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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の情報通信端末と、
　前記第一の情報通信端末と通信網を介して接続される第二の情報通信端末と、
　前記第一の情報通信端末と情報交換可能な第一の移動体通信端末と、
　前記第二の情報通信端末と情報交換可能な第二の移動体通信端末と、
　前記第一の情報通信端末と通信網を介して接続され、前記各情報通信端末を識別する情
報通信端末識別情報に、前記第一の情報通信端末と情報交換可能な前記第一の移動体通信
端末の接続先に発呼するときに用いる端末接続情報を、対応付けて記憶する端末接続情報
記憶手段と、
　情報通信端末識別情報が指定された取得要求に応じて、前記端末接続情報記憶手段に記
憶された端末接続情報を応答する端末接続情報応答手段と、
　を備える電子会議システムに含まれる前記第一の情報通信端末を、
　接続されている前記第二の情報通信端末に対し、その接続を切断することを通知する切
断通知手段、
　前記接続先情報応答手段に要求して、前記第二の情報通信端末の情報通信端末識別情報
に対応した端末接続情報を取得する接続先情報取得手段、
　前記第二の情報通信端末との接続の切断後に、受信した端末接続情報に基づき発呼する
前記第一の移動体通信端末に対し前記接続先情報応答手段より取得した端末接続情報を送
信する端末接続情報送信手段、
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　として機能させるための接続切替プログラム。
【請求項２】
　請求項１記載の接続切替プログラムであって、
　前記電子会議システムは、電子会議の構成メンバーが用いる通信端末を接続させる多地
点接続装置をさらに備えるものであり、
　前記第一の情報通信端末と前記第二の情報通信端末とは、接続形態として、前記通信網
を介した相互接続、または前記通信網及び前記多地点接続装置を介した接続が可能であり
、
　前記接続先情報取得手段は、ユーザにより選択された接続先に応じた端末接続情報を、
またその選択された接続先によっては前記第一の情報通信端末と前記第二の情報通信端末
との接続形態に応じた端末接続情報を取得することを特徴とする接続切替プログラム。
【請求項３】
　請求項１記載の接続切替プログラムであって、
　前記端末接続情報は、前記第二の移動体通信端末に発呼するときに用いる情報、または
前記第二の情報通信端末に接続するときに用いる情報であることを特徴とする接続切替プ
ログラム。
【請求項４】
　多地点接続装置と、
　前記多地点接続装置に通信網を介して接続される第一の情報通信端末と、
　前記多地点接続装置を介して前記第一の情報通信端末に接続される第二の情報通信端末
と、
　前記第一の情報通信端末と情報交換可能な第一の移動体通信端末と、
　前記第二の情報通信端末と情報交換可能な第二の移動体通信端末と、
　前記多地点接続装置を識別する情報である多地点接続端末識別情報に、前記第一の情報
通信端末と情報交換可能な前記第一の移動体通信端末の接続先に発呼するときに用いる端
末接続情報を、対応付けて記憶する端末接続情報記憶手段と、
　情報通信端末識別情報が指定された取得要求に応じて、前記端末接続情報記憶手段に記
憶された端末接続情報を応答する端末接続情報応答手段と、
　を備える電子会議システムに含まれる前記第一の情報通信端末を、
　接続されている前記第二の情報通信端末に対し、その接続を切断することを通知する切
断通知手段、
　前記接続先情報応答手段に要求して、前記第二の情報通信端末の情報通信端末識別情報
に対応した端末接続情報を取得する接続先情報取得手段、
　前記第二の情報通信端末との接続の切断後に、受信した端末接続情報に基づき発呼する
前記第一の移動体通信端末に対し前記接続先情報応答手段より取得した端末接続情報を送
信する端末接続情報送信手段、
　として機能させるための接続切替プログラム。
【請求項５】
　請求項４記載の接続切替プログラムであって、
　前記端末接続情報は、前記第二の移動体通信端末に発呼するときに用いる情報、または
前記第一の情報通信端末に接続された前記多地点接続装置に発呼するときに用いる情報で
あることを特徴とする接続切替プログラム。
【請求項６】
　第一の情報通信端末と、
　前記第一の情報通信端末と通信網を介して接続される第二の情報通信端末と、
　前記第一の情報通信端末と情報交換可能な第一の移動体通信端末と、
　前記第二の情報通信端末と情報交換可能な第二の移動体通信端末と、
　を備える電子会議システムにおいて、
　前記第一の情報通信端末と通信網を介して接続され、前記各情報通信端末を識別する情
報通信端末識別情報に、前記第一の情報通信端末と情報交換可能な前記第一の移動体通信
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端末の接続先に発呼するときに用いる端末接続情報を、対応付けて記憶する端末接続情報
記憶手段と、
　情報通信端末識別情報が指定された取得要求に応じて、前記端末接続情報記憶手段に記
憶された端末接続情報を応答する端末接続情報応答手段と、
　を備え、
　前記第一の情報通信端末は、
　接続されている前記第二の情報通信端末に対し、その接続を切断することを通知する切
断通知手段と、
　前記接続先情報応答手段に要求して、前記第二の情報通信端末の情報通信端末識別情報
に対応した端末接続情報を取得する接続先情報取得手段と、
　前記第二の情報通信端末との接続の切断後に、受信した端末接続情報に基づき発呼する
前記第一の移動体通信端末に対し前記接続先情報応答手段より取得した端末接続情報を送
信する端末接続情報送信手段と、
　を備えることを特徴とする電子会議システム。
【請求項７】
　第一の情報通信端末と、
　前記第一の情報通信端末と通信網を介して接続される第二の情報通信端末と、
　前記第一の情報通信端末と情報交換可能な第一の移動体通信端末と、
　前記第二の情報通信端末と情報交換可能な第二の移動体通信端末と、
　前記第一の情報通信端末と通信網を介して接続され、前記各情報通信端末を識別する情
報通信端末識別情報に、前記第一の情報通信端末と情報交換可能な前記第一の移動体通信
端末の接続先に発呼するときに用いる端末接続情報を、対応付けて記憶する端末接続情報
記憶手段と、
　情報通信端末識別情報が指定された取得要求に応じて、前記端末接続情報記憶手段に記
憶された端末接続情報を応答する端末接続情報応答手段と、
　を備える電子会議システムにより実施される接続切替方法において、
　前記第一の情報通信端末が、
　接続されている前記第二の情報通信端末に対し、その接続を切断することを通知するス
テップと、
　前記接続先情報応答手段に要求して、前記第二の情報通信端末の情報通信端末識別情報
に対応した端末接続情報を取得するステップと、
　前記第二の情報通信端末との接続の切断後に、受信した端末接続情報に基づき発呼する
前記第一の移動体通信端末に対し前記接続先情報応答手段より取得した端末接続情報を送
信するステップと、
　を含むことを特徴とする接続切替方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子会議システムを構成する情報通信端末を制御するプログラム関し、特に移
動体通信端末と情報通信端末との間で行なわれる通信の切り替え制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に開示されている、従来の、複数の音声通信端末同士が接続している状態か
ら、複数の電子会議端末などの情報通信端末同士が接続する状態へ切り替える制御方法に
ついて、図１０を用いて説明する。
【０００３】
　図１０は、２者間の通信において、使用される通信端末および通信チャネルを示した図
である。ユーザＡは、音声通信端末である第一の電話１１０と、情報通信端末である第一
の装置１４０を有する。第一の電話１１０は、第一の装置１４０と第一の周辺機器接続手
段１３０を介して接続される。ユーザＢも同様に、第二の電話１１２、第二の装置１４２
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を有し、第二の周辺機器接続手段１３２によって、互いに接続されている。尚、第一及び
第二の周辺機器接続手段の例として、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈや、シリアル接続等が挙げられ
る。
【０００４】
　第一の電話１１０と第二の電話１１２は、１次チャンネル１６０を介して接続されてい
る。一方、第一の装置１４０と第二の装置１４２は、それぞれ２次チャンネル１５０に接
続されているが、互いのネットワークアドレスをもっていないため、相互に通信すること
は出来ない状態である。第一の装置１４０と第一の電話１１０は第一の周辺機器接続手段
１３０を介して接続されている。そのため、第一の装置１４０と第一の電話１１０は互い
に情報を交換することができる。第二の装置１４２と第二の電話１１２についても同様で
ある。
【０００５】
　次に、第一の電話１１０と第二の電話１１２とが１次チャンネル１６０を経由して通話
している状態から、第一の装置１４０と第二の電話１１２とが２次チャンネル１５０を経
由して接続を確立するように切り替える方法について説明する。
【０００６】
　ユーザＡとユーザＢは、ある時点において、第一の電話１１０と第二の電話１１２とを
用いて、互いに１次チャンネル１６０を利用して音声通信している、即ち通話している。
【０００７】
　そこで、一方が、文書データなど容量の大きいデータを送信したいという要望が発生し
、第一の装置１４０と第二の装置１４２との通信に切り替えるという要求が発生したとす
る。ユーザＡは第一の装置１４０を操作することにより、この要求を第一の装置に伝える
。
【０００８】
　ユーザＡからの要求を受けた第一の装置１４０は、第一の電話１１０、１次チャンネル
１６０、第二の電話１１２を経由する通信経路を利用して第二の装置１４２との接続を確
立する。そして、第一の装置１４０は、第二の装置１４２へ、送信側の端末装置（第一の
装置１４０）を特定する端末特定情報を送信する。この端末特定情報は、例えば、送り側
のＩＰアドレス、サービスプロトコル及びポート番号を含む。
【０００９】
　第二の装置１４２は、１次チャンネル１６０を経由して送信された端末特定情報を受信
し、端末特定情報に含まれる情報から、接続すべき端末（第一の装置１４０）を特定する
。そして、第二の装置１４２は、２次チャンネル１５０を経由する通信経路を利用して、
第一の装置１４０との接続を確立する。このように、第一の装置１４０と第二の装置１４
２は、２次チャンネル１５０を経由して通信可能な状態となる。その後、１次チャンネル
１６０を経由した第一の電話１１０と第二の電話１１２との通信は切断される。
【００１０】
【特許文献１】特開２００４－３３６７４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかし、端末特定情報が、一方の情報通信端末から他方の情報通信端末へ音声通信端末
によって使用されている通信チャネルを経由して送信される処理を含む接続切り替え制御
方法の場合、以下のような問題がある。
【００１２】
　第一の電話と第二の電話が共に携帯電話であって、１次チャンネル１６０が携帯電話網
である場合、携帯電話同士の通信は不安定であり、互いの接続が切断され易い。そのため
