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(57)【要約】
【課題】発信後に発信側の通信端末と着信側の通信端末
との間で通信能力が合わずに通信できないという事態の
発生を防止する。
【解決手段】ネットワークに接続される通信端末２Ａで
あって、自通信端末２Ａが有する通信能力が記憶された
記憶手段と、ネットワークを介して他通信端末２Ｂの電
話番号および通信能力を取得する取得手段と、他通信端
末２Ｂの電話番号および／または他通信端末の通信能力
を表示する表示手段と、他通信端末２Ｂの通信能力と記
憶手段の自通信端末２Ａの通信能力とを比較して、他通
信端末２Ｂとの通信に使用する通信能力を決定する能力
決定手段と、決定した通信能力を指定して他通信端末２
Ｂの電話番号に発信する発信手段と、を有する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークに接続される通信端末であって、
　自通信端末が有する通信能力が記憶された記憶手段と、
　前記ネットワークを介して他通信端末の電話番号および通信能力を取得する取得手段と
、
　他通信端末の電話番号および／または他通信端末の通信能力を表示する表示手段と、
　他通信端末の通信能力と、記憶手段の自通信端末の通信能力とを比較して、他通信端末
との通信に使用する通信能力を決定する能力決定手段と、
　前記決定した通信能力を指定して、他通信端末の電話番号に発信する発信手段と、を有
すること
　を特徴とする通信端末。
【請求項２】
　請求項１記載の通信端末であって、
　前記通信能力は、音声符号化方式、前記音声符号化方式の符号化パラメータ、映像符号
化方式、前記映像符号化方式の符号化パラメータ、音声および映像以外のメディア、およ
び前記メディアに対応するパラメータの中の少なくとも１つを含むこと
　を特徴とする通信端末。
【請求項３】
　請求項１または請求項２記載の通信端末であって、
　前記能力決定手段は、他通信端末の通信能力と記憶手段の自通信端末の通信能力との両
方に含まれている通信能力を、他通信端末との通信に使用する通信能力として決定するこ
と
　を特徴とする通信端末。
【請求項４】
　請求項１、請求項２および請求項３のいずれか１項に記載の通信端末であって、
　前記能力決定手段は、他通信端末の通信能力と、記憶手段の自通信端末の通信能力とを
比較して、他通信端末との通信に使用可能な通信能力の候補が複数存在する場合、当該複
数の候補を提示すること
　を特徴とする通信端末。
【請求項５】
　通信端末が他通信端末へ発信する発信方法であって、
　前記通信端末は、自通信端末が有する通信能力が記憶された記憶部を有し、
　ネットワークを介して他通信端末の電話番号および通信能力を取得する取得ステップと
、
　他通信端末の電話番号および／または他通信端末の通信能力を表示する表示ステップと
、
　他通信端末の通信能力と、記憶部の自通信端末の通信能力とを比較して、他通信端末と
の通信に使用する通信能力を決定する能力決定ステップと、
　前記決定した通信能力を指定して、他通信端末の電話番号に発信する発信ステップと、
を行うこと
　を特徴とする発信方法。
【請求項６】
　請求項５記載の発信方法であって、
　前記通信能力は、音声符号化方式、前記音声符号化方式の符号化パラメータ、映像符号
化方式、前記映像符号化方式の符号化パラメータ、音声および映像以外のメディア、およ
び前記メディアに対応するパラメータの中の少なくとも１つを含むこと
　を特徴とする発信方法。
【請求項７】
　通信端末が実行する、他通信端末へ発信する発信プログラムであって、
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　前記通信端末は、自通信端末が有する通信能力が記憶された記憶部を有し、
　前記通信端末に、
　　ネットワークを介して他通信端末の電話番号および通信能力を取得する取得ステップ
と、
　　他通信端末の電話番号および／または他通信端末の通信能力を表示する表示ステップ
と、
　　他通信端末の通信能力と、記憶部の自通信端末の通信能力とを比較して、他通信端末
との通信に使用する通信能力を決定する能力決定ステップと、
　　前記決定した通信能力を指定して、他通信端末の電話番号に発信する発信ステップと
