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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　IDタグを具備し、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末と、
　IDリーダを具備し、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末と、
　前記第１及び前記第２の通信端末に接続された通信サーバとを含み、
　前記IDタグには、前記第１の通信端末のアドレスを表す端末アドレス情報が書き込まれ
ており、
　前記第２の通信端末は、前記IDリーダが、前記第１の通信端末の前記IDタグから前記端
末アドレス情報を、読み取りアドレス情報として、読み取ると、前記読み取りアドレス情
報を、前記通信サーバに通知し、
　前記通信サーバは、前記第２の通信端末から、前記読み取りアドレス情報にて表された
前記第１の通信端末のアドレスを、受信すると、前記第１の通信端末及び前記第２の通信
端末を、前記一メディア及び前記他メディアの通信機能を有する１つの通信端末として登
録を行なうものであり、
　前記通信サーバは、管理テーブルを有し、該管理テーブルには、前記第１及び前記第２
の通信端末の端末番号と、前記第１及び前記第２の通信端末の端末番号に対応して、前記
第１及び前記第２の通信端末のアドレス及び前記第１及び前記第２の通信端末の通信可能
メディアとしての前記一メディア及び前記他メディアとが、設定情報として予め記憶され
ており、
　前記通信サーバは、前記第２の通信端末から、前記読み取りアドレス情報にて表された
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前記第１の通信端末のアドレスを、受信すると、前記管理テーブルの前記第２の通信端末
の端末番号を、前記第１の通信端末の端末番号と同一の番号に書き換え、これにより、前
記通信サーバは、前記第１の通信端末及び前記第２の通信端末を、前記一メディア及び前
記他メディアの通信機能を有する１つの通信端末とする前記登録を行なうものであること
を特徴とする通信システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の通信システムにおいて、
　前記通信サーバに接続され、前記一メディア及び前記他メディアの通信機能を有する別
の通信端末を、更に含み、
　前記通信サーバは、前記登録を行なうと、前記第１の通信端末と前記第２の通信端末を
、前記一メディア及び前記他メディアの通信機能をもち、前記第１の通信端末の端末番号
が割り振られた１つの通信端末として識別し、これにより、前記通信サーバは、前記第１
の通信端末及び前記第２の通信端末と、前記別の通信端末との間での前記一メディア及び
前記他メディアを用いた通信を行うことを可能とすることを特徴とする通信システム。
【請求項３】
　請求項１に記載の通信システムにおいて、
　前記通信サーバは、前記第２の通信端末から、前記読み取りアドレス情報にて表された
前記第１の通信端末のアドレスを、再度、受信すると、前記管理テーブルの前記第２の通
信端末の端末番号を、前記第２の通信端末の端末番号に書き戻し、これにより、前記通信
サーバは、前記第１の通信端末及び前記第２の通信端末の前記１つの通信端末としての前
記登録を解除することを特徴とする通信システム。
【請求項４】
　請求項１に記載の通信システムにおいて、
　前記IDタグは、前記端末アドレス情報が書き込まれたRFIDタグであり、
　前記IDリーダは、前記RFIDタグから前記端末アドレス情報を読み取るRFIDリーダである
ことを特徴とする通信システム。
【請求項５】
　請求項１に記載の通信システムにおいて、
　前記IDタグは、前記端末アドレス情報が書き込まれたバーコードIDタグであり、
　前記IDリーダは、前記バーコードIDタグから前記端末アドレス情報を読み取るバーコー
ドIDリーダであることを特徴とする通信システム。
【請求項６】
　請求項１に記載の通信システムにおいて、
　前記IDタグは、前記端末アドレス情報が書き込まれた光学的IDタグであり、
　前記IDリーダは、前記光学的IDタグから前記端末アドレス情報を読み取る光学的IDリー
ダであることを特徴とする通信システム。
【請求項７】
　赤外線ID送信部を具備し、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末と、
　赤外線ID受信部を具備し、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末と、
　前記第１及び前記第２の通信端末に接続された通信サーバとを含み、
　前記赤外線ID送信部は、前記第１の通信端末のアドレスを表す端末アドレス情報を記憶
し、その端末アドレス情報を赤外線にて送信するものであり、
　前記第２の通信端末は、前記赤外線ID受信部が、前記赤外線ID送信部から前記赤外線を
受信し、前記端末アドレス情報を得ると、前記端末アドレス情報を、前記通信サーバに通
知するものであり、
　前記通信サーバは、前記第２の通信端末から、前記端末アドレス情報にて表された前記
第１の通信端末のアドレスを、受信すると、前記第１の通信端末及び前記第２の通信端末
を、前記一メディア及び前記他メディアの通信機能を有する１つの通信端末として登録を
行なうものであり、
　前記通信サーバは、管理テーブルを有し、該管理テーブルには、前記第１及び前記第２
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の通信端末の端末番号と、前記第１及び前記第２の通信端末の端末番号に対応して、前記
第１及び前記第２の通信端末のアドレス及び前記第１及び前記第２の通信端末の通信可能
メディアとしての前記一メディア及び前記他メディアとが、設定情報として予め記憶され
ており、
　前記通信サーバは、前記第２の通信端末から、前記読み取りアドレス情報にて表された
前記第１の通信端末のアドレスを、受信すると、前記管理テーブルの前記第２の通信端末
の端末番号を、前記第１の通信端末の端末番号と同一の番号に書き換え、これにより、前
記通信サーバは、前記第１の通信端末及び前記第２の通信端末を、前記一メディア及び前
記他メディアの通信機能を有する１つの通信端末とする前記登録を行なうものであること
を特徴とする通信システム。
【請求項８】
　IDタグを具備し、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末と、
　IDリーダを具備し、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末と、
　前記第１及び前記第２の通信端末に接続され、メモリを有する通信サーバとを含み、
　前記IDタグには、前記第１の通信端末のアドレスを表す端末アドレス情報が書き込まれ
ており、
　前記第２の通信端末は、前記IDリーダが、前記第１の通信端末の前記IDタグから前記端
末アドレス情報を、読み取りアドレス情報として、読み取ると、前記読み取りアドレス情
報を、前記通信サーバに通知するものである通信システムにおいて使用される前記通信サ
ーバであって、
　前記第２の通信端末から、前記読み取りアドレス情報にて表された前記第１の通信端末
のアドレスを、受信すると、前記第１の通信端末及び前記第２の通信端末を、前記一メデ
ィア及び前記他メディアの通信機能を有する１つの通信端末として、前記メモリに登録を
行なう機能を有し、
　前記メモリは、管理テーブルを有し、該管理テーブルには、前記第１及び前記第２の通
信端末の端末番号と、前記第１及び前記第２の通信端末の端末番号に対応して、前記第１
及び前記第２の通信端末のアドレス及び前記第１及び前記第２の通信端末の通信可能メデ
ィアとしての前記一メディア及び前記他メディアとが、設定情報として予め記憶されてお
り、
　前記通信サーバは、前記第２の通信端末から、前記読み取りアドレス情報にて表された
前記第１の通信端末のアドレスを、受信すると、前記管理テーブルの前記第２の通信端末
の端末番号を、前記第１の通信端末の端末番号と同一の番号に書き換え、これにより、前
記通信サーバは、前記第１の通信端末及び前記第２の通信端末を、前記一メディア及び前
記他メディアの通信機能を有する１つの通信端末とする前記登録を行なうものであること
を特徴とする通信サーバ。
【請求項９】
　請求項８に記載の通信サーバにおいて、
　前記通信システムは、前記通信サーバに接続され、前記一メディア及び前記他メディア
の通信機能を有する別の通信端末を、更に含み、
　前記通信サーバは、前記登録を行なうと、前記第１の通信端末と前記第２の通信端末を
、前記一メディア及び前記他メディアの通信機能をもち、前記第１の通信端末の端末番号
が割り振られた１つの通信端末として識別し、これにより、前記通信サーバは、前記第１
