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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セッションに参加する複数の端末装置と、前記各端末装置にそれぞれ異なるサービスを
提供する複数種のサービスサーバと、前記各端末装置と前記複数種のサービスサーバとの
間に介設された統合サーバとを備えて、前記複数種のサービスサーバのサービスを統合し
て前記各端末装置に提供するためのマルチモーダルサービスセッションを前記複数種のサ
ービスサーバと前記各端末装置との間に確立するマルチモーダルサービス提供方法であっ
て、
　統合された前記サービスの提供に際して、前記複数の端末装置のうち、任意の端末装置
がセッション確立要求を発行すると、
　前記統合サーバは、発行された前記セッション確立要求に基づいて前記複数の端末装置
と前記セッション確立要求対応の前記サービスサーバとの間に前記マルチモーダルサービ
スセッションを確立し、この後、
　前記サービスサーバの１つとしての発言権サーバが、特定の第１のサービスサーバが提
供する第１のサービスに対する第１のフロア権の取得要求を発行したある端末装置に対し
て、当該第１のフロア権を与えたときは、当該ある端末装置が前記第１のフロア権を保持
している限り、前記統合サーバが保持する予め決められたサービス連携条件に基づいて、
特定の第２のサービスサーバが提供する第２のサービスに対する第２のフロア権も連携し
て当該ある端末装置に与えることを特徴とするマルチモーダルサービス提供方法。
【請求項２】
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　前記発言権サーバは、前記ある端末装置が、前記第１のサービスサーバが提供する前記
第１のサービスに対する前記第１のフロア権を保持している期間は、他の端末装置からの
、前記第２のサービスサーバが提供する前記第２のサービスに対する前記第２のフロア権
の要求を拒否することを特徴とする請求項１記載のマルチモーダルサービス提供方法。
【請求項３】
　前記セッションが電子会議であり、前記第１のサービスサーバが音声転送サーバ、及び
、前記第２のサービスサーバがホワイトボードアプリケーションサーバであると共に、
　前記第１のサービスに対する前記第１のフロア権とは、音声通話転送サービスに対する
音声通話転送権であり、かつ、
　前記第２のサービスに対する前記第２のフロア権とは、ホワイトボード書き込みサービ
スに対するホワイトボードの書き込み権であることを特徴とする請求項１記載のマルチモ
ーダルサービス提供方法。
【請求項４】
　前記セッションがＴＶ電話通信又はＴＶ会議であり、前記第１のサービスサーバが音声
転送サーバ、及び、前記第２のサービスサーバが画像転送サーバであると共に、
　前記第１のサービスに対する前記第１のフロア権とは、音声通話転送サービスに対する
音声通話転送権であり、かつ、
　前記第２のサービスに対する前記第２のフロア権とは、ビデオ画像送信サービスに対す
る画像送信権であることを特徴とする請求項１記載のマルチモーダルサービス提供方法。
【請求項５】
　前記統合サーバは、前記任意の端末装置からの前記セッション確立要求を解析し、該解
析手段の解析結果に基づいて前記サービスサーバ向けの第1のセッション開始要求を前記
サービスサーバ別に発行し、前記サービスサーバから返送される第1の前記セッション開
始要求に対する応答情報を受信し、受信した前記応答情報に基づいて他の前記端末装置向
けの第２のセッション開始要求を発行することを特徴とする請求項１記載のマルチモーダ
ルサービス提供方法。
【請求項６】
　複数種の前記サービスサーバの１つとしてグループ管理サーバを付設し、
　前記任意の端末装置から、前記統合サーバに対して、マルチモーダルサービスセッショ
ンに参加する端末装置を指定するグループ識別情報を含むセッション確立要求が発行され
ると、
　前記統合サーバは、発行された前記セッション確立要求のグループ識別情報に基づいて
グループ識別情報で識別される前記端末装置の各々について前記グループ管理サーバに問
い合わせ、
　問い合わせた結果に基づいて前記サービスサーバに対して第３のセッション開始要求を
発行して前記マルチモーダルサービスセッションの確立を行うことを特徴とする請求項１
記載のマルチモーダルサービス提供方法。
【請求項７】
　複数種の前記サービスサーバの１つとしてグループ管理サーバを付設し、
　前記任意の端末装置から、前記統合サーバに対して、マルチモーダルサービスセッショ
ンに参加する端末装置を指定するグループ識別情報を含むセッション確立要求が発行され
ると、
　前記統合サーバは、発行された前記セッション確立要求に基づいてグループ識別情報を
含むセッション開始要求を前記複数種のサービスサーバに対して発行し、
　前記複数種のサービスサーバは、前記セッション開始要求のグループ識別情報に基づい
てグループ識別情報で識別される前記端末装置の各々について前記グループ管理サーバに
問い合わせ、
　問い合わせた結果に基づいて他の前記端末装置に対して第４のセッション開始要求を発
行して前記マルチモーダルサービスセッションの確立を行うことを特徴とする請求項１記
載のマルチモーダルサービス提供方法。
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【請求項８】
　セッションに参加する複数の端末装置と、
　前記各端末装置にそれぞれ異なるサービスを提供する複数種のサービスサーバと、
　前記各端末装置と前記複数種のサービスサーバとの間に介設された統合サーバとを備え
、
　前記複数種のサービスサーバのサービスを統合して前記各端末装置に提供するためのマ
ルチモーダルサービスセッションを前記複数種のサービスサーバと前記各端末装置との間
に確立するマルチモーダルサービス提供システムであって、
　統合された前記サービスの提供に際して、前記複数の端末装置のうち、任意の端末装置
からセッション確立要求が発行されると、
　前記統合サーバは、発行された前記セッション確立要求に基づいて前記複数の端末装置
と前記セッション確立要求対応の前記サービスサーバとの間に前記マルチモーダルサービ
スセッションを確立し、この後、
　前記サービスサーバの１つとしての発言権サーバが、特定の第１のサービスサーバが提
供する第１のサービスに対する第１のフロア権の取得要求を発行したある端末装置に対し
て、当該第１のフロア権を与えたときは、当該ある端末装置が前記第１のフロア権を保持
している限り、前記統合サーバが保持する予め決められたサービス連携条件に基づいて、
特定の第２のサービスサーバが提供する第２のサービスに対する第２のフロア権も連携し
て当該ある端末装置に与える構成になされていることを特徴とするマルチモーダルサービ
ス提供システム。
【請求項９】
　前記発言権サーバは、前記ある端末装置が、前記第１のサービスサーバが提供する前記
第１のサービスに対する前記第１のフロア権を保持している期間は、他の端末装置からの
、前記第２のサービスサーバが提供する前記第２のサービスに対する前記第２のフロア権
の要求を拒否することを特徴とする請求項８記載のマルチモーダルサービス提供システム
。
【請求項１０】
　前記セッションが電子会議であり、前記第１のサービスサーバが音声転送サーバ、及び
、前記第２のサービスサーバがホワイトボードアプリケーションサーバであると共に、
　前記第１のサービスに対する前記第１のフロア権とは、音声通話転送サービスに対する
音声通話転送権であり、かつ、
　前記第２のサービスに対する前記第２のフロア権とは、ホワイトボード書き込みサービ
スに対するホワイトボードの書き込み権であることを特徴とする請求項８記載のマルチモ
ーダルサービス提供システム。
【請求項１１】
　前記セッションがＴＶ電話通信又はＴＶ会議であり、前記第１のサービスサーバが音声
転送サーバ、及び、前記第２のサービスサーバが画像転送サーバであると共に、
　前記第１のサービスに対する前記第１のフロア権とは、音声通話転送サービスに対する
音声通話転送権であり、かつ、
　前記第２のサービスに対する前記第２のフロア権とは、ビデオ画像送信サービスに対す
る画像送信権であることを特徴とする請求項８記載のマルチモーダルサービス提供システ
ム。
【請求項１２】
　前記統合サーバは、前記任意の端末装置からの前記セッション確立要求を解析する解析
手段と、該解析手段の解析結果に基づいて前記サービスサーバ向けの第1のセッション開
始要求を前記サービスサーバ別に発行する第1の発行手段と、前記サービスサーバから返
送される第1の前記セッション開始要求に対する応答情報を受信する受信手段と、該受信
手段で受信される前記応答情報に基づいて他の前記端末装置向けの第２のセッション開始
要求を発行する第２の発行手段とを有して構成されることを特徴とする請求項８記載のマ
ルチモーダルサービス提供システム。
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【請求項１３】
　複数種の前記サービスサーバの１つとしてグループ管理サーバが設けられ、
　前記任意の端末装置から、前記統合サーバに対して、マルチモーダルサービスセッショ
ンに参加する端末装置を指定するグループ識別情報を含むセッション確立要求が発行され
ると、
　前記統合サーバは、発行された前記セッション確立要求のグループ識別情報に基づいて
グループ識別情報で識別される前記端末装置の各々について前記グループ管理サーバに問
い合わせ、
　問い合わせた結果に基づいて前記サービスサーバに対して第３のセッション開始要求を
発行して前記マルチモーダルサービスセッションの確立を行うことを特徴とする請求項８
記載のマルチモーダルサービス提供システム。
【請求項１４】
　複数種の前記サービスサーバの１つとしてグループ管理サーバが設けられ、
　前記任意の端末装置から、前記統合サーバに対して、マルチモーダルサービスセッショ
ンに参加する端末装置を指定するグループ識別情報を含むセッション確立要求が発行され
ると、
　前記統合サーバは、発行された前記セッション確立要求に基づいてグループ識別情報を
含むセッション開始要求を前記複数種のサービスサーバに対して発行し、
　前記複数種のサービスサーバは、前記セッション開始要求のグループ識別情報に基づい
てグループ識別情報で識別される前記端末装置の各々について前記グループ管理サーバに
問い合わせ、
　問い合わせた結果に基づいて他の前記端末装置に対して第４のセッション開始要求を発
行して前記マルチモーダルサービスセッションの確立を行うことを特徴とする請求項８記
載のマルチモーダルサービス提供システム。
【請求項１５】
　前記サービスサーバの１つとして、セッション保存サーバが含まれていることを特徴と
