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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なる拠点間でのコミュニケーションを誘発するコミュニケーションシステムであって
，
　異なる拠点のうち第１拠点の床面に設定された動線に対応させて配置される映像表示部
と，
　異なる拠点のうち第２拠点内の状況を撮像する撮像装置と，を有し，
　前記動線は，前記拠点の床面上を人が往来する経路であり，
　前記映像表示部は，前記撮像装置が撮像した映像が表示されることにより前記第２拠点
内の状況を映像の情報として前記第１拠点の前記対応させた動線側に向けて発信するもの
であることを特徴とするコミュニケーションシステム。
【請求項２】
　前記撮像装置は，前記第２拠点の床面に設定された動線に加えて人の動きを含めて前記
第２拠点の状況を撮像することを特徴とする請求項１に記載のコミュニケーションシステ
ム。
【請求項３】
　前記映像表示部は面状部材に構成され，前記映像表示部に前記第２拠点の前記動線を前
記第１拠点の前記動線に連携させて前記映像が表示されることを特徴とする請求項１に記
載のコミュニケーションシステム。
【請求項４】
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　前記映像表示部は，その下端が前記第１拠点の床面に対して近接又は当接され，前記映
像表示部の下端側には，前記撮像装置により撮像された前記第２拠点の映像のうち前記第
２の空間の床面の映像が表示されることを特徴とする請求項１に記載のコミュニケーショ
ンシステム。
【請求項５】
　前記撮像装置は，少なくとも前記第２拠点の天井の一部を含む所定空間を撮像して映像
を出力し，
　前記映像表示部の上端は，前記第１拠点の天井に対して近接又は当接しており，
　前記映像表示部の上端側には，前記撮像装置により撮像された前記第２拠点の映像のう
ち，前記第２拠点の天井の映像が表示されることを特徴とする請求項１に記載のコミュニ
ケーションシステム。
【請求項６】
　前記映像表示部は，前記映像表示部の上端と前記第１拠点の天井との間に，前記第１拠
点の壁面が前記映像表示部に向かって立つ視覚者の視界に入らない高さに設定されること
を特徴とする請求項５に記載のコミュニケーションシステム。
【請求項７】
　前記映像表示部は，前記映像表示部に表示される映像を視覚する視覚者の視野角をカバ
ーする範囲内に構成したことを特徴とする請求項１に記載のコミュニケーションシステム
。
【請求項８】
　前記映像表示部は，前記面状部材を複数組み合わせることにより前記面状部材の表示面
が前記第１拠点の動線側と前記第１拠点の動線側から奥まった領域に渡って存在し，その
中央領域の表示面に等身大の映像が表示されることを特徴とする請求項３に記載のコミュ
ニケーションシステム。
【請求項９】
　さらに，前記第１拠点の音を集音し前記第２拠点へ音を出力する音響装置，前記第２拠
点の音を集音し前記第１拠点へ音を出力する音響装置のうち少なくとも一方を備えている
ことを特徴とする請求項１に記載のコミュニケーションシステム。
【請求項１０】
　前記撮像装置は，前記第２拠点の状況を逐次撮像するものであり，
　前記映像表示部は，前記撮像装置が撮像した前記映像が表示されることにより前記第２
拠点の状況を映像の情報として逐次発信するものであることを特徴とする請求項１に記載
のコミュニケーションシステム。
【請求項１１】
　異なる拠点間でのコミュニケーションを誘発するコミュニケーション方法であって，
　前記異なる拠点の床面に，人が往来する経路の動線がそれぞれ設定され，
　撮像装置で前記異なる拠点のうち第２拠点内の状況を撮像し，
　前記異なる拠点のうち第１拠点内の前記動線に対応させて配置される映像表示部に前記
撮像装置が撮像した映像を表示することにより，前記映像表示部で前記第２拠点内の状況
を映像の情報として前記第１拠点の前記対応させた動線側に向けて発信させることを特徴
とするコミュニケーション方法。
【請求項１２】
　前記撮像装置で，前記第２拠点の床面に設定された動線に加えて人の動きを含めて前記
第２拠点の状況を撮像することを特徴とする請求項１１に記載のコミュニケーション方法
。
【請求項１３】
　前記映像表示部として表示面を含む面状部材を用い，前記面状部材の表示面に前記第２
拠点の前記動線を前記第１拠点の前記動線に連携させて前記映像が表示させることを特徴
とする請求項１１に記載のコミュニケーション方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コミュニケーションシステム及びコミュニケーション方法に関し、特に、臨
場感及びリアリティのある映像を人が動く動線上に提供することで、恰も、空間と空間を
繋ぐようなコミュニケーションシステム及びコミュニケーション方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　昨今、企業活動の広域化やグローバル化に伴い、オフィス（働く場）が様々な地域に分
散して存在したり、入居するオフィスビルの事情によって、オフィス（働く場）が複数の
フロアに跨ってしまうなど、業務を進める上で必要な人と人とのコミュニケーションが欠
如し、業務への支障が出てしまう場合がある。
【０００３】
　特に、人と人が顔を合わせるＦａｃｅ Ｔｏ Ｆａｃｅのコミュニケーションの欠如は、
新しい発想を生み出す機会の損失と捉えられている。その理由は、新しい発想は議論対象
が定まった会議から生まれる場合よりも、オフィスの空間内で交わされる何気ない会話か
ら生まれる場合が多く、一つの空間を共有してその内部で多数の当事者同士がコラボレー
ションできる環境が、新しい発想を生み出す重要な要素であるという経験に基づくもので
ある。
【０００４】
　一つの空間を共有する手法としては、Ｗｅｂ会議システム及びテレビ会議システム（特
許文献１）によるコミュニケーションが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－８１８６１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、前記Ｗｅｂ会議システムや前記テレビ会議システムは、時間と場所を決めて接
続するコミュニケーションであり、空間丸ごと共有して一緒にいる感覚を引き出すには至
っていないのが実情である、すなわち一つの空間内にいる当事者同士の間に存在する距離
感を払拭するには至っていないのである。したがって、新たなアイデアの誘発やイノベー
ションなど知的創造を促進することができないという課題があった。
【０００７】
　本発明の目的は、Ｗｅｂ会議システムやテレビ会議システムの当事者同士の間に存在す
る距離感を払拭して空間丸ごと共有することにより、空間を繋げて人と人との相乗効果に
よる潜在的な力を引き出すコミュニケーションシステム及びコミュニケーション方法を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記目的を達成するため、本発明に係るコミュニケーションシステムは、異なる拠点間
でのコミュニケーションを誘発するコミュニケーションシステムであって、異なる拠点の
うち第１拠点の床面に設定された動線に対応させて配置される映像表示部と、異なる拠点
のうち第２拠点内の状況を撮像する撮像装置と、を有し、前記動線は、前記拠点の床面上
を人が往来する経路であり、前記映像表示部は、前記撮像装置が撮像した映像が表示され
ることにより前記第２拠点内の状況を映像の情報として前記第１拠点の前記対応させた動
線側に向けて発信するものであることを特徴とする。
【０００９】
　前記撮像装置は、前記第２拠点の床面に設定された動線に加えて人の動きを含めて前記
第２拠点の状況を撮像することを特徴とする。
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【００１０】
　前記映像表示部は表示面を含む面状部材からなり、前記映像表示部に前記第２拠点の前
記動線を前記第１拠点の前記動線に連携させて前記映像が表示されることを特徴とする。
【００１１】
　前記映像表示部は、その下端が前記第１拠点の床面に対して近接又は当接され、前記映
像表示部の下端側には、前記撮像装置により撮像された前記第２拠点の映像のうち前記第
２の空間の床面の映像が表示されることを特徴とする。
【００１２】
　前記撮像装置は、少なくとも前記第２拠点の天井の一部を含む所定空間を撮像して映像
を出力し、前記映像表示部の上端は、前記第１拠点の天井に対して近接又は当接しており
、前記映像表示部の上端側には、前記撮像装置により撮像された前記第２拠点の映像のう
ち、前記第２拠点の天井の映像が表示されることを特徴とする。
【００１３】
　前記映像表示部は、前記映像表示部の上端と前記第１拠点の天井との間に、前記第１拠
点の壁面が前記映像表示部に向かって立つ視覚者の視界に入らない高さに設定されること
を特徴とする。
【００１４】
　前記映像表示部は、前記映像表示部に表示される映像を視覚する視覚者の視野角をカバ
ーする範囲内に構成したことを特徴とする。
【００１５】
　前記映像表示部は、前記面状部材を複数組み合わせることにより前記面状部材の表示面
が前記第１拠点の動線側と前記第１拠点の動線側から奥まった領域に渡って存在し、その
中央領域の表示面に等身大の映像が表示されることを特徴とする。
【００１６】
　さらに、前記第１拠点の音を集音し前記第２拠点の音を出力する音響装置、前記第２拠
点の音を集音し前記第１拠点の音を出力する音響装置のうち少なくとも一方を備えている
ことを特徴とする。
【００１７】
　前記撮像装置は、前記第２拠点の状況を逐次撮像するものであり、
　前記映像表示部は、前記撮像装置が撮像した前記映像が表示されることにより前記第２
拠点の状況を映像の情報として逐次発信するものであることを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明に係るコミュニケーションシステムは、異なる拠点間でのコミュニケーシ
ョンを誘発するコミュニケーションシステムであって、前記異なる拠点の床面に、人が往
来する経路の動線がそれぞれ設定され、前記異なる拠点のうち第２拠点の床面に設定され
た前記動線に加えて人の動きを含めて前記第２拠点の状況を撮像装置により撮像し、前記
撮像装置が撮像した前記映像を表示することにより、前記映像表示部で前記第１拠点内の
状況を映像の情報として前記第１拠点において発信させることを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明に係るコミュニケーション方法は、異なる拠点間でのコミュニケーション
を誘発するコミュニケーション方法であって、前記異なる拠点の床面に、人が往来する経
路の動線がそれぞれ設定され、撮像装置で前記異なる拠点のうち第２拠点内の状況を撮像
し、前記異なる拠点のうち第１拠点内の前記動線に対応させて配置される映像表示部に前
記撮像装置が撮像した映像を表示することにより、前記映像表示部で前記第２拠点内の状
況を映像の情報として前記第１拠点の前記対応させた動線側に向けて発信させることを特
徴とする。
【００２０】
　前記撮像装置で、前記第２拠点の床面に設定された動線に加えて人の動きを含めて前記
第２拠点の状況を撮像することを特徴とする。
【００２１】
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　前記映像表示部として表示面を含む面状部材を用い、前記面状部材の表示面に前記第２
拠点の前記動線を前記第１拠点の前記動線に連携させて前記映像が表示させることを特徴
とする。
【００２２】
　また、本発明に係るコミュニケーション方法は、異なる拠点間でのコミュニケーション
を誘発するコミュニケーション方法であって、
　前記異なる拠点の床面に、人が往来する経路の動線がそれぞれ設定され、
　撮像装置で前記異なる拠点のうち第１拠点内の状況を撮像し、
　前記異なる拠点のうち第２拠点内の前記動線に対応させて設置した映像表示部に前記撮
像装置が撮像した前記映像を表示することにより、前記映像表示部で前記第１拠点内の状
況を映像の情報として前記第１拠点の前記対応させた動線側に向けて発信させることを特
徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　以上のように本発明によれば、人が往来する経路の動線が床面に設定された空間を撮像
装置で撮像し、その撮像装置で撮像する際に、前記異なる空間のうち第２の空間内に設定
された動線に加えて人の動きを含めて前記第２の空間の状況を撮像し、前記異なる空間の
うち第１の空間の映像表示部により、前記撮像装置が撮像した前記映像を表示することに
より前記第２の空間内の状況を映像の情報として発信させるため、目の前に別空間が広が
り、遠くにいる人でも距離を越えてすぐ隣にいるかのような感覚を生み出すことができ、
異なる空間間でのコミュニケーションを誘発して離れたオフィスとのコミュニケーション
を活性化することができ、それによって、新たなアイデアの誘発やイノベーションなど知
的創造を促進することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施形態に係るコミュニケーションシステムの構成を示す斜視図である
。
【図２】本発明の実施形態に係るコミュニケーションシステムを用いてコミュニケーショ
ンを誘発する状態を説明する図である。
【図３】本発明の実施形態に係るコミュニケーションシステムを用いてコミュニケーショ
ンを誘発する別の状態を説明する図である。
【図４】本発明の実施形態に係るコミュニケーションシステムを第１拠点、第２拠点にそ
れぞれ設けた場合の構成を示す図である。
【図５】本発明の実施形態に係るコミュニケーションシステムの外観を示す斜視図である
。
【図６】本発明の実施形態に係るコミュニケーションシステムの分解斜視図である。
【図７】本発明の実施形態に係るコミュニケーションシステムにおける表示装置及び映像
表示部の配置を示す図であり、（ａ）は前記配置を平面から見た模式図、（ｂ）は前記配
置を側面から見た模式図である。
【図８】本発明の実施形態に係るコミュニケーションシステムにおける映像表示部の、第
１拠点の床面及び天井との近接又は当接の関係を示す模式図である。
【図９】本発明の実施形態に係るコミュニケーションシステムにおける映像表示部の配置
を示す図であり、（ａ）は第１拠点における配置を示す図、（ｂ）は第２拠点における配
置を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態に係るコミュニケーションシステムにおける撮像装置の配置
を示す図であり、（ａ）は前記配置を平面から見た模式図、（ｂ）は前記配置を側面から
見た模式図である。
【図１１】本発明の実施形態に係るコミュニケーションシステムのブロック図である。
【図１２】本発明の実施形態に係るコミュニケーションシステムにおけるデータの流れを
示す図であり、（ａ）は第１拠点から第２拠点へのデータ送受信を示す図、（ｂ）は第２
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拠点から第１拠点へのデータ送受信を示す図である。
【図１３】本発明の実施形態に係るコミュニケーションシステムにおける撮像装置の撮像
方向の変形例を示す図である。
【図１４】本発明の実施形態に係るコミュニケーションシステムが配置される動線を第１
拠点、第２拠点に示す図である。
【図１５】本発明の実施形態に係るコミュニケーションシステムが配置される動線を第１
拠点、第２拠点に示す図である。
【図１６】本発明の実施形態に係るコミュニケーションシステムの軸組構造の変形例を示
す平面からみた模式図である。
【図１７】本発明の実施形態に係るコミュニケーションシステムを第１拠点、第２拠点に
それぞれ設けた場合の構成を示す図である。
【図１８】本発明の実施形態に係るコミュニケーションシステムの外観を示す斜視図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施形態を図に基づいて詳細に説明する。
　先ず、本発明の実施形態に係るコミュニケーションシステムの基本構成について説明す
る。図１には異なる拠点をなす第１拠点Ａ及び第２拠点Ｂのうち第１拠点内のレイアウト
を示してある。図１に示すように、第１拠点Ａがオフィスの場合には、そのオフィス（拠
点Ａ）内がパネル２、３、４、５により部署６ａ、６ｂ、６ｃ、６ｄを単位として間仕切
りされ、それらの部署６ａ、６ｂ、６ｃ、６ｄのスペース内には机７と椅子８とのセット
が複数設置されている。さらには、各部署６ａ６ｂ、６ｃ、６ｄ内の床面ＦＡ上には、人
Ｎが部署６ａ、６ｂ、６ｃ、６ｄ内を効率よく往来するための経路である動線ＴＡが設定
されている。部署６ａ、６ｂ、６ｃ、６ｄ相互間で人Ｎが効率よく往来するために部署６

