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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　夫々が各通信ネットワーク（３３０、３４０、３５０）に接続された複数のエンドユー
ザシステム（１１０、１２０）夫々にアクセスし、インターネットを介してＳＩＰを用い
て第１と第２のエンドユーザ間のユーザマルチメディアセションを確立する方法であって
、
　複数のエンドユーザシステム各々のエンドユーザシステムのための、各エンドユーザシ
ステムの能力を規定するデータを各記憶ユニット（１４０）に格納する工程と、
　第１のユーザが前記複数のエンドユーザシステムの第１のシステム（１１０）において
、第２のユーザの複数のエンドユーザシステムの内の少なくとも１つ（１２０）に対する
、通信用のメディア能力についての初期要求を決定する通信の招待の送信を開始する工程
と、
　前記初期要求と前記格納されたデータとに依存して、適切なメディア能力をもつエンド
ユーザシステムの選択のために各パーティ（８１５、８３５）とネゴシエーションする工
程と、
　選択エンドユーザについてのネットワークアドレスを、各ユーザシステムと各通信ネッ
トワークに接続されたネットワークノード（１３０）との間の各ユーザセションのサブセ
ションの確立のために決定する工程と、
　前記ネットワークノード（１３０）において、マルチメディアユーザセションの創成の
ために前記サブセションと内部接続する工程とを有し、
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　前記格納する工程は、前記データを前記各複数のエンドユーザシステム（１１０、１２
０）で登録する工程と、前記データを前記記憶ユニット（１４０）での記憶のために転送
する工程とを含み、
　前記登録する工程は、前記エンドユーザシステムが短距離無線通信システムであるBlue
tooth（登録商標）システムにより少なくとも別のエンドユーザシステムに接続すること
を含み、前記別のエンドユーザシステムに関係した前記データをポーリングし、
　前記サブセションは前記データに応じて確立されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　少なくとも１つの記憶ユニット（１４０）は、その関係した複数のエンドユーザシステ
ム（１１０、１２０）に位置することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記登録は、エンドユーザシステムにおけるエンドユーザのマニュアル操作により部分
的になされることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記転送は、無線ネットワークにより前記データを通信することを含むことを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ネゴシエーションする工程は、サービスノードにおいて実施される支援サービスを
決定することに関与し、
　前記確立する工程は、前記サービスノードと前記ネットワークノード（１３０）との間
のさらなるサブセションの創成を含み、
　前記内部接続する工程は、前記マルチメディアユーザセションが前記サービスを支援す
るように前記さらなるサブセションと前記サブセションの内部接続を含むことを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記通信を確立する工程は、少なくとも１つの通信条件が満足されないという理由で延
期されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記条件は一回の障害に関係して前記対応するメディアが可能なエンドユーザシステム
を識別選択し、
　そのような対応するシステムの利用可能性が後になって決定されることを特徴とする請
求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記利用可能性はエンドユーザシステムにおいて自動的に決定されることを特徴とする
請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　処理及び記憶手段と、入力手段と、情報の呈示手段と、通信ネットワークへの接続手段
とを有し、インターネットを介しＳＩＰを用いたマルチメディアセションの創成を制御す
るエンドユーザシステムであって、
　前記エンドユーザシステムの環境にあうように決定された、複数の識別されたエンドユ
ーザシステム夫々の能力を規定するデータを登録する手段と、
　メディアの選択をネゴシエートするためにネットワークと相互作用する手段と、