の通信端末及び前記第２の通信端末と、前記別の通信端末との間での前記一メディア及び
前記他メディアを用いた通信を行うことを可能とすることを特徴とする通信サーバ。
【請求項１０】
　請求項８に記載の通信サーバにおいて、
　前記第２の通信端末から、前記読み取りアドレス情報にて表された前記第１の通信端末
のアドレスを、再度、受信すると、前記管理テーブルの前記第２の通信端末の端末番号を
、前記第２の通信端末の端末番号に書き戻し、これにより、前記第１の通信端末及び前記
第２の通信端末の前記１つの通信端末としての前記登録を解除することを特徴とする通信
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サーバ。
【請求項１１】
　赤外線ID送信部を具備し、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末と、
　赤外線ID受信部を具備し、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末と、
　前記第１及び前記第２の通信端末に接続された通信サーバとを含み、
　前記赤外線ID送信部は、前記第１の通信端末のアドレスを表す端末アドレス情報を記憶
し、その端末アドレス情報を赤外線にて送信するものであり、
　前記第２の通信端末は、前記赤外線ID受信部が、前記赤外線ID送信部から前記赤外線を
受信し、前記端末アドレス情報を得ると、前記端末アドレス情報を、前記通信サーバに通
知するものである通信システムにおいて使用される前記通信サーバであって、
　前記第２の通信端末から、前記端末アドレス情報にて表された前記第１の通信端末のア
ドレスを、受信すると、前記第１の通信端末及び前記第２の通信端末を、前記一メディア
及び前記他メディアの通信機能を有する１つの通信端末として登録を行なう機能を有する
と共に、
　管理テーブルを有し、該管理テーブルには、前記第１及び前記第２の通信端末の端末番
号と、前記第１及び前記第２の通信端末の端末番号に対応して、前記第１及び前記第２の
通信端末のアドレス及び前記第１及び前記第２の通信端末の通信可能メディアとしての前
記一メディア及び前記他メディアとが、設定情報として予め記憶されており、
　前記第２の通信端末から、前記読み取りアドレス情報にて表された前記第１の通信端末
のアドレスを、受信すると、前記管理テーブルの前記第２の通信端末の端末番号を、前記
第１の通信端末の端末番号と同一の番号に書き換え、これにより、前記第１の通信端末及
び前記第２の通信端末を、前記一メディア及び前記他メディアの通信機能を有する１つの
通信端末とする前記登録を行なうものであることを特徴とする通信サーバ。
【請求項１２】
　IDリーダを具備し、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末と、
　IDタグを具備し、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末と、
　前記第１及び前記第２の通信端末に接続された通信サーバとを含み、
　前記IDタグには、前記第２の通信端末のアドレスを表す端末アドレス情報が書き込まれ
ており、
　前記第１の通信端末は、前記IDリーダが、前記第２の通信端末の前記IDタグから前記端
末アドレス情報を、読み取りアドレス情報として、読み取ると、前記読み取りアドレス情
報を、前記通信サーバに通知し、
　前記通信サーバは、前記第１の通信端末から、前記読み取りアドレス情報にて表された
前記第２の通信端末のアドレスを、受信すると、前記第１の通信端末及び前記第２の通信
端末を、前記一メディア及び前記他メディアの通信機能を有する１つの通信端末として登
録を行なうものであり、
　前記通信サーバは、管理テーブルを有し、該管理テーブルには、前記第１及び前記第２
の通信端末の端末番号と、前記第１及び前記第２の通信端末の端末番号に対応して、前記
第１及び前記第２の通信端末のアドレス及び前記第１及び前記第２の通信端末の通信可能
メディアとしての前記一メディア及び前記他メディアとが、設定情報として予め記憶され
ており、
　前記通信サーバは、前記第１の通信端末から、前記読み取りアドレス情報にて表された
前記第２の通信端末のアドレスを、受信すると、前記管理テーブルの前記第２の通信端末
の端末番号を、前記第１の通信端末の端末番号と同一の番号に書き換え、これにより、前
記通信サーバは、前記第１の通信端末及び前記第２の通信端末を、前記一メディア及び前
記他メディアの通信機能を有する１つの通信端末とする前記登録を行なうものであること
を特徴とする通信システム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の通信システムにおいて、
　前記通信サーバに接続され、前記一メディア及び前記他メディアの通信機能を有する別
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の通信端末を、更に含み、
　前記通信サーバは、前記登録を行なうと、前記第１の通信端末と前記第２の通信端末を
、前記一メディア及び前記他メディアの通信機能をもち、前記第１の通信端末の端末番号
が割り振られた１つの通信端末として識別し、これにより、前記通信サーバは、前記第１
の通信端末及び前記第２の通信端末と、前記別の通信端末との間での前記一メディア及び
前記他メディアを用いた通信を行うことを可能とすることを特徴とする通信システム。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の通信システムにおいて、
　前記通信サーバは、前記第１の通信端末から、前記読み取りアドレス情報にて表された
前記第２の通信端末のアドレスを、再度、受信すると、前記管理テーブルの前記第２の通
信端末の端末番号を、前記第２の通信端末の端末番号に書き戻し、これにより、前記通信
サーバは、前記第１の通信端末及び前記第２の通信端末の前記１つの通信端末としての前
記登録を解除することを特徴とする通信システム。
【請求項１５】
　請求項１２に記載の通信システムにおいて、
　前記IDタグは、前記端末アドレス情報が書き込まれたRFIDタグであり、
　前記IDリーダは、前記RFIDタグから前記端末アドレス情報を読み取るRFIDリーダである
ことを特徴とする通信システム。
【請求項１６】
　請求項１２に記載の通信システムにおいて、
　前記IDタグは、前記端末アドレス情報が書き込まれたバーコードIDタグであり、
　前記IDリーダは、前記バーコードIDタグから前記端末アドレス情報を読み取るバーコー
ドIDリーダであることを特徴とする通信システム。
【請求項１７】
　請求項１２に記載の通信システムにおいて、
　前記IDタグは、前記端末アドレス情報が書き込まれた光学的IDタグであり、
　前記IDリーダは、前記光学的IDタグから前記端末アドレス情報を読み取る光学的IDリー
ダであることを特徴とする通信システム。
【請求項１８】
　赤外線ID受信部を具備し、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末と、
　赤外線ID送信部を具備し、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末と、
　前記第１及び前記第２の通信端末に接続された通信サーバとを含み、
　前記赤外線ID送信部は、前記第２の通信端末のアドレスを表す端末アドレス情報を記憶
し、その端末アドレス情報を赤外線にて送信するものであり、
　前記第１の通信端末は、前記赤外線ID受信部が、前記赤外線ID送信部から前記赤外線を
受信し、前記端末アドレス情報を得ると、前記端末アドレス情報を、前記通信サーバに通
知するものであり、
　前記通信サーバは、前記第１の通信端末から、前記端末アドレス情報にて表された前記
第２の通信端末のアドレスを、受信すると、前記第１の通信端末及び前記第２の通信端末
を、前記一メディア及び前記他メディアの通信機能を有する１つの通信端末として登録を
行なうものであり、
　前記通信サーバは、管理テーブルを有し、該管理テーブルには、前記第１及び前記第２
の通信端末の端末番号と、前記第１及び前記第２の通信端末の端末番号に対応して、前記
第１及び前記第２の通信端末のアドレス及び前記第１及び前記第２の通信端末の通信可能
メディアとしての前記一メディア及び前記他メディアとが、設定情報として予め記憶され
ており、
　前記通信サーバは、前記第１の通信端末から、前記読み取りアドレス情報にて表された
前記第２の通信端末のアドレスを、受信すると、前記管理テーブルの前記第２の通信端末
の端末番号を、前記第１の通信端末の端末番号と同一の番号に書き換え、これにより、前
記通信サーバは、前記第１の通信端末及び前記第２の通信端末を、前記一メディア及び前