、第一の装置１４０と第二の装置１４２とが、２次チャンネル１５０を経由して接続を確
立する前に、１次チャンネル１６０を経由した接続が切断される可能性がある。この場合
、再度、第一の電話と第二の電話との接続を確立しなければならない。
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【００１３】
　更に、この方法の場合、接続を切り替える際に、端末特定情報が１次チャンネル１６０
を経由して第二の装置１４２へ送信されるが、携帯電話網を利用しているため、通信費用
は高くなってしまう。
【００１４】
　また、この方法の場合、第一の装置１４０と第二の装置１４２とが２次チャンネル１５
０を経由して通信している状態から、携帯電話同士で通話する状態に切り替えることは出
来ない。
【００１５】
　本発明は、上記従来技術の問題に鑑み、携帯電話などの音声通信端末を含む移動体通信
端末同士を接続した状態から情報通信端末同士を接続する場合に、一方の情報通信端末が
、他方の情報通信端末に接続するための情報通信端末識別情報を、移動体通信端末同士が
接続されている通信回線を介さずに取得することが出来る電子会議システムにおける接続
切替プログラムを提供することを目的とする。
【００１６】
　また、本発明は、情報通信端末を利用して通信している状態から、携帯電話を利用した
通信へ切り替えることができる電子会議システムにおける接続切替プログラムを提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明の接続切替プログラムは、第一の情報通信端末と、前記第一の情報通信端末と通
信網を介して接続される第二の情報通信端末と、前記第一の情報通信端末と情報交換可能
な第一の移動体通信端末と、前記第二の情報通信端末と情報交換可能な第二の移動体通信
端末と、前記第一の情報通信端末と通信網を介して接続され、前記各情報通信端末を識別
する情報通信端末識別情報に、前記第一の情報通信端末と情報交換可能な前記第一の移動
体通信端末の接続先に発呼するときに用いる端末接続情報を、対応付けて記憶する端末接
続情報記憶手段と、情報通信端末識別情報が指定された取得要求に応じて、前記端末接続
情報記憶手段に記憶された端末接続情報を応答する端末接続情報応答手段と、を備える電
子会議システムに含まれる前記第一の情報通信端末を、接続されている前記第二の情報通
信端末に対し、その接続を切断することを通知する切断通知手段、前記接続先情報応答手
段に要求して、前記第二の情報通信端末の情報通信端末識別情報に対応した端末接続情報
を取得する接続先情報取得手段、前記第二の情報通信端末との接続の切断後に、受信した
端末接続情報に基づき発呼する前記第一の移動体通信端末に対し前記接続先情報応答手段
より取得した端末接続情報を送信する端末接続情報送信手段、として機能させることを特
徴とする接続切替プログラムである。
　また、前記電子会議システムは、電子会議の構成メンバーが用いる通信端末を接続させ
る多地点接続装置をさらに備えるものであり、前記第一の情報通信端末と前記第二の情報
通信端末とは、接続形態として、前記通信網を介した相互接続、または前記通信網及び前
記多地点接続装置を介した接続が可能であり、前記接続先情報取得手段は、ユーザにより
選択された接続先に応じた端末接続情報を、またその選択された接続先によっては前記第
一の情報通信端末と前記第二の情報通信端末との接続形態に応じた端末接続情報を取得す
ることを特徴とする。
【００２２】
　また、前記端末接続情報は、前記第二の移動体通信端末に発呼するときに用いる情報、
または前記第二の情報通信端末に接続するときに用いる情報であることを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明の接続切替プログラムは、多地点接続装置と、前記多地点接続装置に通信
網を介して接続される第一の情報通信端末と、前記多地点接続装置を介して前記第一の情
報通信端末に接続される第二の情報通信端末と、前記第一の情報通信端末と情報交換可能
な第一の移動体通信端末と、前記第二の情報通信端末と情報交換可能な第二の移動体通信
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端末と、前記多地点接続装置を識別する情報である多地点接続端末識別情報に、前記第一
の情報通信端末と情報交換可能な前記第一の移動体通信端末の接続先に発呼するときに用
いる端末接続情報を、対応付けて記憶する端末接続情報記憶手段と、情報通信端末識別情
報が指定された取得要求に応じて、前記端末接続情報記憶手段に記憶された端末接続情報
を応答する端末接続情報応答手段と、を備える電子会議システムに含まれる前記第一の情
報通信端末を、接続されている前記第二の情報通信端末に対し、その接続を切断すること
を通知する切断通知手段、前記接続先情報応答手段に要求して、前記第二の情報通信端末
の情報通信端末識別情報に対応した端末接続情報を取得する接続先情報取得手段、前記第
二の情報通信端末との接続の切断後に、受信した端末接続情報に基づき発呼する前記第一
の移動体通信端末に対し前記接続先情報応答手段より取得した端末接続情報を送信する端
末接続情報送信手段、として機能させることを特徴とする接続切替プログラムである。
【００２４】
　また、前記端末接続情報は、前記第二の移動体通信端末に発呼するときに用いる情報、
または前記第一の情報通信端末に接続された前記多地点接続装置に発呼するときに用いる
情報であることを特徴とする。
【００２５】
　本発明の電子会議システムは、第一の情報通信端末と、第一の情報通信端末と通信網を
介して情報交換可能な第二の情報通信端末と、第一の情報通信端末と情報交換可能な第一
の移動体通信端末と、第二の情報通信端末と情報交換可能であって、第一の移動体通信端
末に、自己の移動体通信端末を識別する移動体通信端末識別情報が保持される第二の移動
体通信端末と、を備える電子会議システムにおいて、各移動体通信端末の移動体通信端末
識別情報に、各情報通信端末を識別する情報通信端末識別情報を、対応付けて記憶する端
末識別情報記憶手段と、要求に応じて、端末識別情報記憶手段を管理する端末識別情報管
理手段と、を備え、第一の情報通信端末は、第一の移動体通信端末から、第二の移動体通
信端末の移動体通信端末識別情報を取得する、接続先移動体通信端末識別情報取得手段と
、取得要求を端末識別情報管理手段に出して、第二の移動体通信端末の移動体通信端末識
別情報に対応した第二の情報通信端末の情報通信端末識別情報を取得する接続先情報通信
端末識別情報管理手段と、取得した第二の情報通信端末の情報通信端末識別情報を指定し
て、第二の情報通信端末に通信網を介して接続する情報通信端末接続手段と、を備えるこ
とを特徴とする。
【００２６】
　また、本発明の電子会議システムは、第一の情報通信端末と、第一の情報通信端末と通
信網を介して情報交換可能な第二の情報通信端末と、第一の情報通信端末と情報交換可能
な第一の移動体通信端末と、第二の情報通信端末と情報交換可能であって、第一の移動体
通信端末に、自己の移動体通信端末を識別する移動体通信端末識別情報が保持される第二
の移動体通信端末と、を備える電子会議システムにおいて、電子会議の構成メンバーが用
いる通信端末を接続させる多地点接続装置と、各移動体通信端末の移動体通信端末識別情
報に、接続に用いられる多地点接続装置を識別する多地点接続端末識別情報を、対応付け
て記憶する多地点接続情報記憶手段と、要求に応じて、多地点接続情報記憶手段を管理す
る多地点接続情報管理手段と、を備え、第一の情報通信端末は、第一の移動体通信端末か
ら、第一および第二の移動体通信端末の各移動体通信端末識別情報を取得する、第一の接
続先移動体通信端末識別情報取得手段と、登録要求を多地点接続情報管理手段に出して、
多地点接続端末識別情報に対応して、第一の移動体通信端末の移動体通信端末識別情報お
よび第一の情報通信端末の情報通信端末識別情報と、第二の移動体通信端末の移動体通信
端末識別情報とを、登録させる第一の多地点接続管理手段と、を備え、第二の情報通信端
末は、第二の移動体通信端末から、第一および第二の移動体通信端末の各移動体通信端末
識別情報を取得する、第二の接続先移動体通信端末識別情報取得手段と、更新要求を多地
点接続情報管理手段に出して、第二の移動体通信端末の移動体通信端末識別情報に対応す
る情報通信端末識別情報を、第二の情報通信端末の情報通信端末識別情報に更新させる第
二の多地点接続管理手段と、を備え、多地点接続装置は、取得要求を多地点接続情報管理
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手段に出して、多地点接続情報記憶手段から多地点接続端末識別情報に対応する、第一お
よび第二の情報通信端末の各情報通信端末識別情報を取得する接続対象取得手段と、多地
点接続情報管理手段から取得した第一の情報通信端末の情報通信端末識別情報によって特
定される第一の情報通信端末と、第二の情報通信端末の情報通信端末識別情報によって特
定される第二の情報通信端末とを接続させる情報通信端末接続手段と、を備えることを特
徴とする。
【００２７】
　また、本発明の電子会議システムは、第一の情報通信端末と、前記第一の情報通信端末
と通信網を介して接続される第二の情報通信端末と、前記第一の情報通信端末と情報交換
可能な第一の移動体通信端末と、前記第二の情報通信端末と情報交換可能な第二の移動体
通信端末と、を備える電子会議システムにおいて、前記第一の情報通信端末と通信網を介
して接続され、前記各情報通信端末を識別する情報通信端末識別情報に、前記第一の情報
通信端末と情報交換可能な前記第一の移動体通信端末の接続先に発呼するときに用いる端
末接続情報を、対応付けて記憶する端末接続情報記憶手段と、情報通信端末識別情報が指
定された取得要求に応じて、前記端末接続情報記憶手段に記憶された端末接続情報を応答
する端末接続情報応答手段と、を備え、前記第一の情報通信端末は、接続されている前記
第二の情報通信端末に対し、その接続を切断することを通知する切断通知手段と、前記接
続先情報応答手段に要求して、前記第二の情報通信端末の情報通信端末識別情報に対応し
た端末接続情報を取得する接続先情報取得手段と、前記第二の情報通信端末との接続の切
断後に、受信した端末接続情報に基づき発呼する前記第一の移動体通信端末に対し前記接
続先情報応答手段より取得した端末接続情報を送信する端末接続情報送信手段と、を備え
ることを特徴とする。
【００２８】
　また、本発明の電子会議システムは、多地点接続装置と、多地点接続装置に通信網を介
して接続される第一の情報通信端末と、多地点接続装置を介して第一の情報通信端末に接
続される第二の情報通信端末と、第一の情報通信端末と情報交換可能な第一の移動体通信
端末と、第二の情報通信端末と情報交換可能な第二の移動体通信端末と、を備える電子会
議システムにおいて、多地点接続装置を識別する情報である多地点接続端末識別情報に、
第一の情報通信端末と情報交換可能な第一の移動体通信端末の接続先を特定する端末接続
情報を、対応付けて記憶する端末接続情報記憶手段と、要求に応じて、多地点接続情報記
憶手段を管理する多地点接続情報管理手段と、を備え、第一の情報通信端末は、取得要求
を多地点接続情報管理手段に出して、多地点接続装置の多地点接続装置識別情報に対応し
た多地点接続端末接続情報を取得する多地点接続端末接続情報取得手段と、接続先情報管
理手段より取得した多地点接続端末接続情報を、第一の移動体通信端末に発呼させるため