　前記メディアの選択に対応する識別されたエンドユーザシステムを選択する手段と、
　前記識別されたエンドユーザシステムの選択を含む要求を送信して前記選択されたエン
ドユーザシステムとネットワークノード（１３０）との間の各ユーザセションのサブセシ
ョンを確立する手段と、
　前記ネットワークノード（１３０）において、前記サブセションと内部接続してマルチ
メディアユーザセションを形成する手段とを有し、
　前記登録する手段は、短距離無線通信システムであるBluetooth（登録商標）により少
なくとも別のエンドユーザシステムに接続し、前記別のエンドユーザシステムに関係した
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前記データをポーリングし、
　前記サブセションは前記データに応じて確立されることを特徴とするエンドユーザシス
テム。
【請求項１０】
　物理的環境内のエンドユーザシステムの自動検出の手段と前記データのために前記検出
されたシステムにポーリングする手段とをさらに有することを特徴とする請求項９に記載
のエンドユーザシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は複数のエンドユーザシステムに対して同時にアクセスするユーザ間でのマルチ
メディアセションを確立する方法に関するものである。
【０００２】
　また、本発明は、前記方法を実現する構成に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　通信の一般的な手段としてのインターネットの使用は引き続き成長している。インター
ネットの成功は、製造者とネットワークプロバイダとの間の標準化の発展における実りあ
る協力に依存するところが多い。ＴＣＰ／ＩＰという一揃いのプロトコルはインターネッ
ト通信の基本的な標準になった。リアルタイムプロトコル（ＲＴＰ）のような他の標準も
そのネットワークに機能性を付加し、リアルタイムサービスが、例えば、オーディオやビ
デオ情報を転送するということを可能にしている。リアルタイムサービスの品質を維持す
るために、ネットワークはリアルタイムセションを通して満足のゆく特性を提供しなけれ
ばならない。それ故に、通信を行い、例えば、ビット率や遅延特性のような要求を扱うた
めの標準が開発されている。一般に、サービス品質（ＱｏＳ）はインターネットのさらな
る発展においては重要なトピックとなっている。ハンドシェイク手順をもつパーティ間の
通信セションを開始することがまず、生じなければならないであろう。セション開始プロ
トコルＳＩＰはインターネットを基本とする通信処理のために開発された。他のパーティ
（人、情報サービス、或いはトランザクションサービス）に対して発呼する発信元がこの
手順を開始する。その呼はその呼を受付けたり拒絶したりできる被呼パーティに通信され
ねばならない。もし、呼が受け付けられると、さらなる条件が、関与するパーティに利用
可能な通信手段の間での互換性を満たすために達成されねばならない。通信の伝統的な方
法では、各パーティが異なるアクセスネットワーク運用者により運用される異なるアクセ
スネットワークにより接続される端末の選択を利用することのできる環境を十分に利用し
ていない。
【０００４】
　一般に、ネットワークにアクセスするユーザはそのユーザセションを通じて特定の端末
を用い、従ってその特定の端末によってサポートされるメディアタイプに限定される。例
えば、その端末は移動体電話であるかもしれない。例えば、移動体電話のような多くの端
末は、音声とデータのような幾つかのデータタイプをサポートできる。幾つかの同時進行
するセションが、例えば、移動体電話のような１つの同じ端末で開始され、これによりマ
ルチメディア通信を可能としているかもしれない。しかしながら、移動体電話は基本的に
は携帯性のために最適化され、音声通信のために意図されているもので、逆に他のメディ
アは限定的な処理能力、メモリ制限、小型ディスプレイ画面のような技術的な限界により
影響を受けるかもしれない。同様に、他のタイプの端末はしばしば特定のアプリケーショ
ンのために最適化されている。従って、例えば、携帯情報端末ＰＤＡはもっともなサイズ
の表示画面をもち、データネットワークとの接続が可能である。それ故に、ＰＤＡは文字
や画像のようなプリント情報を搬送するのに便利である。しかしながら、ＰＤＡは音声通
信の手段を備えてはいない。パーソナルコンピュータＰＣは一般にネットワークによる音
声とデータの同時通信を可能にするに十分な能力がある。しかしながら、ＰＣは、一般に
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、例えば、通常、動作時間に厳しい制限のある電池による電力供給能力をもつ移動体電話
