ＬＳＩ１０１が種々の処理を実行
する。また、制御ＬＳＩ１０１は、通信装置１００の各構成要素の動作を制御するととも
に、他の通信端末（図１のパーソナルコンピュータ６００、テレビ７００および携帯電話
９００等）との通信を制御する。制御ＬＳＩ１０１の詳細な構成は後述する。
【００７８】
　ネットワークインターフェース１０３は、ネットワークケーブルを介してネットワーク
５００に接続される。ネットワークインターフェース１０３により、ネットワーク５００
から通信装置１００の制御ＬＳＩ１０１に、映像データおよび音声データを含む種々のデ
ータが与えられる。また、通信装置１００の制御ＬＳＩ１０１からネットワーク５００に
映像データおよび音声データを含む種々のデータが与えられる。
【００７９】
　後述するように、リモートコントローラ４００は、無線通信（例えば赤外線通信）によ
り後述する操作信号を通信装置１００に送信する。無線受信部１０４は、リモートコント
ローラ４００から無線で送信される操作信号を受信する。無線受信部１０４により受信さ
れた操作信号は、制御ＬＳＩ１０１に与えられる。
【００８０】
　ＵＳＢインターフェース１０５は、ＵＳＢケーブルを介してカメラ／マイク装置２００
に接続される。電源供給部１０６は、例えばコンセントを含み、家庭用電源に接続される
。電源供給部１０６は、家庭用電源から得られた電力を通信装置１００の各構成要素に供
給する。ＨＤＭＩ１０７は、ＨＤＭＩケーブルを介してテレビ３００に接続される。光デ
ィスクドライブ１０８は、光ディスクに対してデータの読み書きを行う。
【００８１】
　メモリスロット１０９は、メモリカード１１０が挿入および取り出し可能に構成される
。制御ＬＳＩ１０１は、メモリスロット１０９にメモリカード１１０が挿入された状態で
、メモリカード１１０に記憶されたデータを読み出すことができる。また、制御ＬＳＩ１
０１は、メモリカード１１０にデータを書き込むことができる。
【００８２】
　フラッシュメモリ１１２は、制御ＬＳＩ１０１に接続される。フラッシュメモリ１１２
に代えて、他の不揮発性メモリを用いてもよい。フラッシュメモリ１１２には、例えば端
末１０００を使用するユーザのユーザ情報および他のユーザのユーザＩＤのリスト（以下
、コンタクトリストと呼ぶ。）が記憶される。また、フラッシュメモリ１１２には、ユー
ザが他の通信端末からのアクセスを受け付けることができない場合に、他の通信端末から
のアクセスに応答して他の通信端末に与えられるべきデータ（例えば、留守であることを
伝えるための映像データおよび音声データ）が記憶される。
【００８３】
　通信装置１００は、例えば箱型のケーシングを有する。制御ＬＳＩ１０１、ネットワー
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クインターフェース１０３、無線受信部１０４、ＵＳＢインターフェース１０５、電源供
給部１０６、ＨＤＭＩ１０７、光ディスクドライブ１０８およびメモリスロット１０９は
ケーシング内に収容される。ＦＬディスプレイ１９１、ＬＥＤユニット１９２およびブザ
ー１９３は、ケーシングに取り付けられる。
【００８４】
　ＦＬディスプレイ１９１は、例えば７セグメント蛍光表示管または１４セグメント蛍光
表示管等からなる。制御ＬＳＩ１０１からＦＬディスプレイ１９１に現在の時刻および光
ディスクの再生時間等を示す情報が与えられる。ＦＬディスプレイ１９１は、与えられた
情報を表示する。
【００８５】
　ＬＥＤユニット１９２は単色の光を発生する。制御ＬＳＩ１０１からＬＥＤユニット１
９２に発光または非発光を示す情報が与えられる。ＬＥＤユニット１９２は、制御ＬＳＩ
１０１から与えられる情報に基づいて点灯、消灯または点滅する。
【００８６】
　制御ＬＳＩ１０１からブザー１９３に警報の発生を指令するための情報が与えられる。
この場合、ブザー１９３は、制御ＬＳＩ１０１から与えられる情報に基づいて警報音を発
生する。
【００８７】
　リモートコントローラ４００は、操作部４０１、処理回路４０２および無線送信部４０
３を備える。操作部４０１は、図１の電源ボタン４１１、会話起動ボタン４１２、会話応
答ボタン４１３、十字キー４１４、決定ボタン４１５および図示しない複数の数字ボタン
を含む。十字キー４１４は、上ボタン、下ボタン、左ボタンおよび右ボタンを含む。ユー
ザにより、操作部４０１のいずれかのボタンが操作される。処理回路４０２により操作さ
れたボタンに応じた操作信号が生成される。生成された操作信号は、無線送信部４０３か
ら通信装置１００の無線受信部１０４に送信される。上記のように、通信装置１００とリ
モートコントローラ４００との間の無線通信は、例えば赤外線通信により実現される。
【００８８】
　カメラ／マイク装置２００は、カメラ２０１、マイク２０２および２つのアナログデジ
タル（以下、Ａ／Ｄと呼ぶ。）コンバータ２０３，２０４およびＵＳＢインターフェース
２０５を備える。カメラ／マイク装置２００のＵＳＢインターフェース２０５は、ＵＳＢ
ケーブルを介して通信装置１００のＵＳＢインターフェース１０５に接続される。
【００８９】
　カメラ２０１は、撮像素子を備える。撮像素子により被写体の映像が取得される。カメ
ラ２０１においては、取得された映像に基づいてアナログ形式の映像信号が生成される。
生成された映像信号が、Ａ／Ｄコンバータ２０３によりデジタル形式の映像データに変換
される。デジタル形式の映像データが、ＵＳＢインターフェース２０５、ＵＳＢケーブル
およびＵＳＢインターフェース１０５を介して、通信装置１００の制御ＬＳＩ１０１に与
えられる。
【００９０】
　マイク２０２には外部から音声（音波）が入力される。マイク２０２においては、入力
された音声に基づいてアナログ形式の音声信号が生成される。生成された音声信号が、Ａ
／Ｄコンバータ２０４によりデジタル形式の音声データに変換される。デジタル形式の音
声データが、ＵＳＢインターフェース２０５、ＵＳＢケーブルおよびＵＳＢインターフェ
ース１０５を介して、通信装置１００の制御ＬＳＩ１０１に与えられる。
【００９１】
　本実施の形態では、カメラ／マイク装置２００は、例えばユーザの映像およびユーザの
音声を取得するために用いられる。
【００９２】
　上記のように、カメラ／マイク装置２００は、カメラ２０１およびマイク２０２を含む
。通信装置１００にカメラ／マイク装置２００が接続される代わりに、通信装置１００に
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カメラ２０１およびマイク２０２がそれぞれ個別に接続されてもよい。
【００９３】
　カメラ／マイク装置２００がＨＤＭＩを有してもよい。この場合、カメラ／マイク装置
２００のＨＤＭＩがＨＤＭＩケーブルを介して通信装置１００に接続される。カメラ／マ
イク装置２００が無線送信部を有してもよい。この場合には、カメラ／マイク装置２００
の無線送信部から通信装置１００の無線受信部１０４に映像データおよび音声データが与
えられる。
【００９４】
　テレビ３００は、モニタ３０１、スピーカ３０２、デジタルアナログ（以下、Ｄ／Ａと
呼ぶ。）コンバータ３０３，３０４、ＨＤＭＩ３０５、無線受信部３０６および音量調整
部３１０を備える。本実施の形態では、テレビ３００のＨＤＭＩ３０５が、ＨＤＭＩケー
ブルを介して通信装置１００のＨＤＭＩ１０７に接続される。
【００９５】
　通信装置１００の制御ＬＳＩ１０１からテレビ３００に、ＨＤＭＩ１０７、ＨＤＭＩケ
ーブルおよびＨＤＭＩ３０５を介してデジタル形式の映像データおよび音声データが与え
られる。テレビ３００に与えられた映像データは、Ｄ／Ａコンバータ３０３によりアナロ
グ形式の映像信号に変換される。アナログ形式の映像信号がモニタ３０１に与えられる。
これにより、モニタ３０１に映像が表示される。
【００９６】
　一方、テレビ３００に与えられた音声データは、Ｄ／Ａコンバータ３０４によりアナロ
グ形式の音声信号に変換される。アナログ形式の音声信号が音量調整部３１０に与えられ
る。
【００９７】
　音量調整部３１０には、後述するリモートコントローラ４９０から、例えば音声信号の
レベルを調整するための操作信号が入力される。これにより、音量調整部３１０において
は、リモートコントローラ４９０から与えられる操作信号に基づいて音声信号のレベルが
調整される。調整された音声信号がスピーカ３０２に与えられ、音声信号に基づく音声が
出力される。
【００９８】
　上記のように、通信装置１００とテレビ３００とがＨＤＭＩ１０７、ＨＤＭＩケーブル
およびＨＤＭＩ３０５を介して接続される。この場合、通信装置１００は、テレビ３００
