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(57)【要約】
　テレプレゼンスシステムは、ビデオ会議にかかわる遠
隔地に居る人物の存在を認識することを向上させる。前
記システムには望ましくは二方向ミラー（２）があり、
その二方向ミラーは、オブザーバー（３）とディスプレ
イ装置（１７）との間にあって、背景面（８）を反射す
る角度で設置される。背景面（８）は、画像ディスプレ
イ装置（１７）の画面よりも二方向ミラー（２）から遠
く離れており、遠隔地からは人物画像の後ろの位置に重
ねられて見える。システムは望ましくは、ユーザー（３
）とカメラ（１）との間の物理的距離（１５９）よりも
実質的に長い視野方向（１６０、１６１、１６２）のた
めの光学的進路を経由して画像の歪みを最小限にする。
システムは非対称であることができ、そこでは、ひとつ
のカメラがユーザーの視野方向（１８２）と軸上である
が、もう一方のカメラはユーザーの視野方向（１８２）
と非軸上である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
テレプレゼンスワークステーションであって、
　二方向ミラーと、
　観察領域から見ることできるように位置決めされ、かつ前記二方向ミラーと予め決めら
れた空間関係にあるディスプレイ装置と、
　前記観察領域から物理的距離に位置決めされ、かつカメラと前記観察領域との間に視野
方向を有するカメラであって、前記視野方向は、前記物理的距離よりも実質的に長い物理
的距離内にある光学的距離を規定し、前記光学的距離は、前記観察領域のカメラによって
撮像された画像の歪みを最小限にするように予め決められている、前記カメラと、
を有するテレプレゼンスワークステーション。
【請求項２】
前記予め決められた空間関係は、観察領域に関して前記ディスプレイ装置が前記二方向ミ
ラーの後方に位置決めされ、かつ前記ディスプレイ装置が観察領域に関して前記二方向ミ
ラーから反射されるよういに位置決めされることから選択される、請求項１に記載のテレ
プレゼンスワークステーション。
【請求項３】
テレプレゼンスワークステーションはさらに、前記観察領域の観察者を含む、請求項１に
記載のテレプレゼンスワークステーション。
【請求項４】
前記視野方向は、前記二方向ミラーが前記観察領域と第２のミラーとの間に光学的にあり
、前記第２のミラーは、前記二方向ミラーと前記カメラとの間に光学的にある、請求項１
に記載のテレプレゼンスワークステーション。
【請求項５】
前記光学的距離は、前記物理的距離の少なくとも約２倍である、請求項１に記載のテレプ
レゼンスワークステーション。
【請求項６】
テレプレゼンスコミュニケーションシステムであって、
　第１のテレプレゼンスステーションは、
　観察領域と、
　前記観察領域に衝突する第１の視野方向を有するカメラであって、前記カメラは、ユー
ザーが観察領域を使用しているとき、カメラの視野方向がユーザーの第２の視野方向の軸
上にあるように位置決めされる、前記カメラと、
　ユーザーが前記観察領域を使用しているとき、ユーザーの視野方向内にある画像ディス
プレイ装置とを有し、
　第２のテレプレゼンスステーションは、
　第２の観察領域と、
　前記第２の観察領域に衝突する第３の視野方向を有する第２のカメラであって、前記第
２のカメラは、第２のユーザーが第２の観察領域を使用しているとき、第２のカメラの第
３の視野方向が第２のユーザーの第４の視野方向の軸から離れるように位置決めされる、
前期第２のカメラと、
　第２のユーザーが第２の観察領域を使用しているとき、第２のユーザーの第４の視野方
向内にある第２の画像ディスプレイ装置と、
を有するテレプレゼンスコミュニケーションシステム。
【請求項７】
テレプレゼンスコミュニケーションシステムはさらに、
　ユーザーの第２の視野方向内の二方向ミラーと、
　背景の反射が前記二方向ミラーで反射されかつ前記画像ディスプレイ装置上に表示され
た画像に重ね合わされるように位置決めされた前記背景とを含む、
請求項６に記載のテレプレゼンスコミュニケーションシステム。
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【請求項８】
前記背景の反射は、前記観察領域を使用しているユーザーに奥行きを提供する、請求項７
に記載のテレプレゼンスコミュニケーションシステム。
【請求項９】
前記カメラは、前記観察領域から物理的距離を位置決めされ、前記カメラの視野方向は、
前記観察領域からの光学的距離を規定する光学進路に従い、前記光学的距離は、前記物理
的距離よりも大きくかつ前記カメラにより撮像された観察領域を使用するユーザーの画像
の歪みを低減するのに十分である、請求項６に記載のテレプレゼンスコミュニケーション
システム。
【請求項１０】
表示方法であって、
　画像ディスプレイ装置に画像を表示し、当該画像ディスプレイ装置は、観察領域から観
察することができ、前記画像ディスプレイ装置は、観察領域に関して二方向ミラーを介し
て観察することができ、画像は、観察領域から見られたとき第１の面内に実質的に現れ、
さらに
　前記二方向ミラーで背景を反射させ、反射された背景を形成し、前記反射された背景は
、前記観察領域から見られたとき表示の画像に重ね合わされ、かつ前記観察領域から見ら
れたとき第２の面内に実質的に現れ、前記第２の面は、実質的に前記第１の面と平行であ
り、かつ前記第１の面よりも前記観察領域から離れて現れる、表示方法。
【請求項１１】
前記背景は、前記二方向ミラー上の天井の一部に一体に形成されるか、前記二方向ミラー
の下方の床の一部に一体に形成される、請求項１０に記載の表示方法。
【請求項１２】
表示方法はさらに、画像ディスプレイ装置の像と重ね合わされた反射された背景を見るた
めに観察領域に観察者を位置決めする、請求項１０に記載の表示方法。
【請求項１３】
前記背景は、前記画像ディスプレイ装置の後方に位置決めされた壁の面に実質的に一致す
る表面を有する、請求項１１に記載の表示方法。
【請求項１４】
前記壁は、前記二方向ミラーを介して少なくとも部分的に見ることができる、請求項１１
に記載の表示方法。
【請求項１５】
前記反射され背景は、前記観察領域から別な方法で観察可能である前記画像ディスプレイ
装置の少なくとも一部を覆い隠す、請求項１０に記載の表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００６年９月２２日に提出された米国特許出願番号第６０／８４６，４１
５号、２００６年１０月２７日に提出された米国仮特許出願番号第６０／８５５，０６５
、ならびに２００７年８月２８日に提出された米国仮特許出願番号第６０／９６８，４４
７号の優先権を主張し、さらに、引用することによって、これらの出願は本出願に包含さ
れる。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、ビデオ会議装置に関し、特に、遠隔地から人物の存在を認識する“テレプレ
ゼンス”を向上しまたは達成するためのシステムおよび方法に関する。
【図面の簡単な説明】
【０００３】
　本発明の上記の特徴は、添付図面と関連した以下の説明を熟考することによって、より
明確に理解され得る。
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【図１】図１は、二方向ミラーの後方のディスプレイ装置と、二方向ミラーの前のカメラ
とを有するアイコンタクト装置の従来技術の装置を例示する。
【図２】図２は、二方向ミラー２に映ったディスプレイ装置と二方向ミラーの後方のカメ
ラとを有するアイコンタクト装置の従来技術の構成を例示する。
【図３】図３は、二方向ミラーの後方のディスプレイ装置と、デスクトップ上に設置され
た二方向ミラーの前にあるカメラとを有するアイコンタクト構成内のカメラ視野に手を上
げる人物の構成を例示する。
【図４】図４は、二方向ミラーに反射したディスプレイ装置と、デスクトップに置かれた
二方向ミラーの後方のカメラとを有するアイコンタクト装置内のカメラ視野に手を上げる
人物のコンフィギュレーションを例示する。
【図５】図５は、近い広画角のカメラ視野の結果生じる歪みを持つ、図３もしくは図４の
アイコンタクト装置のユーザーを例示する。
【図６】図６は、望ましい距離にあるカメラから見られるアイコンタクト装置のユーザー
を例示する。
【図７】図７は、アイコンタクト装置から望ましい距離に配置されたユーザーを例示する
。
【図８】図８は、ふたつの反射アレンジメントを通して達成された望ましい距離にあるカ
メラがある本発明の実施例にいるユーザーを例示する。
【図９】図９は、図８で説明された構成についてカメラ視野の進路を例示する。
【図１０】図１０は、ユーザーを取り込むカメラ視野によるカメラ画角と、デスクトップ
上のコンピューターキーボードおよびモニターの設置とを例示する。
【図１１】図１１は、二方向ミラーの上部の黒いパネルと、ユーザーの背後にある黒い背
景の位置とを例示する。
【図１２】図１２は、ユーザーを望ましく照らすことができるように設置された照明を例
示する。
【図１３】図１３は、本発明の望ましい実施例の平面図を例示する。
【図１４】図１４は、支持構造のある本発明の望ましい実施例の平面図を例示する。
【図１５】図１５は、照明の位置を説明した本発明の望ましい実施例の平面図を例示する
。
【図１６】図１６は、水平に並べられたデスク装置のあるワークステーションのアレンジ
メントを例示する。
【図１７】図１７は、背景パネルと、水平に並べられた交互のワークステーションの後部
とを有するワークステーションのひとつのアレンジメントを例示する。
【図１８】図１８は、円形に整列した台形形状のワークステーションのアレンジメントを
例示する。
【図１９】図１９は、曲線を描くように整列した台形形状のワークステーションのアレン
ジメントを例示する。
【図２０】図２０は、テレプレゼンス会議システムへテレコミュニケーションズネットワ
ークを介して接続されたテレプレゼンスワークステーションを例示する。
【図２１】図２１は、コンピューターとコーデックとにより、テレプレゼンスシステムに
繋がるインターネットを介して接続されたコーデックおよびコンピューターのあるテレプ
レゼンスワークステーションを例示する。
【図２２】図２２は、テレプレゼンスコミュニケーションズシステムにより複数の場所へ
接続される複合的テレプレゼンスワークステーションのあるテレプレゼンスセンターを例
示する。
