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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　伝送端末の状態を示す状態情報を管理する状態管理部と、
　前記伝送端末による通信に伴う制御を実行する通信制御部と、
　前記通信制御部によって前記制御が実行される場合に、前記状態管理部で管理される前
記状態情報を、前記制御によって変更された状態を示す状態情報に変更する第１の変更処
理部と、
　前記伝送端末の宛先候補として、他の管理システムに接続する他の伝送端末があるかを
判断する判断部と、
　前記判断部により前記他の管理システムに接続する前記他の伝送端末があると判断され
た場合に、前記変更された状態を示す変更後状態情報を前記他の管理システムに送信する
送信部と、
　前記他の伝送管理システムによって前記制御が実行される場合に、前記他の伝送管理シ
ステムから、前記制御によって変更された状態を示す変更後状態情報を受信する受信部と
、
　前記状態管理部で管理される前記状態情報を、前記受信部によって受信された前記変更
後状態情報に基づいて変更する第２の変更処理部と、
　を有することを特徴とする伝送管理システム。
【請求項２】
　前記判断部は、前記宛先候補の伝送端末の識別情報に含まれるドメイン情報に基づいて
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、前記伝送端末の宛先候補として、前記他の管理システムに接続する前記他の伝送端末が
あるかを判断することを特徴とする請求項１に記載の伝送管理システム。
【請求項３】
　前記送信部は、自伝送管理システムに接続する伝送端末に対して、前記制御によって変
更された状態を示す変更後状態情報を送信することを特徴とする請求項１又は２に記載の
伝送管理システム。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の伝送管理システムと、
　前記他の伝送管理システムと、
　前記伝送端末と、を有することを特徴とする伝送システム。
【請求項５】
　前記伝送端末は、前記他の伝送管理システムと接続する他の伝送端末と通信可能である
ことを特徴とする請求項４に記載の伝送システム。
【請求項６】
　前記伝送端末は、前記他の伝送管理システムと接続し、
　前記状態管理部は、前記伝送端末が前記他の伝送管理システムに接続している一時的な
期間、前記変更後状態情報を管理することを特徴とする請求項４又は５に記載の伝送シス
テム。
【請求項７】
　請求項１に記載の伝送管理システムに、
　前記伝送端末による通信に伴う制御を実行する通信制御処理と、
　前記通信制御処理によって前記制御が実行される場合に、前記状態管理部で管理される
前記状態情報を、前記制御によって変更された状態を示す状態情報に変更する第１の変更
処理と、
　前記伝送端末の宛先候補として、他の管理システムに接続する他の伝送端末があるかを
判断する判断処理と、
　前記判断処理により前記他の管理システムに接続する前記他の伝送端末があると判断さ
れた場合に、前記変更された状態を示す変更後状態情報を前記他の管理システムに送信す
る送信処理と、
　前記他の伝送管理システムによって前記制御が実行される場合に、前記他の伝送管理シ
ステムから、前記制御によって変更された状態を示す変更後状態情報を受信する受信処理
と、
　前記状態管理部で管理される前記状態情報を、前記受信処理によって受信された前記変
更後状態情報に基づいて変更する第２の変更処理処理と、
　を実行させることを特徴とする伝送管理システム用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、伝送端末の状態を管理する伝送管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、例えば、出張経費及び出張時間を削減する要請に伴い、インターネット等の通信
ネットワークを介してテレビ会議を行う伝送システムの一例としてのテレビ会議システム
が普及している。このようなテレビ会議システムでは、伝送端末の一例としてのテレビ会
議端末間で、画像データ及び音声データの各データの送受信が行われ、テレビ会議を実現
することができる。
【０００３】
　また、テレビ会議システムにおいては、伝送管理システムを用いて、テレビ会議端末間
の通信の開始または終了に伴う制御を実行することが知られている（特許文献１参照）。
この場合、伝送管理システムは、例えば、テレビ会議端末から通信の開始の要求を受け付



(3) JP 6064367 B2 2017.1.25

10

20

30

40

50

けたときに、通信の開始に伴う制御により、テレビ会議端末間で上記の各データを送受信
させるセッションを確立させる。更に、この制御を実行した伝送管理システムは、通信の
開始の要求元のテレビ会議端末の状態を、例えば、通信中に更新することにより、テレビ
会議端末の状態を管理することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の伝送システムでは、通信の開始や終了等に伴う制御を一つの伝送
管理システムで実行していたため、通信のタイミングが集中した場合に負荷が増大すると
いう問題があった。複数の伝送管理システムを設けることにより負荷を分散させようとし
た場合には、一方の伝送管理システムは、他方の伝送管理システムで通信に伴う制御が実
行されたときに、この制御によって変更された伝送端末の状態を管理できなくなるという
課題が生じる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１にかかる発明は、伝送端末の状態を示す状態情報を管理する状態管理部と、前
記伝送端末による通信に伴う制御を実行する通信制御部と、前記通信制御部によって前記
制御が実行される場合に、前記状態管理部で管理される前記状態情報を、前記制御によっ
て変更された状態を示す状態情報に変更する第１の変更処理部と、前記伝送端末の宛先候
補として、他の管理システムに接続する他の伝送端末があるかを判断する判断部と、前記
