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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信機器同士の接続を示すパラメータを受信した場合、当該通信機器同士を接続する手
段と、
　メディアを有するメディアサーバと通信機器の接続を示すパラメータと当該通信機器を
示す通信機器識別情報を受信した場合、前記メディアサーバに対し、メディアの送信を準
備させるための送信準備命令を送信するとともに、当該通信機器識別情報により示される
通信機器に対し、前記メディアの受信を準備させるための受信準備命令を送信する手段と
、
　前記送信準備命令に対する承諾の応答が送信されるとともに、前記受信準備命令に対す
る承諾の応答が送信されたなら、前記メディアサーバに対し、前記メディアを送信させる
ための送信命令を送信する手段と
　を備え、
　前記メディアサーバと通信機器の接続を示すパラメータとともに前記メディアの種類を
示すパラメータを受信した場合、当該パラメータに応じたメディアサーバからメディアが
送信されるように動作し、
　前記受信準備命令を送信する手段では、前記受信準備命令をＳＩＰサーバを介して送信
する場合において、どのＳＩＰサーバを選択するかを内部のデータから取得し、前記受信
準備命令を当該ＳＩＰサーバを介して送信する
　ことを特徴とするアプリケーションサーバ。
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【請求項２】
　前記通信機器同士を接続する場合において、当該通信機器同士を一時的に接続できない
なら、予め設定された時間が経過したときに、当該通信機器同士を接続させる、
　または、
　前記メディアサーバと通信機器を接続する場合において、前記通信機器が一時的にメデ
ィアを受信できない、または、前記メディアサーバが一時的にメディアを送信できないな
ら、前記メディアサーバに対し、前記メディアの送信を終了させるための終了命令を送信
し、予め設定された時間が経過したなら、前記送信準備命令と前記受信準備命令を送信す
ることを特徴とする請求項１記載のアプリケーションサーバ。
【請求項３】
　前記メディアサーバと通信機器を接続する場合において、前記送信準備命令に対する承
諾の応答が送信されなかったなら、前記送信命令の送信を中止することを特徴とする請求
項１記載のアプリケーションサーバ。
【請求項４】
　前記通信機器同士を接続する場合において、当該通信機器同士を接続できないなら、当
該通信機器同士の接続を中止する、
　または、
　前記メディアサーバと通信機器を接続する場合において、前記通信機器がメディアを受
信できないなら、前記送信命令の送信を中止することを特徴とする請求項１記載のアプリ
ケーションサーバ。
【請求項５】
　通信機器同士の接続を示すパラメータを受信した場合、当該通信機器同士を接続するア
プリケーションサーバの動作方法であって、
　メディアを有するメディアサーバと通信機器の接続を示すパラメータと当該通信機器を
示す通信機器識別情報を受信した場合、前記メディアサーバに対し、メディアの送信を準
備させるための送信準備命令を送信するとともに、当該通信機器識別情報により示される
通信機器に対し、前記メディアの受信を準備させるための受信準備命令を送信する段階と
、
　前記送信準備命令に対する承諾の応答が送信されるとともに、前記受信準備命令に対す
る承諾の応答が送信されたなら、前記メディアサーバに対し、前記メディアを送信させる
ための送信命令を送信する段階と
　を含み、
　前記アプリケーションサーバは、前記メディアサーバと通信機器の接続を示すパラメー
タとともに前記メディアの種類を示すパラメータを受信した場合、当該パラメータに応じ
たメディアサーバからメディアが送信されるように動作し、
　前記受信準備命令を送信する段階では、前記アプリケーションサーバは、前記受信準備
命令をＳＩＰサーバを介して送信する場合において、どのＳＩＰサーバを選択するかを内
部のデータから取得し、前記受信準備命令を当該ＳＩＰサーバを介して送信する
　ことを特徴とするアプリケーションサーバの動作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アプリケーションサーバおよびアプリケーションサーバの動作方法に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　ウェブブラウザなどから通信機器のアドレスを指定（クリック）することにより、通信
機器間の通信を確立させ、通常の通信より便利に発信する機能を提供するクリックツーダ
イヤルサービスが注目されている。
【０００３】
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　従来は、特許文献１にあるように、端末からホームページへアクセスすることにより、
発側の通信機器と着側の通信機器との間の音声通信を行う技術が開示されている。
【特許文献１】特開平１１－４１２９４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　クリックツーダイヤルサービスにおいては、ユーザ間の通話やネットワーク装置からユ
ーザへの情報送信など、多様な接続パターンへの対応や、音声／映像／ＦＡＸなど、多様
なメディアの種類への対応といった、ユーザの異なる要件に対応した呼制御を行うことが
想定されるが、従来では、主に単一の接続パターンを対象としており、要件に応じた呼制
御は行っていない。
【０００５】
　また、クリックツーダイヤルにより通信が確立できない場合、当該通信の重要性など、
要件に応じて再度ユーザがクリックして通信の確立を試みる必要があるが、その場合、ク
リックにより容易に通信を確立できるというクリックツーダイヤルにおける効果が低減さ
れてしまう。
【０００６】
　その上、発側の通信機器とメディアサーバ（自動音声応答装置：Interactive Voice Re
sponseなど）とを接続し、音声ガイダンスなどを送出する接続パターンの場合、メディア
サーバ側の問題で通信が確立できない場合には、その後に通信の確立を試みても成功する
可能性は低いため、無駄な接続要求が発生してしまう。
【０００７】
　更に、予め指定された日時にシステムが自律的に発信処理を行って、通信が確立できな
い場合、ユーザはその旨をリアルタイムで把握できず、再接続の要求が非常に遅くなる可
能性がある。
【０００８】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、通信機
器同士を接続するだけでなく、通信機器とメディアサーバ間を接続することもでき、つま