【図２３】図２３は、非対称のテレプレゼンスコミュニケーションアレンジメントによる
本発明の実施例の例示であり、軸上のコミュニケーションシステムと、画像をとらえるた
めにアイコンタクトのための軸線上に並べられたカメラと、軸から離れたコミュニケーシ
ョンシステムのためのアイコンタクトアラインメントおよびネットワーク接続と、双方向
通信のためにオフアクシスのユーザー画像を取り込むため二方向ミラーによって曖昧にさ
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れないカメラとがある。
【図２４】図２４は、アイコンタクトを認識して見る受領者のいる本発明の実施例を例示
し、カメラはアイコンタクトに対して非軸上であり、二方向ミラーと画像ディスプレイ装
置の前面に設置されている。
【図２５】図２５は、アイコンタクトを認識して見る受領者のいる本発明の実施例を例示
し、カメラはアイコンタクトに対して非軸上であり、二方向ミラーと画像ディスプレイ装
置との間にある隙間を通して見る。
【図２６】図２６は、アイコンタクトを認識して見る受領者のいる本発明の実施例を例示
し、画像ディスプレイ装置は二方向ミラーの背後にあり、カメラは二方向ミラーの上部に
あり、背景は画像ディスプレイ装置上の画像の後ろに現れるように反射する。
【図２７】図２７は、アイコンタクトを認識して見る受領者のいる本発明の実施例を例示
し、画像ディスプレイ装置は二方向ミラーの後ろにあり、カメラは二方向ミラーの下にあ
り、背景は画像ディスプレイ装置上の画像の背後に現れるように反射される。
【図２８】図２８は、二方向ミラーの前にあるカメラとおよび画像ディスプレイ装置のあ
る演台として構成された本発明の実施例を例示する。
【図２９】図２９は、二方向ミラーの前方に設置され、かつモニターの側面に設置された
カメラのある演台として構成された本発明の実施例を例示する。
【図３０】図３０は、二方向ミラーに映った指揮台のようなものの内部に位置するカメラ
のある教壇上に設置された演台として構成された本発明の実施例を例示する。
【図３１】図３１は、大きな二方向ミラーと頭上のリアプロジェクションスクリーンとの
間に設置されたカメラによって３次元セッティングに頭からつま先までの人物画像の外見
が現れるように構成された本発明の実施例の例示である。
【図３２】図３２は、二方向ミラーと下にあるフロントプロジェクションスクリーンとの
上部に設置されたカメラにより人物の頭からつま先までの画像を現すために構成された本
発明の実施例の例示である。
【図３３】図３３は、二方向ミラーと頭上のディスプレイディバイスとの間に設置された
カメラのあるサービスカウンターとして構成された本発明の実施例を例示する。
【図３４】図３４は、サービスカウンターで人物が作業することができるように上方向に
回転した二方向ミラーのある、図３３における本発明の実施例を例示する。
【図３５】図３５は、二方向ミラーと下部に設置された画像ディスプレイ装置との間にカ
メラのあるサービスカウンターとして構成された本発明の実施例を例示する。
【図３６】図３６は、ユーザーとのやりとりのために、下部に設置された画像ディスプレ
イ装置およびキーボード、データモニターと、二方向ミラーの上部に設置されたカメラと
があるサービスカウンターとして構成された本発明の実施例を例示する。
【図３７】図３７は、二方向ミラーと頭上の画像ディスプレイ装置との間に設置されたカ
メラのある小売棚の上部に設置された本発明の実施例を例示する。
【図３８】図３８は、二方向ミラーと頭上のディスプレイディバイスとの間に設置された
カメラのあるキオスクをベースとした相互間コンピューターの上部に設置された本発明の
実施例を例示する。
【図３９】図３９は、二方向ミラーと頭上の画像ディスプレイ装置との間に設置されたカ
メラのあるデスクとして構成された本発明の実施例を例示する。
【図４０】図４０は、二方向ミラーの周囲に設置されたカメラと下部の画像ディスプレイ
装置のあるデスクとして構成された本発明の実施例を例示する。
【図４１】図４１は、二方向ミラーの上部に設置されたカメラと、画像ディスプレイ装置
の後ろの位置に反射した背景のある画像ディスプレイ装置とがあるデスクにより構成され
た本発明の実施例の例示である。
【図４２】図４２は、二方向ミラーの上部の小さなカメラと、画像ディスプレイ装置の後
ろに現れるように反射した背景と、二方向ミラーの後ろの小さな画像ディスプレイ装置と
があるデスクとして構成された本発明の実施例を例示する。
【図４３】図４３は、後方に置かれた画像ディスプレイ装置と、画像ディスプレイ装置の



(6) JP 2010-504709 A 2010.2.12

10

20

30

40

50

背後に現れるように反射した背景と、二方向ミラーの上部に位置するカメラとがある会議
テーブルシステムとして構成された本発明の実施例を例示する。
【図４４】図４４は、後方にある画像ディスプレイ装置と、画像ディスプレイ装置の後ろ
に現れるように反射した背景と、二方向ミラーの上部に設置されたカメラとがある、小売
棚を含む本発明の実施例を例示する。
【図４５】図４５は、後方の画像ディスプレイ装置と、画像ディスプレイ装置の背後に現
れるように反射した背景と、二方向ミラーの上部に設置されたカメラとがある本発明のコ
ンピューターに基づいたキオスクの実施例を例示する。
【図４６】図４６は、後方の画像ディスプレイ装置と、画像ディスプレイ装置の背後に現
れるように反射された背景と、二方向ミラーの上部のカメラとがある、ＡＴＭを組み込ん
だ本発明の実施例を例示する。
【図４７】図４７は、後方の画像ディスプレイ装置と、画像ディスプレイ装置の後ろにあ
る背景の反射が現れる角度に二方向ミラーを合わせるためにカーブする背景と、二方向ミ
ラーの上部のカメラとがある、ＡＴＭを組み込んだ本発明の実施例を例示する。
【図４８】図４８は、フロントプロジェクションスクリーンの画像と、スクリーンの背後
に現れるように反射した背景と、二方向ミラーの上部に設置されたカメラとがある本発明
の大規模な実施例を例示する。
【図４９】図４９は、後方のリアプロジェクションスクリーンと、スクリーンの後ろに現
れるように反射した背景と、二方向ミラーの上部に位置するカメラとがある本発明の大規
模な実施例を例示する。
【図５０】図５０は、後方のフロントプロジェクションスクリーンと、スクリーンの後ろ
に現れるように反射した背景と、二方向ミラーの上部に位置したカメラとがある本発明の
大規模な実施例を例示する。
【図５１】図５１は、リアプロジェクションスクリーンと、スクリーンの後ろに現れるよ
うに反射した背景と、二方向ミラーの上部に位置したカメラとがある本発明の大規模な実
施例を例示する。
【図５２】図５２は、後方の壁の面へと反射する天井の高さにある表面を持つ、キオスク
もしくはカスタマーサービスカウンターとしての本発明の実施例を例示する。
【図５３】図５３は、図５２での実施例の正面図を例示する。
【図５４】図５４は、後方の壁の表面へ反射して見えるように床の高さにある背景を持つ
部屋での本発明の実施例の例示である。
【図５５】図５５は、図５４での実施例を上から見たものを例示する。
【例示的な実施例の詳細な説明】
【０００４】
　従来の構成は、アイコンタクトを実現した。図1の従来技術は、ユーザー３と画像ディ
スプレイ装置１７との間に位置決めされた二方向ミラー（two-way mirror）２を例示する
。二方向ミラーは、ユーザー３の像をカメラ１に向けて反射させるように角度を付けられ
ている。カメラ１は、広範囲の視野４５でユーザー３を撮像する。二方向ミラーは、概し
て部分的に銀を付けられた透明な基板であり、基板は、ガラス、プラスチック、マイラー
もしくはその他の透明な材料であり得る。二方向ミラーは、一方の表面が半反射であり、
他方の面が反射しないラミネートされたガラスパネルであり得る。二方向ミラーはまた、
一方向ミラーまたはビームスプリッターとしても言及され得る。カメラ１の視野方向（li
ne of sight）は、ユーザー３と画像ディスプレイ装置１７に表示される人物像の眼の高
さとの間の視野方向に一致するように位置決めされ、２つの当事者間にシミュレートされ
たアイコンタクトを生成する。
【０００５】
　図２の従来技術は、モニターやスクリーンのように、画像ディスプレイ装置１７を反射
するように、二方向ミラー２が角度付けされる例を示している。反射された像５は、二方
向ミラーの後方に現れる。カメラ１は、広範囲の視野４５でユーザー３を撮像する。
【０００６】
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　図３は、ユーザー３が上記構成のすぐ近くに座っているアイコンタクト構成を示す。カ
メラ１は、広範囲の視野４５でユーザー３を撮像する。ユーザー３は、手１５６を挙げ、
それがカメラ１の視野内にある。ミラー４２は、二方向ミラー２とカメラ１との間に位置
決めされているので、像は反転されず、カメラは、水平方向にある。カメラ１は、支持構
造１５５上に持ち上げられ、アイコンタクト構成は、テーブル３３上に置かれる。
【０００７】
　図４は、モニター１７が２方向ミラー２の下方に位置決めされたアイコンタクト構成を
示す。二方向ミラー２は、モニター１７に表示されたものの像を反射し、ユーザー３には
二方向ミラー２の後方の面５にあるように見える。アイコンタクト端末は、デスクトップ
３３に設置された支持構造１５５によっておおよそ目の高さまで持ち上げられる。カメラ
１は、ユーザー３を撮像し、他方、手１５６が広範囲の視野４５内に持ち上げられる。
【０００８】
　図５は、図３のアイコンタクト装置もしくは図４のアイコンタクト端末のいずれかのカ
メラで生じた広範囲の視野内に手１５６を有するユーザー３を示している。手がユーザー
の体よりもカメラに近づいているので、手は、ユーザーの頭よりも大きくなるように歪め
られている。ユーザー表示のこの歪みは、テレプレゼンスコミュニケーションを受信する
視聴者を混乱させることがある。さらに、ポートレート写真またはビデオ生成は、人物を
カメラから合理的な距離に置くことがよく知られている。広角の視野は、人物を歪ませ、
例えば、人の鼻の大きさを誇張させたりする。
【０００９】
　図６は、カメラから所望の距離でカメラによって映し出されたユーザー３の画像を示し
ている。この画像は、差し伸ばされた手１５６が体の残りの部分と比較して過度に大きす
ぎなくなることを示している。さらに、顔の特徴は、好ましい視野の距離によって歪めら
れていない。この視野では、カメラは、おおよそ人物から８フィートであった。