ａ、６ｂ、６ｃ、６ｄ間の床面ＦＡ上にも同様に動線ＴＡとして設定されている。
【００２６】
　図１に示すオフィスのレイアウトの場合、パネル４、５の高さは什器９の高さに相当す
る等の理由によりパネル４、５に沿う領域は什器９を収納する収納スペースとして利用さ
れている場合がある。一方、パネル２、３の領域では間仕切りのためにのみ使用されてい
る場合がある。図３、４に示す第２拠点Ｂ内も図１の拠点Ａ内のレイアウトと同様に、動
線ＴＢが第２拠点Ｂの床面ＦＡ上に設定されている。
【００２７】
　本発明の実施形態では図１に示すパネル２、３が動線ＴＡに沿っていることに着目して
、パネル２、３を中心として映像表示部１５Ａと撮像装置１０Ａとを配置してコミュニケ
ーションシステムを構築したものである。
　以下に、本発明の実施形態１に係るコミュニケーションシステムについて説明する。本
発明の実施形態に係るコミュニケーションシステムは図１に示すように、図１のパネル２
、３に映像表示部１５Ａを構成している。図１に示す映像表示部１５Ａを構成しているパ
ネル２、３はスクリーンであり、そのスクリーンであるパネル２、３のパネル面２Ａ、３

Ａに表示装置１４Ａからの映像が表示される。映像表示の際、パネル２、３のパネル面２

Ａ、３Ａが映像表示部１５Ａの表示面（２Ａ、３Ａ）として機能する。パネル２、３は、
床面ＦＡから天井に向けて立ち上げて配置された表示媒体としての面状部材であり、映像
表示部１５Ａが面状部材（表示媒体）としてのパネル２、３に構成される。
【００２８】
　図１では、面状部材（表示媒体）としてパネル２、３を用いているが、これに限られる
ものではない。パネル２、３以外には建物の内壁のように表示装置１４Ａからの映像がそ
の内壁面に表示されるものを面状部材として用いてよい。その建物の内壁面がスクリーン
となり、その建物の内壁が面状部材であり、建物の内壁を面状部材として用いた場合であ
っても、映像表示部１５Ａは面状部材（表示媒体）に構成される。パネル２、３や建物の
内壁面をスクリーンとして用いる場合、それらの面の全面をスクリーンとして用いる場合
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に限られるものではなく、それらの面の一部をスクリーンとして用いてもよい。また、前
記パネルや前記建物の内壁面などの前面に前記スクリーンが配置された場合であってもよ
く、前記パネルや前記建物の内壁面等の前面のスクリーンが前記面状部材をなし、その面
状部材に前記映像表示部１５Ａが構成される。
【００２９】
　さらに、図１に示す映像表示部１５Ａは、表示装置１４Ａからの映像が映写されて表示
面（２Ａ、３Ａ）に映像が表示される構成であるが、これに限られるものではない。
　前記スクリーンに代えて液晶デジタルディスプレイなどのデジタル型ディスプレイを用
いてもよく、この場合、デジタル型ディスプレイの表示面が表示媒体としての面状部材を
なし、前記映像表示部１５Ａがデジタル型ディスプレイからなる前記面状部材（表示媒体
）に構成されることになる。
　また、前記デジタル型ディスプレイが前記パネルや前記建物の内壁面などの前面に配置
された場合であってもよく、前記パネルやの内壁面等とその前面の前記デジタル型ディス
プレイとが前記面状部材をなし、その面状部材に前記映像表示部１５Ａが構成される。
　したがって、映像表示部１５Ａは、表示装置１４Ａからの映像が表示面（２Ａ、３Ａ）
に表示される構成、或いは自己発光して映像が表示される構成のいずれであってもよい。
【００３０】
　さらに、図１に示す例では、映像表示部１５Ａは、表示面（２Ａ）を含む面状部材の第
１映像表示部１５Ａ１と、表示面（３Ａ）を含む面状部材の第２映像表示部１５Ａ２を組
み合わせることにより構成されている。そして、第１映像表示部１５Ａ１と第２映像表示
部１５Ａ２とを備えているため、これらの映像表示部に映像を表示させるための表示装置
１４Ａとして第１表示装置１４Ａ１と第２表示装置１４Ａ２とを備えている。
【００３１】
　次に、映像表示部１５Ａの表示面（２Ａ、３Ａ）に表示される映像について説明する。
図１のオフィスを第１拠点Ａとすると、図４に示すオフィスが第２拠点Ｂとなる。図４に
示す第２拠点Ｂには撮像装置１０Ｂが設置されている。撮像装置１０Ｂは２つの撮像装置
１０Ｂ１、１０Ｂ２を備えており、これらの撮像装置１０Ｂ１、１０Ｂ２で第２拠点Ｂ内
の状況を撮像し、その映像を図１１に示す通信ネットワーク２０により第１拠点Ａの表示
装置１４Ａに送信する。図１では、第１拠点Ａに設置した一方の表示装置１４Ａ１が対応
する映像表示部１５Ａ１の表示面（２Ａ）に表示させ、第１拠点Ａに設置した他方の表示
装置１４Ａ２が対応する映像表示部１５Ａ２の表示面（３Ａ）に表示させる。すなわち、
第１拠点Ａの映像表示部１５Ａには第２拠点Ｂの撮像装置１０Ｂが撮像した第２拠点Ｂ内
の状況を撮像した映像が表示されることになる。図４に示す例では、撮像装置１０Ｂとし
て２つの撮像装置１０Ｂ１、１０Ｂ２を設置したが、１つの撮像装置により第２拠点Ｂ内
の状況を撮像して第１拠点Ａに送信するようにしてもよい。
【００３２】
　図１には、図４と同様に撮像装置１０Ａとして２つの撮像装置１０Ａ１、１０Ａ２が設
置され、これらの撮像装置１０Ａ１、１０Ａ２が第１拠点Ａ内の状況を撮像して、その映
像を図１１に示す通信ネットワーク２０により第２拠点Ｂの表示装置１４Ｂに送信する。
図４では、第２拠点Ｂに設置した一方の表示装置１４Ｂ１が対応する映像表示部１５Ｂ１

の表示面（２Ｂ）に表示させ、第２拠点Ｂに設置した他方の表示装置１４Ｂ２が対応する
映像表示部１５Ｂ２の表示面（３Ｂ）に表示させる。すなわち、第２拠点Ｂの映像表示部
１５Ｂには第１拠点Ａの撮像装置１０Ａが撮像した第１拠点Ａ内の状況を撮像した映像が
表示されることになる。図１に示す例では、撮像装置１０Ａとして２つの撮像装置１０Ａ

１、１０Ａ２を設置したが、１つの撮像装置により第１拠点Ａ内の状況を撮像して第２拠
点Ｂに送信するようにしてもよい。
【００３３】
　図４において、第２拠点Ｂ内の撮像装置１０Ｂは、第２拠点Ｂの床面ＦＡに設定された
動線Ｔに加えて人Ｎの動きを含めて第２拠点Ｂの状況を撮像する。同様に図１において、
第１拠点Ａ内の撮像装置１０Ａは、第１拠点Ａの床面ＦＡに設定された動線ＴＡに加えて
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人Ｎの動きを含めて第１拠点Ａの状況を撮像する。
　図３は、第２拠点Ｂ内の状況を撮像した映像を第１拠点Ａ内の映像表示部１５Ａの表示
面（２Ａ、３Ａ）に表示する場合を示している。図３に示すように、第１拠点Ａ内に設置
した映像表示部１５Ａは、その表示面（２Ａ、３Ａ）に第２拠点Ｂの動線ＴＢを第１拠点
Ａの動線ＴＡに連携させて前記映像が表示される。
【００３４】
　また、図１及び図４では、第１拠点Ａの音を集音し第２拠点Ｂの音を出力する音響装置
（集音装置１２Ａ、音声装置１６Ａ）を第１拠点Ａ内に設け、第２拠点Ｂの音を集音し第
１拠点Ａの音を出力する音響装置（集音装置１２Ｂ、音声装置１６Ｂ）を第２拠点Ｂ内に
設けている。
【００３５】
　図１では、映像表示部１５Ａ１、１５Ａ２が動線ＴＡに沿って配置されている例を示し
たが、図４に示すように、映像表示部１５Ｂ１、１５Ｂ２は動線ＴＢ側と動線ＴＢ側から
奥まった領域に渡って存在する場合がある。図１及び図４に示す映像表示部１５Ａ１、１
５Ａ２のうち中央領域の表示面に等身大の映像が表示されるようにしてもよい。
【００３６】
　以上のように、本発明の実施形態１に係るコミュニケーションシステムは図１及び図４
に示すように、異なる拠点Ａ、Ｂにおけるコミュニケーションを誘発するコミュニケーシ
ョンシステムであって、異なる拠点のうち第１拠点Ａの床面ＦＡに設定された動線ＴＡに
対応させて設置される映像表示部１５Ａと、異なる拠点のうち第２拠点Ｂ内の状況を撮像
する撮像装置１０Ｂと、を有し、前記動線ＴＡは、前記拠点Ａの床面ＦＡ上を人が往来す
る経路であり、前記映像表示部１５Ａは、前記撮像装置１０Ｂが撮像した前記映像が表示
されることにより前記第２拠点Ｂ内の状況を映像の情報として前記第１拠点Ａの前記対応
させた動線ＴＡ側に向けて発信する構成として構築することになる。
【００３７】
　また、本発明の実施形態１に係るコミュニケーションシステムは図１及び図４に示すよ
うに、異なる拠点Ａ、Ｂ間でのコミュニケーションを誘発するコミュニケーションシステ
ムであって、異なる拠点Ａ、Ｂのうち第１拠点Ａに設置された映像表示部１５Ａと、異な
る拠点Ａ、Ｂのうち第２拠点Ｂの床面ＦＢに設定された動線ＴＢに加えて人Ｎの動きを含
めて第２拠点Ｂの状況を撮像する撮像装置１０Ｂと、を有し、動線ＴＢは、拠点Ｂの床面
ＦＡ上に人Ｎが往来する経路であり、映像表示部１５Ａは、撮像装置１０Ｂが撮像した映
像が表示されることにより第２拠点Ｂ内の状況を映像の情報として第１拠点Ａの動線ＴＡ