り、多様な接続パターンで接続を行うことができるアプリケーションサーバおよびその動
作方法を提供することにある。
【０００９】
　また、本発明のさらなる目的とするところは、通信機器とメディアサーバ間を接続する
場合、多様なメディアの種類を容易に選択することができるアプリケーションサーバおよ
びその動作方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題を解決するために、第１の本発明に係るアプリケーションサーバは、通信機
器同士の接続を示すパラメータを受信した場合、当該通信機器同士を接続する手段と、メ
ディアを有するメディアサーバと通信機器の接続を示すパラメータと当該通信機器を示す
通信機器識別情報を受信した場合、前記メディアサーバに対し、メディアの送信を準備さ
せるための送信準備命令を送信するとともに、当該通信機器識別情報により示される通信
機器に対し、前記メディアの受信を準備させるための受信準備命令を送信する手段と、前
記送信準備命令に対する承諾の応答が送信されるとともに、前記受信準備命令に対する承
諾の応答が送信されたなら、前記メディアサーバに対し、前記メディアを送信させるため
の送信命令を送信する手段とを備え、前記メディアサーバと通信機器の接続を示すパラメ
ータとともに前記メディアの種類を示すパラメータを受信した場合、当該パラメータに応
じたメディアサーバからメディアが送信されるように動作し、前記受信準備命令を送信す
る手段では、前記受信準備命令をＳＩＰサーバを介して送信する場合において、どのＳＩ
Ｐサーバを選択するかを内部のデータから取得し、前記受信準備命令を当該ＳＩＰサーバ
を介して送信することを特徴とする。
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【００１２】
　また、前記通信機器同士を接続する場合において、当該通信機器同士を一時的に接続で
きないなら、予め設定された時間が経過したときに、当該通信機器同士を接続させる、ま
たは、前記メディアサーバと通信機器を接続する場合において、前記通信機器が一時的に
メディアを受信できない、または、前記メディアサーバが一時的にメディアを送信できな
いなら、前記メディアサーバに対し、前記メディアの送信を終了させるための終了命令を
送信し、予め設定された時間が経過したなら、前記送信準備命令と前記受信準備命令を送
信することを特徴とする。
【００１３】
　また、前記メディアサーバと通信機器を接続する場合において、前記送信準備命令に対
する承諾の応答が送信されなかったなら、前記送信命令の送信を中止することを特徴とす
る。
【００１４】
　また、前記通信機器同士を接続する場合において、当該通信機器同士を接続できないな
ら、当該通信機器同士の接続を中止する、または、前記メディアサーバと通信機器を接続
する場合において、前記通信機器がメディアを受信できないなら、前記送信命令の送信を
中止することを特徴とする。
【００１７】
　第２の本発明に係るアプリケーションサーバの動作方法は、通信機器同士の接続を示す
パラメータを受信した場合、当該通信機器同士を接続するアプリケーションサーバの動作
方法であって、メディアを有するメディアサーバと通信機器の接続を示すパラメータと当
該通信機器を示す通信機器識別情報を受信した場合、前記メディアサーバに対し、メディ
アの送信を準備させるための送信準備命令を送信するとともに、当該通信機器識別情報に
より示される通信機器に対し、前記メディアの受信を準備させるための受信準備命令を送
信する段階と、前記送信準備命令に対する承諾の応答が送信されるとともに、前記受信準
備命令に対する承諾の応答が送信されたなら、前記メディアサーバに対し、前記メディア
を送信させるための送信命令を送信する段階とを含み、前記アプリケーションサーバは、
前記メディアサーバと通信機器の接続を示すパラメータとともに前記メディアの種類を示
すパラメータを受信した場合、当該パラメータに応じたメディアサーバからメディアが送
信されるように動作し、前記受信準備命令を送信する段階では、前記アプリケーションサ
ーバは、前記受信準備命令をＳＩＰサーバを介して送信する場合において、どのＳＩＰサ
ーバを選択するかを内部のデータから取得し、前記受信準備命令を当該ＳＩＰサーバを介
して送信することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、多様な接続パターンで接続を行うことができる。また、多様なメディ
アの種類を容易に選択することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００２０】
　図１は、本実施の形態に係るアプリケーションサーバを含む通信システムの構成図であ
る。
【００２１】
　アプリケーションサーバ１は、サーバ（例えばＷＷＷサーバであり、以下、「ＷＷＷサ
ーバ」という）２と網（例えばＩＰ網であり、図では「ＩＰ網」と記載）３を介して、表
示装置４に接続されたコンピュータ５に接続されている。
【００２２】
　コンピュータ５は、そのユーザによる操作、例えば、コンピュータ５に接続されたマウ
スなどで表示装置４に表示されたオブジェクトを指定して行うクリックにより発信要求を
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行う機能を有する。コンピュータ５は、システム用のカスタマーコントロール用の画面へ
の条件登録などにも使用される。コンピュータ５は、クリックしてすぐに接続を行う場合
以外に、クリックした後の所望のタイミングに接続を行う場合に使用される。表示装置４
は、呼接続状態、接続結果などを表示させるために使用される。
【００２３】
　ＷＷＷサーバ２は、表示装置４に表示される画面を表示するためのデータを有し、デー
タをコンピュータ５に送信する機能、コンピュータ５からの発信要求、切断要求を受信し
、アプリケーションサーバ１に転送する機能、後述する通信機器間や通信機器とメディア
サーバ間の呼接続状態、接続結果をコンピュータ５に転送する機能を有する。ＷＷＷサー
バ２は、例えば、インターネット上にあるウェブサイトである。ＷＷＷサーバ２は、例え
ば、クリックツーダイヤルサービスを提供する通信事業者が用意したカスタマーコントロ
ール用のウェブサイトでもよい。
【００２４】
　アプリケーションサーバ１は、音声のメディアを有するメディアサーバ６、映像のメデ
ィアを有するメディアサーバ７、ファクシミリの方式で送信可能なメディアを有するメデ
ィアサーバ８に接続されている。メディアは、例えば、何らかのガイダンスである。
【００２５】
　アプリケーションサーバ１は、サーバ（例えばＩＰ電話通信のためのＳＩＰサーバであ