判断部により前記他の管理システムに接続する前記他の伝送端末があると判断された場合
に、前記変更された状態を示す変更後状態情報を前記他の管理システムに送信する送信部
と、前記他の伝送管理システムによって前記制御が実行される場合に、前記他の伝送管理
システムから、前記制御によって変更された状態を示す変更後状態情報を受信する受信部
と、前記状態管理部で管理される前記状態情報を、前記受信部によって受信された前記変
更後状態情報に基づいて変更する第２の変更処理部と、を有することを特徴とする伝送管
理システムである。
【発明の効果】
【０００６】
　以上説明したように本発明によれば、伝送管理システムは、他の伝送管理システムによ
る制御に伴い伝送端末の状態が変更された場合に、他の伝送管理システムから、変更後の
状態を示す変更後状態情報を受信する。これにより、他の伝送管理システムで制御が実行
されたときでも、伝送管理システムは、受信した変更後状態情報に基づいて伝送端末の状
態を管理することが可能になるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施形態に係る伝送システムの概略図である。
【図２】伝送システムにおける画像データ、音声データ、及び各種管理情報の送受信の状
態を示した概念図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る端末の外観図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る端末のハードウェア構成図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る管理システムのハードウェア構成図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る伝送システムを構成する各端末、装置及びシステムの
機能ブロック図である。
【図７】宛先リストを示す概念図である。
【図８】中継装置管理テーブルを示す概念図である。
【図９】端末認証管理テーブルを示す概念図である。
【図１０】端末管理テーブルを示す概念図である。
【図１１】宛先リスト管理テーブルを示す概念図である。
【図１２】セッション管理テーブルを示す概念図である。
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【図１３】状態変更管理テーブルを示す概念図である。
【図１４】中継装置選択管理テーブルを示す概念図である。
【図１５】端末間で通信を開始する準備段階の処理を示したシーケンス図である。
【図１６】変更された状態を通知する処理を示したシーケンス図である。
【図１７】中継装置を選択する処理を示したシーケンス図である。
【図１８】中継装置を選択する処理を示したフロー図である。
【図１９】通信の開始を要求する処理を示したシーケンス図である。
【図２０】端末の状態の遷移を示す状態遷移図である。
【図２１】端末の状態を変更する処理を示したフロー図である。
【図２２】端末間で通信を開始するための処理を示したシーケンス図である。
【図２３】３つの端末間で通信を開始するための処理を示したシーケンス図である。
【図２４】通信を終了する処理を示したシーケンス図である。
【図２５】他の実施形態の宛先リストを示す概念図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　＜＜実施形態の全体構成＞＞
　以下、本発明の一実施形態について説明する。まず、図１及び図２を用いて本実施形態
の全体構成について説明する。図１は、本発明の一実施形態に係る伝送システムの概略図
である。図２は、伝送システムにおける画像データ、音声データ、及び各種管理情報の送
受信の状態を示した概念図である。
【０００９】
　本実施形態の伝送システムには、一方の伝送端末から他方の伝送端末に一方向でコンテ
ンツデータを伝送するデータ提供システムや、複数の伝送端末間で情報等を相互に伝達す
るコミュニケーションシステムが含まれる。このコミュニケーションシステムは、コミュ
ニケーション管理システム（「伝送管理システム」に相当）を介して複数のコミュニケー
ション端末（「伝送端末」に相当）間で情報を相互に伝達するためのシステムであり、テ
レビ会議システムやテレビ電話システム、音声会議システム、音声電話システム、ＰＣ(P
ersonal Computer)画面共有システム等が例として挙げられる。
【００１０】
　本実施形態では、コミュニケーションシステムの一例としてのテレビ会議システム、コ
ミュニケーション管理システムの一例としてのテレビ会議管理システム、及びコミュニケ
ーション端末の一例としてのテレビ会議端末を想定した上で、伝送システム、伝送管理シ
ステム、及び伝送端末について説明する。即ち、本実施形態の伝送端末及び伝送管理シス
テムは、テレビ会議システムに適用されるだけでなく、コミュニケーションシステム、又
は伝送システムにも適用される。
【００１１】
　図１に示されている伝送システム１は、複数の伝送端末（１０ａａ，１０ａｂ，…）、
各伝送端末（１０ａａ，１０ａｂ，…）用のディスプレイ（１２０ａａ，１２０ａｂ，…
）、複数の中継装置（３０ａ，３０ｂ，３０ｃ，３０ｄ）、複数の伝送管理システム（５
０ａｂ，５０ｃｄ）、中継装置選択装置８０、プログラム提供システム９０、及びメンテ
ナンスシステム１００によって構築されている。複数の伝送端末１０は、コンテンツデー
タの一例としての画像データ及び音声データの送受信による通信を行う。なお、画像デー
タの画像は、動画であっても静止画であってもよく、動画と静止画の両方であってもよい
。本実施形態では、画像データの画像が動画の場合について説明する。
【００１２】
　なお、以下では、「伝送端末」を単に「端末」として表し、「伝送管理システム」を単
に「管理システム」として表し、「中継装置選択装置」を単に「選択装置」として表す。
また、複数の管理システム（５０ａｂ，５０ｃｄ）のうち任意の管理システムは、「管理
システム５０」と表され、複数の端末（１０ａａ，１０ａｂ，…）のうち任意の端末は、
「端末１０」と表され、複数のディスプレイ（１２０ａａ，１２０ａｂ，…）のうち任意