、を実行させること
　を特徴とする発信プログラム。
【請求項８】
　請求項７記載の発信プログラムであって、
　前記通信能力は、音声符号化方式、前記音声符号化方式の符号化パラメータ、映像符号
化方式、前記映像符号化方式の符号化パラメータ、音声および映像以外のメディア、およ
び前記メディアに対応するパラメータの中の少なくとも１つを含むこと
　を特徴とする発信プログラム。
【請求項９】
　通信端末が実行する他通信端末へ発信する発信プログラムを記録した記録媒体であって
、
　前記通信端末は、自通信端末が有する通信能力が記憶された記憶部を有し、
　前記通信端末に、
　　ネットワークを介して他通信端末の電話番号および通信能力を取得する取得ステップ
と、
　　他通信端末の電話番号および／または他通信端末の通信能力を表示する表示ステップ
と、
　　他通信端末の通信能力と、記憶部の自通信端末の通信能力とを比較して、他通信端末
との通信に使用する通信能力を決定する能力決定ステップと、
　　前記決定した通信能力を指定して、他通信端末の電話番号に発信する発信ステップと
、
　を実行させる発信プログラムを記録した記録媒体。
【請求項１０】
　請求項９記載の発信プログラムを記録した記録媒体であって、
　前記通信能力は、音声符号化方式、前記音声符号化方式の符号化パラメータ、映像符号
化方式、前記映像符号化方式の符号化パラメータ、音声および映像以外のメディア、およ
び前記メディアに対応するパラメータの中の少なくとも１つを含むこと
　を特徴とする発信プログラムを記録した記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システムにおける発信技術に関し、特に、通信能力を指定した発信技術
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、ＩＳＤＮ（Integrated Services Digital Network）において、ユー
ザ独自の情報を通信可能となるまでの時間を短縮してユーザ負担を軽減するために、回線
接続用のアウトチャネルを用いて発呼側と着呼側の通信路を接続する通信接続方法が記載
されている。
【特許文献１】特開平７－５８８７４
【発明の開示】



(4) JP 2009-296129 A 2009.12.17

10

20

30

40

50

【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１の通信接続方法は、回線接続用のアウトチャネルを用いて発信側端末が着信
側端末に発呼し、アウトチャネルの通信路が確立後に発信側端末と着信側端末との間で通
信機能を確認して通信モードを決定し、情報信号を伝達するインチャネルを接続する。
【０００４】
　さて、情報通信技術の発展により、近年では音声や映像だけでなく様々なメディアの通
信が行われている。通信端末に関しても、音声通信のみ可能な電話端末、音声と映像が通
信可能なテレビ電話端末、音声および映像以外のメディアも通信可能な多機能端末も存在
する。また、音声および映像が通信可能な通信端末同士であっても、音声符号化方式およ
び映像符号化方式が発信側の通信端末と着信側の通信端末との間で一致していなければ、
通信を行うことができない。
【０００５】
　このような状況において、発信側の通信端末が発信した呼に対して着信側の通信端末が
着呼し、通信路が確立された後で、発信側の通信端末と着信側の通信端末とがサポートす
る通信機能が異なるために通信が行えない場合がある。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、発信後に発信側の通
信端末と着信側の通信端末との間で通信能力が合わずに通信できないという事態の発生を
防止し、より効率的な発信を行うことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、ネットワークに接続される通信端末であって、自通信端末が有する通信能力
が記憶された記憶手段と、前記ネットワークを介して他通信端末の電話番号および通信能
力を取得する取得手段と、他通信端末の電話番号および／または他通信端末の通信能力を
表示する表示手段と、他通信端末の通信能力と、記憶手段の自通信端末の通信能力とを比