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記他メディアの通信機能を有する１つの通信端末とする前記登録を行なうものであること
を特徴とする通信システム。
【請求項１９】
　IDリーダを具備し、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末と、
　IDタグを具備し、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末と、
　前記第１及び前記第２の通信端末に接続され、メモリを有する通信サーバとを含み、
　前記IDタグには、前記第２の通信端末のアドレスを表す端末アドレス情報が書き込まれ
ており、
　前記第１の通信端末は、前記IDリーダが、前記第２の通信端末の前記IDタグから前記端
末アドレス情報を、読み取りアドレス情報として、読み取ると、前記読み取りアドレス情
報を、前記通信サーバに通知するものである通信システムにおいて使用される前記通信サ
ーバであって、
　前記第１の通信端末から、前記読み取りアドレス情報にて表された前記第２の通信端末
のアドレスを、受信すると、前記第１の通信端末及び前記第２の通信端末を、前記一メデ
ィア及び前記他メディアの通信機能を有する１つの通信端末として、前記メモリに登録を
行なう機能を有し、
　前記メモリは、管理テーブルを有し、該管理テーブルには、前記第１及び前記第２の通
信端末の端末番号と、前記第１及び前記第２の通信端末の端末番号に対応して、前記第１
及び前記第２の通信端末のアドレス及び前記第１及び前記第２の通信端末の通信可能メデ
ィアとしての前記一メディア及び前記他メディアとが、設定情報として予め記憶されてお
り、
　前記通信サーバは、前記第１の通信端末から、前記読み取りアドレス情報にて表された
前記第２の通信端末のアドレスを、受信すると、前記管理テーブルの前記第２の通信端末
の端末番号を、前記第１の通信端末の端末番号と同一の番号に書き換え、これにより、前
記通信サーバは、前記第１の通信端末及び前記第２の通信端末を、前記一メディア及び前
記他メディアの通信機能を有する１つの通信端末とする前記登録を行なうものであること
を特徴とする通信サーバ。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の通信サーバにおいて、
　前記通信システムは、前記通信サーバに接続され、前記一メディア及び前記他メディア
の通信機能を有する別の通信端末を、更に含み、
　前記通信サーバは、前記登録を行なうと、前記第１の通信端末と前記第２の通信端末を
、前記一メディア及び前記他メディアの通信機能をもち、前記第１の通信端末の端末番号
が割り振られた１つの通信端末として識別し、これにより、前記通信サーバは、前記第１
の通信端末及び前記第２の通信端末と、前記別の通信端末との間での前記一メディア及び
前記他メディアを用いた通信を行うことを可能とすることを特徴とする通信サーバ。
【請求項２１】
　請求項１９に記載の通信サーバにおいて、
　前記第１の通信端末から、前記読み取りアドレス情報にて表された前記第２の通信端末
のアドレスを、再度、受信すると、前記管理テーブルの前記第２の通信端末の端末番号を
、前記第２の通信端末の端末番号に書き戻し、これにより、前記第１の通信端末及び前記
第２の通信端末の前記１つの通信端末としての前記登録を解除することを特徴とする通信
サーバ。
【請求項２２】
　赤外線ID受信部を具備し、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末と、
　赤外線ID送信部を具備し、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末と、
　前記第１及び前記第２の通信端末に接続された通信サーバとを含み、
　前記赤外線ID送信部は、前記第２の通信端末のアドレスを表す端末アドレス情報を記憶
し、その端末アドレス情報を赤外線にて送信するものであり、
　前記第１の通信端末は、前記赤外線ID受信部が、前記赤外線ID送信部から前記赤外線を
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受信し、前記端末アドレス情報を得ると、前記端末アドレス情報を、前記通信サーバに通
知するものである通信システムにおいて使用される前記通信サーバであって、
　前記第１の通信端末から、前記端末アドレス情報にて表された前記第２の通信端末のア
ドレスを、受信すると、前記第１の通信端末及び前記第２の通信端末を、前記一メディア
及び前記他メディアの通信機能を有する１つの通信端末として登録を行なう機能を有する
と共に、
　管理テーブルを有し、該管理テーブルには、前記第１及び前記第２の通信端末の端末番
号と、前記第１及び前記第２の通信端末の端末番号に対応して、前記第１及び前記第２の
通信端末のアドレス及び前記第１及び前記第２の通信端末の通信可能メディアとしての前
記一メディア及び前記他メディアとが、設定情報として予め記憶されており、
　前記第１の通信端末から、前記読み取りアドレス情報にて表された前記第２の通信端末
のアドレスを、受信すると、前記管理テーブルの前記第２の通信端末の端末番号を、前記
第１の通信端末の端末番号と同一の番号に書き換え、これにより、前記第１の通信端末及
び前記第２の通信端末を、前記一メディア及び前記他メディアの通信機能を有する１つの
通信端末とする前記登録を行なうものであることを特徴とする通信サーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音声、動画などの複数のメディアを統合的に扱うマルチメディア通信方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、予め対象物に設けられたRFIDの固有情報を、読取装置で無線により読
み取って、読み取った固有情報を、端末装置（例えば、携帯電話）によりインターネット
経由でコンピュータに伝達するシステムが開示されている。
【０００３】
　本発明は、RFID(Radio Frequency Identification)タグが具備され、あるメディアの通
信機能を有する通信端末と、RFIDリーダが具備され、別のメディアの通信機能を有する通
信端末とを用いたマルチメディア通信方法に関する。
【０００４】
　IP(Internet Protocol)ネットワークは、近年のQoS(Quality of Service)技術の進展に
より、従来のデータに加えて、音声、動画等のストリーミング情報を交換することが可能
となった。
【０００５】
　このような背景の下、１つのIPネットワークにより、描画情報、テキスト情報、アプリ
ケーション等の共有を行いながら、音声、動画をもって、会話するというマルチメディア
通信を行うことが可能になった。
【０００６】
　従来、この種のマルチメディア通信方法としては、PC(Personal Computer) とマイクロ
ソフト社のWindows（登録商標） Messengerを利用する方法が知られているが、PCの携帯
性の悪さに課題がある。
【０００７】
　一方、携帯性にすぐれた通信端末としては、携帯電話、PDA(Personal Digital Assista
nt)等が普及しているが、画面サイズ、電池寿命等の制限から、１つの携帯電話、PDAに、
上記音声、動画、描画情報、テキスト情報、アプリケーション共有等の多くのメディアの
通信機能をもたせることは、技術的に困難であるばかりか、ユーザーインタフェースの観
点からも、好ましくない。
【０００８】
【特許文献１】特開２００２－１２４８９１号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の第１の目的は、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末に、他メディア
の通信機能をもたせなくても、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末を利用して
、複数のメディアによる通信を行うことを可能とする通信システム、通信サーバ、及び通
信方法を提供することにある。
【００１０】
　本発明の第２の目的は、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末に、他メディア
の通信機能をもたせなくても、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末を利用して
、複数のメディアによる通信を行うことを、上記第１の通信端末及び上記第２の通信端末
の一方に具備させたIDタグ及び上記第１の通信端末及び上記第２の通信端末の他方に具備
させたIDリーダにより達成した通信システム、通信サーバ、及び通信方法を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によれば、