の動作を制御するための制御信号をテレビ３００に与えることができる。
【００９９】
　通信装置１００にテレビ３００が接続される代わりに、通信装置１００にモニタ３０１
およびスピーカ３０２がそれぞれ個別に接続されてもよい。
【０１００】
　リモートコントローラ４９０は、操作部４９１、処理回路４９２および無線送信部４９
３を備える。操作部４９１は、図１の電源ボタン４８１および音量調整ボタン４８４ａ，
４８４ｂを含む。ユーザにより、操作部４９１のいずれかのボタンが操作される。処理回
路４９２により操作されたボタンに応じた操作信号が生成される。
【０１０１】
　電源ボタン４８１が操作されることにより、テレビ３００の電源をオンするための操作
信号が生成される。音量調整ボタン４８４ａが操作されることにより、音声信号のレベル
を高くするための操作信号が生成される。音量調整ボタン４８４ｂが操作されることによ
り、音声信号のレベルを低くするための操作信号が生成される。
【０１０２】
　生成された操作信号は、無線送信部４９３からテレビ３００の無線受信部３０６に無線
で送信される。テレビ３００とリモートコントローラ４９０との間の無線通信は、例えば
赤外線通信により実現される。
【０１０３】
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　上記の端末１０００においては、例えばカメラ／マイク装置２００から通信装置１００
に映像データおよび音声データが与えられる。通信装置１００においては、与えられた映
像データが符号化される。また、与えられた音声データが符号化される。後述する端末１
０００の会話動作時において、通信装置１００は、符号化された映像データおよび音声デ
ータをネットワーク５００に接続された他の通信端末（パーソナルコンピュータ６００、
テレビ７００および携帯電話９００）に送信する。
【０１０４】
　また、端末１０００においては、ユーザが図１の会話用サーバ２０００にサインインす
ることにより、ネットワーク５００に接続された他の通信端末から送信される映像データ
および音声データが通信装置１００により受信される。通信装置１００においては、受信
された映像データおよび音声データが復号化される。後述する端末１０００の会話動作時
において、通信装置１００は、復号化された映像データおよび音声データをテレビ３００
に与える。テレビ３００では、デジタル形式の映像データがアナログ形式の映像信号に変
換され、変換された映像信号に基づく映像がモニタ３０１に表示される。また、デジタル
形式の音声データがアナログ形式の音声信号に変換され、変換された音声信号に基づく音
声がスピーカ３０２から出力される。
【０１０５】
　これにより、上記のように、端末１０００と他の通信端末間で映像データおよび音声デ
ータの通信が行われる。ネットワーク５００に接続される複数の通信端末の各々は、端末
１０００と同様に、カメラ、マイク、モニタおよびスピーカを有する。したがって、端末
１０００を使用するユーザは、他の通信端末を使用するユーザと会話することができる。
【０１０６】
　端末１０００の通信装置１００においては、例えば光ディスクドライブ１０８により光
ディスクから読み出された映像データおよび音声データがテレビ３００に与えられる。テ
レビ３００では、デジタル形式の映像データがアナログ形式の映像信号に変換され、変換
された映像信号に基づく映像がモニタ３０１に表示される。また、デジタル形式の音声デ
ータがアナログ形式の音声信号に変換され、変換された音声信号に基づく音声がスピーカ
３０２から出力される。
【０１０７】
　さらに、端末１０００の通信装置１００においては、例えばネットワーク５００から受
信された映像データおよび音声データがメモリカード１１０に書き込まれる。
【０１０８】
　（２）ユーザによる端末１０００の操作概要
　以下の説明において、テレビ３００のモニタ３０１には、通信装置１００からＤ／Ａコ
ンバータ３０３を通して映像信号が与えられる。テレビ３００のモニタ３０１は、与えら
れる映像信号に基づく映像を表示する。また、テレビ３００のスピーカ３０２には、通信
装置１００からＤ／Ａコンバータ３０４を通して音声信号が与えられる。テレビ３００の
スピーカ３０２は、与えられる音声信号に基づく音声を出力する。
【０１０９】
　ユーザによる端末１０００の操作の概要を、テレビ３００のモニタ３０１に表示される
映像とともに説明する。
【０１１０】
　一のユーザが端末１０００を用いて会話用サーバ２０００にサインインする場合、一の
ユーザは例えば図１の会話起動ボタン４１２を操作する。これにより、リモートコントロ
ーラ４００から通信装置１００に会話プログラムを実行することを示す操作信号が与えら
れる。会話プログラムが実行されることにより、テレビ３００のモニタ３０１にサインイ
ン画面が表示される。
【０１１１】
　図３は、サインイン画面を示す図である。図３に示すように、サインイン画面ＳＣ１に
は、ユーザＩＤの入力枠ｆ１、パスワードの入力枠ｆ２、サインインボタンｂ１および登
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録画面ボタンｂ２が表示される。ユーザは、図１のリモートコントローラ４００の十字キ
ー４１４を操作することにより入力枠ｆ１，ｆ２、サインインボタンｂ１および登録画面
ボタンｂ２をそれぞれ選択することができる。ユーザは、図１のリモートコントローラ４
００の図示しない複数の数字ボタン等を用いて入力枠ｆ１，ｆ２に文字を入力することが
できる。
【０１１２】
　ユーザは、入力枠ｆ１，ｆ２にそれぞれユーザＩＤおよびパスワードを入力した後、サ
インインボタンｂ１を選択し、図１のリモートコントローラ４００の決定ボタン４１５を
操作する。これにより、会話用サーバ２０００へのサインインが実行される。
【０１１３】
　一方、ユーザは、会話用サーバ２０００にユーザ情報を登録する場合、登録画面ボタン
ｂ２を選択し、図１のリモートコントローラ４００の決定ボタン４１５を操作する。この
場合、テレビ３００のモニタ３０１にユーザ登録画面が表示される。
【０１１４】
　図４は、ユーザ登録画面を示す図である。図４に示すように、ユーザ登録画面ＳＣ２に
は、ユーザの名前の入力枠ｆ３、ユーザＩＤの入力枠ｆ１、パスワードの入力枠ｆ２およ
び登録ボタンｂ３が表示される。ユーザは、図１のリモートコントローラ４００の十字キ
ー４１４を操作することにより入力枠ｆ１，ｆ２，ｆ３および登録ボタンｂ３をそれぞれ
選択することができる。ユーザは、入力枠ｆ１，ｆ２，ｆ３にそれぞれユーザＩＤ、パス
ワードおよび名前を入力した後、登録ボタンｂ３を選択し、図１のリモートコントローラ
４００の決定ボタン４１５を操作する。これにより、会話用サーバ２０００にユーザ情報
が登録される。
【０１１５】
　会話用サーバ２０００へのサインインが実行されることにより、テレビ３００のモニタ
３０１にコンタクト画面が表示される。
【０１１６】
　図５は、コンタクト画面を示す図である。上述のように、図２の通信装置１００のフラ
ッシュメモリ１１２には、コンタクトリストが記憶されている。図５に示すように、コン
タクト画面ＳＣ３には、フラッシュメモリ１１２に記憶されたコンタクトリストを表示す
るためのコンタクトリストボタンｂ４が表示される。この状態で、ユーザは、コンタクト
リストボタンｂ４を選択し、図１のリモートコントローラ４００の決定ボタン４１５を操
作する。この場合、テレビ３００のモニタ３０１にコンタクトリスト画面が表示される。
【０１１７】
　図６は、コンタクトリスト画面を示す図である。図６に示すように、コンタクトリスト
画面ＳＣ４には、例えば通信装置１００に記憶された複数のユーザＩＤにそれぞれ対応付
けられた複数のユーザＩＤボタンｂ５が表示される。ユーザは、複数のユーザＩＤボタン
ｂ５のうちのいずれかを選択し、図１のリモートコントローラ４００の決定ボタン４１５
を操作する。
【０１１８】
　これにより、選択されたユーザＩＤが会話要求として会話用サーバ２０００に送信され
る。選択されたユーザＩＤによるサインインが既に行われている場合に、端末１０００の
通信装置１００は、そのユーザＩＤによるサインインに用いられた他の通信端末のアドレ
スを会話用サーバ２０００から取得する。
【０１１９】
　その後、取得したアドレスを用いて端末１０００の通信装置１００から他の通信端末に
会話を要求することを示す要求信号が送信される。通信装置１００が他の通信端末からの
応答信号を受けることにより、テレビ３００のモニタ３０１に会話画面が表示される。