【００１０】
　図７は、ユーザー３から望ましい距離１５７に置かれたカメラ１を有する、図４のアイ
コンタクト端末を示している。この図は、８フィートの距離１５７で描かれたものである
。この距離は、異なる結果をともなうが多少大きくあるいは小さくすることができる。結
果として生じる視野４５は、図６で示されるようにユーザー３の画像を歪めない。本構成
は、アイコンタクトターミナル内のカメラ１とユーザー３との間の距離に及ぶ長いテーブ
ル３３を示す。ユーザー３とアイコンタクト端末の構造１５５の背面との総距離１５８は
、非常に長い。この構成は、長すぎて、それ故、ほとんどのアプリケーションにとって実
用的でないであろう。さらに、ユーザー３は、アイコンタクト端末から離れているので、
画像５は、小さすぎてはっきりと見えないであろう。結果として、アイコンタクト端末の
構成は不十分である。
【００１１】
　図８は、ユーザー３が目の高さで画像ディスプレイ装置１７を見る本発明の実施例を示
す。カメラ１は、離れたミラー４２および二方向ミラー２の反射によりユーザー３の像を
取り込む。２つの反射がなければ、カメラの位置は、位置２００にあるべきことを必要と
されるであろう。カメラ２００の明確な位置とユーザー３との間の距離は、距離１５７に
よって示されており、この例示では８フィートである。実際の距離は、変更することがで
きるが、８フィートというこの距離は、望ましい視野角４５を実現する。本実施例では、
ユーザー３と画像ディスプレイ装置１７の背面との距離は、４フィートの距離１５９であ
り、これは、カメラの視野の距離１５７の半分であり、図７で例示された不十分なアイコ
ンタクト構成の奥行きの半分より小さい。
【００１２】
　図９は、ユーザー３とカメラ１との間の目の高さにある視野方向を示す。この構成では
、セグメント１６０は、おおよそ３０”（インチ）である。セグメント１６１は、おおよ
そ４８”（インチ）、セグメント１６２は、おおよそ１８”（インチ）である。３つすべ
てのセグメントの総距離は、おおよそ９６”（インチ）もしくは８フィートである。ユー
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ザー３と画像ディスプレイ装置１７の背面との間の物理的な水平方向の距離１５９は、約
４フィートである。また、それは、ユーザー３とカメラ１の背面との間の物理的な水平方
向の距離１５９と同じである。しかしながら、２つの反射、つまり、二方向ミラー２と小
さなミラー４２の２つの反射を用いることにより、２倍の長さ（もしくはそれ以上の長さ
）の光学的距離すなわち視野方向の距離が、同じ物理的距離１５９の範囲内で実現され得
る。カメラの視野方向の２つの反射を使用することは知られているが、歪みを補うために
ミラーの位置と角度についての理解は知られていない。本発明者は、非対称の構成を作る
ことにより不所望の歪みが減少されあるいは取り除かれる、ユニークで望ましい構成を理
解した最初の人物であり、その構成は、ユーザー３とディスプレイ１７との間の光学的距
離は、たとえ物理的距離が同じまたは類似したものであっても、ユーザー３とカメラ１の
光学的距離とは明らかに異なるものである。
【００１３】
　二方向ミラー２の角度は、４５度から５０度の範囲であり得るが、この範囲の角度に限
定されるわけではない。本例示の二方向ミラー２の角度は、４８度である。二方向ミラー
２を４８度の角度にすることで、像の進路１６１は、カメラ１の位置から離れる方向へと
角度付けされ、より長くなる像の進路１６２となる。カメラ１の背面は、画像ディスプレ
イ装置１７の背面に垂直方向に整合され、最も長いカメラ視野を達成する一方で、テレプ
レゼンスワークステーションの最もコンパクトな外形（プロファイル）を維持する。小さ
なミラー４２とカメラ１との間の水平方向のラインを実現するため、小さなミラー４２は
、二方向ミラー２の角度と平行にするべきである。本例では、小さなミラー４２は、水平
から４８度である。しかしながら、当業者は、ミラーのうちどちらか一方もしくは双方が
他の角度に傾けられ、カメラ１の位置がそれに応じて調整され得ることを認識するであろ
う。
【００１４】
　図１０は、５０”（インチ）のプラズマディスプレイのような１６×９のアスペクト比
の５０”（インチ）スクリーンにユーザーの像を撮像するための最適な視野角４５を例示
する。カメラ画像は、受信場所にある他のテレプレゼンスシステムへ送信される。受信場
所で望まれるのは、等身大でテレプレゼンスシステムに人物画像が表示されることである
。それ故、カメラ１は、正確なサイズでユーザー３の像を取り込まなければならない。本
例では、線２０１は、ユーザー３の位置での像の高さの基準を提供する。本例の目的のた
め、基準線２０１は、２０．５”（インチ）の高さ１６３であり、それは、受信場所にあ
るテレプレゼンシステムで典型的に利用される５０”（インチ）プラズマモニターの平均
的な高さである。
【００１５】
　図１０はまた、ユーザー３によって視聴されるべきデータ共有ディスプレイモニター６
９の位置を表している。このモニター６９は、二方向ミラーに反射されたカメラ視野４５
の下に位置決めされ、かつ、小さなミラー４２に反射されたカメラ視野の前に位置決めさ
れる。キーボード９４は、テレプレゼンスワークステーションデスクトップ１６４上に置
かれる。パネル１６５は、デスクトップ１６４の背部に置かれる。このパネル１６５は、
ミラー４２を保護し、不要な光がカメラ１の視野に入り込むのを防ぐ。
【００１６】
　図１１は、二方向ミラー２上のパネル１６を示す。このパネル１６の底部は、光沢のな
い（matt）黒い表面のように光を吸収する。パネル１６の底部まで延びる伸長されたカメ
ラ視野１６８は、２方向ミラー２を通り抜ける。このパネルの表面１６は、光を反射する
ことも放出することもしないので、カメラによって見られる光だけが二方向ミラー２で反
射する。注意すべき重要なことは、画像ディスプレイ装置１７は、伸張されたカメラ視野
１６８の線上になく、それ故、二方向ミラー２より後方の距離に位置決めされる必要があ
るということだ。
【００１７】
　図１１はまた、ユーザー３の後方の光吸収パネル１２７を示す。そのパネル１２７は、
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カメラ１の視野角４５の全体の高さをカバーする。この黒いパネル１２７が特に有効なコ
ンポーネントであるのは、テレプレゼンスワークステーションが、テレプレゼンスする人
物の像と受信場所における物理的な背景との間の奥行きの関係を表示することができるテ
レプレゼンスシステムとの通信に利用されるときである。受信する像は、黒い背景を有す
るため、テレプレゼンスする人物像の外側に表示される光は何もないだろう。その結果、
ホワイト氏による米国特許第７０５７６３７号で示されるように、反射された背景の前方
に３次元的な関係で人物が視聴される。なお、上記米国特許は、参照することによりここ
に含まれる。
【００１８】
　図１２は、照明のあるテレプレゼンスワークステーションの断面図を示す。頭上のライ
ト１２９は、ユーザー３の頭部および肩を照らしている。照射範囲の角度１３０は、ユー
ザー３のエリアだけをカバーするように限定されなければならない。特に、頭上のライト
１２９は、黒い背景の面１２７を照射すべきではない。また、光は、モニター６９上で輝
くべきではないし、あるいは、カメラ１のエリア内で輝くべきではない。前方のライト１
３１は、ユーザー３の前面を照らすように位置決めされる。このライト１３１は、カメラ
視野を十分に明るくし、ユーザー３を照らすのに特に有効である。前方のライトは、ユー
ザー３の目に直接ライトが照りつけるのを最小限にするために側部に位置決めすることも
可能である。
【００１９】
　図１３は、本発明の実施例の平面図である。視野６７の水平方向の角度は、テレプレゼ
ンスワークステーションの形態および構造の基礎である。視野角６７は、地点２００で始
まり、地点２００は、図１０に例示されるように、二つのミラーのついた装置の進路内の
カメラまでの望ましい光学的距離によって決定される。角度６７は、ユーザー３の位置の
真ん中にある像面１６６の幅に従って定められる。像面１６６の幅は、本実施例では、５
０”（インチ）プラズマモニターの１６×９のアスペクト比の幅に基づいている。ユーザ
ー３の等身大の画像を取り込むために、カメラ視野は、受信するテレプレゼンスシステム
のディスプレイスクリーンの幅に合わせなければならない。その他の構成は、反復実施を
通じて、モニターのその他のサイズおよび構成に従って決定される。
【００２０】
　また、図１３において、画像ディスプレイ装置１７は、角度６７内におよそ適合する幅
に具体化されている。本例示では、１６×９のアスペクト比の２３”（インチ）ＬＣＤモ
ニターの幅が画像ディスプレイ装置１７のサイズに利用される。二方向ミラー２は、角度
６７の垂直面内に合う側面を有する台形形状である。二方向ミラー２は、角度６７の範囲
よりも幅広であるのが好ましく、カメラの範囲にいくぶんのマージンを与える。
【００２１】
　テレプレゼンスワークステーションデスクトップ１６４は、角度６７の垂直面内に適合
する側面を有する台形形状であることが好ましい。デスクトップの側面は、カメラの範囲
に幾分のマージンを与えるために角度６７を超えて延在する。黒の背景パネル１２７は、
角度６７が背景面１２７に届くように、角度６７の幅よりもわずかに大きくセットされる
。台形形状はコンパクト性に非常に有効ではあるが、正方形、矩形状、曲線状のものを含
めたあらゆる種類の形状および構成が本発明の意図する範疇にある。
【００２２】
　図１４は、テレプレゼンスワークステーションの両サイド上の支持構造パネル１６９を
示す。これらのサイドパネルは、不要な光がワークステーション内のカメラに到達しない
ようにするため、側部の囲いを提供する。また、サイドパネルは、二方向ミラー２を支持
する。テレプレゼンスワークステーションデスクトップ１６４は、サイドパネル１６９に
取り付けられる。キーボード９４は、デスクトップ１６４上に置くことができる。バック
パネル１７０は、画像ディスプレイ装置１７の後方に位置決めされる。バックパネル１７
０は、画像ディスプレイ装置１７をサービスのためにアクセスすることができるように取
り外し可能である。また、バックパネル１７０の下部は、カメラ、コーデック、コンピュ
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ーターおよびその他の装置にアクセスできるように取り外し可能である。黒の背景面１２