に向けて発信する構成として構築してもよいものである。
【００３８】
　本発明の実施形態１に係るコミュニケーションシステムを稼働させると、第２拠点Ｂ内
に設置された撮像装置１０Ｂが、人Ｎが往来する経路の動線ＴＢが設定された第２拠点Ｂ
内を撮像し、その撮像装置１０Ｂで撮像する際に、第２拠点Ｂの床面ＦＢに設定された動
線ＴＢに加えて人Ｎの動きを含めて第２拠点Ｂ内の状況を撮像し、第１拠点Ａ内に配置し
た映像表示部１５Ａにより、撮像装置１０Ｂが撮像した前記映像を表示することにより第
２拠点Ｂ内の状況を映像の情報として第１の空間Ａ内で発信させる。
【００３９】
　映像表示部１５Ａで映像情報を発信する際には、映像表示部１５Ａを第１拠点Ａ内に設
定された動線ＴＡに対応させて配置し、前記映像の情報を前記対応させた動線ＴＡ側に向
けて第１拠点Ａ内で発信させる。同様に、映像表示部１５Ｂで映像情報を発信する際には
、映像表示部１５Ｂを第２拠点Ｂ内に設定された動線ＴＢに対応させて配置し、前記映像
の情報を前記対応させた動線ＴＢ側に向けて第２拠点Ｂ内で発信させる。この場合、第１
拠点Ａ及び第２拠点Ｂとしては、人Ｎが主に事務処理を行うオフィス、工場などの作業現
場、商業施設などのようにコミュニケーションを取る必要がある空間であれば、いずれの
ものであってもよい。
【００４０】
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　コミュニケーションは、異なる拠点Ａ、Ｂ内に位置する人Ｎ同士が必要に応じて適宜行
うものであるから、図４に示すように、第１拠点Ａ内に映像表示部１５Ａ、映像を撮像す
る撮像装置１０Ａを設置し、同様に第２拠点Ｂ内に、映像情報を表示する映像表示部１５

Ｂ、撮像装置１０Ｂを設置し、異なる拠点Ａ、Ｂ内の状況を双方で発信させるようにして
もよいものである。前記双方での通信を行う場合、図１１に示すように、異なる拠点Ａ、
Ｂ間に設けられている既設の通信ネットワーク（例えばインターネット回線網）２０を利
用すればよいものである。
【００４１】
　異なる拠点Ａ、Ｂを同一の空間のように共有する感覚を感得させるには、第２拠点Ｂの
撮像装置１０Ｂにより、第２拠点Ｂ内の状況を逐次撮像し、第１拠点Ａの映像表示部１５

Ａにより、撮像装置１０Ｂが撮像した第２拠点Ｂ内の状況を映像の情報として第１拠点Ａ
内で逐次発信させ、同様に第１拠点Ａの撮像装置１０Ａにより、第１拠点Ａ内の状況を逐
次撮像し、第２拠点Ｂの映像表示部１５Ｂにより、撮像装置１０Ａが撮像した第１拠点Ａ
内の状況を映像の情報として第２拠点Ｂ内で逐次発信させるという運用にすればよいもの
である。
【００４２】
　異なる拠点Ａ、Ｂがオフィスである場合を想定してコミュニケーションが誘発される場
合を分析する。オフィスには、複数のデスクが設置されているとともに複数の人Ｎが共有
する例えばプリンタが一箇所に集中して設置され、事務の効率化が図られている。そのオ
フィスには、各人のデスクからプリンタに至る経路（動線ＴＡ、ＴＢ）には、人の効率的
な動きを実現するために動線が設定されている。その場合、遠方のオフィスにいる担当者
と即座にコミュニケーションを取ることにより新たなアイデアが有効なものとして結実す
る場合がある。このコミュニケーションが即座に成立すれば、事務効率が向上することに
なる。
【００４３】
　そこで、本発明の実施形態に係るコミュニケーションシステムを図４に示すように、異
なる拠点Ａ、Ｂ内にそれぞれ設置して同時に稼働させると、第２拠点Ｂ内の撮像装置１０

Ｂ及び第１拠点Ａ内の撮像装置１０Ａがそれぞれ稼働して、人が往来する経路の動線ＴＢ

、ＴＡが設定された拠点Ｂ、Ａを撮像し、その撮像装置１０Ｂ、１０Ａで撮像する際に、
第２拠点Ｂ内の撮像装置１０Ｂは、第２拠点Ｂ内に設定された動線ＴＢに加えて人Ｎの動
きを含めて第２拠点Ｂ内の状況を撮像する。同様に、第１拠点Ａ内の撮像装置１０Ａは、
第１拠点Ａ内に設定された動線ＴＡに加えて人Ｎの動きを含めて第１拠点Ａ内の状況を撮
像する。
【００４４】
　第１拠点Ａ及び第２拠点Ｂ内に設置した撮像装置１０Ａ、１０Ｂがそれぞれ稼働して対
象の拠点Ａ、Ｂ内の状況を撮像すると、第１拠点Ａと第２拠点Ｂとの間に敷設された既設
の通信ネットワーク（図１１参照）ラインによって双方向での通信が行われ、図２及び図
３に示すように、第２拠点Ｂの撮像装置１０Ｂが撮像した第２拠点Ｂ内の状況の映像が第
１拠点Ａ内の映像表示部１５Ａにより表示されて第２拠点Ｂ内の状況を映像の情報として
第１拠点Ａ内で発信される。同様に、第１拠点Ａの撮像装置１０Ａが撮像した第１拠点Ａ
内の映像が第２拠点Ｂ内の映像表示部１５Ｂにより表示されて第１拠点Ａ内の状況を映像
の情報として第２拠点Ｂ内で発信される。
【００４５】
　映像表示部１５Ａ及び映像表示部１５Ｂで映像情報を発信する際には、映像表示部１５

Ａを第１拠点Ａ内に設定された動線ＴＡに対応させて設置して、前記映像の情報を前記対
応させた動線ＴＡ側に向けて第１拠点Ａ内で発信させる。同様に、映像表示部１５Ｂで映
像情報を発信する際には、映像表示部１５Ｂを第２拠点Ｂ内に設定された動線ＴＢに対応
させて設置して、前記映像の情報を前記対応させた動線ＴＢ側に向けて第２拠点Ｂ内で発
信させる。
【００４６】
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　従って、図２及び図３に示すように、異なる拠点内の状況が映像の情報として眼の前に
広がり、遠くにいる人でも距離を越えてすぐ隣にいるかのような感覚を生み出す。これに
より、離れたオフィスとのコミュニケーションを活性化することができ、新たなアイデア
を誘発してイノベーションなど知的創造を促進することができる。
【００４７】
　映像表示部１５Ａ、１５Ｂが構成される面状部材は、第１拠点Ａ及び第２拠点Ｂ内に設
定された動線ＴＡ、ＴＢに対応させて配置してあり、前記映像の情報を前記対応させた動
線ＴＡ、ＴＢ側に向けて対応する拠点Ａ或いは拠点Ｂ内で発信するものであるため、図３
に示すように、動線ＴＡ、ＴＢ上で話したいときに話しかけることができ、しかも、動線
上に行けばそこで異なる空間の人と話すことができる。さらには、動線ＴＡ、ＴＢ上で異
なる空間の状況（雰囲気）を感じ取ることができ、話さなくても存在を感じることができ
る。
【００４８】
　さらに、撮像装置１０Ａ、１０Ｂは、異なる空間Ａ、Ｂ内の状況を逐次撮像し、映像表
示部１５Ａ、１５Ｂが、撮像装置１０Ｂ、１０Ａから出力される拠点ＢまたはＡの状況を
示す映像に基づいて異なる拠点Ｂ、Ａ内の状況を映像の情報として逐次発信することによ
り、日常的な交流で業務を円滑化、スピードアップを図ることができる。この場合、図２
に示すように、拠点Ａ、Ｂ内の一部のスペースを利用してデスク及び椅子のセットを設置
することにより、そのスペースが会議室に早替わりさせることができ、利用されていない
スペースを有効利用することができる。
【００４９】
　さらに、映像表示部１５Ａ、１５Ｂ及び撮像装置１０Ａ、１０Ｂが異なる空間Ａ、Ｂ内
にそれぞれ設置することにより、異なる拠点Ａ、Ｂ内で相手方の拠点Ｂ、Ａ内の状況を示
す映像情報が発信されるため、恰も同一の空間で一緒にいる感覚を得ることができ、異な
る拠点を一つの空間として共用し、空間を繋げて、人と人との相乗効果に基づいて潜在的
な力を引き出すことができる。
【００５０】
　図１の例では、表示媒体としての面状部材にオフィスなどの空間の中央領域に配置され
たパネル２、３を用いた例を説明したが、オフィスなどの隅部をなす建物の内壁を前記表
示媒体としての面状部材に用いてもよく、建物の隅部をなす内壁面に映像表示部１５Ａが
構成される。これらの例を図１７及び図１８を用いて説明する。図１７に示すように、本
発明の実施形態１に係るコミュニケーションシステムは、第１拠点Ａと第２拠点Ｂ間での
コミュニケーションを誘発するコミュニケーションシステムであって、第１拠点Ａに存在
する映像表示部１５Ａと、第２拠点Ｂ内の状況を撮像する撮像装置と、を有し、映像表示
部１５Ａは、撮像装置１０Ｂが撮像した第２拠点Ｂ内の状況の映像を表示するために複数
の面状部材に構成され、それらの複数の面状部材を組み合わせることにより角部ＳＡをな
すことよって、活用されていなかった角部ＳＡに第２拠点Ｂ内の状況が映写されることに
より、角部ＳＡを通して第２拠点Ｂ内の空間が広がり、遠くにいる人でも距離を越えてす
ぐ隣にいるかのような感覚を生み出し、角部ＳＡをコミュニケーションの場として有効活
用することができる。そして、コミュニケーションの場となった角部ＳＡでは、異なる拠
点間でのコミュニケーションが誘発され、離れたオフィスとのコミュニケーションを活性
化することができ、新たなアイデアの誘発やイノベーションなど知的創造を促進すること
ができる。
【００５１】
　複数の面状部材である建物の内壁（表示媒体の面状部材）は、映像表示部１５Ａを互い
に角部ＳＡの内側に向けて角部ＳＡを構成し、撮像装置１０Ｂが撮像した第２拠点Ｂ内の
状況の映像が映像表示部１５Ａに表示されることにより、図２、３に示すように、角部Ｓ

Ａに異なる拠点内の状況が映像の情報として眼の前に広がり、角部ＳＡがコミュニケーシ
ョンの起点となる。これにより、角部ＳＡの有効活用を図ることができるとともに、角部
ＳＡの内側にいる人が、より臨場感、没入感をもって遠くにいる人でも距離を越えてすぐ
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隣にいるかのような存在感を感じることが出来る。
【００５２】
　ここで、角部ＳＡとは、建物の内壁を面状部材としてこれらを組み合わせることによっ
て構成される空間領域であって、前記空間領域内にいる人Ｎが、面状部材としての内壁面
に構成される映像表示部１５Ａを通して第２拠点Ｂ内の状況の映像を視覚し、前記映像の
情報を受信することができる空間領域をいうが、具体的には、本実施形態における角部Ｓ