に第一の移動体通信端末に送信する、端末接続情報送信手段と、を備えることを特徴とす
る。
【００２９】
　本発明の接続切替方法は、第一の情報通信端末と、第一の情報通信端末と通信網を介し
て情報交換可能な第二の情報通信端末と、第一の情報通信端末と情報交換可能な第一の移
動体通信端末と、第二の情報通信端末と情報交換可能であって、第一の移動体通信端末に
、自己の移動体通信端末を識別する移動体通信端末識別情報が保持される第二の移動体通
信端末と、各移動体通信端末の移動体通信端末識別情報に、各情報通信端末を識別する情
報通信端末識別情報を、対応付けて記憶する端末識別情報記憶手段と、要求に応じて、端
末識別情報記憶手段を管理する端末識別情報管理手段と、を備える電子会議システムによ
り実施される接続切替方法において、第一の情報通信端末が、第一の移動体通信端末から
、第二の移動体通信端末の移動体通信端末識別情報を取得するステップと、取得要求を端
末識別情報管理手段に出して、取得した第二の移動体通信端末の移動体通信端末識別情報
に対応した第二の情報通信端末の情報通信端末識別情報を取得するステップと、取得した
第二の情報通信端末の情報通信端末識別情報を指定して、第二の情報通信端末に通信網を
介して接続するステップと、を含むことを特徴とする。
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【００３０】
　また、本発明の接続切替方法は、第一の情報通信端末と、前記第一の情報通信端末と通
信網を介して接続される第二の情報通信端末と、前記第一の情報通信端末と情報交換可能
な第一の移動体通信端末と、前記第二の情報通信端末と情報交換可能な第二の移動体通信
端末と、前記第一の情報通信端末と通信網を介して接続され、前記各情報通信端末を識別
する情報通信端末識別情報に、前記第一の情報通信端末と情報交換可能な前記第一の移動
体通信端末の接続先に発呼するときに用いる端末接続情報を、対応付けて記憶する端末接
続情報記憶手段と、情報通信端末識別情報が指定された取得要求に応じて、前記端末接続
情報記憶手段に記憶された端末接続情報を応答する端末接続情報応答手段と、を備える電
子会議システムにより実施される接続切替方法において、前記第一の情報通信端末が、接
続されている前記第二の情報通信端末に対し、その接続を切断することを通知するステッ
プと、前記接続先情報応答手段に要求して、前記第二の情報通信端末の情報通信端末識別
情報に対応した端末接続情報を取得するステップと、前記第二の情報通信端末との接続の
切断後に、受信した端末接続情報に基づき発呼する前記第一の移動体通信端末に対し前記
接続先情報応答手段より取得した端末接続情報を送信するステップと、を含むことを特徴
とする。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、第一の情報通信端末は、第一の移動体通信端末が保持している第二の
移動体通信端末の移動体通信端末識別情報によって、端末識別情報管理手段から、第二の
情報通信端末に接続するための情報を取得出来る。これにより、第二の移動体通信端末か
ら第一の移動体通信端末へ、第二の情報通信端末の情報通信端末識別情報を送信しなくて
も、第一の情報通信端末は第二の情報通信端末に接続することができる。
【００３２】
　また、本発明によれば、第一の情報通信端末を用いて電子会議に参加している状態から
、第一の移動体通信端末を用いた電子会議への参加に切り替える場合に、第一の移動体通
信端末に、接続先の通信端末の識別情報を送信することが出来るので、第一の移動体通信
端末を用いて継続して電子会議に参加することが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　本明細書における電子会議とは、離れた場所にある複数の通信端末が通信回線を通して
接続され、それぞれの通信端末間で共通の情報を送受信しながら行なわれる会議をいう。
【００３４】
　本実施の形態において、電子会議に接続し通信端末間で情報を送受信する方法は、コン
ピュータなどの情報通信端末を用いて接続し、映像及び音声情報を送受信する方法と、携
帯電話などの音声通信端末を、電子会議を構成している一つの情報通信端末に通信回線を
介して接続し、その情報通信端末を経由して音声情報を送受信する方法とがある。
【００３５】
　（実施の形態１）
　図１は本実施の形態１に係る電子会議システム１０の構成を示している。本実施の形態
における電子会議システム１０は、電子会議端末２０、電子会議端末３０、携帯電話４０
、携帯電話５０、サーバー６０、多地点接続装置８０、を含む。
【００３６】
　電子会議端末２０及び電子会議端末３０は、コンピュータなどの情報通信端末であり、
電子会議を構成する通信端末の一つである。電子会議端末２０，３０は、ＩＰネットワー
ク網９０を介して接続可能である。一方の電子会議端末２０が他方の電子会議端末３０に
ＩＰネットワーク網９０を介して接続する場合、ＩＰアドレスなどの情報通信端末識別情
報（以後ＩＰアドレスとする）によって電子会議端末３０を特定することによって接続す
る。説明の便宜上、接続を試みる側の電子会議端末を第一の電子会議端末２０、接続の対
象である電子会議端末を第二の電子会議端末３０として説明を進める。尚、これらの区別
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は、説明の便宜上つけたものであって、第一の電子会議端末２０と第二の電子会議端末３
０とを入れ替えることも可能である。各電子会議端末２０，３０が接続された後、少なく
とも一方の電子会議端末２０から他方の電子会議端末３０へ、映像および音声情報が送信
可能となる。各電子会議端末２０，３０は、電話網９２にも接続されている。そのため、
後述する携帯電話４０などは、電話網９２を介して各電子会議端末２０，３０と接続する
ことが可能である。他の通信端末が電話網９２を介して各電子会議端末２０，３０と接続
する場合、電話番号などの電話用識別情報（以後電話番号とする）で第二の電子会議端末
３０を特定することによって接続する。
【００３７】
　携帯電話４０および携帯電話５０は、電話網９２を通して他の通信端末と接続可能な移
動体通信端末である。携帯電話４０が携帯電話５０を電話網９２を介して接続する場合、
電話番号によって接続先の携帯電話５０を特定することによって接続する。説明の便宜上
、接続を試みる側の携帯電話を第一の携帯電話４０、接続の対象である携帯電話を第二の
携帯電話５０として説明を進める。尚、これらの区別は、説明の便宜上つけたものであっ
て、第一の携帯電話４０と第二の携帯電話５０とを入れ替えることも可能である。第一の
携帯電話４０は第二の携帯電話５０に接続可能であると共に、電話網９２を介して各電子
会議端末２０，３０に接続可能である。そして、電子会議端末３０と情報交換出来る、即
ち電子会議に接続することが出来る。ただし、携帯電話４０によって交換される情報は、
音声情報のみである。
【００３８】
　多地点接続装置８０は、コンピュータなどの情報通信端末の一つであり、電子会議の構
成メンバーに接続され、各電子会議の構成メンバー同士を接続するために使用される接続
仲介手段である。本実施の形態において、電子会議の構成メンバーとは、電子会議に接続
可能な通信端末を指す。たとえば、各電子会議端末２０，３０及び、各携帯電話４０，５
０を指す。多地点接続装置８０は、ＩＰネットワーク網９０を介して各電子会議端末２０
，３０に接続される。多地点接続装置８０が、多地点接続装置８０に接続している第一の
電子会議端末２０と第二の電子会議端末３０とを接続させることによって、第一の電子会
議端末２０は第二の電子会議端末３０に接続される。このように、多地点接続装置８０を
用いて各電子会議端末２０，３０が接続される場合、一方の電子会議端末は多地点接続装
置８０を経由して他方の電子会議端末に接続される。各電子会議端末２０，３０がＩＰネ
ットワーク網９０を介して多地点接続装置８０に接続する場合、ＩＰアドレスで多地点接
続装置８０を特定することによって接続する。携帯電話４０などの移動体通信端末が電話
網９２を介して多地点接続装置８０と接続する場合、多地点接続装置８０に割り当てられ
た電話番号で多地点接続装置８０を特定することによって接続する。
【００３９】
　サーバー６０は、情報通信端末の一つであり、各電子会議端末２０，３０、および各携
帯電話４０，５０などの通信端末に接続するために必要な端末識別情報を管理する端末識
別情報管理手段である。サーバー６０は、ＩＰネットワーク網９０を介して各電子会議端
末２０，３０に接続されており、各電子会議端末２０，３０から接続情報の取得要求があ
る場合、指定された条件に合致する接続情報を返す。
【００４０】
　続いて各構成の詳細について説明する。尚、第二の携帯電話５０は、第一の携帯電話４
０と同様の構成であるため、構成についての説明は省略する。同様に第二の電子会議端末
３０についても、第一の電子会議端末２０と同様の構成であるため、構成についての説明
は省略する。
【００４１】
　第一の携帯電話４０は、通信制御部４２、通信管理部４４、近距離通信ＩＣ４６を備え
る。
【００４２】
　通信制御部４２は、電話網９２を介して他の端末と通信するための携帯電話用通信制御
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部である。通信制御部４２は、第一の携帯電話４０の電話番号ａ１、第一の携帯電話４０
の過去に発信及び着信した電話番号（発信履歴、着信履歴）などの通信履歴を管理する。
また、第一の携帯電話４０の接続状態の情報を管理する。
【００４３】
　近距離通信ＩＣ４６は、第一の携帯電話４０に内蔵された読み書き可能な記憶媒体であ
る。このようなＩＣとして、例えばＦｅｌｉＣａ（登録商標）が挙げられる。近距離通信
ＩＣ４６は、通信管理部４４の内部から読み書き可能である。また、近距離通信ＩＣ４６
の内容を読み取る機器があれば、第一の携帯電話４０と異なる装置から、電磁波を利用し
て読み書きすることが出来る。電磁波を利用するため、第一の携帯電話４０と非接触で、
情報の交換が可能である。
【００４４】
　通信管理部４４は、通信制御部４２の動作を管理し、近距離通信ＩＣ４６に情報を読み
書きする第一の携帯電話４０の動作管理部である。通信管理部４４は、ユーザの操作によ
って起動され、一の携帯電話４０の過去に発信及び着信した電話番号（発信履歴、着信履
歴）を取得する。そして、通信管理部４４は、第一の携帯電話４０の電話番号ａ１と、第
二の携帯電話５０の電話番号ｂ１を近距離通信ＩＣ４６に書き込む。
【００４５】
　尚、第一の携帯電話４０の各部の機能は、第一の携帯電話４０に内蔵されたアプリケー
ションとハードウェア資源とが協働して動作することによって実現される。
【００４６】
　第一の電子会議端末２０は、ＩＣカードリーダライタ２２、電子会議管理部２４、電子
会議制御部２６を備える。
【００４７】
　ＩＣカードリーダライタ２２は、第一の携帯電話４０に内蔵された近距離通信ＩＣ４６
に対して、非接触で情報を読み書きするための装置である。このようなＩＣカード用の読
み書き装置として、例えばＰａＳｏＲｉ（登録商標）が挙げられる。ＩＣカードリーダラ
イタ２２が読み取り要求の状態で待機しており、ユーザが第一の携帯電話４０をＩＣカー
ドリーダライタ２２の近くにかざした場合、ＩＣカードリーダライタ２２は、近距離通信
ＩＣ４６から、第一の携帯電話４０の電話番号ａ１と第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１
