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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信対象装置からの撮像画像を受信する受信部と、
　前記受信部が受信した撮像画像から前記通信対象装置のユーザの顔を含む顔領域を検出
する検出部と、
　前記検出部が検出した顔領域の情報に基づいて、前記通信対象装置のユーザの人数を把
握する把握部と、
　情報処理装置のユーザが視る表示画面における第１の表示領域と第２の表示領域との表
示比率の情報に基づいて、前記表示画面において前記第１の表示領域と前記第２の表示領
域とを設定する設定部と、
　前記検出部が検出した顔領域の情報と、前記把握部による前記通信対象装置のユーザの
人数の把握の結果と、前記設定部が設定した前記第２の表示領域の情報とに基づいて、前
記撮像画像から前記第２の表示領域に表示する表示画像を生成する生成部と、
　前記表示画面における前記第２の表示領域に、前記生成部が生成した表示画像を表示さ
せる制御部と、
　を備え、
　前記生成部は、前記検出部が検出した顔領域の情報に基づいて、少なくとも前記通信対
象装置のユーザの顔の特徴的な部分が前記表示画像に含まれるように、前記撮像画像を切
り出して、前記表示画像を生成し、
　前記生成部は、前記撮像画像において複数のユーザが所定の距離以内に位置する場合に
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は、同一な画像が表示される同一領域が前記表示画像に含まれないように、前記撮像画像
に含まれる複数のユーザの各々について顔の特徴的な部分を含む領域を切り出すことによ
り、前記表示画像を生成する、情報処理装置。
【請求項２】
　前記生成部は、前記把握部による前記通信対象装置のユーザの人数の把握の結果、前記
通信対象装置のユーザの人数が複数であるときは、前記表示画面における前記第２の表示
領域において横方向に前記通信対象装置の複数のユーザの顔が並ぶように、前記撮像画像
を切り出して、前記表示画像を生成する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記生成部は、前記把握部による前記通信対象装置のユーザの人数の把握の結果、前記
通信対象装置のユーザの人数が複数であるときは、前記表示画面における前記第２の表示
領域において縦方向に前記通信対象装置の複数のユーザの顔が並ぶように、前記撮像画像
を切り出して、前記表示画像を生成する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記生成部は、前記把握部による前記通信対象装置のユーザの人数の把握の結果、前記
通信対象装置のユーザの人数が複数であるときは、前記表示画面における前記第２の表示
領域においてマトリックス状に前記通信対象装置の複数のユーザの顔が並ぶように、前記
撮像画像を切り出して、前記表示画像を生成する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記表示画面における前記第１の表示領域に、画像サイズが縮小された
コンテンツを表示させる、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記検出部は、さらに、前記表示画面を有する表示部または表示装置の表示方向におけ
る被写体を撮像可能な撮像部または撮像装置により得られた他の撮像画像から前記情報処
理装置のユーザの顔を含む顔領域を検出し、
　前記把握部は、さらに、前記検出部が検出した前記情報処理装置のユーザの顔を含む顔
領域の情報に基づいて、前記情報処理装置のユーザの人数を把握し、
　前記生成部は、さらに、前記検出部が検出した前記情報処理装置のユーザの顔を含む顔
領域の情報と、前記把握部による前記情報処理装置のユーザの人数の把握の結果とに基づ
いて、前記撮像画像および前記他の撮像画像から前記第２の表示領域に表示する表示画像
を生成する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記受信部が前記通信対象装置からの撮像画像、および当該撮像画像から検出された前
記通信対象装置のユーザの顔を含む顔領域の情報を受信した場合には、前記検出部は、前
記受信部が受信した撮像画像から前記通信対象装置のユーザの顔を含む顔領域の検出を行
わず、
　前記把握部は、前記受信部が受信した顔領域の情報に基づいて、前記通信対象装置のユ
ーザの人数を把握し、
　前記生成部は、前記検出部が検出した顔領域の情報に代えて前記受信部が受信した顔領
域の情報に基づいて、前記表示画像を生成する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記生成部は、前記検出部が検出した顔領域の情報に基づいて、無駄な領域としての無
効領域が前記表示画像に含まれないように、前記撮像画像を切り出して、前記表示画像を
生成する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　通信インタフェースが、通信対象装置からの撮像画像を受信する受信ステップと、
　プロセッサが、前記受信ステップで受信した撮像画像から前記通信対象装置のユーザの
顔を含む顔領域を検出する検出ステップと、
　前記プロセッサが、前記検出ステップで検出した顔領域の情報に基づいて、前記通信対
象装置のユーザの人数を把握する把握ステップと、
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　前記プロセッサが、情報処理装置のユーザが視る表示画面における第１の表示領域と第
２の表示領域との表示比率の情報に基づいて、前記表示画面において前記第１の表示領域
と前記第２の表示領域とを設定する設定ステップと、
　前記プロセッサが、前記検出ステップで検出した顔領域の情報と、前記把握ステップで
の前記通信対象装置のユーザの人数の把握の結果と、前記設定ステップで設定した前記第
２の表示領域の情報とに基づいて、前記撮像画像から前記第２の表示領域に表示する表示
画像を生成する生成ステップと、
　前記プロセッサが、前記検出ステップで検出した顔領域の情報に基づいて、少なくとも
前記通信対象装置のユーザの顔の特徴的な部分が前記表示画像に含まれるように、前記撮
像画像を切り出して、前記表示画像を生成するステップと、
　前記プロセッサが、前記撮像画像において複数のユーザが所定の距離以内に位置する場
合には、同一な画像が表示される同一領域が前記表示画像に含まれないように、前記撮像
画像に含まれる複数のユーザの各々について顔の特徴的な部分を含む領域を切り出すこと
により、前記表示画像を生成するステップと、
　前記プロセッサが、前記表示画面における前記第２の表示領域に、前記生成ステップで
生成した表示画像を表示させる制御ステップと、
　を有する、情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置および情報処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遠隔地にいるユーザ同士の交流に用いる装置として、電話、いわゆるテレビ電話
、ビデオ会議システムなどが存在する。また、パーソナルコンピュータなどを用いてイン
ターネットに接続し、テキストチャット、映像と音声を伴うビデオチャットなどを行う方
法もある。
【０００３】
　このような中、電子機器などの装置の高機能化や多機能化がますます進み、例えば、テ
レビジョン受像機では、ネットワーク通信機能を備え、放送局から番組の映像および音声
コンテンツを受信して表示するのみならず、他の受像機との間で各種情報をやりとりする
ことが可能となっている。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、テレビジョン受像機においてユーザがテレビジョン放送の番
組コンテンツを視聴する際に、登録された他のユーザに関する情報（例えば、他のユーザ
のサムネイル画像、他のユーザが視聴しているコンテンツの名称、チャンネル、映像など
）を、番組コンテンツと並行して表示する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－５０３７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、テレビジョン受像機などの表示装置においては、例えば、コンテンツの表示
と、外部からネットワーク通信により受信した画像（以下、「通信画像」という。）の表
示とを並行して行う際には、ＰＩＰ（Ｐｉｃｔｕｒｅ　ｉｎ　Ｐｉｃｔｕｒｅ）表示やＰ
ＯＰ（Ｐｉｃｔｕｒｅ　ｏｎ　Ｐｉｃｔｕｒｅ）表示などの手法を用いるのが一般的であ
る。
【０００７】