Ａとは、図１８に示すように、角部をなす建物の交差する２つの内壁を組み合わせること
により構成される空間領域であって、映像表示部１５Ａ１と、映像表示部１５Ａ２と、表
示装置１４Ａ１から見て映像表示部１５Ａ１の左端と、表示装置１４Ａ２から見て映像表
示部１５Ａ２の右端を結んだ面（Ｘ－Ｚ面）と、で囲まれた空間領域をいう。
【００５３】
　図１では、既設のパネル２、３を映像表示部１５Ａ（映像表示部１５Ａ１、１５Ａ２）
、映像表示部１５Ｂ（映像表示部１５Ｂ１、１５Ｂ２）として構築した例を示したが、オ
フィスなどによっては、既設のパネル２、３などが存在しないために本発明の実施形態に
係るコミュニケーションシステムを、枠組み等を利用して拠点Ａ、Ｂに設置する場合があ
る。その場合のフレームの例を図４～図１３に基づいて説明する。
【００５４】
　図４に示すように、第１拠点Ａにコミュニケーションシステム１Ａを配置し、第２拠点
Ｂにコミュニケーションシステム１Ｂを配置して、第２拠点Ｂのコミュニケーションシス
テム１Ｂにより撮像された第２拠点の時空間の状況を示す映像及び集音された音を、第１
拠点Ａのコミュニケーションシステム１Ａにより第１拠点Ａ内で発信することにより、第
１拠点Ａと第２拠点Ｂとの異なる空間（主として遠隔地のオフィス、工場など）において
、臨場感のあるリアルタイムなコミュニケーションを実現することができるコミュニケー
ションシステム１に関するものである。同様に第１拠点Ａのコミュニケーションシステム
１Ａにより撮像された映像及び集音された音を、第２拠点Ｂのコミュニケーションシステ
ム１Ｂにより第２拠点Ｂ内で発信することにより、第１拠点Ａと第２拠点Ｂとの異なる空
間において、あたかも第１拠点Ａと第２拠点Ｂとが同じ空間にいるような演出をすること
ができ、双方向に臨場感のあるリアルタイムなコミュニケーションを実現することができ
るコミュニケーションシステム１に関するものである。
　本発明の実施形態に係るコミュニケーションシステム１は、図４に示すように、第１拠
点Ａ及び第２拠点Ｂのフロアに設定されている、人が往来する経路としての動線を利用し
て設置されるものである。すなわち、第１拠点Ａと第２拠点Ｂは、本来異なる拠点に存在
するものであるから、第１拠点Ａの動線と第２拠点Ｂの動線は別個独立に存在し、それぞ
れの動線上で活動する人達のＦａｃｅ　ｔｏ　Ｆａｃｅのコミュニケーションは限られた
第１拠点Ａ或いは第２拠点Ｂのみで行われており、例えば遠隔地に位置する第１拠点Ａと
第２拠点Ｂとでの間でＦａｃｅ　ｔｏ　Ｆａｃｅのコミュニケーションは上述したように
、Ｗｅｂ会議やテレビ会議で行われているのが実情であるが、これらのシステムを用いた
コミュニケーションでは、第１拠点Ａと第２拠点Ｂとの距離感が払拭できないために臨場
感に欠け、また、両拠点においてＷｅｂ会議システムやテレビ会議システムを同時に稼働
している間でなければ両拠点間でコミュニケーションが生成されない点で限界があった。
　そこで、コミュニケーションシステム１は、第１拠点Ａと第２拠点Ｂとにおいて、あた
かも第１拠点Ａと第２拠点Ｂとが同じ空間にいるような演出をすることができ、双方向に
臨場感のあるリアルタイムなコミュニケーションを実現することができるコミュニケーシ
ョンシステム１を提供するものである。
【００５５】
　コミュニケーションシステム１は、コミュニケーションシステム１Ａとコミュニケーシ
ョンシステム１Ｂとを備え、その構成の詳細を図４乃至図１３を参照して説明する。コミ
ュニケーションシステム１におけるコミュニケーションシステム１Ａとコミュニケーショ
ンシステム１Ｂとは、同様の構成を有しているので、以下、コミュニケーションシステム
１Ａを中心に説明する。
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　図４は、コミュニケーションシステム１Ａ、１Ｂを第１拠点Ａ及び第２拠点Ｂのそれぞ
れに設けた場合の構成を示す図、図５は、図４に示すコミュニケーションシステム１Ａの
外観を示す斜視図、図６は、図４に示すコミュニケーションシステム１Ａの分解斜視図、
図７は、図４に示すコミュニケーションシステム１Ａにおける表示装置１４Ａ及び映像表
示部１５Ａの配置を示す図であり、（ａ）は前記配置を平面から見た模式図、（ｂ）は前
記配置を側面から見た模式図、図８は、図１に示すコミュニケーションシステム１Ａにお
ける映像表示部１５Ａの、第１拠点Ａの床面ＦＡ及び天井ＣＡとの近接又は当接の関係を
示す模式図、図９は、図１に示すコミュニケーションシステム１Ａにおける映像表示部１
５Ａの配置を示す図であり、（ａ）は第１拠点Ａにおける配置を示す図、（ｂ）は第２拠
点Ｂにおける配置を示す図、図１０は、図４に示すコミュニケーションシステム１Ａにお
ける撮像装置１０Ａの配置を示す図であり、（ａ）は前記配置を平面から見た模式図、（
ｂ）は前記配置を側面から見た模式図、図１１は、図４に示すコミュニケーションシステ
ム１Ａ、１Ｂのブロック図である。なお、図９においては、映像表示部１５Ａ、１５Ｂ以
外の構成要素の図示を省略している。
【００５６】
　［コミュニケーションシステムの構成］
　図４に示すコミュニケーションシステム１において、第１拠点Ａに設けられるコミュニ
ケーションシステム１Ａは、図４、図５及び図１１に示すように、撮像装置１０Ａ（１０

Ａ１、１０Ａ２）と、集音装置１２Ａと、映像部と、音声装置１６Ａと、送信部２１Ａと
、受信部２３Ａと、フレーム５０とを備える。以下、各構成についてそれぞれ説明する。
なお、第２拠点Ｂに設けられるコミュニケーションシステム１Ｂは、同様の構成を備えて
いるので、説明を省略する。
【００５７】
　［フレーム］
　図４に示すコミュニケーションシステム１Ａは、図４及び図５に示すように、フレーム
５０を備えている。このフレーム５０は、配置場所の平坦な床面ＦＡ上に設けられた複数
の支柱５２（第１支柱５２ａ～第４支柱５２ｄ）、本実施形態では４つの支柱と、この支
柱５２の上部同士を連結するための梁部材５３（第１梁部材５３ａ～第４梁部材５３ｄ）
、本実施形態では４つの梁部材とから構成される。なお、フレーム５０は、支柱５２を床
面ＦＡ上に載置して設けられると床面ＦＡに対する躯体工事が必要ないため好ましいが、
床面ＦＡに対して固定して設けられてもよい。
【００５８】
　図４及び図５に示すように、フレーム５０は支柱と梁とを組み合わせた軸組構造であり
、フレーム５０を構成する支柱５２は、第１支柱５２ａ～第４支柱５２ｄでなり、梁部材
５３は、第１梁部材５３ａ～第４梁部材５３ｄでなる。なお、支柱５２（第１支柱５２ａ
～第４支柱５２ｄ）の長さ、梁部材５３（第１梁部材５３ａ～第４梁部材５３ｄ）の長さ
は、同一若しくは異なる長さを適宜選定することができる。なお、図４及び図５に示すフ
レーム５０の支柱５２及び梁部材５３は同じ長さで構成し、全体が立体形状で構成してい
る。
【００５９】
　図４に示すコミュニケーションシステム１Ａは、図６に示すように、配置場所である平
坦な床面ＦＡ上に、第１支柱５２ａ～第４支柱５２ｄと第１梁部材５３ａ～第４梁部材５
３ｄとを連結して組み立てられる。
　まず、第１支柱５２ａの上部と第２支柱５２ｂの上部との間に第１梁部材５３ａを連結
、第２支柱５２ｂの上部と第３支柱５２ｃの上部との間に第２梁部材５３ｂを連結、第３
支柱５２ｃの上部と第４支柱５２ｄの上部との間に第３梁部材５３ｃを連結、第４支柱５
２ｄの上部と第１支柱５２ａの上部との間に第４梁部材５３ｄを順次連結して、枠体状の
フレーム５０が形成される。また、例えば、第１支柱５２ａの下部と第２支柱５２ｂの下
部との間や、第２支柱５２ｂの下部と第３支柱５２ｃの下部の間などにも、別のフレーム
部材（図示せず）を連結してもよい。支柱５２（５２ａ～５２ｄ）に対して梁部材５３（



(13) JP 6284505 B2 2018.2.28

10

20

30

40

50

５３ａ～５３ｄ）を直接的に連結させてもよく、または、取付部材としての連結部材５５
（５５ａ～５５ｄ）を介在させて連結しても良い。
【００６０】
　なお、図４に示すフレーム５０を構成する支柱及び梁部材の個数及び寸法は特に限定さ
れるものではない。例えば、第１支柱５２ａ～第４支柱５２ｄは、コミュニケーションシ
ステム１Ａの配置場所が屋内であれば、その配置場所における床から天井までの高さより
も低く設定するのが好適である。コミュニケーションシステム１Ａの配置・撤去が容易で
、移動が容易であるからである。また、第１梁部材５３ａ～第４梁部材５３ｄの長さは、
コミュニケーションシステム１Ａの用途に応じて適宜設定すればよい。
【００６１】
　なお、図５に示すように、本実施形態においては、フレーム５０は、平面視、第１梁部
材５３ａ乃至第４梁部材５３ｄが略正方形の構成を例示したが、後述のように、映像表示
部１５Ａや表示装置１４Ａを取付・固定できる構成であればよいため、本発明はこの構成
形態に限定されるものではなくまた、各梁部材も直線構成のものに限られず、湾曲させた
構成であってもよく、その形状は特に限定されない。
【００６２】
［映像部］
　図４及び図１２に示すように、図４に示すコミュニケーションシステム１Ａの映像部は
、第２拠点Ｂにおいて撮像された映像を第１拠点Ａにおいて表示するための手段である。
本実施形態においては、コミュニケーションシステム１Ａの映像部は、第２拠点Ｂにおい
て撮像された映像（ＤＢ１及び／又はＤＢ２）を映写する表示装置１４Ａと、第２拠点Ｂ
において撮像された映像（ＤＢ１及び／又はＤＢ２）が映し出される表示面を備えた映像
表示部１５Ａとから構成される例を説明する。一例として、表示装置１４Ａはプロジェク
ター、映像表示部１５Ａはスクリーンで構成されるが、これに限られるものではない。前
記映像部として液晶ディスプレイなどのデジタル型ディスプレイを用いた場合、映像表示
部１５Ａが液晶パネルなどの表示パネルに相当し、表示装置１４Ａが前記表示パネルを駆
動する駆動回路に相当することになる。前記映像部としてデジタル型ディスプレイを用い
た場合、重量が嵩むプロジェクターを用いる必要がなく、前記映像部の重量を軽減するこ
とができ、またこの場合には、プロジェクターを用いる必要がないため、第４支柱５２ｄ
、第３梁部材５３ｃ及び第４梁部材５３ｄを設けなくてもよい。
【００６３】
　本実施形態では、図５に示すように、２台の表示装置１４Ａ１、１４Ａ２は、フレーム
５０の第３梁部材５３ｃに設けられた第１表示装置１４Ａ１、第４梁部材５３ｄに設けら
れた第２表示装置１４Ａ２が設けられている。また、２つの映像表示部１５Ａ１、１５Ａ

２は、フレーム５０の第１支柱５２ａと第２支柱５２ｂと第１梁部材５３ａとにより囲わ
れる面（Ｘ－Ｚ面）に設けられた第１映像表示部１５Ａ１、第２支柱５２ｂと第３支柱５
２ｃと第２梁部材５３ｂとにより囲われる面（Ｙ－Ｚ面）に設けられた第２映像表示部１
５Ａ２が設けられている。なお、表示装置１４Ａ、映像表示部１５Ａは、本実施形態では
それぞれ２つずつ台で構成しているが、これに限定されるものではなく、少なくとも１つ
ずつ以上あれば、配置台数は限定されるものではない。図４に示すコミュニケーションシ
ステム１において、表示装置１４Ａ及び映像表示部１５Ａは、第２拠点Ｂにおいて撮像さ
れた映像（ＤＢ１及び／又はＤＢ２）が第１拠点Ａで見ることができる構成であればよく
、コミュニケーションシステム１の演出ができれば、表示装置１４Ａ、映像表示部１５Ａ

