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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の電話端末間の交換処理を実行する電話交換機と連携し、前記複数の電話端末の中の
第１及び第２の電話端末の呼接続と第１及び第２のデータ端末におけるデータ通信接続と
を連動させて通信を行うサーバ装置において、
　前記電話端末毎に割り振られた第１識別情報に対応づけて、前記電話端末と前記データ
端末との関連付けの可／不可を示す許可情報を記憶する端末管理テーブルと、
　前記電話端末とデータ端末が対応づけられた通信のログイン状況に応じて、前記電話端
末に割当てられた第１識別情報と、前記データ端末に割当てられた第２識別情報を対応付
けて記憶するログイン管理テーブルと、
　第１の電話端末及び第１のデータ端末を連動させた通信を行うための認証用情報を受信
したとき、前記ログイン管理テーブルに基づき、前記第１のデータ端末がログイン済みで
あるか否かを判定する第１の判定手段と、
　この第１の判定手段によりログイン済みでないと判定された場合に、前記端末管理テー
ブルに基づき、前記認証用情報に含まれる前記第１の電話端末と前記第１のデータ端末と
の関連付けの可／不可を判定する第２の判定手段と、
　この第２の判定手段の判定結果に基づいて、前記第１のデータ端末の第２識別情報を前
記第１の電話端末の第１識別情報に対応付けて前記ログイン管理テーブルに記録する制御
手段と
を具備したことを特徴とするサーバ装置。
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【請求項２】
前記制御手段は、前記第２の判定手段の判断結果が不可を示す場合に、前記第１のデータ
端末に対し認証できない旨を通知することを特徴とする請求項１記載のサーバ装置。
【請求項３】
前記制御手段は、前記第２の判定手段の判断結果が可を示し、しかも前記ログイン管理テ
ーブルに前記要求された第１識別情報に関連付けて前記第２識別情報が記録されていると
き、前記第１のデータ端末に対し認証できない旨を通知することを特徴とする請求項１記
載のサーバ装置。
【請求項４】
前記制御手段は、前記ログイン管理テーブルに前記第１の電話端末に対応付けて前記第２
識別情報が記録され、しかも当該第２識別情報と前記第１のデータ端末の第２識別情報が
同一であるとき、前記第１のデータ端末に対し前記ログイン管理テーブル上の第１識別情
報への関連付けを更新するか否かを問い合わせることを特徴とする請求項１記載のサーバ
装置。
【請求項５】
前記第１のデータ端末からの認証用情報の受信前に、前記第１のデータ端末からの指示に
従い、前記端末管理テーブルに記憶されている前記可情報に対応する複数の第１識別情報
を前記第１のデータ端末に報知する報知手段をさらに備えることを特徴とする請求項１記
載のサーバ装置。
【請求項６】
前記複数のデータ端末それぞれの第２識別情報を優先度情報に対応付けて記憶する優先情
報記憶手段をさらに備え、
　前記制御手段は、前記第２の判定手段の判断結果が可を示し、しかも前記ログイン管理
テーブル上で前記第１の電話端末に対応付けて前記第２識別情報が記録されているとき、
前記第１のデータ端末の第２識別情報に対応する優先度情報に基づいて前記第１のデータ
端末の第２識別情報を前記第１の電話端末の第１識別情報に対応付けて前記ログイン管理
テーブルに記録することを特徴とする請求項１記載のサーバ装置。
【請求項７】
前記第１の電話端末から前記第１の電話端末の第１識別情報及び前記第１のデータ端末と
は異なる第３のデータ端末の第２識別情報を含む認証用情報を受信する受信手段をさらに
備えることを特徴とする請求項１記載のサーバ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えばテレビ電話システムに係り、特にクライアント端末（データ端末）
と任意の電話端末とを関連付ける場合に、サーバ装置にてクライアント端末に対し接続認