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のディスプレイは「ディスプレイ１２０」と表され、複数の中継装置（３０ａ，３０ｂ，
３０ｃ，３０ｄ）のうち任意の中継装置は「中継装置３０」と表されている。
【００１３】
　また、図２に示されているように、伝送システム１において、端末１０間では、管理シ
ステム５０を介して、各種の管理情報を送受信するための管理情報用セッションｓｅｉが
確立される。また、端末１０間では、中継装置３０を介して、画像データ及び音声データ
を送受信するためのセッションが確立される。ここでは、画像データ及び音声データを送
受信するためのセッションをまとめて、コンテンツデータ用セッションｓｅｄとして示し
ている。
【００１４】
　図１に示されている端末１０は、他の端末１０との間で通信を行うために、画像データ
、音声データ等のコンテンツデータの送受信を行う。即ち、本実施形態における通信には
、音声データの送受信だけでなく、画像データの送受信も含まれる。但し、端末１０は画
像データの送受信を行わず、音声データの送受信を行うようにしてもよい。選択装置８０
によって複数の中継装置３０の中から選択された中継装置３０は、複数の端末１０間で、
コンテンツデータの中継を行う。
【００１５】
　複数のルータ（７０ａ，７０ｂ，７０ｃ，７０ｄ，７０ａｂ，７０ｃｄ）は、コンテン
ツデータの最適な経路の選択を行う。なお、以下では、ルータ（７０ａ，７０ｂ，７０ｃ
，７０ｄ，７０ａｂ，７０ｃｄ）のうち任意のルータは「ルータ７０」と表されている。
【００１６】
　プログラム提供システム９０は、後述のＨＤ(Hard Disk)２０４を備えており、端末１
０に各種機能を実現させる（又は、端末１０を各種手段として機能させる）ための端末用
プログラムが記憶され、端末１０に端末用プログラムを送信することができる。また、プ
ログラム提供システム９０のＨＤ２０４には、中継装置３０に各種機能を実現させる（又
は、中継装置３０を各種手段として機能させる）ための中継装置用プログラムも記憶され
ており、中継装置３０に、中継装置用プログラムを送信することができる。また、プログ
ラム提供システム９０のＨＤ２０４には、選択装置８０に各種機能を実現させる（又は、
選択装置８０を各種手段として機能させる）ための選択装置用プログラムも記憶されてお
り、選択装置８０に、選択装置用プログラムを送信することができる。更に、プログラム
提供システム９０のＨＤ２０４には、メンテナンスシステム１００に各種機能を実現させ
る（又は、メンテナンスシステム１００を各種手段として機能させる）ためのメンテナン
スシステム用プログラムも記憶されており、メンテナンスシステム１００に、メンテナン
スシステム用プログラムを送信することができる。
【００１７】
　メンテナンスシステム１００は、端末１０、中継装置３０、管理システム５０、選択装
置８０、及びプログラム提供システム９０のうちの少なくとも１つの維持、管理、又は保
守を行うためのコンピュータである。例えば、メンテナンスシステム１００が国内に設置
され、端末１０、中継装置３０、管理システム５０、選択装置８０、又はプログラム提供
システム９０が国外に設置されている場合、メンテナンスシステム１００は、通信ネット
ワーク２を介して遠隔的に、端末１０、中継装置３０、管理システム５０、選択装置８０
、及びプログラム提供システム９０のうちの少なくとも１つの維持、管理、保守等のメン
テナンスを行う。また、メンテナンスシステム１００は、通信ネットワーク２を介さずに
、端末１０、中継装置３０、管理システム５０、選択装置８０、及びプログラム提供シス
テム９０のうちの少なくとも１つにおける機種番号、製造番号、販売先、保守点検、又は
故障履歴の管理等のメンテナンスを行う。
【００１８】
　ところで、端末（１０ａａ，１０ａｂ，・・・）、中継装置３０ａ、及びルータ７０ａ
は、ＬＡＮ２ａによって通信可能に接続されている。端末（１０ｂａ，１０ｂｂ，・・・
）、中継装置３０ｂ、及びルータ７０ｂは、ＬＡＮ２ｂによって通信可能に接続されてい
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る。また、管理システム５０ａｂ、ＬＡＮ２ａ及びＬＡＮ２ｂは、ルータ７０ａｂが含ま
れた専用線２ａｂによって通信可能に接続されており、所定の地域Ａ内で構築されている
。例えば、地域Ａは日本であり、ＬＡＮ２ａは東京の事業所内で構築されており、ＬＡＮ
２ｂは大阪の事業所内で構築されている。管理システム５０ａｂは、ＬＡＮ２ａ又はＬＡ
Ｎ２ｂに接続された端末（１０ａａ，１０ａｂ，…１０ｂａ，１０ｂｂ，…）の状態を管
理し、中継装置（３０ａ，３０ｂ）を用いた端末１０間の接続の制御を行う。
【００１９】
　一方、端末（１０ｃａ，１０ｃｂ，・・・）、中継装置３０ｃ、及びルータ７０ｃは、
ＬＡＮ２ｃによって通信可能に接続されている。端末（１０ｄａ，１０ｄｂ，・・・）、
中継装置３０ｄ、及びルータ７０ｄは、ＬＡＮ２ｄによって通信可能に接続されている。
また、管理システム５０ｃｄ、ＬＡＮ２ｃ及びＬＡＮ２ｄは、ルータ７０ｃｄが含まれた
専用線２ｃｄによって通信可能に接続されており、所定の地域Ｂ内で構築されている。例
えば、地域Ｂはアメリカ合衆国であり、ＬＡＮ２ｃはニューヨークの事業所内で構築され
ており、ＬＡＮ２ｄはワシントンＤ．Ｃ．の事業所内で構築されている。地域Ａ及び地域
Ｂは、それぞれルータ（７０ａｂ，７０ｃｄ）からインターネット２ｉを介して通信可能
に接続されている。管理システム５０ｃｄは、ＬＡＮ２ｃ又はＬＡＮ２ｄに接続された端
末（１０ｃａ，１０ｃｂ，…１０ｄａ，１０ｄｂ，…）の状態を管理し、中継装置（３０
ｃ，３０ｄ）を用いた端末１０間の接続の制御を行う。
【００２０】
　また、選択装置８０、プログラム提供システム９０、及び、メンテナンスシステム１０
０は、インターネット２ｉを介して、端末１０、中継装置３０、又は、管理システム５０
と通信可能に接続されている。選択装置８０、プログラム提供システム９０、及び、メン
テナンスシステム１００は、地域Ａ又は地域Ｂに設置されていてもよいし、これら以外の
地域に設置されていてもよい。
【００２１】
　なお、本実施形態では、ＬＡＮ２ａ、ＬＡＮ２ｂ、専用線２ａｂ、インターネット２ｉ