較して、他通信端末との通信に使用する通信能力を決定する能力決定手段と、前記決定し
た通信能力を指定して、他通信端末の電話番号に発信する発信手段と、を有する。
【０００８】
　また、本発明は、通信端末が他通信端末へ発信する発信方法であって、前記通信端末は
、自通信端末が有する通信能力が記憶された記憶部を有し、ネットワークを介して他通信
端末の電話番号および通信能力を取得する取得ステップと、他通信端末の電話番号および
／または他通信端末の通信能力を表示する表示ステップと、他通信端末の通信能力と、記
憶部の自通信端末の通信能力とを比較して、他通信端末との通信に使用する通信能力を決
定する能力決定ステップと、前記決定した通信能力を指定して、他通信端末の電話番号に
発信する発信ステップと、を行う。
【０００９】
　また、本発明は、通信端末が実行する、他通信端末へ発信する発信プログラムであって
、前記通信端末は、自通信端末が有する通信能力が記憶された記憶部を有し、前記通信端
末に、ネットワークを介して他通信端末の電話番号および通信能力を取得する取得ステッ
プと、他通信端末の電話番号および／または他通信端末の通信能力を表示する表示ステッ
プと、他通信端末の通信能力と、記憶部の自通信端末の通信能力とを比較して、他通信端
末との通信に使用する通信能力を決定する能力決定ステップと、前記決定した通信能力を
指定して、他通信端末の電話番号に発信する発信ステップと、を実行させる。
【００１０】
　また、本発明は、通信端末が実行する他通信端末へ発信する発信プログラムを記録した
記録媒体であって、前記通信端末は、自通信端末が有する通信能力が記憶された記憶部を
有し、前記通信端末に、ネットワークを介して他通信端末の電話番号および通信能力を取
得する取得ステップと、他通信端末の電話番号および／または他通信端末の通信能力を表
示する表示ステップと、他通信端末の通信能力と、記憶部の自通信端末の通信能力とを比
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較して、他通信端末との通信に使用する通信能力を決定する能力決定ステップと、前記決
定した通信能力を指定して、他通信端末の電話番号に発信する発信ステップと、を実行さ
せる発信プログラムを記録した記録媒体である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、発信後に発信側の通信端末と着信側の通信端末との間で通信能力が合
わずに通信できないという事態の発生を防止し、より効率的な発信を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
＜第１の実施形態＞
　以下、本発明の第１の実施形態について説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の第１の実施形態に係るシステムを示す図である。図示するシステムは
、ＷＷＷ（World Wide Web）サーバ１と複数の通信端末（通信装置）２とを有する。ＷＷ
Ｗサーバ１および通信端末２は、ＩＰ（Internet Protocol）ネットワーク９に接続され
ている。
【００１４】
　ＷＷＷサーバ１は、少なくとも１つの通信端末２の電話番号関連情報を含む、複数のコ
ンテンツ（ＷＷＷページ）を記憶する記憶部（不図示）と、通信端末２からの要求に応じ
て記憶部に記憶されたコンテンツを通信端末２に提供・送信する情報提供部（不図示）と
を有する。ＷＷＷサーバ１には、インターネットなどで利用されている一般的なＷＷＷサ
ーバ１を用いることができる。
【００１５】
　電話番号関連情報は、通信端末２が他の通信端末２に発信する（電話をかける）際に必
要となる情報であって、通信端末２の電話番号と、当該通信端末２が備える通信に関する
能力（以下、「通信能力」）とを有する。
【００１６】
　通信能力は、具体的には、音声符号化方式（G.711、G.729等）、音声符号化方式で使用
する符号化パラメータ、映像符号化方式（MPEG-2、MPEG-4等）、映像符号化方式で使用す
る符号化パラメータ（画像サイズ：VGA、フレームレート：30fps、ビットレート：3Mbps
等）、音声および映像以外のメディア（資料共有、ファイル転送等）、前記メディアを利
用するために必要なパラメータ等が考えられる。