証を行なうビジュアルコミュニケーションシステムのサーバ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　オフィスや事業所では、構内ネットワークシステムが用いられている。この構内ネット
ワークシステムは、例えば電話機を構内交換装置（ＰＢＸ：Private Branch Exchange）
やボタン電話装置に内線端末として収容し、内線端末と公衆網等の外部通信網との間及び
内線端末相互間をＰＢＸ又はボタン電話装置により交換接続して通話を可能にしたり、パ
ーソナル・コンピュータ等の情報端末をＬＡＮ（Local Area Network）に接続し、このＬ
ＡＮを介して情報端末間でデータの伝送を行えるように構成されている。また、ＰＢＸや
ボタン電話装置を用いた回線交換網と、ＬＡＮとをゲートウェイ装置で接続したシステム
も提唱されている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　上記ゲートウェイ装置は、回線交換網の複数回線（着信電話番号）をサポートし、クラ
イアント管理テーブル上で各情報端末に回線のいずれかを割り当てている。そして、回線
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交換網からゲートウェイ装置に着呼があると、着呼があった回線に割り当てられた情報端
末に着信要求メッセージを通知する。
【０００４】
　以上のように、上記システムにおいて回線交換網とＬＡＮとの間における着信制御手順
等については検討が進んでいるが、上記回線交換網上の電話機と情報端末とを関連付け、
電話機の操作に連動して映像でのコミュニケーションを行えるようにしたビジュアルコミ
ュニケーションシステムについても従来から強く望まれている。しかし、このビジュアル
コミュニケーションシステムについては、まだ検討段階であって実現されていないのが現
状である。
【特許文献１】特開平１１－３５５３５８号公報。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記ビジュアルコミュニケーションシステムでは、情報端末と電話機とをセ
ットとしてサーバ装置で管理するように検討されている。しかしながら、従来では、別の
場所に設置してある電話機でもビジュアルコミュニケーションを可能にすることも強く要
望されている。例えば自分のデスクに設置している電話機がクライアント端末と関連付け
られていながら、会議室などの別の場所でビジュアルコミュニケーションを行ないたいと
きがある。このような場合、電話機自体を移動させなければならない。
【０００６】
　また、ユーザが複数の場所に設置している電話機でビジュアルコミュニケーションが可
能であるとした場合、他人の電話機を不正に利用される恐れもあり、このためセキュリテ
ィ上の有効な対策についても検討する必要が生じる。
【０００７】
　そこで、この発明の目的は、任意の場所でビジュアルコミュニケーションを行なえるよ
うにし、しかも電話機の使用におけるセキュリティ機能を十分に発揮し得るサーバ装置を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明は、上記目的を達成するために、以下のように構成される。　
　複数の電話端末間の交換処理を実行する電話交換機と連携し、複数の電話端末の中の第
１及び第２の電話端末の呼接続と第１及び第２のデータ端末におけるデータ通信接続とを
連動させて通信を行うサーバ装置において、電話端末毎に割り振られた第１識別情報に対
応づけて、電話端末とデータ端末との関連付けの可／不可を示す許可情報を記憶する端末
管理テーブルと、電話端末とデータ端末が対応づけられた通信のログイン状況に応じて、
電話端末に割当てられた第１識別情報と、データ端末に割当てられた第２識別情報を対応
付けて記憶するログイン管理テーブルと、第１の電話端末及び第１のデータ端末を連動さ
せた通信を行うための認証用情報を受信したとき、ログイン管理テーブルに基づき、第１
のデータ端末がログイン済みであるか否かを判定する第１の判定手段と、この第１の判定
手段によりログイン済みでないと判定された場合に、端末管理テーブルに基づき、認証用