７は、支持構造１７３に取り付けられる。支持構造１７３は、天井から吊り下げられるか
、もしくはフロアから支持されることができる。ある構成では、支持構造１７３は、スラ
イドするドア、またはちょうつがいのパネルの形態であることができる。
【００２３】
　図１５は、テレプレゼンスワークステーションの照明の平面図を示す。１ないし２、も
しくはそれ以上のライト１２９がユーザー３の頭上に位置決めされ得る。この頭上のライ
トは、蛍光灯のような細長い照明であり得る。ライト１２９は、支持構造１７３に取り付
けることができる。これらの頭上のライト１２９は、ユーザー３が上から照らされるのを
確実にするため画像エリア１６６の幅すべてを覆うべきである。頭上の照明は、ユーザー
３が黒髪の場合に特に重要である。ハイライトは、カメラによって取り込まれる黒い背景
から、黒髪を際立たせるのを助けうる。また、頭上のライト１２９は、特にユーザーが黒
いコートやシャツを着用している場合、ユーザーの肩に明るい縁取りを与えるのに重要で
ある。側部のサイドライト１７１は、サイドパネル１６９の内側を照らすためワークステ
ーションの幅を交差して照射するように設置され得る。サイドライト１７１は、ユーザー
３の目に直接光が照射されることのない角度１７２に制御される。さらに、サイドライト
１７１は、光が二方向ミラー２またはカメラに直接的に照射されないように制御される必
要があり、これは、不要な光がカメラ視野内に導かれ得るためである。あるいは、ライト
１７１は、ユーザー３をやわらかい光（soft light）で照射するため、大きな照射面を生
成する拡散面（diffusion surface）をもつサイドパネル１６９の奥行き方向に一体化す
ることができる。
【００２４】
　図１６は、ワークステーションが一列に並んで設置されたときの、全体のワークステー
ション１７４の配列を示す。この配列において、ひとつのワークステーションの背面１７
０は、他のワークステーションのデスクトップ１６４の前面と整合される。隣接するワー
クステーション１７４が垂直配向にひっくり返され、台形形状の斜めの側面は、線形な行
を作り出すように整合される。背景構造１７３は、間と間には小さな隙間を有する行を構
成する。もし、この隙間が、ユーザーが間を通り抜けるのに十分な幅でなかったら、出入
りを可能にするためにサイドにスライドするかもしくは外部に回転するように作られなけ
ればならない。
【００２５】
　図１７は、全体のワークステーション１７４のもう一つの配列を示す。この配列では、
バックパネル１７０は、背景構造１７３と一列に並べられる。これにより、周囲を囲まれ
たワークスペースが作り出される。ワークスペースへの出入りは、背景パネル１７３を外
側に回転させるか、もしくはサイドへスライドすることにより実現する。
【００２６】
　図１８は、隣接したワークステーションに適合する側部を持つ、台形形状のワークステ
ーション１７４の配列である。結果は、完全な円を形作ることができるアレンジメントで
ある。
【００２７】
　図１９は、曲がった（カーブした）配列を形作るために適合した側部を持つ、台形形状
のワークステーション１７４のアレンジメントである。
【００２８】
　図２０は、本発明の実施例における、ケーブル１３６によってネットワーク１４４に接
続されたテレプレゼンスワークステーション１７４を含むテレプレゼンスネットワークソ
リューションの構成を示す。テレプレゼンスシステム１３３は受信場所にあり、これは、
ケーブル１３７によってネットワーク１４４へ接続される。注意すべきは、テレプレゼン
スがスタンドアローンのシステムでは実用的でないことである。テレプレゼンスが実用的
なのは、二つの以上のシステムが一定の要求を満たすネットワークを通じて接続される場
合である。従って、この発明にとって好都合なのは、テレプレゼンスコミュニケーション
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を完備するために必要な特定の技術を包含することである。議論の目的のため、本発明の
実施例は“テレプレゼンステクノロジーズコンフィギュレーション”と呼ばれる。
【００２９】
　ネットワーク１４４は、インターネット、インターネット２、ＬＡＮ、ＷＡＮ、ＭＡＮ
、ＶＰＮ、ＡＴＭもしくは他のネットワークような、インターネットプロトコルでデータ
転送するためのＩＰネットワークであり得る。ＩＰネットワークで転送される場合、コー
デック４０および１５２は、Ｈ．３２３プロトコルもしくはその他のＩＰプロトコルで音
楽や映像の転送を符号化したり復号化したりする。
【００３０】
　テレプレゼンスワークステーション１７４にあるコンピューター１５４は、ディスプレ
イモニター１５３に接続することができる。ケーブル１３９は、コーデック１５２とディ
スプレイモニター１５３との間に接続される。コーデック１５２は、内部のハードウェア
ソリューションもしくは外部のデータソリューションボックスを通して、ディスプレイモ
ニターへ送られてくる信号を受け取ることができる。コーデック１５２は、ディスプレイ
モニターへの信号を処理したり、ネットワーク接続１３６を通じて出力の一部として信号
を転送する。
【００３１】
　受信コミュニケーションシステム１３３のためのコーデック４０は、ネットワーク接続
１３７により送信されてくる信号を受信する。信号は、コーデック４０により復号化され
、ケーブル１３５によりディスプレイモニターへ送られる。この方法では、送信コミュニ
ケーションシステム１７４にあるコンピューター１５４の出力は、ディスプレイモニター
１５３と受信コミュニケーションシステムのディスプレイモニター６９との双方に現れる
。受信場所にいる視聴者３および７０は、目に見えるコンテンツが、送信場所にいるプレ
ゼンター１２８によって制御されるとき、彼らの前の画像ディスプレイ装置６９に表示さ
れたコンピューター１５４の出力を見る。
【００３２】
　取り込まれるビジュアルプレゼンテーションは、ネットワーク１４４を通じて受信され
、かつコーデック４０により復号化されるので、受信場所にコンピューターがある必要は
ない。しかしながら、この構成では、視聴者７０および３は、ビジュアル表示コンテンツ
と相互作用（インタラクティブ）する手段をもたないし、ビジュアルコンテンツをプレゼ
ンター１２８へ送り戻す機能をもたない。
【００３３】
　図２１は、受信コミュニケーションシステム１３３にＩＰネットワーク１４５によって
接続されたワークステーション１７４を有する別のテレプレゼンステクノロジーズコンフ
ィギュレーションを示す。ＩＰネットワークは、ＬＡＮ、ＷＡＮ、ＭＡＮ、ＶＰＮ、イン
ターネット２、インターネットもしくは他のＩＰネットワークのようなインターネットプ
ロトコルで作動するあらゆるネットワークであり得る。この構成では、ワークステーショ
ン１７４の位置にあるコーデック１５２は、ＣＡＴ５ケーブルのようなケーブル１４８に
より入力ボックス１４７へ接続される。入力ボックス１４７は、Ｔ１ライン、ＤＳＬ、Ａ
ＤＳＬ、ＶＤＳＬ、ＳＤＳＬや他のネットワーク伝送サービスのような、ネットワーク接
続１４６によってＩＰネットワーク１４５に接続される。受信コミュニケーションシステ
ム１３３の位置にあるコーデック４０は、結合ボックス１４３へのケーブル１４１および
およびネットワーク・サービス１４４によってネットワーク１４５へ接続される。コーデ
ック４０および１５２は、ネットワーク１４５上に二方向通信を確立することができる。
【００３４】
　送信コミュニケーションシステム１７４にあるコンピューター１５４は、ネットワーク
・サービス１４６を通じてネットワーク１４５にアクセスするため、結合ボックス１４７
に繋がるネットワーク接続１４９を有することができる。受信コミュニケーションシステ
ム１３３にあるコンピューター１２０は、ネットワーク１４５、ネットワーク・サービス
１４４、結合ボックス１４３に繋がるネットワーク１４２を持つことができる。２台のコ
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ンピューター１２０および１５４は、ネットワーク１４５上の接続を構築することができ
、マイクロソフト・ネットミーティングやその他のデータ共有ソフトのようなソフトウェ
アアプリケーションを介してデータを共有することができる。この構成の利点は、送信場
所および受信場所の双方が、効率的な協同のためのビジュアルディスプレイマテリアルと
相互作用することができることである。また、この構成の利点は、コーデック４０および
１５２がビジュアルディスプレイマテリアルを処理する必要がなく、それゆえ、それらの
電力と帯域幅を音声や映像伝送の質に専念させることができることでもある。
【００３５】
　図２２は、カスタムネットワークアーキテクチャと革新的な装置の機能を具体化したテ
レプレゼンステクノロジーズアーキテクチャを示す。このテレプレゼンステクノロジーズ
アーキテクチャは、テレプレゼンスオペレーズションセンター１５０に接続された二つの
場所１３３および１７４を有し、オペレーションセンター１５０は、本発明の実施例を通
じてテレプレゼンスを実現する要求に対して特有である。二つの場所１３３および１７４
の間の直接接続の代わりに、各々の場所がテレプレゼンスオペレーズションセンターへの
接続を確立し得る。テレプレゼンスオペレーズションセンターは、アイコンタクトのため
のアラインメントを持つ等身大の人物画像を受信したり送信したりするのに特有のもので
ある。音声やデータハブを使用する典型的なネットワークアーキテクチャとは異なり、テ
レプレゼンステクノロジーズアーキテクチャは、反射された背景を有する等身大の通信を
通して可能にされた３次元品質を作り出すフォーマットを規格化または標準化するであろ
う。さらに、テレプレゼンステクノロジーズアーキテクチャは、人物を等身大でデジタル
化するテレプレゼンスコミュニケーションを伴うサポーティングビジュアル（supporting
 visuals）を同期化するように設計されるであろう。
【００３６】
　テレプレゼンステクノロジーズアーキテクチャを通じて、各々のテレプレゼンスの場所
が、テレプレゼンスオペレーションセンターへ接続するための恒久的なＩＰ接続を有する
であろう。このＩＰ接続は、テレプレゼンスシステムがコミュニケーションに利用されな
い時には、自動的に低帯域幅へと戻ることができる。ディレクトリやダイアリング機能が
必要ないので、各々の場所のコーデックは、スタンダードなビデオ会議コーデックよりも