やラップトップＰＣと比べて移動性に乏しい。従って、環境に依存して、ユーザは最も良
く利用する通信条件と所望の通信タイプに最も適合したタイプの端末を好むかもしれない
。
【０００５】
　種々の製造者の端末間での通信を可能する標準化が進められてはいるが、依然として互
換性の問題がある。例えば、移動体電話をもつ他のユーザとの通信をＰＣをもつあるユー
ザが望むとすると、この場合には、非常に異なる端末特性に関係した互換性の問題を経験
するかもしれない。たとえ、両方の端末が技術的観点からは通信可能であっても、ユーザ
の観点からすれば、移動体電話は小さな表示画面に非常に限定された量の情報しか提示で
きないという事実に関連した非互換性の問題がある。
【０００６】
　通信のタイプと品質とを限定するエンドユーザシステムの環境の他に、ユーザは通信で
の被呼側パーティへの利用可能性のような別の制限要因を経験するかもしれない。一般に
、この文書におけるエンドユーザ環境という用語はパーティ間の通信に影響を与える因子
の集まりに名前をつけたものである。特に、エンドユーザ環境は利用可能なエンドユーザ
システムのデータと、時間や通信利用可能性のようなユーザの通信の好みと関係したデー
タとを含む。
【０００７】
　各時点において、エンドユーザは、夫々が具体的な特性をもつ複数のエンドユーザシス
テムに同時アクセスすることが予想される。それ故に、ユーザの好みに従って幾つかのエ
ンドユーザシステムを同時に利用して、これらのシステムによってサポートされる種々の
メディアタイプを最適利用することには利点がある。さらに、通信を行なうパーティに関
係したユーザ環境に依存して、前記のことを組み合わせることにも利点がある。ユーザ環
境は時間と場所により変化するかもしれない。
【０００８】
　従って、各エンドユーザに関し、複数の同時アクセス可能なエンドユーザシステムの内
の少なくとも１つに関与するユーザ対ユーザのセションを確立する方法と構成の必要性が
ある。なお、そのセションはさらに通信を行なうパーティに関係するユーザの現在の環境
に依存しているものである。
【０００９】
　関連技術の説明
　ＩＥＴＦ　ＲＦＣ　２５４３に記載されているセション開始プロトコル（ＳＩＰ）はア
プリケーション層の制御プロトコルであり、それはマルチメディアセションを確立し、変
更し、終了させることができる。ＳＩＰセションを確立するために、各パーティはエンド
ユーザシステムネットワークアドレスへと変換できるアイデンティティをもつ。セション
を開始するパーティはＳＩＰを起動して他のパーティを招き入れる。ネットワークにおけ
るユーザの好み情報は、そのユーザが招き入れられねばならない端末或いはエンドポイン
トと、応答がない場合に何をすべきかとを決定する。もし、ユーザが関係する端末との幾
つかのアクセスで利用可能であるなら、ネットワークはアクセス毎にポーリングを行なう
か、或いは可能なエンドポイント／端末のセットに対して招待を同報する。その時、ＳＩ
Ｐは識別されたエンドユーザシステムに関係するメディアパラメータをネゴシエーション
して通信のためにマッチさせることができる。ＳＩＰプロトコルは与えられたエンドユー
ザシステム間のセションを確立する機能を提供するが、より高度なユーザ指向レベルにつ
いての資源管理のためのサポートは提供していない。特に、ユーザは、夫々が特定のタイ
プのメディアで特徴づけられた幾つかのサブセションを有する複合ユーザセションを指定
することを望むかもしれない。
【００１０】
　特許文献１には、単一の物理チャネルで異なるセションに関係した複数端末の端末接続
を確立する方法が記載されている。しかしながら、各ユーザはポイント－ツウ－ポイント
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接続だけのアクセスがあり、その文献では複数の同時利用可能なエンドユーザシステムの
管理の仕方を示してはいない。
【００１１】
　特許文献２は、一般的にユーザ環境の創成と分配とを開示している。その発明はさらに
、パラメータ値と動作のトリガとを決定する規則の使用を開示している。その発明はある
面においては通信動作を制御する環境の利用に関与しているが、その引用された文書には
本発明の請求の範囲にあるようなことは教示もしていないし提案もしていない。
【００１２】
　特許文献３は、ユーザに呼の到来について警告することがユーザ選択のエンドポイント
でなされ、その警告への応答が通信を実行するためにさらに用いられる別の利用可能なエ
ンドポイントでなされるという方法を記載している。この文書はしかしながら、マルチメ
ディアユーザセションを実行する幾つかのエンドユーザシステムをユーザが同時に使用す
るという方法については記載していない。
【００１３】