する請求項８記載のマルチモーダルサービス提供システム。
【請求項１６】
　コンピュータに請求項１乃至７のいずれか一に記載のマルチモーダルサービス提供方法
を実行させることを特徴とする制御プログラム。
【請求項１７】
　コンピュータを制御して、請求項８乃至１５のいずれか一に記載のマルチモーダルサー
ビス提供システムの各機能を実現させることを特徴とする制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、マルチモーダルサービスセッション提供方法及び提供システム並びにその
制御プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来においても、マルチモーダルサービス提供システムが知られている。その例として
は、電子会議システム（従来の電子会議システムという）がある。
　従来の電子会議システムは、電子会議に参加する複数の端末装置（以下、単に端末とい
う）がネットワークを介して電子会議システムサーバに接続されるようにして構成されて
いる。その端末には、電子会議システムアプリケーションのプログラムが実装され、電子
会議システムサーバには、電話アプリケーションやホワイトボード共有アプリケーション
のプログラムが実装されている。
【０００３】
　電子会議システムの端末を使用するユーザが発行するマルチモーダルサービスについて
の要求が、端末の電子会議システムアプリケーションのプログラム処理を介して電子会議
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システムサーバに届き、その電子会議システムサーバにおいて届いた要求に基づいて電話
アプリケーションやホワイトボード共有アプリケーションのプログラム処理が行われてユ
ーザ希望のマルチモーダルサービスが各端末のユーザに提供される。
【０００４】
　また、特許文献１には、複数の基本サービスを統合して仮想サービスを提供するサービ
ス連携装置に係る技術が記載されている。この技術は、サービス連携装置において、提供
しようとする仮想サービスを予め定義しておき、その仮想サービスを構成する基本サービ
スの個々の基本サービスオブジェクトをその定義に基づいて所定の順序で起動して行くこ
とにより前記仮想サービスのための仮想サービスオブジェクトを生成し、生成された仮想
サービスオブジェクトを実行すると、その中で個々の基本サービスをユーザが操作しつつ
それらの基本サービスが仮想サービスとして統合されてユーザに提供しようとするもので
ある。
【０００５】
　特許文献２には、複数のサーバが提供するサービスの各々を各サーバのシステム環境に
応じて連携させるサービス連携システムに係る技術が記載されている。
　このサービス連携システムは、サービスパターン管理手段（サービスパターン管理部）
が管理するマスタ情報と、サーバ状態管理手段（サーバ状態管理部）が所定の時間間隔で
管理する複数のサーバとの最新の接続状態に関する情報とに基づいて最新のサービスパタ
ーンをサービスパターン管理手段で生成し、サーバ状態管理手段が管理するサーバ状態管
理情報から算出されるサーバ稼動率とその閾値とに基づいて、サービスパターン管理手段
で生成された最新のサービスパターンから利用者に提供可能なサービスをサービス生成手
段（サービス生成部）で選択して生成し、そのサービスを利用者に提供するものである。
【０００６】
　特許文献３には、グループ通信に参加する参加者の増減に応じて利用者端末が通信に利
用する配送路を制御するようにして、利用者端末が逐次参加したり離脱したりできるグル
ープ通信システムが記載されている。
　このグループ通信システムを構成するセッション情報登録端末がセッション情報をセッ
ション情報サーバに登録すると、セッション情報サーバがセッション識別子をセッション
情報登録端末に付与する。セッション情報登録端末は、付与されたセッション識別子をセ
ッションに参加する利用者携帯端末の各々へ順次通知し、それらの利用者端末は、受け取
ったセッション識別子を元に自身の配送路情報をセッション情報サーバに登録すると共に
、各利用者端末は、セッション情報サーバから他の利用者端末の配送路情報を取得する。
これにより、利用者端末のセッションへの参加ができる。
　セッションからの離脱は、当該利用者端末がその配送路情報の削除要求と同時にそのた
めのイベントを送信すると、セッション情報サーバは、削除要求対応の新たな配送路情報
を生成して配送路情報の更新を行う一方、利用者端末でも、同様の配送路情報の更新を行
う。これにより、当該利用者端末は、セッションから離脱することができる。
　このようにして、特許文献３に記載のグループ通信システムは構成されている。
【特許文献１】特開平１０－２３２８９９号公報
【特許文献２】特開２００４－２６５０９６号公報
【特許文献３】特開２００４－１６５７４２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述の電子会議システム例においては、マルチモーダルサービスの提供に供される端末
の電子会議システムアプリケーションプログラムと、電子会議システムサーバの電話アプ
リケーションプログラムやホワイトボード共有アプリケーションプログラムとの関係が緊
密であるので、電子会議システムサーバに新たなサービスのためのアプリケーションプロ
グラムを追加することが容易にできない。つまり、そのシステムのままでは、既設のアプ
リケーション（サービス）とその他のアプリケーション（サービス）とを統合した新たな
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サービスを自在に提供するのには極めて難しさがある。
【０００８】
　特許文献１に記載されるサービス連携装置は、個々の基本サービスオブジェクトを仮想
サービスの定義に基づいて順次起動して仮想サービスオブジェクトを生成し、生成された
仮想サービスオブジェクトの実行の中で個々の基本サービスをユーザが操作しつつそれら
の基本サービスを仮想サービスとして統合させてユーザに提供しようとするものであるか
ら、複数の基本サービスと仮想サービスとはそれらのオブジェクト間に一定の連携が形成
されているものであり、予め仕組まれている基本サービス以外のサービスを統合させるの
には難点がある。
【０００９】
　また、特許文献２に記載されるサービス連携システムは、サービスパターン管理手段が
管理するマスタ情報を元に複数のサービスパターンを生成し、その中から利用者に提供可
能なサービスを選択して生成し、そのサービスを利用者に提供するものであるから、この
システムにおいて複数のサービスが連携されるとは言っても、生成されるサービスパター
ンの元になるマスタ情報は、サービスパターン管理手段によって管理されており、利用者
がサービスパターンの生成に関与し得る手段はないから、利用者主導のサービスの連携は
できない。
【００１０】
　また、特許文献３に記載されるグループ通信システムは、そのセッション情報登録端末
がセッション情報をセッション情報サーバに登録し、セッション情報サーバがセッション
識別子をセッション情報登録端末に付与する。そのセッション情報登録端末が、付与され
たセッション識別子をセッションに参加する利用者携帯端末の各々へ順次通知し、それら
の利用者端末は、受け取ったセッション識別子を元に自身の配送路情報をセッション情報
サーバに登録すると共に、各利用者端末は、セッション情報サーバから他の利用者端末の
配送路情報を取得する。こうして、利用者端末のセッションへの参加を行うことができる
ことを示しているが、そのセッションが、例えば、テレビ会議である場合に、そこで利用
者端末間で送受される複数のメディアの統合形態については特に言及はないから従来技術
を踏襲していると考えられ、複数メディアの統合には上述した技術的課題が残存している
と言える。
　このことは、セッションからの離脱についても言える。
【００１１】
　この発明は、上述の事情に鑑みてなされたもので、端末とサービスサーバとの間のソフ
ト上の相互依存性をほぼ解除してマルチモーダルサービスセッションを確立することので
きるマルチモーダルサービスセッション提供方法及び提供システム並びにその制御プログ
ラムを提供することを１つの目的としている。
　また、この発明は、端末とサービスサーバとの間のソフト上の相互依存性をほぼ解除し
て端末にマルチモーダルサービスを提供し得るマルチモーダルサービス提供方法及び提供
システム並びにその制御プログラムを提供することを他の目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、請求項１記載の発明は、セッションに参加する複数の端末
装置と、前記各端末装置にそれぞれ異なるサービスを提供する複数種のサービスサーバと
、前記各端末装置と前記複数種のサービスサーバとの間に介設された統合サーバとを備え
て、前記複数種のサービスサーバのサービスを統合して前記各端末装置に提供するための
マルチモーダルサービスセッションを前記複数種のサービスサーバと前記各端末装置との
間に確立するマルチモーダルサービス提供方法に係り、統合された前記サービスの提供に
際して、前記複数の端末装置のうち、任意の端末装置がセッション確立要求を発行すると
、前記統合サーバは、発行された前記セッション確立要求に基づいて前記複数の端末装置
と前記セッション確立要求対応の前記サービスサーバとの間に前記マルチモーダルサービ
スセッションを確立し、この後、前記サービスサーバの１つとしての発言権サーバが、特
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定の第１のサービスサーバが提供する第１のサービスに対する第１のフロア権の取得要求
を発行したある端末装置に対して、当該第１のフロア権を与えたときは、当該ある端末装
置が前記第１のフロア権を保持している限り、前記統合サーバが保持する予め決められた
サービス連携条件に基づいて、特定の第２のサービスサーバが提供する第２のサービスに
対する第２のフロア権も連携して当該ある端末装置に与えることを特徴としている。
【００１３】
　請求項２記載の発明は、請求項１記載のマルチモーダルサービス提供方法に係り、前記
発言権サーバは、前記ある端末装置が、前記第１のサービスサーバが提供する前記第１の
サービスに対する前記第１のフロア権を保持している期間は、他の端末装置からの、前記
第２のサービスサーバが提供する前記第２のサービスに対する前記第２のフロア権の要求
を拒否することを特徴としている。
【００１４】
　請求項３記載の発明は、請求項１記載のマルチモーダルサービス提供方法に係り、前記
セッションが電子会議であり、前記第１のサービスサーバが音声転送サーバ、及び、前記
第２のサービスサーバがホワイトボードアプリケーションサーバであると共に、前記第１