ずっと安価でシンプルである。コーデックへの電源がオンになると、コーデックは、テレ
プレゼンスオペレーズションセンターへ自動的に接続されるよう配線されうる。テレプレ
ゼンステクノロジーズアーキテクチャによって、ユーザーは、テレプレゼンスオペレーズ
ションセンターにあるディレクトリへアクセスすることができ、テレプレゼンスオペレー
ズションセンターは、テレプレゼンス場所をリストに入れたり、新しいテレプレゼンスコ
ミュニケーションが使用中であったかどうか、利用可能であるかどうかといった、最新の
ステータスを提供したりする。テレプレゼンステクノロジーズアーキテクチャを通じて、
テレプレゼンスユーザー間のすべての接続は、テレプレゼンスオペレーションシステムを
介して、接続され、運営される。
【００３７】
　図２３は、非対称の配列を示し、これは、カスタマー位置２０５においてカメラ１につ
いて軸から離れた視野方向２０４を有し、一方でプレゼンターのいる場所１７４にあるカ
メラは、軸上の視野方向１８２を有する。カスタマー位置２０２は、軸から離れた視野２
０３を有しているけれども、カスタマー３は、アイコンタクトのための正確なアラインメ
ントを有するように現れたプレゼンターの画像を見る。カスタマーの眼がアイコンタクト
の認識を実現するために視野方向１８２の高さに整合され、カスタマー３の入力画像がプ
レゼンター１７４の場所で画像ディスプレイ装置１７４上に表示されるので、このアイコ
ンタクトアラインメントの認識が実現される。カスタマー位置２０２にあるカメラがたと
え軸上でないにしても、カメラの視野２０３は、画像上の同じ高さで眼を有するカスタマ
ー３の像を取り込む。
【００３８】
　ひとつの例として、プレゼンター１７６の眼がプレゼンターの画像の高さの３分の２の
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位置にあることができる。同様に、カメラ１が、視野方向１８２の標準的な線よりも幾分
だけ高いところから撮像する非軸上であっても、カスタマー３の眼は、カスタマー画像の
高さの３分の２の位置にあることができる。
【００３９】
　この非対称なコミュニケーションソリューションでは、カスタマーは、アイコンタクト
の付加価値を得る。カスタマーは、アイコンタクトを通じてプレゼンターと人的な関係を
感じ、それによって大きな信頼感と密接な存在感を覚えることができる。プレゼンターが
アイコンタクトのための同じ直接的な視野方向を持っていなくとも、それでもプレゼンタ
ーは、マーケティング・コミュニケーションに対する反応を読み取るようにカスタマーの
正面の視野を有する。プレゼンターは、ビジネス目標の達成という主たる目標を持って製
品やサービスを売ることができ、これは、そのゴールを達成するために同じアイコンタク
トを必要としない。
【００４０】
　適切な結果を得るために、プレゼンター１７４にあるアイコンタクト構成は、一定の要
件を見たさなければならない。これらの要件は、ホワイトによる米国特許出願番号第６０
／８４６，４１５の“テレプレゼンスワークステーションおよびテレプレゼンスセンター
”に例示されている。要件のひとつは、カメラ１はプレゼンター１７６に近づきすぎない
ということである。カメラをプレゼンターに近づけすぎるのは望ましいことでなく、それ
は、広角の歪みの原因となる。この問題は、カメラ１を床に近接して配置させ、視野方向
１７７がミラー４２の前方を撮像することで解決される。ミラー４２は、二方向ミラー２
へ向かう上向きの視野方向４５を反射し、これは、視野方向１８２に沿って前方に反射さ
れる。視野方向１８２は、プレゼンター１７６と画像ディスプレイ装置１７に表示される
カスタマー３の画像との間のアイコンタクトに整合される。黒いパネル１６は、二方向ミ
ラー２を通るカメラ視野を遮断するように二方向ミラー２上に位置決めされる。この配列
において、カスタマーの場所２０２から到来する画像を明瞭な映像とするため、画像ディ
スプレイ装置１７は、プレゼンター１７６に比較的近接しているが、ワークステーション
のための非常に広いエリアを必要としない。
【００４１】
　図２４は、二方向ミラー２の前面の画像ディスプレイ装置１７とカメラ１の双方を有す
る本発明の実施例を示す。この構成では、カメラ１は、ユーザー３の妨げられていない視
野角４５を有する。ユーザー３は、反射された像５に現れるテレプレゼンスする人物と認
識されたアイコンタクトを実現する視野方向１８２を有する。このアイコンタクトは、画
像ディスプレイ装置１７で反射された視野方向１８５と整合する。カメラ１は、反射され
た像５の前の位置１７９の反射として見られる。
【００４２】
　図２５は、画像ディスプレイ装置１７と二方向ミラー２との間に設置されたカメラ１を
有する本発明の実施例を示す。カメラは、十分な距離をとって後方に位置決めされるので
、画像ディスプレイ装置１７の反射された視野５を遮断しない。さらに、カメラ１は、ユ
ーザー３の妨げにならない視野角４５を持つように設置される。ユーザーは、視野方向１
８２を持つことによって、画像ディスプレイ装置上に表示されたテレプレゼンスする人物
と認識されたアイコンタクトを有し、視野方向１８２は、反射した視野方向１８５に沿う
二方向ミラー２のから離れた反射５として見られるテレプレゼンスする人物の眼の高さに
一致する。
【００４３】
　図２６は、ユーザー３の妨げられない視野角４５を有する二方向ミラー２と背景８との
間に設置されたカメラ１をもつ本発明の実施例を示す。ユーザー３は、視野方向１８２に
よって画像ディスプレイ装置上に映し出されるテレプレゼンする人物との認識されたアイ
コンタクトを有し、視野方向１８２は、画像ディスプレイ装置１７に映し出されるテレプ
レゼンスする人物の目線と整列される。テレプレゼンスする人物は、背景８の反射９の前
に現れることができ、それは、テレプレゼンスする人物の画像と反射された背景との間の
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奥行きの感覚を生じさせることができる。反射された背景の原理は、ホワイトによる米国
特許第７,０５７，６３７号の“コミュニケーションズシステムのための反射された背景
”で説明されている。
【００４４】
　図２７は、二方向ミラー２と画像ディスプレイ装置１７の下にカメラを位置させ垂直方
向に反転させた構成を除き、図２６と同様の構成である本発明の実施例を示す。
【００４５】
　図２８は、カメラ１と二方向ミラー２の正面に設置された画像ディスプレイ装置１７と
の双方を有する演台として構成された本発明を示す。カメラ１は、カスタマー３の妨げら
れない視野４５を有する。カスタマー３は、画像５へ視野方向１８２に沿う知覚されたア
イコンタクトを有し、像５は、二方向ミラー２によって反射された画像ディスプレイ装置
１７上の像である。二方向ミラー２は、前方におおよそ４５度に角度付けされ、画像ディ
スプレイ装置は、垂直である反射を生成するためにおおよそ水平であり得る。しかしなが
ら、画像ディスプレイ装置１７は、前方の端部を持ち上げるように角度付けすることがで
き、カスタマー３による画像エリアを直接的な視野を最小限にする。もし、画像ディスプ
レイが一定の角度に傾けられるのならば、反射された像５が垂直な位置にあるために、二
方向ミラーを前記一定の角度の半分で傾ける必要がある。例として、図２８の構成は、１
０度で傾斜された画像ディスプレイ装置１７と４５度からさらに５度傾けられ、結果的に
５０度の傾きを持つ二方向ミラー２を示している。
【００４６】
　カメラ１は、二方向ミラー２の前方にあり、それゆえ、二方向ミラーの反射物として見
られることができる。図２８では、カメラ１は、囲いまたは封止１８０の内部に収納され
ており、これは、反射１８１としてカスタマー３の視野にある。囲い１８０は、演台１８
４の一体部分であるように設計されることができ、会社ロゴを有するバナーや話し手の名
前を包含することができる。囲い１８０は、画視野４５のフィールドを持つようにカメラ
のための小さな穴を有することができる。反射された囲い１８１は、演台１８４の頂部の
一体部分であるように現れ、それは、話し手のメモを保持するスタンドのように見える。
【００４７】
　反射された像５は、演台１８４の後方端部に現れるようにプレゼンターを表示すること
ができる。プレゼンターの到来する画像は、黒い背景に対して取り込まれ、したがって、
表示される画像は、プレゼンターの画像によってのみ明るくされる。この方法では、プレ
ゼンターを取り囲むの画像エリアは、画像エリアが黒いために見ることができず、それ故
、プレゼンターは、画像エリアのフレーム内に含まれるように見えないであろう。かすか
に照らされた背景１９１があるとき、人物は、背景１９１の前面に物理的に出現するであ
ろう。背景は、観客（オーディエンス）にはっきりと見えるように十分に照らされること
が理想的であるが、プレゼンター５の重ねあわされた画像を介して燃えてしまうほど明る
くはない。実際、効果的であったのは、紺色のカーテンがある場合であり、紺色のカーテ
ンは、側部から照らされ、プレゼンター５の画像の位置と背景１８１との間の深さを見る
ために暗い陰をつけられた領域とカーテンの照らされた青い折り目とのコントラストを提
供する。
【００４８】
　反射された像面５は、ユーザー３によって見れるように、二方向ミラー２に反射した画
像ディスプレイ装置１７の反射によって生じただけの像である。演台１８４の後ろのスペ
ースは、ディスプレイ装置によって狭くならず、人物１８７はこのスペースに自由に立つ
ことができる。画像ディスプレイ装置１７上に何も像がないとき、カスタマー３やオーデ
ィエンスによって視聴されるべき反射された像５はない。それゆえ、人物１８７は、オー
ディエンスの視野内にある演台の後ろに立つことができる。ミーティングアプリケーショ
ンでは、人物１８７は、ゲストスピーカーを紹介することが可能であり、ゲストスピーカ
ーは、その紹介の後に演台の反射面５に表れることができる。
【００４９】
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　図２９は、二方向ミラー２の前方および画像ディスプレイ装置１７の前面に位置決めさ
れたカメラ１のある演台１８４として構成された本発明を例示する。カメラ１には、カス
タマー３の妨げられない視野４５を有し、アプリケーションでは、視野４５は、大勢の視
聴者を含むことができる。演台１８４は、視聴者が演台のプレゼンターをはっきりと見る