【０１２０】
　図７は、会話画面を示す図である。図７に示すように、会話画面ＳＣ５には、会話相手
表示ウィンドウＷ１および自己表示ウィンドウＷ２が表示される。会話相手表示ウィンド
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ウＷ１には、他の通信端末のカメラにより撮影された他のユーザの映像が表示される。自
己表示ウィンドウＷ２には、カメラ／マイク装置２００のカメラ２０１により撮影された
ユーザの映像が表示される。また、カメラ／マイク装置２００のマイク２０２に端末１０
００のユーザの音声が入力される。テレビ３００のスピーカ３０２から他の通信端末のマ
イクに入力された他のユーザの音声が出力される。
【０１２１】
　上記のように、端末１０００においてテレビ３００のモニタ３０１に会話画面ＳＣ５が
表示される場合には、他のユーザの通信端末のモニタにも会話画面ＳＣ５が表示される。
他のユーザの通信端末のモニタには、端末１０００のユーザの映像および他の通信端末の
ユーザの映像が表示される。また、他の通信端末のマイクに他のユーザの音声が入力され
る。他の通信端末のスピーカから端末１０００のユーザの音声が出力される。
【０１２２】
　モニタ３０１に図５のコンタクト画面ＳＣ３が表示された状態で、他のユーザの通信端
末から会話を要求することを示す要求信号が送信される場合がある。この場合、テレビ３
００のモニタ３０１に着信画面が表示される。
【０１２３】
　図８は、着信画面を示す図である。この場合、図８に示すように、着信画面ＳＣ６には
、風景映像ＳＳおよび複数の操作ボタンとともにビデオ応答ボタンｂ６が表示される。図
９は、着信画面ＳＣ６の他の例を示す図である。図９の例では、着信画面ＳＣ６に風景映
像が表示されていない。
【０１２４】
　ユーザは、図８または図９の着信画面ＳＣ６のビデオ応答ボタンｂ６を選択し、図１の
リモートコントローラ４００の決定ボタン４１５を操作する。または、ユーザは、図１の
リモートコントローラ４００の会話応答ボタン４１３を操作する。この場合、端末１００
０の通信装置１００から他のユーザの通信端末に応答信号が送信されるとともに、テレビ
３００のモニタ３０１に図７の会話画面ＳＣ５が表示される。この状態で、ユーザは、要
求信号を送信した他のユーザと会話することができる。
【０１２５】
　（３）会話動作
　図２の制御ＬＳＩ１０１のメモリに記憶された会話プログラムに基づく端末１０００の
動作（以下、会話動作と呼ぶ。）について、制御ＬＳＩ１０１の詳細な構成とともに説明
する。
【０１２６】
　図１０は、図２の制御ＬＳＩ１０１の詳細な構成を示すブロック図である。図１０では
、制御ＬＳＩ１０１、図２のカメラ／マイク装置２００、テレビ３００およびネットワー
ク５００の接続関係が示される。各接続部のインターフェースの図示は省略する。
【０１２７】
　図１０に示すように、制御ＬＳＩ１０１は、制御ブロック１０１Ａおよび通信ブロック
１０１Ｂからなる。制御ブロック１０１Ａは、バッファ部１２１ａ，１２１ｂ、復号化部
１２２、合成部１２３、符号化部１２４、エコーキャンセル処理部１２５、差分レベル検
出部１２６、報知信号生成部１２７および制御部１２９を含む。また、通信ブロック１０
１Ｂは、通信管理部１３１、受信部１３２、パケット化部１３３および送信部１３４を含
む。
【０１２８】
　制御ＬＳＩ１０１の通信ブロック１０１Ｂにおいて、通信管理部１３１は、端末１００
０と他の通信端末との間で通信が行われている際に、他の通信端末において復号可能なデ
ータの符号化方式を検出し、検出された符号化方式で送信用データを符号化することを指
令する指令信号を制御ブロック１０１Ａの制御部１２９に与える。例えば、通信管理部１
３１は、他の通信端末においてＨ．２６４形式で符号化された映像データを復号すること
が可能である場合、Ｈ．２６４形式で映像データを符号化することを指令する指令信号を
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制御部１２９に与える。また、通信管理部１３１は、他の通信端末においてＳＩＬＫ形式
で符号化された音声データを復号することが可能である場合、ＳＩＬＫ形式で音声データ
を符号化することを指令する指令信号を制御部１２９に与える。
【０１２９】
　他の通信端末は、ネットワーク５００を介して端末１０００にデータ（映像データおよ
び音声データ）を送信する。端末１０００の受信部１３２は、他の通信端末から送信され
るデータ（映像データおよび音声データ）を受信する。受信されたデータはパケット化さ
れている。
【０１３０】
　受信部１３２は、受信したデータを制御ブロック１０１Ａのバッファ部１２１ａに与え
る。バッファ部１２１ａに、データが一時的に記憶される。また、受信部１３２は、デー
タ（映像データおよび音声データ）が受信されていることを示す受信信号を制御部１２９
に与える。
【０１３１】
　この場合、制御部１２９は、バッファ部１２１ａに記憶されたデータ（映像データおよ
び音声データ）を復号化することを指令する指令信号を復号化部１２２に与える。これに
より、バッファ部１２１ａに記憶されたデータ（映像データおよび音声データ）が復号化
部１２２により復号化される。
【０１３２】
　以下の説明では、復号化部１２２により復号化された映像データを受信映像データＤａ
と呼び、復号化部１２２により復号化された音声データを受信音声データＤｂと呼ぶ。
【０１３３】
　受信映像データＤａは合成部１２３に与えられる。合成部１２３には、カメラ／マイク
装置２００から後述する送信映像データＤｃが与えられる。合成部１２３は、受信映像デ
ータＤａおよび送信映像データＤｃを合成することにより合成映像データＥを生成する。
【０１３４】
　合成部１２３は、生成された合成映像データＥをテレビ３００のＤ／Ａコンバータ３０
３に与える。Ｄ／Ａコンバータ３０３では、デジタル形式の合成映像データＥがアナログ
形式の合成映像信号に変換される。これにより、テレビ３００のモニタ３０１に合成映像
信号に基づく映像（例えば、図７の会話画面ＳＣ５または後述する図１２の会話画面ＳＣ
５）が表示される。
【０１３５】
　受信音声データＤｂはテレビ３００のＤ／Ａコンバータ３０４に与えられるとともに制
御ブロック１０１Ａ内のバッファ部１２１ｂに与えられる。Ｄ／Ａコンバータ３０４では
、デジタル形式の受信音声データＤｂがアナログ形式の音声信号に変換される。アナログ
形式の音声信号は、音量調整部３１０を通してスピーカ３０２に入力される。スピーカ３
０２から音声信号に基づく音声が出力される。
【０１３６】
　カメラ／マイク装置２００のカメラ２０１により映像が撮影される。撮影された映像に
基づく映像信号がＡ／Ｄコンバータ２０３に与えられる。Ａ／Ｄコンバータ２０３では、
アナログ形式の映像信号がデジタル形式の映像データに変換される。
【０１３７】
　カメラ／マイク装置２００のマイク２０２に音声が入力される。入力された音声に基づ
く音声信号が、Ａ／Ｄコンバータ２０４に与えられる。Ａ／Ｄコンバータ２０４では、ア
ナログ形式の音声信号がデジタル形式の音声データに変換される。
【０１３８】
　以下の説明では、Ａ／Ｄコンバータ２０３により変換された映像データを送信映像デー
タＤｃと呼び、Ａ／Ｄコンバータ２０４により変換された音声データを送信音声データＤ
ｄと呼ぶ。
【０１３９】
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　テレビ３００のスピーカ３０２から出力される音声の一部が、カメラ／マイク装置２０
０のマイク２０２に入力される場合がある。そこで、本実施の形態では、エコーキャンセ
ル処理部１２５が用いられる。
【０１４０】
　受信音声データＤｂが通信装置１００からテレビ３００に与えられると、その受信音声
データＤｂに基づく音声がスピーカ３０２から出力され、マイク２０２に入力される。カ
メラ／マイク装置２００においては、入力された音声に基づく送信音声データＤｄが生成
され、通信装置１００に与えられる。この場合、共通の音声に基づく受信音声データＤｂ
がテレビ３００に与えられるタイミングと、共通の音声に基づく送信音声データＤｄが通
信装置１００に与えられるタイミングとの間には遅延（以下、この遅延量を入出力遅延量
と呼ぶ。）が生じる。バッファ部１２１ｂは、復号化部１２２から与えられた受信音声デ
ータＤｂを入出力遅延量に相当する時間遅延させてエコーキャンセル処理部１２５に出力
する。
【０１４１】