り、以下、「ＳＩＰサーバ」という）９と網（例えばＩＰ電話通信のための網であり、図
では「ＩＰ電話網」と記載）１０を介して、通信機器（例えばＩＰ電話通信の端末つまり
ＩＰ電話）１１に接続されている。通信機器１１は、ＳＩＰサーバ９に収容されていても
よい。
【００２６】
　ＳＩＰサーバ９は、アプリケーションサーバ１から呼設定の要求を受け、接続先のシス
テムに呼設定を行う機能を有する。呼設定の要求は、例えば、ＳＩＰやＩＮＡＰなどを用
いて行われる。ＳＩＰサーバ９は、複数あってもよい。
【００２７】
　アプリケーションサーバ１は、収容位置管理サーバ１２に接続されている。収容位置管
理サーバ１２は、例えば、複数のＳＩＰサーバ９の中の１つを選択するために使用される
。アプリケーションサーバ１は、例えば、どのＳＩＰサーバ９を選択するかを、収容位置
管理サーバ１２にアクセスして取得する。アプリケーションサーバ１は、例えば、どのＳ
ＩＰサーバ９を選択するかを内部のデータから取得する。アプリケーションサーバ１は、
例えば、ＳＩＰサーバ９のアドレスをＷＷＷサーバ２から取得し、そのアドレスを有する
ＳＩＰサーバ９を選択する。
【００２８】
　ＳＩＰサーバ９は、異なる網同士を接続するためのゲートウェイ１３と、異なる通信事
業者の網間を結ぶための相互接続点１６と、網（例えば無線通信のための網であり、図で
は「携帯電話網」と記載）１４を介して、通信機器（例えば無線通信のための端末つまり
携帯電話）１５に接続されている。ゲートウェイ１３は、複数あってもよい。
【００２９】
　図示のゲートウェイ１３は、異なる通信事業者の網間を結ぶための相互接続点１６と、
網（例えば、他の網を運営する会社でない他社の加入者網であり、図では「他社加入者網
」と記載）１７を介して、通信機器（例えば他社の一般的な電話端末）１８に接続されて
いる。
【００３０】
　ゲートウェイ１３に対し複数の相互接続点１６が接続されていてもよい。例えば、ゲー
トウェイ１３と携帯電話網１４が、図示しない他の相互接続点を介して接続されていても
よい。また、図示の相互接続点１６に対し複数の他社加入者網１７が接続されていてもよ
い。また、ゲートウェイ１３と他社加入者網１７を、相互接続点１６を介さずに接続して
もよい。
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【００３１】
　アプリケーションサーバ１は、ＷＷＷサーバ２から発信要求を受け付ける機能、通信機
器１１、１５、１８、メディアサーバ６～８への呼設定を行う機能、通信切断要求を受け
付ける機能、設定した呼の解放を行う機能、呼の設定の結果をＷＷＷサーバ２に通知する
機能などを有する。アプリケーションサーバ１とＷＷＷサーバ２の間の通信では、例えば
、ＣＯＲＢＡ、ＨＴＴＰ、ＳＯＡＰなどが使用される。
【００３２】
　メディアサーバ６～８は、通信機器１１または１５と通信機器１８の通信確立時、通信
機器１８の呼び出し時または通信切断時に、通信機器１１または１５に対し、通信確立、
呼び出し中または通信切断状態を通知する音声等のメディアを送信する機能を有していて
もよい。
【００３３】
　図２は、本実施の形態で使用されるパラメータを示す図である。
【００３４】
　本実施の形態では、通信機器１１、１８間のような二者間接続という接続パターン、通
信機器１１とメディアサーバ６の間のような接続であるガイダンス接続という接続パター
ンのいずれかを選択でき、選択される接続パターンを示すパラメータＰ１が使用される。
【００３５】
　また、音声、映像などという、送信されるメディアの種類を示すパラメータＰ２が使用
される。また、送信されるメディアの名前を示すパラメータＰ３が使用される。また、発
信側の通信機器を示す通信機器識別情報であるパラメータＰ４が使用される。パラメータ
Ｐ４は、着信側の通信機器を示す通信機器識別情報を含む場合がある。通信機器識別情報
は、通信機器のアドレス（ＩＰアドレスやＳＩＰアドレス）や電話番号など、通信機器を
示すものであればよい。
【００３６】
　また、接続の試行の最大回数を示すパラメータＰ５が使用される。パラメータＰ５は、
接続の試行の間隔（再度接続要求を行うまでの時間）を含む場合がある。また、パラメー
タＰ４により示される通信機器に代わる通信機器の通信機器識別情報であるパラメータＰ
６が使用される。また、接続の試行をすべきタイミング（発信を行う時刻情報）を示すパ
ラメータＰ７が使用される。
【００３７】
　以下、本実施の形態における動作を複数の実施例で説明する。
【００３８】
（実施例１）
　実施例１では、図３を参照し、通信機器１１とメディアサーバ６との間でガイダンス接
続が行われる場合の動作の一例を説明する。
【００３９】
　コンピュータ５は、ユーザの操作によりまたは自動で、ユーザＩＤと暗証番号をＷＷＷ
サーバ２に送信する（Ｓ１）。
【００４０】
　ＷＷＷサーバ２は、ユーザＩＤと暗証番号により認証を行う（Ｓ３）。認証は、発信要
求ごとにまたは複数の発信要求に先だって行われる。
【００４１】
　ＷＷＷサーバ２は、認証が成功したら、保持したデータをコンピュータ５に送信し、表
示装置４に画面を表示させる（Ｓ５）。
【００４２】
　例えば、コンピュータ５にはマウスが接続されており、ユーザは、画面を見ながら、パ
ラメータＰ１～Ｐ４を指定する操作をマウスに対して行う。これにより、コンピュータ５
は、操作に対応する各パラメータを生成する。ここでは、ガイダンス接続を示すパラメー
タＰ１、音声のメディアを示すパラメータＰ２、音声のメディアの名前を示すパラメータ
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Ｐ３、通信機器１１の通信機器識別情報であるパラメータＰ４が生成されたこととする。
　ユーザは、例えば、画面に表示された発信ボタンをクリックする操作を行う。
【００４３】
　これにより、コンピュータ５は、ＷＷＷサーバ２に発信要求（各パラメータを含む）を
送信する（Ｓ１１）。
【００４４】
　ＷＷＷサーバ２は、発信要求にＷＷＷサーバ２のアドレスを含ませ（Ｓ１３）、アプリ
ケーションサーバ１に送信する（Ｓ１５）。また、ＷＷＷサーバ２は、発信要求に発信要
求識別情報を対応づけ、コンピュータ５との間で発信要求を識別するために記憶する。
【００４５】
　アプリケーションサーバ１は、発信要求に呼識別情報を対応づけ（Ｓ１７）、呼識別情
報をＷＷＷサーバ２に送信する。アプリケーションサーバ１は、呼識別情報をＷＷＷサー
バ２との間で呼を識別するために記憶する。
【００４６】
　ＷＷＷサーバ２は、発信要求識別情報と呼識別情報を対応づけ、コンピュータ５からの
要求をアプリケーションサーバ１に送信できるようにする。
【００４７】