の台数は限定されるものではないからである。
【００６４】
　また、本実施形態では、図５及び図７に示すように、第１表示装置１４Ａ１が第１映像
表示部１５Ａ１の対面に配置されて第１表示装置１４Ａ１が映写した映像は、第１映像表
示部１５Ａ１の全面若しくはほぼ全面の範囲で映写されて表示される。また、第２表示装
置１４Ａ２が第２映像表示部１５Ａ２の対面に配置されて、第２表示装置１４Ａ２が映写
した映像は第２映像表示部１５Ａ２の全面若しくはほぼ全面の範囲で映写されて表示され
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る。しかして、第１映像表示部１５Ａ１若しくは第２映像表示部１５Ａ２には、第１表示
装置１４Ａ１、第２表示装置１４Ａ２の映像が全面若しくはほぼ全面に映写されればよい
ので、例えば、図７（ａ）に示す配置関係において、第１表示装置１４Ａ１の映像を第２
映像表示部１５Ａ２に、及び第２表示装置１４Ａ２の映像を第２映像表示部１５Ａ２に映
写されて表示されるものでもよい。
【００６５】
　また、本実施形態では、第１表示装置１４Ａ１は、第３梁部材５３ｃ、第２表示装置１
４Ａ２は、第４梁部材５３ｄに設けられて高い位置から映像が映写される。したがって、
フレーム５０の内部空間ＳＡで人の移動が行われても映写される映像が遮られることがな
く、第１拠点Ａのコミュニケーションシステム１Ａと第２拠点Ｂのコミュニケーションシ
ステム１Ｂとの空間と空間とが一体となってコミュニケーションが可能な空間が形成され
る。
【００６６】
　表示装置１４Ａ及び映像表示部１５Ａは、第２拠点において撮像された映像（ＤＢ１及
び／又はＤＢ２）を第１拠点において見ることができる映像部であればよいため、プロジ
ェクター及びスクリーンのような組み合わせに限られず、例えば液晶ディスプレイのよう
な映像部によって構成してもよく、特に限定されるものではない。
【００６７】
　また、図４に示すように、第２拠点Ｂのコミュニケーションシステム１Ｂのフレーム５
０の内部空間ＳＢに立つ者が撮像装置１０Ｂにより撮像され、その映像（ＤＢ１、ＤＢ２

）が第１拠点Ａのコミュニケーションシステム１Ａの映像表示部１５Ａに映写されるに際
して、内部空間ＳＢに立つ者の映像が等身大に映写されることが可能なサイズで映像表示
部１５Ａが構成されるのが好ましい。本実施形態に係るコミュニケーションシステム１は
、第１拠点Ａと第２拠点Ｂとの異なる空間において、あたかも第１拠点Ａにいる者と第２
拠点Ｂにいる者とが同じ空間にいるような演出をすることができ、双方向に臨場感のある
リアルタイムな会話を実現するものであるから、第１拠点Ａと第２拠点Ｂとの異なる空間
が恰も同じ空間となるように演出することができるからである。
【００６８】
　図５に示すように、第１映像表示部１５Ａ１は、第１支柱５２ａと第２支柱５２ｂと第
１梁部材５３ａとにより囲われるフレーム５０の一側面（Ｘ－Ｚ面）を覆うように設けら
れ、第２映像表示部１５Ａ２は、第２支柱５２ｂと第３支柱５２ｃと第２梁部材５３ｂと
により囲われるフレーム５０の一側面（Ｙ－Ｚ面）を覆うように設けられる。そのため、
フレーム５０は、上記二側面が閉塞されている。したがって、第３支柱５２ｃと第４支柱
５２ｄと第３梁部材５３ｃとにより囲われる側面、第４支柱５２ｄと第１支柱５２ａと第
４梁部材５３ｄとにより囲われる側面、第１梁部材５３ａ～第４梁部材５３ｄにより囲わ
れる天面は解放されて、内部空間ＳＡが形成される。
【００６９】
　図５及び図７（ａ）に示すように、第１映像表示部１５Ａ１及び第２映像表示部１５Ａ

２は、第２支柱５２ｂを基点として、全体として、平面視、角度α（図７（ａ）参照）で
折れ曲がった映像表示部（１５Ａ）を形成している。なお、図７（ａ）で示す角度αは、
９０度となっているが、１８０度のフラットな面で構成してもよい。要するに、本実施形
態に係るコミュニケーションシステム１を演出することができればよいので、角度αは適
宜設定することができる。
【００７０】
　映像表示部１５Ａは、第２拠点Ｂにおいて撮像された映像（ＤＢ１及び／又はＤＢ２）
が映し出される表示面であればよい。そのため、映像表示部１５Ａは、図６等に示すよう
に表示媒体としての面状部材そのものに構成される場合に限られず、パネルや建物の内壁
の前面に配置した例えば布製スクリーンなどの面状媒体（表示媒体）に構成されるように
してもよい。また、映像表示部１５Ａは前記面状部材の全面或いは一部に構成されていて
もよい（図８（ｄ）参照）。
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【００７１】
　また、図５に示すように、映像表示部１５Ａの下端は、第１拠点Ａの床面ＦＡに対して
近接又は当接するのが好ましく、また、映像表示部１５Ａの上端は、第１拠点Ａの天井Ｃ

Ａに対して近接又は当接するのが好ましい。すなわち、映像表示部１５Ａの下端は、第１
拠点Ａの床面ＦＡに対して当接するか（図８（ａ）、（ｃ）、（ｄ）参照）、第１拠点Ａ
の床面ＦＡに対して近接する（図８（ｂ）参照）のが好ましい。このように構成すること
により、映像表示部１５Ａの映像を見る視覚者の目線よりも十分に低い位置まで、映像表
示部１５Ａに第２拠点Ｂの映像を表示させることが可能となる。
【００７２】
　また、映像表示部１５Ａの上端は、第１拠点Ａの天井ＣＡに対して近接するか（図８（
ａ）及び（ｂ）参照）、第１拠点Ａの天井ＣＡに対して当接する（図８（ｃ）及び（ｄ）
参照）のが好ましい。或いは、図９に示すように、映像表示部１５Ａの上端と第１拠点Ａ
の天井ＣＡとの間に、第１拠点Ａの壁面ＷＡが映像表示部１５Ａに向かって立つ視覚者の
視界に入らない高さに設定されるのが好ましい。このように構成することにより、映像表
示部１５Ａの映像を見る視覚者の目線よりも十分に高い位置まで、映像表示部１５Ａに第
２拠点Ｂの映像を表示させることが可能となる。
【００７３】
　なお、第１映像表示部１５Ａ１が構成される面状部材は特に限定されず、例えば、強度
の高い板状部材（例えばスチール製、木製など）で構成する場合は、フレーム５０の第１
梁部材５３ａを省略することができる。すなわち、第１支柱５２ａ及び第２支柱５２ｂと
面状部材とを連結すればよい。同様に、第２映像表示部１５Ａ２を強度の高い素材で構成
する場合は、フレーム５０の第２梁部材５３ｂを省略することができる。すなわち、第２
支柱５２ｂ及び第３支柱５２ｃと面状部材とを連結すればよい。また、強度の高い素材で
構成した第１映像表示部１５Ａ１とが構成される面状部材と第２映像表示部１５Ａ２が構
成される面状部材とを連結することで、第１支柱５２ａ、第２支柱５２ｂ、第３支柱５２
ｃのいずれか又は総てを省略することができる。
【００７４】
　第１映像表示部１５Ａ１（及び／又は第２映像表示部１５Ａ２）をスクリーンとして構
成する場合、第１映像表示部１５Ａ１（及び／又は第２映像表示部１５Ａ２）の裏側から
の光を通さずにクリアな映像を表示させるために、第１映像表示部１５Ａ１（及び／又は
第２映像表示部１５Ａ２）が構成される面状部材自体を透光性のない部材で構成する、又
は、第１映像表示部１５Ａ１（及び／又は第２映像表示部１５Ａ２）が構成される面状部
材の裏側に透光性のない部材を併設する構成が好ましい。
【００７５】
［音声装置］
　図４及び図５に示すように、音声装置１６Ａは、スピーカーなどで構成され、第２拠点
Ｂにおいて集音された音（ＶＢ）（図１２に図示）を発する装置である。臨場感のある音
を発することができるように、後述の集音装置１２Ｂを２台以上で構成し、それに対応さ
せて音声装置１６Ａを２台以上で構成してもよい。
【００７６】
［撮像装置］
　撮像装置１０Ａは、ビデオカメラなどで構成され、第１拠点Ａにおける所定空間を撮像
するためのカメラレンズ１１Ａを備える装置である。
【００７７】
　図５に示す通り、本実施形態においては、撮像装置１０Ａとして、２台の撮像装置１０

Ａ１、１０Ａ２で構成する例を示しているが、撮像装置１０Ａの配置台数は２台に限定さ
れるものではなく、少なくとも１台以上であればよい。
【００７８】
　図５に示すように、第１撮像装置１０Ａ１及び第２撮像装置１０Ａ２は、映像表示部１
５Ａの中央部に設けられ、第１映像表示部１５Ａ１と第２映像表示部１５Ａ２との境界近
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傍（第２支柱５２ｂの近傍）に配置され、その配置場所（１点）から２方向を夫々個別に
撮像する。第１撮像装置１０Ａ１及び第２撮像装置１０Ａ２は、各撮像方向（図１０（ａ
）の光軸方向ＬＡ１、ＬＡ２参照）をそれぞれ個別に撮像した映像（ＤＡ１、ＤＡ２）を
逐次出力するようになっている。
【００７９】
　図４及び図５に示すように、コミュニケーションシステム１Ａは、フレーム５０で構成
されている。このフレーム５０は、第３支柱５２ｃと第４支柱５２ｄと第３梁部材５３ｃ
により囲われる側面、第４支柱５２ｄと第１支柱５２ａと第４梁部材５３ｄにより囲われ
る側面、第１梁部材５３ａ～第４梁部材５３ｄにより囲われる天面が解放されており、第
１撮像装置１０Ａ１及び第２撮像装置１０Ａ２は、図１０（ａ）に示す光軸方向ＬＡ１、
ＬＡ２方向に奥行きのある映像（ＤＡ１、ＤＡ２）を撮像して出力されるため、フレーム
５０で形成される内部空間ＳＡのみならず、その外側空間まで撮像される。したがって、
図１０に示すように、内部空間ＳＡを移動する人のみならず、該内部空間ＳＡを越えて移
動する人や空間も撮像するため、異なる空間が一体化される映像を撮像することができる
。
【００８０】
［集音装置］
　図４及び図５に示すように、集音装置１２Ａは、マイクロフォンなどで構成され、第１
拠点Ａにおける所定空間の音を集音するための装置であり、集音した音（ＶＡ）(図１２
に図示)を逐次出力するようになっている。また、集音装置１２Ａを２台以上で構成して
もよい。集音装置１２Ａは、フレーム５０の内部空間ＳＡにおける音のみを集音できるよ
うに設定してもよい。
【００８１】
［送信部及び受信部］
　図１１及び図１２に示すように、コミュニケーションシステム１Ａは、インターネット
などの通信ネットワーク２０を介した通信を行うための通信手段として、送信部２１Ａ及
び受信部２３Ａを有する。送信部２１Ａは、撮像装置１０Ａ１、１０Ａ２により撮像され
出力された映像ＤＡ１、ＤＡ２や、集音装置１２Ａにより集音され出力された音ＶＡを通
信ネットワーク２０に送出するようになっている。受信部２３Ａは、第２拠点Ｂで撮像さ
れ出力された映像ＤＢ１、ＤＢ２や、集音されて出力された音ＶＢを通信ネットワーク２
０から受信するようになっている。なお、通信ネットワーク２０は、インターネットのみ
ならず、イントラネット、その他の通信回線での通信ネットワークでもよい。
【００８２】
［制御装置］
　第１撮像装置１０Ａ１、第２撮像装置１０Ａ２、集音装置１２Ａ、第１表示装置１４Ａ

１、第２表示装置１４Ａ２、音声装置１６Ａ、送信部２１Ａ、受信部２３Ａの全部又は一
部と接続されてそれらの動作を制御するための、１以上の制御装置（図示せず）を有する
構成としてもよい。その制御装置は、例えば、パーソナルコンピュータで構成されている
。
【００８３】
　［コミュニケーションシステムの組み立て］
　コミュニケーションシステム１Ａ、１Ｂの組み立てについて、図６を参照して、説明す
る。
　第１拠点Ａにおいて、第１梁部材５３ａの両端に第１連結部材５５ａ及び第２連結部材
５５ｂを連結させる。第２連結部材５５ｂに第２梁部材５３ｂの一端を連結し、第２梁部
材５３ｂの他端に第３連結部材５５ｃを連結させる。第３連結部材５５ｃに第３梁部材５
３ｃの一端を連結し、第３梁部材５３ｃの他端に第４連結部材５５ｄを連結させる。第４
梁部材５３ｄの両端に、第１梁部材５３ａ及び第４連結部材５３ｄを連結させる。これに
より、第１梁部材５３ａ～第４梁部材５３ｄが第１連結部材５５ａ～第４連結部材５５ｄ
によって枠体状に連結された状態となる。
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【００８４】
　次に、枠体状に連結された第１梁部材５３ａ～第４梁部材５３ｄを持ち上げた状態で、
第１連結部材５５ａ～第４連結部材５５ｄのそれぞれ下方に、第１支柱５２ａ～第４支柱
５２ｄを配置して、第１支柱５２ａの上端を第１連結部材５５ａの下端と連結し、第２支
柱５２ｂの上端を第２連結部材５５ｂの下端と連結し、第３支柱５２ｃの上端を第３連結
部材５５ｃの下端と連結し、第４支柱５２ｄの上端を第４連結部材５５ｄの下端と連結す
ることにより、フレーム５０が形成される。
【００８５】
　次に、第１映像表示部１５Ａ１が構成される面状部材を第１梁部材５３ａに固定し、第
２映像表示部１５Ａ２が構成される面状部材を第２梁部材５３ｂに固定する。このとき、
第１映像表示部１５Ａ１と第２映像表示部１５Ａ２との間にできる限り隙間が生じないよ
うに固定されるのが好ましい。なお、第１映像表示部１５Ａ１が構成される面状部材を第
１支柱５２ａ及び第２支柱５２ｂに固定し、第２映像表示部１５Ａ２が構成される面状部
材を第２支柱５２ｂ及び第３支柱５２ｃに固定してもよい。
【００８６】
　また、第１表示装置１４Ａ１を、Ｘ－Ｚ面に沿って第３梁部材５３ｃに取付・固定し、
第２表示装置１４Ａ２をＹ－Ｚ面に沿って第４梁部材５３ｄに取付・固定する。このとき
、第３梁部材５３ｃにおける第１表示装置１４Ａ１の固定位置は、第１映像表示部１５Ａ