　IDタグを具備し、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末と、
　IDリーダを具備し、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末と、
　前記第１及び前記第２の通信端末に接続された通信サーバとを含み、
　前記IDタグには、前記第１の通信端末のアドレスを表す端末アドレス情報が書き込まれ
ており、
　前記第２の通信端末は、前記IDリーダが、前記第１の通信端末の前記IDタグから前記端
末アドレス情報を、読み取りアドレス情報として、読み取ると、前記読み取りアドレス情
報を、前記通信サーバに通知し、
　前記通信サーバは、前記第２の通信端末から、前記読み取りアドレス情報にて表された
前記第１の通信端末のアドレスを、受信すると、前記第１の通信端末及び前記第２の通信
端末を、前記一メディア及び前記他メディアの通信機能を有する１つの通信端末として登
録を行なうことを特徴とする通信システムが得られる。
【００１２】
　更に、本発明によれば、
　赤外線ID送信部を具備し、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末と、
　赤外線ID受信部を具備し、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末と、
　前記第１及び前記第２の通信端末に接続された通信サーバとを含み、
　前記赤外線ID送信部は、前記第１の通信端末のアドレスを表す端末アドレス情報を記憶
し、その端末アドレス情報を赤外線にて送信するものであり、
　前記第２の通信端末は、前記赤外線ID受信部が、前記赤外線ID送信部から前記赤外線を
受信し、前記端末アドレス情報を得ると、前記端末アドレス情報を、前記通信サーバに通
知するものであり、
　前記通信サーバは、前記第２の通信端末から、前記端末アドレス情報にて表された前記
第１の通信端末のアドレスを、受信すると、前記第１の通信端末及び前記第２の通信端末
を、前記一メディア及び前記他メディアの通信機能を有する１つの通信端末として登録を
行なうことを特徴とする通信システムが得られる。
【００１３】
　また、本発明によれば、
　IDタグを具備し、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末と、
　IDリーダを具備し、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末と、
　前記第１及び前記第２の通信端末に接続され、メモリを有する通信サーバとを含み、
　前記IDタグには、前記第１の通信端末のアドレスを表す端末アドレス情報が書き込まれ
ており、
　前記第２の通信端末は、前記IDリーダが、前記第１の通信端末の前記IDタグから前記端



(9) JP 4422009 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

末アドレス情報を、読み取りアドレス情報として、読み取ると、前記読み取りアドレス情
報を、前記通信サーバに通知するものである通信システムにおいて使用される前記通信サ
ーバであって、
　前記第２の通信端末から、前記読み取りアドレス情報にて表された前記第１の通信端末
のアドレスを、受信すると、前記第１の通信端末及び前記第２の通信端末を、前記一メデ
ィア及び前記他メディアの通信機能を有する１つの通信端末として、前記メモリに登録を
行なう機能を有することを特徴とする通信サーバが得られる。
【００１４】
　更に、本発明によれば、
　赤外線ID送信部を具備し、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末と、
　赤外線ID受信部を具備し、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末と、
　前記第１及び前記第２の通信端末に接続された通信サーバとを含み、
　前記赤外線ID送信部は、前記第１の通信端末のアドレスを表す端末アドレス情報を記憶
し、その端末アドレス情報を赤外線にて送信するものであり、
　前記第２の通信端末は、前記赤外線ID受信部が、前記赤外線ID送信部から前記赤外線を
受信し、前記端末アドレス情報を得ると、前記端末アドレス情報を、前記通信サーバに通
知するものである通信システムにおいて使用される前記通信サーバであって、
　前記第２の通信端末から、前記端末アドレス情報にて表された前記第１の通信端末のア
ドレスを、受信すると、前記第１の通信端末及び前記第２の通信端末を、前記一メディア
及び前記他メディアの通信機能を有する１つの通信端末として登録を行なう機能を有する
ことを特徴とする通信サーバが得られる。
【００１５】
　また、本発明によれば、
　IDタグを具備し、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末と、IDリーダを具備し
、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末と、前記第１及び前記第２の通信端末に
接続された通信サーバとを含む通信システムにおける通信方法において、
　前記IDタグに、前記第１の通信端末のアドレスを表す端末アドレス情報を、予め書き込
むステップと、
　前記IDリーダが、前記第１の通信端末の前記IDタグから前記端末アドレス情報を、読み
取りアドレス情報として、読み取ると、前記第２の通信端末において、前記読み取りアド
レス情報を、前記通信サーバに通知するステップと、
　前記通信サーバが、前記第２の通信端末から、前記読み取りアドレス情報にて表された
前記第１の通信端末のアドレスを、受信すると、前記通信サーバにおいて、前記第１の通
信端末及び前記第２の通信端末を、前記一メディア及び前記他メディアの通信機能を有す
る１つの通信端末として登録を行なうステップとを含むことを特徴とする通信方法が得ら
れる。
【００１６】
　更に、本発明によれば、
　赤外線ID送信部を具備し、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末と、赤外線ID
受信部を具備し、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末と、前記第１及び前記第
２の通信端末に接続された通信サーバとを含む通信システムにおける通信方法において、
　前記赤外線ID送信部に、前記第１の通信端末のアドレスを表す端末アドレス情報を記憶
させるステップと、
　前記赤外線ID送信部に、前記端末アドレス情報を赤外線にて送信させるステップと、
　前記赤外線ID受信部が、前記赤外線ID送信部から前記赤外線を受信し、前記端末アドレ
ス情報を得ると、前記第２の通信端末において、前記端末アドレス情報を、前記通信サー
バに通知するステップと、
　前記通信サーバが、前記第２の通信端末から、前記端末アドレス情報にて表された前記
第１の通信端末のアドレスを、受信すると、前記通信サーバにおいて、前記第１の通信端
末及び前記第２の通信端末を、前記一メディア及び前記他メディアの通信機能を有する１



(10) JP 4422009 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

つの通信端末として登録を行なうステップとを含むことを特徴とする通信方法が得られる
。
【００１７】
　また、本発明によれば、
　IDリーダを具備し、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末と、
　IDタグを具備し、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末と、
　前記第１及び前記第２の通信端末に接続された通信サーバとを含み、
　前記IDタグには、前記第２の通信端末のアドレスを表す端末アドレス情報が書き込まれ
ており、
　前記第１の通信端末は、前記IDリーダが、前記第２の通信端末の前記IDタグから前記端
末アドレス情報を、読み取りアドレス情報として、読み取ると、前記読み取りアドレス情
報を、前記通信サーバに通知し、
　前記通信サーバは、前記第１の通信端末から、前記読み取りアドレス情報にて表された
前記第２の通信端末のアドレスを、受信すると、前記第１の通信端末及び前記第２の通信
端末を、前記一メディア及び前記他メディアの通信機能を有する１つの通信端末として登
録を行なうことを特徴とする通信システムが得られる。
【００１８】
　更に、本発明によれば、
　赤外線ID受信部を具備し、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末と、
　赤外線ID送信部を具備し、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末と、
　前記第１及び前記第２の通信端末に接続された通信サーバとを含み、