　アプリケーションサーバ１は、パラメータＰ１，Ｐ２を基にメディアサーバ６のアドレ
スを検索し、メディアサーバ６へ呼接続要求を送信する（Ｓ２１）。呼接続要求は、メデ
ィアの送信を準備させるための送信準備命令である。
【００４８】
　この呼接続要求では、無音を示す情報をRequest-URIに設定し、セッション確立後、す
ぐにメディアを送信しないようにする。また、呼接続要求では、メディア情報は、音声に
対応した情報を設定する。なお、呼接続要求では、接続先のアドレスは不明のため、仮の
アドレスを設定する。また、呼接続要求では、要求者としてコンピュータ５のアドレスを
設定する。これにより、コンピュータ５のユーザに課金されるようにする。
【００４９】
　アプリケーションサーバ１は、メディアサーバ６から承諾の応答が送信されたなら（Ｓ
２３）、例えば、どのＳＩＰサーバ９を選択するかを内部のデータから取得し、そのＳＩ
Ｐサーバ９を介して、パラメータＰ４により示される通信機器１１へ呼接続要求を送信す
る（Ｓ３１）。呼接続要求は、メディアの受信を準備させるための受信準備命令である。
【００５０】
　この呼接続要求では、接続先のアドレスとしてパラメータＰ４を設定する。また、呼接
続要求では、メディア情報は、メディアサーバ６からの承諾の応答内のメディア情報を設
定する。また、呼接続要求では、要求者としてコンピュータ５のアドレスを設定する。こ
れにより、コンピュータ５のユーザに課金されるようにする。
【００５１】
　なお、アプリケーションサーバ１は、どのＳＩＰサーバ９を選択するかを、収容位置管
理サーバ１２にアクセスして取得してもよい（Ｓ２５）。この場合、アプリケーションサ
ーバ１は、収容位置管理サーバ１２に呼接続要求を送信し、その応答に設定されたアドレ
スのＳＩＰサーバ９を介して、通信機器１１へ呼接続要求を送信すればよい。
【００５２】
　アプリケーションサーバ１は、ＳＩＰサーバ９を介して、通信機器１１から承諾の応答
が送信されたなら（Ｓ３３）、メディアサーバ６にメディア情報変更要求を送信する（Ｓ
４１）。
【００５３】
　このメディア情報変更要求では、通信機器１１からの承諾の応答内のメディア情報を設
定する。これにより、メディアサーバ６と通信機器１１の間のセッションが確立する（Ｓ
４２）が、メディアサーバ６に送信された呼接続要求では、無音を示す情報をRequest-UR
Iに設定しているため、まだメディアは送信されない。
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【００５４】
　アプリケーションサーバ１は、メディアサーバ６から承諾の応答が送信されたなら（Ｓ
４３）、メディアサーバ６にガイダンス送出指示要求を送信する（Ｓ５１）。ガイダンス
送出指示要求は、メディアを送信させるための送信命令である。ガイダンス送出指示要求
には、パラメータＰ３（メディアの名前）が含まれる。以下に説明するガイダンス送出指
示要求についても同様である。
【００５５】
　アプリケーションサーバ１は、メディアサーバ６からガイダンス送出指示結果が送信さ
れたなら（Ｓ５３）、発信要求に対する成功の結果をＷＷＷサーバ２を介して、コンピュ
ータ５に送信し、表示装置４に表示させる（Ｓ５５）。
【００５６】
　メディアサーバ６は、ガイダンス送出指示要求が送信されたので、そのガイダンス送出
指示要求に含まれた名前のメディアを通信機器１１に送信する（Ｓ６１）。
【００５７】
　アプリケーションサーバ１は、メディアの送信が終了し、メディアサーバ６から呼切断
信号が送信されたなら（Ｓ６３）、呼切断を示す情報をＷＷＷサーバ２を介して、コンピ
ュータ５に送信し、表示装置４に表示させる（Ｓ６５）。
【００５８】
　また、アプリケーションサーバ１は、ＳＩＰサーバ９を介して、通信機器１１へ呼切断
信号を送信し、セッションを解放する（Ｓ６７）。
【００５９】
　以上、実施例１では、メディアサーバ６が音声のメディアを送信する動作を説明したが
、パラメータＰ２が映像のメディアを示すものなら、アプリケーションサーバ１は、メデ
ィアサーバ６でなくメディアサーバ７に呼接続要求を送信し、その呼接続要求では、メデ
ィア情報は、映像に対応した情報を設定する。これにより、メディアサーバ７に映像のメ
ディアを送信させることができる。また、パラメータＰ２がファクシミリの方式で送信可
能なメディアを示すものなら、アプリケーションサーバ１は、メディアサーバ６でなくメ
ディアサーバ８に呼接続要求を送信し、その呼接続要求では、メディア情報は、ファクシ
ミリの方式で送信可能なメディアに対応した情報を設定する。これにより、メディアサー
バ８にメディアを送信させることができる。また、パラメータＰ１が、二者間接続を示す
ものであり、パラメータＰ４が、着信側の通信機器（例えば、通信機器１８）を示す通信
機器識別情報を含む場合、アプリケーションサーバ１は、各通信機器識別情報に対応する
通信機器に呼接続要求を送信する。これにより、当該２つの通信機器を互いに接続させる
ことができる。つまり、アプリケーションサーバ１は、二者間接続のパラメータを受信し
た場合に通信機器同士を接続する手段を有する。
【００６０】
　なお、実施例１では、コンピュータ５が発信要求を行ったが、これを、例えば、ネット
ワーク上で検知できる何らかの情報トリガにより、ｘｘで雨が降り出した、ｘｘの株価が
上昇したというような事象などにより、ＷＷＷサーバ２やＩＰ網３が自律で行ってもよい
。また、これは、以下に説明する実施例でも同様である。
【００６１】
　以上説明したように、実施例１によれば、アプリケーションサーバ１は、通信機器同士
を接続する手段と、ガイダンス接続のパラメータと通信機器の通信機器識別情報を受信し
た場合、メディアサーバに対し、メディアの送信を準備させるための送信準備命令を送信
するとともに、当該通信機器識別情報により示される通信機器に対し、メディアの受信を
準備させるための受信準備命令を送信する手段（ステップＳ２１、Ｓ３１に対応する）と
、送信準備命令に対する承諾の応答が送信されるとともに、受信準備命令に対する承諾の
応答が送信されたなら、メディアサーバ６に対し、メディアを送信させるための送信命令
を送信する手段（ステップＳ５１に対応する）とを備えることで、多様な接続パターンで
接続を行うことができ、利便性を向上させることができる。
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【００６２】
　また、ガイダンス接続のパラメータとともにメディアの種類を示すパラメータＰ２を受
信した場合、そのパラメータに応じたメディアサーバからメディアが送信されるように動
作するので、多様なメディアの種類を容易に選択することができ、もって、利便性を向上
させることができる。
【００６３】