１に対して映像を全面若しくはほぼ全面に映写可能な位置であればよい。第１表示装置１
４Ａ１を第３梁部材５３ｃに載置するための設置器具を介して固定しても良い。第４梁部
材５３ｄにおける第２表示装置１４Ａ２についても同様である。
【００８７】
　更に、表示装置１４Ａ（第１表示装置１４Ａ１及び第２表示装置１４Ａ２）の固定位置
についてより詳しく説明する。表示装置１４Ａは、映像表示部１５Ａという映写可能な表
示面を有効に使用して、第２拠点Ｂにおいて撮像された映像を映写するように設定する。
すなわち、映像表示部１５Ａには、撮像装置１０Ｂが撮像した第２拠点Ｂの映像が、映像
表示部１５Ａの下端まで表示される。また、映像表示部１５Ａには、撮像装置１０Ｂが撮
像した第２拠点Ｂの映像が、映像表示部１５Ａの上端まで表示される。更には、映像表示
部１５Ａには、撮像装置１０Ｂが撮像した第２拠点Ｂの映像が、映像表示部１５Ａの幅方
向両端まで表示される。
【００８８】
　本実施形態においては、第１映像表示部１５Ａ１及び第２映像表示部１５Ａ２の大きさ
は、幅は梁部材５３、高さは支柱５２（及び連結部材５５を加えた高さ）に対応している
。この大きさに対応するようにして、第２拠点Ｂにおいて撮像された映像（又は所定の映
像処理が施された映像）を映写するように設定する。そのため、図７（ａ）に示すように
、第１表示装置１４Ａ１は、その設置位置から前記映像を第１映像表示部１５Ａ１に対し
て映写したときに、映写された映像の幅方向両端が第１映像表示部１５Ａ１の幅方向両端
と一致若しくは略一致するような映像映写角度θ１１で映写できる位置に取付・固定する
。また、図７（ｂ）に示すように、第１表示装置１４Ａ１は、その設置位置から前記映像
を第１映像表示部１５Ａ１に対して映写したときに、映写された映像の高さ方向両端が第
１映像表示部１５Ａ１の高さ方向両端と一致若しくは略一致するような映像映写角度θ１

２で映写できる位置ＣＨ１に固定する。位置ＣＷ１は、第１表示装置１４Ａ１からの映像
の映写が左右均等になるように、平面視、映像映写角度θ１１の中心線が第１映像表示部
１５Ａ１と直角をなすように、第３梁部材５３ｃの中央部となっている。また、第１表示
装置１４Ａ１の高さ方向の位置ＣＨ１は、第３梁部材５３ｃの上面（ＣＷ１に対応する位
置）に設置する。第１表示装置１４Ａ１は、図７（ｂ）に示すように、第１映像表示部１
５Ａ１の中心よりも上側の位置から前記映像を映写することになるため、位置ＣＨ１を通
る水平方向（一点鎖線で図示）に対して下向きの映像映写角度θ１３で映写できるように
固定する。このようにして、位置ＣＷ１、ＣＨ１、角度θ１１、θ１２、θ１３を決めて
、第１表示装置１４Ａ１を設置する。第２表示装置１４Ａ２についても、第１表示装置１
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４Ａ１の映像映写角度θ１１と同様にして映像映写角度θ２１で映写できるように取付・
固定し（図７（ａ）参照）、更に映像映写角度θ１２、θ１３と同様に、所定の映像映写
角度で映写できるような位置に固定する。
【００８９】
　図５に示すように、第１撮像装置１０Ａ１及び第２撮像装置１０Ａ２は、映像表示部１
５Ａの中央部である第１映像表示部Ａ１と第２映像表示部１５Ａ２との境界近傍（第２支
柱５２ｂの近傍）に設置される。第１撮像装置１０Ａ１及び第２撮像装置１０Ａ２の設置
方法は特に限定されるものではなく、例えば、第２支柱５２ｂに固定したり、別の載置台
に設置してもよい。
【００９０】
　図１０を参照して、第１撮像装置１０Ａ１及び第２撮像装置１０Ａ２がそれぞれ備える
カメラレンズ１１Ａ１、１１Ａ２の撮像方向及び配置を説明する。図１０（ａ）に示すよ
うに、第１カメラレンズ１１Ａ１の水平方向の設置は、第２映像表示部１５Ａ２が撮像さ
れない様に設定する。第２カメラレンズ１１Ａ２の水平方向の位置は、第１映像表示部１
５Ａ１が撮像されない様に設定する。このように設置することによって、第１拠点Ａにお
ける第１映像表示部１５Ａ１及び第２映像表示部１５Ａ２が、第２拠点Ｂで映写される映
像に表示されなくなり、臨場感・リアリティのある映像を第２拠点Ｂへ提供できるように
なる。
【００９１】
　一方、第１カメラレンズ１１Ａ１、第２カメラレンズ１１Ａ２の垂直方向の配置は、第
１カメラレンズ１１Ａ１の光軸ＬＡ１及び第２カメラレンズ１１Ａ２の光軸ＬＡ２がそれ
ぞれ水平であって、第１カメラレンズ１１Ａ１の光軸ＬＡ１と、第２カメラレンズ１１Ａ

２の光軸ＬＡ２との高さが一致する様に、第１撮像装置１０Ａ１及び第２撮像装置１０Ａ

２を配置する。第１カメラレンズ１１Ａ１及び第２カメラレンズ１１Ａ２の光軸ＬＡ１、
ＬＡ２の高さが一致しない場合は、第２拠点Ｂにおける第１映像表示部１５Ｂ１に映写さ
れる映像と第２映像表示部１５Ｂ２に映写される映像との間で上下のズレが生じることと
なり、このようなズレを防ぐ必要がある。第１カメラレンズ１１Ａ１及び第２カメラレン
ズ１１Ａ２の配置高さＨ１は、例えば、着座した人間の平均的な視線の高さ乃至起立した
人間の平均的な視線の高さに調整すると、第２拠点Ｂにおいて映写される映像が自然な感
覚で観ることが可能となる。本実施形態では、Ｈ１を床面ＦＡから約１ｍ程度に設定する
ことにより、臨場感・リアリティのある映像を撮像し得るが、この高さは適宜設定を行え
ばよい。
【００９２】
　また、第１カメラレンズ１１Ａ１は、第３梁部材５３ｃや第１表示装置１４Ａ１が映り
込まないように画角を調節すると、これらが第２拠点Ｂで映写される映像に表示されなく
なり、臨場感・リアリティのある映像を第２拠点Ｂへ提供できるようになる。第２カメラ
レンズ１１Ａ２も、第４梁部材５３ｄや第２表示装置１４Ａ２が映り込まないように調節
する。
【００９３】
　更に、撮像装置１０Ａが、少なくとも第１拠点Ａの床面ＦＡの一部を含む所定空間を撮
像して映像を出力できるように、カメラレンズ１１Ａの画角が調整される。例えば、図８
１０（ｂ）に示すように、第１カメラレンズ１１Ａ１、第２カメラレンズ１１Ａ２は、内
部空間ＳＡにおける床面ＦＡの一部（図８（ｂ）のＰ点を参照）が映り込むように画角を
調整する。特に、内部空間ＳＡのうち、第３梁部材５３ｃ又は第４梁部材５３ｄ近傍に立
つ被写体の足及びその周囲の床面ＦＡが撮像できるように、第１カメラレンズ１１Ａ１、
第２カメラレンズ１１Ａ２の画角を調整する。第３梁部材５３ｃ又は第４梁部材５３ｄ近
傍に立つ被写体の足及びその周囲の床面ＦＡが撮像されることによって、空間の連続性が
生まれて臨場感・リアリティのある映像を提供することができる。同様に、撮像装置１０

Ａが、少なくとも第１拠点Ａの天井ＣＡの一部を含む所定空間を撮像して映像を出力でき
るように、カメラレンズ１１Ａの画角が調整される。
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【００９４】
　なお、第１カメラレンズ１１Ａ１、第２カメラレンズ１１Ａ２は、第１カメラレンズ１
１Ａ１の光軸ＬＡ１及び第２カメラレンズ１１Ａ２の光軸ＬＡ２がそれぞれ水平になるよ
うに配置する場合を説明したが、第３梁部材５３ｃや第１表示装置１４Ａ１、第４梁部材
５３ｄや第２表示装置１４Ａ２が映り込まず（図１０（ａ）参照）、かつ、内部空間ＳＡ

における床面ＦＡの一部（図１０（ｂ）のＰ点を参照）が映り込むように、第１カメラレ
ンズ１１Ａ１の光軸ＬＡ１及び第２カメラレンズ１１Ａ２の光軸ＬＡ２がそれぞれ下向き
になるようにして配置してもよい。
【００９５】
　集音装置１２Ａの配置場所は特に限定されないが、主としてフレーム５０の内部空間Ｓ

Ａにおける音を集音することができる位置に適宜配置すればよい。
【００９６】
　音声装置１６Ａの配置場所は特に限定されないが、第２拠点において集音された音（Ｖ

Ｂ）をフレーム５０の内部空間ＳＡにおいて前記音を明瞭に聞き取ることができる位置に
適宜配置すればよい。
【００９７】
　図１１に示す送信部２１Ａや受信部２３Ａの配置場所は特に限定されるものではなく、
上記各装置と接続されていればよい。
【００９８】
　以上のようにして、第１拠点Ａにおいてコミュニケーションシステム１Ａが組み立てら
れる。同様にして、第２拠点Ｂにおいてもコミュニケーションシステム１Ｂを組み立てれ
ばよい。第１拠点Ａにおいて組み立てたコミュニケーションシステム１Ａを図１４（ａ）
に示すように、第１拠点Ａの右下角部の床面ＦＡ上に設定された動線ＴＡに沿って設置す
ると、そのコミュニケーションシステム１Ａには、恰も点線で示すように第２拠点Ｂの空
間が広がるような映像が表示されることになる。同様に、図１４（ｂ）に示すように、第
２拠点Ｂにおいて組み立てたコミュニケーションシステム１Ｂを、第２拠点Ｂの右上角部
の床面ＦＢ上に設定された動線ＴＢに沿って設置すると、そのコミュニケーションシステ
ム１Ｂには、恰も点線で示すように第１拠点Ａの空間が広がるような映像が表示されるこ
とになる。
　また、第１拠点Ａにおいて組み立てたコミュニケーションシステム１Ａを図１５（ａ）
に示すように、第１拠点Ａの中央部の床面ＦＡ上に設定された動線ＴＡに沿って設置する
と、そのコミュニケーションシステム１Ａには、恰も点線で示すように第２拠点Ｂの空間
が広がるような映像が表示されることになる。同様に、図１５（ｂ）に示すように、第２
拠点Ｂにおいて組み立てたコミュニケーションシステム１Ｂを、第２拠点Ｂの中央部の床
面ＦＢ上に設定された動線ＴＢに沿って設置すると、そのコミュニケーションシステム１