(4) JP 5740972 B2 2015.7.1

10

20

30

40

50

　しかしながら、ＰＩＰ表示やＰＯＰ表示などの手法では、コンテンツの表示の一部が通
信画像の表示によって隠れてしまい、コンテンツが見難くなってしまうという問題があっ
た。さらに、通常、表示画面における通信画像の表示領域は制限されているため、表示画
面に表示される通信画像は画像サイズを縮小したものとなる。このため、例えば、通信画
像に写っている他のユーザの画像サイズが小さくなって、当該他のユーザを判別し難くな
ったり、通信画像の画質が劣化したりするという問題があった。
【０００８】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、コンテンツの表示と通信画像の表示とを並行して行う際に、コンテンツの表示と通信
画像の表示とを適切に行うことが可能な、新規かつ改良された情報処理装置および情報処
理方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、通信対象装置からの撮像画像
を受信する受信部と、前記受信部が受信した撮像画像から前記通信対象装置のユーザの顔
を含む顔領域を検出する検出部と、前記検出部が検出した顔領域の情報に基づいて、前記
通信対象装置のユーザの人数を把握する把握部と、情報処理装置のユーザが視る表示画面
における第１の表示領域と第２の表示領域との表示比率の情報に基づいて、前記表示画面
において前記第１の表示領域と前記第２の表示領域とを設定する設定部と、前記検出部が
検出した顔領域の情報と、前記把握部による前記通信対象装置のユーザの人数の把握の結
果と、前記設定部が設定した前記第２の表示領域の情報とに基づいて、前記撮像画像から
前記第２の表示領域に表示する表示画像を生成する生成部と、前記表示画面における前記
第２の表示領域に、前記生成部が生成した表示画像を表示させる制御部と、を備える、情
報処理装置が提供される。
【００１０】
　前記生成部は、前記検出部が検出した顔領域の情報に基づいて、少なくとも前記通信対
象装置のユーザの顔の特徴的な部分が前記表示画像に含まれるように、前記撮像画像を切
り出して、前記表示画像を生成してもよい。
【００１１】
　前記生成部は、前記把握部による前記通信対象装置のユーザの人数の把握の結果、前記
通信対象装置のユーザの人数が複数であるときは、前記表示画面における前記第２の表示
領域において横方向に前記通信対象装置の複数のユーザの顔が並ぶように、前記撮像画像
を切り出して、前記表示画像を生成してもよい。
【００１２】
　前記生成部は、前記把握部による前記通信対象装置のユーザの人数の把握の結果、前記
通信対象装置のユーザの人数が複数であるときは、前記表示画面における前記第２の表示
領域において縦方向に前記通信対象装置の複数のユーザの顔が並ぶように、前記撮像画像
を切り出して、前記表示画像を生成してもよい。
【００１３】
　前記生成部は、前記把握部による前記通信対象装置のユーザの人数の把握の結果、前記
通信対象装置のユーザの人数が複数であるときは、前記表示画面における前記第２の表示
領域においてマトリックス状に前記通信対象装置の複数のユーザの顔が並ぶように、前記
撮像画像を切り出して、前記表示画像を生成してもよい。
【００１４】
　前記制御部は、前記表示画面における前記第１の表示領域に、画像サイズが縮小された
コンテンツを表示させてもよい。
【００１５】
　前記検出部は、さらに、前記表示画面を有する表示部または表示装置の表示方向におけ
る被写体を撮像可能な撮像部または撮像装置により得られた他の撮像画像から前記情報処
理装置のユーザの顔を含む顔領域を検出し、前記把握部は、さらに、前記検出部が検出し
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た前記情報処理装置のユーザの顔を含む顔領域の情報に基づいて、前記情報処理装置のユ
ーザの人数を把握し、前記生成部は、さらに、前記検出部が検出した前記情報処理装置の
ユーザの顔を含む顔領域の情報と、前記把握部による前記情報処理装置のユーザの人数の
把握の結果とに基づいて、前記撮像画像および前記他の撮像画像から前記第２の表示領域
に表示する表示画像を生成してもよい。
【００１６】
　前記受信部が前記通信対象装置からの撮像画像、および当該撮像画像から検出された前
記通信対象装置のユーザの顔を含む顔領域の情報を受信した場合には、前記検出部は、前
記受信部が受信した撮像画像から前記通信対象装置のユーザの顔を含む顔領域の検出を行
わず、前記把握部は、前記受信部が受信した顔領域の情報に基づいて、前記通信対象装置
のユーザの人数を把握し、前記生成部は、前記検出部が検出した顔領域の情報に代えて前
記受信部が受信した顔領域の情報に基づいて、前記表示画像を生成してもよい。
【００１７】
　前記生成部は、前記検出部が検出した顔領域の情報に基づいて、無駄な領域としての無
効領域が前記表示画像に含まれないように、前記撮像画像を切り出して、前記表示画像を
生成してもよい。
【００１８】
　前記生成部は、前記検出部が検出した顔領域の情報に基づいて、同一な画像が表示され
る同一領域が前記表示画像に含まれないように、前記撮像画像を切り出して、前記表示画
像を生成してもよい。
【００１９】
　前記生成部は、前記検出部が検出した顔領域の情報に基づいて、前記撮像画像において
複数のユーザが近い位置に存在する場合には、前記複数のユーザを１人のユーザと見做し
て、前記表示画像を生成してもよい。
【００２０】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、通信対象装置からの撮
像画像を受信する受信ステップと、前記受信ステップで受信した撮像画像から前記通信対
象装置のユーザの顔を含む顔領域を検出する検出ステップと、前記検出ステップで検出し
た顔領域の情報に基づいて、前記通信対象装置のユーザの人数を把握する把握ステップと
、情報処理装置のユーザが視る表示画面における第１の表示領域と第２の表示領域との表
示比率の情報に基づいて、前記表示画面において前記第１の表示領域と前記第２の表示領
域とを設定する設定ステップと、前記検出ステップで検出した顔領域の情報と、前記把握
ステップでの前記通信対象装置のユーザの人数の把握の結果と、前記設定ステップで設定
した前記第２の表示領域の情報とに基づいて、前記撮像画像から前記第２の表示領域に表
示する表示画像を生成する生成ステップと、前記表示画面における前記第２の表示領域に
、前記生成ステップで生成した表示画像を表示させる制御ステップと、を有する、情報処
理方法が提供される。
【発明の効果】
【００２１】
　以上説明したように本発明によれば、コンテンツの表示と通信画像の表示とを並行して
行う際に、コンテンツの表示と通信画像の表示とを適切に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の実施の形態における表示システムの一例を説明するための説明図である
。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る情報処理装置の機能構成の一例を説明するため
の説明図である。
【図３】図２における情報処理装置のハードウェア構成の一例を説明するための説明図で
ある。
【図４】図２における情報処理装置が実行する表示処理のフローチャートである。
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【図５】図４の表示処理におけるステップＳ１０８で実行される並列表示処理のフローチ
ャートである。
【図６】他の表示システムにおいて撮像された撮像画像を説明するための説明図である。
【図７】（Ａ）～（Ｄ）は、表示装置の表示画面に並列表示されたコンテンツと他の情報
処理装置からの撮像画像とを説明するための説明図である。
【図８】（Ａ）は、他の表示システムのユーザが２人である場合に、他の表示システムに
おいて撮像された撮像画像を説明するための説明図であり、（Ｂ）は、他の表示システム
のユーザが１人であって、他の表示システムのユーザが１人である場合に、他の表示シス
テムにおいて撮像された撮像画像を説明するための説明図である。
【図９】（Ａ）～（Ｄ）は、表示装置の表示画面に並列表示されたコンテンツと他の情報
処理装置からの撮像画像とを説明するための説明図である。
【図１０】（Ａ）は、他の表示システムのユーザが３人である場合に、他の表示システム
において撮像された撮像画像を説明するための説明図であり、（Ｂ）は、他の表示システ
ムのユーザが２人であって、他の表示システムのユーザが１人である場合に、他の表示シ
ステムにおいて撮像された撮像画像を説明するための説明図であり、（Ｃ）は、他の表示
システムのユーザが１人であって、他の表示システムのユーザが１人であり、他の表示シ
ステムのユーザが１人である場合に、他の表示システムにおいて撮像された撮像画像を説
明するための説明図である。
【図１１】（Ａ）～（Ｄ）は、表示装置の表示画面に並列表示されたコンテンツと他の情
報処理装置からの撮像画像とを説明するための説明図である。
【図１２】（Ａ）～（Ｄ）は、表示装置の表示画面に並列表示されたコンテンツと他の情
報処理装置からの撮像画像とを説明するための説明図である。
【図１３】本発明の第２の実施の形態に係る情報処理装置の機能構成の一例を説明するた
めの説明図である。
【図１４】（Ａ）～（Ｃ）は、本発明の第４の実施例について説明するための説明図であ
る。
【図１５】（Ａ）～（Ｄ）は、本発明の第５の実施例について説明するための説明図であ
る。
【図１６】（Ａ）～（Ｆ）は、本発明の第６の実施例について説明するための説明図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２４】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．表示システム
　２．情報処理装置の機能構成（第１の実施の形態）
　３．情報処理装置のハードウェア構成
　４．表示処理
　５．実施例
　６．情報処理装置の機能構成（第２の実施の形態）
【００２５】
［１．表示システム］
　まず、本発明の実施の形態における表示システムについて説明する。図１は、本実施の
形態における表示システムの一例を説明するための説明図である。図１は、表示システム
を正面から見た正面図である。
【００２６】
　図１において、表示システム１００は、例えば、表示装置１０２と、撮像装置１０４と
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を備える。
【００２７】
　表示装置１０２は、本発明の表示装置の一例であり、駆動信号に基づいて静止画像また
は動画像を表示することができる。例えば、表示装置１０２は、液晶によって静止画像ま
たは動画像を表示する。なお、表示装置１０２は、有機ＥＬ（エレクトロルミネセンス）
のような自発光型の表示デバイスによって静止画像または動画像を表示してもよい。
【００２８】
　撮像装置１０４は、本発明の撮像装置の一例であり、表示装置１０２の上方中央部に設
けられていて、表示装置１０２の表示方向における被写体を撮像することができる。撮像
装置１０４は、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）イメージセンサ
によって静止画像または動画像の撮像を行うものであってもよく、ＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌ
ｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）イメージセ
ンサによって静止画像または動画像の撮像を行うものであってもよい。
【００２９】
　なお、本実施の形態では、撮像装置１０４が表示装置１０２の上方中央部に設けられて
いるが、撮像装置１０４が設けられる場所は表示装置１０２の上方中央部に限られない。
例えば、撮像装置１０４は、表示装置１０２の下方中央部などに設けられてもよい。また
、本実施の形態では、撮像装置１０４が１つだけ設けられているが、撮像装置１０４の数
は１つに限られない。例えば、撮像装置１０４は、２つ以上設けられてもよい。また、本
実施の形態では、表示装置１０２と撮像装置１０４とが一体となっているが、表示装置１
０２と撮像装置１０４とは別体となってもよい。
【００３０】
　なお、表示システム１００には、表示装置１０２の前方のユーザの有無を検知するセン
サ（図示しない）や、リモートコントローラ（図示しない）からの赤外線や無線等による
制御信号を受信可能な信号受信部（図示しない）が設けられていてもよい。また、上記セ
ンサは、表示装置１０２と表示装置１０２の前方のユーザとの間の距離を検出できるもの
であってもよい。
【００３１】
　本実施の形態における表示装置１０２は、後述するように、静止画像または動画像のコ
ンテンツと、図２における他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像とを並列表示
することができる。例えば、表示装置１０２は、表示画面におけるコンテンツの表示領域
に静止画像または動画像のコンテンツを表示し、他の情報処理装置５００，７００からの
撮像画像の表示領域に他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像を表示することが
できる。コンテンツの表示領域は、本発明の第１の表示領域の一例である。他の情報処理
装置５００，７００からの撮像画像の表示領域は、本発明の第２の表示領域の一例である
。
【００３２】
　また、本実施の形態における撮像装置１０４は、図２における表示装置１０２の表示画
面を見ているユーザＡの静止画像または動画像を撮像することができる。
【００３３】
［２．情報処理装置の機能構成（第１の実施の形態）］
　次に、本発明の第１の実施の形態に係る情報処理装置の機能構成について説明する。図
２は、本実施の形態に係る情報処理装置の機能構成の一例を説明するための説明図である
。なお、図２には、本実施の形態に係る情報処理装置としての情報処理装置２００へ撮像
画像を伝達し、また情報処理装置２００から表示装置１０２を駆動するための信号を受信
する表示システム１００と、表示システム１００および情報処理装置２００のユーザとし
てのユーザＡとが示されている。さらに、図２には、情報処理装置２００が接続可能な通
信ネットワーク８００と、通信ネットワーク８００に接続可能な通信サーバ３００や他の
情報処理装置５００，７００と、他の情報処理装置５００へ撮像画像を伝達し、また他の
情報処理装置５００から信号を受信する他の表示システム４００と、他の表示システム４
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００および他の情報処理装置５００のユーザとしてのユーザＢ，Ｃと、他の情報処理装置
７００へ撮像画像を伝達し、また他の情報処理装置７００から信号を受信する他の表示シ
ステム６００と、他の表示システム６００および他の情報処理装置７００のユーザとして
のユーザＤとが示されている。他の表示システム４００，６００は、表示システム１００
と同様の構成を有するため、詳細な説明は省略する。また、他の情報処理装置５００，７
００は、情報処理装置２００と同様の構成を有するため、詳細な説明は省略する。他の情
報処理装置５００，７００は、本発明の通信対象装置の一例である。
【００３４】
　図２において、情報処理装置２００は、例えば、入力部２０２と、検出部２０４と、人
数把握部２０６と、設定部２０８と、表示画像生成部２１０と、通信部２１２と、出力部
２１４と、表示制御部２１６とを備える。
【００３５】
　入力部２０２は、撮像装置１０４が撮像により生成した撮像画像を受信する。撮像装置
１０４が撮像により生成した撮像画像は、本発明の他の撮像画像の一例である。そして、
入力部２０２は、受信した（入力された）撮像画像を通信部２１２へ伝達する。なお、入
力部２０２は、受信した撮像画像を検出部２０４や表示画像生成部２１０へ伝達してもよ
い。また、入力部２０２は、例えば、ユーザＡによる表示装置１０２の表示画面における
コンテンツの表示領域と他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像の表示領域との
表示比率の設定入力を受け付ける。なお、入力部２０２は、例えば、ユーザＡによる表示
装置１０２の表示画面におけるコンテンツの表示領域と情報処理装置２００および他の情
報処理装置５００，７００からの撮像画像の表示領域との表示比率の設定入力を受け付け
てもよい。そして、入力部２０２は、受け付けた表示比率の設定入力の情報を設定部２０
８へ伝達する。情報処理装置２００および他の情報処理装置５００，７００からの撮像画
像の表示領域は、本発明の第２の表示領域の一例である。
【００３６】
　検出部２０４は、本発明の検出部の一例であり、通信部２１２が受信した他の情報処理
装置５００，７００からの撮像画像を受信して、受信した撮像画像からユーザＢ，Ｃおよ
びユーザＤの顔を含む顔領域を検出する。そして、検出部２０４は、検出結果としての顔
領域の情報を人数把握部２０６、表示画像生成部２１０へ伝達する。なお、検出部２０４
は、入力部２０２からの撮像画像を受信して、受信した撮像画像からユーザＡの顔を含む
顔領域を検出してもよい。そして、検出部２０４は、検出結果としてのユーザＡの顔を含
む顔領域の情報を人数把握部２０６や表示画像生成部２１０、通信部２１２へ伝達しても
よい。検出部２０４が撮像画像に対して施す顔領域の検出については、例えば特開２００
７－６５７６６号公報や、特開２００５－４４３３０号公報に掲載されている技術を用い
ることができる。以下、顔領域の検出について簡単に説明する。
【００３７】
　撮像画像から例えばユーザＡの顔を検出するには、まず伝達された撮像画像における顔
の位置、顔の大きさ、顔の方向を、それぞれ検出する。顔の位置と大きさが検出されるこ
とにより、顔画像の部分を画像から切り出すことができる。そして、切り出した顔画像と
、顔の方向の情報とから、顔の特徴的な部分（顔特徴位置）、例えば、眉毛、目、鼻、口
といった特徴的な部分を検出する。顔特徴位置の検出には、例えば、ＡＡＭ（Ａｃｔｉｖ
ｅ　Ａｐｐｅａｒａｎｃｅ　Ｍｏｄｅｌｓ）と呼ばれる方法を適用して、顔特徴位置を検
出するようにすることができる。
【００３８】
　顔特徴位置を検出すると、検出した顔特徴位置のそれぞれに対して局所特徴量を算出す
る。局所特徴量を算出し、算出した局所特徴量を顔画像と併せて記憶しておくことで、撮
像部１０４で撮像された撮像画像から顔の識別が可能となる。顔の識別方法については、
例えば特開２００７－６５７６６号公報や、特開２００５－４４３３０号公報に掲載され
ている技術を用いることができるので、ここでは詳細な説明は省略する。また、顔画像や
顔特徴位置によって、伝達された撮像画像に写っている顔が男性であるか女性であるか、
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またユーザが何歳くらいであるのかを判別することも可能である。また、予め顔の情報を
記憶しておくことで、伝達された撮像画像に写っているユーザを記憶された顔の中から探
し出して、個人を特定することが可能である。
【００３９】
　人数把握部２０６は、本発明の把握部の一例であり、検出部２０４が検出したユーザＢ
，ＣおよびユーザＤの顔を含む顔領域の情報を受信する。そして、人数把握部２０６は、
受信した顔領域の情報に基づいて、他の情報処理装置５００，７００のユーザの人数を把
握する。そして、人数把握部２０６は、他の情報処理装置５００，７００のユーザの人数
の把握の結果を表示画像生成部２１０に伝達する。なお、人数把握部２０６は、検出部２
０４が検出したユーザＡの顔を含む顔領域の情報を受信して、受信したユーザＡの顔を含
む顔領域の情報に基づいて、情報処理装置２００のユーザの人数を把握してもよい。そし
て、人数把握部２０６は、情報処理装置２００のユーザの人数の把握の結果を表示画像生
成部２１０や表示制御部２１６に伝達してもよい。さらに、人数把握部２０６は、通信部
２１２が他の表示システム４００において撮像された撮像画像から検出されたユーザＢ，
Ｃの顔を含む顔領域の情報や、他の表示システム６００において撮像された撮像画像から
検出されたユーザＤの顔を含む顔領域の情報を受信した場合には、それらの顔領域の情報
を受信して、受信した顔領域の情報に基づいて、他の情報処理装置５００，７００のユー
ザの人数を把握してもよい。この場合、上述した検出部２０４は、他の情報処理装置５０
０，７００からの撮像画像からユーザＢ，ＣおよびユーザＤの顔を含む顔領域の検出を行
わなくてもよい。
【００４０】
　設定部２０８は、本発明の設定部の一例であり、入力部２０２から表示比率の設定入力
の情報を受信して、受信した表示比率の設定入力の情報に基づいて、表示装置１０２の表
示画面においてコンテンツの表示領域と他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像
の表示領域とを設定する。また、設定部２０８は、受信した表示比率の設定入力の情報に
基づいて、表示装置１０２の表示画面においてコンテンツの表示領域と情報処理装置２０
０および他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像の表示領域とを設定してもよい
。そして、設定部２０８は、設定した撮像画像の表示領域の情報を表示画像生成部２１０
および表示制御部２１６へ伝達し、設定したコンテンツの表示領域の情報を表示制御部２
１６へ伝達する。例えば、設定部２０８は、表示装置１０２の表示画面においてコンテン
ツの表示領域のサイズと他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像の表示領域のサ
イズとを設定して、設定したコンテンツの表示領域のサイズの情報や撮像画像の表示領域
のサイズの情報を伝達するようにする。
【００４１】
　表示画像生成部２１０は、本発明の生成部の一例であり、検出部２０４からユーザＢ，
ＣおよびユーザＤの顔を含む顔領域の情報を受信し、人数把握部２０６から他の情報処理
装置５００，７００のユーザの人数の把握の結果を受信し、設定部２０８から他の情報処
理装置５００，７００からの撮像画像の表示領域の情報を受信し、通信部２１２が受信し
た他の表示システム４００において撮像された撮像画像や他の表示システム６００におい
て撮像された撮像画像を受信する。そして、表示画像生成部２１０は、受信したユーザＢ
，ＣおよびユーザＤの顔を含む顔領域の情報と、受信した他の情報処理装置５００，７０
０のユーザの人数の把握の結果と、他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像の表
示領域の情報とに基づいて、他の表示システム４００において撮像された撮像画像や他の
表示システム６００において撮像された撮像画像から表示装置１０２の表示画面における