のサービスに対する前記第１のフロア権とは、音声通話転送サービスに対する音声通話転
送権であり、かつ、前記第２のサービスに対する前記第２のフロア権とは、ホワイトボー
ド書き込みサービスに対するホワイトボードの書き込み権であることを特徴としている。
【００１５】
　請求項４記載の発明は、請求項１記載のマルチモーダルサービス提供方法に係り、前記
セッションがＴＶ電話通信又はＴＶ会議であり、前記第１のサービスサーバが音声転送サ
ーバ、及び、前記第２のサービスサーバが画像転送サーバであると共に、前記第１のサー
ビスに対する前記第１のフロア権とは、音声通話転送サービスに対する音声通話転送権で
あり、かつ、前記第２のサービスに対する前記第２のフロア権とは、ビデオ画像送信サー
ビスに対する画像送信権であることを特徴としている。
【００１６】
　請求項５記載の発明は、請求項１記載のマルチモーダルサービス提供方法に係り、前記
統合サーバは、前記任意の端末装置からの前記セッション確立要求を解析し、該解析手段
の解析結果に基づいて前記サービスサーバ向けの第1のセッション開始要求を前記サービ
スサーバ別に発行し、前記サービスサーバから返送される第1の前記セッション開始要求
に対する応答情報を受信し、受信した前記応答情報に基づいて他の前記端末装置向けの第
２のセッション開始要求を発行することを特徴としている。
【００１７】
　請求項６記載の発明は、請求項１記載のマルチモーダルサービス提供方法に係り、複数
種の前記サービスサーバの１つとしてグループ管理サーバを付設し、前記任意の端末装置
から、前記統合サーバに対して、マルチモーダルサービスセッションに参加する端末装置
を指定するグループ識別情報を含むセッション確立要求が発行されると、前記統合サーバ
は、発行された前記セッション確立要求のグループ識別情報に基づいてグループ識別情報
で識別される前記端末装置の各々について前記グループ管理サーバに問い合わせ、問い合
わせた結果に基づいて前記サービスサーバに対して第３のセッション開始要求を発行して
前記マルチモーダルサービスセッションの確立を行うことを特徴としている。
【００１８】
　請求項７記載の発明は、請求項１記載のマルチモーダルサービス提供方法に係り、複数
種の前記サービスサーバの１つとしてグループ管理サーバを付設し、前記任意の端末装置
から、前記統合サーバに対して、マルチモーダルサービスセッションに参加する端末装置
を指定するグループ識別情報を含むセッション確立要求が発行されると、前記統合サーバ
は、発行された前記セッション確立要求に基づいてグループ識別情報を含むセッション開
始要求を前記複数種のサービスサーバに対して発行し、前記複数種のサービスサーバは、
前記セッション開始要求のグループ識別情報に基づいてグループ識別情報で識別される前
記端末装置の各々について前記グループ管理サーバに問い合わせ、問い合わせた結果に基
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づいて他の前記端末装置に対して第４のセッション開始要求を発行して前記マルチモーダ
ルサービスセッションの確立を行うことを特徴としている。
【００１９】
　請求項８記載の発明は、セッションに参加する複数の端末装置と、前記各端末装置にそ
れぞれ異なるサービスを提供する複数種のサービスサーバと、前記各端末装置と前記複数
種のサービスサーバとの間に介設された統合サーバとを備え、前記複数種のサービスサー
バのサービスを統合して前記各端末装置に提供するためのマルチモーダルサービスセッシ
ョンを前記複数種のサービスサーバと前記各端末装置との間に確立するマルチモーダルサ
ービス提供システムに係り、統合された前記サービスの提供に際して、前記複数の端末装
置のうち、任意の端末装置からセッション確立要求が発行されると、前記統合サーバは、
発行された前記セッション確立要求に基づいて前記複数の端末装置と前記セッション確立
要求対応の前記サービスサーバとの間に前記マルチモーダルサービスセッションを確立し
、この後、前記サービスサーバの１つとしての発言権サーバが、特定の第１のサービスサ
ーバが提供する第１のサービスに対する第１のフロア権の取得要求を発行したある端末装
置に対して、当該第１のフロア権を与えたときは、当該ある端末装置が前記第１のフロア
権を保持している限り、前記統合サーバが保持する予め決められたサービス連携条件に基
づいて、特定の第２のサービスサーバが提供する第２のサービスに対する第２のフロア権
も連携して当該ある端末装置に与える構成になされていることを特徴としている。
【００２０】
　請求項９記載の発明は、請求項８記載のマルチモーダルサービス提供システムに係り、
前記発言権サーバは、前記ある端末装置が、前記第１のサービスサーバが提供する前記第
１のサービスに対する前記第１のフロア権を保持している期間は、他の端末装置からの、
前記第２のサービスサーバが提供する前記第２のサービスに対する前記第２のフロア権の
要求を拒否することを特徴としている。
【００２１】
　請求項１０記載の発明は、請求項８記載のマルチモーダルサービス提供システムに係り
、前記セッションが電子会議であり、前記第１のサービスサーバが音声転送サーバ、及び
、前記第２のサービスサーバがホワイトボードアプリケーションサーバであると共に、前
記第１のサービスに対する前記第１のフロア権とは、音声通話転送サービスに対する音声
通話転送権であり、かつ、前記第２のサービスに対する前記第２のフロア権とは、ホワイ
トボード書き込みサービスに対するホワイトボードの書き込み権であることを特徴として
いる。
【００２２】
　請求項１１記載の発明は、請求項８記載のマルチモーダルサービス提供システムに係り
、前記セッションがＴＶ電話通信又はＴＶ会議であり、前記第１のサービスサーバが音声
転送サーバ、及び、前記第２のサービスサーバが画像転送サーバであると共に、前記第１
のサービスに対する前記第１のフロア権とは、音声通話転送サービスに対する音声通話転
送権であり、かつ、前記第２のサービスに対する前記第２のフロア権とは、ビデオ画像送
信サービスに対する画像送信権であることを特徴としている。
【００２３】
　請求項１２記載の発明は、請求項８記載のマルチモーダルサービス提供システムに係り
、前記統合サーバが、前記任意の端末装置からの前記セッション確立要求を解析する解析
手段と、該解析手段の解析結果に基づいて前記サービスサーバ向けの第1のセッション開
始要求を前記サービスサーバ別に発行する第1の発行手段と、前記サービスサーバから返
送される第1の前記セッション開始要求に対する応答情報を受信する受信手段と、該受信
手段で受信される前記応答情報に基づいて他の前記端末装置向けの第２のセッション開始
要求を発行する第２の発行手段とを有して構成されることを特徴としている。
【００２４】
　請求項１３記載の発明は、請求項８記載のマルチモーダルサービス提供システムに係り
、複数種の前記サービスサーバの１つとしてグループ管理サーバが設けられ、前記任意の
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端末装置から、前記統合サーバに対して、マルチモーダルサービスセッションに参加する
端末装置を指定するグループ識別情報を含むセッション確立要求が発行されると、前記統
合サーバが、発行された前記セッション確立要求のグループ識別情報に基づいてグループ
識別情報で識別される前記端末装置の各々について前記グループ管理サーバに問い合わせ
、問い合わせた結果に基づいて前記サービスサーバに対して第３のセッション開始要求を
発行して前記マルチモーダルサービスセッションの確立を行うことを特徴としている。
【００２５】
　請求項１４記載の発明は、請求項８記載のマルチモーダルサービス提供システムに係り
、複数種の前記サービスサーバの１つとしてグループ管理サーバが設けられ、前記任意の
端末装置から、前記統合サーバに対して、マルチモーダルサービスセッションに参加する
端末装置を指定するグループ識別情報を含むセッション確立要求が発行されると、前記統
合サーバが、発行された前記セッション確立要求に基づいてグループ識別情報を含むセッ
ション開始要求を前記複数種のサービスサーバに対して発行し、前記複数種のサービスサ
ーバは、前記セッション開始要求のグループ識別情報に基づいてグループ識別情報で識別
される前記端末装置の各々について前記グループ管理サーバに問い合わせ、問い合わせた
結果に基づいて他の前記端末装置に対して第４のセッション開始要求を発行して前記マル
チモーダルサービスセッションの確立を行うことを特徴としている。
【００２６】
　請求項１５記載の発明は、請求項８記載のマルチモーダルサービス提供システムに係り
、前記サービスサーバの１つとして、セッション保存サーバが含まれていることを特徴と
している。
【００２７】
　請求項１６記載の発明は、制御プログラムに係り、コンピュータに請求項１乃至７のい
ずれか一に記載のマルチモーダルサービス提供方法を実行させることを特徴としている。
【００２８】
　請求項１７記載の発明は、制御プログラムに係り、コンピュータを制御して、請求項８
乃至１５のいずれか一に記載のマルチモーダルサービス提供システムの各機能を実現させ
ることを特徴としている。
【発明の効果】
【００３７】
　この発明によれば、複数種のサービスサーバのうちの２以上のサービスサーバのサービ
スが統合されて端末装置に提供するのに先立って、端末装置からセッション確立要求を発
行し、発行されたセッション確立要求に基づいて端末装置とセッション確立要求対応の前
記サービスサーバとの間にマルチモーダルサービスセッションを統合サーバを介して確立
し、その後に、各サービスサーバが提供するサービスを統合サーバサービスで連携させて
統合させるようにしているから、端末とサービスサーバとの間のソフト上の相互依存性が
ほぼ解除され得るので、複数の既存サービスと新しいサービスとの柔軟な組み合わせを達
成し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３８】
　この発明は、複数種のサービスサーバと端末装置との間に統合サーバを介設し、その統
合サーバを介してマルチモーダルサービスセッションを確立し、そのマルチモーダルサー
ビスセッションにおいて各サービスサーバが提供するサービスを統合サーバサービスで連
携させて統合させるようにして構成される。
【実施例１】
【００３９】
　図１は、この発明の実施例１であるマルチモーダルサービス提供システムの基本的構成
を示す図、図２は、同マルチモーダルサービス提供システムの具体的構成を示す図、図３
は、同マルチモーダルサービス提供システムの統合サーバの構成を示す図、図４は、同マ
ルチモーダルサービス提供システムの統合サーバを構成するセッション確立処理部の構成