　特許文献４は、呼の選別と端末のマッチングとを、夫々がいくつかの通信端末をもつ少
なくとも２つのパーティ間での呼のセットアップの間に実行する方法についての問題を扱
っている。しかしながら、この文書は、これらの端末とのマルチメディアセションを確立
するするために、ユーザ環境の中にある同時アクセス可能な複数の端末を使用することに
ついては示しておらず、メディアタイプをそのメディアをサポートする端末に関係付ける
ことについては言及がない。
【特許文献１】国際公開第００／４９７８３号パンフレット
【特許文献２】スウェーデン国特許出願公開第０１０１１７０８－６号明細書
【特許文献３】欧州特許出願公開第９９８５０２０９／０号明細書
【特許文献４】スウェーデン国特許第９８０４５９８号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　発明の要約
　公知のユーザ－ツウ－ユーザ接続の制限を克服する方法と構成とを提供することが本発
明の目的である。特に、夫々が各通信ネットワークに接続されている複数の同時アクセス
可能なエンドユーザシステムから選択された何らかの組み合わせのエンドユーザシステム
に関与するユーザ－ツウ－ユーザセションを確立する必要を解決することがその目的であ
る。
【００１５】
　例えば、エンドユーザが新しい場所に移動するという理由などの変化する環境に依存し
て、進行中のユーザセション中に、エンドユーザシステムのセットの動的な再構成を提供
することが本発明の別の目的である。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明に従えば、添付の請求の範囲で特定されるようなエンドユーザ間のマルチメディ
ア通信のための方法と構成とが備えられる。
【００１７】
　この文書では、メディアという用語は一般に、通信を行なうパーティ間で意味のある方
法で交換可能な情報のタイプとして理解される。代表的なメディアは音声、文字、画像、
及びビデオである。従って、この用語は、ケーブルや空中無線チャネルのような情報を搬
送する手段を含むものではない。
【００１８】
　この文書におけるエンドユーザシステムという用語は、端末機器のハードウェアと、端
末或いはその端末のためのリモートサーバにおける処理手段により実行されるプログラム
コードとして好ましくは実施される機能とを有するシステムを意味するものである。その
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エンドユーザシステムは固定電話、ファクシミリ装置、移動体電話、ＰＣ、及びアンサリ
ング機器、ウェブカメラ、マイクロフォン、スピーカ、文書スキャナなどのようなそこに
接続される機器であって良い。１つの機能は画像やビデオの創成と通信のためのプログラ
ムサポートを有していても良い。
【００１９】
　さらに、この文書では、発呼者（caller）という用語は、通信セションの開始者である
エンドユーザを意味し、被呼者（callee）という用語は、通信要求を受信するエンドユー
ザを意味する。
【００２０】
　ユーザ環境（user context）という用語は、そのユーザとの通信のための条件を決定す
る編集されたデータを意味する。共用環境とは少なくとも２つのパーティがその通信につ
いて合意した環境である。
【００２１】
　この文書の続く部分において、“到来呼についての警告（alerted about incoming cal
l）”という用語は本質的には、“通信のために招じ入れられた（invited to communicat
e）”という用語と同じことを意味すると理解されねばならず、これらの用語は交換可能
に用いられる。
【００２２】
　本発明の好適な実施例に従えば、ユーザ－ツウ－ユーザのセションの確立に関与する各
エンドユーザは、ユーザ登録エンティティにおいて、利用可能なエンドユーザシステムと
そのシステム特性とを登録する。発呼者は通信開始のために１つのエンドユーザシステム
を選択する一方、次の通信は１つ以上の他の選択エンドユーザシステムに関与するかもし
れない。
【００２３】
　本発明の目的は添付の請求の範囲に説明されているような方法と構成とにより得られる
ものである。本発明を適用したときのさらなる範囲については、これ以降に示す詳細な説
明から明らかになる。しかしながら、本発明の範囲内には多くの変更や変形があることが
詳細な説明から当業者には明らかとなるので、この詳細な説明や具体例は本発明の好適な
実施例を示唆するものではあるが、ただ例示を目的として与えられるものであることを理
解されたい。
【００２４】
　本発明のより完全な理解は添付図面に関連してとられた次の詳細な説明を参照すること
で得られるであろう。その図面はただ例示的なものとして与えられており、本発明の範囲