　前記赤外線ID送信部は、前記第２の通信端末のアドレスを表す端末アドレス情報を記憶
し、その端末アドレス情報を赤外線にて送信するものであり、
　前記第１の通信端末は、前記赤外線ID受信部が、前記赤外線ID送信部から前記赤外線を
受信し、前記端末アドレス情報を得ると、前記端末アドレス情報を、前記通信サーバに通
知するものであり、
　前記通信サーバは、前記第１の通信端末から、前記端末アドレス情報にて表された前記
第２の通信端末のアドレスを、受信すると、前記第１の通信端末及び前記第２の通信端末
を、前記一メディア及び前記他メディアの通信機能を有する１つの通信端末として登録を
行なうことを特徴とする通信システムが得られる。
【００１９】
　また、本発明によれば、
　IDリーダを具備し、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末と、
　IDタグを具備し、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末と、
　前記第１及び前記第２の通信端末に接続され、メモリを有する通信サーバとを含み、
　前記IDタグには、前記第２の通信端末のアドレスを表す端末アドレス情報が書き込まれ
ており、
　前記第１の通信端末は、前記IDリーダが、前記第２の通信端末の前記IDタグから前記端
末アドレス情報を、読み取りアドレス情報として、読み取ると、前記読み取りアドレス情
報を、前記通信サーバに通知するものである通信システムにおいて使用される前記通信サ
ーバであって、
　前記第１の通信端末から、前記読み取りアドレス情報にて表された前記第２の通信端末
のアドレスを、受信すると、前記第１の通信端末及び前記第２の通信端末を、前記一メデ
ィア及び前記他メディアの通信機能を有する１つの通信端末として、前記メモリに登録を
行なう機能を有することを特徴とする通信サーバが得られる。
【００２０】
　更に、本発明によれば、
　赤外線ID受信部を具備し、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末と、
　赤外線ID送信部を具備し、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末と、
　前記第１及び前記第２の通信端末に接続された通信サーバとを含み、
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　前記赤外線ID送信部は、前記第２の通信端末のアドレスを表す端末アドレス情報を記憶
し、その端末アドレス情報を赤外線にて送信するものであり、
　前記第１の通信端末は、前記赤外線ID受信部が、前記赤外線ID送信部から前記赤外線を
受信し、前記端末アドレス情報を得ると、前記端末アドレス情報を、前記通信サーバに通
知するものである通信システムにおいて使用される前記通信サーバであって、
　前記第１の通信端末から、前記端末アドレス情報にて表された前記第２の通信端末のア
ドレスを、受信すると、前記第１の通信端末及び前記第２の通信端末を、前記一メディア
及び前記他メディアの通信機能を有する１つの通信端末として登録を行なう機能を有する
ことを特徴とする通信サーバが得られる。
【００２１】
　また、本発明によれば、
　IDリーダを具備し、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末と、IDタグを具備し
、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末と、前記第１及び前記第２の通信端末に
接続された通信サーバとを含む通信システムにおける通信方法において、
　前記IDタグに、前記第２の通信端末のアドレスを表す端末アドレス情報を、予め書き込
むステップと、
　前記IDリーダが、前記第２の通信端末の前記IDタグから前記端末アドレス情報を、読み
取りアドレス情報として、読み取ると、前記第１の通信端末において、前記読み取りアド
レス情報を、前記通信サーバに通知するステップと、
　前記通信サーバが、前記第１の通信端末から、前記読み取りアドレス情報にて表された
前記第２の通信端末のアドレスを、受信すると、前記通信サーバにおいて、前記第１の通
信端末及び前記第２の通信端末を、前記一メディア及び前記他メディアの通信機能を有す
る１つの通信端末として登録を行なうステップとを含むことを特徴とする通信方法が得ら
れる。
【００２２】
　更に、本発明によれば、
　赤外線ID受信部を具備し、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末と、赤外線ID
送信部を具備し、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末と、前記第１及び前記第
２の通信端末に接続された通信サーバとを含む通信システムにおける通信方法において、
　前記赤外線ID送信部に、前記第２の通信端末のアドレスを表す端末アドレス情報を記憶
させるステップと、
　前記赤外線ID送信部に、前記端末アドレス情報を赤外線にて送信させるステップと、
　前記赤外線ID受信部が、前記赤外線ID送信部から前記赤外線を受信し、前記端末アドレ
ス情報を得ると、前記第１の通信端末において、前記端末アドレス情報を、前記通信サー
バに通知するステップと、
　前記通信サーバが、前記第１の通信端末から、前記端末アドレス情報にて表された前記
第２の通信端末のアドレスを、受信すると、前記通信サーバにおいて、前記第１の通信端
末及び前記第２の通信端末を、前記一メディア及び前記他メディアの通信機能を有する１
つの通信端末として登録を行なうステップとを含むことを特徴とする通信方法が得られる
。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末に、他メディアの通信
機能をもたせなくても、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末を利用して、複数
のメディアによる通信を行うことが可能となる。
【００２４】
　更に、本発明によれば、一メディアの通信機能を有する第１の通信端末に、他メディア
の通信機能をもたせなくても、他メディアの通信機能を有する第２の通信端末を利用して
、複数のメディアによる通信を行うことが、上記第１の通信端末及び上記第２の通信端末
の一方に具備させたIDタグ及び上記第１の通信端末及び上記第２の通信端末の他方に具備
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させたIDリーダにより達成可能となる。
【００２５】
　また、本発明によれば、上記第１の通信端末が携帯可能な通信端末であり、前記第２の
通信端末が外出先の通信端末である場合に、携帯可能な通信端末と、外出先の通信端末を
利用して、複数のメディアによる通信を行うことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　次に本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００２７】
　本発明によるマルチメディア通信方法及びメディア通信システムは、一メディアの通信
機能を有する第１の通信端末に付与されたRFIDタグに書き込まれた識別情報を、他メディ
アの通信機能を有する第２の通信端末が具備するRFIDリーダにより読み取り、IPネットワ
ーク上の通信を管理するサーバに通知することにより、前記第１の通信端末と第２の通信
端末を一メディアならびに他メディアの通信機能を有する１つの通信端末として登録ある
いは、前記登録を解除するものである。
【００２８】
　図１を参照すると、本発明の第１の実施例によるマルチメディア通信方法を実施するマ
ルチメディア通信システムが示されている。
【００２９】
　図１において、このマルチメディア通信システムは、携帯電話機１０１と、PC１０２と
、PC１０３と、PC１０４と、通信サーバ１０９と、ワイヤレスアクセスポイント１１０と
を有する。携帯電話機１０１、PC１０２、PC１０３、及びPC１０４は、それぞれ、通信端
末として動作するものである。
【００３０】
　携帯電話機１０１は、IPアドレス“XX1”を割り振られ、ワイヤレスアクセスポイント
１１０を介してIPネットワーク１０５に接続され、音声の通信機能を有するものである。
携帯電話機１０１は、RFIDタグ１０６を備えている。
【００３１】
　PC１０２は、IPアドレス“XX2”を割り振られ、IPネットワーク１０５に接続され、動
画の通信機能を有するものである。PC１０２は、それに接続されたRFIDリーダ１０７を備
えている。
【００３２】
　PC１０３は、IPアドレス“XX3”を割り振られ、IPネットワーク１０５に接続され、動
画の通信機能を有するものである。PC１０３は、それに接続されたRFIDリーダ１０８を備
えている。
【００３３】