【００１７】
　通信端末２は、ＷＷＷサーバ１から所望のコンテンツを取得して当該コンテンツに含ま
れる電話番号関連情報の他の通信端末に対して発信可能な端末であるとともに、他の通信
端末からの発信に対して着信可能な電話端末である。通信端末２には、例えばパソコン（
Personal Computer）を用いることが考えられる。
【００１８】
　図２は、通信端末２のブロック図である。図示する通信端末２は、ユーザインタフェー
ス部２１と、表示部２２と、取得部２３と、能力決定部２４と、電話部２５（発信手段）
と、記憶部２６とを有する。取得部２３は、ＷＷＷサーバ１にクセスして、所望の通信端
末２の電話番号関連情報が含まれたコンテンツを取得する。なお、本実施形態のコンテン
ツは、ＨＴＭＬ（HyperText Markup Language）で記述されたＷＷＷページであるものと
する。表示部２２は、ＷＷＷサーバ１から取得したコンテンツを、通信端末２が備えるデ
ィスプレイ（表示装置）に表示する。ユーザインタフェース部２１は、ディスプレイに表
示されたコンテンツの中の電話番号関連情報をユーザがクリック（選択）するなどのユー
ザの操作指示を受け付ける。
【００１９】
　能力決定部２４は、ユーザが選択した発信先通信端末の電話番号関連情報を解析し、発
信先通信端末の通信能力を取得する。そして、能力決定部２４は、発信先通信端末の通信
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能力と、記憶部２６に記憶された自通信端末２の通信能力とを比較し、発信先通信端末に
発信する際に使用する通信能力を決定する。記憶部２６には、自通信端末２が備える通信
能力が記憶されている。
【００２０】
　電話部２５は、能力決定部２４が決定した通信能力を指定して、ＳＩＰ（Session Init
iation Protocol）などの呼接続プロトコルを用いて選択した電話番号関連情報の電話番
号に発呼し、呼を確立する。また、電話部２５は、他の通信端末から発信された呼を着信
する。呼が確立された後、発信側の通信端末と着信側の通信端末との間で、能力決定部２
４が決定した通信能力に従って、実際の通信が行われる。
【００２１】
　なお、発信を行わない着信専用の通信端末については、電話部２５のみを備えることと
してもよい。
【００２２】
　上記説明したＷＷＷサーバ１および通信端末２は、例えば、少なくともＣＰＵと、メモ
リと、ＨＤＤ等の外部記憶装置とを備えた汎用的なコンピュータシステムを用いることが
できる。このコンピュータシステムにおいて、ＣＰＵがメモリ上にロードされた所定のプ
ログラムを実行することにより、各装置の各機能が実現される。例えば、ＷＷＷサーバ１
および通信端末２の各機能は、ＷＷＷサーバ１用のプログラムの場合はＷＷＷサーバ１の
ＣＰＵが、そして通信端末２用のプログラムの場合は通信端末２のＣＰＵ９０１が、それ
ぞれ実行することにより実現される。ＷＷＷサーバ１および通信端末２は、必要に応じて
入力装置および出力装置を備えることとしてもよい。
【００２３】
　次に、本実施形態のシステムの動作について説明する。
【００２４】
　図３は、本実施形態のシステムの動作の概要を示す図である。図３では、発信側の通信
端末（発信端末）２Ａが、着信側の通信端末（着信端末）２Ｂに発信するものとする。ま
た、図示する例では、発信端末２Ａおよび着信端末２Ｂともに、音声と映像の通信が可能
なテレビ電話の機能（アプリケーション）を備える通信端末であって、さらに発信端末２
Ａおよび着信端末２Ｂとで同時に同じ資料を参照することができる資料共有の機能（アプ
リケーション）を備えるものとする。
【００２５】
　発信端末２Ａの取得部２３は、ユーザインタフェース部２１によりユーザが指定したＷ
ＷＷサーバ１にアクセスし、ユーザが指定したコンテンツ（ＷＷＷページ）を取得する（
Ｓ１）。そして、発信端末２Ａの表示部２２は、取得したコンテンツをディスプレイに表
示する（Ｓ２）。コンテンツは、例えば、以下に示すようなＨＴＭＬで記述され、着信端
末２Ｂの電話番号関連情報（電話番号、通信能力）が記述されている。
【００２６】
　<html>
　<body>
　<A HREF=tel:03-8765-4321/G.711/MPEG-4(VGA/30fps/3Mbps)/doc>電話:03-8765-4321</