情報に含まれる第１の電話端末と第１のデータ端末との関連付けの可／不可を判定する第
２の判定手段と、この第２の判定手段の判定結果に基づいて、第１のデータ端末の第２識
別情報を第１の電話端末の第１識別情報に対応付けてログイン管理テーブルに記録する制
御手段とを備えるようにしたものである。
【０００９】
　この構成によれば、端末管理テーブルに蓄積管理された電話端末に関するデータ端末と
の連動の可／不可情報を用いて、選択した電話端末とデータ端末との関連付けの可否判定
等が行なわれるので、選択した電話端末に接続されるデータ端末に対し簡単な手順で適切
な認証処理を行なうことができ、また別の場所においても認証可能である電話端末であれ
ばビジュアルコミュニケーション操作を行なうことが可能となり、これによりユーザの利
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便性は大幅に改善される。さらに、他のユーザに利用されたくない電話端末には、不可情
報を記憶しておくことで、他のユーザによる不正利用を防ぐことができる。
【００１０】
　制御手段は、第２の判定手段の判断結果が不可を示す場合に、第１のデータ端末に対し
認証できない旨を通知することを特徴とする。また、制御手段は、第２の判定手段の判断
結果が可を示し、しかもログイン管理テーブルに要求された第１識別情報に関連付けて第
２識別情報が記録されているとき、第１のデータ端末に対し認証できない旨を通知するこ
とを特徴とする。
【００１１】
　この構成によれば、端末管理テーブルに蓄積管理された電話端末に関するデータ端末と
の関連付けの可／不可情報を用いるとともに、ログイン管理テーブルに既に記録された第
２識別情報も用いて選択した電話端末とデータ端末との関連付けの可否判定等が行なわれ
るので、他のユーザが故意に他の電話端末の第１識別情報を盗用して認証を行なおうとし
ても、不正利用が行なわれないようにすることができる。
【００１２】
　制御手段は、ログイン管理テーブルに第１の電話端末に対応付けて第２識別情報が記録
され、しかも当該第２識別情報と第１のデータ端末の第２識別情報が同一であるとき、第
１のデータ端末に対しログイン管理テーブル上の第１識別情報への関連付けを更新するか
否かを問い合わせることを特徴とする。
【００１３】
　この構成によれば、選択した電話端末が既に利用されていることが通知されることにな
るので、ユーザが自身でその電話端末を利用する必要があるか否かを判断して指示するこ
とができる。
【００１４】
　第１のデータ端末からの認証用情報の受信前に、第１のデータ端末からの指示に従い、
端末管理テーブルに記憶されている可情報に対応する複数の第１識別情報を第１のデータ
端末に報知する報知手段をさらに備えることを特徴とする。
【００１５】
　この構成によれば、データ端末において、サーバ装置に対し認証用情報の送信に先立ち
、サーバ装置に蓄積管理され関連付け可能な全ての第１識別情報が提示することもできる
ので、データ端末のユーザは提示された複数の第１識別情報のうちの１つを指定入力する
たけで認証用情報を生成することができ、これにより認証要求操作を簡略化すると共に誤
設定を低減することができる。また、選択した電話端末がデータ端末と連動可能であるか
否かを事前に確実に判断することができる。
【００１６】
　複数のデータ端末それぞれの第２識別情報を優先度情報に対応付けて記憶する優先情報
記憶手段をさらに備え、制御手段は、第２の判定手段の判断結果が可を示し、しかもログ
イン管理テーブル上で第１の電話端末に対応付けて第２識別情報が記録されているとき、
第１のデータ端末の第２識別情報に対応する優先度情報に基づいて第１のデータ端末の第
２識別情報を第１の電話端末の第１識別情報に対応付けてログイン管理テーブルに記録す
ることを特徴とする。
【００１７】
　この構成によれば、１つの電話端末を複数のユーザが共用する場合に、各データ端末の
優先度に従って比較的柔軟に対応することができ、これによりユーザ別のきめ細かな処理
を実現できる。
【００１８】
　第１の電話端末から第１の電話端末の第１識別情報及び第１のデータ端末とは異なる第