Ｂには、恰も点線で示すように第１拠点Ａの空間が広がるような映像が表示されることに
なる。
【００９９】
　［コミュニケーションシステムの動作及び処理］
　図１及び図１２に示すように、第２拠点Ｂに配置するためのコミュニケーションシステ
ム１Ｂは、上述したコミュニケーションシステム１Ａと同様にして、撮像装置１０Ｂ（１
０Ｂ１、１０Ｂ２）と、集音装置１２Ｂと、表示装置１４Ｂ（１４Ｂ１、１４Ｂ２）と、
映像表示部１５Ｂ（１５Ｂ１、１５Ｂ２）と、音声装置１６Ｂと、送信部２１Ｂと、受信
部２３Ｂと、フレーム５０と、によって構成する。コミュニケーションシステム１は、第
１拠点Ａにコミュニケーションシステム１Ａを配置し、第２拠点Ｂにコミュニケーション
システム１Ｂを配置することにより、第１拠点Ａと第２拠点Ｂとの間（主として遠隔地の
オフィス、工場など）のコミュニケーションを行うことができる。以下、コミュニケーシ
ョンシステム１について、図１１及び図１２を参照して説明する。図１２は、図４に示す
コミュニケーションシステム１Ａ、１Ｂにおけるデータの流れを示す図であり、（ａ）は
第１拠点Ａから第２拠点Ｂへのデータ送受信を示す図、（ｂ）は第２拠点Ｂから第１拠点
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Ａへのデータ送受信を示す図である。
【０１００】
　図１１及び図１２に示すように、第１拠点Ａにはコミュニケーションシステム１Ａが、
第２拠点Ｂにはコミュニケーションシステム１Ｂがそれぞれ配置され、各装置を図示せぬ
操作手段によって起動させることによって、コミュニケーションシステム１Ａの送信部２
１Ａ及び受信部２３Ａ、並びに、コミュニケーションシステム１Ｂの送信部２１Ｂ及び受
信部２３Ｂが通信ネットワーク２０を介して接続される。また、第１拠点Ａの撮像装置１
０Ａ（１０Ａ１、１０Ａ２）及び集音装置１２Ａが第１拠点Ａの所定空間において撮像及
び集音を開始し、逐次出力される映像（ＤＡ１、ＤＡ２）及び音（ＶＡ）が送信部２１Ａ

によって通信ネットワーク２０へ送出される。第２拠点Ｂの受信部２３Ｂが第１拠点Ａで
撮像・集音された映像（ＤＡ１、ＤＡ２）及び音（ＶＡ）を受信し、リアルタイムに、第
２拠点Ｂの表示装置１４Ｂ（１４Ｂ１、１４Ｂ２）がその映像（ＤＡ１、ＤＡ２）を映像
表示部１５Ｂ（１５Ｂ１、１５Ｂ２）に映写し、音声装置１６Ｂが音（ＶＡ）を発する。
更に、第２拠点Ｂの撮像装置１０Ｂ（１０Ｂ１、１０Ｂ２）及び集音装置１２Ｂが第２拠
点Ｂの所定空間において撮像及び集音を開始し、逐次出力される映像（ＤＢ１、ＤＢ２）
及び音（ＶＢ）が送信部２１Ｂによって通信ネットワーク２０へ送出される。第１拠点Ａ
の受信部２３Ａが第２拠点Ｂで撮像・集音された映像（ＤＢ１、ＤＢ２）及び音（ＶＢ）
を受信し、リアルタイムに、第１拠点Ａの表示装置１４Ａ（１４Ａ１、１４Ａ２）がその
映像（ＤＢ１、ＤＢ２）を映像表示部１５Ａ（１５Ａ１、１５Ａ２）に映写し、音声装置
１６Ａが音（ＶＢ）を発する。
【０１０１】
　ここで、第１拠点Ａの第１映像表示部１５Ａ１、第２映像表示部１５Ａ２に第２拠点Ｂ
の映像ＤＢ１、ＤＢ２を映写するに際して、第１表示装置１４Ａ１及び第２表示装置１４

Ａ２において行われる映像処理について説明する。
【０１０２】
　第１拠点Ａに配置されるコミュニケーションシステム１Ａは、第２拠点Ｂに配置された
コミュニケーションシステム１Ｂの第１撮像手段１０Ｂ１及び第２撮像手段１０Ｂ２が撮
像した第２拠点Ｂの映像ＤＢ１、ＤＢ２を、第１映像表示部１５Ａ１と第２映像表示部１
５Ａ２とからなる横長の映像表示部１５Ａに対して、恰も一連の横長の映像のごとく映写
するものである。そこで、第１拠点Ａの映像表示部１４Ａは、受信部２３Ａで受信した映
像ＤＢ１、ＤＢ２を恰も一連の横長の映像のごとく映写するための映像処理を実行する。
【０１０３】
　第２拠点Ｂにおける第１撮像手段１０Ｂ１の第１カメラレンズ１１Ｂ１の画角と第２撮
像手段１０Ｂ２の第１カメラレンズ１１Ｂ２の画角とが一部重複している場合には撮像範
囲が一部重複してしまい、その結果、第１撮像手段１０Ｂ１が撮像した映像ＤＢ１及び第
２撮像手段１０Ｂ２が撮像した映像ＤＢ２は、同一の撮像対象が映り込んでしまう（図１
０（ａ）参照）。そこで、表示装置１４Ａは、映像ＤＢ１、ＤＢ２のうち、重複した映像
部分をカットする第１映像処理を実行する。例えば、第１カメラレンズ１１Ｂ１の撮像方
向（図１０（ａ）におけるＬＡ１に相当）と、第２カメラレンズ１１Ｂ２の撮像方向（図
１０（ａ）におけるＬＡ２に相当）と、の中間（図１０（ａ）におけるＬに相当）を境界
として、第１表示装置１４Ａ１では映像ＤＢ１から映像ＤＢ２との重複部分をカットし、
第２表示装置１４Ａ２では映像ＤＢ２から映像ＤＢ１との重複部分をカットするようにす
ればよい。
【０１０４】
　また、第１表示装置１４Ａ１は、第１映像表示部１５Ａ１の中心よりも上側の位置から
映像ＤＢ１を映写することになるため、第１映像表示部１５Ａ１に映し出される映像は台
形に歪んでしまう。この歪みを解消するために、第１映像表示部１５Ａ１の表示面に沿っ
て映像を四角く見せるための台形歪み補正（ｋｅｙｓｔｏｎｅ補正）をする第２映像処理
を実行する。
【０１０５】
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　映像表示部１５Ａの下端側には、撮像装置１０Ｂにより撮像された第２拠点Ｂの映像の
うち、第２拠点Ｂの床面ＦＢの映像が表示される。これにより、映像表示部１５Ａの下端
が床面ＦＡに対して近接又は当接していることと相まって、実際の第１拠点Ａの床面ＦＡ

と映像表示部１５Ａに表示される映像としての第２拠点Ｂの床面ＦＢとが恰も連続してお
り、現実に視覚者がいる第１拠点Ａの空間と映像表示されている第２拠点Ｂの空間とが連
続しているかのような演出によって、臨場感とリアリティのある映像を提供することがで
きる。また、映像表示部１５Ａには、撮像装置１０Ｂが撮像した第２拠点Ｂの映像が、映
像表示部１５Ａの下端まで表示されることと相まって、映像表示部１５Ａの下端側に、映
像が表示されない余白部分がなくなり、実際の第１拠点Ａの床面ＦＡと、映像表示部１５

Ａに表示される映像としての第２拠点Ｂの床面ＦＢとの連続感を一層向上させることがで
き、テレビ画面を見ている感覚が払拭された、更なる臨場感とリアリティのある映像を提
供することができる。
【０１０６】
　映像表示部１５Ａの上端側には、撮像装置１０Ｂにより撮像された第２拠点Ｂの映像の
うち、第２拠点Ｂの天井ＣＢの映像が表示される。これにより、映像表示部１５Ａの上端
が天井ＣＡに対して近接又は当接していることと相まって、実際の第１拠点Ａの天井ＣＡ

と映像表示部１５Ａに表示される映像としての第２拠点Ｂの天井ＣＢとが恰も連続してお
り、現実に視覚者がいる第１拠点Ａの空間と映像表示されている第２拠点Ｂの空間とが連
続しているかのような演出によって、臨場感とリアリティのある映像を提供することがで
きる。また、映像表示部１５Ａには、撮像装置１０Ｂが撮像した第２拠点Ｂの映像が、映
像表示部１５Ａの上端まで表示されることと相まって、実際の第１拠点Ａの天井ＣＡと、
映像表示部１５Ａに表示される映像としての第２拠点Ｂの天井ＣＢとの連続感を一層向上
させることができ、床面及び天井の両方で連続しているかのような、テレビ画面を見てい
る感覚が払拭された、更なる臨場感とリアリティのある映像を提供することができる。
【０１０７】
　更には、映像表示部１５Ａには、撮像装置１０Ｂが撮像した第２拠点Ｂの映像が、映像
表示部１５Ａの幅方向両端まで表示されることと相まって、映像表示部１５Ａの幅方向両
端に、映像が表示されない余白部分がなくなり、実際の第１拠点Ａと、映像表示部１５Ａ

に表示される映像としての第２拠点Ｂとの連続感を一層向上させることができ、テレビ画
面を見ているかのような感覚を払拭した、更なる臨場感とリアリティのある映像を提供す
ることができる。
【０１０８】
　第１拠点Ａのコミュニケーションシステム１Ａと、第２拠点Ｂのコミュニケーションシ
ステム１Ｂをそれぞれ稼動し続けておくことにより空間の連続性が生まれて臨場感・リア
リティのある映像を提供でき、第１拠点Ａにいる者と第２拠点Ｂにいる者との間の円滑な
コミュニケーションを常時実現することが可能となる。なお、コミュニケーションシステ
ム１Ａ及び／又はコミュニケーションシステム１Ｂのオン・オフやその接続時間などは利
用目的等に応じて適宜設定すればよい。例えば、第１拠点Ａとしてのオフィスと、第２拠
点Ｂとしてのオフィスとで利用する場合には、コミュニケーションの活性化及び誘発を促
進するために、両オフィスの営業時間の間、常時稼働させるのが好適である。
【０１０９】
　［コミュニケーションシステムの配置場所］
　第１拠点Ａにおけるコミュニケーションシステム１Ａの配置場所、及び、第２拠点Ｂに
おけるコミュニケーションシステム１Ｂの配置場所は、コミュニケーションシステム１の
用途に応じて適宜配置すればよい。
【０１１０】
　例えば、第１拠点Ａ及び第２拠点Ｂがそれぞれ会社のオフィスであって、第１拠点Ａに
いる社員と第２拠点Ｂにいる社員との間でのコミュニケーションを図りやすくするために
、各オフィスのうち人の往来が多い動線（移動線）に沿ってコミュニケーションシステム
１Ａ及び／又はコミュニケーションシステム１Ｂを配置する。このような配置場所を採択
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することによって、会議のような予定を合わせていなくても、偶然に通り過ぎる者との間
でさえも自然にお互いの拠点からコミュニケーションをする（声をかける）ことや、相手
方拠点における立ち話を見つけて他拠点からそのコミュニケーションに参加すること等を
実現し、コミュニケーションの相手が同じ拠点（すぐ隣、目の前）にいるかのような距離
感でのコミュニケーションを実現させることができる。
【０１１１】
　また、例えば、第１拠点Ａ（及び／又は第２拠点Ｂ）である屋内空間（部屋）のコーナ
ー部にコミュニケーションシステム１Ａ（及び／又はコミュニケーションシステム１Ｂ）
を配置する。屋内空間（部屋）の角であるコーナー部は、デッドスペースとなり易く、有
効利用がされないままに荷物置き場などにされてしまうことも多いが、このような場所に
コミュニケーションシステム１Ａ（及び／又はコミュニケーションシステム１Ｂ）を配置
することは、フロアの有効利用の向上を図ることができると共に、比較的大型のコミュニ
ケーションシステム１Ａ（及び／又はコミュニケーションシステム１Ｂ）を常設する場所
としても受け入れられ易い。
【０１１２】
　［変形例１］
　上記実施形態のうち、撮像装置１０Ａ（１０Ａ１、１０Ａ２）の撮像方向については、
図１３に示すように設定するようにしてもよい。図１３は、図４に示すコミュニケーショ
ンシステム１Ａの変形例における撮像装置１０Ａの撮像方向を示す図である。
【０１１３】
　上記実施形態では、第１カメラレンズ１１Ａ１の水平方向への配置位置は、第２映像表
示部１５Ａ２が撮像されない様に設定し、第２カメラレンズ１１Ａ２の水平方向への配置
位置は、第１映像表示部１５Ａ１が撮像されない様に設定する例を説明した。これに対し
て、変形例１においては、図１３に示すように、第１カメラレンズ１１Ａ１及び第２カメ
ラレンズ１１Ａ２の水平方向への配置位置は、第１カメラレンズ１１Ａ１の画角の端部と
、第２カメラレンズ１１Ａ２の画角の端部とが境界線Ｌで一致する様に設定する。
【０１１４】
　このような配置によると、第１カメラレンズ１１Ａ１により撮像された映像ＤＡ１には
、第２映像表示部１５Ａ２が映り込み、また、第２カメラレンズ１１Ａ２により撮像され
た映像ＤＡ２には、第１映像表示部１５Ａ１が映り込んでしまい、これらの映像をそのま
ま第２拠点Ｂで映写すると臨場感・リアリティが欠けてしまう。そこで、第２拠点Ｂの表
示装置１４Ｂにおいて、映像ＤＡ１、ＤＡ２のうち、第１拠点Ａにおける映像表示部１５