A>
　</body>
　</html>
　上記の電話番号関連情報では、電話番号として「03-8765-4321」が、音声符号化方式と
して「G.711」が、映像符号化方式として「MPEG-4」が、映像符号化方式で使用する符号
化パラメータとして「画像サイズ：VGA、フレームレート：30fps、ビットレート：3Mbps
」が、音声および映像以外のメディアとして「doc（資料共有）」が、設定されている。
【００２７】
　なお、通信能力にＳＩＰなどの呼制御の種別を設定することとしてもよい。
【００２８】
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　呼制御の種別（SIP）を設定し、かつ、音声（G.711またはG.729）のみの通信を行う場
合は、以下の記述となる。
【００２９】
　　<A HREF=tel:03-8765-4321/SIP/G.711|G.729>電話:03-8765-4321</A>
　また、呼制御の種別（SIP）を設定し、かつ、音声（G.711）および映像（MPEG-4）の通
信を行う場合は、以下の記述となる。
【００３０】
　　<A HREF=tel:03-8765-4321/G.711/MPEG-4(VGA/30fps/3Mbps)>電話:03-8765-4321</A>
　図３に示す例では発信端末２Ａのディスプレイには、取得したコンテンツの中の電話番
号のみが表示され、ハイパーリンク、ボタンなどによりユーザが選択できるように表示す
る。なお、電話番号とともに通信能力についてもディスプレイに表示することとしてもよ
く、あるいは通信能力のみをディスプレイに表示することとしてもよい。また、取得した
コンテンツには、少なくとも１つの通信端末２の電話番号関連情報が含まれ、ディスプレ
イに複数の通信端末の電話番号（または複数の通信端末の通信能力）が表示される場合も
ある。
【００３１】
　そして、発信端末２Ａのユーザインタフェース部２１は、ディスプレイに表示された電
話番号をクリックするなどのユーザの操作指示を受け付ける（Ｓ３）。これにより、能力
決定部２４は、コンテンツに記述され、ユーザが指示・選択した着信端末２Ｂの電話番号
に対応する通信能力と、記憶部２６に記憶された発信端末２Ａ（自通信端末）が備える通
信能力とを比較して、着信端末２Ｂとの通信に使用する通信能力を決定する（Ｓ４）。
【００３２】
　具体的には、能力決定部２４は、記憶部２６に記憶された発信端末２Ａの通信能力と、
着信端末２Ｂの通信能力との両方に含まれている通信能力を抽出し、抽出した通信能力を
着信端末２Ｂとの通信に使用する通信能力として決定する。
【００３３】
　例えば、着信端末２Ｂの通信性能が、前述したように、音声符号化方式として「G.711
」が、映像符号化方式として「MPEG-4」が、映像符号化方式で使用する符号化パラメータ
として「画像サイズ：VGA、フレームレート：30fps、ビットレート：3Mbps」が、音声お
よび映像以外のメディアとして「doc（資料共有）」が設定されており、一方、発信端末
２Ａの通信性能が、音声符号化方式として「G.711」が、映像符号化方式として「MPEG-4
またはMPEG-2」が、映像符号化方式で使用する符号化パラメータとして「画像サイズ：VG
A、フレームレート：30fps、ビットレート：3Mbps」が、音声および映像以外のメディア
として「doc（資料共有）」が設定されているものとする。
【００３４】
　この場合、能力決定部２４は、音声符号化方式として「G.711」を、映像符号化方式と
して「MPEG-4」を、映像符号化方式で使用する符号化パラメータとして「画像サイズ：VG
A、フレームレート：30fps、ビットレート：3Mbps」を、音声および映像以外のメディア
として「doc（資料共有）」を決定する。
【００３５】
　そして、発信端末２Ａの電話部２５は、ユーザが指示した電話番号の着信端末２Ｂに対
して、能力決定部２４が決定した通信能力を指定して発信・発呼する（Ｓ５）。着信端末
２Ｂが、発信した呼に対して応答した場合、Ｓ４で決定した通信能力を用いて発信端末２
Ａと着信端末２Ｂとが通信する。
【００３６】
　図４は、図３に示す動作をより詳細に示すシーケンス図である。
【００３７】