　エコーキャンセル処理部１２５には、カメラ／マイク装置２００から送信音声データＤ
ｄが与えられるとともに、バッファ部１２１ｂから受信音声データＤｂが与えられる。
【０１４２】
　エコーキャンセル処理部１２５は制御部１２９により制御される。エコーキャンセル処
理部１２５は制御部１２９から開始信号を受けることにより、以下のエコーキャンセル処
理を開始する。
【０１４３】
　ここで、開始信号は、端末１０００のユーザが音声を発していないと想定されるタイミ
ングで、制御部１２９からエコーキャンセル処理部１２５に与えられる。例えば、他のユ
ーザの要求信号に応答する直後に、端末１０００のユーザが音声を発している可能性は低
い。そのため、開始信号は、ユーザにより会話応答ボタン４１３が操作された場合、また
は図８のビデオ応答ボタンｂ６が選択された場合に、制御部１２９からエコーキャンセル
処理部１２５に与えられる。
【０１４４】
　また、他のユーザの音声がテレビ３００から出力されている間に、端末１０００のユー
ザが音声を発している可能性は低い。そのため、開始信号は、受信音声データＤｂのレベ
ルが所定のしきい値（以下、音声しきい値と呼ぶ。）を超えた場合に制御部１２９からエ
コーキャンセル処理部１２５に与えられる。
【０１４５】
　エコーキャンセル処理部１２５は、制御部１２９から開始信号を受けると、カメラ／マ
イク装置２００から与えられた送信音声データＤｄのレベルを検出するとともにバッファ
部１２１ｂから与えられた受信音声データＤｂのレベルを検出する。
【０１４６】
　エコーキャンセル処理部１２５は、例えば一定期間内に検出された送信音声データＤｄ
のレベルの平均値（または最大値）を算出するとともに、一定期間内に検出された受信音
声データＤｂのレベルの平均値（または最大値）を算出する。その後、エコーキャンセル
処理部１２５は、受信音声データＤｂのレベルの平均値（または最大値）が送信音声デー
タＤｄのレベルの平均値（または最大値）と同じになるように、受信音声データＤｂのレ
ベルを増幅する。
【０１４７】
　続いて、エコーキャンセル処理部１２５は、与えられた送信音声データＤｄから増幅さ
れた受信音声データＤｂを減算するエコーキャンセル処理を行う。エコーキャンセル処理
後の送信音声データＤｄは、符号化部１２４に与えられるとともに、差分レベル検出部１
２６に与えられる。
【０１４８】
　図１１は、エコーキャンセル処理部１２５によるエコーキャンセル処理を説明するため
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の図である。図１１（ａ）～図１１（ｄ）において、縦軸は音声データのレベルを表し、
横軸は時間を表す。図１１（ａ）に送信音声データＤｄのレベルの経時的な変化が示され
る。図１１（ｂ）に受信音声データＤｂのレベルの経時的な変化が示される。図１１（ｃ
）にエコーキャンセル処理部１２５により増幅された受信音声データＤｂのレベルの経時
的な変化が示される。図１１（ｄ）にエコーキャンセル処理後の送信音声データＤｄのレ
ベルの経時的な変化が示される。
【０１４９】
　送信音声データＤｄと受信音声データＤｂとは共通の音声に基づいて生成される。その
ため、図１１（ａ）および図１１（ｃ）に示すように、送信音声データＤｄのレベルの経
時的変化と増幅された受信音声データＤｂのレベルの経時的変化とは、近似している。し
たがって、端末１０００のユーザが音声を発しない場合には、図１１（ｄ）に実線で示す
ように、エコーキャンセル処理後の送信音声データＤｄのレベルは本来的にほぼ０になる
。
【０１５０】
　通信装置１００に接続されるテレビ３００は必ずしも同じ仕様を有するとは限らない。
そのため、スピーカ３０２の音声出力の特性により、スピーカ３０２から出力される音声
の音量が大きい場合にスピーカ３０２から出力される音声に歪が生じる場合がある。この
場合、送信音声データＤｄのレベルの経時的変化と増幅された受信音声データＤｂのレベ
ルの経時的変化との間に大きな差が生じる。それにより、送信音声データＤｄから受信音
声データＤｂの成分を十分に除去することができなくなる。その結果、図１１（ｄ）に点
線で示すように、エコーキャンセル処理後の送信音声データＤｄのレベルが大きくなる。
【０１５１】
　エコーキャンセル処理後の送信音声データＤｄのレベルは、エコーキャンセル処理前の
送信音声データＤｄにより表される波形と受信音声データＤｂにより表される波形との幾
何学的な差分に相当する。
【０１５２】
　そこで、本実施の形態では、差分レベル検出部１２６が、エコーキャンセル処理後の送
信音声データＤｄのレベルの絶対値が所定のしきい値（以下、レベル差分しきい値と呼ぶ
。）ＴＨ１を超えたか否かを判定する。レベル差分しきい値ＴＨ１は、エコーキャンセル
処理後の送信音声データＤｄのレベルの許容範囲の上限値（許容値）に設定される。差分
レベル検出部１２６は、エコーキャンセル処理後の送信音声データＤｄのレベルの絶対値
がレベル差分しきい値ＴＨ１を超えた場合に、音声の歪を検出したことを示す検出信号を
制御部１２９に与える。
【０１５３】
　この場合、制御部１２９は、検出信号に応答して、報知データＭの生成を指令する指令
信号を報知信号生成部１２７に与える。報知信号生成部１２７は、制御部１２９からの指
令信号に応答して報知データＭを生成し、生成された報知データＭを合成部１２３に与え
る。報知データＭは、スピーカ３０２から出力される音声の出力条件の変更要求をユーザ
に提示するためのデータを含む。本実施の形態では、報知データＭは、スピーカ３０２か
ら出力される音声の音量を低減する操作を要求する報知映像を表示するための映像データ
を含む。
【０１５４】
　これにより、合成部１２３には、受信映像データＤａおよび送信映像データＤｃととも
に報知信号生成部１２７から報知データＭが与えられる。この場合、合成部１２３は、受
信映像データＤａ、送信映像データＤｃおよび報知データＭを合成することにより合成映
像データＥを生成する。
【０１５５】
　生成された合成映像データＥがテレビ３００のＤ／Ａコンバータ３０３によりアナログ
形式の合成映像信号に変換されることにより、テレビ３００のモニタ３０１に報知映像を
含む会話画面ＳＣ５が表示される。
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【０１５６】
　図１２は、報知映像を含む会話画面ＳＣ５の一例を示す図である。図１２に示すように
、会話画面ＳＣ５には、会話相手表示ウィンドウＷ１および自己表示ウィンドウＷ２に加
えて、報知ウィンドウＷ３が表示される。報知ウィンドウＷ３に報知映像が表示される。
【０１５７】
　図１２の例では、報知ウィンドウＷ３に「こちら側の声が会話相手に伝わり難い可能性
があります。ＴＶの音量を少し下げて下さい。」というメッセージを含む報知映像が表示
される。ユーザによりリモートコントローラ４９０の音量調整ボタン４８４ｂが操作され
ることにより、スピーカ３０２から出力される音声の音量が小さくなると、音声の歪が低
減される。その結果、エコーキャンセル処理後の送信音声データＤｄのレベルを０に近づ
けることができる。
【０１５８】
　ユーザが報知映像のメッセージに従ってリモートコントローラ４９０を操作することに
よりエコーキャンセル処理後の送信音声データＤｄのレベルの絶対値がレベル差分しきい
値ＴＨ１以下になると、差分レベル検出部１２６は検出信号を制御部１２９に与えない。
この場合、制御部１２９から報知信号生成部１２７に指令信号が与えられないので、報知
データＭが生成されない。そのため、報知映像を含む図１２の報知ウィンドウＷ３が会話
画面ＳＣ５に表示されなくなる。
【０１５９】
　その結果、ユーザは、報知ウィンドウＷ３が消滅することを視認することにより、スピ
ーカ３０２から出力される音声の音量の調整を行う必要がなくなったことを容易に認識す
ることができる。
【０１６０】
　図１０のエコーキャンセル処理部１２５は、制御部１２９から開始信号を受けない場合
、エコーキャンセル処理を行わない。この場合、エコーキャンセル処理部１２５はカメラ
／マイク装置２００から与えられる送信音声データＤｄを符号化部１２４に与える。
【０１６１】
　会話動作時において、制御部１２９に通信管理部１３１から符号化に関する指令信号が
与えられた場合、制御部１２９は、与えられた指令信号に従う符号化方式を指定する指定
信号を符号化部１２４に与える。これにより、符号化部１２４は、指定信号により指定さ
れた符号化形式で送信映像データＤｃおよび送信音声データＤｄを符号化する。符号化さ