他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像の表示領域に表示する表示画像を生成す
る。そして、表示画像生成部２１０は、生成した表示画像を表示制御部２１６へ伝達する
。
【００４２】
　例えば、表示画像生成部２１０は、ユーザＢの顔を含む顔領域の情報と、他の情報処理
装置５００，７００のユーザの人数の把握の結果、すなわちユーザの人数が３人との情報
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と、他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像の表示領域の情報、例えば表示領域
のサイズの情報とに基づいて、少なくともユーザＢの顔の特徴的な部分が含まれるように
、撮像画像の表示領域の３等分のサイズだけ他の表示システム４００において撮像された
撮像画像を切り出す。また、表示画像生成部２１０は、ユーザＣの顔を含む顔領域の情報
と、他の情報処理装置５００，７００のユーザの人数が３人との情報と、他の情報処理装
置５００，７００からの撮像画像の表示領域のサイズの情報とに基づいて、少なくともユ
ーザＣの顔の特徴的な部分が含まれるように、撮像画像の表示領域の３等分のサイズだけ
他の表示システム４００において撮像された撮像画像を切り出す。また、表示画像生成部
２１０は、ユーザＤの顔を含む顔領域の情報と、他の情報処理装置５００，７００のユー
ザの人数が３人との情報と、他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像の表示領域
のサイズの情報とに基づいて、少なくともユーザＤの顔の特徴的な部分が含まれるように
、撮像画像の表示領域の３等分のサイズだけ他の表示システム６００において撮像された
撮像画像を切り出す。そして、表示画像生成部２１０は、それぞれ切り出した撮像画像を
、表示装置１０２の表示画面における他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像の
表示領域において他の情報処理装置５００，７００のユーザの顔が横方向、縦方向または
マトリックス状に並ぶように並べて、上述した表示画像を生成する。
【００４３】
　なお、表示画像生成部２１０は、入力部２０２から表示システム１００において撮像さ
れた撮像画像を受信し、検出部２０４からユーザＡの顔を含む顔領域の情報やユーザＢ，
ＣおよびユーザＤの顔を含む顔領域の情報を受信し、人数把握部２０６から情報処理装置
２００のユーザの人数の把握の結果や他の情報処理装置５００，７００のユーザの人数の
把握の結果を受信し、設定部２０８から情報処理装置２００および他の情報処理装置５０
０，７００からの撮像画像の表示領域の情報を受信し、通信部２１２が受信した他の表示
システム４００において撮像された撮像画像や他の表示システム６００において撮像され
た撮像画像を受信した場合には、受信したユーザＡ、ユーザＢ，ＣおよびユーザＤの顔を
含む顔領域の情報と、受信した情報処理装置２００および他の情報処理装置５００，７０
０のユーザの人数の把握の結果と、情報処理装置２００および他の情報処理装置５００，
７００からの撮像画像の表示領域の情報とに基づいて、表示システム１００において撮像
された撮像画像、他の表示システム４００において撮像された撮像画像や他の表示システ
ム６００において撮像された撮像画像から表示装置１０２の表示画面における情報処理装
置２００および他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像の表示領域に表示する表
示画像を生成してもよい。
【００４４】
　この場合、例えば、表示画像生成部２１０は、ユーザＡの顔を含む顔領域の情報と、情
報処理装置２００および他の情報処理装置５００，７００のユーザの人数の把握の結果、
すなわちユーザの人数が４人との情報と、情報処理装置２００および他の情報処理装置５
００，７００からの撮像画像の表示領域の情報、例えば表示領域のサイズの情報とに基づ
いて、少なくともユーザＡの顔の特徴的な部分が含まれるように、撮像画像の表示領域の
４等分のサイズだけ表示システム１００において撮像された撮像画像を切り出す。また、
ユーザＢの顔を含む顔領域の情報と、情報処理装置２００および他の情報処理装置５００
，７００のユーザの人数が４人との情報と、情報処理装置２００および他の情報処理装置
５００，７００からの撮像画像の表示領域のサイズの情報とに基づいて、少なくともユー
ザＢの顔の特徴的な部分が含まれるように、撮像画像の表示領域の４等分のサイズだけ他
の表示システム４００において撮像された撮像画像を切り出す。また、表示画像生成部２
１０は、ユーザＣの顔を含む顔領域の情報と、情報処理装置２００および他の情報処理装
置５００，７００のユーザの人数が４人との情報と、情報処理装置２００および他の情報
処理装置５００，７００からの撮像画像の表示領域のサイズの情報とに基づいて、少なく
ともユーザＣの顔の特徴的な部分が含まれるように、撮像画像の表示領域の４等分のサイ
ズだけ他の表示システム４００において撮像された撮像画像を切り出す。また、表示画像
生成部２１０は、ユーザＤの顔を含む顔領域の情報と、情報処理装置２００および他の情
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報処理装置５００，７００のユーザの人数が４人との情報と、情報処理装置２００および
他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像の表示領域のサイズの情報とに基づいて
、少なくともユーザＤの顔の特徴的な部分が含まれるように、撮像画像の表示領域の４等
分のサイズだけ他の表示システム６００において撮像された撮像画像を切り出す。そして
、表示画像生成部２１０は、それぞれ切り出した撮像画像を、表示装置１０２の表示画面
における情報処理装置２００および他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像の表
示領域において情報処理装置２００および他の情報処理装置５００，７００のユーザの顔
が横方向、縦方向またはマトリックス状に並ぶように並べて、上述した表示画像を生成す
る。
【００４５】
　なお、表示画像生成部２１０は、通信部２１２が他の表示システム４００において撮像
された撮像画像から検出されたユーザＢ，Ｃの顔を含む顔領域の情報や、他の表示システ
ム６００において撮像された撮像画像から検出されたユーザＤの顔を含む顔領域の情報を
受信した場合には、それらの顔領域の情報を受信して、検出部２０４が検出した顔領域の
情報に代えて通信部２１２から受信したそれらの顔領域の情報に基づいて、表示画像を生
成するようにしてもよい。
【００４６】
　また、表示画像生成部２１０は、受信した顔領域の情報に基づいて、無駄な領域として
の無効領域が表示画像に含まれないように、撮像画像を切り出して、表示画像を生成する
ようにしてもよい。また、表示画像生成部２１０は、受信した顔領域の情報に基づいて、
同一な画像が表示される同一領域が表示画像に含まれないように、撮像画像を切り出して
、表示画像を生成するようにしてもよい。また、表示画像生成部２１０は、受信した顔領
域の情報に基づいて、撮像画像において複数のユーザが近い位置に存在する場合には、当
該複数のユーザを１人のユーザと見做して、表示画像を生成するようにしてもよい。
【００４７】
　通信部２１２は、本発明の受信部の一例であり、通信サーバ３００から通信ネットワー
ク８００を経由して他の表示システム４００において撮像された撮像画像を受信する。ま
た、通信部２１２は、通信サーバ３００から通信ネットワーク８００を経由して他の表示
システム６００において撮像された撮像画像を受信する。なお、通信部２１２は、他の表
示システム４００において撮像された撮像画像を他の情報処理装置５００から通信ネット
ワーク８００を経由して直接的に受信することもできる。同様に、通信部２１２は、他の
表示システム６００において撮像された撮像画像を他の情報処理装置７００から通信ネッ
トワーク８００を経由して直接的に受信することもできる。
【００４８】
　また、通信部２１２は、入力部２０２からの撮像画像を受信し、受信した撮像画像を通
信ネットワーク８００を経由して通信サーバ３００に送信してもよい。さらに、通信部２
１２は、検出部２０４から表示システム１００において撮像された撮像画像から検出され
たユーザＡの顔を含む顔領域の情報を受信し、受信した顔領域の情報を通信ネットワーク
８００を経由して通信サーバ３００に送信してもよい。なお、通信部２１２は、受信した
撮像画像や顔領域の情報を通信ネットワーク８００を経由して他の情報処理装置５００，
７００に直接的に送信することもできる。
【００４９】
　また、通信部２１２は、通信サーバ３００から通信ネットワーク８００を経由して他の
表示システム４００において撮像された撮像画像から検出されたユーザＢ，Ｃの顔を含む
顔領域の情報や、他の表示システム６００において撮像された撮像画像から検出されたユ
ーザＤの顔を含む顔領域の情報を受信してもよい。なお、通信部２１２は、他の表示シス
テム４００において撮像された撮像画像から検出されたユーザＢ，Ｃの顔を含む顔領域の
情報を他の情報処理装置５００から通信ネットワーク８００を経由して直接的に受信する
こともできる。同様に、通信部２１２は、他の表示システム６００において撮像された撮
像画像から検出されたユーザＤの顔を含む顔領域の情報を他の情報処理装置７００から通
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信ネットワーク８００を経由して直接的に受信することもできる。
【００５０】
　出力部２１４は、表示制御部２１６から表示装置１０２を駆動するための信号を受信し
、受信した信号を表示装置１０２に伝達する。
【００５１】
　表示制御部２１６は、本発明の制御部の一例であり、設定部２０８からコンテンツの表
示領域の情報や他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像の表示領域の情報を受信
し、表示画像生成部２１０から表示画像を受信する。また、表示制御部２１６には静止画
像または動画像のコンテンツが供給される。そして、表示制御部２１６は、表示装置１０
２の表示画面における他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像の表示領域に、表
示画像生成部２１０が生成した表示画像を表示させる信号を出力部２１４に伝達する。ま
た、表示制御部２１６は、表示装置１０２の表示画面におけるコンテンツの表示領域に、
画像サイズが縮小されたコンテンツを表示させる信号を出力部２１４に伝達する。
【００５２】
　なお、表示制御部２１６は、設定部２０８からコンテンツの表示領域の情報や情報処理
装置２００および他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像の表示領域の情報を受
信し、表示画像生成部２１０から表示画像を受信した場合には、表示装置１０２の表示画
面における情報処理装置２００および他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像の
表示領域に、表示画像生成部２１０が生成した表示画像を表示させる信号を出力部２１４
に伝達してもよい。
【００５３】
［３．情報処理装置のハードウェア構成］