３のデータ端末の第２識別情報を含む認証用情報を受信する受信手段をさらに備えること
を特徴とする。　
　この構成によれば、例えば電話端末が移動型電話機である場合に、この移動型電話機に
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接続可能なデータ端末を選択指定して、移動型電話機と指定したデータ端末とを関連付け
ることもできる。
【発明の効果】
【００１９】
　以上詳述したようにこの発明によれば、任意の場所でビジュアルコミュニケーションを
行なえるようにし、しかも電話機の使用におけるセキュリティ機能を十分に発揮し得るサ
ーバ装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、この発明の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。　
　（第１の実施形態）　
　図１は、この発明の第１の実施形態に係わるビジュアルコミュニケーションシステムを
示す概略構成図である。
【００２１】
　このシステムは、同図に示すように、通信回線１を有する。通信回線１には、複数の電
話端末Ｔ１１～Ｔ１ｉ（ｉは自然数）が接続されている。なお、電話端末Ｔ１１～Ｔ１ｉ
には、通話処理機能とメディア情報処理機能とを備えたＩＰ電話機の他に、携帯電話機、
音声通信機能と無線ＬＡＮアクセス機能とを備えた携帯情報端末とがある。
【００２２】
　また、通信回線１には、主装置２が接続されている。主装置２は、通信回線１上に接続
された複数の電話端末Ｔ１１～Ｔ１ｉ相互間、複数の電話端末Ｔ１１～Ｔ１ｉと公衆網（
図示せず）との間を接続する。
【００２３】
　主装置２には、ＶＣＳ(Visual Communication System)サーバ３が接続されている。Ｖ
ＣＳサーバ３は、主装置２の機能の一部を実行するもので、例えばクライアント端末Ｔ２
１が接続される場合に、電話端末Ｔ１１とクライアント端末Ｔ２１とを連動させてビジュ
アルコミュニケーション制御を行うものである。このとき、クライアント端末Ｔ２１に対
し記憶装置４Ａに予め記憶されているユーザＩＤ及びパスワードを用いて認証を行なう。
なお、クライアント端末Ｔ２１には、汎用のパーソナル・コンピュータが使用される。
【００２４】
　図２は、上記ＶＣＳサーバ３の機能構成を示すブロック図である。　
　ＶＣＳサーバ３は、主装置インタフェース（Ｉ／Ｆ）部３１と、制御部３２とを備えて
いる。このうち、主装置インタフェース部３１は、主装置２との間でインタフェース処理
を行うものである。
【００２５】
　制御部３２は、クライアント端末Ｔ２１に対する認証機能や電話端末Ｔ１１～Ｔ１ｉと
クライアント端末Ｔ２１との連携動作に係わる制御機能に加え、この発明に係わる新たな
機能として、照合部３２１と、認証制御部３２２と、登録制御部３２３とを備えている。
【００２６】
　また、記憶装置４Ａには、ユーザＩＤ及びパスワードが記憶されたデータベースに加え
て、ログイン管理テーブル４１と、端末管理テーブル４２とが設けられている。
【００２７】
　ログイン管理テーブル４１には、図３に示すように、電話端末Ｔ１１～Ｔ１ｉそれぞれ
の電話番号と、クライアント端末Ｔ２１に割り当てられるユーザＩＤとの対応関係を表す
データが記憶されている。
【００２８】
　端末管理テーブル４２には、図４に示すように、電話端末Ｔ１１～Ｔ１ｉそれぞれの電
話番号と、クライアント端末Ｔ２１との関連付けの可／否を示す情報との対応関係を表す
データが記憶されている。
【００２９】
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　そして、上記照合部３２１は、クライアント端末Ｔ２１からのログイン要求が到来した
ときに、ログイン要求に含まれる電話端末Ｔ１１の電話番号「１０００１」と端末管理テ
ーブル４２中の電話端末Ｔ１１の電話番号「１０００１」及び関連付け可否情報とを照合
する。
【００３０】
　上記認証制御部３２２は、上記照合部３２１による照合結果から電話端末Ｔ１１との関