れた送信映像データＤｃおよび送信音声データＤｄがパケット化部１３３に与えられる。
パケット化部１３３は、送信映像データＤｃおよび送信音声データＤｄのパケット化を行
う。パケット化された送信映像データＤｃおよび送信音声データＤｄは送信部１３４から
ネットワーク５００を通して他のユーザの通信端末に送信される。
【０１６２】
　上記の制御部１２９の機能は、例えばＣＰＵ（中央演算処理装置）およびメモリ等のハ
ードウェアとコンピュータプログラム等のソフトウェアとにより実現される。
【０１６３】
　また、バッファ部１２１ａ，１２１ｂ、復号化部１２２、合成部１２３、符号化部１２
４、エコーキャンセル処理部１２５、差分レベル検出部１２６、報知信号生成部１２７、
通信管理部１３１、受信部１３２、パケット化部１３３および送信部１３４は、電子回路
等のハードウェアで実現されてもよく、これらの構成要素の一部が、ＣＰＵおよびメモリ
等のハードウェアとコンピュータプログラム等のソフトウェアとにより実現されてもよい
。
【０１６４】
　（４）会話プログラム
　第１の実施の形態に係る会話プログラムに基づく処理の一例を説明する。図１３は、第
１の実施の形態に係る会話プログラムに基づく制御ＬＳＩ１０１の一動作例を示すフロー
チャートである。以下に示す動作は、例えばユーザが端末１０００により会話用サーバ２
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０００にサインインすることにより所定の周期で実行される。
【０１６５】
　初めに、図１０の制御ＬＳＩ１０１の制御部１２９は、ユーザが図１のリモートコント
ローラ４００を操作することにより他の通信端末からの要求信号に応答したか否かを判定
する（ステップＳ１１）。具体的には、制御部１２９は、図１のリモートコントローラ４
００の会話応答ボタン４１３が操作された場合に、リモートコントローラ４００から与え
られる操作信号に基づいてユーザが他の通信端末からの要求信号に応答したと判定する。
または、制御部１２９は、図１のリモートコントローラ４００の十字キー４１４が操作さ
れることにより図８のビデオ応答ボタンｂ６が選択された後に図１のリモートコントロー
ラ４００の決定ボタン４１５が操作された場合に、リモートコントローラ４００から与え
られる操作信号に基づいてユーザが他の通信端末からの要求信号に応答したと判定する。
【０１６６】
　ユーザが他の通信端末からの要求信号に応答した場合、エコーキャンセル処理部１２５
は、上記のエコーキャンセル処理を行う（ステップＳ１２）。
【０１６７】
　次に、差分レベル検出部１２６は、エコーキャンセル処理後の送信音声データＤｄのレ
ベルがレベル差分しきい値を超えたか否かを判定する（ステップＳ１３）。
【０１６８】
　エコーキャンセル処理後の送信音声データＤｄのレベルがレベル差分しきい値を超えた
場合に、図１０の報知信号生成部１２７は、報知データＭを生成する（ステップＳ１４）
。
【０１６９】
　続いて、合成部１２３は、生成された報知データＭをカメラ／マイク装置２００から与
えられる送信映像データＤｃとともに受信映像データＤａに合成する（ステップＳ１５）
。その後、合成部１２３は、合成により得られた合成映像データＥをテレビ３００に出力
する（ステップＳ１６）。これにより、会話プログラムが終了する。
【０１７０】
　上記のステップＳ１１において、ユーザが他の通信端末からの要求信号に応答していな
い場合、制御部１２９は、受信音声データＤｂのレベルが音声しきい値を超えたか否かを
判定する（ステップＳ２１）。すなわち、制御部１２９は、他のユーザが音声を発したか
否かを判定する。受信音声データＤｂのレベルが音声しきい値を超えた場合に、エコーキ
ャンセル処理部１２５は上記のステップＳ１２のエコーキャンセル処理を実行する。一方
、受信音声データＤｂのレベルが音声しきい値を超えない場合に、上記のステップＳ１１
の処理に戻る。
【０１７１】
　上記のステップＳ１３において、エコーキャンセル処理後の送信音声データＤｄのレベ
ルがレベル差分しきい値を超えない場合、合成部１２３は、カメラ／マイク装置２００か
ら与えられる送信映像データＤｃを受信映像データＤａに合成する（ステップＳ３１）。
その後、上記のステップＳ１６の処理に進み、合成部１２３は、合成により得られた合成
映像データＥをテレビ３００に出力する。
【０１７２】
　上記の会話プログラムに係る一連の処理が所定の周期で繰り返し実行されることにより
、エコーキャンセル処理後の送信音声データＤｄのレベルがレベル差分しきい値を超えた
場合に、上記のステップＳ１３～Ｓ１５の処理により報知映像がモニタ３０１に表示され
る。
【０１７３】
　一方、モニタ３０１に報知映像が表示されている状態でエコーキャンセル処理後の送信
音声データＤｄのレベルがレベル差分しきい値以下になった場合には、上記のステップＳ
１３，Ｓ３１の処理により報知データＭが生成されなくなる。それにより、モニタ３０１
に表示されている報知画像が消滅する。
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【０１７４】
　したがって、ユーザは、報知画像の表示状態を確認することにより、スピーカ３０２か
ら出力される音声の音量の調整の要否を容易に認識することができる。
【０１７５】
　（５）効果
　本実施の形態では、差分レベル検出部１２６により、エコーキャンセル処理後の送信音
声データＤｄのレベルの絶対値がレベル差分しきい値ＴＨ１を超えたか否かが判定される
。エコーキャンセル処理後の送信音声データＤｄのレベルの絶対値がレベル差分しきい値
ＴＨ１を超えた場合に、報知映像をモニタ３０１に表示させるための報知データＭが生成
される。生成された報知データＭは、合成部１２３により、受信映像データＤａおよび送
信映像データＤｃに合成され、モニタ３０１に与えられる。
【０１７６】
　これにより、テレビ３００のモニタ３０１に報知映像が表示される。この場合、ユーザ
は、報知映像に含まれるメッセージに従ってスピーカ３０２から出力される音声の音量を
小さくすることができる。それにより、スピーカ３０２から出力される音声の歪を低減す
ることができる。そのため、エコーキャンセル処理後の送信音声データＤｄのレベルの絶
対値をレベル差分しきい値ＴＨ１以下にすることができる。
【０１７７】
　したがって、他の通信端末に送信される送信音声データＤｄから他の通信端末において
入力された音声の影響を十分に除去することができる。その結果、他の通信端末のユーザ
が覚える違和感を十分に抑制することが可能になる。
【０１７８】
　［２］第２の実施の形態
　第２の実施の形態に係る通信システムについて、第１の実施の形態に係る通信システム
と異なる点を説明する。第２の実施の形態に係る通信システムにおいては、図１の端末１
０００のテレビ３００にアンテナが接続される。テレビ３００は、アンテナにより放送局
装置から送信される放送信号を受信可能に構成される。
【０１７９】
　（１）テレビの構成
　図１４は、第２の実施の形態に係るテレビ３００の構成を示すブロック図である。図１
４に示すように、本実施の形態に係るテレビ３００は、モニタ３０１、スピーカ３０２、
Ｄ／Ａコンバータ３０３，３０４、ＨＤＭＩ３０５、無線受信部３０６、映像音声処理回
路３０７、チューナ３０８および音量調整部３１０を備える。チューナ３０８にアンテナ
３０９が接続される。テレビ３００のＨＤＭＩ３０５は、ＨＤＭＩケーブルを介して通信
装置１００のＨＤＭＩ１０７に接続される。通信装置１００の詳細な構成については後述
する。
【０１８０】
　図１４のテレビ３００に用いられるリモートコントローラ４９０は、操作部４９１が表
示モードボタン４８５を含む点を除き、図１および図２のリモートコントローラ４９０と
同じ構成を有する。表示モードボタン４８５が操作されることにより、後述するテレビ３
００の表示モードを変更するための操作信号が生成される。
【０１８１】
　図１４のテレビ３００において、アンテナ３０９により放送局装置から送信される放送
信号が受信される。チューナ３０８は、選局を行うとともに、選局されたチャンネルの放
送信号を映像データおよび音声データに復調する。復調された映像データおよび音声デー
タが映像音声処理回路３０７に与えられる。
【０１８２】
　映像音声処理回路３０７は例えばＬＳＩで実現される。映像音声処理回路３０７は復号
化部を含む。映像音声処理回路３０７の復号化部は、チューナ３０８から与えられる映像
データおよび音声データを復号する。
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【０１８３】