ことができるように、プラットホーム１８３上に設置することができる。カスタマー３は
、アイコンタクトのための直接的な視野方向１８２を有する。注意すべき重要なことは、
視野方向１８２は、アイコンタクトを認識するために水平である必要はない。アイコンタ
クトのため視野方向にあるカメラによってワークステーション上に取り込まれたプレゼン
ター５の到来する画像で、プレゼンターは、前方を眺めていることになるであろう。たと
え視野方向１８２がわずかに軸から離れたとしても、カスタマー３は、直接的に前方を向
いている平坦な画像として表れるプレゼンター５の反射された像を見るであろう。表示さ
れた画像は、平坦なので、わずかな軸から離れた視野はプレゼンターの違った視野をみる
ことはないが、一方で、実際のプレゼンターの軸から離れた視野は、実際の３次元的な人
物の異なった視野をみるであろう。
【００５０】
　図３０は、二方向ミラー２で反射された指揮台（podium）のようなもの２０６の内部に
位置されたカメラ１を有するプラットホーム１８３上に置かれた演台２０７として構成さ
れた本発明を例示する。プラットホームは、ミラー１９０に投射するプロジェクタ１８９
を有するリアプロジェクション構成を含み、ミラー１９０は、投射された画像をリアプロ
ジェクションスクリーン１８８へ反射する。スクリーン１８８は、水平であるか、カスタ
マー３に見えないように角度をつけることができる。図３０では、スクリーンは、１０度
に傾けられており、二方向ミラーは、５０度に傾けられている。
【００５１】
　カメラ１は、二方向ミラー２とリアプロジェクションスクリーン１８８との間に設置さ
れ、そこでカメラ１は、カスタマー３の遮られない視野４５を有する。カメラ１は、反射
された像５の視野内の位置にあるので、囲い２０６の内側に設置されうる。囲い２０６は
、ロゴやミーティングバナーを保持する構造のように、ステージの意図された部分である
ように表すことができる。囲い２０６は、視野４５のフィールドを見るためカメラのため
の小さな穴を有することができる。囲い２０６は、物理的な演台２０７の位置に合うよう
に設置されうる。囲い２０６の反射像は、演台２０７と同じ物理的位置に重ね合わされて
見られる。二つの重ねられた画像の取り違いを避けるために、演台２０７または囲い２０
６のいずれかは、黒色であることができ、他の物体が重ねられた画像なしで現れるように
する。より視覚的に魅力ある３次元ディスプレイを提供するために、囲い２０６および演
台２０７は、内部に開いた部分がありうるか、透明な材料から構成され、その結果、プレ
ゼンター５の画像は、演台２０７の物理的対象物の後方に表れるようにすることができる
。
【００５２】
　図３０では、リアプロジェクションスクリーン１８８は、人物の頭からつま先までか、
等身大で人物の体全体を表示するのに十分な大きさであることができる。反射像５は、演
台２０７の後ろの自由空間に現れる。実際の人物１８７が、プレゼンター５の反射像面の
内に立つことも可能である。反射像５は、双方向の会話のために、人物１８７が等身大の
テレプレゼンスする人物の隣に直接立つことができるほど大きくありうる。
【００５３】
　図３１は、背景１９１を持つ３次元セットに表れるように、人物５の頭からつま先の画
像が出現するよう構成された本発明の例示である。カメラ１は、大きな二方向ミラー２と
頭上のリアプロジェクションスクリーン１８８との間に設置される。カメラ１には、ユー
ザー３の邪魔されない明瞭な視野４５がある。プロジェクタ１８９は、ミラー１９０へ投
影し、ミラー１９０は、リアプロジェクションスクリーン１８８に投影された画像を反射
する。カスタマー３は、面５へ反射された等身大の人物とのアイコンタクトを認識するた
めに、視野方向１８２に沿って前方を眺めることができる。実際の人物は、面５の位置へ



(16) JP 2010-504709 A 2010.2.12

10

20

30

40

50

と歩くことができ、また、カスタマー３と目と目を合わせたコンタクトを有する。
【００５４】
　図３２は、二方向ミラー２および下にあるフロントプロジェクションスクリーン１０４
の上部に設置されたカメラ１を有する、人物５の全身像を出現させるために構成された本
発明を例示する。カメラ１には、カスタマー３の邪魔されない明瞭な視野４５がある。カ
スタマーは、反射された像面５に表れるプレゼンターの像に向かう視野方向１８２を有す
る。プロジェクタ１８９は、二方向ミラー２の下に投影された画像を位置させる角度でフ
ロントプロジェクションスクリーン１０４に投影する。プロジェクタ１８９は、歪みのな
い画像を作り出すために、レンズシフトおよび/またはデジタルキーストーン補正を使用
する必要がありうる。
【００５５】
　図３３は、二方向ミラー２と頭上の画像ディスプレイ装置１７との間に位置決めされた
カメラ１を有するサービスカウンターとして構成された本発明の例示である。カメラ１に
は、カスタマー３の邪魔されない明瞭な視野４５がある。カスタマー３は、反射像面５に
現れるプレゼンターとのアイコンタクトを認識するための視野方向１８２を有する。画像
ディスプレイ装置１７は、支持構造１９３内に封止される。画像ディスプレイ装置は水平
でありうるか、カスタマー３に見えないように斜めに置くことができる。図３３では、画
像ディスプレイ装置１７は１０度に傾けられており、２方向ミラーは５０度に傾けられて
いる。囲い１９３は、外側にグラフィクス１９４をもつことができる。
【００５６】
　アイコンタクトディスプレイ装置の下には、サービスカウンター１９５がありうる。サ
ービスカウンターは、コンピューター１５４およびプリンタ１７８を含むことができ、面
５に現れるプレゼンターによって遠隔制御されうる。ビジネスアプリケーションでは、プ
リンタ１７８は、搭乗券、荷札、領収書、製品情報、地図、予約、その他のカスタマー３
にとって価値があるであろう印刷物をプリントアウトすることができる。
【００５７】
　図３４は、人物１８７がサービスカウンター１９５で作業することができるように、上
方向に回転される二方向ミラー２を有する、図３３の本発明の例示である。回転される二
方向ミラー２は、頭上の包囲体１９３の底になり得る。二方向ミラー２が上方向に回転さ
れたとき、カウンター１９５は、実際の人物１８７の存在により通常のやり方で使用され
得る。コンピューター１５４およびプリンタ１７８は、人物１８７によってキーボード９
４で使用され得る。
【００５８】
　図３５は、二方向ミラー２と下方に位置された画像ディスプレイ装置１７との間に設置
されたカメラ１を有するサービスカウンター１９５として構成された本発明を例示する。
カメラは、カスタマー３の妨害されない明瞭な視野４５を有する。カスタマー３は、反射
像５として現れるプレゼンターとアイコンタクトをするための視野方向１８２を有する。
サービスカウンターは、プリンタ１７８およびコンピューター１５４を有することができ
、それは、反射像面５に現れるプレゼンターによって制御され得る。図３５の構成は、図
３３の構成よりも、頭上に何も装置がないという点で優れている。しかしながら、図３５
の構成は、図３４で例示されるように実際の人物による使用に良く適していないかもしれ
ない。
【００５９】
　図３６は、下部に設置された画像ディスプレイ装置１７と、カスタマー３との相互作用
のためのキーボード９４とデータモニター６９と、二方向ミラー２の上部に設置されたカ
メラ１とを有するサービスカウンターを構成する本発明を例示する。カメラ１は、カスタ
マー３の妨害にならない視野４５を有する。カスタマー３は、視野方向１８２に沿って、
反射像面５上のプレゼンターの画像とのアイコンタクトの認識を有する。コンピューター
１５４およびプリンタ１７８は、プレゼンターによって遠隔操作され得る。カスタマーは
、プレゼンターとのコミュニケーションのために自分の名前やパスワードといった情報を
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入力することができる。
【００６０】
　図３７は、二方向ミラー２と頭上の画像ディスプレイ装置１７との間に設置されたカメ
ラ１を有する小売棚９１上に位置された本発明を例示する。カメラ１は、カスタマー３の
妨げられない視野４５を有する。カスタマー３は、視野方向１８２に沿って、反射像面５
上のプレゼンターの画像とのアイコンタクトの認識を有する。アイコンタクト通信装置の
下方の小売棚９１は、小売製品を表示し得る。促進販売のバナー１９４が包囲体１９３の
外側に置かれることができる。
【００６１】
　図３８は、二方向ミラー２と頭上の画像ディスプレイ装置１７との間に設置されたカメ
ラ１を有するキヨスク１９２をベースとしたインタラクティブ（相互作用）コンピュータ
ー上に設置された本発明を例示する。カメラ１は、カスタマー３の妨げにならない視野４
５を有する。カスタマー３は、視野方向１８２に沿って、反射像面５上のプレゼンター画
像とのアイコンタクトの認識を有する。ロゴもしくはサイン１９４が包囲体１９３の外側
に設置され得る。カスタマー３は、キーボード９４でコンピューター１５４へデータを入
力し、また、コンピュータースクリーン６９を見ることができる。このコンピューター１
５４は、広大な情報量にアクセスするため、コンピューターデータベースにネットワーク
によって接続されることができる。また、コンピューター１５４は、反射像面５に現れる
プレゼンターによって操作されたコンピューターでネットワークに接続され得る。この構
成により、プレゼンターは、カスタマー３とのアイコンタクトコミュニケーションに従事
することができ、一方で、視覚情報やデータをカスタマーと共有する。当事者双方がデー
タのやりとり（相互作用）をすることができるので、コミュニケーションは、対話（イン
タラクティブ）方式でありうる。結果として生じる情報は、プリンタ１７８でカスタマー
３のために印刷されうる。
【００６２】
　図３９は、二方向ミラー２と頭上の画像ディスプレイ装置１７との間に設置されたカメ
ラ１を有するデスク１６４として構成された本発明を例示する。カメラ１は、カスタマー
３の妨害されない視野４５を有する。カスタマー３は、視野方向１８２に沿って、反射像
面５上のプレゼンター画像とのアイコンタクト認識を有する。カスタマーは、キーボード
９４およびモニター６９を用いてコンピューター１５４でプレゼンターとやりとりするこ
とができる。
【００６３】
　図４０は、２方向ミラー２の上部に設置されたカメラ１を有するデスク１６４として構
成された本発明を例示する。カメラ１は、カスタマー３の遮られない明瞭な視野４５を有