連付けが「可」であれば、クライアント端末Ｔ２１を認証し、クライアント端末Ｔ２１と
選択した電話端末Ｔ１１との連動によるビジュアルコミュニケーション制御を実行する。
一方、関連付けが「否」であったり、ログイン管理テーブル４１中に電話端末Ｔ１１に対
応付けて他のユーザＩＤが登録されている場合には、クライアント端末Ｔ２１に対しエラ
ーメッセージを通知する。なお、ログイン管理テーブル４１中に電話端末Ｔ１１に対応付
けて同じユーザＩＤが登録されている場合には、要求元のクライアント端末Ｔ２１に対し
ログイン管理テーブル４１中のユーザＩＤを更新するか否かを問い合わせ、この問い合わ
せに対しクライアント端末Ｔ２１のユーザが更新指示を入力した場合に、ログイン管理テ
ーブル４１中の該当するユーザＩＤの更新を行なう。
【００３１】
　登録制御部３２３は、上記認証制御部３２２によりクライアント端末Ｔ２１に関し認証
が得られた場合に、ログイン管理テーブル４１中の選択した電話端末Ｔ１１の電話番号に
対応付けて、クライアント端末Ｔ２１に割り当てられたユーザＩＤ（ユーザ２１）を登録
する。
【００３２】
　次に、以上のように構成されたビジュアルコミュニケーションシステムの動作を説明す
る。　
　図５は、ビジュアルコミュニケーション制御を実行するための認証を行なう際の電話端
末Ｔ１１と、クライアント端末Ｔ２１と、ＶＣＳサーバ３との間における情報の送受信動
作を示す概略シーケンス図である。図６は、上記認証制御を実行する際のＶＣＳサーバ３
の制御手順を示すフローチャートである。
【００３３】
　ビジュアルコミュニケーションを実行する場合に、クライアント端末Ｔ２１のユーザは
、クライアント端末Ｔ２１を電話端末Ｔ１１に関連付けるべく、ＶＣＳサーバ３にアクセ
スする。
【００３４】
　そして、クライアント端末Ｔ２１のユーザは、ログイン画面において、ユーザＩＤ、パ
スワード及びクライアント端末Ｔ２１に関連付けたい電話端末Ｔ１１の電話番号「１００
０１」を入力し、ＶＣＳサーバ３へのログインを試みる。これらの入力が終了すると、こ
れらユーザＩＤ、パスワード及び電話番号をＶＣＳサーバ３に向け送信する。
【００３５】
　クライアント端末Ｔ２１からのログイン要求を受け取ったＶＣＳサーバ３は、まずはそ
のユーザがログインすることで、ログインユーザ数が予め定められたライセンス数を超過
しないかをチェックする。ここで超過するようであれば、ＶＣＳサーバ３はログインを許
可せず、クライアント端末Ｔ２１へログイン超過を知らせるエラーメッセージを返送する
。
【００３６】
　一方、ライセンスチェックがＯＫであれば、ＶＣＳサーバ３はステップＳＴ６ａからス
テップＳＴ６ｂに移行して、ここでユーザＩＤが予め記憶装置４Ａに登録されているユー
ザＩＤ群に一致するものであるかをチェックし、無ければログインを許可せず、ステップ
ＳＴ６ｂからステップＳＴ６ｃに移行して、ここでクライアント端末Ｔ２１へユーザ名が
存在しない旨をエラーメッセージとして返送する。
【００３７】
　また、同一ユーザＩＤでの二重ログインを防ぐため、ＶＣＳサーバ３は、登録されてい
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るユーザＩＤと一致したとしても、既にそのユーザＩＤでログイン済みであれば、新たな
ログインを許可せず、ステップＳＴ６ｄからステップＳＴ６ｃに移行してここでクライア
ント端末Ｔ２１へログイン済みを知らせる旨をエラーメッセージとして返送する。
【００３８】
　ユーザＩＤに関してＯＫであれば、ＶＣＳサーバ３は、ステップＳＴ６ｄからステップ
ＳＴ６ｅに移行して、ここで関連付けを要求された電話番号について、端末管理テーブル
４２に記憶されている許可電話番号群に一致するものがあるか否かをチェックし、なけれ
ばステップＳＴ６ｅからステップＳＴ６ｃに移行して、ここで電話番号が関連付け不可能
であることを知らせるエラーメッセージを返す。
【００３９】
　また、関連付け可能であっても、同一電話番号の二重の関連付けは許可しないので、Ｖ
ＣＳサーバ３は、既にその電話番号が別のユーザによって関連付けられている場合には、
新たに関連付けを行なわず、ステップＳＴ６ｆからステップＳＴ６ｃに移行してここでク