　テレビ３００には、モニタ３０１に表示可能な複数の表示モードが設定されている。複
数の表示モードとしては、例えばスタンダードモード、シネマモード、ダイナミックモー
ドおよび会話モードがある。
【０１８４】
　ユーザは、リモートコントローラ４９０の表示モードボタン４８５を操作することによ
り、複数の表示モードのいずれかを選択することができる。映像音声処理回路３０７は、
ユーザにより選択された表示モードに基づいて映像データに映像の画質および明るさ等を
調整するための映像調整処理を行う。
【０１８５】
　複数の表示モードにそれぞれ対応する複数の映像調整処理はそれぞれ異なる。そのため
、複数の映像調整処理に必要な時間もそれぞれ異なる。そこで、映像音声処理回路３０７
は、映像調整処理後の映像データをＤ/Ａコンバータ３０３に出力するタイミングと、音
声データをＤ／Ａコンバータ３０４に出力するタイミングとを同期させる。この場合、映
像音声処理回路３０７は、音声データと映像データとを同期させるために、音声データを
遅延させる。Ｄ／Ａコンバータ３０３により、映像データがアナログ形式の映像信号に変
換され、モニタ３０１に映像が表示される。Ｄ／Ａコンバータ３０４により、音声データ
がアナログ形式の音声信号に変換され、スピーカ３０２から音声が出力される。このよう
に、映像データの出力タイミングと音声データの出力タイミングとが一致しているので、
モニタ３０１に表示される映像のタイミングとスピーカ３０２から出力される音声のタイ
ミングとが一致する。
【０１８６】
　（２）スピーカから出力される音声の遅延
　上記の会話動作時においても、テレビ３００はユーザにより選択された表示モードに基
づいて映像調整処理を行う。そのため、選択された表示モードに対応する映像調整処理の
時間が長いと、通信装置１００からテレビ３００に受信音声データＤｂが与えられるタイ
ミングと、その受信音声データＤｂに基づいてテレビ３００のスピーカ３０２から音声が
出力されるタイミングとの間に大きな差が生じる。この場合、ユーザが発声した後、他の
通信端末のユーザの音声がスピーカ３０２から出力されるまでの時間が長くなる。そのた
め、ユーザは所望の表示モードでモニタ３０１に表示される映像を視認することができる
が、会話に違和感を覚える。
【０１８７】
　以下の説明では、通信装置１００からテレビ３００に受信音声データＤｂが与えられる
タイミングと、その受信音声データＤｂに基づいてテレビ３００のスピーカ３０２から音
声が出力されるタイミングとの差を音声遅延量と呼ぶ。
【０１８８】
　図１５は、複数の表示モードにそれぞれ対応する音声遅延量の一覧である。図１５の例
では、スタンダードモードに対応する音声遅延量は２００ｍｓｅｃであり、シネマモード
に対応する音声遅延量は４００ｍｓｅｃであり、ダイナミックモードに対応する音声遅延
量は３００ｍｓｅｃであり、会話モードに対応する音声遅延量は１００ｍｓｅｃである。
【０１８９】
　このように、図１５の例では、スタンダードモードに対応する音声遅延量は会話モード
に対応する音声遅延量の２倍である。ダイナミックモードに対応する音声遅延量は会話モ
ードに対応する音声遅延量の３倍である。シネマモードに対応する音声遅延量は会話モー
ドに対応する音声遅延量の４倍である。
【０１９０】
　そのため、例えばテレビ３００においてシネマモードが選択されておりかつ図１０を用
いて説明した入出力遅延量が大きい場合には、テレビ３００の表示モードを音声遅延量が
短い表示モード（例えば会話モード）に変更することが好ましい。テレビ３００の表示モ
ードが会話モードに変更されることにより、テレビ３００における音声遅延量が低減され
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る。それにより、会話時におけるユーザの違和感が抑制される。本実施の形態では、通信
装置１００の制御ＬＳＩ１０１が以下の構成を有する。
【０１９１】
　（３）制御ＬＳＩの詳細な構成
　図１６は、第２の実施の形態に係る制御ＬＳＩ１０１の詳細な構成を示すブロック図で
ある。図１６に示すように、本実施の形態に係る制御ＬＳＩ１０１は、遅延量検出部１２
１ｃをさらに含む点を除いて、図１０の制御ＬＳＩ１０１と同じ構成を有する。
【０１９２】
　この制御ＬＳＩ１０１において、復号化部１２２により復号化された受信音声データＤ
ｂが、遅延量検出部１２１ｃおよびバッファ部１２１ｂに与えられるとともに、テレビ３
００の映像音声処理回路３０７に与えられる。また、カメラ／マイク装置２００のＡ／Ｄ
コンバータ２０４から送信音声データＤｄが遅延量検出部１２１ｃおよびエコーキャンセ
ル処理部１２５に与えられる。
【０１９３】
　遅延量検出部１２１ｃは制御部１２９により制御される。遅延量検出部１２１ｃは制御
部１２９から開始信号を受けることにより、以下の遅延量検出処理を行う。制御部１２９
から遅延量検出部１２１ｃに開始信号が与えられるタイミングは、上述のエコーキャンセ
ル処理部１２５に開始信号が与えられるタイミングと同じである。
【０１９４】
　遅延量検出部１２１ｃは、制御部１２９から開始信号を受けると、送信音声データＤｄ
のレベルの経時的変化を検出するとともに受信音声データＤｂのレベルの経時的変化をそ
れぞれ検出する。
【０１９５】
　さらに、遅延量検出部１２１ｃは、検出された受信音声データＤｂの波形および送信音
声データＤｄの波形のパターンマッチングを行う。これにより、遅延量検出部１２１ｃは
、上記の入出力遅延量を検出する遅延量検出処理を行う。入出力遅延量は、送信音声デー
タＤｄの波形と受信音声データＤｂの波形との時間的な差分に相当する。
【０１９６】
　続いて、遅延量検出部１２１ｃは、検出された入出力遅延量が所定のしきい値（以下、
遅延量しきい値と呼ぶ。）を超えたか否かを判定する。遅延量しきい値は、入出力遅延量
の許容範囲の上限値（許容値）に設定される。
【０１９７】
　遅延量検出部１２１ｃは、入出力遅延量が遅延量しきい値を超えた場合に、入出力遅延
量が大きいことを示す検出信号を制御部１２９に与える。
【０１９８】
　この場合、制御部１２９は、検出信号に応答して、報知データＭの生成を指令する指令
信号を報知信号生成部１２７に与える。報知信号生成部１２７は、制御部１２９からの指
令信号に応答して報知データＭを生成し、生成された報知データＭを合成部１２３に与え
る。報知データＭは、スピーカ３０２から出力される音声の出力条件の変更要求をユーザ
に提示するためのデータを含む。本実施の形態では、報知データＭは映像データを含む。
この映像データは、モニタ３０１にテレビ３００の表示モードの変更を要求する報知映像
を表示させるためのデータである。
【０１９９】
　これにより、合成部１２３には、受信映像データＤａおよび送信映像データＤｃととも
に報知信号生成部１２７から報知データＭが与えられる。この場合、合成部１２３は、受
信映像データＤａ、送信映像データＤｃおよび報知データＭを合成することにより合成映
像データＥを生成する。
【０２００】
　生成された合成映像データＥがテレビ３００の映像音声処理回路３０７を通してＤ／Ａ
コンバータ３０３に与えられる。合成映像データＥがＤ／Ａコンバータ３０３によりアナ
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ログ形式の合成映像信号に変換されることにより、テレビ３００のモニタ３０１に報知映
像を含む会話画面ＳＣ５が表示される。
【０２０１】
　図１７は、報知映像を含む会話画面ＳＣ５の他の例を示す図である。本例では、テレビ
３００の表示モードとしてシネマモードが選択されているものとする。図１７に示すよう
に、会話画面ＳＣ５には、会話相手表示ウィンドウＷ１および自己表示ウィンドウＷ２に
加えて、報知ウィンドウＷ３が表示される。報知ウィンドウＷ３に報知映像が表示される
。
【０２０２】
　図１７の例では、報知ウィンドウＷ３に「表示モードを会話モードに変更して下さい。
」というメッセージを含む報知映像が表示される。ユーザによりリモートコントローラ４
９０の表示モードボタン４８５が操作されることにより、テレビ３００の表示モードがシ
ネマモードから会話モードに変更される。これにより、テレビ３００における音声遅延量
が低減され、入出力遅延量が低減される。
【０２０３】
　（４）音声の遅延に対応するために必要なバッファの容量
　図１８は、エコーキャンセル処理の概念図である。図１８に示すように、テレビ３００
における音声遅延量が大きくなると、エコーキャンセル処理を行うために用いられるバッ