とを読み取る。このように、ＩＣカードリーダライタ２２は、近距離通信ＩＣ４６に保持
された情報を読み込むことによって第一の携帯電話４０の保持する情報、即ち第一の携帯
電話４０の電話番号ａ１と第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１を受信する。一方、ＩＣカ
ードリーダライタ２２が書き込み要求状態で待機しており、ユーザが第一の携帯電話４０
をＩＣカードリーダライタ２２の近くにかざした場合、ＩＣカードリーダライタ２２は、
近距離通信ＩＣ４６に、電話番号を書き込む。この電話番号の詳細については後述する。
【００４８】
　電子会議管理部２４は、第二の電子会議端末３０、第二の携帯電話５０および多地点接
続装置８０などの通信端末に接続するための接続情報の管理部である。電子会議管理部２
４は、ＩＣカードリーダライタ２２から、第一の携帯電話４０の電話番号ａ１と、第二の
携帯電話５０の電話番号ｂ１を受信する。電子会議管理部２４は、第二の携帯電話５０の
電話番号ｂ１を指定して、サーバー６０から接続先の端末識別情報であるＩＰアドレスを
取得する。このように電子会議管理部２４は、接続先端末識別情報管理手段としての役割
を有する。
【００４９】
　電子会議制御部２６は、第一の電子会議端末２０が他の通信端末と接続するため接続部
である。電子会議制御部２６は、ＩＰネットワーク網９０を介して他の電子会議端末と接
続される。また、電子会議制御部２６は、電話網９２を介して、各携帯電話４０，５０に
接続される。電子会議制御部２６は、他の通信端末と接続するための通信端末接続手段と
しての役割を有する。
【００５０】
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　尚、第一の電子会議端末２０の各部の機能は、第一の電子会議端末２０に内蔵されたア
プリケーションとハードウェア資源とが協働して動作することによって実現される。
【００５１】
　サーバー６０は、ディレクトリ管理部６２と、ディレクトリデータベース６４を備える
。
【００５２】
　ディレクトリデータベース６４は、各電子会議端末２０，３０、各携帯電話４０，５０
、多地点接続装置８０に接続するための情報を保存する。ディレクトリデータベース６４
に登録されているテーブルを図２に示す。ディレクトリデータベース６４は、携帯電話情
報管理テーブル１０２、電子会議端末情報管理テーブル１０４、多地点接続管理テーブル
１０６及び多地点接続グループ管理テーブル１０８を備える。
【００５３】
　携帯電話情報管理テーブル１０２には、各携帯電話４０，５０の電話番号に、各電子会
議端末２０，３０のＩＰアドレスが対応づけられて登録される。携帯電話情報管理テーブ
ル１０２は、携帯電話の電話番号から対応している電子会議端末を検索する場合や、電子
会議端末のＩＰアドレスから対応している携帯電話の電話番号を検索する場合に使用され
る。
【００５４】
　電子会議端末情報管理テーブル１０４には、各電子会議端末２０，３０及び多地点接続
装置８０のＩＰアドレスに電話番号が対応づけられて登録される。電子会議端末情報管理
テーブル１０４は、各電子会議端末２０，３０及び多地点接続装置８０のＩＰアドレスに
対応した電話番号を検索する場合に使用される。尚、各電子会議端末２０，３０及び多地
点接続装置８０のＩＰアドレスおよび電話番号は、システム構築時において既に決定され
ている。そのため、電子会議端末情報管理テーブル１０４に、ＩＰアドレスと電話番号は
予め電子会議端末情報管理テーブル１０４に登録されている。
【００５５】
　多地点接続管理テーブル１０６には、各携帯電話４０，５０の電話番号に、各電子会議
端末２０，３０のＩＰアドレス、多地点接続装置８０のＩＰアドレス（以後、ＭＣＵアド
レス）およびグループ番号が対応づけられて登録される。同一のＭＣＵアドレスおよびグ
ループ番号に対応しているＩＰアドレスが複数ある場合、そのＩＰアドレスによって特定
される各電子会議端末は、多地点接続装置８０を介して相互に接続されることを意味する
。又、同一のＭＣＵアドレスおよびグループ番号に対応している携帯電話番号によって特
定される携帯電話は、多地点接続装置８０を介して電子会議に接続することが出来る。即
ち、同一のＭＣＵアドレスおよびグループ番号に対応付けられた、ＩＰアドレスによって
特定される電子会議端末、及び電話番号によって特定される携帯電話が、一つの電子会議
の構成メンバーである。各電子会議端末２０，３０が多地点接続装置８０を介して接続さ
れるためには、多地点接続管理テーブル１０６において各電子会議端末２０，３０のＩＰ
アドレスが、同一のＭＣＵアドレス及びグループ番号に対応していることが必要である。
このように、多地点接続管理テーブル１０６は、各電子会議端末２０，３０が多地点接続
装置８０を介して接続される場合に利用される。
【００５６】
　多地点接続管理テーブル１０６には、複数のＭＣＵアドレスを設定することが可能であ
る。複数のＭＣＵアドレスを設定することによって、一つの電子会議システムに複数の多
地点接続装置を設けることも可能である。又、同一のＭＣＵアドレスに対して、複数のグ
ループを設定することが可能である。複数のグループを設定することによって、一つの多
地点接続装置に、それぞれのグループに対応した複数の電子会議を構成することが可能で
ある。
【００５７】
　多地点接続グループ管理テーブル１０８には、ＭＣＵアドレスとグループ番号に、使用
中か否かを示す使用中フラグが対応づけられて登録される。
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【００５８】
　多地点接続管理テーブル１０６にＭＣＵアドレス及びグループが登録される場合、多地
点接続グループ管理テーブル１０８テーブルから、使用中フラグが０（未使用を表す）に
対応するＭＣＵアドレス及びグループが検索され、そのＭＣＵアドレス及びグループが多
地点接続管理テーブル１０６に登録される。多地点接続管理テーブル１０６にＭＣＵアド
レス及びグループが登録される場合、多地点接続グループ管理テーブル１０８において、
ＭＣＵアドレス及びグループに対応する使用中フラグが１（使用中を表す）に更新される
。逆に、多地点接続管理テーブル１０６からＭＣＵアドレス及びグループが削除される場
合、多地点接続グループ管理テーブル１０８において、ＭＣＵアドレス及びグループに対
応する使用中フラグが０に更新される。多地点接続グループ管理テーブル１０８は、多地
点接続管理テーブル１０６に情報を登録する際、未使用のグループを検索する場合に利用
される。
【００５９】
　尚、ＭＣＵアドレスは、予め多地点接続グループ管理テーブル１０８に登録されている
。又、多地点接続装置８０で使用可能なグループ番号も予め多地点接続グループ管理テー
ブル１０８に登録されている。
【００６０】
　このように、ディレクトリデータベース６４は、端末識別情報記憶手段としての機能を
有する。
【００６１】
　ディレクトリ管理部６２は、ディレクトリデータベース６４を操作して、各電子会議端
末２０，３０、各携帯電話４０，５０、多地点接続装置８０の端末を特定する端末識別情
報を管理する。ディレクトリ管理部６２は、各電子会議端末２０，３０からの要求に応じ
、ディレクトリデータベース６４から情報を検索して検索結果を返したり、ディレクトリ
データベース６４の情報を更新（追加・削除を含む）したりする。このように、ディレク
トリ管理部６２は、ディレクトリデータベース６４を管理する端末識別情報管理手段とし
ての機能を有する。
【００６２】
　尚、ディレクトリ管理部６２の機能は、サーバー６０に内蔵されたアプリケーションと
ハードウェア資源とが協働して動作することによって実現される。
【００６３】
　以上で、本実施の形態における電子会議システム１０の構成についての説明を終了する
。
【００６４】
　次に、本実施の形態における電子会議システム１０において、第一の携帯電話４０と第
二の携帯電話５０とが接続されて、ユーザＡとユーザＢが通話している状態から、第一の
電子会議端末２０と第二の電子会議端末３０とが接続され、ユーザＡとユーザＢが電子会
議を行なうまでの、接続の切り替え処理について具体的に説明する。尚、第一の携帯電話
４０のユーザをユーザＡ、第二の携帯電話５０のユーザをユーザＢとする。
【００６５】
　このような状況は、例えば、ユーザＡとユーザＢが、互いの携帯電話を利用して通話し
ている、即ち音声情報を交換している状態から、映像を含めて情報を交換するために、第
一の電子会議端末２０と第二の電子会議端末３０を利用して電子会議を始める場合などに
発生する。
【００６６】
　ユーザＡは、第一の携帯電話４０を操作して、第一の電子会議端末２０から電子会議に
参加することを通信管理部４４に指示する。この操作によって、通信管理部４４は、通話
している状態から電子会議に移行するための処理を開始する。第二の携帯電話５０も同様
の手順によって、通話している状態から電子会議に移行するための処理を開始する。また
、ユーザＡは、第一の電子会議端末２０を操作して、電子会議を開始することを、電子会
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議管理部２４へ指示する。この操作によって、電子会議管理部２４は、電子会議を開始す
るための処理を開始する。尚、第二の電子会議端末３０も同様の手順によって、電子会議
を開始するための処理を開始する。
【００６７】
　最初に、第一の携帯電話４０における処理について、図３を用いて説明する。図３は、
各携帯電話４０，５０が必要な情報を各近距離通信ＩＣ４６，５６に書き込む処理を示す
フローチャートである。
【００６８】
　上記のユーザＡの指示を受信すると、通信管理部４４は、通信制御部４２に通話状態を
確認する。通信制御部４２は通信状態を確認し、通話中か否かを通信管理部４４へ返す（
ステップ５００）。
【００６９】
　通信制御部４２から第一の携帯電話４０は通話中であるという応答が返ってきた場合、
通信管理部４４は、通信制御部４２へ通話中である第二の携帯電話５０の電話番号を要求
する。通信制御部４２は、その要求を受信し、電話番号ｂ１を通信管理部４４へ返す。通
信管理部４４は、第二の携帯電話５０の電話番号として電話番号ｂ１を受信する（ステッ
プ５０１）。
【００７０】
　一方、通信制御部４２から携帯電話は通話中でないという応答が返ってきた場合、通信
管理部４４は、通信制御部４２へ第二の携帯電話５０の発信履歴及び着信履歴を要求する
。通信制御部４２は、その要求を受信し、第一の携帯電話４０の内部から発信履歴及び着
信履歴の情報を取得し、通信管理部４４へ発信履歴及び着信履歴の情報を返す。通信管理
部４４は受信した発信履歴及び着信履歴の情報に含まれる電話番号の一覧を、第一の携帯
電話４０の表示画面に表示する（ステップ５０２）。
【００７１】
　ユーザＡが第一の携帯電話４０を操作することによって、表示された電話番号の中から
、ユーザＢの携帯電話の電話番号である第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１が選ばれる。
通信管理部４４は、第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１を受信する（ステップ５０３）。
このように、ステップ５０１～５０３の処理により、通信管理部４４は接続先である第二
の携帯電話５０の電話番号ｂ１を取得する。
【００７２】