する。カスタマー３は、視野方向１８２に沿って、反射像面５上のプレゼンターの画像と
のアイコンタクト認識を有する。カスタマー３は、キーボード９４およびモニター６９を
用いてコンピューター１５４で、プレゼンターとやりとりすることができる。
【００６４】
　図４１は、画像ディスプレイ装置１７と二方向ミラー２上に位置決めされたカメラを有
し、画像ディスプレイ装置１７の後方の画像面９に反射された背景８を有するデスク１６
４として構成された本発明を例示する。カメラ１は、カスタマー３の妨げられない視野４
５を有する。カスタマー３は、視野方向１８２に沿って、画像ディスプレイ装置１７上の
プレゼンターの画像とのアイコンタクト認識を有する。カスタマー３は、キーボード９４
およびモニター６９を用いてコンピューター１５４によりプレゼンターとやりとりするこ
とができる。構成は、スペースを節約するために壁１９６に隣接して設置されうるが、反
射された背景９は、壁１９６を超えた大きな奥行きの感覚を提供する。
【００６５】
　図４２は、二方向ミラー２の後方にある小さな画像ディスプレイ装置１７を有し、二方
向ミラー２の上に小さなカメラ１を有し、画像ディスプレイ装置１７の後方の面９に現れ
るように反射された背景８を有するデスク１６４として構成された本発明を例示する。カ
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メラ１は、カスタマー３の遮られない視野４５を有する。カスタマー３は、視野方向１８
２に沿って、画像ディスプレイ装置１７上のプレゼンターの画像とのアイコンタクト認識
を有する。カスタマー３は、キーボード９４およびモニター６９を用いてコンピューター
１５４を使ってプレゼンターとやりとりをすることができる。この構成は、スペースを省
くために壁１９６に接近して設置されうるが、反射した背景９は、壁１９６よりも向こう
に大きな奥行きの感覚を提供する。
【００６６】
　図４３は、後方に設置された画像ディスプレイ装置１７および画像ディスプレイ装置１
７の後方の面９に現れるよう反射された背景８と、二方向ミラー２の上に設置されたカメ
ラ１を有するカンファレンステーブルシステム１９７として構成された本発明を例示する
。カメラ１は、カスタマー３の妨げられない視野４５を有する。カスタマー３は、視野方
向１８２に沿って、画像ディスプレイ装置１７上のプレゼンターの画像とのアイコンタク
ト認識を有する。カスタマー３は、キーボード９４およびモニター６９を用いてコンピュ
ーター１５４によりプレゼンターとやりとりすることができる。
【００６７】
　図４４は、後方の画像ディスプレイ装置１７および画像ディスプレイ装置１７の後方の
面９に現れるよう反射された背景８と、二方向ミラー２の上部に設置されたカメラ１を有
する本発明の小売棚９１を例示する。カメラ１には、カスタマー３の遮断されない視野４
５を有する。カスタマー３は、視野方向１８２に沿って、画像ディスプレイ装置１７上の
プレゼンターの画像とのアイコンタクト認識を有する。プレゼンターは、カスタマーが購
入するものを選ぶために小売棚の上のディスプレイで製品をプロモーションすることがで
きる。
【００６８】
　図４５は、後方の画像ディスプレイ装置１７および画像ディスプレイ装置１７の後方の
面９に現れるように反射された背景８と、二方向ミラー２の上部に設置されたカメラ１を
有する本発明のキオスク１９２をベースにしたコンピューターを例示する。カメラ１は、
カスタマー３の妨げられない視野４５を有する。
カスタマー３は、視野方向１８２に沿って、画像ディスプレイ装置１７上のプレゼンター
の画像とのアイコンタクト認識を有する。カスタマー３は、キーボード９４およびモニタ
ー６９を用いてコンピューター１５４によりプレゼンターとやりとり（相互に作用）する
ことができる。
【００６９】
　図４６は、後方の画像ディスプレイ装置１７および画像ディスプレイ装置１７の後方の
面９に現れるように反射された背景８と、二方向ミラー２の上部に設置されたカメラ１を
有する本発明を組み入れた自動支払機（ＡＴＭ）１９８を例示する。カメラ１は、カスタ
マー３の妨げられない視野４５を有する。カスタマー３は、視野方向１８２に沿って、画
像ディスプレイ装置１７上の銀行セールスマンの画像とのアイコンタクト認識を有する。
カスタマー３は、コンピューター１５４を操作するために、タッチスクリーン２０９を使
用して銀行員とやりとりをすることができる。キャッシュディスペンサー９７がＡＴＭ１
９８に組み込まれている。
【００７０】
　図４７は、背景８のある図４６によって示されたカスタマーリプレゼンタティブキオス
ク（customer representative kiosk）を例示し、背景８は、二方向ミラー２に合うよう
にカーブしており、その結果、反射された背景９は、背景８の連続であるのように見える
。
【００７１】
　図４８は、フロントプロジェクションスクリーン１０４の画像およびスクリーン１０４
の後方の面９に現れるよう反射された背景８と、二方向ミラー２の上部に設置されたカメ
ラ１を有する本発明の大きなスケールの実施例を例示する。
反射された背景９の面は、壁１９６に一致し、部屋の後部壁の一部が拡張される背景の感
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覚を与える。カメラ１は、カスタマー３の妨げられない視野４５を有する。カスタマー３
は、視野方向１８２に沿って、フロントプロジェクションスクリーン１０４上のプレゼン
ター画像とのアイコンタクト認識を有する。
【００７２】
　図４９は、後方のリアプロジェクションスクリーン１８８およびスクリーン１８８の後
方の面９に現れるように反射された背景８と、二方向ミラー２の上部に設置されたカメラ
１を有する本発明の大規模な実施例を例示する。カメラ１は、カスタマー３の妨げられな
い明瞭な視野４５を有する。カスタマー３は、視野方向１８２に沿って、リアプロジェク
ションスクリーン１８８上のプレゼンター画像とのアイコンタクト認識を有する。リアプ
ロジェクションは、セカンドミラー１９９へ投射像を反射させるために、ミラー１９０を
使用し、さらにセカンドミラー１９９はリアプロジェクションスクリーン１８８へ投射像
を反射する。
【００７３】
　図５０は、後方のフロントプロジェクションスクリーン１０４およびフロントプロジェ
クションスクリーン１０４の後ろの面９に現れるように反射された背景８と、二方向ミラ
ー２の上部に設置されたカメラ１を有する本発明の大規模な実施例を例示する。
【００７４】
　図５１は、後方のリアプロジェクションスクリーン１８８と、リアプロジェクションス
クリーン１８８の後ろの面９に現れるように反射された背景８を持つ二方向ミラー２の上
部に設置されたカメラ１のある本発明の大規模な実施例を例示する。カメラ１は、ユーザ
ー３の妨げられない明瞭な視野４５を有する。カスタマー３は、視野方向１８２に沿って
、リアプロジェクションスクリーン１８８上のプレゼンター画像とのアイコンタクト認識
を有する。リアプロジェクションは、セカンドミラー１９９へ投射像を反射するためにミ
ラー１９０を利用することができ、セカンドミラー１９９は、さらにリアプロジェクショ
ンスクリーン１８８へ投射像を反射する。
【００７５】
　図５２は、図４５と同様のキオスクの実施例を例示する。本実施例では、キオスク１９
２は、壁１９６および天井２１０から分離された自由なスタンディング構造である。キオ
スクの直上にある天井２１０の表面の一部は、垂直位置９で反射されるべき背景としての
役目をする表面８であり、垂直位置９は、壁１９６の表面に一致する。カスタマー３は、
二方向ミラー２の領域を取り囲む壁１９６を見て、壁１９６の表面に一致する垂直面９に
反射された背景面８の反射を見る。反射された背景９と同じ面上に見られる壁１９６の結
合は、シームレスな表面という印象を与えることができる。しかしながら、モニター１７
に表示された画像は、壁１９６と反射された背景９の結合の前に現れる。
【００７６】
　図５２の実施例は、サービスデスクや受付に利用することができ、そこでは、画像装置
を隠し、顧客に給仕できるように現れる顧客サービス係の感覚を生じさせる利点がある。
キオスク１９２の付属品は、オフィスやホテル、店の装飾と両立できるようにデザインさ
れうる。特に、カウンター２１１は二方向ミラー２を通して見ることができ、その結果、
モニター１７に表示された顧客サービス係は、カウンターの背後に直接現れ得る。カメラ
１は、二方向ミラー２を通しての視野を有するので、カメラは、カスタマー３には見られ
ない。黒いパネル２１２は、二方向ミラー２の反射物として画像の重なりを避けるために
、カメラの下方に直接設置される。データモニター６９は、二方向ミラー２の前面に設置
され得る。このデータモニターは、顧客係の視野の大部分の障害とならないのは、データ
モニター６９がモニター１７と同じ幅でないからである。
【００７７】
　図５２では、ライト２１３は、壁１９６および天井２１０から等しい距離に設置され得
る。この方法では、壁および天井に向けられるライトは、同じ角度から生じる。これは、
背景８の表面上のライトおよび壁１９６上のライトを同等にさせる。このやり方で、反射
された背景面９および壁１９６は、シームレスな壁の表面の感覚を支持するように同じ角
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度からの消波を持つことができる。
【００７８】
　図５３は、図５２で例示された構成の正面図である。カメラ１は、画像ディスプレイ装
置１７の上部に設置される。あるいは、カメラ１は、二方向ミラーの後ろに設置すること
ができる。二方向ミラー２は、天井２１０に位置された背景８を反射するように角度を付
けられる。ライト２１３は、天井の下に設置され、そこでライトは、ユーザー３のための
領域を照らし得る。キオスク１９２は、カウンター２１１の下方に支持構造を有する。デ
ータモニター６９は、二方向ミラー２の前面に設置することができる。あるいは、データ
モニター６９は、破損行為から保護するために二方向ミラーの背後に設置することができ
る。
【００７９】
　図５４は、床の中または床の上に置かれた背景８を持つ本発明の実施例を例示する。背
景８は、壁１９６の位置の垂直面に反射された背景９として表れるものである。画像ディ
スプレイ装置１７上の画像は、壁１９６の前面に現れる。パネル２１４は、二方向ミラー
２の上部に設置され、その結果、二方向ミラーを介してのカメラ１の視野は、黒い面を見