ファ部１２１ｂによる受信音声データＤｂの遅延時間を長くする必要がある。そのため、
バッファ部１２１ｂの記憶容量を大きくしなければならない。
【０２０４】
　バッファ部１２１ｂの記憶容量は、テレビ３００における複数の表示モードにそれぞれ
対応する遅延時間に基づいて決定することが好ましい。しかしながら、通信装置１００に
接続されるテレビ３００は必ずしも同じ仕様を有するとは限らない。そのため、通信装置
１００に種々の仕様を有するテレビ３００を接続可能にするためには、バッファ部１２１
ｂが大きな記憶容量を有することが必要となる。
【０２０５】
　上記のように、図１６の制御ＬＳＩ１０１によれば、遅延量検出部１２１ｃにより入出
力遅延量を低減するための報知映像がユーザに提示される。これにより、ユーザが入出力
遅延量を低減するように表示モードを会話モードに変更するので、バッファ部１２１ｂの
記憶容量を大きくする必要がなくなる。その結果、制御ＬＳＩ１０１の高コスト化が抑制
される。
【０２０６】
　（５）会話プログラム
　第２の実施の形態に係る会話プログラムに基づく処理の一例を説明する。図１９は、第
２の実施の形態に係る会話プログラムに基づく制御ＬＳＩ１０１の一動作例を示すフロー
チャートである。以下に示す動作は、例えばユーザが端末１０００により会話用サーバ２
０００にサインインすることにより所定の周期で繰り返し実行される。
【０２０７】
　初めに、図１６の制御ＬＳＩ１０１の制御部１２９は、ユーザが図１のリモートコント
ローラ４００を操作することにより他の通信端末からの要求信号に応答したか否かを判定
する（ステップＳ４１）。
【０２０８】
　ユーザが他の通信端末からの要求信号に応答した場合、遅延量検出部１２１ｃは、上記
の遅延量検出処理を行う（ステップＳ４２）。
【０２０９】
　次に、遅延量検出部１２１ｃは、検出された入出力遅延量が遅延量しきい値を超えたか
否かを判定する（ステップＳ４３）。
【０２１０】
　入出力遅延量が遅延量しきい値を超えた場合に、図１６の報知信号生成部１２７が報知
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データＭを生成する（ステップＳ４４）。
【０２１１】
　続いて、合成部１２３は、生成された報知データＭを、図１６のカメラ／マイク装置２
００から与えられる送信映像データＤｃとともに受信映像データＤａに合成する（ステッ
プＳ４５）。その後、合成部１２３は、合成により得られた合成映像データＥをテレビ３
００に出力する（ステップＳ４６）。これにより、会話プログラムが終了する。
【０２１２】
　上記のステップＳ４１において、ユーザが他の通信端末からの要求信号に応答していな
い場合、制御部１２９は、受信音声データＤｂのレベルが音声しきい値を超えたか否かを
判定する（ステップＳ５１）。受信音声データＤｂのレベルが音声しきい値を超えた場合
に、遅延量検出部１２１ｃは上記のステップＳ４２の遅延量検出処理を実行する。一方、
受信音声データＤｂのレベルが音声しきい値を超えない場合に、上記のステップＳ４１の
処理に戻る。
【０２１３】
　上記のステップＳ４３において、検出された入出力遅延量が遅延量しきい値を超えない
場合、合成部１２３は、カメラ／マイク装置２００から与えられる送信映像データＤｃを
受信映像データＤａに合成する（ステップＳ６１）。その後、上記のステップＳ４６の処
理に進み、合成部１２３は、合成により得られた合成映像データＥをテレビ３００に出力
する。
【０２１４】
　上記の会話プログラムに係る一連の処理が所定の周期で繰り返し実行されることにより
、入出力遅延量が遅延量しきい値を超えた場合に、上記のステップＳ４３～Ｓ４５の処理
により報知映像がモニタ３０１に表示される。
【０２１５】
　一方、モニタ３０１に報知映像が表示されている状態で入出力遅延量が遅延量しきい値
以下になった場合には、上記のステップＳ４３，Ｓ６１の処理により報知データＭが生成
されなくなる。それにより、モニタ３０１に表示されている報知画像が消滅する。
【０２１６】
　したがって、ユーザは、報知画像の表示状態を確認することにより、テレビ３００の表
示モードを会話モードに変更すべきか否かを容易に認識することができる。
【０２１７】
　（６）効果
　本実施の形態では、遅延量検出部１２１ｃにより入出力遅延量が検出され、検出された
入出力遅延量が遅延量しきい値を超えたか否かが判定される。入出力遅延量が遅延量しき
い値を超えた場合に、報知映像をモニタ３０１に表示させるための報知データＭが生成さ
れる。生成された報知データＭは、合成部１２３により受信映像データＤａおよび送信映
像データＤｃに合成され、モニタ３０１に与えられる。
【０２１８】
　これにより、テレビ３００のモニタ３０１に報知映像が表示される。この場合、ユーザ
は、報知映像に含まれるメッセージに従ってテレビ３００の表示モードを会話モードに変
更することができる。テレビ３００の表示モードが会話モードに変更されることにより、
テレビ３００における音声遅延量を最小にすることができる。したがって、入出力遅延量
を十分に低減することができる。
【０２１９】
　その結果、複数の通信端末を用いた会話時に、各通信端末のユーザが覚える違和感を十
分に抑制することが可能になる。
【０２２０】
　［３］変形例
　（１）第１および第２の実施の形態において、差分レベル検出部１２６から検出信号が
与えられた場合、制御部１２９は、図１０および図１６に一点鎖線で示すように、テレビ
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３００の音量調整部３１０に音声信号のレベル低くするための制御信号を与えてもよい。
この場合、音量調整部３１０は、制御部１２９から与えられる制御信号に基づいて音声信
号のレベルを低くする。これにより、スピーカ３０２から出力される音声の音量が小さく
なり、音声の歪が低減される。その結果、ユーザによるリモートコントローラ４９０の操
作を伴うことなく、会話時にユーザが覚える違和感が十分に抑制される。
【０２２１】
　このように、制御部１２９から音量調整部３１０に制御信号が与えられる場合には、図
１０の報知信号生成部１２７は設けられなくてもよい。または、図１０の報知信号生成部
１２７は以下の報知データＭを生成してもよい。
【０２２２】
　本例において、報知データＭは、音声の歪を低減するためにスピーカ３０２から出力さ
れる音声の音量が小さくなったことを示す報知映像の映像データを含んでもよい。
【０２２３】
　この場合、差分レベル検出部１２６から制御部１２９に検出信号が与えられることによ
りスピーカ３０２から出力される音声の音量が小さくなると、音声の歪を低減するために
音量が小さくなったことを示す報知映像がモニタ３０１に表示される。これにより、ユー
ザは上記の報知映像を視認することにより、音声の歪を低減するために音量が小さくなっ
たことを容易に認識することができる。
【０２２４】
　報知データＭは、音声の歪を低減するために音量が小さくなったことを報知するガイド
音声の音声データを含んでもよい。
【０２２５】
　この場合、差分レベル検出部１２６から制御部１２９に検出信号が与えられることによ
りスピーカ３０２から出力される音声の音量が小さくなると、音声の歪を低減するために
音量が小さくなったことを報知するガイド音声がスピーカ３０２から出力される。これに
より、ユーザは上記のガイド音声を聴くことにより、音声の歪を低減するために音量が小
さくなったことを容易に認識することができる。
【０２２６】
　（２）第２の実施の形態において、遅延量検出部１２１ｃから検出信号が与えられた場
合、制御部１２９は、図１６に一点鎖線で示すように、テレビ３００の映像音声処理回路
３０７にテレビ３００の表示モードを会話モードに変更するための制御信号を与えてもよ
い。この場合、映像音声処理回路３０７は、制御部１２９から与えられる制御信号に基づ
いて会話モードに対応する映像調整処理を行う。これにより、テレビ３００における音声
遅延量を最も小さくすることができる。したがって、入出力遅延量を十分に低減すること
ができる。その結果、ユーザによるリモートコントローラ４９０の操作を伴うことなく、
会話時にユーザが覚える違和感が十分に抑制される。
【０２２７】
　このように、制御部１２９から映像音声処理回路３０７に制御信号が与えられる場合に
は、図１６の報知信号生成部１２７は設けられなくてもよい。または、図１６の報知信号
生成部１２７は以下の報知データＭを生成してもよい。
【０２２８】