ライアント端末Ｔ２１へその電話番号が使用中であることを知らせるエラーメッセージを
返送する。
【００４０】
　一方、電話番号に関してもＯＫであれば、ＶＣＳサーバ３はステップＳＴ６ｆからステ
ップＳＴ６ｇに移行してここでパスワードの認証（ＳＩＰのダイジェスト認証）を行なう
。ここで、パスワードが正しくなければ、ＶＣＳサーバ３はステップＳＴ６ｇからステッ
プＳＴ６ｃに移行して、ここでその旨をエラーメッセージでクライアント端末Ｔ２１へ返
送する。
【００４１】
　一方、全てのチェックがＯＫであれば、ＶＣＳサーバ３はステップＳＴ６ｇからステッ
プＳＴ６ｈへ移行して、ここでクライアント端末Ｔ２１へ認証完了のメッセージを返送し
、ログイン中のユーザとしてログイン管理テーブル４１への登録を行なう。
【００４２】
　かくして、例えば電話端末Ｔ１１と電話端末Ｔ１５とが接続された際に、各電話端末Ｔ
１１，Ｔ１５に関連付けられたクライアント端末間でのビジュアルコミュニケーションを
自動的に開始し、通話が終了した際にはビジュアルコミュニケーションも自動的に終了す
る。また、通話における保留及び転送にも対応して動作する。
【００４３】
　以上のように上記第１の実施形態では、ＶＣＳサーバ３において、記憶装置４Ａに登録
されたユーザＩＤ及びパスワードの他に、端末管理テーブル４２に蓄積管理された電話端
末Ｔ１１～Ｔ１ｉに関するクライアント端末Ｔ２１との関連付けの可／不可情報を用いて
、選択した電話端末Ｔ１１とクライアント端末Ｔ２１との関連付けの可否判定等を行なう
ようにしている。
【００４４】
　従って、選択した電話端末Ｔ１１に接続されるクライアント端末Ｔ２１に対し簡単な手
順で適切な認証処理を行なうことができ、また別の場所においても認証可能である電話端
末Ｔ１４であればビジュアルコミュニケーションを実行することが可能となり、これによ
りユーザの利便性は大幅に改善される。さらに、他のユーザに利用されたくない電話端末
Ｔ１２には、端末管理テーブル４２中に電話端末Ｔ１２の電話番号に対応付けて不可情報
を記憶しておくことで、他のユーザによる不正利用を防ぐことができる。
【００４５】
　また、上記第１の実施形態では、ＶＣＳサーバ３において、端末管理テーブル４２に蓄
積管理された電話端末Ｔ１１～Ｔ１ｉに関するクライアント端末Ｔ２１との関連付けの可
／不可情報を用いるとともに、ログイン管理テーブル４１に登録されたユーザＩＤも用い
て選択した電話端末Ｔ１１とクライアント端末Ｔ２１との関連付けの可否判定等を行なう
ようにしている。従って、他のユーザが故意に電話端末Ｔ１１の電話番号を盗用して認証
を行なおうとしても、不正利用が行なわれないようにすることができる。
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【００４６】
　さらに、上記第１の実施形態では、選択した電話端末Ｔ１１が既に利用されている場合
に、その旨がクライアント端末Ｔ２１に通知されることになるので、クライアント端末Ｔ
２１のユーザが自身でその電話端末Ｔ１１を利用する必要があるか否かを判断して指示す
ることができる。
【００４７】
　（第２の実施形態）　
　図７は、この発明の第２の実施形態に係わるＶＣＳサーバ３の機能構成を示すブロック
図である。なお、図７において、上記図２と同一機能には同一符号を付して詳細な説明を
省略する。
【００４８】
　すなわち、記憶装置４Ｂには、クライアント－優先度対応テーブル４３が設けられてい
る。クライアント－優先度対応テーブル４３には、図８に示すように、優先度とクライア
ント端末に割り当てられるユーザＩＤとの対応関係を表すデータが記憶されている。
【００４９】
　そして、認証制御部３２２は、ログイン要求元のクライアント端末Ｔ２１（ユーザＩＤ
＝ユーザ２１）が接続された電話端末Ｔ１１が関連付け可能であり、しかもログイン管理
テーブル４１中の電話端末Ｔ１１に対応付けてユーザ２２が登録されていた場合に、クラ
イアント－優先度対応テーブル４３を参照して、ユーザ２２の優先度とユーザ２１の優先
度とを比較し、この場合ユーザ２１の優先度が高いので、クライアント端末Ｔ２１を電話