(10) JP 4438671 B2 2010.3.24

10

20

30

40

50

を示す図、図５は、同マルチモーダルサービス提供システムの統合サーバを構成するサー
ビス連携処理部の構成を示す図、図６は、同マルチモーダルサービス提供システムのセッ
ション確立時のタイミングチャート、また、図７は、同マルチモーダルサービス提供シス
テムのセッション中のタイミングチャートである。
【００４０】
　この実施例のマルチモーダルサービス提供システム１は、端末装置からの要求に応じて
複数のサービスサーバが提供するそれぞれのサービスを統合サーバにより１つのマルチモ
ーダルサービスとして端末装置に提供するシステムに係り、その基本的構成は、図１に示
すように、端末装置（以下、端末という）２と、統合サーバ８と、各々、異なるサービス
を提供する複数のサービスサーバ、例えば、サービスサーバ１２、１４及び１６とから成
るが、具体的構成例としては、図２に示すように、端末２、４及び６と、統合サーバ８及
び１０と、発言権サーバ１２と、音声転送サーバ１４と、ホワイトボードアプリケーショ
ンサーバ１６とから構成されている。
　以下、この具体的構成例について説明する。
【００４１】
　上述のマルチモーダルサービスとは、複数端末間で行われるコミニケーションサービス
をいう。このコミニケーションサービスの例は、半二重の音声通話とホワイトボード共有
サービスで構成されている。
　半二重の音声通話は、ＰＴＴ（Ｐush Ｔo Ｔalk）サービスとして知られているものと
同様のものである。
　具体的に言うと、後述するサーバ１２、１４及び１６が提供するサービスが、マルチモ
ーダルサービスに含まれる個々のサービスの例であり、統合サーバ８が、端末２及び４に
対して、また、統合サーバ１０が端末６に対して上述のコミニケーションサービスを提供
するようにしてマルチモーダルサービス提供システム１は構成されている。
【００４２】
　端末２、４及び６は、マルチモーダルサービスを利用する端末である。それぞれの端末
には、発言権クライアントと、音声送受信クライアントと、ホワイトボードアプリケーシ
ョンクライアントとを実装して成る。
　統合サーバ８及び１０は、端末２、４及び６に対して発言権サービスと音声転送サービ
スとホワイトボードアプリケーションサービスとを連携して統合されて成るコミニケーシ
ョンサービス（マルチモーダルサービスの１つ）を提供する。
【００４３】
　統合サーバ８及び統合サーバ１０は、図３に示すように、セッション確立処理部２０と
サービス連携処理部３０とから構成されている。
　セッション確立処理部２０は、図４に示すように、マルチモーダルサービスセッション
の確立を行う処理部で、解析部２１と、第１の発行部１２と、受信部２３と、第２の発行
部２４とから構成される。
【００４４】
　解析部２１は、端末２、４及び６からのメッセージ形式のセッション確立要求を受信し
て解析する処理部である。セッション確立要求には、複数のサービスサーバのサービスを
利用する旨の記述（詳細は後述）が含まれている。
　第１の発行部２２は、解析部２１での解析結果から各サービスサーバ１２、１４及び１
６が解釈できる書式で、かつ、サービスサーバ別のセッション開始要求をメッセージ形式
で生成し、対応サービスサーバに発行する処理部である。
【００４５】
　受信部２３は、各サービスサーバ１２、１４及び１６からのレスポンス（応答情報）、
すなわち、端末に向けてのメッセージ形式のセッション開始要求を受信する処理部である
。
　第２の発行部２４は、受信部２３で受信した各レスポンスを統合してその結果を端末２
、４及び６に発行する処理部である。この処理部で行うレスポンスの統合には、各サービ