　通信管理部４４は、近距離通信ＩＣ４６に、第一の携帯電話４０の電話番号ａ１と、第
二の携帯電話５０の電話番号ｂ１を書き込む。第二の携帯電話５０も同様に、通信管理部
５４によって、自己の端末である第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１と、接続先の端末で
ある第一の携帯電話４０の電話番号ａ１が、近距離通信ＩＣ５６に書き込まれる（ステッ
プ５０４）。
【００７３】
　次に、各電子会議端末２０，３０における、電子会議を開始するための処理について、
図４を用いて説明する。図４は、各電子会議端末２０，３０における、各電子会議端末２
０，３０を接続する処理の流れを示すフローチャートである。
【００７４】
　ユーザＡが各電子会議端末２０を操作することによって、電子会議管理部２４に、電子
会議開始通知が電子会議管理部２４に送信される。電子会議管理部２４は、電子会議開始
通知を受信するとＩＣカードリーダライタ２２に読み出し要求通知を送信する（ステップ
５１０）。
【００７５】
　ＩＣカードリーダライタ２２は、読み出し要求通知を受信し、読み出し要求の状態で待
機する。ユーザＡが第一の携帯電話４０をＩＣカードリーダライタ２２に接近させること
によって、ＩＣカードリーダライタ２２は近距離通信ＩＣ４６の情報を読み取れる状態に
なった時、ＩＣカードリーダライタ２２は、近距離通信ＩＣ４６から第一の携帯電話４０



(14) JP 4682681 B2 2011.5.11

10

20

30

40

50

の電話番号ａ１と第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１を読み取る。そして、第一の携帯電
話４０の電話番号ａ１と第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１を、電子会議管理部２４へ送
信する。電子会議管理部２４は、第一の携帯電話４０の電話番号ａ１と第二の携帯電話５
０の電話番号ｂ１を受信する。第二の電子会議端末３０についても同様に、電子会議管理
部３４は、第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１と第一の携帯電話４０の電話番号ａ１を受
信する。このように、ＩＣカードリーダライタ２２が、第二の携帯電話５０の移動体通信
端末識別情報取得手段としての役割を有する（ステップ５１２）。
【００７６】
　そして、各電子会議端末２０，３０が互いに接続され、電子会議が構成される（ステッ
プ５１４）。
【００７７】
　本実施の形態において、各電子会議管理部２４，３４を接続する方法は３つある。それ
らの方法について、図５～図７のフローチャートを用いて説明する。尚、電子会議システ
ム１０において選択される接続方法は、静的に設定されており、各電子会議端末２０，３
０は、いつでも設定内容を取得できるものとする。
【００７８】
　最初に、第一の接続方法を、図５を用いて説明する。図５は、各電子会議端末２０，３
０が、接続順序に関係なく相手の会議端末へ接続を試みる方法に関するフローチャートで
ある。
【００７９】
　電子会議管理部２４は、ＩＣカードリーダライタ２２から、第一の携帯電話４０の電話
番号ａ１と第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１を受信すると、ＩＰネットワーク網９０を
通じて、ディレクトリ管理部６２に、第一の携帯電話４０の電話番号ａ１と第一の電子会
議端末２０のＩＰアドレスａをディレクトリデータベース６４に登録するように通知する
。ディレクトリ管理部６２は、その通知を受信し、ディレクトリデータベース６４の携帯
電話情報管理テーブル１０２へ、第一の携帯電話４０の電話番号ａ１、第一の電子会議端
末２０のＩＰアドレスａを対応付けて登録する。このように、携帯電話情報管理テーブル
１０２において、第一の携帯電話４０の電話番号ａ１と第一の電子会議端末２０のＩＰア
ドレスａは対応付けられる（ステップ５２０）。
【００８０】
　引き続き、電子会議管理部２４は、ディレクトリ管理部６２に、第二の携帯電話５０の
電話番号ｂ１に対応付けられているＩＰアドレスの取得要求通知を送信する。一方、電子
会議管理部３４も、ディレクトリ管理部６２に第一の携帯電話４０の電話番号ａ１に対応
付けられているＩＰアドレスの取得要求通知を送信している。電子会議管理部２４により
実行される処理と電子会議管理部３４により実行される処理のうち、どちらが先に実行さ
れるかは前もって知ることは出来ない。説明の便宜上、ここでは、電子会議管理部２４に
より実行される処理の方が、電子会議管理部３４により実行される処理より先に実行され
るものとして説明を進める。
【００８１】
　ディレクトリ管理部６２は、電子会議管理部２４から取得要求通知を受信し携帯電話情
報管理テーブル１０２から、第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１に対応するＩＰアドレス
を検索する。第一の電子会議端末２０は第二の電子会議端末３０に先行して電子会議の接
続処理を実行しているため、携帯電話情報管理テーブル１０２に、第二の携帯電話５０の
電話番号ｂ１は登録されていない。そのため、検索されるＩＰアドレスの件数は０件であ
る（ステップ５２２）。
【００８２】
　電子会議管理部２４は、ディレクトリ管理部６２から検索結果を受信した後、電子会議
制御部２６に、第一の電子会議端末２０は接続中であるか否かを問い合わせる。電子会議
制御部２６は接続状態を確認しその結果を電子会議管理部２４へ返す。尚、この時点では
、第二の電子会議端末３０が第一の電子会議端末２０へ接続していないため、通常であれ
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ば第一の電子会議端末２０は通話中ではない。しかし、まれに、第二の電子会議端末３０
以外の電子会議端末から第一の電子会議端末２０に接続されて、通話中の場合がある（ス
テップ５２４）。
【００８３】
　接続状態が通信中でない場合、電子会議管理部２４は、ＩＰアドレスを取得済みか否か
判断する。電子会議管理部２４は、ステップ５２２において検索されたＩＰアドレスの件
数が０件だったため、この時点で電子会議管理部２４はＩＰアドレスを取得していない。
その場合、再度ステップ５２２の処理へ戻る（ステップ５３０）。このように、第二の電
子会議端末３０に接続するまで、電子会議管理部２４は接続処理を繰り返す。
【００８４】
　第一の電子会議端末２０に遅れて、第二の電子会議端末３０によって電子会議の接続処
理が実行される。その処理について説明する。尚、第二の電子会議端末３０によって実行
されるステップについて説明する場合、ステップ番号に「’」をつけるものとする。
【００８５】
　電子会議管理部３４は、ＩＣカードリーダライタ３２から、第二の携帯電話５０の電話
番号ｂ１と第一の携帯電話４０の電話番号ａ１を受信すると、ＩＰネットワーク網９０を
通じて、ディレクトリ管理部６２に、第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１と第二の電子会
議端末３０のＩＰアドレスｂを登録するように通知する。ディレクトリ管理部６２は、そ
の通知を受信し、ディレクトリデータベース６４の携帯電話情報管理テーブル１０２へ、
第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１、第二の電子会議端末３０のＩＰアドレスｂを登録す
る。このように、携帯電話情報管理テーブル１０２において、第二の携帯電話５０の電話
番号ｂ１と第二の電子会議端末３０のＩＰアドレスｂが対応付けられる（ステップ５２０
’）。
【００８６】
　引き続き、電子会議管理部３４は、ディレクトリ管理部６２に、第一の携帯電話４０の
電話番号ａ１に対応するＩＰアドレスを取得するように通知する。ディレクトリ管理部６
２はその通知を受信し、携帯電話情報管理テーブル１０２から、第一の携帯電話４０の電
話番号ａ１に対応するＩＰアドレスを検索する。この処理が実行されるより前に、ステッ
プ５２０の処理が既に実行されており、第一の携帯電話４０の電話番号ａ１と第一の電子
会議端末２０のＩＰアドレスａは、携帯電話情報管理テーブル１０２に既に登録されてい
る。そのため、ディレクトリ管理部６２は、携帯電話情報管理テーブル１０２から第一の
携帯電話４０の電話番号ａ１に対応するＩＰアドレスである第一の電子会議端末２０のＩ
Ｐアドレスａを電子会議管理部３４に返す（ステップ５２２’）。
【００８７】
　ディレクトリ管理部６２から第一の電子会議端末２０のＩＰアドレスａを受信した後、
電子会議管理部３４は、電子会議制御部３６に、第二の電子会議端末３０は通信中である
か否か問い合わせる。尚、ここでは、電子会議管理部３４は第二の電子会議端末３０は通
信中でないという結果を受信したとする（ステップ５２４’）。
【００８８】
　第二の電子会議端末３０は通信中でない場合、電子会議管理部３４は、ＩＰアドレスを
取得済みか否か確認する。ステップ５２２’において、電子会議管理部３４は、第一の電
子会議端末２０のＩＰアドレスａを取得している。そのため、次の処理へ移る（ステップ
５３０’）。
【００８９】
　電子会議管理部３４は、電子会議制御部３６に対し、取得した第一の電子会議端末２０
のＩＰアドレスａを指定して、第一の電子会議端末２０に接続するように通知する。電子
会議制御部３６は、その通知を受信し、第一の電子会議端末２０のＩＰアドレスａを指定
してＩＰネットワーク網９０を介して第一の電子会議端末２０に接続する（ステップ５３
２’）。
【００９０】
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　ステップ５３０において、第一の電子会議端末２０における処理が、再度ステップ５２
２の処理へ戻った時点から、その後の処理について説明する。尚、この処理を説明する場
合のステップ番号には、「’’」を付けるものとする。
【００９１】
　電子会議管理部２４は、再度、ディレクトリ管理部６２に、第二の携帯電話５０の電話
番号ｂ１に対応するＩＰアドレスを取得するように通知する。この時点で、携帯電話情報
管理テーブル１０２には、第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１と、第二の電子会議端末３
０のＩＰアドレスｂは登録済みである。そのため、電子会議管理部２４は、第二の電子会
議端末３０のＩＰアドレスｂを取得する。（ステップ５２２’’）
【００９２】
　電子会議管理部２４は、電子会議制御部２６に、第一の電子会議端末２０は通信中であ
るか否か問い合わせる。尚、ここでは、電子会議管理部３４は第二の電子会議端末３０は
通信中でないという結果を受信したとする（ステップ５２４’’）
【００９３】
　第一の電子会議端末２０は通信中でない場合、電子会議管理部２４は、ＩＰアドレスを
取得済みか否か確認する。ステップ５２２’’において、電子会議管理部２４は、第二の
電子会議端末３０のＩＰアドレスｂを取得している。そのため、次の処理へ移る（ステッ
プ５３０’’）。
【００９４】
　電子会議管理部２４は、電子会議制御部２６に対し、取得した第一の電子会議端末３０
のＩＰアドレスｂを指定して、第二の電子会議端末３０に接続するように通知する。電子
会議制御部２６は、その通知を受信し、第二の電子会議端末３０のＩＰアドレスｂを指定
してＩＰネットワーク網９０を介して第二の電子会議端末３０に接続する（ステップ５３