を限定するものではない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　本発明ついて、これ以降、添付図面を参照してより完全に説明するが、その図面におい
て、同じ番号は同じ対象を指しており、その図面において本発明の好適な実施例が示され
る。
【００２６】
　図１には、好適な実施例に従う構成における基本的な要素の機能図が示されている。１
１０と１２０とで第１と第２のユーザ環境が示されている。環境にはユーザの場所で利用
可能なエンドユーザシステムを含む。利用可能なシステムは、到達範囲内、視野範囲内、
或いは一定時間内に或いは一定距離を移動することで到達或いは視野に確認可能なシステ
ムである。利用可能性はまた、アクセスオーソリティにも言及するかもしれない。この文
書では、エンドユーザシステムとは、端末ハードウェア以外にも、１つのデータフォーマ
ットから他のフォーマットに変換するための、端末で或いは非限定的な方法で一般には記
載されるコード変換サービスを実施する代表的には遠隔地にあるホストと協同して利用可
能なサービスを含むものとして理解されることを思い出して頂きたい。ネットワーク１３
０は各環境１１０と１２０においてエンドユーザにより選択されたエンドユーザシステム
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間での接続を確立できる。ネットワークノード１３０により要求されたエンドユーザシス
テムデータは各環境１１０と１２０に関係した登録エンティティ１４０で登録される。
【００２７】
　図２には、ネットワークインフラストラクチュアが示されている。環境１１０における
各エンドユーザシステムは、少なくともアクセスネットワーク３３０、３４０、或いは３
５０を通して、インターネット３２０に接続している。代表的なネットワーク３３０はロ
ーカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）でも良いし、ネットワーク３４０はＧＳＭやＷＣＤ
ＭＡネットワークのような公衆陸上移動体ネットワーク（ＰＬＭＮ）かもしれないし、ネ
ットワーク３５０は公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）かもしれない。
【００２８】
　さて、図３には好適な実施例の論理機能に関係する図が例示されている。エンティティ
２３０、２５０、及び２６０はネットワークノード１３０に含まれているが、当業者には
明らかなように他の種々の構成も可能である。第１と第２のエンドユーザ環境が夫々、１
０と１２０で図示されている。また、各エンドユーザに関係した登録エンティティ１４０
が図３には示されている。エンドユーザ、例えば、環境１１０におけるエンドユーザは、
その登録エンティティに複数のアクセスネットワークの内の少なくとも１つにより接続し
、その環境で利用可能なエンドユーザシステムを登録するかもしれない。エンドユーザシ
ステムに対する登録データは、システムにアクセスするタイプ、ディスプレイやスピーカ
のようなメディアを表現するための機器のタイプ、及び、例えばＪＰＥＧ画像の処理のた
めのサポートを示す代表的なファイルタイプのようなその機器によりサポートされる情報
のタイプについてのデータを有している。この技術分野では、情報タイプを示すために、
また、そのタイプの情報を処理するためのアプリケーションソフトウェアと関係付けるた
めにファイル拡張を用いるのが一般的である。
【００２９】
　２５０には各エンドユーザに関係した呼処理及び警告エンティティとが示されている。
呼処理及び警告エンティティは、アドレスを用いて複数のアクセスネットワークの内の少
なくとも１つ、例えば、ネットワーク３４０（ＰＬＭＮ）、ネットワーク３５０（ＰＳＴ
Ｎ）、或いは、対応ゲートウェイを介してインターネット３２０へアクセスされる。
【００３０】
　所望のマルチメディア、マルチ端末通信をセットアップするために必要な個々の端末セ
ション全てについての情報を維持するセション管理エンティティが２３０で示されている
。そのセションマネージャは登録エンティティ１４０に接続されており、これにより、何
らかのユーザ環境における変更が検出される。そのセションマネージャはそのような変更
があると作用し、例えば、通信の新しい条件、即ち、新しい環境を指定させるために、ユ
ーザとの対話を求めても良い。
【００３１】
　２６０に示されている接続マネージャはセションマネージャに関係している。その接続
マネージャは、例えば、ＳＩＰプロトコルを介して、ユーザセション全体に関与する個々
のセション全てを確立する。
【００３２】
　さて、図４、図５、及び図６を参照して、好適な実施例に従う呼の処理について説明す