　発信端末２Ａの取得部２３は、ユーザインタフェース部２１によりユーザが指定したＷ
ＷＷサーバ１にアクセスし、ユーザが指定したコンテンツ（ＷＷＷページ）を取得する（
Ｓ１１）。ＷＷＷサーバ１の提供部は、当該ＷＷＷサーバ１の記憶部に格納されたコンテ
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ンツを、発信端末２Ａに送信する（Ｓ１２）。コンテンツには、前述のとおり、着信端末
２Ｂの電話番号関連情報（電話番号、通信能力）が含まれている。発信端末２Ａの表示部
２２は、取得したコンテンツの一部（または全部）をディスプレイに表示する（Ｓ１３）
。
【００３８】
　ユーザの操作指示（例えば、表示されたコンテンツの電話番号などをクリック）を発信
端末２Ａのユーザインタフェース部２１が受け付けると（Ｓ１４）、能力決定部２４は、
コンテンツに記述されたユーザが指示した着信端末２Ｂの電話番号に対応する通信能力と
、記憶部２６に記憶された発信端末２Ａ（自通信端末）が備える通信能力とを比較して、
着信端末２Ｂとの通信に使用する通信能力を決定する（Ｓ１５）。
【００３９】
　そして、発信端末２Ａの電話部２５は、コンテンツに含まれるユーザが指示した電話番
号の着信端末２Ｂに対して、能力決定部２４が決定した通信能力を指定して発信・発呼す
る（Ｓ１６）。着信端末２Ｂの電話部は、発信した呼に対して応答（すなわち着信）し（
Ｓ１７）、発信端末２Ａと着信端末２Ｂとの間で能力決定部２４が決定した通信能力を用
いた通信が行われる（Ｓ１８）。
【００４０】
　なお、Ｓ１５で通信能力を決定する際に、コンテンツに記述された着信端末２Ｂの通信
能力と、記憶部２６に記憶された発信端末２Ａの通信能力との比較を行うが、両者の間で
一致する能力が存在しない場合は、能力決定部２４は、発信できない旨を示すエラーメッ
セージを表示部２２に出力し、表示部２２はエラーメッセージをディスプレイに表示する
。
【００４１】
＜第２の実施形態＞
　以下、本発明の第２の実施形態について説明する。
【００４２】
　本実施形態では、通信能力を決定する際に、発信端末２Ａと着信端末２Ｂとの間で利用
可能な通信能力の組み合わせが複数存在する場合に、ユーザに提示して選択させる機能を
、第１の実施形態に付加したものである。なお、本実施形態のシステム構成および通信端
末２（発信端末２Ａ、着信端末２Ｂ）は、第１の実施形態の図１および図２と同様である
ため、ここでは説明を省略する。
【００４３】
　図５は、本実施形態の動作を示すシーケンス図である。
【００４４】
　発信端末２Ａの取得部２３は、ユーザインタフェース部２１によりユーザが指定したＷ
ＷＷサーバ１にアクセスし、ユーザが指定したコンテンツ（ＷＷＷページ）を取得する（
Ｓ２１）。ＷＷＷサーバ１の提供部は、当該ＷＷＷサーバ１の記憶部に格納されたコンテ
ンツを、発信端末２Ａに送信する（Ｓ２２）。コンテンツには、前述のとおり、着信端末
２Ｂの電話番号関連情報（電話番号、通信能力）が含まれている。発信端末２Ａの表示部
２２は、取得したコンテンツの一部（または全部）をディスプレイに表示する（Ｓ２３）
。
【００４５】
　ユーザの操作指示（例えば、表示されたコンテンツの電話番号などをクリック）を発信
端末２Ａのユーザインタフェース部２１が受け付けると（Ｓ２４）、能力決定部２４は、
コンテンツに記述されたユーザが指示した着信端末２Ｂの電話番号に対応する通信能力と
、記憶部２６に記憶された発信端末２Ａ（自通信端末）が備える通信能力とを比較する（
Ｓ２５）。
【００４６】
　ここで、発信端末２Ａと着信端末２Ｂとの間で利用可能な通信能力の組み合わせ候補が
複数存在する場合、すなわち、発信端末２Ａの通信能力と着信端末２Ｂの通信能力との両
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方に含まれている通信可能な通信能力が複数パターン存在する場合、能力決定部２４は、
発信端末２Ａと着信端末２Ｂの両方に重複する通信能力を抽出する。そして、能力決定部
２４は、抽出した通信能力をユーザに選択させるための能力選択画面を生成し、表示部２
２に出力する（Ｓ２５）。表示部２２は、能力選択画面をディスプレイに表示する（Ｓ２
６）。ユーザは、能力選択画面を参照し、ユーザインタフェース部２１を用いて所望の通