　本例において、報知データＭは音声遅延量を小さくするためにテレビ３００の表示モー
ドが会話モードに変更されたことを示す報知映像の映像データを含んでもよい。
【０２２９】
　この場合、差分レベル検出部１２６から制御部１２９に検出信号が与えられることによ
りテレビ３００の表示モードが会話モードに変更されると、音声遅延量を小さくするため
にテレビ３００の表示モードが会話モードに変更されたことを示す報知映像がモニタ３０
１に表示される。これにより、ユーザは上記の報知映像を視認することにより、音声遅延
量を小さくするためにテレビ３００の表示モードが会話モードに変更されたことを容易に
認識することができる。
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【０２３０】
　報知データＭは、音声遅延量を小さくするためにテレビ３００の表示モードが会話モー
ドに変更されたことを報知するガイド音声の音声データを含んでもよい。
【０２３１】
　この場合、差分レベル検出部１２６から制御部１２９に検出信号が与えられることによ
りテレビ３００の表示モードが会話モードに変更されると、音声遅延量を小さくするため
にテレビ３００の表示モードが会話モードに変更されたことを報知するガイド音声がスピ
ーカ３０２から出力される。これにより、ユーザは上記のガイド音声を聴くことにより、
音声遅延量を小さくするためにテレビ３００の表示モードが会話モードに変更されたこと
を容易に認識することができる。
【０２３２】
　（３）第２の実施の形態において、遅延量検出部１２１ｃから検出信号が与えられた場
合、制御部１２９は、図１６に一点鎖線で示すように、映像音声処理回路３０７に音声デ
ータの遅延を最も小さくするかまたは０にするための制御信号を与えてもよい。
【０２３３】
　この場合、映像音声処理回路３０７は、制御部１２９から与えられる制御信号に基づい
て音声データの遅延を最も小さくしまたは０にする。これにより、入出力遅延量が十分に
小さくなる。その結果、ユーザによるリモートコントローラ４９０の操作を伴うことなく
、会話時にユーザが覚える違和感が十分に抑制される。
【０２３４】
　このように、制御部１２９から音量調整部３１０に制御信号が与えられる場合には、図
１６の報知信号生成部１２７は設けられなくてもよい。または、図１６の報知信号生成部
１２７は以下の報知データＭを生成してもよい。
【０２３５】
　本例において、報知データＭは音声遅延量を小さくするためにテレビ３００における音
声データの遅延量が小さくなったことを示す報知映像の映像データを含んでもよい。また
、報知データＭは音声遅延量を小さくするためにテレビ３００における音声データの遅延
量が小さくなったことを報知するガイド音声の音声データを含んでもよい。
【０２３６】
　これにより、ユーザは、上記の報知映像を視認するとともにガイド音声を聴くことによ
り、音声遅延量を小さくするためにテレビ３００における音声データの遅延量が小さくな
るように調整されたことを容易に認識することができる。
【０２３７】
　（４）第２の実施の形態において、会話モードが選択されている場合、図１４の映像音
声処理回路３０７は映像調整処理後の映像データをＤ/Ａコンバータ３０３に出力するタ
イミングと、音声データをＤ／Ａコンバータ３０４に出力するタイミングとを同期させな
くてもよい。
【０２３８】
　この場合、通信装置１００から映像音声処理回路３０７に合成映像データＥおよび受信
音声データＤｂが入力されると、映像調整処理の影響を受けることなく受信音声データＤ
ｂがＤ／Ａコンバータ３０４に出力される。それにより、テレビ３００における音声遅延
量を十分に小さくすることができる。その結果、入出力遅延量が十分に小さくなる。
【０２３９】
　（５）第２の実施の形態において、図１６の遅延量検出部１２１ｃは検出された入出力
遅延量を制御部１２９に与えてもよい。この場合、遅延量検出部１２１ｃにより入出力遅
延量が遅延量しきい値を超えたか否かが判定される代わりに、制御部１２９が、遅延量検
出部１２１ｃから与えられる入出力遅延量が遅延量しきい値を超えたか否かを判定しても
よい。
【０２４０】
　（６）第２の実施の形態において、テレビ３００のスピーカ３０２から出力される音声
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が、カメラ／マイク装置２００のマイク２０２に入力されることがない場合には、図１６
の制御ＬＳＩ１０１にエコーキャンセル処理部１２５および差分レベル検出部１２６が設
けられなくてもよい。
【０２４１】
　（７）第１および第２の実施の形態においては、報知データＭは、例えば端末１０００
のユーザにテレビ３００の特定の操作を促す報知映像に基づく映像データである。これに
限らず、報知データＭは、例えば端末１０００のユーザにテレビ３００の特定の操作を促
す音声に基づく音声データであってもよい。
【０２４２】
　この場合、例えばテレビ３００に報知データＭが入力されることにより、スピーカ３０
２から「音量を下げてください。」または「表示モードを会話モードにして下さい。」等
のガイド音声が出力される。
【０２４３】
　［４］請求項の各構成要素と実施の形態の各要素との対応
　以下、請求項の各構成要素と実施の形態の各要素との対応の例について説明するが、本
発明は下記の例に限定されない。
【０２４４】
　上記実施の形態では、通信装置１００が通信装置の例であり、パーソナルコンピュータ
６００、テレビ７００および携帯電話９００が他装置の例であり、マイク２０２およびＡ
／Ｄコンバータ２０４を含む構成が音声入力装置の例であり、スピーカ３０２、音量調整
部３１０、Ｄ／Ａコンバータ３０４および映像音声処理回路３０７を含む構成が音声出力
装置の例である。
【０２４５】
　また、ネットワークインターフェース１０３、受信部１３２およびバッファ部１２１ａ
が受信部の例であり、ＨＤＭＩ１０７および復号化部１２２が音声データ出力部の例であ
り、ＵＳＢインターフェース１０５、エコーキャンセル処理部１２５および遅延量検出部
１２１ｃが音声データ入力部の例であり、ネットワークインターフェース１０３、パケッ
ト化部１３３および送信部１３４が送信部の例である。
【０２４６】
　さらに、エコーキャンセル処理部１２５および遅延量検出部１２１ｃが差分検出部の例
であり、差分レベル検出部１２６、遅延量検出部１２１ｃおよび制御部１２９が判定部の
例であり、合成部１２３、報知信号生成部１２７および制御部１２９が提示信号生成部の
例である。
【０２４７】
　また、レベル差分しきい値ＴＨ１および遅延量しきい値が許容量の例であり、報知デー
タＭが提示信号の例であり、エコーキャンセル処理部１２５が除去処理部の例であり、差
分レベル検出部１２６がレベル検出部および判定部の例であり、スタンダードモード、シ
ネマモード、ダイナミックモードおよび会話モードが複数の表示モードの例である。
【０２４８】
　また、モニタ３０１、Ｄ／Ａコンバータ３０３および映像音声処理回路３０７を含む構
成が映像出力装置の例であり、ＨＤＭＩ１０７および復号化部１２２が映像データ出力部
の例であり、遅延量検出部１２１ｃが遅延検出部の例であり、制御部１２９が制御信号生
成部の例である。
【０２４９】
　請求項の各構成要素として、請求項に記載されている構成または機能を有する他の種々
の要素を用いることもできる。
【産業上の利用可能性】
【０２５０】
　本発明は、映像データおよび音声データの通信を行う通信機器に有効に利用することが
できる。
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【符号の説明】
【０２５１】
　１００　通信装置
　１０３　ネットワークインターフェース
　１０５　ＵＳＢインターフェース
　１０７　ＨＤＭＩ
　１２１ａ　バッファ部
　１２１ｃ　遅延量検出部
　１２２　復号化部
　１２３　合成部
　１２５　エコーキャンセル処理部
　１２６　差分レベル検出部
　１２７　報知信号生成部
　１２９　制御部
　１３２　受信部
　１３３　パケット化部
　１３４　送信部
　２０２　マイク
　２０４　Ａ／Ｄコンバータ
　３０１　モニタ
　３０２　スピーカ
　３０３，３０４　Ｄ／Ａコンバータ
　３０７　映像音声処理回路
　３１０　音量調整部
　６００　パーソナルコンピュータ
　７００　テレビ
　９００　携帯電話
　１０００　端末
　ＴＨ１　レベル差分しきい値
　Ｍ　報知データ
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