２’’）。
【００９５】
　ステップ５２４’’の処理において、電子会議管理部２４が、第一の電子会議端末２０
は通信中であることを確認すると、通信中の電子会議端末のＩＰアドレスと、ステップ５
２２’’の処理で得られたＩＰアドレスとを比較する。この場合、通信中の電子会議端末
のＩＰアドレスはＩＰアドレスｂであり、ステップ５２２’’の処理で得られたＩＰアド
レスも第二の電子会議端末３０のＩＰアドレスｂであり、一致している。電子会議管理部
２４は、接続中の電子会議端末が、接続を予定したいた電子会議端末であると判断し、接
続処理を終了する（ステップ５２６’’）。
【００９６】
　第一の電子会議端末２０が第二の電子会議端末３０に接続されている場合、電子会議管
理部２４は、ステップ５３０の処理を実行せずに、接続処理を終了する。そのため、電子
会議管理部２４は、ステップ５２２～５３０の接続処理の繰り返し処理から抜ける。尚、
ステップ５２６において、接続中の電子会議端末のＩＰアドレスとステップ５２２の処理
で得られたＩＰアドレスとが異なっている場合、電子会議管理部２４は、電子会議制御部
２６へ通信を切断するように通知する。電子会議制御部２６はその通知を受けて、通信を
切断する（ステップ５２８）。その後、ステップ５３０の処理へ移り、以後の処理が実行
される。以上で、第一の接続方法に関する説明を終了する。
【００９７】
　尚、説明の便宜上、電子会議管理部２４によって実行される処理の方が、電子会議管理
部３４によって実行される処理より先に実行されるものとして説明したが、この順序を逆
にしても、第一の電子会議端末２０と第二の電子会議端末３０は接続される。
【００９８】
　この接続方法によれば、各電子会議端末２０，３０が、互いに相手の電子会議端末へ接
続処理を実行するため、両方の電子会議端末２０，３０が接続可能になり次第、すぐに接
続される。
【００９９】
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　次に、第二の接続方法を、図６を用いて説明する。図６は、各電子会議端末２０，３０
のうち、ディレクトリデータベース６４に対し、先に情報を登録した電子会議端末は待機
し、後から情報を登録した電子会議端末が、待機している電子会議端末へ接続する接続方
法に関するフローチャートである。
【０１００】
　電子会議管理部２４は、ＩＣカードリーダライタ２２から、電話番号ａ１，ｂ１を受信
すると、ディレクトリ管理部６２に、電話番号ａ１と電子会議端末のＩＰアドレスの登録
通知を送信する。一方、電子会議管理部３４も、ディレクトリ管理部６２に第一の携帯電
話４０の電話番号ａ１に対応付けられているＩＰアドレスの登録通知を送信する。電子会
議管理部２４により実行される処理と電子会議管理部３４により実行される処理のうち、
どちらが先に実行されるかは前もって知ることは出来ない。そのため説明の便宜上、ここ
では、電子会議管理部２４により実行される処理の方が先に実行されるものとして説明を
進める。ディレクトリ管理部６２は、電子会議管理部２４から登録通知を受信すると、携
帯電話情報管理テーブル１０２が、第二の電子会議端末の通知を受信して更新されないよ
うに、携帯電話情報管理テーブル１０２にロックを掛ける。その上で、ディレクトリ管理
部６２は、ディレクトリデータベース６４の携帯電話情報管理テーブル１０２へ、第一の
携帯電話４０の電話番号ａ１と第一の電子会議端末２０のＩＰアドレスａを登録する（ス
テップ５４０）。
【０１０１】
　次に、電子会議管理部２４は、ディレクトリ管理部６２に、第二の携帯電話５０の電話
番号ｂ１に関連するＩＰアドレスの取得通知を送信する。ディレクトリ管理部６２は、そ
の通知が第一の電子会議端末２０から送信された取得通知であることを確認し、携帯電話
情報管理テーブル１０２から、第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１に対応するＩＰアドレ
スを検索し、検索結果を電子会議管理部２４に返す。ディレクトリ管理部６２は、携帯電
話情報管理テーブル１０２に対するロックを解除する。第一の電子会議端末２０は第二の
電子会議端末３０に先行して電子会議の接続処理を実行しており、そのため携帯電話情報
管理テーブル１０２に第二の携帯電話５０の情報は登録されていない。そのため、検索さ
れるＩＰアドレスの件数は０件である。（ステップ５４２）。
【０１０２】
　ステップ５４０およびステップ５４２の処理は、ディレクトリ管理部６２によって、デ
ータベース上アトミックな処理として実行される。つまり、ステップ５４０が開始してか
らステップ５４２が終了するまでの間に、携帯電話情報管理テーブル１０２の内容は、第
二の電子端末３０によって書き換えられないことが保障される。また、ステップ５４２の
処理が終了する前に異常が発生した場合、ステップ５４０以前の状態に戻されることが保
障される。
【０１０３】
　ステップ５４２が終了した時点で、第二の電子会議端末３０のＩＰアドレスｂがある場
合、第二の電子会議端末３０が電子会議を構成するための接続処理を既に開始していたこ
とを示し、無い場合、第二の電子会議端末３０はまだ電子会議を構成するための接続処理
を実行していないことを示す。
【０１０４】
　ステップ５４２の後、電子会議管理部２４は、ディレクトリ管理部６２から検索結果を
受信し、ＩＰアドレスがあるか否か確認する（ステップ５４４）。
【０１０５】
　ステップ５４２より、検索件数は０件であるため、この時点で電子会議管理部２４は、
ＩＰアドレスを取得していない。その場合、電子会議管理部２４は第二の電子会議端末３
０から接続されるまで待機する。このように、電子会議管理部２４は、他端末から接続さ
れるのを待つ（ステップ５４８）。
【０１０６】
　電子会議端末２０より遅れて、第二の電子会議端末３０によって電子会議の接続処理が
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実行さる。その処理について説明する。尚、第二の電子会議端末３０によって実行される
ステップについて説明する場合、ステップ番号に「’」をつけるものとする。
【０１０７】
　電子会議管理部３４は、ＩＣカードリーダライタ３２から、電話番号ａ１，ｂ１を受信
すると、ディレクトリ管理部６２に、電話番号ｂ１と第二の電子会議端末３４のＩＰアド
レスを登録するように通知する。ディレクトリ管理部６２は、その通知を受信する。しか
し、ディレクトリ管理部６２は、電子会議管理部２４の処理によって発生したステップ５
４０～ステップ５４０によって携帯電話情報管理テーブル１０２がロックされているため
、携帯電話情報管理テーブル１０２を更新できない。そこで、ディレクトリ管理部６２は
、携帯電話情報管理テーブル１０２のロックが解除されるまで待機する。
【０１０８】
　ロックが解除されると、ディレクトリ管理部６２は、携帯電話情報管理テーブル１０２
が更新されないように、ロックを掛ける。その上で、ディレクトリ管理部６２は、ディレ
クトリデータベース６４の携帯電話情報管理テーブル１０２へ、第二の携帯電話５０の電
話番号ｂ１と第二の電子会議端末３０のＩＰアドレスｂを登録する（ステップ５４０’）
。
【０１０９】
　次に、電子会議管理部３４は、ディレクトリ管理部６２に、第一の携帯電話４０の電話
番号ａ１に関連するＩＰアドレスを取得するように通知する。ディレクトリ管理部６２は
、その通知が第二の電子会議端末３０から送信された通知であることを確認し、携帯電話
情報管理テーブル１０２から、第一の携帯電話４０の電話番号ａ１に対応するＩＰアドレ
スを検索する。ステップ５４０の処理によって、携帯電話情報管理テーブル１０２に、第
一の携帯電話の電話番号および第一の電子会議端末３４のＩＰアドレスは既に登録されて
いる。そのため、ディレクトリ管理部６２は、第一の携帯電話の電話番号に関連する情報
である第一の電子会議端末３４のＩＰアドレスａを取得し、電子会議管理部３４へ返す。
その後ディレクトリ管理部６２は、携帯電話情報管理テーブル１０２に対するロックを解
除する（ステップ５４２’）。
【０１１０】
　電子会議管理部３４は、ディレクトリ管理部６２から検索結果を受信し、ＩＰアドレス
があるか否か確認する（ステップ５４４’）。
【０１１１】
　ステップ５４２’の処理より、電子会議管理部３４は、ＩＰアドレスａを取得済みであ
る。電子会議管理部３４は、電子会議制御部３６に対し、取得した第一の電子会議端末２
０のＩＰアドレスａを指定して、第一の電子会議端末２０に接続するように通知する。電
子会議制御部３６は、その通知を受信し、第一の電子会議端末２０のＩＰアドレスａによ
って第二の電子会議端末３０を特定し、第二の電子会議端末３０に接続する（ステップ５
４６’）。この処理によって、第一の電子会議端末２０は第二の電子会議端末３０に接続
される。以上で、第二の接続方法に関する説明を終了する。
【０１１２】
　尚、説明の便宜上、電子会議管理部２４によって実行される処理の方が、電子会議管理
部３４によって実行される処理より先に実行されるものとして説明したが、この順序を逆
にしても、第一の電子会議端末２０と第二の電子会議端末３０は接続される。
【０１１３】
　この接続方法によれば、両方の電子会議端末２０，３０が接続可能になり次第、すぐに
接続される上に、先に接続処理を実行している第一の電子会議端末２０は、後から接続処
理を実行している第二の電子会議端末３０から接続されるまで、無駄な接続処理を実行し
ないで済む。
【０１１４】
　次に、第三の接続方法を、図７を用いて説明する。図７は、多地点接続装置８０を用い
た場合の接続方法に関するフローチャートである。上述した二つの方法は、一方の電子会
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議端末が他方の電子会議端末へ直接接続する方法であるのに対し、この接続方法は、各電
子会議端末２０，３０が多地点接続装置８０を経由して接続される方法である。
【０１１５】
　電子会議管理部２４は、ＩＣカードリーダライタ２２から、電話番号ａ１，ｂ１を受信
すると、ＩＰネットワーク網９０を通じて、ディレクトリ管理部６２に、多地点接続管理
テーブル１０６から、第一の携帯電話４０の電話番号ａ１に対応する情報の取得要求通知
を送信する。一方、電子会議管理部３４も、ディレクトリ管理部６２に第一の携帯電話４
０の電話番号ａ１に対応する情報の取得要求通知を送信する。電子会議管理部２４により
実行される処理と電子会議管理部３４により実行される処理のうち、どちらが先に実行さ
れるかは前もって知ることは出来ない。説明の便宜上、ここでは、電子会議管理部２４に
より実行される処理の方が、電子会議管理部３４により実行される処理より先に実行され
るものとして説明を進める。
                                                                                
【０１１６】
　ディレクトリ管理部６２は、電子会議管理部２４から取得要求通知を受信すると、多地
点接続管理テーブル１０６が、第二の電子会議端末３０によって更新されないようにロッ
クを掛ける。その上で、多地点接続管理テーブル１０６から、第一の携帯電話４０の電話
番号ａ１に対応する情報を検索し、検索結果を電子会議管理部２４に返す（ステップ５６
０）。
【０１１７】
　第一の電子会議端末２０は第二の電子会議端末３０に先行して電子会議の接続処理を実
行しており、そのため多地点接続管理テーブル１０６に、第一の携帯電話４０の電話番号