（実施例２）
　実施例２では、図４を参照し、実施例１において、通信機器１１が一時的にメディアを
受信できない場合の動作の一例を説明する。
【００６４】
　まず、実施例１のステップＳ１～Ｓ５は、すでに終了していることとする。
【００６５】
　ユーザは、画面を見ながら、パラメータＰ１～Ｐ５を指定する操作をマウスに対して行
う。これにより、ここでは、ガイダンス接続を示すパラメータＰ１、音声のメディアを示
すパラメータＰ２、音声のメディアの名前を示すパラメータＰ３、通信機器１１の通信機
器識別情報であるパラメータＰ４、接続の試行の最大回数である２回を示すパラメータＰ
５が生成されたこととする。
【００６６】
　ユーザは、例えば、画面に表示された発信ボタンをクリックする操作を行う。
【００６７】
　これにより、コンピュータ５は、ＷＷＷサーバ２に発信要求（各パラメータを含む）を
送信する（Ｓ１１１）。
【００６８】
　ＷＷＷサーバ２は、発信要求にＷＷＷサーバ２のアドレスを含ませ（Ｓ１１３）、アプ
リケーションサーバ１に送信する（Ｓ１１５）。また、ＷＷＷサーバ２は、発信要求に発
信要求識別情報を対応づけ、コンピュータ５との間で発信要求を識別するために記憶する
。
【００６９】
　アプリケーションサーバ１は、発信要求に呼識別情報を対応づけ（Ｓ１１７）、呼識別
情報をＷＷＷサーバ２に送信する。アプリケーションサーバ１は、呼識別情報をＷＷＷサ
ーバ２との間で呼を識別するために記憶する。ステップＳ１１７では、パラメータＰ５も
記憶する。
【００７０】
　ＷＷＷサーバ２は、発信要求識別情報と呼識別情報を対応づけ、コンピュータ５からの
要求をアプリケーションサーバ１に送信できるようにする。
【００７１】
　つづいて、実施例１のステップＳ２１～Ｓ２３、または、実施例１のステップＳ２１～
Ｓ２５と同様のシーケンスが実行されたこととする。
【００７２】
　アプリケーションサーバ１は、ＳＩＰサーバ９を介して、パラメータＰ４により示され
る通信機器１１へ呼接続要求を送信する（Ｓ１３１）。
【００７３】
　アプリケーションサーバ１は、ＳＩＰサーバ９を介して、通信機器１１から、通信機器
１１が使用中である旨の応答が送信されたなら（Ｓ１３３）、メディアサーバ６へ呼切断
信号を送信し、セッションを解放する（Ｓ１４１）。呼切断信号は、メディアの送信を終
了させるための終了命令である。
【００７４】
　また、アプリケーションサーバ１は、呼切断を示す情報をＷＷＷサーバ２を介して、コ
ンピュータ５に送信し、表示装置４に表示させる（Ｓ１４３）。
【００７５】
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　次に、アプリケーションサーバ１は、パラメータＰ５つまり接続の試行の最大回数から
１を減算し、減算結果が０か否かを確認する（Ｓ１５１）。
【００７６】
　アプリケーションサーバ１は、減算結果は０でなく１なので、予めアプリケーションサ
ーバ１に設定された時間が経過するまで呼接続要求の送信を中止しておく（Ｓ１５３）。
　なお、この時間の長さは、ユーザの操作により決定し、パラメータＰ５に含めて、コン
ピュータ５からアプリケーションサーバ１に送信し、アプリケーションサーバ１は、この
パラメータが示す時間が経過するまで呼接続要求の送信を中止しておくこととしてもよい
。
【００７７】
　アプリケーションサーバ１は、時間が経過したら、実施例１のステップＳ２１と同様に
、メディアサーバ６へ呼接続要求を送信する（Ｓ１５５）。
【００７８】
　アプリケーションサーバ１は、メディアサーバ６から承諾の応答が送信されたなら（Ｓ
１５７）、ステップＳ１３１へ戻り、ＳＩＰサーバ９を介して、通信機器１１へ呼接続要
求を送信する（Ｓ１３１）。
【００７９】
　アプリケーションサーバ１は、実施例１とステップＳ３３と同様に、ＳＩＰサーバ９を
介して、通信機器１１から承諾の応答が送信されたなら、実施例１とステップＳ４１と同
様に、メディアサーバ６にメディア情報変更要求を送信する。
【００８０】
　以降、実施例１と同様なので、説明を省略する。
【００８１】
　一方、アプリケーションサーバ１は、ＳＩＰサーバ９を介して、通信機器１１から、通
信機器１１が使用中である旨の応答が再び送信されたなら（Ｓ１３３）、メディアサーバ
６へ呼切断信号を送信し、セッションを解放する（Ｓ１４１）。
【００８２】
　また、アプリケーションサーバ１は、呼切断を示す情報をＷＷＷサーバ２を介して、コ
ンピュータ５に送信し、表示装置４に表示させる（Ｓ１４３）。
【００８３】
　次に、アプリケーションサーバ１は、パラメータＰ５から１を減算し、減算結果が０か
否かを確認する（Ｓ１５１）。
【００８４】
　アプリケーションサーバ１は、減算結果は、今度は０なので、メディアサーバ６への呼
接続要求を中止する。
【００８５】
　なお、実施例２では、メディアサーバ６を例にしたが、他のメディアサーバの場合であ
っても同様である。
【００８６】
　また、実施例２では、通信機器１１が一時的にメディアを受信できない場合について説
明したが、メディアサーバが一時的にセッションを確立できず、メディアを送信できない
場合、例えば、全てのチャネルが使用中である場合、同様に、一定時間経過後の再接続を
行ってもよい。
【００８７】
　以上説明したように、実施例２によれば、アプリケーションサーバ１は、通信機器が一
時的にメディアを受信できない、または、メディアサーバが一時的にメディアを送信でき
ないなら、メディアサーバ６に対し、メディアの送信を終了させるための終了命令を送信
し、予め設定された時間が経過したなら、送信準備命令と受信準備命令を送信することで
、通信機器とメディアサーバを一時的に接続できない場合であっても、その後においては
接続できる可能性を高めることができ、もって、利便性を向上させることができる。
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【００８８】
　また、アプリケーションサーバ１は、メディアサーバと通信機器を接続する場合と同様
に、通信機器同士を接続する場合、当該通信機器同士を一時的に接続できないなら、予め
設定された時間が経過したときに、当該通信機器同士を接続させるようになっているので
、通信機器同士を一時的に接続できない場合であっても、その後においては接続できる可
能性を高めることができ、もって、利便性を向上させることができる。
【００８９】
　なお、かかる動作は、通信機器同士の接続の場合だけ、または、メディアサーバと通信
機器の接続の場合だけに限ってもよい。
【００９０】
　また、実施例２では、接続の試行の最大回数を示すパラメータＰ５をユーザの操作で指
定する場合を説明したが、パラメータＰ５は、予めアプリケーションサーバ１が記憶して