　次に、図２における情報処理装置２００のハードウェア構成について説明する。図３は
、図２における情報処理装置２００のハードウェア構成の一例を説明するための説明図で
ある。
【００５４】
　図３において、情報処理装置２００は、例えば、ＭＰＵ２３０と、ＲＯＭ２３２と、Ｒ
ＡＭ２３４と、記録媒体２３６と、入出力インタフェース２３８と、操作入力デバイス２
４０と、表示デバイス２４２と、通信インタフェース２４４とを備える。また、情報処理
装置２００は、例えば、データの伝送路としてのバス２４６で各構成要素間を接続する。
【００５５】
　ＭＰＵ２３０は、ＭＰＵ（Micro　Processing　Unit）や、画像処理などの各種機能を
実現するための複数の回路が集積された集積回路などで構成され、情報処理装置２００全
体を制御する制御部（図示しない）として機能する。また、ＭＰＵ２３０は、情報処理装
置２００において、検出部２０４、人数把握部２０６、設定部２０８、表示画像生成部２
１０および表示制御部２１６としての役目を果たす。
【００５６】
　ＲＯＭ２３２は、ＭＰＵ２３０が使用するプログラムや演算パラメータなどの制御用デ
ータなどを記憶する。ＲＡＭ２３４は、例えば、ＭＰＵ２３０により実行されるプログラ
ムなどを一時的に記憶する。
【００５７】
　記録媒体２３６は、例えば、アプリケーションなどを記憶する。ここで、記録媒体２３
６としては、例えば、ハードディスクなどの磁気記録媒体や、ＥＥＰＲＯＭ（Electrical
ly　Erasable　and　Programmable　Read　Only　Memory）、フラッシュメモリ（flash　
memory）、ＭＲＡＭ（Magnetoresistive　Random　Access　Memory）、ＦｅＲＡＭ（Ferr
oelectric　Random　Access　Memory）、ＰＲＡＭ（Phase　change　Random　Access　Me
mory）などの不揮発性メモリ（nonvolatile　memory）が挙げられる。また、情報処理装
置２００は、情報処理装置２００から着脱可能な記録媒体２３６を備えることもできる。
【００５８】
　入出力インタフェース２３８は、例えば、操作入力デバイス２４０や、表示デバイス２
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４２を接続する。また、入出力インタフェース２３８は、入力部２０２および出力部２１
４としての役目を果たすこともできる。操作入力デバイス２４０は、操作部（図示しない
）として機能し、また、表示デバイス２４２は、後述する図１３における表示部２５４と
して機能する。ここで、入出力インタフェース２３８としては、例えば、ＵＳＢ（Univer
sal　Serial　Bus）端子や、ＤＶＩ（Digital　Visual　Interface）端子、ＨＤＭＩ（Hi
gh-Definition　Multimedia　Interface）端子、各種処理回路などが挙げられる。また、
操作入力デバイス２４０は、例えば、情報処理装置２００上に備えられ、情報処理装置２
００の内部で入出力インタフェース２３８と接続される。操作入力デバイス２４０として
は、例えば、ボタン、方向キー、ジョグダイヤルなどの回転型セレクタ、あるいは、これ
らの組み合わせなどが挙げられる。また、表示デバイス２４２は、例えば、情報処理装置
２００上に備えられ、情報処理装置２００の内部で入出力インタフェース２３８と接続さ
れる。表示デバイス２４２としては、例えば、液晶ディスプレイ（Liquid　Crystal　Dis
play；ＬＣＤ）や有機ＥＬディスプレイ（organic　ElectroLuminescence　display。ま
たは、ＯＬＥＤディスプレイ（Organic　Light　Emitting　Diode　display）ともよばれ
る。）などが挙げられる。なお、入出力インタフェース２３８が、情報処理装置２００の
外部装置としての操作入力デバイス（例えば、キーボードやマウスなど）や、表示デバイ
ス（例えば、表示装置１０２などの外部表示デバイス）、撮像デバイス（例えば、撮像装
置１０４など）などの外部デバイスと接続することもできることは、言うまでもない。ま
た、表示デバイス２４２は、例えばタッチスクリーンなど、表示とユーザ操作とが可能な
デバイスであってもよい。
【００５９】
　通信インタフェース２４４は、情報処理装置２００が備える通信手段であり、ネットワ
ーク８００を経由して（あるいは、直接的に）、例えば通信サーバ３００や、他の情報処
理装置５００，７００などの外部装置と無線／有線で通信を行うための通信部２１２とし
て機能する。ここで、通信インタフェース２４４としては、例えば、通信アンテナおよび
ＲＦ回路（無線通信）や、ＩＥＥＥ８０２．１５．１ポートおよび送受信回路（無線通信
）、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂポートおよび送受信回路（無線通信）、あるいはＬＡＮ端子
および送受信回路（有線通信）などが挙げられる。
【００６０】
　なお、本実施の形態に係る情報処理装置２００のハードウェア構成は、図３に示す構成
に限られない。例えば、情報処理装置２００は、音声出力部（図示しない）の役目を果た
す、ＤＳＰ（Digital　Signal　Processor）と、増幅器（アンプ）やスピーカなどから構
成される音声出力デバイスとを備えてもよい。
【００６１】
　また、情報処理装置２００は、例えば、図１３における撮像部２５２の役目を果たす、
レンズ／撮像素子と信号処理回路とから構成される撮像デバイスを備えていてもよい。上
記の場合には、情報処理装置２００は、自装置が生成した撮像画像を処理することができ
る。ここで、レンズ／撮像素子は、例えば、光学系のレンズと、ＣＣＤ（Charge　Couple
d　Device）やＣＭＯＳ（Complementary　Metal　Oxide　Semiconductor）などの撮像素
子を複数用いたイメージセンサとで構成される。信号処理回路は、例えば、ＡＧＣ（Auto
matic　Gain　Control）回路やＡＤＣ（Analog　to　Digital　Converter）を備え、撮像
素子により生成されたアナログ信号をデジタル信号（画像データ）に変換し、各種信号処
理を行う。信号処理回路が行う信号処理としては、例えば、Ｗｈｉｔｅ　Ｂａｌａｎｃｅ
補正処理、補間処理、色調補正処理、ガンマ補正処理、ＹＣｂＣｒ変換処理、エッジ強調
処理、およびコーディング処理などが挙げられる。
【００６２】
　また、情報処理装置２００は、例えば、図３に示す操作入力デバイス２４０や表示デバ
イス２４２を備えない構成であってもよい。
【００６３】
［４．表示処理］
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　次に、図２における情報処理装置２００が実行する表示処理について説明する。図４は
、図２における情報処理装置２００が実行する表示処理のフローチャートである。
【００６４】
　図４において、まず、情報処理装置２００において、例えば、ユーザＡによりユーザＡ
が所望するコンテンツの表示装置１０２への表示が指示されると、表示制御部２１６は、
表示装置１０２の表示画面にユーザＡが所望するコンテンツを表示させる信号を出力部２
１４に伝達して、出力部２１４は、受信した信号を表示装置１０２に伝達する。これによ
り、表示装置１０２の表示画面には、ユーザＡが所望するコンテンツが表示される（ステ
ップＳ１００）。
【００６５】
　次いで、情報処理装置２００において、例えば、ユーザＡによりユーザＢ，Ｃやユーザ
Ｄとのネットワーク接続が指示されると、通信部２１２は、通信ネットワーク８００を経
由して通信サーバ３００と通信可能な状態となる（ステップＳ１０２）。なお、ステップ
Ｓ１０２では、通信部２１２は、通信ネットワーク８００を経由して直接的に他の情報処
理装置５００，７００と通信可能な状態となってもよい。
【００６６】
　次いで、通信部２１２は、入力部２０２を経由して受信した表示システム１００におけ
る撮像装置１０４が撮像により生成した撮像画像を通信ネットワーク８００を経由して通
信サーバ３００に送信する（ステップＳ１０４）。なお、ステップＳ１０４では、通信部
２１２は、検出部２０４から受信したユーザＡの顔を含む顔領域の情報を通信ネットワー
ク８００を経由して通信サーバ３００に送信してもよい。また、ステップＳ１０４では、
通信部２１２は、撮像画像や顔領域の情報を通信ネットワーク８００を経由して直接的に
他の情報処理装置５００，７００に送信してもよい。
【００６７】
　次いで、通信部２１２は、他の情報処理装置５００から送信された、表示システム４０
０において撮像された撮像画像を通信サーバ３００から受信する。さらに、通信部２１２
は、他の情報処理装置７００から送信された、表示システム６００において撮像された撮
像画像を通信サーバ３００から受信する（ステップＳ１０６）。なお、ステップＳ１０６
では、他の情報処理装置５００から送信された、表示システム４００において撮像された
撮像画像から検出されたユーザＢ，Ｃの顔を含む顔領域の情報や、他の情報処理装置７０
０から送信された、表示システム６００において撮像された撮像画像から検出されたユー
ザＤの顔を含む顔領域の情報を通信サーバ３００から受信してもよい。また、ステップＳ
１０６では、通信部２１２は、撮像画像や顔領域の情報を通信ネットワーク８００を経由
して直接的に他の情報処理装置５００，７００から受信してもよい。
【００６８】
　次いで、情報処理装置２００は、後述する図５の並列表示処理を実行して（ステップＳ
１０８）、表示装置１０２の表示画面に、ユーザＡが所望するコンテンツと他の情報処理
装置５００，７００からの撮像画像とが並列表示されるようにして、本処理を終了する。
【００６９】
　図５は、図４の表示処理におけるステップＳ１０８で実行される並列表示処理のフロー
チャートである。
【００７０】
　図５において、まず、人数把握部２０６は、検出部２０４が検出したユーザＢ，Ｃおよ
びユーザＤの顔を含む顔領域の情報に基づいて、他の情報処理装置５００，７００のユー
ザの人数を把握する（ステップＳ２００）。なお、ステップＳ２００では、人数把握部２
０６は、検出部２０４が検出したユーザＡの顔を含む顔領域の情報に基づいて、情報処理
装置２００のユーザの人数を把握してもよい。また、ステップＳ２００では、通信部２１
２が他の表示システム４００において撮像された撮像画像から検出されたユーザＢ，Ｃの
顔を含む顔領域の情報や、他の表示システム６００において撮像された撮像画像から検出
されたユーザＤの顔を含む顔領域の情報を受信した場合には、それらの顔領域の情報に基
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づいて、他の情報処理装置５００，７００のユーザの人数を把握してもよい。
【００７１】
　次いで、設定部２０８は、ユーザＡによる表示装置１０２の表示画面におけるコンテン
ツの表示領域と他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像の表示領域との表示比率
の設定入力の情報に基づいて、表示装置１０２の表示画面においてコンテンツの表示領域
と他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像の表示領域とを設定する（ステップＳ
２０２）。なお、ステップＳ２０２では、設定部２０８は、ユーザＡによる表示装置１０