　PC１０４は、IPアドレス“XX4”を割り振られ、IPネットワーク１０５に接続され、音
声ならびに動画の通信機能を有するものである。
【００３４】
　通信サーバ１０９は、IPネットワーク１０５に接続され、携帯電話機１０１、PC１０２
、PC１０３、及びPC１０４の通信管理を行うものである。通信サーバ１０９は、典型的に
は、メモリM１を有するコンピュータからなる。メモリM１は、管理テーブル１１１を有す
る。
【００３５】
　通信サーバ１０９は、携帯電話機１０１、PC１０２、PC１０３、PC１０４の端末番号、
IPアドレス、通信可能メディアを、管理テーブル１１１内の設定情報テーブル１１１ａに
おいて、管理している。
【００３６】
　図１の管理テーブル１１１の設定情報テーブル１１１ａに示すように、携帯電話機１０
１、PC１０２、PC１０３、及びPC１０４に、それぞれ、“００１”、“００２”、“００
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３”、及び“００４”の端末番号が付与されている。これら端末番号は、互いに異なる。
【００３７】
　また、携帯電話機１０１に備えられたRFIDタグ１０６には、あらかじめ、携帯電話機１
０１のIPアドレス“XX1”が、RFID情報として、書き込まれている。
【００３８】
　次に、図１のマルチメディア通信システムの動作を説明する。
【００３９】
　図１において、携帯電話機（即ち、第１の通信端末）１０１は、一メディアの通信機能
として音声の通信機能を有する。携帯電話機（第１の通信端末）１０１は、それに付与さ
れたRFIDタグ１０６を有する。このRFIDタグ１０６には、携帯電話機（第１の通信端末）
のアドレスを表す端末アドレス情報として、携帯電話機１０１のIPアドレス“XX1”が書
き込まれている。
【００４０】
　PC（即ち、第２の通信端末）１０２は、他メディアの通信機能として動画の通信機能を
有する。PC（第２の通信端末）１０２は、そのPC（第２の通信端末）１０２のアドレスを
表す端末アドレス情報として、IPアドレス“XX2”を有する。また、PC（第２の通信端末
）１０２は、それに接続されたRFIDリーダ１０７を有する。
【００４１】
　携帯電話機（第１の通信端末）１０１を、PC（第２の通信端末）１０２に近接させ、RF
IDタグ１０６をRFIDリーダ１０７に近接させることにより、RFIDリーダ１０７は、非接触
でRFIDタグ１０６からIPアドレス（端末アドレス情報）“XX1”を、読み取りアドレス情
報として、読み取る。これにより、IPアドレス“XX2”を有するPC（第２の通信端末）１
０２は、携帯電話機１０１のIPアドレス“XX1”（読み取りアドレス情報）を、IPネット
ワーク１０５を介して、通信サーバ１０９に通知する。
【００４２】
　通信サーバ１０９は、管理テーブル１１１内の設定情報テーブル１１１ａに、図示のと
おり、通信端末の端末番号、IPアドレス、及び通信可能メディア（図では“メディア”と
略されている）を、予め、設定情報として設定し、保持している。
【００４３】
　即ち、設定情報テーブル１１１ａは、携帯電話１０１、PC１０２、PC１０３、及びPC１
０４の端末番号“００１”、“００２”、“００３”、及び“００４”に対応して、携帯
電話１０１、PC１０２、PC１０３、及びPC１０４のIPアドレス“XX1”、“XX2”、“XX3
”、及び“XX4”と、携帯電話１０１、PC１０２、PC１０３、及びPC１０４の通信可能メ
ディア（“音声”、“動画”、“動画”、及び“音声＆動画”）を、設定情報として記憶
している。
【００４４】
　通信サーバ１０９は、IPアドレス”XX2”を有するPC（第２の通信端末）１０２から、
前記読み取りアドレス情報にて表された携帯電話機（第１の通信端末）１０１のIPアドレ
ス“XX1”を、受信すると、管理テーブル１１１の設定情報テーブル１１１ａのIPアドレ
ス“XX2”を有するPC（第２の通信端末）１０２の端末番号“００２”を、携帯電話機（
第１の通信端末）１０１の端末番号と同一の番号“００１”に書き換える。このように設
定情報テーブル１１１ａが書き換えられた状態を、管理テーブル１１１内に変更情報テー
ブル１１１ｂとして示す。
【００４５】
　このようにして、通信サーバ１０９は、PC（第２の通信端末）１０２から、前記読み取
りアドレス情報にて表された携帯電話機（第１の通信端末）１０１のアドレス“XX1”を
、受信すると、携帯電話機（第１の通信端末）１０１及びPC（第２の通信端末）１０２を
、音声（一メディア）及び動画（他メディア）の通信機能を有し、端末番号“００１”が
割り振られた１つの通信端末として、メモリM１の管理テーブル１１１に登録を行なう。
変更情報テーブル１１１ｂは、この登録が行なわれた結果を示している。
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【００４６】
　以降、通信サーバ１０９は、この変更情報テーブル１１１ｂに基づいて、携帯電話機（
第１の通信端末）１０１とPC（第２の通信端末）１０２を、音声（一メディア）並びに動
画（他メディア）の通信メディア能力をもち、端末番号“００１”が割り振られた１つの
通信端末として識別する。
【００４７】
　これにより、通信サーバ１０９は、例えば、携帯電話機（第１の通信端末）１０１とPC
（第２の通信端末）１０２により、PC（別の通信端末）１０４との間で音声と動画を用い
た通信を行うことを可能とする。
【００４８】
　更にまた、携帯電話機（第１の通信端末）１０１を、PC（第２の通信端末）１０２に接
続されたRFIDリーダ１０７に、再度、近接することにより、登録の場合と同一の過程を経
て、通信サーバ１０９は、管理テーブル１１１内の変更情報テーブル１１１ｂのIPアドレ
ス”XX2”を有するPC（第２の通信端末）１０２の端末番号“００１”を、元の番号“０
０２”に書き戻す。設定情報テーブル１１１ａは、このように書き戻された状態を示して
いる。
【００４９】
　即ち、携帯電話機（第１の通信端末）１０１を、PC（第２の通信端末）１０２に接続さ
れたRFIDリーダ１０７に、再度、近接することにより、RFIDリーダ１０７は、非接触でRF
IDタグ１０６からIPアドレス（端末アドレス情報）“XX1”を、読み取りアドレス情報と
して、読み取る。これにより、IPアドレス“XX2”を有するPC（第２の通信端末）１０２
は、携帯電話機１０１のIPアドレス“XX1”（読み取りアドレス情報）を、IPネットワー
ク１０５を介して、通信サーバ１０９に通知する。
【００５０】
　通信サーバ１０９は、IPアドレス“XX2”を有するPC（第２の通信端末）１０２から、
前記読み取りアドレス情報にて表された携帯電話機（第１の通信端末）１０１のIPアドレ
ス“XX1”を、再度、受信すると、管理テーブル１１１の変更情報テーブル１１１ｂのIP
アドレス“XX2”を有するPC（第２の通信端末）１０２の端末番号“００１”を、PC（第
２の通信端末）１０２の端末番号“００２”に書き戻し、これにより設定情報テーブル１
１１ａに戻す。
【００５１】
　このようにして、通信サーバ１０９は、携帯電話機（第１の通信端末）１０１とPC（第
２の通信端末）１０２との１つの通信端末としての登録を解除する。
【００５２】
　以上説明したように、上述した第１の実施例によるマルチメディア通信方法によれば、
携帯電話機（第１の通信端末）１０１の所有者は、PCを携帯することなく、外出先のPC（
第２の通信端末）１０２を利用して、複数のメディアによる通信を行うことが可能となる
。
【００５３】
　即ち、上述した第１の実施例によるマルチメディア通信方法によれば、携帯可能な通信
端末（１０１）と、外出先の通信端末（１０２）を利用して、複数のメディアによる通信
を行うことが可能となる。
【００５４】
　なお、図１においては、通信のメディアとして、音声ならびに動画の場合を示したが、
動画に加えて、テキスト、描画、アプリケーションの共有等のメディアを利用できる。
【００５５】
　図２を参照すると、本発明の第２の実施例によるマルチメディア通信方法を実施するマ
ルチメディア通信システムが示されている。このマルチメディア通信システムでは、RFID
タグ１０６（図１）の代りに、バーコードID情報を有するバーコードIDタグ１０６’を用
い、このバーコードIDタグ１０６’を携帯電話機１０１に具備させている。即ち、バーコ
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ードIDタグ１０６’に、携帯電話機（第１の通信端末）１０１のIPアドレス（端末アドレ
ス情報）“XX1”が、バーコードID情報として書き込まれている。この場合、PC１０２に
は、RFIDリーダ１０７（図１）の代りに、光学的にバーコードID情報を読み取るバーコー
ドIDリーダ１０７’が設けられている。同様に、PC１０３には、RFIDリーダ１０８（図１