(11) JP 4438671 B2 2010.3.24

10

20

30

40

50

スサーバ１２、１４及び１６が各サービスサーバ毎の所要のタイミングでレスポンスを返
信して来るので、全レスポンスがあるまでの待ち受けをし、応答がないサービスサーバが
ある場合には、そのサービスがない状態で端末２、４及び６にレスポンスを発行する等の
判断が含まれる。
【００４６】
　サービス連携処理部３０は、図５に示すように、モニター部３１と、決定部３２と、発
行部３３と、保存部３４とから構成される。
　モニター部３１は、サービスサーバ１２、１４及び１６が提供するサービスの制御情報
と、端末２、４、６から送出される送出情報、例えば、音声データ、ホワイトボードの書
き込み命令等とをモニターする処理部である。制御情報は、サービスの状態情報が含まれ
る。
　決定部３２は、モニター部３１でモニターした制御情報及び送出情報と保存部３４のサ
ービス連携条件（以下、ポリシ情報又はポリシともいう）とに基づいて、すなわち、制御
情報及び送出情報とどのような関係にあるかに基づいてサービス連携の仕方を決定する処
理部である。
　サービス連携条件は、上記制御情報及び上記送出情報と所定の関係で予め決められる。
　発行部３３は、決定部３２で決定されたサービス連携の仕方を必要なサービスサーバ及
び端末に対して発行する処理部である。
　保存部３４は、決定部３２でのサービス連携の仕方の決定に必要なサービス連携のポリ
シ情報を保存して決定部３２に提供する処理部である。
【００４７】
　セッション確立処理部２０も、また、サービス連携処理部３０も、プログラムの処理で
構成されるもので、そのプログラムは、統合サーバ８及び１０の不揮発性記憶装置（例え
ば、不揮発性メモリ）に記憶され、統合サーバ８及び１０のＣＰＵ乃至プロセッサによっ
て統合サーバ８及び１０の揮発性メモリに読み出されてＣＰＵ乃至プロセッサで実行され
ることによって、上述の各処理部の機能が遂行されて行くようにして構成されている。
【００４８】
　また、統合サーバ８、１０の接続ポートにサービスサーバを接続するには、統合サーバ
に予めサービスサーバの情報を登録して置く必要がある。その情報は、サービスサーバの
アドレス、サービスサーバで提供するサービスの種類（サービス名）及びセッション確立
のための情報（セッション確立時に統合サーバがサービスサーバに送るべき情報）である
。
【００４９】
　発言権サーバ１２は、複数端末間で行われるセッション中の或る時間にどの端末がメデ
ィアを送信するかを制御する、すなわち、同種のサービスの競合を解決し、複数のフロア
権取得要求が発行されその競合が解決されて許容される端末に対しフロア権を与える制御
を行うサービスを提供するサーバである。
　音声転送サーバ１４は、セッション参加中の１つの端末が送信した音声データをセッシ
ョン参加中の他の端末に転送するサービスを提供するサーバである。
　ホワイトボードアプリケーションサーバ１６は、複数端末ユーザがそれぞれの端末画面
上で同一の絵や写真を見たり、それらの絵や写真の上に線や文字を書き込んだりするサー
ビスを提供するサーバである。
【００５０】
　次に、図２乃至図７を参照して、この実施例の動作について説明する。
　先ず、マルチモーダルサービス提供システム１がコミニケーションサービス（マルチモ
ーダルサービスの１つの例）を提供するのに先立って行われるセッション確立時の動作に
ついて、図６を参照して説明する。
　なお、この実施例において、セッション確立に必要なシグナリング、例えば、セッショ
ン確立要求に対する確認応答等は、公知の一般的な手順の下で執り行われるものであり、
そのこと自体にこの発明があるのではないので、説明を簡潔にするために、以下の動作説
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明の中ではその逐一の説明は省略する。
　また、セッションの確立及び終了は、例えば、ＳＩＰ（Ｓession Ｉnitiation Ｐrotco
l）で行われる。
【００５１】
　マルチモーダルサービス提供システム１が構築されるときに、その統合サーバ８、１０
に接続されるサービスサーバの情報（上述した情報）が、予め、統合サーバ８、１０に登
録されてそれらのサービスサーバが接続される。
　したがって、一旦、マルチモーダルサービス提供システム１ が所要のサービスサーバ
を接続した後であっても、他のサービスサーバを接続してマルチモーダルサービスを提供
しようとするときには、そのサービスサーバの情報を統合サーバに登録しさえすれば、そ
のサービスサーバが提供するサービスを加えて拡張されたマルチモーダルサービスの提供
が可能になる。
【００５２】
　上述のマルチモーダルサービス提供システム１の端末２からセッション確立要求が統合
サーバ８に対して発行される（図６の（１））。
　この要求の中には、セッション確立開始情報、例えば、端末２、４及び６が、確立され
たセッションの中でサービスサーバ１２、１４及び１６が提供するサービスを利用するこ
とになるセッションで、そのセッション確立を開始する旨を合図する情報が含められてい
る。
　また、上記要求の中には、統合サーバ８が連携して統合されたマルチモーダルサービス
を端末に対して提供するのを可能にするサーバ選択情報も含まれる。サーバ選択情報とし
ては、例えば、サービスサーバ１２、１４及び１６のアドレスであっても、また、それら
サーバが提供するサービスのサービス名であってもよい。
【００５３】
　統合サーバ８は、端末２からのセッション確立要求を受け取り、サービスサーバ１２、
１４及び１６からのサービスを受けたいマルチモーダルサービスセッション（サービスセ
ッション）を開始するに当たって、サービスサーバ１２、１４及び１６の各々に対してセ
ッション開始要求を発行する（図６の（２－１）、（２－２）、（２－３））。
　このセッション開始要求には、マルチモーダルサービスセッションに参加する端末は２
、４及び６であることを記述してある。
【００５４】
　このことは、図６では、参照番号（２－１）、（２－２）及び（２－３）で示され、そ
の枝番号がサービスサーバ１２、１４及び１６に対して送られる要求であることを示して
おり、これらは、統合サーバ８が各サービスサーバに対して発行する要求としては論理的
には互いに同位であることを表したものである。
【００５５】
　サービスサーバ１２、１４及び１６は、統合サーバ８からのセッション開始要求を受け
取り、統合サーバ８は、端末２、４及び６が参加するセッションを確立するために、それ
ぞれの各端末に向けたセッション開始要求を発行する。
　この要求は、図６においては、（３－１）、（３－２）及び（３－３）として示してあ
る。セッション開始要求（３－１）、（３－２）及び（３－３）は、各端末が接続されて
いる統合サーバ８、１０に対して送られる。
【００５６】
　統合サーバ８、１０は、自身の配下に接続されている端末に対するセッション開始要求
を受け取ると、それぞれの端末に対してマルチモーダルサービスセッション開始要求を発
行する（図６の（４））。
　以上の処理手順を踏むことにより、マルチモーダルサービスセッションが確立する（図
６の（５））。
【００５７】
　次に、上述のようにして、マルチモーダルサービスセッションが確立された状態におけ
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るマルチモーダルサービスの提供動作を説明する。
　このマルチモーダルサービスの提供動作は、基本的には、上述のＳＩＰによるが、これ
に限らない。
【００５８】
　上述のようにして、セッション参加の端末とサービスサーバとの間に通信回線が形成さ
れた状態において、マルチモーダルサービスが開始されているとする。
　このマルチモーダルサービスの提供は、一般的には、次のようにして行われる。
　マルチモーダルサービスの提供に際して、任意の端末が、フロア権を取得し得る状態に
あるとき、その端末からマルチモーダルサービスを構成する或る１つのサービスについて
のフロア権取得要求が、時系列上で順次、統合サーバ８、１０を径由して発言権サーバ１
２に到達する。
　その発行は、１つの端末から行われる場合もあれば、複数の任意の端末から行われる場
合もある。
【００５９】
　そのフロア権取得要求が、１つの端末から発行されるときに、発言権サーバ１２がいず
れの端末にも与えていないならば、発言権サーバ１２において同種のロア権取得要求の競
合はないから、発言権サーバ１２は、上記１つの端末に対して上記フロア権取得要求対応
のフロア権を与える。
　また、そのフロア権取得要求が、複数の端末から時系列上で前後して発行されるとき、
発言権サーバ１２においてフロア権取得要求対応のフロア権取得要求の競合が生じるので
、その競合は、発言権サーバ１２において公知の手順に従って処理されて決まる端末に対
してフロア権が与えられる。
　すなわち、先行する端末に対して、既に、フロア権を発行している場合には、後続して
フロア権取得要求を送信して来ている端末（以下、後続端末という）に対してはフロア権
獲得失敗（フロア権発行拒否）通知を後続端末に対して返送する。
【００６０】
　上記のフロア権を与えられる端末に対しては、発言権サーバ１２からフロア権獲得成功
通知が送信されると共に、フロア権を要求しなかったその他の端末に対しては、フロア権
が取得されたことの通知（フロア権取得済み通知）が送信される。
【００６１】
　フロア権獲得成功通知と、フロア権獲得失敗通知と、フロア権取得済み通知とは、統合
サーバ８、１６を径由して端末２、４、６に送信される。これらの送信が行われる場合、
フロア権取得済み通知を受ける端末には、フロア権獲得失敗通知を受ける端末も含まれる
。これら双方を受ける端末には、フロア権取得済み通知と、フロア権獲得失敗通知とは、
若干の時間差をもって到達する。
【００６２】
　各端末に上記の各通知が到達すると、フロア権を取得した端末は、マルチモーダルサー
ビスセッションに参加する他の端末に提供するためのデータ（当該端末からの送出情報）
を対応するサービスサーバに対して送信することができるようになる。
　また、その他の端末は、自端末以外のいずれかの端末がフロア権を取得したことを認識
することができる。
【００６３】
　このようにして、フロア権を与えられてマルチモーダルサービスを構成する複数のサー
ビスが、時系列上で順次、提供されようとするとき、その提供されんとする異種のサービ
ス間に競合が発生することがある。
　この競合は、統合サーバ８、１０で連携処理され、マルチモーダルサービスを構成する
各サービスが順序立てられて各端末にマルチモーダルサービスとして提供される。
【００６４】
　その連携処理について以下説明する。
　各サービスサーバによるサービスの提供は、独立に行われようとする。そのサービスサ
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ーバが提供しようとするサービスについての制御情報及び端末が送信（送出）する送出情
報が、サービス連携処理部３０のモニタ部３１でモニタされている。
　モニタ部３１から上記モニタ結果を受け取る決定部３２は、モニタ結果から保存部３４
のポリシを参照してサービス連携の仕方を決定する。
　こうして決定されたサービス連携の仕方は、発行部３３から対応するサービスサーバ及
び端末に対して発行する。
【００６５】
　以下に、サービス連携処理部３０での処理例を説明する。
　例えば、遠隔会議サービスにおいて、例えば、ポリシとして、「グループ音声通話のフ
ロア権である音声通話転送権とホワイトボードのフロア権である書き込み権は、同じ端末
に与えるようにし、ホワイトボードの書き込み権は音声通話のフロア権に従属する」とい
うポリシが、保存部３４に設定・保存してあるとする。この設定は、例えば、事前設定で
ある。
【００６６】
　この条件の下で、上述のような同種のサービス、例えば、音声通話についてのフロア権
取得要求の競合が発言権サーバ１２で処理されて或る端末に音声通話についてのフロア権
が与えられ、かつ、その或る端末からホワイトボードアプリケーションサーバ１６への書
き込み命令が送信されたとすると、或る端末が音声通話のフロア権を取得したことをモニ
タ部３１がモニタし、その時には同じ端末に対してホワイトボード書き込み権が与えられ
た状態になるので、同端末によって音声通話フロア権の取得が維持されている期間に、同
端末からホワイトボードの書き込み命令をモニタ部３１がモニタしたとしたら、決定部３
２は、上記ポリシに照らし会わせて、「音声通話転送権と書き込み権とを同じ端末が持っ
ている」状態に合致するので、ホワイトボードの書き込み命令を同じ端末に提供させると
いうサービス連携の仕方を決定する。このサービス連携の仕方は、発行部３３からホワイ
トボードアプリケーションサーバ１６に転送される。
【００６７】
　上記遠隔会議サービスの例におけるポリシの例において、或る端末が音声通話のフロア
権を取得したことをモニタ部３１がモニタし、その時には同じ端末に対してホワイトボー
ド書き込み命令が与えられた状態になるので、同端末によって音声通話フロア権の取得が
維持されている期間に、他の端末からホワイトボードの書き込み命令をモニタ部３１がモ
ニタしたとしたら、決定部３２は、上記ポリシに照らし会わせて、「音声通話転送権と書
き込み権とを同じ端末が持っている」状態に合致しないので、ホワイトボードの書き込み
情報を他の端末に提供させないというサービス連携の仕方（或るいは、「上記ホワイトボ
ードの書き込み命令を発行した端末が音声通話のフロア権を次に取得するまでその書き込
み命令を保持させるというサービス連携の仕方」）を決定する。このサービス連携の仕方
も、発行部３３からホワイトボードアプリケーションサーバ１６に転送される。
【００６８】
　また、遠隔会議サービスにおいて音声通話のフロア権とホワイトボードの書き込み権と
が従属しないの例として、「グループ音声通話のフロア権とホワイトボードの書き込み権
は同じ端末に与えるようにする」というポリシが設定されていたとすれば、或る端末が音
声通話のフロア権を取得したことをモニタしたときは、同じ端末がホワイトボードの書き
込み権を要求できる状態であり、もし同じ端末からホワイトボードの書き込み権が要求さ
れれば、決定部３２は、上記ポリシに照らし会わせて、「音声通話転送権と書き込み権と
を同じ端末が持っている」状態に合致するので、「その書き込み権の要求は採用される、
すなわち、その端末にホワイトボードアプリケーションサーバのサービスについてのフロ
ア権が与えられるが、他の端末がホワイトボードの書き込み権を要求した場合にはその要
求を拒否させる」というサービス連携の仕方を決定する。このサービス連携の仕方も、発
行部３３からホワイトボードアプリケーションサーバ１６に転送される。
【００６９】
　また、遠隔会議サービスでの音声通話のフロア権とホワイトボードの書き込み権とが従