おいてもよい。また、再接続（２回目以降の接続の試行）の要否をパラメータとしてもよ
い。
【００９１】
（実施例３）
　実施例３では、図５を参照し、実施例１または２のステップＳ２１でメディアサーバ６
に送信した呼接続要求に対し、応答が送信されなかった場合の動作の一例を説明する。
【００９２】
　まず、ステップＳ２１に至るまでのステップは、すでに終了していることとする。
【００９３】
　アプリケーションサーバ１は、メディアサーバ６へ呼接続要求を送信する（Ｓ２１）。
　アプリケーションサーバ１は、予めアプリケーションサーバ１に設定された時間が経過
するまでに、メディアサーバ６から応答が送信されない場合、メディアサーバ６、または
アプリケーションサーバ１とメディアサーバ６の間のネットワークに障害が発生しており
、早期回復は困難と想定されるので、呼接続できず、また、再接続は行わない旨の情報を
ＷＷＷサーバ２を介して、コンピュータ５に送信し、表示装置４に表示させる（Ｓ１６１
）。
【００９４】
　なお、実施例３では、メディアサーバ６を例にしたが、他のメディアサーバの場合であ
っても同様である。
【００９５】
　以上説明したように、実施例３によれば、アプリケーションサーバ１は、送信準備命令
に対する承諾の応答が送信されなかったなら、送信命令の送信を中止することで、通信機
器とメディアサーバが接続できない場合に、他のメディアサーバとの接続を行うなどの善
後策を講じることが可能となり、もって、利便性を向上させることができる。
【００９６】
　また、アプリケーションサーバ１は、メディアサーバと通信機器を接続する場合と同様
に、通信機器同士を接続する場合、当該通信機器同士を接続できないなら、当該通信機器
同士の接続を中止するので、通信機器同士が接続できない場合に、通信機器の一方または
両方を変えるなどの善後策を講じることが可能となり、もって、利便性を向上させること
ができる。
【００９７】
　なお、かかる動作は、通信機器同士の接続の場合だけ、または、メディアサーバと通信
機器の接続の場合だけに限ってもよい。
【００９８】
（実施例４）
　実施例４では、図６を参照し、実施例１または２のステップＳ３１またはＳ１３１で通
信機器１１に送信した呼接続要求に対し、通信機器１１がＳＩＰサーバ９に収容されてい
ない旨の応答が送信された場合の動作の一例を説明する。
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【００９９】
　まず、ステップＳ３１などに至るまでのステップは、すでに終了していることとする。
　アプリケーションサーバ１は、通信機器１１へ呼接続要求を送信する（Ｓ３１（Ｓ１３
１））。
【０１００】
　アプリケーションサーバ１は、ＳＩＰサーバ９から、例えば、該当の通信機器１１がＳ
ＩＰサーバ９に収容されていない旨の応答が送信されたなら（Ｓ１７３）、例えば、パラ
メータ４が間違っている場合があるので、メディアサーバ６へ呼切断信号を送信し、セッ
ションを解放する（Ｓ１８１）。
【０１０１】
　また、アプリケーションサーバ１は、呼接続できず、また、再接続は行わない旨の情報
をＷＷＷサーバ２を介して、コンピュータ５に送信し、表示装置４に表示させる（Ｓ１８
３）。
【０１０２】
　なお、実施例４では、メディアサーバ６を例にしたが、他のメディアサーバの場合であ
っても同様である。
【０１０３】
　以上説明したように、実施例４によれば、アプリケーションサーバ１は、通信機器がメ
ディアを受信できないなら、送信命令の送信を中止することで、指定した通信機器が正し
いか否かを確認するなどの善後策を講じることが可能となり、もって、利便性を向上させ
ることができる。
【０１０４】
　また、アプリケーションサーバ１は、メディアサーバと通信機器を接続する場合と同様
に、通信機器同士を接続する場合、当該通信機器同士を接続できないなら、当該通信機器
同士の接続を中止するので、通信機器同士が接続できない場合に、指定した通信機器が正
しいか否かを確認するなどの善後策を講じることが可能となり、もって、利便性を向上さ
せることができる。
【０１０５】
　なお、かかる動作は、通信機器同士の接続の場合だけ、または、メディアサーバと通信
機器の接続の場合だけに限ってもよい。
【０１０６】
　ここで、図７を参照し、実施例２～４において、呼接続要求を再送信するか否か判断に
関わる処理の流れを説明する。
【０１０７】
　アプリケーションサーバ１は、ＷＷＷサーバ２から発信要求が送信されたなら、メディ
アサーバへ呼接続要求を送信する（Ｓ１００１）。
【０１０８】
　次に、アプリケーションサーバ１は、メディアサーバから承諾の応答が送信されたか否
かを判定する（Ｓ１００３）。
【０１０９】
　アプリケーションサーバ１は、メディアサーバから承諾の応答が送信された場合（ＹＥ
Ｓ）、通信機器へ呼接続要求を送信する（Ｓ１００５）。
【０１１０】
　次に、アプリケーションサーバ１は、通信機器から承諾の応答が送信されたか否かを判
定する（Ｓ１００７）。
【０１１１】
　アプリケーションサーバ１は、通信機器から承諾の応答が送信された場合（ＹＥＳ）、
メディアサーバへメディア情報変更要求を送信するを送信する（Ｓ１００９）。
【０１１２】
　次に、アプリケーションサーバ１は、メディアサーバから承諾の応答が送信されたか否
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かを判定する（Ｓ１０１１）。
【０１１３】
　アプリケーションサーバ１は、メディアサーバから承諾の応答が送信された場合（ＹＥ
Ｓ）、メディアサーバにガイダンス送出指示要求を送信する（Ｓ１０１３）。
【０１１４】
　次に、アプリケーションサーバ１は、メディアサーバからガイダンス送出指示結果が送
信されたか否かを判定する（Ｓ１０１５）。
【０１１５】
　アプリケーションサーバ１は、メディアサーバ６からガイダンス送出指示結果が送信さ
れた場合、呼接続要求の再送信は不要であり接続は完了した旨の判断結果を得て（Ｓ１０
１７）、終了する。
【０１１６】
　一方、ステップＳ１００３、１００７、１０１１または１０１５でＮＯと判定された場
合、ＮＯと判定された要因を分析する（Ｓ１０１９）。
【０１１７】
　アプリケーションサーバ１は、通信機器が使用中である旨の応答が送信され、ステップ
Ｓ１００７でＮＯと判定された場合、通信機器の使用が終了すれば、呼接続要求の再送信
すれば、今度は承諾の応答が送信されることとなるので、呼接続要求を再送信は必要であ
り接続は未完了である旨の判断結果を得て（Ｓ１０２１）、終了する。
【０１１８】
　アプリケーションサーバ１は、メディアサーバから応答がなんら送信されず、ステップ