信能力を指示・選択する（Ｓ２７）。
【００４７】
　図６は、能力選択画面の一例を示す。図示する能力選択画面は、発信端末２Ａと着信端
末２Ｂとでは、メディアとしては音声と、映像と、資料共有とが、利用可能であることを
示している。また、音声符号化方式としては、「G.711」と「G.729」のいずれも利用可能
であることを示している。また、音声通信を利用しないことも選択肢として表示している
。図示する例では、ユーザがクリックすることにより、「G.711」を選択したことを示し
ている。
【００４８】
　映像符号化方式としては、「MPEG-4」が利用可能であることを示し、また、映像通信を
利用しないことも選択肢として表示している。映像符号化方式で使用する符号化パラメー
タとしては、画像サイズおよびフレームレートが、いずれも複数利用可能あり、ドロップ
ダウンメニューなどによりユーザが所望のパラメータを選択できるようになっている。図
示する例では、ユーザが「MPEG-4」の画像サイズとして「VGA」、フレームレートとして
「30fps」を選択したことを示している。また、図示する例では、ユーザは「資料共有」
を利用することを示している。
【００４９】
　能力決定部２４は、ユーザの選択指示を受け付けて、当該選択された通信能力を発信端
末２Ａと着信端末２Ｂとの間で利用する通信能力として決定する。そして、発信端末２Ａ
の電話部２５は、ユーザが指示した電話番号の着信端末２Ｂに対して、能力決定部２４が
決定した通信能力を指定して発信・発呼する（Ｓ２８）。着信端末２Ｂの電話部は、発信
した呼に対して応答（すなわち着信）し（Ｓ２９）、発信端末２Ａと着信端末２Ｂとの間
で能力決定部２４が決定した通信能力を用いた通信が行われる（Ｓ３０）。
【００５０】
　以上説明した第１および第２の実施形態では、発信側の通信端末は、呼を発信する前に
ＷＷＷサーバ１から所望の着信側の通信端末が備える通信能力を取得し、着信側の通信端
末が備える通信能力と、自通信端末が備える通信能力とを考慮して、発信時に指定する通
信能力を決定する。これにより、第１および第２の実施形態では、発信後に発信側の通信
端末と着信側の通信端末との間で通信能力が合わずに通信できないという事態の発生を防
止し、より効率的な発信を行うことができる。したがって、発信側の通信端末は、発信後
に着信側の通信端末に当該通信端末が備える通信能力を問い合わせる必要がない。
【００５１】
　また、第２の実施形態では、着信側の通信端末の通信能力と、発信側の通信端末の通信
能力とを比較して、使用可能な通信能力の候補が複数存在する場合、当該複数の候補を表
示した能力選択画面（図６参照）をユーザに提示し、ユーザの選択指示を受け付ける。こ
れにより、第２の実施形態では、ユーザが所望する通信能力を使用して、着信側の通信端
末と通信することができる。
【００５２】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内で数々の変
形が可能である。例えば、上記実施形態では、ネットワークにＩＰネットワークを用いた
が、公衆電話網、ＩＰ電話網、携帯電話網などのネットワークに適用することとしてもよ
い。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の実施形態に係るシステムの全体構成図である。
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【図２】通信システムの機能ブロック図である。
【図３】第１の実施形態の動作の概略を模式的に示す図である。
【図４】第１の実施形態の動作を示すシーケンス図である。
【図５】第２の実施形態の動作を示すシーケンス図である。
【図６】能力選択画面の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１　　ＷＷＷサーバ
　２　　通信端末
　２Ａ　発信端末
　２Ｂ　着信端末
　２１　ユーザインタフェース部
　２２　表示部
　２３　取得部
　２４　能力決定部
　２５　電話部
　２６　記憶部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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