(15) JP 4438671 B2 2010.3.24

10

20

30

40

50

属しない場合に、音声通話のフロア権とホワイトボードの書き込み権の要求が同時に発行
されるときの例（以下、上記例という）において、「グループ音声通話のフロア権とホワ
イトボードの書き込み権は同じ端末に与えるようにする」というポリシが設定されていた
とすれば、或る端末が音声通話のフロア権を取得したことをモニタし、かつ、異なる端末
がホワイトボードの書き込み権を取得したことをモニタしたときには、決定部３２は、上
記ポリシに照らし会わせて、「直ちに両フロア権の取得が無効にする」というサービス連
携の仕方を決定する。具体的には、決定部３２は、両フロア権の開放要求を両端末に指示
する決定を行う。
【００７０】
　上記例において、サービス連携の仕方の他の例として、或る端末が音声通話のフロア権
を取得したことをモニタしたときには、「同じ端末がホワイトボードの書き込み権を要求
していなくても、同端末に代わって統合サーバ８、１０がホワイトボードの書き込み権を
要求、取得する」というサービス連携の仕方を決定する。
【００７１】
　また、ＴＶ電話サービスにおいて、例えば、ポリシとして、「グループ音声通話のフロ
ア権である音声通話転送権とビデオカメラで撮像したビデオ画像の画像送信権は、同じ端
末に与えるようにする」というポリシが、保存部３４に設定・保存してあるとする。
　この条件の下で、上述のような同種のサービス（例えば、音声通話）についてのフロア
権取得要求の競合が発言権サーバ１２で処理されて或る端末に音声通話についてのフロア
権が与えられ、かつ、その或る端末から画像転送サーバ（このサーバも他のサービスサー
バと同様にして統合サーバ８、１０に接続し得るもの）へのビデオ画像が送信されたとす
ると、或る端末が音声通話のフロア権を取得したことをモニタ部３１がモニタし、これと
同時に同じ端末からビデオ画像が送信されていることをモニタ部３１がモニタしたとした
ら、決定部３２は、上記ポリシに照らし会わせて、「音声通話転送権と画像送信権とを同
じ端末が持っている」状態に合致するので、ビデオ画像を同じ端末に提供させるようにサ
ービス連携の仕方を決定する。このサービス連携の仕方は、発行部３３から図示しない画
像送信サーバに転送される。
【００７２】
　上記ＴＶ電話サービスの例におけるポリシの例において、或る端末が音声通話のフロア
権を取得したことをモニタ部３１がモニタし、これと同時に他の端末からビデオ画像をモ
ニタ部３１がモニタしたとしたら、決定部３２は、上記ポリシに照らし会わせて、「音声
通話転送権と画像送信権とを同じ端末が持っている」状態に合致しないので、ビデオ画像
を他の端末に提供しないようにサービス連携の仕方を決定する。このサービス連携の仕方
も、発行部３３から図示しない画像送信サーバに転送される。
【００７３】
　また、ＴＶ会議サービスについても、上述した２つの例におけるポリシ制御によるサー
ビス連携を組み合わせて提供することができる。
　なお、いずれの例におけるポリシだけでなく、提供しようとするマルチモーダルサービ
スに応じた各種各様のポリシでマルチモーダルサービスを提供することができる。
【００７４】
　上述したような連携処理により、マルチモーダルサービスを構成する各サービスは、統
合サーバ８、１０で連携されて統合された新しいサービス、すなわち、マルチモーダルサ
ービスとしてセッション参加の各端末に提供される。
【００７５】
　そして、上述したマルチモーダルサービスの提供が行われ、その或るサービスについて
のフロア権を取得している端末が、そのフロア権を開放するに際しては、その端末からフ
ロア権開放要求が発行され、そのフロア権開放要求は、統合サーバを径由して発言権サー
バ１２に到達する。
　発言権サーバ１２は、全端末に対して当該フロア権が開放されたことを通知する。
　このようにしてマルチモーダルサービスを構成する各サービスについてのフロア権の開
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放が行われると、開設されていたマルチモーダルサービスセッションは終了する。
【００７６】
　上述した遠隔会議サービスの具体的な例について、図７を参照して以下に説明する。
　端末２がフロア権としての発言権取得要求を発行したとする（図７の（６ａ））。その
発言権取得要求は、統合サーバ８を径由して発言権サーバ１２に到達する。
　発言権サーバ１２は、その時点でそのセッション中の発言権取得端末がないとすると、
端末２に発言権を与えることとし、発言権が端末２に与えられたことを全セッション参加
端末（２、４及び６）に通知するために発言権取得済み通知を発行する（図７の（６ｂ）
）。発言権取得済み通知（図７の（６ｂ））は、各端末が各別に接続されている統合サー
バ８及び１０を径由して対応する端末に送られる。
　これにより、この時点でのセッション発言権は、端末２が持っている状態に遷移する。
【００７７】
　このようにして発言権を与えられた端末２は、サービスサーバ１４及び１６が提供する
各サービスにアクセスすることが可能になる。
　サービスサーバ１４及び１６が提供するサービスは、それぞれ、この実施例の構成（図
２）からして、サービスサーバ１４については音声データの送信（７ａ）であり、サービ
スサーバ１６についてはホワイトボードアプリケーションで共有する画像の操作命令（８
ａ）である。
【００７８】
　端末から発せられた音声データや画像操作命令は、統合サーバ８を介して対応するサー
ビスサーバ１４、１６に転送される。
　その後に、音声転送サーバ１４は、音声データ（７ａ）を他のセッション参加端末に転
送し（７ｂ）、ホワイトボードアプリケーションサーバ１６は、画像操作命令（８ａ）を
他のセッション参加端末に転送する（８ｂ）。
【００７９】
　上述したような発言権が端末２に付与されている状態において、たとえば端末６がホワ
イトボードアプリケーションサーバ１６に対する書き込み命令を発行するとしたならば、
統合サーバＳＳ２のモニター部３１が上述の書き込み命令及び発言権サーバ１２の制御情
報をモニターし、その時点での発言権取得端末が端末２であることを認識しているので、
保存部３４のポリシ、例えば、「端末２に発言権を与えており、端末６から書き込み命令
が発行されたなら、ホワイトボードアプリケーションサーバ１６に書き込み命令を転送さ
せない」が保存されているとすると、決定部３２は、そのポリシを参照してその書き込み
命令は統合サーバ１０の発行部３３からホワイトボードアプリケーションサーバ１６に転
送されない。
【００８０】
　上述のようにして確立され、マルチモーダルサービスに係る所要のサービス提供が終了
すると、いずれかの端末から発言権解放要求（１０ａ）が発行されると、上述した発言権
取得要求（６ａ）の場合と同様にその発言権開放要求が処理され、セッション中のいずれ
の端末へも発言権開放通知が統合サーバ８から転送され（１０ｂ）、これらいずれの端末
も発言権を持っていない状態に遷移する。
　このようにしてマルチモーダルサービスを構成する各サービスについてのフロア権とし
ての発言権の開放が行われると、開設されていたマルチモーダルサービスセッションは終
了する。
【００８１】
　このように、この実施例の構成によれば、マルチモーダルサービスの提供に際して、サ
ービスサーバについての所定の情報を統合サーバに登録した後、セッション開始要求、す
なわち、端末からのサービス利用要求をセッション確立処理部で該要求対応のサービスサ
ーバに振り分け、前記要求を振り分けられたサービスサーバが提供するサービスをサービ
ス連携処理部で連携させて統合させるようにしているから、端末とサービスサーバとの間
のソフト上の相互依存性がほぼ解除され得るので、複数の既存サービスと新しいサービス
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との柔軟な組み合わせを達成し得る、すなわち、複数の既存サービスへの新しいサービス
の統合に際して新しいサービスの追加を容易にすることが可能になる。
【００８２】
　また、上述したように、統合サーバにおいてマルチモーダルサービスの提供を受けたい
端末とその提供に係わるサービスサーバとの間にマルチモーダルサービスセッションを確
立し、統合サーバでマルチモーダルサービスのための各サービスを連携し統合させている
から、複数のサービスを統合した新しいサービスを提供することができる。
　さらに、端末から統合サーバへ送信されるセッション確立要求には、複数のサービスを
利用する旨が記述されるから、統合サーバへ複数のサービスを同時に要求することができ
る。
【００８３】
　また、上述したように、統合サーバで個々のサービスの連携を為して統合（協調）され
るから、端末で個々のサービスを利用する場合に比して、ユーザに取ってのサービス品質
を向上させることができる。
　また、ネットワーク内に同じサービスを提供するサーバを複数配置することが容易にで
きるので、負荷分散が容易となる。
　また、サービスサーバの容易な追加により、新しいサービスを容易に導入することが可
能である。
【実施例２】
【００８４】
　図８は、この発明の実施例２であるマルチモーダルサービス提供システムの構成を示す
図である。
　この実施例の構成が、実施例１のそれと大きく異なる点は、マルチモーダルサービスの
セッション開始要求の中のセッション参加端末の指定をグループＩＤで行い、そのセッシ
ョン開始要求を受信する統合サーバがグループ管理サーバに対してセッション参加端末を
グループＩＤで問い合わせるようにした点である。
　すなわち、この実施例のマルチモーダルサービス提供システム１Ａは、図８に示すよう
に、統合サーバ８Ａ及び１０Ａにグループ管理サーバ１８を新たに接続するほか、各端末
２Ａ、４Ａ及び６Ａ、各統合サーバ８Ａ及び１０Ａ及びグループ管理サーバ１８は次のよ
うに構成する。
【００８５】
　各端末２Ａ、４Ａ及び６Ａのいずれかが、セッション確立要求を発行するとき、そのセ
ッションに参加する端末のグループＩＤ、例えば、３つの端末２Ａ、４Ａ及び６Ａを識別
するグループＩＤをそのセッション確立要求に記述して対応する統合サーバ８Ａ、１０Ａ