２の表示画面におけるコンテンツの表示領域と情報処理装置２００および他の情報処理装
置５００，７００からの撮像画像の表示領域との表示比率の設定入力の情報に基づいて、
表示装置１０２の表示画面においてコンテンツの表示領域と情報処理装置２００および他
の情報処理装置５００，７００からの撮像画像の表示領域とを設定してもよい。
【００７２】
　次いで、表示画像生成部２１０は、検出部２０４から受信したユーザＢ，Ｃおよびユー
ザＤの顔を含む顔領域の情報と、人数把握部２０６から受信した他の情報処理装置５００
，７００のユーザの人数の把握の結果と、設定部２０８から受信した他の情報処理装置５
００，７００からの撮像画像の表示領域の情報とに基づいて、通信部２１２が受信した他
の表示システム４００において撮像された撮像画像や他の表示システム６００において撮
像された撮像画像を切り出して（ステップＳ２０４）、表示装置１０２の表示画面におけ
る他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像の表示領域に表示する表示画像を生成
する（ステップＳ２０６）。
【００７３】
　なお、ステップＳ２０４およびステップＳ２０６では、表示画像生成部２１０は、検出
部２０４から受信したユーザＡの顔を含む顔領域の情報やユーザＢ，ＣおよびユーザＤの
顔を含む顔領域の情報と、人数把握部２０６から受信した情報処理装置２００のユーザの
人数の把握の結果や他の情報処理装置５００，７００のユーザの人数の把握の結果と、設
定部２０８から受信した情報処理装置２００および他の情報処理装置５００，７００から
の撮像画像の表示領域の情報とに基づいて、表示システム１００において撮像された撮像
画像、他の表示システム４００において撮像された撮像画像や他の表示システム６００に
おいて撮像された撮像画像を切り出して、表示装置１０２の表示画面における情報処理装
置２００および他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像の表示領域に表示する表
示画像を生成してもよい。
【００７４】
　また、ステップＳ２０４およびステップＳ２０６では、表示画像生成部２１０は、通信
部２１２が他の表示システム４００において撮像された撮像画像から検出されたユーザＢ
，Ｃの顔を含む顔領域の情報や、他の表示システム６００において撮像された撮像画像か
ら検出されたユーザＤの顔を含む顔領域の情報を受信した場合には、検出部２０４が検出
した顔領域の情報に代えて通信部２１２から受信したそれらの顔領域の情報に基づいて、
表示画像を生成するようにしてもよい。
【００７５】
　次いで、表示制御部２１６は、設定部２０８から受信したコンテンツの表示領域の情報
に基づいて、表示装置１０２の表示画面におけるコンテンツの表示領域に、画像サイズが
縮小されたユーザＡが所望するコンテンツを表示させる信号を出力部２１４に伝達する。
これにより、表示装置１０２の表示画面には、コンテンツの表示領域に画像サイズが縮小
されたユーザＡが所望するコンテンツが表示される（ステップＳ２０８）。
【００７６】
　次いで、表示制御部２１６は、設定部２０８から受信した他の情報処理装置５００，７
００からの撮像画像の表示領域の情報に基づいて、表示装置１０２の表示画面における他
の情報処理装置５００，７００からの撮像画像の表示領域に、表示画像生成部２１０が生
成した表示画像を表示させる信号を出力部２１４に伝達する。これにより、表示装置１０
２の表示画面には、撮像画像の表示領域に表示画像生成部２１０が生成した表示画像が表
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示されて、ユーザＡが所望するコンテンツと他の情報処理装置５００，７００からの撮像
画像とが並列表示される（ステップＳ２１０）。そして、本処理を終了する。
【００７７】
　なお、ステップＳ２１０では、表示制御部２１６は、設定部２０８から受信した情報処
理装置２００および他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像の表示領域の情報に
基づいて、表示装置１０２の表示画面における情報処理装置２００および他の情報処理装
置５００，７００からの撮像画像の表示領域に、表示画像生成部２１０が生成した表示画
像を表示させる信号を出力部２１４に伝達してもよい。この場合、表示装置１０２の表示
画面には、撮像画像の表示領域に表示画像生成部２１０が生成した表示画像が表示されて
、ユーザＡが所望するコンテンツと情報処理装置２００および他の情報処理装置５００，
７００からの撮像画像とが並列表示される。
【００７８】
　図４の表示処理によれば、表示装置１０２の表示画面には、撮像画像の表示領域に表示
画像生成部２１０が生成した表示画像が表示されて、コンテンツの表示領域に画像サイズ
が縮小されたユーザＡが所望するコンテンツが表示される。撮像画像の表示領域に表示さ
れる表示画像は、顔領域の情報と、ユーザの人数の把握の結果と、撮像画像の表示領域の
情報、例えば表示領域のサイズの情報とに基づいて、撮像画像を切り出して生成されたも
のである。このため、撮像画像の表示領域のサイズが小さい場合においては、撮像画像の
表示領域に表示される表示画像は、撮像画像において、ユーザの判別において不要な部分
、例えば背景の大部分が切り抜かれたものとなる。このため、撮像画像の表示領域のサイ
ズが小さい場合においても、撮像画像の表示領域には、ユーザの判別において必要な部分
、例えばユーザの顔の特徴的な部分が写った撮像画像が表示されるため、ユーザを判別し
難くなることはない。また、表示画像は画質が劣化したものとはならない。さらに、コン
テンツ表示領域に表示されるコンテンツは、画像サイズが縮小されるため、一部が表示画
像の表示によって隠れてしまうことはない。したがって、コンテンツの表示と撮像画像の
表示とを並行して行う際に、コンテンツの表示と撮像画像の表示とを適切に行うことがで
きる。
【００７９】
［５．実施例］
　次に、本発明の実施例について説明する。図６および図７（Ａ）～図７（Ｄ）は、本発
明の第１の実施例について説明するための説明図である。本第１の実施例では、図２にお
ける表示装置１０２の表示画面に、表示システム１００のユーザが所望するコンテンツと
、他の表示システム４００において撮像された撮像画像とが並列表示される場合について
説明する。なお、本第１の実施例では、他の表示システム４００のユーザが１人である場
合について説明する。
【００８０】
　図６は、他の表示システム４００において撮像された撮像画像を説明するための説明図
である。図６において、他の表示システム４００において撮像された撮像画像ＩＭ１は、
上述したように情報処理装置２００における検出部２０４に送信されて、検出部２０４に
おいて他の表示システム４００のユーザの顔を含む顔領域ＦＡ１が検出される。
【００８１】
　図７（Ａ）～図７（Ｄ）は、表示装置１０２の表示画面に並列表示されたコンテンツと
他の情報処理装置５００からの撮像画像とを説明するための説明図である。
【００８２】
　図７（Ａ）は、表示システム１００のユーザによる表示装置１０２の表示画面における
コンテンツの表示領域と他の情報処理装置５００からの撮像画像の表示領域との表示比率
の設定入力において、コンテンツの表示領域の比率がＡ１と、撮像画像の表示領域の表示
比率がＢ１（Ｂ１＝０）と入力された場合であり、図７（Ｂ）は、コンテンツの表示領域
の比率がＡ２と、撮像画像の表示領域の表示比率がＢ２（Ｂ２＜Ａ２）と入力された場合
であり、図７（Ｃ）は、コンテンツの表示領域の比率がＡ３と、撮像画像の表示領域の表
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示比率がＢ３（Ｂ３＝Ａ３）と入力された場合であり、図７（Ｄ）は、コンテンツの表示
領域の比率がＡ４（Ａ４＝０）と、撮像画像の表示領域の表示比率がＢ４と入力された場
合である。
【００８３】
　図７（Ｂ）および図７（Ｃ）に示すように、表示装置１０２の表示画面には、撮像画像
の表示領域に撮像画像ＩＭ１を切り出して生成された表示画像ＩＭ２，ＩＭ４が表示され
て、コンテンツの表示領域に画像サイズが縮小された表示システム１００のユーザが所望
するコンテンツＩＭ３，ＩＭ５が表示される。これにより、表示システム１００のユーザ
は、所望するコンテンツＩＭ３，ＩＭ５をその一部が隠されることなく視ることができ、
また、撮像画像に写っている他の表示システム４００のユーザを容易に判別することがで
きるようになる。
【００８４】
　図８（Ａ）および図９（Ａ）～図９（Ｄ）は、本発明の第２の実施例について説明する
ための説明図である。本第２の実施例では、図２における表示装置１０２の表示画面に、
表示システム１００のユーザが所望するコンテンツと、他の表示システム４００において
撮像された撮像画像とが並列表示される場合について説明する。なお、本第２の実施例で
は、他の表示システム４００のユーザが２人である場合について説明する。
【００８５】
　図８（Ａ）は、他の表示システム４００のユーザが２人である場合に、他の表示システ
ム４００において撮像された撮像画像を説明するための説明図である。図８（Ａ）におい
て、他の表示システム４００において撮像された撮像画像ＩＭ６は、上述したように情報
処理装置２００における検出部２０４に送信されて、検出部２０４において他の表示シス
テム４００の２人のユーザの顔をそれぞれ含む顔領域ＦＡ２，ＦＡ３が検出される。
【００８６】
　図９（Ａ）～図９（Ｄ）は、表示装置１０２の表示画面に並列表示されたコンテンツと
他の情報処理装置５００からの撮像画像とを説明するための説明図である。
【００８７】
　図９（Ａ）は、表示システム１００のユーザによる表示装置１０２の表示画面における
コンテンツの表示領域と他の情報処理装置５００からの撮像画像の表示領域との表示比率
の設定入力において、コンテンツの表示領域の比率がＡ５と、撮像画像の表示領域の表示
比率がＢ５（Ｂ５＝０）と入力された場合であり、図９（Ｂ）は、コンテンツの表示領域
の比率がＡ６と、撮像画像の表示領域の表示比率がＢ６（Ｂ６＜Ａ６）と入力された場合
であり、図９（Ｃ）は、コンテンツの表示領域の比率がＡ７と、撮像画像の表示領域の表
示比率がＢ７（Ｂ７＝Ａ７）と入力された場合であり、図９（Ｄ）は、コンテンツの表示
領域の比率がＡ８（Ａ８＝０）と、撮像画像の表示領域の表示比率がＢ８と入力された場
合である。
【００８８】
　図９（Ｂ）および図９（Ｃ）に示すように、表示装置１０２の表示画面には、撮像画像
の表示領域に撮像画像ＩＭ６を切り出して生成された表示画像ＩＭ９，ＩＭ１１が表示さ
れて、コンテンツの表示領域に画像サイズが縮小された表示システム１００のユーザが所
望するコンテンツＩＭ１０，ＩＭ１２が表示される。これにより、表示システム１００の
ユーザは、所望するコンテンツＩＭ１０，ＩＭ１２をその一部が隠されることなく視るこ
とができ、また、撮像画像に写っている他の表示システム４００の２人のユーザを容易に
判別することができるようになる。
【００８９】
　なお、図８（Ｂ）に示すように、他の表示システム４００のユーザが１人であって、他
の表示システム６００のユーザが１人である場合に、表示装置１０２の表示画面に、表示
システム１００のユーザが所望するコンテンツと、他の表示システム４００，６００にお
いて撮像された撮像画像ＩＭ７，ＩＭ８とが並列表示される場合についても、図９（Ａ）
～図９（Ｄ）（正確には図９（Ｂ）および図９（Ｃ））に示すように、表示装置１０２の