）の代りに、バーコードIDリーダ１０８’が設けられている。
【００５６】
　図３を参照すると、本発明の第３の実施例によるマルチメディア通信方法を実施するマ
ルチメディア通信システムが示されている。このマルチメディア通信システムでは、RFID
タグ１０６（図１）の代りに、バーコードID情報以外の光学的ID情報（例えば、2次元コ
ードのID情報）を有する光学的IDタグ１０６”を用い、この光学的IDタグ１０６”を携帯
電話機１０１に具備させている。即ち、光学的IDタグ１０６”に、携帯電話機（第１の通
信端末）１０１のIPアドレス（端末アドレス情報）“XX1”が、光学的ID情報（例えば、2
次元コードのID情報）として書き込まれている。この場合、PC１０２には、RFIDリーダ１
０７（図１）の代りに、光学的に光学的ID情報（例えば、2次元コードのID情報）を読み
取る光学的IDリーダ１０７”が設けられている。同様に、PC１０３には、RFIDリーダ１０
８（図１）の代りに、光学的IDリーダ１０８”が設けられている。
【００５７】
　図１、図２、及び図３のマルチメディア通信システムをまとめると、携帯電話機１０１
に具備させたIDタグのID情報（携帯電話機１０１のIPアドレス“XX1”）をPC１０２のID
リーダで読み取る構成であれば良い。
【００５８】
　図４を参照すると、本発明の第４の実施例によるマルチメディア通信方法を実施するマ
ルチメディア通信システムが示されている。このマルチメディア通信システムでは、RFID
タグ１０６（図１）の代りに、赤外線ID送信部１０６”’を用い、この赤外線ID送信部１
０６”’を携帯電話機１０１に具備させている。この赤外線ID送信部１０６”’は、携帯
電話機（第１の通信端末）１０１のIPアドレス（端末アドレス情報）“XX1”を、ID情報
として記憶し、そのID情報を赤外線にて送信するものである。この場合、PC１０２には、
RFIDリーダ１０７（図1）の代りに、赤外線を受信し、ID情報を得る赤外線ID受信部１０
７”’が設けられている。同様に、PC１０３には、RFIDリーダ１０８（図１）の代りに、
赤外線ID受信部１０８”’が設けられている。
【００５９】
　図５を参照すると、本発明の第５の実施例によるマルチメディア通信方法を実施するマ
ルチメディア通信システムが示されている。
【００６０】
　図５において、このマルチメディア通信システムは、PDA２０１と、電話機２０２と、
電話機２０３と、PC１０４と、通信サーバ１０９と、ワイヤレスアクセスポイント１１０
とを有する。PDA２０１、電話機２０２、電話機２０３、及びPC１０４は、それぞれ、通
信端末として動作するものである。
【００６１】
　PDA２０１は、IPアドレス“XX1”を割り振られ、ワイヤレスアクセスポイント１１０を
介してIPネットワーク１０５に接続され、動画の通信機能を有するものである。PDA２０
１は、RFIDリーダ２０６を備えている。具体的には、PDA２０１は、RFIDリーダ２０６を
内蔵している。
【００６２】
　電話機２０２は、IPアドレス“XX2”を割り振られ、IPネットワーク１０５に接続され
、音声の通信機能を有するものである。電話機２０２は、それに接続されたRFIDタグ２０
７を備えている。
【００６３】
　電話機２０３は、IPアドレス“XX3”を割り振られ、IPネットワーク１０５に接続され
、音声の通信機能を有するものである。電話機２０３は、それに接続されたRFIDタグ２０
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８を備えている。
【００６４】
　PC１０４は、IPアドレス“XX4”を割り振られ、IPネットワーク１０５に接続され、音
声ならびに動画の通信機能を有するものである。
【００６５】
　通信サーバ１０９は、IPネットワーク１０５に接続され、PDA２０１、電話機２０２、
電話機２０３、及びPC１０４の通信管理を行うものである。通信サーバ１０９は、典型的
には、メモリM２を有するコンピュータからなる。メモリM２は、管理テーブル２１１を有
する。
【００６６】
　通信サーバ１０９は、PDA２０１、電話機２０２、電話機２０３、及びPC１０４の端末
番号、IPアドレス、通信可能メディアを、管理テーブル２１１内の設定情報テーブル２１
１ａにおいて、管理している。
【００６７】
　図５の管理テーブル２１１の設定情報テーブル２１１ａに示すように、PDA２０１、電
話機２０２、電話機２０３、及びPC１０４に、それぞれ、“００１”、“００２”、“０
０３”、及び“００４”の端末番号が付与されている。これら端末番号は、互いに異なる
。
【００６８】
　また、電話機２０２に備えられたRFIDタグ２０７には、あらかじめ、電話機２０２のIP
アドレス“XX2”が、RFID情報として、書き込まれている。
【００６９】
　同様に、電話機２０３に備えられたRFIDタグ２０８には、あらかじめ、電話機２０３の
IPアドレス“XX3”が、RFID情報として、書き込まれている。
【００７０】
　次に、図５のマルチメディア通信システムの動作を説明する。
【００７１】
　図５において、PDA（即ち、第１の通信端末）２０１は、一メディアの通信機能として
動画の通信機能を有する。PDA（第１の通信端末）２０１は、そのPDA（第１の通信端末）
２０１のアドレスを表す端末アドレス情報として、IPアドレス“XX1”を有する。PDA（第
１の通信端末）２０１は、それに内蔵されたRFIDリーダ２０６を有する。
【００７２】
　電話機（即ち、第２の通信端末）２０２は、他メディアの通信機能として、音声の通信
機能を有する。電話機（第２の通信端末）２０２は、それに付与されたRFIDタグ２０７を
有する。このRFIDタグ２０７には、電話機（第２の通信端末）のアドレスを表す端末アド
レス情報として、電話機２０２のIPアドレス“XX2”が書き込まれている。
【００７３】
　PDA（第１の通信端末）２０１を電話機（第２の通信端末）２０２に近接させ、RFIDリ
ーダ２０６をRFIDタグ２０７に近接させることにより、RFIDリーダ２０６は、非接触でRF
IDタグ２０７からIPアドレス（端末アドレス情報）“XX2”を、読み取りアドレス情報と
して、読み取る。これにより、IPアドレス“XX1”を有するPDA（第１の通信端末）２０１
は、電話機２０２のIPアドレス“XX2”（読み取りアドレス情報）を、IPネットワーク１
０５を介して、通信サーバ１０９に通知する。
【００７４】
　通信サーバ１０９は、管理テーブル２１１内の設定情報テーブル２１１ａに、図示のと
おり、通信端末の端末番号、IPアドレス、及び通信可能メディア（図では“メディア”と
略されている）を、予め、設定情報として設定し、保持している。
【００７５】
　即ち、設定情報テーブル２１１ａは、PDA２０１、電話機２０２、電話機２０３、及びP
C１０４の端末番号“００１”、“００２”、“００３”、及び“００４”に対応して、P
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DA２０１、電話機２０２、電話機２０３、及びPC１０４のIPアドレス“XX1”、“XX2”、
“XX3”、及び“XX4”と、PDA２０１、電話機２０２、電話機２０３、及びPC１０４の通
信可能メディア（“動画”、“音声”、“音声”、及び“音声＆動画”）を、設定情報と
して記憶している。
【００７６】
　通信サーバ１０９は、IPアドレス“XX1”を有するPDA（第１の通信端末）２０１から、
前記読み取りアドレス情報にて表された電話機（第２の通信端末）２０２のIPアドレス“
XX2”を、受信すると、管理テーブル２１１の設定情報テーブル２１１ａのIPアドレス“X
X2”を有する電話機（第２の通信端末）2０２の端末番号“００２”を、PDA（第１の通信
端末）２０１の端末番号と同一の番号“００１”に書き換える。このように設定情報テー
ブル２１１ａが書き換えられた状態を、管理テーブル２１１内に変更情報テーブル２１１
ｂとして示す。
【００７７】
　このようにして、通信サーバ１０９は、PDA（第１の通信端末）２０１から、前記読み
取りアドレス情報にて表された電話機（第２の通信端末）２０２のアドレス“XX2”を、
受信すると、PDA（第１の通信端末）２０１及び電話機（第２の通信端末）２０２を、動
画（一メディア）及び音声（他メディア）の通信機能を有し、端末番号“００１”が割り
振られた１つの通信端末として、メモリM２の管理テーブル２１１に登録を行なう。変更
情報テーブル２１１ｂは、この登録が行なわれた結果を示している。
【００７８】
　以降、通信サーバ１０９は、この変更情報テーブル２１１ｂに基づいて、PDA（第１の
通信端末）２０１と電話機（第２の通信端末）２０２を、動画（一メディア）並びに音声
（他メディア）の通信メディア能力をもち、端末番号“００１”が割り振られた１つの通
信端末として識別する。
【００７９】
　これにより、通信サーバ１０９は、例えば、PDA（第１の通信端末）２０１と電話機（