、専用線２ｃｄ、ＬＡＮ２ｃ、及びＬＡＮ２ｄによって、本実施形態の通信ネットワーク
２が構築されている。この通信ネットワーク２には、有線だけでなく、ＷｉＦｉ（Wirele
ss Fidelity）や、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の無線による通信が行われる箇所
があってもよい。
【００２２】
　なお、各端末１０は、複数の事業所間での通信や、同じ事業所内の異なる部屋間での通
信だけでなく、同じ部屋内での通信や、屋外と屋内又は屋外と屋外での通信で使われても
よい。各端末１０が屋外で使われる場合には、携帯電話通信網等の無線による通信が行わ
れる。
【００２３】
　＜＜実施形態のハードウェア構成＞＞
　次に、本実施形態のハードウェア構成を説明する。まず、図３及び図４を用いて端末１
０のハードウェア構成について説明する。図３は、本発明の一実施形態に係る端末の外観
図である。図４は、本発明の一実施形態に係る端末のハードウェア構成図である。以下、
端末１０の長手方向をＸ軸方向、水平面内でＸ軸方向に直交する方向をＹ軸方向、Ｘ軸方
向及びＹ軸方向に直交する方向（鉛直方向）をＺ軸方向として説明する。
【００２４】
　図３に示されているように、端末１０は、筐体１１００、アーム１２００、及びカメラ
ハウジング１３００を備えている。このうち、筐体１１００の前側壁面１１１０には、複
数の吸気孔によって形成された不図示の吸気面が設けられており、筐体１１００の後側壁
面１１２０には、複数の排気孔が形成された排気面１１２１が設けられている。これによ
り、筐体１１００に内蔵された冷却ファンの駆動によって、不図示の吸気面を介して端末
１０の後方の外気を取り込み、排気面１１２１を介して端末１０の後方へ排気することが
できる。筐体１１００の右側壁面１１３０には、収音用孔１１３１が形成され、後述する
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内蔵型のマイク１１４によって音声、物音、雑音等の音が収音可能となっている。
【００２５】
　筐体１１００の右側壁面１１３０側には、操作パネル１１５０が形成されている。この
操作パネル１１５０には、後述の複数の操作ボタン（１０８ａ～１０８ｅ）、後述の電源
スイッチ１０９、及び後述のアラームランプ１１９が設けられていると共に、後述の内蔵
型のスピーカ１１５からの出力音を通すための複数の音声出力孔によって形成された音出
面１１５１が形成されている。また、筐体１１００の左側壁面１１４０側には、アーム１
２００及びカメラハウジング１３００を収容するための凹部としての収容部１１６０が形
成されている。筐体１１００の右側壁面１１３０には、後述の外部機器接続Ｉ／Ｆ１１８
に対して電気的にケーブルを接続するための複数の接続口（１１３２ａ～１１３２ｃ）が
設けられている。一方、筐体１１００の左側壁面１１４０には、後述の外部機器接続Ｉ／
Ｆ１１８に対して電気的にディスプレイ１２０用のケーブル１２０ｃを接続するための不
図示の接続口が設けられている。
【００２６】
　なお、以下では、操作ボタン（１０８ａ～１０８ｅ）のうち任意の操作ボタンを示す場
合には「操作ボタン１０８」を用い、接続口（１１３２ａ～１１３２ｃ）のうち任意の接
続口を示す場合には「接続口１１３２」を用いて説明する。
【００２７】
　次に、アーム１２００は、トルクヒンジ１２１０を介して筐体１１００に取り付けられ
ており、アーム１２００が筐体１１００に対して、１３５度のチルト角θ１の範囲で、上
下方向に回転可能に構成されている。図３は、チルト角θ１が９０度の状態を示している
。
【００２８】
　カメラハウジング１３００には、後述の内蔵型のカメラ１１２が設けられており、利用
者、書類、及び部屋等を撮像することができる。また、カメラハウジング１３００には、
トルクヒンジ１３１０が形成されている。カメラハウジング１３００は、トルクヒンジ１
３１０を介して、アーム１２００に取り付けられている。そして、カメラハウジング１３
００は、トルクヒンジ１３１０を介してアーム１２００に取り付けられており、カメラハ
ウジング１３００がアーム１２００に対して、図３で示されている状態を０度として±１
８０度のパン角θ２の範囲で、且つ、±４５度のチルト角θ３の範囲で、上下左右方向に
回転可能に構成されている。
【００２９】
　図４に示されているように、本実施形態の端末１０は、端末１０全体の動作を制御する
ＣＰＵ（Central Processing Unit）１０１、端末用プログラムを記憶したＲＯＭ（Read 
Only Memory）１０２、ＣＰＵ１０１のワークエリアとして使用されるＲＡＭ（Random Ac
cess Memory）１０３、画像データや音声データ等の各種データを記憶するフラッシュメ
モリ１０４、ＣＰＵ１０１の制御にしたがってフラッシュメモリ１０４に対する各種デー
タの読み出し又は書き込みを制御するＳＳＤ（Solid State Drive）１０５、フラッシュ
メモリ等の記録メディア１０６に対するデータの読み出し又は書き込み（記憶）を制御す
るメディアドライブ１０７、端末１０の宛先を選択する場合などに操作される操作ボタン
１０８、端末１０の電源のＯＮ／ＯＦＦを切り換えるための電源スイッチ１０９、後述の
通信ネットワーク２を利用してデータ伝送をするためのネットワークＩ／Ｆ（Interface
）１１１を備えている。
【００３０】
　また、端末１０は、ＣＰＵ１０１の制御に従って被写体を撮像して画像データを得る内
蔵型のカメラ１１２、このカメラ１１２の駆動を制御する撮像素子Ｉ／Ｆ１１３、音声を
入力する内蔵型のマイク１１４、音声を出力する内蔵型のスピーカ１１５、ＣＰＵ１０１
の制御に従ってマイク１１４及びスピーカ１１５との間で音声信号の入出力を処理する音
声入出力Ｉ／Ｆ１１６、ＣＰＵ１０１の制御に従って外付けのディスプレイ１２０に画像
データを伝送するディスプレイＩ／Ｆ１１７、各種の外部機器を接続するための外部機器
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接続Ｉ／Ｆ１１８、端末１０の各種機能の異常を知らせるアラームランプ１１９、及び上