端末Ｔ１１に関連付ける。
【００５０】
　一方、ログイン管理テーブル４１中の電話端末Ｔ１１に対応付けてユーザ２３が登録さ
れていた場合に、認証制御部３２２は、クライアント端末Ｔ２１に対し電話端末Ｔ１１が
使用中である旨のエラーメッセージを送出する。
【００５１】
　以上のように上記第２の実施形態であれば、１つの電話端末Ｔ１１を複数のユーザが共
用することになった場合に、各ユーザＩＤの優先度に従って比較的柔軟に対応することが
でき、これによりユーザ別のきめ細かな処理を実現できる。
【００５２】
　（その他の実施形態）　
　この発明は、上記各実施形態に限定されるものではない。例えば各実施形態では、クラ
イアント端末のユーザがユーザＩＤ、パスワード、関連付けを行なう電話番号の入力を行
なっていた。しかしこれに限ることなく、ＶＣＳサーバに、クライアント端末からの指示
に従い、端末管理テーブルに記憶されている可情報に対応する複数の電話番号を要求元の
クライアント端末に報知する機能を持たせるようにしてもよい。このようにすれば、クラ
イアント端末のユーザは提示された複数の電話番号のうちの１つを指定入力するたけでロ
グイン情報を生成することができ、これにより認証要求操作を簡略化すると共に誤設定を
低減することができる。また、選択した電話端末がクライアント端末と連動可能であるか
否かを事前に確実に判断することができる。
【００５３】
　また、上記各実施形態では、クライアント端末のユーザが電話端末を選択する例につい
て説明した。しかしこれに限ることなく、例えば電話端末が移動型電話機である場合に、
この移動型電話機に接続可能なクライアント端末を選択指定してもよい。
【００５４】
　また、上記第１の実施形態では、端末管理テーブルに電話端末の電話番号と関連付けの
可否情報との対応関係を示すデータを記憶する例について説明した。しかしこれに限るこ
となく、関連付け可能な電話番号のみを記憶してもよい。
【００５５】
　その他、ＶＣＳサーバの構成及び種類、電話交換装置の種類（主装置に限らずＰＢＸで
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もよい）、クライアント端末の種類、各種テーブルの記憶内容、認証制御方法等について
も、この発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施できる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】この発明の第１の実施形態に係わるビジュアルコミュニケーションシステムを示
す概略構成図。
【図２】同第１の実施形態におけるＶＣＳサーバの機能構成を示すブロック図。
【図３】上記図２に示したログイン管理テーブルの記憶内容の一例を示す図。
【図４】上記図２に示した端末管理テーブルの記憶内容の一例を示す図。
【図５】同第１の実施形態におけるビジュアルコミュニケーション制御を実行するための
認証を行なう際の電話端末と、クライアント端末と、ＶＣＳサーバとの間における情報の
送受信動作を示す概略シーケンス図。
【図６】同第１の実施形態において、認証制御を実行する際のＶＣＳサーバの制御手順を
示すフローチャート。
【図７】この発明の第２の実施形態に係わるＶＣＳサーバの機能構成を示すブロック図。
【図８】上記図７に示したクライアント－優先度対応テーブルの記憶内容の一例を示す図
。
【符号の説明】
【００５７】
　１…通信回線、２…主装置、３…ＶＣＳ(Visual Communication System)サーバ、４Ａ
，４Ｂ…記憶装置、３１…主装置インタフェース部、３２…制御部、４１…ログイン管理
テーブル、４２…端末管理テーブル、４３…クライアント－優先度対応テーブル、３２１
…照合部、３２２…認証制御部、３２３…登録制御部、Ｔ１１～Ｔ１ｉ…電話端末、Ｔ２
１…クライアント端末。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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