第２の通信端末）２０２により、PC（別の通信端末）１０４との間で動画と音声を用いた
通信を行うことを可能とする。
【００８０】
　更にまた、PDA（第１の通信端末）２０１を、電話機（第２の通信端末）２０２に付与
されたRFIDタグ２０７に、再度、近接することにより、登録の場合と同一の過程を経て、
通信サーバ１０９は、管理テーブル２１１内の変更情報テーブル２１１ｂのIPアドレス“
XX2”を有する電話機（第２の通信端末）２０２の端末番号“００１”を、元の番号“０
０２”に書き戻す。設定情報テーブル２１１ａは、このように書き戻された状態を示して
いる。
【００８１】
　即ち、PDA（第１の通信端末）２０１を、電話機（第２の通信端末）２０２に付与され
たRFIDタグ２０７に、再度、近接することにより、RFIDリーダ２０６は、非接触でRFIDタ
グ２０７からIPアドレス（端末アドレス情報）“XX2”を、読み取りアドレス情報として
、読み取る。これにより、IPアドレス“XX1”を有するPDA（第１の通信端末）２０１は、
電話機２０２のIPアドレス“XX2”（読み取りアドレス情報）を、IPネットワーク１０５
を介して、通信サーバ１０９に通知する。
【００８２】
　通信サーバ１０９は、IPアドレス“XX1”を有するPDA（第１の通信端末）２０１から、
前記読み取りアドレス情報にて表された電話機（第２の通信端末）２０２のIPアドレス“
XX2”を、再度、受信すると、管理テーブル２１１の変更情報テーブル２１１ｂのIPアド
レス“XX2”を有する電話機（第２の通信端末）２０２の端末番号“００１”を、電話機
（第２の通信端末）２０２の端末番号“００２”に書き戻し、これにより設定情報テーブ
ル２１１ａに戻す。
【００８３】



(18) JP 4422009 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

　このようにして、通信サーバ１０９は、PDA（第１の通信端末）２０１と電話機（第２
の通信端末）２０２との１つの通信端末としての登録を解除する。
【００８４】
　以上説明したように、上述した第２の実施例によるマルチメディア通信方法によれば、
P`DA（第１の通信端末）２０１の所有者は、外出先の電話機（第２の通信端末）１０２を
利用して、複数のメディアによる通信を行うことが可能となる。
【００８５】
　即ち、上述した第２の実施例によるマルチメディア通信方法によれば、携帯可能な通信
端末（２０１）と、外出先の通信端末（２０２）を利用して、複数のメディアによる通信
を行うことが可能となる。
【００８６】
　なお、図５においては、通信のメディアとして、音声ならびに動画の場合を示したが、
動画に加えて、テキスト、描画、アプリケーションの共有等のメディアを利用できる。
【００８７】
　図６を参照すると、本発明の第６の実施例によるマルチメディア通信方法を実施するマ
ルチメディア通信システムが示されている。このマルチメディア通信システムでは、RFID
タグ２０７（図５）の代りに、バーコードID情報を有するバーコードIDタグ２０７’を用
い、このバーコードIDタグ２０７’を電話機２０２に具備させている。即ち、バーコード
IDタグ２０７’に、電話機（第２の通信端末）２０２のIPアドレス（端末アドレス情報）
“XX2”が、バーコードID情報として書き込まれている。この場合、PDA２０１には、RFID
リーダ２０６（図５）の代りに、光学的にバーコードID情報を読み取るバーコードIDリー
ダ２０６’が設けられている。電話機２０３には、RFIDリーダ２０８（図５）の代りに、
バーコードIDリーダ２０８’が設けられている。バーコードIDタグ２０８’には、電話機
２０３のIPアドレス“XX3”が書き込まれている。
【００８８】
　図７を参照すると、本発明の第７の実施例によるマルチメディア通信方法を実施するマ
ルチメディア通信システムが示されている。このマルチメディア通信システムでは、RFID
タグ２０７（図５）の代りに、バーコードID情報以外の光学的ID情報（例えば、2次元コ
ードのID情報）を有する光学的IDタグ２０７”を用い、この光学的IDタグ２０７”を電話
機２０２に具備させている。即ち、光学的IDタグ２０７”に、電話機（第２の通信端末）
２０２のIPアドレス（端末アドレス情報）“XX2”が、光学的ID情報（例えば、2次元コー
ドのID情報）として書き込まれている。この場合、PDA２０１には、RFIDリーダ２０６（
図５）の代りに、光学的に光学的ID情報（例えば、2次元コードのID情報）を読み取る光
学的IDリーダ２０６”が設けられている。電話機２０３には、RFIDタグ１０８（図５）の
代りに、光学的IDタグ２０８”が設けられている。光学的IDタグ２０８”には、電話機２
０３のIPアドレス“XX3”が書き込まれている。
【００８９】
　図５、図６、及び図７のマルチメディア通信システムをまとめると、電話機２０２に具
備させたIDタグのID情報（電話機２０２のIPアドレス“XX2”）をPDA２０１のIDリーダで
読み取る構成であれば良い。
【００９０】
　図８を参照すると、本発明の第８の実施例によるマルチメディア通信方法を実施するマ
ルチメディア通信システムが示されている。このマルチメディア通信システムでは、RFID
タグ２０７（図５）の代りに、赤外線ID送信部２０７”’を用い、この赤外線ID送信部２
０７”’を電話機２０２に具備させている。この赤外線ID送信部２０７”’は、電話機（
第２の通信端末）２０２のIPアドレス（端末アドレス情報）“XX2”を、ID情報として記
憶し、そのID情報を赤外線にて送信するものである。この場合、PDA２０１には、RFIDリ
ーダ２０６（図５）の代りに、赤外線を受信し、ID情報を得る赤外線ID受信部２０６”’
が設けられている。電話機２０３には、RFIDリーダ２０８（図５）の代りに、赤外線ID送
信部２０８”’が設けられている。赤外線ID送信部２０８”’は、電話機２０３のIPアド
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レス“XX3”を、ID情報として記憶し、そのID情報を赤外線にて送信するものである。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】本発明の第１の実施例によるマルチメディア通信方法を実施するマルチメディア
通信システムを示す図である。
【図２】本発明の第２の実施例によるマルチメディア通信方法を実施するマルチメディア
通信システムを示す図である。
【図３】本発明の第３の実施例によるマルチメディア通信方法を実施するマルチメディア
通信システムを示す図である。
【図４】本発明の第４の実施例によるマルチメディア通信方法を実施するマルチメディア
通信システムを示す図である。
【図５】本発明の第５の実施例によるマルチメディア通信方法を実施するマルチメディア
通信システムを示す図である。
【図６】本発明の第６の実施例によるマルチメディア通信方法を実施するマルチメディア
通信システムを示す図である。
【図７】本発明の第７の実施例によるマルチメディア通信方法を実施するマルチメディア
通信システムを示す図である。
【図８】本発明の第８の実施例によるマルチメディア通信方法を実施するマルチメディア
通信システム示す図である。
【符号の説明】
【００９２】
　１０１　　携帯電話機
　１０２　　PC
　１０３　　PC
　１０４　　PC
　１０５　　IPネットワーク
　１０６　　RFIDタグ
　１０７　　RFIDリーダ
　１０８　　RFIDリーダ
　１０９　　通信サーバ
　１１０　　ワイヤレスアクセスポイント
　１１１　　管理テーブル
　１１１ａ　　設定情報テーブル
　１１１ｂ　　変更情報テーブル
　１０６’　　バーコードIDタグ
　１０７’　　バーコードIDリーダ
　１０８’　　バーコードIDリーダ
　１０６”　　光学的IDタグ
　１０７”　　光学的IDリーダ
　１０８”　　光学的IDリーダ
　１０６”’　　赤外線ID送信部
　１０７”’　　赤外線ID受信部
　１０８”’　　赤外線ID受信部
　２０１　　PDA
　２０２　　電話機
　２０３　　電話機
　２０６　　RFIDリーダ
　２０７　　RFIDタグ
　２０８　　RFIDタグ
　２１１　　管理テーブル
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　２１１ａ　　設定情報テーブル
　２１１ｂ　　変更情報テーブル
　２０６’　　バーコードIDリーダ
　２０７’　　バーコードIDタグ
　２０８’　　バーコードIDタグ
　２０６”　　光学的IDリーダ
　２０７”　　光学的IDタグ
　２０８”　　光学的IDタグ
　２０６”’　　赤外線ID受信部
　２０７”’　　赤外線ID送信部
　２０８”’　　赤外線ID送信部

【図１】 【図２】
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