記各構成要素を図４に示されているように電気的に接続するためのアドレスバスやデータ
バス等のバスライン１１０を備えている。
【００３１】
　ディスプレイ１２０は、被写体の画像や操作用アイコン等を表示する液晶や有機ＥＬに
よって構成された表示部である。また、ディスプレイ１２０は、ケーブル１２０ｃによっ
てディスプレイＩ／Ｆ１１７に接続される。このケーブル１２０ｃは、アナログＲＧＢ（
ＶＧＡ）信号用のケーブルであってもよいし、コンポーネントビデオ用のケーブルであっ
てもよいし、ＨＤＭＩ(High-Definition Multimedia Interface)やＤＶＩ(Digital Video
 Interactive)信号用のケーブルであってもよい。
【００３２】
　カメラ１１２は、レンズや、光を電荷に変換して被写体の画像（映像）を電子化する固
体撮像素子を含み、固体撮像素子として、ＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semico
nductor）や、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）等が用いられる。
【００３３】
　外部機器接続Ｉ／Ｆ１１８には、図３に示されている筐体１１００の接続口１１３２に
差し込まれたＵＳＢ(Universal Serial Bus)ケーブル等によって、外付けカメラ、外付け
マイク、及び外付けスピーカ等の外部機器がそれぞれ電気的に接続可能である。外付けカ
メラが接続された場合には、ＣＰＵ１０１の制御に従って、内蔵型のカメラ１１２に優先
して、外付けカメラが駆動する。同じく、外付けマイクが接続された場合や、外付けスピ
ーカが接続された場合には、ＣＰＵ１０１の制御に従って、それぞれが内蔵型のマイク１
１４や内蔵型のスピーカ１１５に優先して、外付けマイクや外付けスピーカが駆動する。
【００３４】
　なお、記録メディア１０６は、端末１０に対して着脱自在な構成となっている。また、
ＣＰＵ１０１の制御にしたがってデータの読み出し又は書き込みを行う不揮発性メモリで
あれば、フラッシュメモリ１０４に限らず、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable and 
Programmable ROM）等を用いてもよい。
【００３５】
　更に、上記端末用プログラムは、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファイ
ルによって、コンピュータで読み取り可能な記録媒体（記録メディア１０６等）に記録さ
れて流通されるようにしてもよい。また、上記端末用プログラムは、フラッシュメモリ１
０４ではなくＲＯＭ１０２に記憶させるようにしてもよい。なお、図３、４に記載された
端末の外観図およびハードウェア構成図はあくまで一実施形態であり、この内容に限られ
ない。例えば、外観やハードウェアは一般的なデスクトップまたはノート型のパーソナル
コンピュータであってもよい。この場合、カメラやマイクは必ずしも内蔵している必要は
なく、外付けにしてもよい。
【００３６】
　続いて、図５を用いて管理システム５０、中継装置３０、選択装置８０、プログラム提
供システム９０、及びメンテナンスシステム１００のハードウェア構成について説明する
。図５は、本発明の一実施形態に係る管理システムのハードウェア構成図である。なお、
中継装置３０、管理システム５０、選択装置８０、プログラム提供システム９０、及びメ
ンテナンスシステム１００は、それぞれ一般のサーバ・コンピュータの外観と同じである
ため、外観の説明を省略する。
【００３７】
　管理システム５０は、管理システム５０全体の動作を制御するＣＰＵ２０１、ＩＰＬ（
Initial Program Loader ）等のＣＰＵ２０１の駆動に用いられるプログラムを記憶した
ＲＯＭ２０２、ＣＰＵ２０１のワークエリアとして使用されるＲＡＭ２０３、伝送管理用
プログラム等の各種データを記憶するＨＤ２０４、ＣＰＵ２０１の制御にしたがってＨＤ
２０４に対する各種データの読み出し又は書き込みを制御するＨＤＤ(Hard Disk Drive)
２０５、フラッシュメモリ等の記録メディア２０６に対するデータの読み出し又は書き込



(9) JP 6064367 B2 2017.1.25

10

20

30

40

50

み（記憶）を制御するメディアドライブ２０７、カーソル、メニュー、ウィンドウ、文字
、又は画像等の各種情報を表示するディスプレイ２０８、通信ネットワーク２を利用して
データ伝送をするためのネットワークＩ／Ｆ２０９、文字、数値、各種指示等の入力のた
めの複数のキーを備えたキーボード２１１、各種指示の選択や実行、処理対象の選択、カ
ーソルの移動等を行うマウス２１２、着脱可能な記録媒体の一例としてのＣＤ－ＲＯＭ(C
ompact Disc Read Only Memory)２１３に対する各種データの読み出し又は書き込みを制
御するＣＤ－ＲＯＭドライブ２１４、管理システム５０の内蔵時計としてのクロック２１
５、及び、上記各構成要素を図５に示されているように電気的に接続するためのアドレス
バスやデータバス等のバスライン２１０を備えている。
【００３８】
　なお、上記伝送管理用プログラムは、インストール可能な形式又は実行可能な形式のフ
ァイルで、上記記録メディア２０６やＣＤ－ＲＯＭ２１３等のコンピュータで読み取り可
能な記録媒体に記録して流通させるようにしてもよい。また、上記伝送管理用プログラム
は、ＨＤ２０４ではなくＲＯＭ２０２に記憶されるようにしてもよい。
【００３９】
　また、中継装置３０、選択装置８０、プログラム提供システム９０、及び、メンテナン
スシステム１００は、上記管理システム５０と同様のハードウェア構成を有しているため
、その詳細な説明を省略する。但し、ＨＤ２０４には、中継装置３０、選択装置８０、プ
ログラム提供システム９０、又は、メンテナンスシステム１００を制御するための各中継
装置用プログラム、選択装置用プログラム、プログラム提供用プログラム、又はメンテナ
ンス用プログラムが記録されている。この場合も、各プログラムは、インストール可能な