る。
【００３３】
　８１０では、環境１１０の発呼者は発呼者の呼処理及び警告エンティティ２５０にアク
セスし、例えば、環境１２０の被呼者のような、少なくと被呼者との通信を要求する。通
信要求は、発呼者に利用可能な何らかのエンドユーザシステム、例えば、ＨＴＴＰプロト
コルを用いてインターネットに接続するパーソナルコンピュータやＧＳＭアクセスを用い
た移動体電話から開始される。図５の５１０で図示されているように、呼処理及び警告エ
ンティティはインタフェースユニット５２０を介して複数のネットワークからアクセスさ
れる。発呼者の呼処理及び警告エンティティは、ユーザセションを確立して実行する処理



(8) JP 4398258 B2 2010.1.13

10

20

30

40

50

を通じて用いられるユーザセションアイデンティティを生成する。そのユーザセションア
イデンティティはレジスタ５３０をアドレスするのに用いられ、そのレジスタにはそのセ
ションに関係する種々のデータが格納される。通信要求を受信するのに応じて、発呼者の
呼処理及び警告エンティティは８１５において発呼者との対話を開始して初期の発呼者の
エンドユーザ環境を決定する。その環境はレジスタ５３０に格納され、そのメディアと、
これらのメディアが呈示されることになる関係するエンドユーザシステムのアイデンティ
ティとを含む。代表的な発呼者は音声通信には移動体電話を、ＪＰＥＧ画像の通信にはＰ
Ｃを用いることを望む。その対話には、例えば、登録エンティティ１４０で登録されるよ
うなエンドユーザシステムの利用可能リストを呈示する工程を含む。そのリストは、イン
ターネットに対するＷＡＰインタフェースをもつ移動体電話で、ＨＴＴＰインタフェース
をもつＰＣで、或いは、音声対話を行なうような電話にさえも表示されて良い。
【００３４】
　図６は、選択メディアをサポートするエンドユーザシステムの選択のために、６１０に
は第１のメディア選択メニューを、そして、６２０には第２のシステム選択メニューを有
した代表的なダイアログ（対話）を示している。６２５では代表的なものとして、ユーザ
は音声メディアを選択しており、６３０では移動体電話が対応するエンドユーザシステム
として選択されている。発呼者のユーザダイアログ（対話）は、少なくとも部分的には、
被呼者の登録エンティティ１４０で登録されるように、被呼者での利用可能な資源に依存
している。代表的なものとして、選択６１５では、少なくとも１つの被呼者がビデオを処
理できないという指標がある。発呼者の呼処理及び警告エンティティは、インタフェース
５２０により、被呼者の対応する呼処理及び警告エンティティをアドレスし、被呼者の登
録エンティティ１４０へのリンクを要求できる。ステップ８２０では、発呼者の呼処理及
び警告エンティティが被呼者の招待を要求する。その要求は、セションアイデンティティ
と、レジスタ５３０に格納された発呼者の初期ユーザ環境への参照とを含む。被呼者の呼
処理及び警告エンティティは対応するレジスタ５３０における記録を創成し、そして、ス
テップ８２５では、招待メッセージの処理のために被呼者に割当てられたエンドユーザシ
ステムに関しレジスタ５４０をチェックする。その招待メッセージは、アテンション信号
と関係する招待情報への参照とを含む。ステップ８３０では、被呼者の呼処理及び警告エ
ンティティはアテンションメッセージを被呼者の環境１２０における指定されたエンドユ
ーザシステムに送信する。その招待情報は、例えば、発呼者によって編集されたショート
メッセージと、現在の呼のために発呼者によって決定された発呼者のエンドユーザ環境と
を有している。その招待情報は、発呼者の呼処理及び警告エンティティ２５０でレジスタ
５３０に格納されるのが代表的である。そのアテンションメッセージは、コネクションレ
ス・シグナリングについての何らかの方法により、例えば、ＳＭＳメッセージ或いは電子
メール（e-mail）として送信される。被呼者は、招待を受けたエンドユーザシステムのい
ずれかから、その招待に注意を払う。関係するリンクされた招待情報は、代表的には、何
らかの選択エンドユーザシステムにより解釈と呈示可能なフォーマット、例えば、ＸＭＬ
のようなファイル記述フォーマットで格納される。被呼者はその招待を受け入れて、ステ
ップ８３５では発呼者と通信を行ない、そのとき、被呼者の呼処理及び警告エンティティ
は被呼者との対話を始め、例えば、メディアと対応する好適な被呼者のエンドユーザシス
テムのアイデンティティとを含む被呼者ユーザ環境を決定する。ダイアログ（対話）は、
発呼者の環境に合致する被呼者のエンドユーザシステムの利用可能性に依存する。被呼者
の呼処理及び警告エンティティは、被呼者に利用可能なエンドユーザシステムの能力につ
いて被呼者登録エンティティ１４０から情報を取得する。そのシステム能力は関係する支