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表示画面に、ユーザが所望するコンテンツと、他の表示システム４００，６００において
撮像された撮像画像とを並列表示させることができる。
【００９０】
　図１０（Ａ）および図１１（Ａ）～図１１（Ｄ）は、本発明の第３の実施例について説
明するための説明図である。なお、図１０（Ａ）以降の図面においては、顔領域を示す枠
については図示を省略する。本第３の実施例では、図２における表示装置１０２の表示画
面に、表示システム１００のユーザが所望するコンテンツと、他の表示システム４００に
おいて撮像された撮像画像とが並列表示される場合について説明する。なお、本第３の実
施例では、他の表示システム４００のユーザが３人である場合について説明する。
【００９１】
　図１０（Ａ）は、他の表示システム４００のユーザが３人である場合に、他の表示シス
テム４００において撮像された撮像画像を説明するための説明図である。図１０（Ａ）に
おいて、他の表示システム４００において撮像された撮像画像ＩＭ１３は、上述したよう
に情報処理装置２００における検出部２０４に送信されて、検出部２０４において他の表
示システム４００の３人のユーザの顔をそれぞれ含む顔領域（図示しない）が検出される
。
【００９２】
　図１１（Ａ）～図１１（Ｄ）は、表示装置１０２の表示画面に並列表示されたコンテン
ツと他の情報処理装置５００からの撮像画像とを説明するための説明図である。
【００９３】
　図１１（Ａ）は、表示システム１００のユーザによる表示装置１０２の表示画面におけ
るコンテンツの表示領域と他の情報処理装置５００からの撮像画像の表示領域との表示比
率の設定入力において、コンテンツの表示領域の比率がＡ９と、撮像画像の表示領域の表
示比率がＢ９（Ｂ９＝０）と入力された場合であり、図１１（Ｂ）は、コンテンツの表示
領域の比率がＡ１０と、撮像画像の表示領域の表示比率がＢ１０（Ｂ１０＜Ａ１０）と入
力された場合であり、図１１（Ｃ）は、コンテンツの表示領域の比率がＡ１１と、撮像画
像の表示領域の表示比率がＢ１１（Ｂ１１＝Ａ１１）と入力された場合であり、図１１（
Ｄ）は、コンテンツの表示領域の比率がＡ１２（Ａ１２＝０）と、撮像画像の表示領域の
表示比率がＢ１２と入力された場合である。
【００９４】
　図１１（Ｂ）および図１１（Ｃ）に示すように、表示装置１０２の表示画面には、撮像
画像の表示領域に撮像画像ＩＭ１３を切り出して生成された表示画像ＩＭ１９，ＩＭ２１
が表示されて、コンテンツの表示領域に画像サイズが縮小された表示システム１００のユ
ーザが所望するコンテンツＩＭ２０，ＩＭ２２が表示される。これにより、表示システム
１００のユーザは、所望するコンテンツＩＭ２０，ＩＭ２２をその一部が隠されることな
く視ることができ、また、撮像画像に写っている他の表示システム４００の３人のユーザ
を容易に判別することができるようになる。
【００９５】
　なお、図１０（Ｂ）に示すように、他の表示システム４００のユーザが２人であって、
他の表示システム６００のユーザが１人である場合に、表示装置１０２の表示画面に、表
示システム１００のユーザが所望するコンテンツと、他の表示システム４００，６００に
おいて撮像された撮像画像ＩＭ１４，ＩＭ１５とが並列表示される場合についても、図１
１（Ａ）～図１１（Ｄ）（正確には図１１（Ｂ）および図１１（Ｃ））に示すように、表
示装置１０２の表示画面に、ユーザが所望するコンテンツと、他の表示システム４００，
６００において撮像された撮像画像とを並列表示させることができる。同様に、図１０（
Ｃ）に示すように、他の表示システム４００のユーザが１人であって、他の表示システム
６００のユーザが１人であり、他の表示システム（図示しない）のユーザが１人である場
合に、表示装置１０２の表示画面に、表示システム１００のユーザが所望するコンテンツ
と、他の表示システム４００，６００や他の表示システム（図示しない）において撮像さ
れた撮像画像ＩＭ１６，ＩＭ１７，ＩＭ１８とが並列表示される場合についても、図１１
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（Ａ）～図１１（Ｄ）（正確には図１１（Ｂ）および図１１（Ｃ））に示すように、表示
装置１０２の表示画面に、ユーザが所望するコンテンツと、他の表示システム４００，６
００や他の表示システム（図示しない）において撮像された撮像画像とを並列表示させる
ことができる。
【００９６】
　また、図１２（Ａ）～図１２（Ｄ）（正確には図１２（Ｂ）および図１２（Ｃ））に示
すように、他の表示システム４００などのユーザが４人である場合においても、同様に、
表示装置１０２の表示画面に、表示システム１００のユーザが所望するコンテンツと、他
の表示システム４００などにおいて撮像された撮像画像（図示しない）とを並列表示させ
ることができる。
【００９７】
　図１４（Ａ）～図１４（Ｃ）は、本発明の第４の実施例について説明するための説明図
である。本第４の実施例では、図２における表示装置１０２の表示画面に、表示システム
１００のユーザが所望するコンテンツと、他の表示システム４００において撮像された撮
像画像とが並列表示される場合について説明する。なお、本第４の実施例では、他の表示
システム４００のユーザが１人であって、他の表示システム４００において撮像された撮
像画像においてユーザが端に位置する場合について説明する。
【００９８】
　図１４（Ａ）は、他の表示システム４００において撮像された撮像画像を説明するため
の説明図である。図１４（Ａ）において、他の表示システム４００において撮像された撮
像画像ＩＭ２３は、上述したように情報処理装置２００における検出部２０４に送信され
て、検出部２０４において他の表示システム４００のユーザの顔を含む顔領域ＦＡ４が検
出される。
【００９９】
　図１４（Ｂ）および図１４（Ｃ）は、表示装置１０２の表示画面に並列表示されたコン
テンツと他の情報処理装置５００からの撮像画像とを説明するための説明図である。
【０１００】
　図１４（Ｂ）に示すように、表示装置１０２の表示画面には、撮像画像の表示領域に撮
像画像ＩＭ２３を切り出して生成された表示画像ＩＭ２４が表示されて、コンテンツの表
示領域に画像サイズが縮小された表示システム１００のユーザが所望するコンテンツＩＭ
２５が表示される。
【０１０１】
　図１４（Ｂ）に示すように、撮像画像においてユーザが端に位置する場合に、顔領域Ｆ
Ａ４を中心として撮像画像ＩＭ２３を切り出して表示画像ＩＭ２４を生成すると、撮像画
像の表示領域には無駄な領域としての無効領域Ｒ１を含む表示画像ＩＭ２４が表示される
。
【０１０２】
　そこで、本第４の実施例では、撮像画像においてユーザが端に位置する場合には、撮像
画像の表示領域に無効領域Ｒ１が表示されないように撮像画像ＩＭ２３を切り出して表示
画像ＩＭ２６を生成する。例えば、図１４（Ａ）に示すように、撮像画像においてユーザ
が右端に位置する場合には、撮像画像ＩＭ２３の右側の縁を基準として撮像画像ＩＭ２３
を切り出して表示画像ＩＭ２６を生成する。この場合、図１４（Ｃ）に示すように、表示
装置１０２の表示画面には、撮像画像の表示領域に無効領域Ｒ１を含まない表示画像ＩＭ
２６が表示されて、コンテンツの表示領域に画像サイズが縮小された表示システム１００
のユーザが所望するコンテンツＩＭ２７が表示される。これにより、表示システム１００
のユーザに違和感や不快感などを与えることを防止することができるようになる。
【０１０３】
　図１５（Ａ）～図１５（Ｄ）は、本発明の第５の実施例について説明するための説明図
である。本第５の実施例では、図２における表示装置１０２の表示画面に、表示システム
１００のユーザが所望するコンテンツと、他の表示システム４００において撮像された撮
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像画像とが並列表示される場合について説明する。なお、本第５の実施例では、他の表示
システム４００のユーザが２人であって、他の表示システム４００において撮像された撮
像画像において２人のユーザが近い位置に存在する場合について説明する。
【０１０４】
　図１５（Ａ）は、他の表示システム４００のユーザが２人である場合に、他の表示シス
テム４００において撮像された撮像画像を説明するための説明図である。図１５（Ａ）に
おいて、他の表示システム４００において撮像された撮像画像ＩＭ２８は、上述したよう
に情報処理装置２００における検出部２０４に送信されて、検出部２０４において他の表
示システム４００の２人のユーザの顔をそれぞれ含む顔領域ＦＡ５，ＦＡ６が検出される
。
【０１０５】
　図１５（Ｂ）～図１５（Ｄ）は、表示装置１０２の表示画面に並列表示されたコンテン
ツと他の情報処理装置５００からの撮像画像とを説明するための説明図である。
【０１０６】
　図１５（Ｂ）に示すように、表示装置１０２の表示画面には、撮像画像の表示領域に撮
像画像ＩＭ２８を切り出して生成された表示画像ＩＭ２９が表示されて、コンテンツの表
示領域に画像サイズが縮小された表示システム１００のユーザが所望するコンテンツＩＭ
３０が表示される。
【０１０７】
　図１５（Ｂ）に示すように、撮像画像において２人のユーザが近い位置に存在する場合
に、顔領域ＦＡ５，ＦＡ６をそれぞれ中心として撮像画像ＩＭ２８を切り出して表示画像
ＩＭ２９を生成すると、撮像画像の表示領域には同一な画像が表示される同一領域Ｒ２を
含む表示画像ＩＭ２９が表示される。
【０１０８】
　そこで、本第５の実施例では、撮像画像において２人のユーザが近い位置に存在する場
合には、撮像画像の表示領域に同一領域Ｒ２が表示されないように撮像画像ＩＭ２８を切
り出して表示画像ＩＭ３１を生成する。この場合、図１５（Ｃ）に示すように、表示装置
１０２の表示画面には、撮像画像の表示領域に同一領域Ｒ２を含まない表示画像ＩＭ３１
が表示されて、コンテンツの表示領域に画像サイズが縮小された表示システム１００のユ
ーザが所望するコンテンツＩＭ３２が表示される。これにより、表示システム１００のユ
ーザに違和感や不快感などを与えることを防止することができるようになる。
【０１０９】
　また、本第５の実施例では、撮像画像において２人のユーザが近い位置に存在する場合
には、他の表示システム４００のユーザが１人であると見做して、少なくとも当該２人の
ユーザの顔の特徴的な部分が含まれるように、撮像画像ＩＭ２８を切り出して表示画像Ｉ
Ｍ３３を生成してもよい。この場合においても、図１５（Ｄ）に示すように、表示装置１
０２の表示画面には、撮像画像の表示領域に同一領域Ｒ２を含まない表示画像ＩＭ３３が
表示されて、コンテンツの表示領域に画像サイズが縮小された表示システム１００のユー
ザが所望するコンテンツＩＭ３４が表示される。図１５（Ｃ）における表示画像ＩＭ３１
は２つの画像が並べられて生成された画像であるが、図１５（Ｄ）における表示画像ＩＭ
３３は１つの画像、すなわち上述した２つの画像が統合されている画像である。これによ
り、表示システム１００のユーザに違和感や不快感などを与えることを防止することがで
きるようになる。
【０１１０】
　図１６（Ａ）～図１６（Ｆ）は、本発明の第６の実施例について説明するための説明図
である。本第６の実施例では、撮像画像における切り出し領域の設定について説明する。
図１６（Ａ）～図１６（Ｆ）は、撮像画像における切り出し領域の設定について説明する
ための説明図である。
【０１１１】
　本第６の実施例では、図１６（Ａ）～図１６（Ｃ）に示すように、撮像画像ＩＭ３５に