る。あるいは、面１６は、黒い表面とすることができる。カメラは、床の上か床に近接し
て配置されてミラー４２へ向かう視野を有しており、ミラー４２は、上向きの視野を二方
向ミラー２に反射し、視野は、それからユーザー３に向かう。カメラ１は、包囲体２１５
に含めることができ、包囲体２１５は、暗い色もしくは黒であり、その結果、それは、ユ
ーザー３によって見られる画像へ重ね合わせない。
【００８０】
　図５５は、図５４の構成の平面図の例示である。床の上の背景８は、壁１９６の垂直面
に反射として現れる。側部に座った人物２１７は、画像ディスプレイ装置１７によって遮
られる視野方向２１６を有するであろう。背景８は、視野方向２１６の範囲まで壁１９６
の幅をカバーするように反射された像を提供するのに十分な幅である。もう一方の側部に
座る人物２１８は、視野方向２１９を有し、視野方向２１９は、画像ディスプレイ装置１
７によってちょうどそれだけ遮断されず、それゆえ、壁１９６の多くを見るであろう。背
景８の幅は、視野方向２１６に対して十分な幅を有し、反射された背景８と壁１９６の重
複がいくぶんあるであろう。反射された背景面８と壁１９６の望ましくない重ね合わせを
避けるため、それぞれのパターンは、許容できる方法で重ね合わせをするように生成され
る。これは、インターレースされたパターンまたはデザインを使用することによって達成
され、これは、照明画像エリアもしくは羽状のエッジ（feathered edge）のランダムまた
は計画されたパターンを有する暗い背景を含む。
【００８１】
　多くの創作的なアプリケーションおよび方法はまた、本発明の幅広い範囲内に意図され
る。限定を意図するものではなく、網羅した例示的なアプリケーションが以下に説明され
る。
【００８２】
　上記したテレプレゼンステクノロジーズアーキテクチャは、テレプレゼンスユーザーが
、有料で、テレプレゼンスオペレーズションセンターによって管理されたバーチャルな社
交場へと入場することができるように適合されうる。その社交場では、ユーザーたちは、
知的対話、デート、親密体験をするのためのテレプゼンスを通して人々を知る目的で、顔
の表情やボディランゲージを通じてアイコンタクトや自然なヒューマンコミュニケーショ
ンを伴った相互交流のために、フェイスツーフェイスで、チャットルームもしくはあらか
じめ調整された会議において人々と会うことができる。他の実施例では、ユーザーは、有
料で、ゲームや大会、エンターテイメントに参加することができる。それらは、世界中の
あらゆる場所からテレプレゼンスセンターに接続したテレプレゼンスユーザーが参加する
ために、第２の画像ディスプレイ装置上の実況でのコンピューターグラフィックスの共有
ディスプレイによる、相手とのアイコンタクトを含むものである。
【００８３】
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　上記したテレプレゼンステクノロジーズアーキテクチャは、テレプレゼンスのグローバ
ルスタンダードに適合するため、ならびに金融サービス部門で一定のアプリケーションに
対する付加的機能を持つために構成することができる。金融サービスでは、銀行の本店か
ら支店へコンフィデンシャルな金融情報を伝達するために、厳重に管理されたテレプレゼ
ンスオペレーズションセンターによって、金融制度の専用かつ確実なネットワーク上で伝
達物が暗号化されうる。この実施例では、契約書をプリントし、デジタルスキャンし、署
名された契約書を伝達するための周辺機器に加えて、第２の画像ディスプレイ装置上で重
大な金融情報を共有することで、金融センターにいる銀行支配人や金融スペシャリストが
遠隔地にいる重要な顧客とフェイスツーフェイスでパーソナルサービスをすることができ
る。このシステムは、望ましくは、金融組織のテレプレゼンスオペレーションズセンター
を通して、お金の取り扱い、小切手やその他の金融文書のための装置やシステムを含む。
【００８４】
　他のテレプレゼンステクノロジーズアーキテクチャは、世界中のどんな場所にいる医療
専門家、医者や開業医にも、テレプレゼーションオペレーションセンターへと繋がるテレ
プレゼンスグローバルネットワークに接続するために使用されるテレプレゼンスコミュニ
ケーションシステムを提供する。テレプレゼーションオペレーションズセンターでは、彼
らは、薬局や医療施設にやってくる患者となりうる者にサービスを提供することができる
。そこで、患者たちは、フェイスツーフェイスで診療するためにテレプレゼンスを通して
免許のある医師とアポイントをとることで、検査、メディカルテスト、もしくは処方箋の
再発行をすることができる。医者は、血圧、コレステロール値、体温、血糖値、その他の
基礎的なテストをするための特有な装置を遠隔操作することができるので、医者は新しく
処方箋を作成したり、再処方したりすることができ、また、クレジットカードリーダーに
よる支払を終えた上で、隣り合った薬局から患者へ自動的に薬を施すことが可能である。
【００８５】
　他の実施例において、上記で説明されたテレプレゼンステクノロジーズアーキテクチャ
は、講師、大学教授、トレイナー、もしくは講演者によって、テレプレゼンスオペレーズ
ションセンターへ繋がったテレプレゼンスネットワーク接続を介して、彼らのプレゼンテ
ーションを伝達するために利用されうる。（テレプレゼンスオペレーションズセンターへ
繋がるのは、）有料でテレプレゼンスプレゼンテーションを視聴するであろうグループ、
オーディエンス、クラスへ再生するためのシンクロナイズしたビジュアルサポートにより
、等身大の外見としてプレゼンテーションをデジタル記録したり、蓄積したりするためで
ある。プレゼンターは、テレプレゼンスオペレーションズセンターを通して、プレゼンテ
ーションの最後の質疑応答に生出演するために出演予定を立てることができ、それにより
プレゼンテーターは時間を有効活用し、あらかじめ記録されたプレゼンテーションにより
収入を得ることができる。
【００８６】
　さらに、テレプレゼンステクノロジーズアーキテクチャのために意図される実施例は、
グローバルなテレプレゼンススタンダードのために製造されたテレプレゼンスコミュニケ
ーションズシステムである。それは、世界中の主要なビジネス地区にインストールされう
るので、求職中であるか転職を考えている人物が、テレプレゼンスオペレーションズセン
ターへ繋がるテレプレゼンスネットワーク接続を介して接続されたテレプレゼンスコミュ
ニケーションズシステムを備える部屋を利用することにお金を支払いうる。アポイントメ
ントは、職業紹介業者によって、もしくは職業紹介ウェブサイト上で、ある場所にいる応
募者と他の場所にいる雇用者の面接のために予定が立てられうる。アポイントメントは、
すぐに結果を出すためにネットワーク・サービスにより第２の画像ディスプレイ装置に表
示するために、応募者がテレプレゼンスオペレーションズセンターを通して伝達されたテ
ストを受ける可能性、および、応募者が審査員や雇用側とフェイスツーフェイスの面接を
するための部屋へと伝達される可能性を持つものである。
【００８７】
　なお、他の意図された実施例は、グローバルなテレプレゼンススタンダードを満たすテ
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説明されたテレプレゼンステクノロジーズアーキテクチャである。それは、警備会社は警
備員を配置することを望んではいるが、セキュリティセンサーが作動しない限り、警備員
が安全面において実際の役割を果たさないであろうことを認識している場所である。シス
テムは、ほとんどの時間をその場所において警備員のデジタル録画を表示することができ
、セキュリティセンサーが作動した場合には、即座に警備員の生のテレプレゼンスと切り
換わるので、テレプレゼンスする警備員は状況を見て判断することが可能であり、そこに
居合わせた人と対話することができ、遠隔操作でアラームやライトを起動させたりドアを
施錠もしくは開錠したりする。
【００８８】
　理解するべきは、ここでの図や詳細な説明は限定的ではなく、例示的なものであり、開
示された特定の形態や例に本発明を限定することを意図していない。それどころか、ごく
一般の当業者にとって明らかに、本発明の趣旨および範囲から逸脱することなく、以下の
特許請求の範囲で明確にされるように、本発明はさらなる修正、変更、再調整、代理、代
用、デザインの選択、そして実施例を含むのである。従って、意図されるのは、以下の特
許請求の範囲は、すべてのそのような修正、変更、再調整、代理、代用、デザインの選択
、実施例を包括するものと解釈されることである。例えば、上記で説明された実施例は、
観察場所からの音を受信するために改良されたマイクロフォンと、観察場所へと音を出力
するために改良されたスピーカーを含みうる。また、意図されているのは、カメラにより
ビデオ画像を受信し、遠隔地にある第２のコミュニケーションシステムへ繋がるネットワ
ーク上で、送信される伝達物のために前述のビデオ画像を圧縮するコミュニケーション装
置、および、前述の遠隔地における前述の第２のコミュニケーションシステムからネット
ワークを介して受信されて送られてくる伝達物を受信するコミュニケーションシステムで
ある。
【００８９】
　その他のバリエーションは、使用されていないときに、背景の二方向ミラーおよび前述
の光吸収パネルが支持構造へ包含されることを特徴とするコミュニケーションシステムを
含む；もしくは、前述の二方向ミラーと前述の光吸収パネルが、前述の画像ディスプレイ
装置の直接的な視野を持つワーキングデスクを形成するために折りたたまれ得ることを特
徴とするコミュニケーションシステムである。コミュニケーションは、コミュニケーショ
ンシステムを操作できるように、そして／もしくは、相互ビジュアル装置およびオーディ
オ装置にアクセスできるように、キーボード、マウス、そのほかの相互ディバイスを含み
得る。
【００９０】
　コミュニケーションシステムは、業務取引に適しており、そしてさらに前述の画像ディ
スプレイ装置、前述の二方向ミラー、そして前述のカメラ、から構成されるキオスクから
成り、さらにそのキオスクは、クレジットカードリーダーやプロダクツディスペンスディ
バイス、製品のプロモーションと分配のための貯蔵スペースから構成され得る。さらなる
他のバリエーションおよび修正が通常の実験を通して当業者にとって明らかになり、以下
の請求の範囲内にあると見なされ、また意図され得る。
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