形式又は実行可能な形式のファイルで、上記記録メディア２０６やＣＤ－ＲＯＭ２１３等
のコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録して流通させるようにしてもよい。また
、上記各プログラムは、ＨＤ２０４ではなくＲＯＭ２０２に記憶されるようにしてもよい
。なお、上記着脱可能な記録媒体の他の例として、ＣＤ－Ｒ(Compact Disc Recordable)
、ＤＶＤ(Digital Versatile Disk)、ブルーレイディスク等のコンピュータで読み取り可
能な記録媒体に記録して提供するように構成してもよい。
【００４０】
　＜＜実施形態の機能構成＞＞
　次に、図６を用いて本実施形態の機能構成について説明する。図６は、本発明の一実施
形態に係る伝送システムを構成する各端末、装置及びシステムの機能ブロック図である。
図６では、端末１０、中継装置３０、及び管理システム５０が、通信ネットワーク２を介
してデータ通信することができるように接続されている。また、図１に示されているプロ
グラム提供システム９０及びメンテナンスシステム１００は、テレビ会議の通信において
直接関係ないため、図６では省略されている。
【００４１】
　＜端末の機能構成＞
　端末１０は、送受信部１１、操作入力受付部１２、ログイン要求部１３、撮像部１４、
音声入力部１５ａ、音声出力部１５ｂ、表示制御部１６、記憶・読出処理部１９、及び宛
先リスト作成部２０を有している。これら各部は、図４に示されている各構成要素のいず
れかが、フラッシュメモリ１０４からＲＡＭ１０３上に展開された端末用プログラムに従
ったＣＰＵ１０１からの命令によって動作することで実現される機能、又は機能する手段
である。また、端末１０は、図４に示されているＲＡＭ１０３、及び図４に示されている
フラッシュメモリ１０４によって構築される記憶部１０００を有している。この記憶部１
０００には、図７に示されている宛先リスト枠１１００－１が記憶されている。なお、図
７は、宛先リストを示す概念図である。
【００４２】
　（端末の各機能部）
　次に、図４及び図６を用いて、端末１０の各機能構成について詳細に説明する。なお、
以下では、端末１０の各機能構成を説明するにあたって、図４に示されている各構成要素
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のうち、端末１０の各機能構成を実現させるための主な構成要素との関係も説明する。
【００４３】
　送受信部１１は、図４に示されているＣＰＵ１０１からの命令、及び図４に示されてい
るネットワークＩ／Ｆ１１１によって実現され、通信ネットワーク２を介して他の端末、
装置又はシステムと各種データ（または情報）の送受信を行う。この送受信部１１は、他
の端末１０と通信を開始する前から、管理システム５０より、宛先候補としての各端末１
０の状態を示す各状態情報の受信を開始する。なお、この状態情報は、各端末１０の稼動
状態（オンラインかオフラインか、オンラインであっても更に会議中であるか等）を示す
。また、この状態情報は、各端末１０の稼動状態だけでなく、端末１０でケーブル１２０
ｃが端末１０から外れていたり、音声を出力するが画像は出力させなかったり、音声を出
力さないようにする（ＭＵＴＥ）等、様々な状態を示す。以下では、一例として、状態情
報が稼動状態を示す場合について説明する。
【００４４】
　操作入力受付部１２は、図４に示されているＣＰＵ１０１からの命令、並びに図４に示
されている操作ボタン１０８及び電源スイッチ１０９によって実現され、利用者による各
種入力を受け付ける。例えば、利用者が、図４に示されている電源スイッチ１０９をＯＮ
にすると、図６に示されている操作入力受付部１２が電源ＯＮを受け付けて、電源をＯＮ
にする。
【００４５】
　ログイン要求部１３は、図４に示されているＣＰＵ１０１からの命令によって実現され
、上記電源ＯＮの受け付けを契機として、送受信部１１から通信ネットワーク２を介して
管理システム５０に、ログインを要求する旨を示すログイン要求情報を自動的に送信する
。また、利用者が電源スイッチ１０９をＯＮの状態からＯＦＦにすると、送受信部１１が
管理システム５０へ電源をＯＦＦする旨の状態情報を送信した後に、操作入力受付部１２
が電源を完全にＯＦＦにする。これにより、管理システム５０側では、端末１０が電源Ｏ
Ｎから電源ＯＦＦになったことを把握することができる。なお、本実施形態では、ＬＡＮ
（２ａ，２ｂ）上の端末（１０ａａ，１０ａｂ，…，１０ｂａ，１０ｂｂ，…）は、管理
システム５０ａｂと接続し、ＬＡＮ（２ｃ，２ｄ）上の端末（１０ｃａ，１０ｃｂ，…，
１０ｄａ，１０ｄｂ，…）は、管理システム５０ｃｄと接続する。
【００４６】
　撮像部１４は、図４に示されているＣＰＵ１０１からの命令、並びに図４に示されてい
るカメラ１１２及び撮像素子Ｉ／Ｆ１１３によって実現され、被写体を撮像して、この撮
像して得た画像データを出力する。
【００４７】
　音声入力部１５ａは、図４に示されているＣＰＵ１０１からの命令、及び図４に示され
ている音声入出力Ｉ／Ｆ１１６によって実現され、マイク１１４によって利用者の音声が
音声信号に変換された後、この音声信号に係る音声データを入力する。音声出力部１５ｂ
は、図４に示されているＣＰＵ１０１からの命令、及び図４に示されている音声入出力Ｉ
／Ｆ１１６によって実現され、音声データに係る音声信号をスピーカ１１５に出力し、ス
ピーカ１１５から音声を出力させる。
【００４８】
　表示制御部１６は、図４に示されているＣＰＵ１０１からの命令、及び図４に示されて
いるディスプレイＩ／Ｆ１１７によって実現され、受信された画像データをディスプレイ
１２０に送信するための制御を行う。
【００４９】
　また、表示制御部１６は、管理システム５０から受信した情報に基づいて、各宛先名が
含まれた宛先リストをディスプレイ１２０に表示させる。例えば、ディスプレイ１２０上
には、表示制御部１６によって、図７に示されているような宛先リスト枠１１００－１が
表示される。この宛先リスト枠１１００－１には、宛先名「東京事業所　ＡＢ端末」１１
００－２等の各宛先名、宛先名毎に端末１０の状態を示したアイコン（１１００－３ａ，