(21) JP 5740972 B2 2015.7.1

10

20

30

40

50

おいて、ユーザの顔の中心を通る縦軸ＶＡを基準として切り出し領域ＣＡ１，ＣＡ２，Ｃ
Ａ３を設定するようにする。
【０１１２】
　また、本第６の実施例では、図１６（Ｄ）～図１６（Ｆ）に示すように、撮像画像ＩＭ
３５において、ユーザの顔の中心を通る縦軸ＶＡ、および例えばユーザの顔の両目を通る
横軸ＨＡを基準として切り出し領域ＣＡ４，ＣＡ５，ＣＡ６を設定するようにしてもよい
。
 
【０１１３】
［６．情報処理装置の機能構成（第２の実施の形態）］
　次に、本発明の第２の実施の形態に係る情報処理装置の機能構成について説明する。図
１３は、本実施の形態に係る情報処理装置の機能構成の一例を説明するための説明図であ
る。本実施の形態における情報処理装置としての情報処理装置２５０は、撮像部２５２と
、表示部２５４とを備えている点が、上述した第１の実施の形態と異なるのみであるので
、重複した構成、作用については説明を省略し、以下に異なる構成、作用についての説明
を行う。
【０１１４】
　なお、図１３には、情報処理装置２５０のユーザとしてのユーザＡと、情報処理装置２
５０が接続可能な通信ネットワーク８００と、通信ネットワーク８００に接続可能な通信
サーバ３００や他の情報処理装置５５０，７５０と、他の情報処理装置５５０のユーザと
してのユーザＢ，Ｃと、他の情報処理装置７５０のユーザとしてのユーザＤとが示されて
いる。他の情報処理装置５５０，７５０は、情報処理装置２５０と同様の構成を有するた
め、詳細な説明は省略する。
【０１１５】
　図１３において、情報処理装置２５０は、例えば、撮像部２５２と、検出部２０４と、
人数把握部２０６と、設定部２０８と、表示画像生成部２１０と、通信部２１２と、表示
部２５４と、表示制御部２１６とを備える。
【０１１６】
　撮像部２５２は、本発明の撮像部の一例であり、表示部２５４の表示画面を見ているユ
ーザＡの静止画像または動画像を撮像することができる。そして、撮像部２５２は、撮像
により生成した撮像画像を通信部２１２や、検出部２０４、表示画像生成部２１０に伝達
することができる。
【０１１７】
　表示部２５４は、本発明の表示部の一例であり、静止画像または動画像のコンテンツと
、他の情報処理装置５５０，７５０からの撮像画像とを並列表示することができる。例え
ば、表示部２５４は、表示画面におけるコンテンツの表示領域に静止画像または動画像の
コンテンツを表示し、他の情報処理装置５５０，７５０からの撮像画像の表示領域に他の
情報処理装置５５０，７５０からの撮像画像を表示することができる。
【０１１８】
　本実施の形態によれば、情報処理装置２５０が上述した図４の表示処理を実行すること
により、上述した第１の実施の形態と同様の効果を奏することができる。さらに、本実施
の形態によれば、例えば、図２に示す表示システム１００を別途用意する必要をなくすこ
とができ、簡易に実施することができるようになる。
【０１１９】
　また、本発明の目的は、上述した各実施の形態の機能を実現するソフトウェアのプログ
ラムコードを記憶した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるい
は装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ等）が記憶媒体に格納されたプログラムコ
ードを読み出し実行することによっても達成される。
【０１２０】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が上述した各実施の形態の
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機能を実現することになり、そのプログラムコードおよび該プログラムコードを記憶した
記憶媒体は本発明を構成することになる。
【０１２１】
　また、プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピー（登
録商標）ディスク、ハードディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－
ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ＋ＲＷ等の光ディスク、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等を用いることができる。または、プログ
ラムコードをネットワークを介してダウンロードしてもよい。
【０１２２】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上述した各
実施の形態の機能が実現されるだけではなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コ
ンピュータ上で稼動しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部ま
たは全部を行い、その処理によって上述した各実施の形態の機能が実現される場合も含ま
れる。
【０１２３】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれ
た後、そのプログラムコードの指示に基づき、その拡張機能を拡張ボードや拡張ユニット
に備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって上述した各実
施の形態の機能が実現される場合も含まれる。
【０１２４】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施の形態について詳細に説明したが、
本発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有す
る者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例
または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術
的範囲に属するものと了解される。
【０１２５】
　例えば、通信サーバ３００において、他の情報処理装置５００，７００からの撮像画像
から他の情報処理装置５００，７００のユーザの顔を含む顔領域を検出するようにしても
よい。
【０１２６】
　また、情報処理装置２００は、ユーザＡが所望するコンテンツを他の情報処理装置５０
０，７００に送信して、ユーザ間でコンテンツを共有するようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１２７】
　１００　　表示システム
　１０２　　表示装置
　１０４　　撮像装置
　２００　　情報処理装置
　２０２　　入力部
　２０４　　検出部
　２０６　　人数把握部
　２０８　　設定部
　２１０　　表示画像生成部
　２１２　　通信部
　２１４　　出力部
　２１６　　表示制御部
　３００　　通信サーバ
　４００，６００　　他の表示システム
　５００，７００　　他の情報処理装置
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　８００　　通信ネットワーク
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