Ｓ１００３でＮＯと判定された場合、メディアサーバ、またはアプリケーションサーバ１
とメディアサーバの間のネットワークに障害が発生しており、早期回復は困難で、呼接続
要求を再送信しても、応答が送信されることはないと想定されるので、呼接続要求の再送
信は不要であり接続は未完了である旨の判断結果を得て（Ｓ１０２３）、終了する。
【０１１９】
　アプリケーションサーバ１は、メディアサーバからガイダンス送出指示結果の代わりに
、メディアがないことを示す応答が送信され、ステップＳ１０１５でＮＯと判定された場
合、パラメータ３が間違っている場合があり、呼接続要求を再送信しても、ガイダンス送
出指示結果が送信されることはないと想定されるので、呼接続要求を再送信は不要であり
接続は未完了である旨の判断結果を得て（Ｓ１０２３）、終了する。
【０１２０】
　上記のように呼接続要求を再送信の要否を判定することで、例えば、メディアサーバ、
またはアプリケーションサーバ１とメディアサーバの間のネットワークに障害が発生して
おり、早期回復は困難と想定される場合であっても、無駄な呼接続要求を送信せず、もっ
て、トラヒックを軽減させることができる。
【０１２１】
（実施例５）
　実施例５では、図８を参照し、実施例２のステップＳ２００で減算結果が０となった場
合、または、実施例４のステップＳ１７３で通信機器が収容されていない旨の応答が送信
された場合などにおいて、通信機器１１に代えて、通信機器１５とメディアサーバ６を接
続させる動作の一例を説明する。
【０１２２】
　まず、図２に示したステップＳ１～Ｓ５は、すでに終了していることとする。
【０１２３】
　ユーザは、画面を見ながら、パラメータＰ１～Ｐ５を指定する操作をマウスに対して行
う。これにより、ここでは、ガイダンス接続を示すパラメータＰ１、音声のメディアを示
すパラメータＰ２、音声のメディアの名前を示すパラメータＰ３、通信機器１１の通信機
器識別情報であるパラメータＰ４、通信機器１５の通信機器識別情報であるパラメータＰ
６が生成されたこととする。
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【０１２４】
　ユーザは、例えば、画面に表示された発信ボタンをクリックする操作を行う。
【０１２５】
　これにより、コンピュータ５は、ＷＷＷサーバ２に発信要求（各パラメータを含む）を
送信する（Ｓ２１１）。
【０１２６】
　ＷＷＷサーバ２は、発信要求にＷＷＷサーバ２のアドレスを含ませ（Ｓ２１３）、アプ
リケーションサーバ１に送信する（Ｓ２１５）。また、ＷＷＷサーバ２は、発信要求に発
信要求識別情報を対応づけ、コンピュータ５との間で発信要求を識別するために記憶する
。
【０１２７】
　アプリケーションサーバ１は、発信要求に呼識別情報を対応づけ（Ｓ２１７）、呼識別
情報をＷＷＷサーバ２に送信する。アプリケーションサーバ１は、呼識別情報をＷＷＷサ
ーバ２との間で呼を識別するために記憶する。ステップＳ２１７では、パラメータＰ６も
記憶する。
【０１２８】
　ＷＷＷサーバ２は、発信要求識別情報と呼識別情報を対応づけ、コンピュータ５からの
要求をアプリケーションサーバ１に送信できるようにする。
【０１２９】
　つづいて、図２のステップＳ２１～Ｓ２３、または、ステップＳ２１～Ｓ２５と同様の
シーケンスが実行されたこととする。
【０１３０】
　アプリケーションサーバ１は、ＳＩＰサーバ９を介して、パラメータＰ４により示され
る通信機器１１へ呼接続要求を送信する（Ｓ２３１）。
【０１３１】
　アプリケーションサーバ１は、ＳＩＰサーバ９を介して、通信機器１１から、通信機器
１１が使用中である旨の応答が送信されたなら（Ｓ２３３）、パラメータＰ６により示さ
れる通信機器１５へ呼接続要求を送信する（Ｓ２４１）。
【０１３２】
　この呼接続要求では、接続先のアドレスとしてパラメータＰ６を設定する。また、呼接
続要求では、メディア情報は、メディアサーバ６からの承諾の応答内のメディア情報を設
定する。また、呼接続要求では、要求者としてコンピュータ５のアドレスを設定する。こ
れにより、コンピュータ５のユーザに課金されるようにする。
【０１３３】
　アプリケーションサーバ１は、ＳＩＰサーバ９を介して、通信機器１５から承諾の応答
が送信されたなら（Ｓ２４３）、メディアサーバ６にメディア情報変更要求を送信する（
Ｓ２５１）。
【０１３４】
　このメディア情報変更要求では、通信機器１５からの承諾の応答内のメディア情報を設
定する。これにより、メディアサーバ６と通信機器１５の間のセッションが確立する（Ｓ
２５２）が、メディアサーバ６に送信された呼接続要求では、無音を示す情報をRequest-
URIに設定しているため、まだメディアは送信されない。
【０１３５】
　アプリケーションサーバ１は、メディアサーバ６から承諾の応答が送信されたなら（Ｓ
２５３）、メディアサーバ６にガイダンス送出指示要求を送信する（Ｓ２６１）。
【０１３６】
　アプリケーションサーバ１は、メディアサーバ６からガイダンス送出指示結果が送信さ
れたなら（Ｓ２６３）、発信要求に対する成功の結果をＷＷＷサーバ２を介して、コンピ
ュータ５に送信し、表示装置４に表示させる（Ｓ２６５）。
【０１３７】
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　メディアサーバ６は、ガイダンス送出指示要求が送信されたので、通信機器１５に該当
のメディアを送信する（Ｓ２７１）。
【０１３８】
　アプリケーションサーバ１は、メディアの送信が終了し、メディアサーバ６から呼切断
信号が送信されたなら（Ｓ２７３）、呼切断を示す情報をＷＷＷサーバ２を介して、コン
ピュータ５に送信し、表示装置４に表示させる（Ｓ２７５）。
【０１３９】
　また、アプリケーションサーバ１は、ＳＩＰサーバ９を介して、通信機器１５へ呼切断
信号を送信し、セッションを解放する（Ｓ２７７）。
【０１４０】
　なお、実施例５では、メディアサーバ６を例にしたが、他のメディアサーバの場合であ
っても同様である。
【０１４１】
　以上説明したように、実施例５によれば、アプリケーションサーバ１は、通信機器１１
に代わる通信機器１５（代替通信機器）を示す通信機器識別情報が予め送信され、通信機
器１１がメディアを受信できないなら、当該通信機器識別情報により示される代替通信機
器（通信機器１５）に対し、メディアの受信を準備させるための受信準備命令を送信し、
当該受信準備命令に対する承諾の応答が送信されたなら、メディアサーバに対し、送信命
令を送信することで、通信機器とメディアサーバが接続できない場合に、代替通信機器（
通信機器１５）とメディアサーバとの接続を行え、もって、利便性を向上させることがで
きる。
【０１４２】
　また、アプリケーションサーバ１は、メディアサーバと通信機器を接続する場合と同様