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１１００－３ｂ，１１００－３ｃ，１１００－３ｄ）、地域を示したアイコン１１００－
４が表示される。このうち、アイコン１１００－３ａは、宛先候補の一つの端末がＯＦＦ
ライン状態（以後、この状態を「Ｏｆｆｌｉｎｅ」という。）で、この端末と通信不可能
であることを示す。アイコン１１００－３ｂは、宛先候補の一つの端末１０が、通信を開
始前の待受中の状態（以後、この状態を「Ｎｏｎｅ」という。）であることを示す。アイ
コン１１００－３ｃは、宛先候補の一つの端末１０が他の端末との通信を要求している状
態（以後、この状態を「Ｃａｌｌｉｎｇ」という。）か、他の端末１０から通信を要求さ
れている状態（以後、この状態を「Ｒｉｎｇｉｎｇ」という。）を示す。更に、アイコン
１１００－３ｄは、上記の要求を許可した状態（以後、端末１０のこの状態を「Ａｃｃｅ
ｐｔｅｄ」という。）か、宛先候補の一つの端末１０が他の端末１０と通信中の状態（以
後、この状態を「Ｂｕｓｙ」という。）を示す。また、宛先リスト枠１１００－１には、
右側にスクロールバー１１００－４が表示され、三角形の上向き又は下向きアイコンが選
択されることで、図７には表示されていない宛先候補の宛先名および状態を示したアイコ
ンが表示されることになる。
【００５０】
　記憶・読出処理部１９は、図４に示されているＣＰＵ１０１からの命令及び図４に示す
ＳＳＤ１０５によって実現され、又はＣＰＵ１０１からの命令によって実現され、記憶部
１０００に各種データを記憶したり、記憶部１０００に記憶された各種データを読み出す
処理を行う。この記憶部１０００には、端末１０を識別するための端末ＩＤ(Identificat
ion）、及びパスワード等が記憶される。更に、記憶部１０００には、宛先端末との通信
を行う際に受信される画像データ及び音声データが、受信される度に上書き記憶される。
このうち、上書きされる前の画像データによってディスプレイ１２０に画像が表示され、
上書きされる前の音声データによってスピーカ１１５から音声が出力される。なお、本実
施形態における端末ＩＤ等の各ＩＤは、それぞれ端末１０等を一意に識別するために使わ
れる言語、文字、記号、又は各種のしるし等の識別情報を示す。また、各ＩＤは、上記言
語、文字、記号、及び各種のしるしのうち、少なくとも２つが組み合わされた識別情報で
あってもよい。
【００５１】
　宛先リスト作成部２０は、管理システム５０から受信した情報に基づいて、図７に示さ
れているような宛先候補の端末１０の状態がアイコンで示された宛先リストの作成及び更
新を行う。
【００５２】
　＜中継装置の機能構成＞
　中継装置３０は、送受信部３１、中継部３２、及び記憶・読出処理部３９を有している
。これら各部は、図５に示されている各構成要素のいずれかが、ＨＤ２０４からＲＡＭ２
０３上に展開された中継装置用プログラムに従ったＣＰＵ２０１からの命令によって動作
することで実現される機能又は機能する手段である。また、中継装置３０は、図５に示さ
れているＲＡＭ２０３又は図５に示されているＨＤ２０４等によって構築される記憶部３
０００を有している。
【００５３】
　（中継装置の各機能部）
　次に、中継装置３０の各機能構成について詳細に説明する。なお、以下では、中継装置
３０の各機能構成を説明するにあたって、図５に示されている各構成要素のうち、中継装
置３０の各機能構成を実現させるための主な構成要素との関係も説明する。
【００５４】
　図６に示されている中継装置３０の送受信部３１は、図５に示されているＣＰＵ２０１
からの命令、及び図５に示されているネットワークＩ／Ｆ２０９によって実現され、通信
ネットワーク２を介して他の端末、装置、又はシステムと各種データ（または情報）の送
受信を行う。中継部３２は、図５に示されているＣＰＵ２０１からの命令によって実現さ
れ、送受信部３１を介して、コンテンツデータ用セッションｓｅｄにおいて端末１０間で
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送受信されるコンテンツデータを中継する。記憶・読出処理部３９は、図５に示されてい
るＣＰＵ２０１からの命令、及び図５に示されているＨＤＤ２０５によって実現され、記
憶部３０００に各種データを記憶したり、記憶部３０００に記憶された各種データを読み
出す処理を行う。
【００５５】
　＜管理システムの機能構成＞
　管理システム５０は、送受信部５１、端末認証部５２、状態管理部５３、端末抽出部５
４、状態抽出部５５、通信制御判断部５６、セッション管理部５７、及び、記憶・読出処
理部５９を有している。これら各部は、図５に示されている各構成要素のいずれかが、Ｈ
Ｄ２０４からＲＡＭ２０３上に展開された管理システム用プログラムに従ったＣＰＵ２０
１からの命令によって動作することで実現される機能又は機能する手段である。また、管
理システム５０は、図５に示されているＨＤ２０４により構築される記憶部５０００を有
している。
【００５６】
　（中継装置管理テーブル）
　記憶部５０００には、図８に示されているような中継装置管理テーブルによって構成さ
れている中継装置管理ＤＢ５００１が構築されている。なお、図８（ａ）は、管理システ
ム５０ａｂで管理される中継装置管理テーブルを示す概念図であって、図８（ｂ）は、管
理システム５０ｃｄで管理される中継装置管理テーブルを示す概念図である。この中継装
置管理テーブルでは、自管理システム５０によって接続の制御を実行可能な各中継装置３
０の中継装置ＩＤ毎に、この中継装置３０に接続するためのパスワードが関連付けられて
管理される。例えば、図８（ａ）に示されている中継装置管理テーブルにおいて、中継装
置ＩＤ「１１１ａ＠ｊｐ．ｏｏ．ｃｏｍ」で識別される中継装置３０ａに接続するための
パスワードは、「ｘｘｘｘ」であることが示されている。本実施形態において、中継装置
ＩＤは、これにより識別される中継装置３０を用いた通信の開始または終了に伴う制御を
実行可能な管理システム５０を示した「ｊｐ．ｏｏ．ｃｏｍ」等のドメイン情報（通信制
御情報）を含んでいる。なお、以後の説明において中継装置ＩＤを示す場合、特に必要の
ない場合は、「ｊｐ．ｏｏ．ｃｏｍ」等のドメイン情報を省略して、単に「１１１ａ」等