ａ１は登録されていない。
【０１１８】
　ディレクトリ管理部６２は、多地点接続グループ管理テーブル１０８から、多地点接続
装置の８０のＩＰアドレスであるＭＣＵアドレスｃであり且つ使用中フラグが０（未使用
）の条件を満たすグループを検索する。その結果、グループｃ－ｇ１が得られたとする。
ディレクトリ管理部６２は、多地点接続グループ管理テーブル１０８に対して、ＭＣＵア
ドレスｃ、グループｃ－ｇ１に対応する使用中フラグを１（使用済み）とする。このよう
にして、ＭＣＵアドレスｃ、グループｃ－ｇ１を取得する。
【０１１９】
　ディレクトリ管理部６２は、第一の携帯電話４０の電話番号ａ１、第一の電子会議端末
２０のＩＰアドレスａ、ＭＣＵアドレスｃ、グループｃ－ｇ１を多地点接続管理テーブル
１０６に登録する。また、第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１、ＭＣＵアドレスｃ、グル
ープｃ－ｇ１を登録する。ただし、第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１に対応するＩＰア
ドレスはダミーのＩＰアドレスとする。この時、第一の電子会議端末２０は、第二の携帯
電話５０の電話番号ｂ１に対応するＩＰアドレスを特定できないためである。尚、ダミー
のＩＰアドレスとは、形式はＩＰアドレスの形式をしているが、端末を識別するための意
味のある情報を有していないＩＰアドレスを指す。このように、先に多地点接続装置８０
に接続した電子会議端末２０が、第一の携帯電話４０の電話番号ａ１（自己の端末）と共
に、第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１（接続相手の端末）を、同じ識別子（ＭＣＵアド
レスｃ、グループｃ－ｇ１）を使用して、多地点接続管理テーブル１０６に登録する。そ
の後、ディレクトリ管理部６２は、多地点接続管理テーブル１０６に対するロックを解除
する（ステップ５６２）。
【０１２０】
　ディレクトリ管理部６２は、第一の携帯電話４０の電話番号ａ１に対応するＭＣＵアド
レスｃを、電子会議管理部２４へ返す（ステップ５６８）。
【０１２１】
　電子会議管理部２４は、ＭＣＵアドレスｃを受信し、電子会議制御部２６に対し、取得
したＭＣＵアドレスｃを指定して、多地点接続装置８０に接続するように通知する。電子
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会議制御部３６は、その通知を受信し、ＭＣＵアドレスｃに基づいて多地点接続装置８０
に接続する（ステップ５７０）。
【０１２２】
　先行して処理を実行している第一の電子会議端末２０に遅れて、第二の電子会議端末３
０による電子会議の接続処理が行なわれる。その処理について説明する。尚、第二の電子
会議端末３０によって実行されるステップについて説明する場合、ステップ番号に「’」
をつけるものとする。
【０１２３】
　電子会議管理部３４は、ディレクトリ管理部６２に、多地点接続管理テーブル１０６か
ら、第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１に対応する情報を取得するように通知する。しか
し、ステップ５６０、ステップ５６２の処理により多地点接続管理テーブル１０６がロッ
クされている。この場合、ディレクトリ管理部６２は待機する。多地点接続管理テーブル
１０６のロックが解除されると、ディレクトリ管理部６２は、多地点接続管理テーブル１
０６から、第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１の情報を検索する。この時点では、ステッ
プ５６２の処理が既に実行されており、多地点接続管理テーブル１０６に、第二の携帯電
話５０の電話番号ｂ１にダミーのＩＰアドレスが登録されている。その結果、ディレクト
リ管理部６２は、ダミーのＩＰアドレスを電子会議管理部３４に返す。電子会議管理部３
４は、その検索結果を受信する（ステップ５７０’）。
【０１２４】
　電子会議管理部３４は、検索結果が１件ある場合、検索結果に含まれるＩＰアドレスが
ダミーのＩＰアドレスか否か確認する（ステップ５６４’）。
【０１２５】
　電子会議管理部３４は、ステップ５７０’でダミーのＩＰアドレスを取得している。そ
の場合、電子会議管理部３４は、ディレクトリ管理部６２に、第二の携帯電話５０の電話
番号ｂ１をキーにして、ＩＰアドレスの情報を第二の電子会議端末３０のＩＰアドレスｂ
に更新させる。一方、取得しているＩＰアドレスがダミーのＩＰアドレスでない場合は次
の処理へ移る（ステップ５６６’）。
【０１２６】
　その後、電子会議管理部３４は、ディレクトリ管理部６２に、多地点接続管理テーブル
１０６から、第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１に対応する情報を取得するように通知す
る。ディレクトリ管理部６２はその通知を受信し、多地点接続管理テーブル１０６から、
第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１に対応する情報であるＭＣＵアドレスｃ、グループｃ
－ｇ１を取得する。ディレクトリ管理部６２は、その情報を電子会議管理部３４へ返す（
ステップ５６８’）。
【０１２７】
　電子会議管理部３４は、取得したＭＣＵアドレスｃを指定して、電子会議制御部３６に
多地点接続装置８０に接続するように通知する。電子会議制御部３６は、その通知を受信
し、ＭＣＵアドレスｃによって多地点接続装置８０を特定し、多地点接続装置８０に接続
する（ステップ５７０’）。
【０１２８】
　多地点接続装置８０は、第二の電子会議端末３０から接続されると、第二の電子会議端
末３０のＩＰアドレスｂを取得する。そして、ディレクトリ管理部６２に、第二の電子会
議端末３０のＩＰアドレスｂに対応しているＭＣＵアドレスとグループを要求する。その
結果、ＭＣＵアドレスｃ１とグループｃ－ｇ１が得られる。
【０１２９】
　次に、多地点接続装置８０は、ディレクトリ管理部６２に、ＭＣＵアドレスｃ１とグル
ープｃ－ｇ１の組み合わせに対応しているＩＰアドレスを取得するように通知する。この
時点で、多地点接続管理テーブル１０６には、第一の電子会議端末２０のＩＰアドレスａ
と第二の電子会議端末３０のＩＰアドレスｂが登録されているので、ディレクトリ管理部
６２は、第二の電子会議端末３０のＩＰアドレスｂと、第一の電子会議端末２０のＩＰア
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ドレスａを取得し、多地点接続装置８０に返す。多地点接続装置８０は、第二の電子会議
端末３０のＩＰアドレスｂと、電子会議管理部２０のＩＰアドレスａは、同一のＭＣＵア
ドレスｃ１及びグループｃ－ｇ１に対応していたため、両方のＩＰアドレスは、同じ電子
会議の構成メンバーの電子会議端末のＩＰアドレスであると判断する。そこで、多地点接
続装置８０は、第一の電子会議端末２０と第二の電子会議管理部３０を接続する。このよ
うにして、各電子会議端末２０，３０が、多地点接続装置８０を経由して接続される。
【０１３０】
　以上で、第一の携帯電話４０と第二の携帯電話５０とが接続されている状態から、第一
の電子会議端末２０と第二の電子会議端末３０とが接続されるまでの切り替え処理につい
て、説明を終了する。
【０１３１】
　尚、説明の便宜上、電子会議管理部２４によって実行される処理の方が、電子会議管理
部３４によって実行される処理より先に実行されるものとして説明したが、この順序を逆
にしても、第一の電子会議端末２０と第二の電子会議端末３０は接続される。
【０１３２】
　以上説明したように、本実施の形態１によれば、第一の電子会議端末２０は、第一の携
帯電話４０が保持している第二の携帯電話５０の電話番号によって、サーバー６０から、
第二の電子会議端末３０に接続するための情報を取得出来る。これにより、第二の携帯電
話５０から第一の携帯電話４０へ、第二の電子会議端末３０の情報通信端末識別情報を送
信しなくても、第一の電子会議端末２０は第二の電子会議端末３０に接続出来る。
【０１３３】
　（実施の形態２）
　実施の形態２では、各電子会議端末２０，３０が相互に接続されており、ユーザＡとユ
ーザＢが電子会議を行なっている状態から、ユーザＡが第一の電子会議端末２０を利用す
るのを終了し、第一の携帯電話４０から第二の電子会議端末３０へ接続し、情報を交換す
る場合について説明する。
【０１３４】
　このような状況は、例えば、ユーザＡが第一の電子会議端末２０を利用して、ユーザＢ
が第二の電子会議端末３０を利用して電子会議を行なっている状態であって、ユーザＡが
第一の電子会議端末２０を使用できる時間以内に電子会議が終了せず、ユーザＡが第一の
電子会議端末２０から離れ、引き続き、第一の携帯電話４０から電子会議に参加する場合
に発生する。
【０１３５】
　各電子会議端末２０，３０が相互に接続されている状態から、ユーザＡが第一の電子会
議端末２０を利用するのを終了し、ユーザＡが第一の携帯電話４０を用いて第二の電子会
議端末３０へ接続し、電子会議に参加する場合について図８を用いて説明する。
【０１３６】
　図８は、第一の電子会議端末２０が第二の電子会議端末３０に接続されている状態から
、第一の電子会議端末２０が第二の電子会議端末３０への接続を切断し、第一の携帯電話
４０へ、ユーザＡが電子会議に接続するために必要な接続先の情報を送信するまでの第一
の電子会議端末２０による処理の流れを示すフローチャートである。
【０１３７】
　この処理は、ユーザＡが第一の電子会議端末２０を操作することによって、開始される
。ユーザＡの操作によって、ユーザＡが第一の携帯電話４０によって電子会議へ参加する
ことが電子会議管理部２４へ通知される。この時、電子会議管理部２４へ通知されるメッ
セージを、携帯電話移行通知とする。
【０１３８】
　電子会議管理部２４は携帯電話移行通知を受信すると、電子会議制御部２６へ、第二の
電子会議端末３０との接続を切断する通知を送信する。電子会議制御部２６はその通知を
受信し、第二の電子会議端末３０の電子会議制御部３６へ、切断予告通知を送信する。電
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子会議制御部３６は切断予告通知を受信し、電子会議管理部３４へ切断予告受信通知を送
信する。電子会議管理部３４は切断予告受信通知を受信する。電子会議制御部２６は、接
続中の第二の電子会議端末３０に、接続を切断することを通知する切断通知手段としての
役割を有する。（ステップ５７２）。
【０１３９】
　その後、電子会議管理部２４は、第一の携帯電話４０の接続先を特定する接続先の電話
番号ｘ１を取得する。電子会議管理部２４は，電子会議管理部２４の接続先電話番号ｘ１
を取得する接続先情報取得手段としての役割を有する。尚、この接続先の電話番号ｘ１の
決定方法の詳細については追って説明する（ステップ５７４）。
【０１４０】
　電子会議管理部２４は、接続先の電話番号ｘ１を取得した後、ＩＣカードリーダライタ
２２に対して書き込み要求を出す。その要求を受けて、ＩＣカードリーダライタ２２は書
き込み要求の状態で待機する（ステップ５７６）。そして、第一の携帯電話４０がＩＣカ
ードリーダライタ２２の付近に来た時に、ＩＣカードリーダライタ２２は、第一の携帯電
話４０に内蔵されている近距離通信ＩＣ４６に接続先の電話番号を書き込む。このように