に送出する構成とする。
　また、各統合サーバ８Ａ及び１０Ａのいずれも、セッション確立時に端末から送られて
来るセッション確立要求に記述されているグループＩＤでグループ管理サーバ１８に問い
合わせ、グループＩＤで識別されるグループの端末の各々を認識し、その結果に基づいて
各サービスサーバに対してセッション開始要求を発行する構成とする。
【００８６】
　そして、グループ管理サーバ１８は、各統合サーバ８Ａ、１０ＡからグループＩＤによ
る問い合わせに対して、当該グループＩＤで指定されるグループの端末の識別情報を各統
合サーバ８Ａ、１０Ａに返送する構成とする。
　この構成以外のこの実施例の構成は、実施例１と同じであるので、同一の構成部分には
同一の参照符号を付して、その逐一の説明は省略する。
【００８７】
　次に、図８を参照して、この実施例の動作について説明する。
　上述したところから明らかなように、この実施例と実施例１との差異は、端末、例えば
、２Ａから発行されるセッション確立要求の内容が異なる。
　すなわち、この実施例では、セッションに参加する端末の各々は、予めグループに纏め
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られており、そのグループＩＤをセッション確立要求の中で記述するようにした点である
。
【００８８】
　そのセッション確立要求がマルチモーダルサービスを受けたい端末、例えば、２Ａから
発行されると、当該セッション確立要求を受け取った統合サーバ８Ａ、１０Ａは、セッシ
ョン確立要求の中のグループＩＤでグループ管理サーバ１８を問い合わせる。
　これに対して、グループ管理サーバ１８は、グループＩＤで判別される端末の識別情報
を統合サーバ８Ａ、１０Ａに対して回答する。
【００８９】
　マルチモーダルサービスを受けたい端末の識別情報の回答を受けた統合サーバ８Ａ、１
０Ａは、実施例１で説明したと同様にして、それぞれのサービスサーバ１２、１４、１６
に対してセッション開始要求を発行し、マルチモーダルサービスのセッション確立処理を
行う。
　このマルチモーダルサービスのセッション確立処理が完了した後に、実施例１で説明し
たと同様のマルチモーダルサービスセッションの動作が当該セッションに参加している端
末と各サービスサーバ１２、１４、１６との間で執り行われる。
【００９０】
　このように、この実施例の構成によれば、端末で発行するセッション確立要求の中に記
述されるグループＩＤについての端末の識別を統合サーバからグループ管理サーバに対し
て問い合わせるようにして、実施例１と同効を得ることができる。
【実施例３】
【００９１】
　図９は、この発明の実施例３であるマルチモーダルサービス提供システムの構成を示す
図である。
　この実施例の構成が、実施例１のそれと大きく異なる点は、セッション開始要求のセッ
ション参加端末の指定をグループＩＤで行い、そのセッション開始要求を統合サーバがサ
ービスサーバに発行し、サービスサーバがグループ管理サーバに対してセッション参加端
末をグループＩＤで問い合わせるようにした点である。
【００９２】
　すなわち、この実施例のマルチモーダルサービス提供システム１Ｂは、図９に示すよう
に、グループ管理サーバ１８Ｂをサービスサーバ１２Ｂ、１４Ｂ及び１６Ｂに接続し、サ
ービスサーバ１２Ｂ、１４Ｂ及び１６ＢからグループＩＤでセッション参加端末の各々に
ついての問い合わせがあったときそれに対する回答を各サービスサーバに返すようにして
構成される。
【００９３】
　そのために、端末２Ｂ、４Ｂ及び６Ｂは、セッション参加端末を識別するグループＩＤ
をセッション確立要求の中に記述して発行する。統合サーバ８Ｂ及び１０Ｂは、端末２Ｂ
、４Ｂ及び６Ｂからセッション確立要求を受け取り、そのグループＩＤで各サービスサー
バ１２Ｂ、１４Ｂ及び１６Ｂに対してセッション開始要求を発行する。セッション開始要
求を受け取ったサービスサーバ１２Ｂ、１４Ｂ及び１６Ｂは、そこに記述されているグル
ープＩＤで識別される端末の各々をグループ管理サーバ１８Ｂに問い合わせてセッション
に参加する端末の各々を認識する。
　この構成以外のこの実施例の構成は、実施例１と同じであるので、同一の構成部分には
同一の参照符号を付して、その逐一の説明は省略する。
【００９４】
　次に、図９を参照して、この実施例の動作について説明する。
　上述したところから明らかなように、この実施例と実施例１との差異は、端末、例えば
、２Ａから発行されるセッション確立要求の内容が異なる。
　すなわち、この実施例では、セッションに参加する端末の各々は、予めグループに纏め
られており、そのグループＩＤをセッション確立要求の中で記述するようにしている。
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【００９５】
　そのセッション確立要求が、マルチモーダルサービスを受けたい端末、例えば、２Ｂか
ら発行されると、そのセッション確立要求の中にグループＩＤが記述されて発行される。
　このセッション確立要求を受け取った統合サーバ８Ｂ、１０Ｂは、セッション確立要求
の中のグループＩＤでサービスサーバ１２Ｂ、１４Ｂ、１６Ｂに対してセッション開始要
求を発行する。
【００９６】
　そのサービスサーバ１２Ｂ、１４Ｂ、１６Ｂは、グループＩＤで識別される端末につい
てグループ管理サーバ１８Ｂへ問い合わせる。
　グループ管理サーバ１８Ｂは、問い合わせに対する回答をサービスサーバ１２Ｂ、１４
Ｂ、１６Ｂに行う。
　サービスサーバ１２Ｂ、１４Ｂ、１６Ｂは、回答対象の端末が接続されている統合サー
バ８Ｂ、１０Ｂに対してマルチモーダルサービスセッション開始要求を発行する。
【００９７】
　以上の処理手順により、マルチモーダルサービスセッションが確立されてそのセッショ
ン、すなわち、セッション参加端末間のコミニケーションセッションが開始される。
　このマルチモーダルサービスセッション中の動作は、実施例１と同様なので、その逐一
の説明は省略する。
【００９８】
　このように、この実施例の構成によれば、端末で発行するセッション確立要求の中に記
述されるグループＩＤについての端末の識別をサービスサーバからグループ管理サーバに
対して問い合わせるようにしても、実施例１と同効を得ることができる。
【実施例４】
【００９９】
　図１０は、この発明の実施例４であるマルチモーダルサービス提供システムの構成を示
す図、図１１は、同マルチモーダルサービス提供システムのセッション確立時のタイミン
グチャート、図１２は、同マルチモーダルサービス提供システムのセッション中のタイム
チャートである。
【０１００】
　この実施例の構成が、実施例１のそれと大きく異なる点は、マルチモーダルサービスの
セッション内容を記録して保存し、セッション内容を参照し得るようにした点である。
　すなわち、この実施例のマルチモーダルサービス提供システム１Ｃは、図１０に示すよ
うに、セッション保存サーバ１８Ｃを統合サーバ８に接続し、端末２及び４からのセッシ
ョン内容の問い合わせに対してセッション保存サーバ１８Ｃに保存されているセッション
内容を返送するようにして構成される。
　この構成以外のこの実施例の構成は、実施例１と同じであるので、同一の構成部分には
同一の参照符号を付して、その逐一の説明は省略する。
【０１０１】
　次に、図１０乃至図１１を参照して、この実施例の動作について説明する。
　先ず、マルチモーダルサービス提供システム１Ｃがコミニケーションサービス（マルチ
モーダルサービスの１つの例）を提供するのに先立って行われるセッション確立時の動作
について、図１１を参照して説明する。
　なお、この実施例において、セッション確立に必要なシグナリング、例えば、セッショ
ン確立要求に対する確認応答等は、実施例１と同様であり、説明を簡潔にするために、以
下の動作説明の中ではその逐一の説明は省略する。
【０１０２】
　上述のマルチモーダルサービス提供システム１Ｃが構築されるときに、その統合サーバ
８にサービスサーバとしてのセッション保存サーバ１８Ｃが接続されるが、その接続の際
にサービスサーバ１８Ｃの情報（実施例１で説明した情報）が、予め、統合サーバ８に登
録される。
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【０１０３】
　このようにしてマルチモーダルサービス提供システム１Ｃが構築された後、端末１から
セッション確立要求が統合サーバ８に対して発行される（図１１の（１））。
　この要求の中には、セッション確立開始情報、例えば、端末２、４及び６が、確立され
たセッションの中でサービスサーバ１２、１４、１６及び１８Ｃが提供するサービスを利
用することになるセッションで、そのセッション確立を開始する旨を合図する情報が含め
られている。
【０１０４】
　また、上記要求の中には、統合サーバ８、１０が連携して統合されたマルチモーダルサ
ービスを端末に対して提供するのを可能にするサーバ選択情報も含まれる。サーバ選択情
報としては、例えば、サービスサーバ１２、１４、１６及び１８Ｃのアドレスであっても
、また、それらサーバが提供するサービスのサービス名であってもよい。
　例えば、そのサービス名から統合サーバ８が適切なサービスサーバを選択する。
【０１０５】
　統合サーバ８は、端末２からのセッション確立要求を受け取り、サービスサーバ１２、
１４、１６及び１８Ｃを利用した、すなわち、これらサービスサーバについてのサービス
を受けたいマルチモーダルサービスセッション（サービスセッション）を開始するに当た
って、サービスサーバ１２、１４、１６及び１８Ｃの各々に対してサービスセッション開
始要求を発行する（図１１の（２－１）、（２－２）、（２－３）、（２－５））。
　この図１１に示される参照番号（２－１）、（２－２）、（２－３）及び（２－５）の
枝番号がサービスサーバ１２、１４、１６及び１８Ｃに対して送られる要求であることを
示しており、これらは、統合サーバ８が各サービスサーバに対して発行する要求としては
論理的には互いに同位であることを表したものである。
【０１０６】
　上述のようにしてセッション保存サーバ１８Ｃに対して発行されるセッション開始要求
（２－５）には、セッションへの参加端末が端末２、４及び６であることと、このセッシ