援サービスの能力を含むものであることを思い出されたい。従って、エンドユーザシステ
ムのリストからの選択は、支援サービス、例えば、コード変換（transcoding）サービス
に接続するための承認とそのサービスを用いる可能性のある付加的コストの受け入れとに
関与するかもしれない。被呼者が発呼者のエンドユーザ環境にマッチできない場合、被呼
者の呼処理及び警告エンティティは発呼者環境を変更することのできる発呼者との対話を
求める。例えば、発呼者は既に、所望のメディアに適切な他のエンドユーザシステムにア
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クセスしているかもしれないし、或いは、発呼者は好ましいものより低い品質のメディア
を受け入れるかもしれない。発呼者と被呼者のユーザ環境のネゴシエーションは共用する
環境が決定するまで進行する。
【００３５】
　ステップ８４０では、発呼者と被呼者はこのようにしてネゴシエーションされた共用ユ
ーザ環境に従った通信を承認する。
【００３６】
　ステップ８４５では、共用環境がそのセションアイデンティティを含むセション管理エ
ンティティ２３０に送信される。そのセション管理エンティティは、ユーザセションに必
要な個々の端末－端末、端末－ホスト、及びホスト－ホストのセションの全てに関係した
情報を編集する。セション管理エンティティ２３０は登録エンティティ２４０から共用エ
ンドユーザ環境に含まれ、そして、そのユーザセションに関与する全てのサブセションの
完全な決定のために必要なエンドユーザシステムについての情報を取得する。ステップ８
５０では、セション管理エンティティ２３０は接続管理エンティティ２６０に命令を発し
、セション開始プロトコルＳＩＰを用いて個々の接続全てをセットアップする。
【００３７】
　セションの現在のサブセションは、変化するユーザ環境に応じて新しいサブセションに
よって置換される。以前に小型のディスプレイでメディアを受信し、より大型のディスプ
レイが利用可能な別の場所に移動するユーザには、より小型のものの代わりにより大型の
ディスプレイを選択する可能性が与えられる。小型のディスプレイに関係した現在のサブ
セションは、その時、上述した手順に従ってより大型のディスプレイに関係した新しいサ
ブセションで置換される。セション管理エンティティ２３０は環境の変化を記録できる。
エンドユーザとのダイアログ（対話）が開始されて、何らかの現在のエンドユーザシステ
ムの変更が実行されるべきかどうかを決定する。もし、変更するなら、セション管理エン
ティティはその変更を管理する。
【００３８】
　代替実施例の説明
　代替実施例において、エンドユーザの環境にある各エンドユーザシステムは、例えば、
Bluetooth（登録商標）アドホックネットワークのような局所的な短距離無線アドホック
ネットワークに接続する手段をもっている。Bluetooth（登録商標）インタフェースの仕
様は、ワールドワイドウェブの公式Bluetooth（登録商標）ウェブサイトhttp://www.blue
tooth.comで見つけることができる。特定のユーザに利用可能なエンドユーザシステムに
ついての情報は、予め定義されたエンドユーザマスタシステムにより、ローカルアドホッ
クネットワークにおいて編集される。エンドユーザのローカル環境における変更の検出に
応じて、前記マスタエンドユーザシステムは登録エンティティ１４０に接続し、そのエン
ドユーザに関係するエンドユーザ環境記録を更新する。
【００３９】
　周辺のエンドユーザシステムへのアクセスについての基準は、その環境を決定すること
に含められるかもしれない。エンドユーザがアクセスするエンドユーザシステムだけがそ
の環境に含められる。代表的には、権利管理や有料アクセスを介してアクセスが制御され
る。
【００４０】
　登録エンティティがその代わりに前記予め定義されたエンドユーザマスタシステムに置
かれても良い。そのエンドユーザマスタシステムが、例えば、インターネットアドレスの
ようなアドレスに割当てられると、他のエンティティはそのエンドユーザマスタシステム
に接続することによってレジスタデータをポーリングすることができる。
【００４１】
　本発明の１つの実施例では、複数のパーティは、例えば、現在の環境の一致が第１のネ
ゴシエーションの時点では、達成できなかったり、或いは、それらのパーティが進行中の
セションを延期することを決定するならば、通信を延期することに同意する。この場合、
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これらのパーティは、予め定義された条件が満たされたときには、延期したセションに命
令して中断されたネゴシエーションを再開することに同意するかもしれない。例えば、ユ