Ａが映り込んでいる部分をカットする映像処理を実行するのが好ましい。
【０１１５】
　より具体的には、第２拠点Ｂの第１表示装置１４Ｂ１は、映像ＤＡ１のうち第１拠点Ａ
の第１映像表示部１５Ａ１が映り込んでいる部分をカットする映像処理をして第１映像表
示部１５Ｂ１に映写し、第２表示装置１４Ｂ２は、映像ＤＡ２のうち第１拠点Ａの第２映
像表示部１５Ａ２が映り込んでいる部分をカットする映像処理を実行して第２映像表示部
１５Ｂ２に映写するようにする。このような映像処理を実行することによって、第１拠点
Ａにおける第１映像表示部１５Ａ１及び第２映像表示部１５Ａ２が、第２拠点Ｂで映写さ
れる映像に映り込まなくなり、臨場感・リアリティのある映像を第２拠点Ｂへ提供できる
ようになる。映像ＤＢ１、ＤＢ２についても同様に、第１表示装置１４Ａ１及び第２表示
装置１４Ａ２において映像処理を実行することで、第２拠点Ｂにおける第１映像表示部１
５Ｂ１及び第２映像表示部１５Ｂ２が、第１拠点Ａで映写される映像に映り込まなくなり
、臨場感・リアリティのある映像を第２拠点Ｂへ提供できるようになる。
【０１１６】
　［変形例２］
　第１カメラレンズ１１Ａ１及び第２カメラレンズ１１Ａ２の画角に関しては、上記実施
形態において説明したように、第１カメラレンズ１１Ａ１は、第３梁部材５３ｃや第１表
示装置１４Ａ１が映り込まない画角とし、第２カメラレンズ１１Ａ２も第４梁部材５３ｄ
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や第２表示装置１４Ａ２が映り込まない画角とするとともに（図１０（ａ）参照）、上記
変形例１において説明したように、第１カメラレンズ１１Ａ１の画角の端部と、第２カメ
ラレンズ１１Ａ２の画角の端部とが境界線Ｌ（図１３参照）で一致する画角としてもよい
。これによれば、第２拠点Ｂの第１表示装置１４Ｂ１では、映像ＤＡ１の所定部分をカッ
トする映像処理を実行する必要がなくなり、同様に、第２拠点Ｂの第２表示装置１４Ｂ２

では、映像ＤＡ２の所定部分をカットする映像処理を実行する必要がなくなり、映像処理
の簡単化を図ることができる点で好ましい。
【０１１７】
　［変形例３］
　上記実施形態においては、図４に示すように、フレーム５０は、平面視、正方形である
軸組構造の例を説明したが、コミュニケーションシステム１の配置場所、用途等に応じて
、支柱５２、梁部材５３及び映像部（表示装置１４Ａ及び映像表示部１５）の形状、個数
、配置を適宜変更してもよく、以下、図１６を参照してその変形例を説明する。図１６は
、図４に示すコミュニケーションシステム１の軸組構造の変形例を示す平面から見た模式
図である。
【０１１８】
　図１６（ａ）に示すように、４本の第１梁部材５３ａ乃至第４梁部材５３ｄを、平面視
、菱形に組み立てた軸組構造としてもよい。上述した実施形態のように、映像表示部１５

Ａ１、１５Ａ２のなす角度αが９０度でなくても、映像表示部１５Ａに表示される映像を
視覚する視覚者の視野角を覆うように、映像表示部１５Ａを構成すれば、映像表示部１５

Ａに表示される映像に対して没入感を得ることができるからである。
【０１１９】
　図１６（ｂ）に示すように、第１梁部材５３ａ乃至第４梁部材５３ｄのうち、第３梁部
材５３ｃと第４梁部材５３ｄとが直線をなすように組み立て、４本の第１梁部材５３ａ乃
至第４梁部材５３ｄを、平面視、三角形状に組み立てた軸組構造としてもよい。第１表示
装置１４Ａ１を第３梁部材５３ｃに、第２表示装置１４Ａ２を第４梁部材５３ｄに設置す
るようにするか、又は、映像部（映像表示部１５Ａ１、１５Ａ２）としてデジタル型ディ
スプレイを用いた場合にはプロジェクター（表示装置１４Ａ１、１４Ａ２）を第３梁部材
５３ｃ及び第４梁部材５３ｄに設けなくてもよい。これにより、コミュニケーションシス
テム１の配置面積を縮小することができる。
【０１２０】
　図１６（ｃ）に示すように、第４支柱５２ｄ及び第４梁部材５３ｄを省略し、３本の第
１支柱５２ａ～第３支柱５２ｃ、及び、３本の第１梁部材５３ａ乃至第３梁部材５３ｃを
用いて、平面視、三角形状に組み立てた軸組構造としてもよい。この場合、第１表示装置
１４Ａ１及び第２表示装置１４Ａ２をともに第３梁部材５３ｃに設置するようにするか、
又は、映像部（映像表示部１５Ａ１、１５Ａ２）としてデジタル型ディスプレイを用いた
場合にはプロジェクター（表示装置１４Ａ１、１４Ａ２）を第３梁部材５３ｃ及び第４梁
部材５３ｄに設けなくてもよい。このように構成すれば、第４支柱５２ｄ及び第４梁部材
５３ｄが不要になり、コミュニケーションシステム１の配置面積の縮小化と同時に、部品
点数を抑えてコストの低減を図ることもできる。
【０１２１】
　図１６（ｄ）に示すように、第１梁部材５３ａ及び第２梁部材５３ｂとして曲線部材を
用いて、平面視、扇形状に組み立てられた軸組構造としてもよい。映像表示部１５Ａ（１
５Ａ１、１５Ａ２）が曲面で構成され、映像表示部１５Ａ（１５Ａ１、１５Ａ２）が、映
像表示部１５Ａに表示される映像を視覚する視覚者の左右の視野角を覆うように配置され
ていることにより、視覚者は没入感を得ることができる。
【０１２２】
　図１６（ｅ）に示すように、６本の支柱５２及び６本の梁部材５３を用いて、平面視、
六角形状に組み立てられた軸組構造としてもよい。平面視、六角形状のフレーム５０（角
度α：一例としては１２０度）を形成し、３台の表示装置１４Ａ（１４Ａ１、１４Ａ２、
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１４Ａ３）から映写される映像を、３面の映像表示部１５Ａ（１５Ａ１、１５Ａ２、１５

Ａ３）に表示するように構成してもよい。連接した３面の映像表示部１５Ａを設けること
で、映像表示部１５Ａに表示される映像を視覚する視覚者の左右の視野角をさらに覆うこ
とができるので、視覚者は広範囲の映像に対して没入感を得ることができる。平面視、六
角形状のフレーム５０を説明したが、平面視、五角形状その他の多角形状のフレームを形
成してもよい。
【０１２３】
　また、図１６（ｆ）に示すように、上述の実施形態において説明したフレーム５０を用
いて、オフィス等の第１拠点Ａの壁面ＷＡの一部を映像表示部１５Ａ１とし、表示装置１
４Ｂが直接壁面ＷＡに映像を映写する例である。映像表示部１５Ａ２が構成される面状部
材を壁面ＷＡと隣接して設置することで、上述の実施形態のコミュニケーションシステム
１（１Ａ、１Ｂ）と同様の臨場感・リアリティ・没入感のある映像を提供できると同時に
、部品点数を抑えてコストの低減を図ることもできる。
【０１２４】
　［その他の変形例］
　上記の実施形態においては、第１拠点Ａに配置されるコミュニケーションシステム１Ａ

と第２拠点Ｂに配置されるコミュニケーションシステム１Ｂとが同一構成の場合を説明し
たが、コミュニケーションシステム１Ａを配置する第１拠点Ａの環境と、コミュニケーシ
ョンシステム１Ｂを配置する第２拠点Ｂの環境とが異なることもあるため、配置場所や用
途等の条件によってコミュニケーションシステム１Ａとコミュニケーションシステム１Ｂ

とを異なる構成としてもよい。
　例えば、第１拠点Ａに配置されるコミュニケーションシステム１Ａにおいては、表示装
置１４Ａ（１４Ａ１、１４Ａ２）が映像表示部１５Ａ（１５Ａ１、１５Ａ２）に対して、
第２拠点Ｂに配置された撮像装置１０Ｂ（１０Ｂ１、１０Ｂ２）が撮像した映像を映写し
、第２拠点Ｂに配置された集音装置１２Ｂが集音した音を音声装置１６Ａが発することが
可能な構成であれば、第２拠点Ｂの内部空間ＳＢの臨場感をリアルタイムに体験すること
ができる。したがって、コミュニケーションシステム１Ｂは、少なくとも第２拠点Ｂの内
部空間ＳＢの映像、音を送信可能な構成（撮像装置１０Ｂ（撮像装置１０Ｂ１、１０Ｂ２

）及び集音装置１２Ｂ）を有していればよい。
　また、カメラレンズ１１Ａ１、１１Ａ２とカメラレンズ１１Ｂ１、１１Ｂ２とで画角の
異なるカメラレンズを使用してもよいし、映像表示部１５Ａ（１５Ａ１、１５Ａ２）と映
像表示部１５Ｂ（１５Ｂ１、１５Ｂ２）とで大きさが異なる構成を採用したり、第１映像
表示部１５Ａ１及び第２映像表示部１５Ａ２がなす角度α（図４（ａ）参照）と、第１映
像表示部１５Ｂ１及び第２映像表示部１５Ｂ２がなす角度（図示せず）とで異なる構成を
採用してもよく、コミュニケーションシステム１Ａの第１支柱５２ａ～第４支柱５２ｄと
、コミュニケーションシステム１Ｂの第１支柱５２ａ～第４支柱５２ｄとで異なる長さで
構成してもよい。
【０１２５】
　本発明は、その本質的特性から逸脱することなく数多くの形式のものとして具体化する
ことができる。よって、上述した実施形態は専ら説明上のものであり、本発明を制限する
ものではないことは言うまでもない。
【符号の説明】
【０１２６】
　１　　　コミュニケーションシステム
　１Ａ　　コミュニケーションシステム
　１Ｂ　　コミュニケーションシステム
　２　パネル
　２Ａ　パネル面
　３　パネル
　３Ａ　パネル面
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　４　パネル
　５　パネル
　６ａ　部署
　６ｂ　部署
　６ｃ　部署
　６ｄ　部署
　７　机
　８　椅子
　９　什器
１０Ａ　撮像装置
１０Ａ１　第１撮像装置
１０Ａ２　第２撮像装置
１０Ｂ　撮像装置
１０Ｂ１　第１撮像装置
１０Ｂ２　第２撮像装置
１１Ａ　カメラレンズ
１１Ａ１　第１カメラレンズ
１１Ａ２　第２カメラレンズ
１１Ｂ　カメラレンズ
１１Ｂ１　第１カメラレンズ
１１Ｂ２　第２カメラレンズ
１２Ａ　集音装置
１２Ｂ　集音装置
１４Ａ　表示装置
１４Ａ１　第１表示装置
１４Ａ２　第２表示装置
１４Ｂ　表示装置
１４Ｂ１　第１表示装置
１４Ｂ２　第２表示装置
１５Ａ　映像表示部
１５Ａ１　第１映像表示部
１５Ａ２　第２映像表示部
１５Ｂ　 映像表示部
１５Ｂ１　第１映像表示部
１５Ｂ２　第２映像表示部
１６Ａ　音声装置
１６Ｂ　音声装置
２０　　通信ネットワーク
２１Ａ　送信部
２１Ｂ　送信部
２３Ａ　受信部
２３Ｂ　受信部
５０　　フレーム
５２　　支柱
５２ａ～５２ｄ　　第１支柱～第４支柱
５３　　　梁部材
５３ａ～５３ｄ　　第１梁部材～第４梁部材
Ａ　　　　第１拠点
Ｂ　　　　第２拠点
ＣＡ　　　天井



(26) JP 6284505 B2 2018.2.28

ＣＢ　　　天井
ＦＡ　　　床面
ＦＢ　　　床面
Ｎ　　　　人
ＳＡ　　　内部空間
ＳＢ　　　内部空間
ＴＡ、ＴＢ　動線
ＷＡ　　　壁面
ＷＢ　　　壁面

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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