、ＩＣカードリーダライタ２２は第一の携帯電話４０に接続先の電話番号ｘ１を送信する
、端末接続先情報送信手段としての役割を有する。（ステップ５７７）。
【０１４１】
　ＩＣカードリーダライタ２２は、近距離通信ＩＣ４６に接続先の電話番号の書き込みが
完了すると、電子会議管理部２４に書き込み処理が完了したことを電子会議管理部２４に
通知する。電子会議管理部２４は、その通知を受信した後、ディレクトリ管理部６２へ、
ディレクトリデータベース上から第一の携帯電話４０の電話番号ａ１に対応する情報を削
除するように通知する。ディレクトリ管理部６２は、その通知を受け、電子会議端末情報
管理テーブル１０４から、第一の携帯電話４０の電話番号ａ１に対応する情報を削除する
（ステップ５７８）。
【０１４２】
　続いて接続先の電話番号ｘ１の決定方法の詳細について図９のフローチャートを用いて
説明する。図９は、第一の電子会議端末２０を利用した電子会議の参加を終了し、第一の
携帯電話４０による電子会議の参加へ切り替える場合の、第一の携帯電話４０の接続先の
電話番号ｘ１を決定する手順を示すフローチャートである。
【０１４３】
　ステップ５７２の処理の後、電子会議管理部２４から接続終了予告通知を受信した電子
会議管理部３４は、第二の電子会議端末３０の表示画面に、第一の電子会議端末２０が携
帯電話移行通知を受信したことを表示する。それと共に、第二の電子会議端末３０による
接続を終了して第二の携帯電話５０によって電子会議へ参加するか、第二の電子会議端末
３０よる接続を継続するかを表示し、ユーザＢの選択を促す。
【０１４４】
　ユーザＢが、第二の電子会議端末３０を操作し、いずれか一方を選択すると、第二の電
子会議端末３０の電子会議管理部３４は、第一の電子会議端末２０の電子会議管理部２４
へユーザＢの選択した結果を含む、接続終了予告応答通知通知を送信する。
【０１４５】
　電子会議管理部２４は、ユーザＢの接続終了予告応答通知通知を受信し、ユーザＢの選
択した結果を調べる（ステップ５８０）。
【０１４６】
　ユーザＢの選択した結果が「第二の電子会議端末３０による接続を継続する」の場合、
電子会議管理部２４は、電子会議を構成したときの第一の電子会議端末２０と第二の電子
会議端末３０の接続方法について確認する。これは、各電子会議端末２０，３０に静的に
設定されている情報であるため、その設定内容を取得する（ステップ５８２）。
【０１４７】
　接続方法が、第一の接続方法または第二の接続方法のように、第一の電子会議端末２０
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と第二の電子会議端末３０とを直接接続する方法の場合、電子会議管理部２４は、ディレ
クトリ管理部６２に、第二の電子会議端末３０のＩＰアドレスｂに対応する第二の電子会
議端末３０の電話番号を取得するように通知する。ディレクトリ管理部６２は、その通知
を受信し、電子会議端末情報管理テーブル１０４を検索し、第二の電子会議端末３０のＩ
Ｐアドレスｂに関連付けられた第二の電子会議端末３０の電話番号ｂ－１を、電子会議管
理部２４へ返す。この第二の電子会議端末３０の電話番号ｂ－１が、接続先の電話番号ｘ
１となる（ステップ５８４）。
【０１４８】
　一方、接続方法が、第三の接続方法のように、多地点接続装置８０を経由した接続方法
の場合、電子会議管理部２４は、ディレクトリ管理部６２に、多地点接続装置８０のＩＰ
アドレスに対応する多地点接続装置８０のＩＰアドレスの電話番号を取得するように通知
する。ディレクトリ管理部６２は、その通知を受信し、電子会議端末情報管理テーブル１
０４を検索し、多地点接続装置８０のＩＰアドレスに対応する多地点接続装置８０の電話
番号ｃ－１を電子会議管理部２４へ返す。この多地点接続装置８０の電話番号ｃ－１が、
接続先の電話番号ｘ１となる（ステップ５８６）。
【０１４９】
　一方、ステップ５８０でユーザＢの選択した結果が「第二の携帯電話５０によって電子
会議へ参加する」の場合、電子会議管理部２４は、ディレクトリ管理部６２に、第二の電
子会議端末３０のＩＰアドレスｂに対応する電話番号を取得するように通知する。ディレ
クトリ管理部６２は、その通知を受けて、携帯電話情報管理テーブル１０２を検索し、第
二の電子会議端末３０のＩＰアドレスｂに対応する第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１を
電子会議管理部２４へ返す。この第二の携帯電話５０の電話番号ｂ１が、接続先の電話番
号ｘ１となる（ステップ５８３）。このように、第一の電子会議端末２０の内部で接続先
の電話番号ｘ１が決定される。
【０１５０】
　以上で、電子会議端末２０からの接続を切断し、第一の携帯電話４０を用いて電子会議
に接続する場合の電子会議端末２０で実行される処理についての説明を終了する。
【０１５１】
　次に、第一の携帯電話４０の動作について説明する。
【０１５２】
　ステップ５７６の後で、ユーザＡが第一の電子会議端末２０のＩＣカードリーダライタ
２２に第一の携帯電話４０を接近させると、ＩＣカードリーダライタ２２が近距離通信Ｉ
Ｃ４６に、接続先の電話番号ｘ１を書き込む。
【０１５３】
　その後、ユーザＡが第一の携帯電話４０を操作することによって、通信管理部４４に、
ユーザＡは第一の携帯電話４０を用いて電子会議に接続することが通知される。通信管理
部４４は、この通知を受信すると、近距離通信ＩＣ４６から接続先の電話番号ｘ１を取得
する。続いて、通信管理部４４は、通信制御部に、取得した接続先の電話番号ｘ１を指定
して、発信処理を実行させる。このように、第一の携帯電話４０は、接続先の電話番号ｘ
１によって特定された通信端末に接続される。尚、本実施の形態においては、接続先の電
話番号ｘ１で特定される通信端末は、第二の携帯電話５０、第二の電子会議端末３０また
は多地点接続装置８０のいずれかである。
【０１５４】
　以上説明したように、本実施の形態２によれば、各電子会議端末２０，３０が接続され
ている状態から、第一の電子会議端末２０による接続を終了し、第一の携帯電話４０を用
いて電子会議に参加する場合に、第一の携帯電話４０は、接続先の通信端末の電話番号を
取得出来る。そのため、第一の携帯電話４０を用いて電子会議に参加することが出来る。
【０１５５】
　本実施の形態では、各電子会議端末２０，３０のＩＰアドレス、各携帯電話４０，５０
の電話番号の接続情報を管理する端末識別情報管理手段における記憶保持部として、デー
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タベースを利用している。上記の接続情報を記憶する手段は、通信端末の識別情報を記憶
する出来るものであればよい。例えば、サーバー６０に内蔵されたメモリなどの一次記憶
装置や、テキストファイルであっても良い。
【０１５６】
　本実施の形態１において、ディレクトリデータベース６４の内容は、電子会議端末を使
用する際に登録され、電子会議端末から離れる際に削除される。しかし、ディレクトリデ
ータベース６４の内容は、予め入力され、そのまま維持されても良い。例えば、各電子会
議端末２０，３０を使用するユーザ（各携帯電話４０，５０）が固定されている場合、入
力されたディレクトリデータベース６４の内容が固定されていても、一方の電子会議端末
が、接続相手の電子会議端末の情報通信端末識別情報を取得し、接続相手の電子会議端末
に接続することは可能である。
【０１５７】
　本実施の形態では、移動体通信端末として携帯電話２０を利用しているが、持ち運び可
能な通信端末であれば、携帯電話に限られない。電子会議端末２０から離れても通信可能
な通信端末であれば良い。
【０１５８】
　また、本実施の形態では、第一の携帯電話４０から電話網９２を介して第二の電子会議
端末３０へ接続しているが、電話網９２を介さずに、第二の電子会議端末３０へ接続して
も良い。例えば、パケット電話のように、ＩＰネットワーク網を介して、第一の携帯電話
４０から第二の電子会議端末３０へ接続しても良い。
【０１５９】
　本実施の形態１では、第一の電子会議端末２０に対応する携帯電話は、第一の携帯電話
４０の一台のみであったが、これを複数とすることも可能である。即ち、既に第一の電子
会議端末２０と第二の電子会議端末３０が接続されている状態において、第一の電子会議
端末２０に対応付けられる携帯電話を順次追加することが可能である。
【０１６０】
　本実施の形態２において、第一の電子会議端末２０に対応する携帯電話が複数台ある状
態、即ち参加者が第一の電子会議端末２０を使用している参加者が複数いる状態から、一
人が第一の電子会議端末２０から離れ第一の携帯電話４０を用いて電子会議に参加する場
合であっても、第一の電子会議端末２０は第一の携帯電話４０が接続するべき接続先の電
話番号を第一の携帯電話４０へ送信することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１６１】
【図１】本発明の実施の形態における電子会議システムの構成図である。
【図２】本発明の実施の形態におけるディレクトリデータベースに登録されているテーブ
ルである。
【図３】本発明の実施の形態における、携帯電話の通信管理部における処理の流れを示す
フローチャートである。
【図４】本発明の実施の形態における、電子会議の接続処理の流れを示すフローチャート
である。
【図５】本発明の実施の形態における、第一の接続方法による電子会議の接続処理の流れ
を示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施の形態における、第二の接続方法による電子会議の接続処理の流れ
を示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施の形態における、第三の接続方法による電子会議の接続処理の流れ
を示すフローチャートである。
【図８】本発明の実施の形態における、電子会議端末同士で電子会議を構成している状態
から、携帯電話を用いて電子会議へ参加するように切り替える場合の、電子会議端末にお
ける処理の流れを示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施の形態における、携帯電話を用いて電子会議へ参加する場合の、接
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続先を決定するための処理の流れを示すフローチャートである。
【図１０】従来の、情報通信端末と音声通信端末を備えた接続切り替え方法を説明するた
めの構成図である。
【符号の説明】
【０１６２】
　１０　電子会議システム、２０，３０　電子会議端末、２２，３２　ＩＣカードリーダ
ライタ、２４，３４　電子会議管理部、２６，３６　電子会議制御部、４０，５０　携帯
電話、４２，５２　通信制御部、４４，５４　通信管理部、４６，５６　近距離通信ＩＣ
、６０　サーバー、６２　ディレクトリ管理部、６４　ディレクトリデータベース、８０
　多地点接続装置、１０２　携帯電話情報管理テーブル、１０４　電子会議端末情報管理
テーブル、１０６　多地点接続管理テーブル、１０８　多地点接続グループ管理テーブル
、１１０　第一の電話、１４０　第一の装置、１３０　第一の周辺機器接続手段、１４２
　第二の装置、１３２　第二の周辺機器接続手段。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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