ーザ環境の変化は結果として、新しいセットのエンドユーザシステムとなり、その内のい
くつかは通信条件をより良く満足する。環境の一致が見出されたとき、延期しているエン
ティティは参加するパーティ全ての招待を開始し、例えば、共用環境のような招待情報を
含める。
【００４２】
　図７は、延期手順を実施するための代表的な構成に関与するエンティティの図を示す。
延期エンティティ７１０は、呼処理及び警告エンティティ２５０から、延期セションに関
係するデータ、例えば、一致すべき環境、関与するエンドユーザ全てとのダイアログ（会
話）で決定される延期セションについての時間と他の条件などを受信する。７３０では、
延期エンティティ７１０は登録エンティティ１４０から各エンドユーザが登録した環境の
変更に関係したデータを受信する。７４０では、延期エンティティ７１０はエンドユーザ
の呼処理及び警告エンティティ２５０に信号を発信し、延期時に確立されたデータにより
通信条件が満たされたことを伝える。招待は各エンドユーザに向けられ、付加的なダイア
ログ（対話）が実行されても良い。セション管理エンティティ２３０は７５０において共
用環境を受信してユーザセションを創成する。７６０では、特定の接続確立が要求される
。
【００４３】
　本発明の１つの実施例に従えば、延期エンティティはエンドユーザシステム、例えば、
移動体電話で実施される。代表的なものとしては、環境１２０においてエンドユーザ２の
移動体電話は以前にはエンドユーザ１との通信を行うための一致は得られず、一致すべき
エンドユーザ環境と延期セションに関係する他のデータとをダウンロードする。その後、
移動体電話は、例えば、Bluetooth（登録商標）接続を介して、その環境における機器へ
の環境変更を管理統括しても良い。通信条件が満足されたことに応じて、その移動体電話
は呼処理及び警告エンティティに接続し、通常の手順がセション確立のために実行する。
【００４４】
　本発明の実施例に従えば、もし、被呼者が、例えば、一定時間内に招待に応答しないな
ら、或いは、その招待を呈示する利用可能なエンドユーザシステムがないなら、呼処理及
び警告エンティティは自動的な動作を求める。これは、代表的なこととしては、発呼者へ
のアンサリング機器の接続に関与することかもしれない。
【００４５】
　本発明の１実施例は、例えば、公開されていない米国特許出願第０９／２３２１６５号
“アドレス割当て”によれば、インターネットアドレスを節約する方法に実施される。こ
の方法によれば、エンドユーザシステムはアイドル状態のインターネットに接続される。
この状態で、エンドユーザシステムは割当てられたネットワークアドレスをもたないが、
そのシステムとの通信が要求された場合には、ネットワークアドレスがそこに割当てられ
る。即ち、登録エンティティ１４０はエンドユーザシステムエンティティ、例えば、氏名
と、ＤＮＳサーバによりネットワークアドレスに変換するドメインとを含むかもしれない
。思い出すことであるが、セション管理エンティティ２３０は２６１において接続管理エ
ンティティ２６０を要求し、共用ユーザ環境に従う接続を確立し、エンドユーザシステム
アイデンティティについての情報を含む。この実施例に従えば、アイドル状態にある、即
ち、ネットワークアドレスをもっていないエンドユーザシステムはまず、ＤＨＣＰサーバ
（動的ホスト構成プロトコル、ＲＦＣ２１３１）でネットワークアドレスを要求するよう
に命令される。引用された文書によれば、ＤＮＳ（ドメインネームシステム、ＲＦＣ１０
３４、ＲＦＣ１０３５）サーバはそのような要求をアイドル中のエンドユーザシステムへ
と導く。ＤＮＳサーバは割当てられたネットワークアドレスを接続管理エンティティ２６
０へと返却し、接続管理エンティティ２６０は、それ以降、適切な接続を確立する。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
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【図１】好適な実施例の機能概要ブロック図である。
【図２】ネットワークインフラストラクチュアを示す図である。
【図３】本発明の好適な実施例に従う機能ブロック図である。
【図４】本発明の好適な実施例に従う動作モードを示すフローチャートである。
【図５】呼処理及び警告エンティティのより詳細な図である。
【図６】エンドユーザ環境決定のための代表的な表示を示す図である。
【図７】代替実施例に従う変形された機能ブロック図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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