ョンでセッション保存サーバ１８Ｃが保存すべきサービスの種別は、発言権サーバ１２、
音声転送サーバ１４及びホワイトボードアプリケーションサーバ１６が提供するサービス
であることが記述されている。
　また、サービスサーバ１２、１４及び１６に対して発行されるセッション開始要求には
、マルチモーダルサービスセッションに参加する端末は端末２、端末４、端末６及びセッ
ション保存サーバ１８Ｃであることが記述されている。したがって、セッション保存サー
バ１８Ｃは、サービスサーバ１２、１４及び１６から見ると１つの端末として見えるよう
になる。
【０１０７】
　サービスサーバ１２、１４及び１６は、統合サーバ８からのセッション開始要求を受け
取り、統合サーバ８は、端末２、４及び６が参加するセッションを確立するために、それ
ぞれの各端末に向けたセッション開始要求を発行する。
　この要求は、図１１においては、（３－１）、（３－２）及び（３－３）として示して
ある。セッション開始要求（３－１）、（３－２）及び（３－３）は、各端末が接続され
ている統合サーバ８、１０に対して送られる。
【０１０８】
　統合サーバ８、１０は、自身の配下に接続されている端末に対するセッション開始要求
を受け取ると、それぞれの端末とセッション保存サーバ１８Ｃに対してマルチモーダルサ
ービスセッション開始要求を発行する（図１１の（４））。
　以上の処理手順を踏むことにより、マルチモーダルサービスセッションが確立する（図
１１の（５））。
【０１０９】
　上述したようにしてマルチモーダルサービスセッションが確立された後のマルチモーダ
ルサービスセッションを、上述した同様の遠隔会議サービスの具体的な例について、図１
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２を参照して以下に説明する。
　端末２がフロア権としての発言権取得要求を発行したとする（図１２の（６ａ））。そ
の発言権取得要求は、統合サーバ８を介して発言権サーバ１２に到達する。
　発言権サーバ１２は、その時点でそのセッション中の発言権取得端末がないとすると、
端末２に発言権を与えることとし、発言権が端末２に与えられたことを全セッション参加
端末（２、４、６及び１８Ｃ）に通知するために発言権取得済み通知を発行する（図１２
の（６ｂ）、（６ｂ－５））。発言権取得済み通知（図１２の（６ｂ））は、各端末が各
別に接続されている統合サーバ８及び１０を介して対応する端末に送られ、また、発言権
取得済み通知（図１２の（６ｂ－５））は、統合サーバ８からセッション保存サーバ１８
Ｃに送られる。
　これにより、この時点でのセッション発言権は、端末２が持っている状態に遷移する。
【０１１０】
　このようにして発言権を与えられた端末２は、サービスサーバ１４及び１６が提供する
各サービスにアクセスすることが可能になる。
　サービスサーバ１４及び１６が提供するサービスは、それぞれ、この実施例の構成（図
１０）からして、サービスサーバ１４については音声データの送信（７ａ）であり、サー
ビスサーバ１６についてはホワイトボードアプリケーションで共有する画像の操作命令（
８ａ）である。
【０１１１】
　端末から発せられた音声データや画像操作命令は、統合サーバ８を介して対応するサー
ビスサーバ１４、１６に転送される。
　その後に、音声転送サーバ１４は、音声データ（７ａ）を他のセッション参加端末に転
送し（７ｂ）、ホワイトボードアプリケーションサーバ１６は、画像操作命令（８ａ）を
他のセッション参加端末に転送する（８ｂ）。
　また、統合サーバ８は、セッション保存サーバ１８Ｃに対して記録・保存のために音声
データ及び画像操作命令を転送する。その音声データは、図１２中には（７ｂ－５）で示
し、画像操作命令は、（８ｂ－５）で示してある。
【０１１２】
　上述のようにして確立され、マルチモーダルサービスに係る所要のサービス提供が行わ
れつつ、そのセッション内容がセッション保存サーバ１８Ｃに保存されて行く。
　そのマルチモーダルサービスの提供が終了すると、それぞれの端末は、発言権解放要求
（１０ａ）を発行すると、上述した発言権取得要求（６ａ）の場合と同様にその発言権開
放要求が処理され、セッション中のいずれの端末へも発言権開放通知が統合サーバ８から
転送され（１０ｂ）、これらいずれの端末も発言権を持っていない状態に遷移する。
　このようにしてマルチモーダルサービスを構成する各サービスについてのフロア権とし
ての発言権の開放が行われると、開設されていたマルチモーダルサービスセッションは終
了する。
【０１１３】
　このように、この実施例の構成によれば、実施例１と同効が得られるほか、マルチモー
ダルサービスセッションのセッション内容を記録・保存し、セッション参加者やセッショ
ン参加者がセッション内容を開示したいと思う者などセッション内容を参照する権利を有
する者によって保存されているセッション内容を参照することができる。
【０１１４】
　以上、この発明の実施例を、図面を参照して詳述してきたが、この発明の具体的な構成
は、これらの実施例に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の
変更等があってもそれらはこの発明に含まれる。
　例えば、上述の実施例では、発言権サーバと、音声転送サーバと、ホワイトボードアプ
リケーションサーバとを例示して説明したが、マルチモーダルサービスの提供に用いれる
その他のサーバが統合サーバに接続されてマルチモーダルサービス提供システムが構築さ
れてもよい。
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【０１１５】
　上記実施例ではポリシの設定は、事前設定である場合を説明したが、これに限らず、事
後設定でもよい。
　また、上述の実施例で説明した各ポリシは、サービス連携の仕方を決定する例示であり
、連携されるサービスに応じてそれに適切なポリシが用意されてマルチモーダルサービス
の提供を行うようにしてもよい。例えば、発言権サービスに音声転送サービスを従属し、
発言権を取得した端末のみが音声データの送信を行うが、ホワイトボードアプリケーショ
ンサービスは、発言権サービスに従属せず、独立に画像操作命令をやり取りするようにす
ることも可能である。
【０１１６】
　この実施例で用いれるプロトコルは、主として、ＳＩＰであるとして、この発明の説明
をしているが、この発明は、特定のプロトコルを用いてのみ構成し得るものではなく、そ
の他のプロトコル、例えば、ＲＴＣＰ（ＲＴＰ Ｃontrol Ｐrotocol）(ＲＴＰ（Ｒeal-ti
me Ｔransport Ｐrotocol）)を用いてこの発明を構成するようにしてもよい。
【０１１７】
　また、上述の実施例では、端末と統合サーバとは、単に通信回線で接続されると説明し
たが、これら両者間の接続は、端末利用者がマルチモーダルサービス事業者とのサービス
契約を結ぶときに設定するようにしてもよいし、端末がモバイル端末であれば、ネットワ
ーク内の最寄の統合サーバに設定されたりすることも可能である。
【０１１８】
　また、上述の実施例では、端末と、統合サーバと、サービスサーバとが、いずれの情報
の送受においても、同一の通信回線を介する説明であったが、上述のマルチモーダルサー
ビスセッションの確立に係るセッション確立情報及び連携に係る制御情報の送受信以外の
情報、例えば、サービス情報の送受には、上記セッション確立情報及び制御情報の送受を
行う通信回線以外の通信回線を用いるようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１１９】
　ここに開示しているマルチモーダルサービスセッション確立方法及びその装置並びにマ
ルチモーダルサービス提供方法及びその装置は、各種の通信システムで利用し得る。
【図面の簡単な説明】
【０１２０】
【図１】この発明の実施例１であるマルチモーダルサービス提供システムの基本的構成を
示す図である。
【図２】同マルチモーダルサービス提供システムの具体的構成を示す図である。
【図３】同マルチモーダルサービス提供システムの統合サーバの構成を示す図である。
【図４】同マルチモーダルサービス提供システムの統合サーバを構成するセッション確立
処理部の構成を示す図である。
【図５】同マルチモーダルサービス提供システムの統合サーバを構成するサービス連携処
理部の構成を示す図である。
【図６】同マルチモーダルサービス提供システムのセッション確立時のタイミングチャー
ト図である。
【図７】同マルチモーダルサービス提供システムのセッション中のタイミングチャートで
ある。
【図８】この発明の実施例２であるマルチモーダルサービス提供システムの構成を示す図
である。
【図９】この発明の実施例３であるマルチモーダルサービス提供システムの構成を示す図
である。
【図１０】この発明の実施例４であるマルチモーダルサービス提供システムの構成を示す
図である。
【図１１】同マルチモーダルサービス提供システムのセッション確立時のタイミングチャ
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ートである。
【図１２】同マルチモーダルサービス提供システムのセッション中のタイムチャートであ
る。
【符号の説明】
【０１２１】
　１、１Ａ、１Ｂ、１Ｃ　　　マルチモーダルサービス提供システム
　２、２Ａ、２Ｂ、２Ｃ　　　端末
　８、８Ａ、８Ｂ　　　統合サーバ
　１０、１０Ａ、１０Ｂ　　　統合サーバ
　１２、１２Ｂ　　　発言権サーバ
　１４、１４Ｂ　　　音声転送サーバ
　１６、１６Ｂ　　　ホワイトボードアプリケーションサーバ
　１８、１８Ｂ　　　グループ管理サーバ
　１８Ｃ　　　セッション保存サーバ
　２０　　　セッション確立処理部（セッション確立手段）
　３１　　　モニター部（モニター手段）
　３２　　　決定部（決定手段）
　３３　　　発行部（発行手段）
　３４　　　保存部（保存手段）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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