に、通信機器同士を接続する場合、少なくとも一方の通信機器に代わる代替通信機器を示
す通信機器識別情報が予め送信され、当該通信機器同士を接続できないなら、当該通信機
器識別情報により示される前記代替通信機器と他方の通信機器を接続させるので、利便性
を向上させることができる。
【０１４３】
　なお、かかる動作は、通信機器同士の接続の場合だけ、または、メディアサーバと通信
機器の接続の場合だけに限ってもよい。
【０１４４】
　また、実施例５によれば、複数の通信機器に受信準備命令を送信するので、メディアサ
ーバと接続できる可能性を高めることができる。
【０１４５】
　なお、実施例５では、実施例２のように、通信機器１５が使用中である旨の応答が送信
されなたなら、メディアサーバに対し終了命令を送信し、時間が経過してから送信準備命
令と受信準備命令を送信してもよい。
【０１４６】
　また、実施例５では、接続パターンがガイダンス接続である場合を説明したが、接続パ
ターンは、二者間接続でもよい。
【０１４７】
　なお、実施例２と同様に、接続の試行の最大回数を示すパラメータＰ５を用いてもよい
。また、パラメータＰ５は、予めアプリケーションサーバ１が記憶しておいてもよい。ま
た、再接続（２回目以降の接続の試行）の要否をパラメータとしてもよい。
【０１４８】
（実施例６）
　実施例６では、図９を参照し、実施例２において、ユーザにより指定されたタイミング
にガイダンス接続が行われる場合の一例を説明する。
【０１４９】
　まず、図２に示したステップＳ１～Ｓ５は、すでに終了していることとする。
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【０１５０】
　ユーザは、画面を見ながら、パラメータＰ１～Ｐ５、Ｐ７を指定する操作をマウスに対
して行う。これにより、ここでは、ガイダンス接続を示すパラメータＰ１、音声のメディ
アを示すパラメータＰ２、音声のメディアの名前を示すパラメータＰ３、通信機器１１の
通信機器識別情報であるパラメータＰ４、パラメータＰ５、所望の日時を示すパラメータ
Ｐ７が生成されたこととする。
【０１５１】
　ユーザは、例えば、画面に表示された発信ボタンをクリックする操作を行う。
【０１５２】
　これにより、コンピュータ５は、ＷＷＷサーバ２に発信要求（各パラメータを含む）を
送信する（Ｓ３１１）。
【０１５３】
　ＷＷＷサーバ２は、発信要求にＷＷＷサーバ２のアドレスを含ませ（Ｓ３１３）、アプ
リケーションサーバ１に送信する（Ｓ３１５）。また、ＷＷＷサーバ２は、発信要求に発
信要求識別情報を対応づけ、コンピュータ５との間で発信要求を識別するために記憶する
。
【０１５４】
　アプリケーションサーバ１は、発信要求に呼識別情報を対応づけ（Ｓ３１７）、呼識別
情報をＷＷＷサーバ２に送信する。アプリケーションサーバ１は、呼識別情報をＷＷＷサ
ーバ２との間で呼を識別するために記憶する。ステップＳ３１７では、パラメータＰ５、
Ｐ７も記憶する。
【０１５５】
　ＷＷＷサーバ２は、発信要求識別情報と呼識別情報を対応づけ、コンピュータ５からの
要求をアプリケーションサーバ１に送信できるようにする。
【０１５６】
　アプリケーションサーバ１は、パラメータＰ７により示されるタイミングになるまで呼
接続要求の送信を中止しておく（Ｓ３２１）。
【０１５７】
　アプリケーションサーバ１は、当該タイミングになったなら、実施例１のステップＳ２
１と同様に、メディアサーバ６へ呼接続要求を送信する（Ｓ３３１）。
【０１５８】
　以降、実施例２と同様なので、説明を省略する。
【０１５９】
　なお、実施例６では、実施例３と同様に、送信準備命令に対する承諾の応答が送信され
なかったなら、送信命令の送信を中止してもよい。
【０１６０】
　また、実施例６では、実施例４と同様に、通信機器がＳＩＰサーバ９に収容されていな
い旨の可能な応答が送信されたなら、送信命令の送信を中止してもよい。
【０１６１】
　また、実施例６では、実施例５と同様に、例えば、代替通信機器とメディアサーバとの
接続を行うようにしてもよい。
【０１６２】
　以上説明したように、実施例６によれば、アプリケーションサーバ１は、メディアが送
受信されるべきタイミングを示すタイミング情報であるパラメータ７が予め送信されてい
たなら、送信準備命令と受信準備命令を、当該タイミング情報により示されるタイミング
に行うことで、ユーザは、通信機器とメディアサーバの接続の可能性が高いタイミングを
予め指定でき、それによって接続の可能性を高められ、もって、利便性を向上させること
ができる。
【０１６３】
　また、アプリケーションサーバ１は、メディアサーバと通信機器を接続する場合と同様
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に、通信機器同士を接続する場合、当該通信機器同士を接続するべきタイミングを示すタ
イミング情報が予め送信されていたなら、当該タイミング情報により示される前記タイミ
ングに当該通信機器同士を接続させるので、ユーザは、通信機器同士の接続の可能性が高
いタイミングを予め指定でき、それによって接続の可能性を高められ、もって、利便性を
向上させることができる。
【０１６４】
　なお、かかる動作は、通信機器同士の接続の場合だけ、または、メディアサーバと通信
機器の接続の場合だけに限ってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１６５】
【図１】本実施の形態に係るアプリケーションサーバを含む通信システムの構成図である
。
【図２】本実施の形態で使用されるパラメータを示す図である。
【図３】通信機器とメディアサーバが接続される実施例１のシーケンス図である。
【図４】通信機器が一時的にメディアを受信できない実施例２のシーケンス図である。
【図５】メディアサーバに送信した呼接続要求に対し、応答が送信されなかった実施例３
のシーケンス図である。
【図６】通信機器に送信した呼接続要求に対し、通信機器が収容されていない旨の応答が
送信された実施例４のシーケンス図である。
【図７】呼接続要求を再送信するか否か判断に関わる処理の流れを示すフローチャートで
ある。
【図８】通信機器に代えて、代替の通信機器とメディアサーバ６を接続させる実施例５の
シーケンス図である。
【図９】ユーザにより指定されたタイミングにガイダンス接続が行われる実施例６のシー
ケンス図である。
【符号の説明】
【０１６６】
１…アプリケーションサーバ
２…ＷＷＷサーバ
４…表示装置
５…コンピュータ
６、７、８…メディアサーバ
１１、１５、１８…通信機器
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