のように記載する。
【００５７】
　（端末認証管理テーブル）
　更に、記憶部５０００には、図９に示されているような端末認証管理テーブルによって
構成されている端末認証管理ＤＢ５００２が構築されている。なお、図９（ａ）は、管理
システム５０ａｂで管理される端末認証管理テーブルを示す概念図であって、図９（ｂ）
は、管理システム５０ｃｄで管理される端末認証管理テーブルを示す概念図である。この
端末認証管理テーブルでは、自管理システム５０に接続する全ての端末１０の各端末ＩＤ
に対して、各パスワードが関連付けられて管理される。例えば、図９（ａ）に示されてい
る端末認証管理テーブルにおいて、端末１０ａａの端末ＩＤは「０１ａａ＠ｊｐ．ｏｏ．
ｃｏｍ」で、パスワードは「ａａａａ」であることが示されている。本実施形態において
、端末ＩＤは、これにより識別される端末１０が接続する管理システム５０を示した「ｊ
ｐ．ｏｏ．ｃｏｍ」等のドメイン情報（端末接続情報）を含んでいる。なお、以後の説明
において端末ＩＤを示す場合、特に必要のない場合は、「ｊｐ．ｏｏ．ｃｏｍ」等のドメ
イン情報を省略して、単に「０１ａａ」等のように記載する。
【００５８】
　（端末管理テーブル）
　また、記憶部５０００には、図１０に示されているような状態管理部の一例としての端
末管理テーブルによって構成されている端末管理ＤＢ５００３が構築されている。なお、
図１０（ａ）は、管理システム５０ａｂで管理される端末管理テーブルを示す概念図であ
って、図１０（ｂ）は、管理システム５０ｃｄで管理される端末管理テーブルを示す概念
図である。この端末管理テーブルでは、端末１０の端末ＩＤ毎に、各端末１０を宛先とし
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た場合の宛先名、及び各端末１０の状態情報が関連付けられて管理される。例えば、図１
０に示されている端末管理テーブルにおいて、端末ＩＤが「０１ａａ」の端末１０ａａは
、宛先名が「東京事業所　ＡＡ端末」で、稼動状態が「Ｎｏｎｅ」であることが示されて
いる。
【００５９】
　（宛先リスト管理テーブル）
　更に、記憶部５０００には、図１１に示されているような宛先リスト管理テーブルによ
って構成されている宛先リスト管理ＤＢ５００４が構築されている。なお、図１１（ａ）
は、管理システム５０ａｂで管理される宛先リスト管理テーブルを示す概念図であって、
図１１（ｂ）は、管理システム５０ｃｄで管理される宛先リスト管理テーブルを示す概念
図である。この宛先リスト管理テーブルでは自管理システム５０に接続する端末１０であ
って、通信の開始の要求元としての端末１０の端末ＩＤに対して、通信可能な宛先候補と
して登録されている端末１０の端末ＩＤが全て関連付けられて管理される。例えば、図１
１（ａ）に示されている宛先リスト管理テーブルにおいて、端末ＩＤが「０１ａａ」であ
る要求元としての端末１０ａａからテレビ会議における通信の開始を要求することができ
る宛先候補は、端末ＩＤが「０１ａｂ」の端末１０ａｂ等であることが示されている。な
お、宛先リスト管理テーブルは、宛先候補の端末１０の端末ＩＤとして、他の管理システ
ム５０に接続する端末１０の端末ＩＤについても管理する。これにより、例えば、管理シ
ステム５０ａｂに接続する端末１０ａａが、他の管理システム５０ｃｄに接続する端末１
０ｄｂを宛先として選択することが可能となる。この宛先候補は、任意の端末１０から管
理システム５０に対する追加又は削除の要請により、追加又は削除されることで更新され
る。
【００６０】
　（セッション管理テーブル）
　また、この記憶部５０００には、図１２に示されているようなセッション管理テーブル
によって構成されているセッション管理ＤＢ５００５が構築されている。なお、図１２（
ａ）は、管理システム５０ａｂで管理されるセッション管理テーブルを示す概念図であっ
て、図１２（ｂ）は、管理システム５０ｃｄで管理されるセッション管理テーブルを示す
概念図である。このセッション管理テーブルでは、端末１０間のコンテンツデータ用セッ
ションｓｅｄを識別するためのセッションＩＤ毎に、このコンテンツデータ用セッション
ｓｅｄでコンテンツデータの中継に用いられる中継装置３０を識別するための中継装置Ｉ
Ｄ、及び、このコンテンツデータ用セッションｓｅｄで通信を実行中の端末１０を識別す
るための端末ＩＤが関連付けられて管理される。なお、セッションＩＤは、コンテンツデ
ータ用セッションｓｅｄに対応する会議、通信、通話等の事象を識別する会議ＩＤ、通信
ＩＤ、通話ＩＤ等の識別情報であっても良い。例えば、図１２（ａ）に示されているセッ
ション管理テーブルにおいて、セッションＩＤ「ｓｅ０１＠ｊｐ．ｏｏ．ｃｏｍ」で識別
されるコンテンツデータ用セッションｓｅｄで、中継装置ＩＤ「１１１ａ」の中継装置３
０ａは、端末（１０ａｂ，１０ｄｂ）間で、コンテンツデータを中継していることが示さ
れている。本実施形態において、セッションＩＤは、これにより識別されるコンテンツデ
ータ用セッションｓｅｄで、通信の開始又は終了に伴う制御を実行可能な管理システム５
０を示した「ｊｐ．ｏｏ．ｃｏｍ」等のドメイン情報（通信制御情報）を含んでいる。な
お、以後の説明でセッションＩＤを示す場合、特に必要のない場合は、「ｊｐ．ｏｏ．ｃ
ｏｍ」等のドメイン情報を省略して、単に「ｓｅ０１」等のように記載する。
【００６１】
　（状態変更管理テーブル）
　また、記憶部５０００には、図１３に示されているような状態変更管理テーブルによっ
て構成されている状態変更管理ＤＢ５００９が構築されている。なお、図１３は、状態変
更管理テーブルを示す概念図である。図１３（ａ）の状態変更管理テーブルでは、端末１
０から送信される管理情報と、変更前の端末１０の状態を示す変更前状態情報と、変更後
の端末１０の状態を示す変更後状態情報とが関連付けられて管理される。なお、図１３（
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ａ）の状態変更管理テーブルにおいて、管理情報「Ｃａｌｌ」は、端末１０間でコンテン
ツデータ用セッションｓｅｄが確立されている場合に、他の端末１０がこのセッションへ
の参加を要求する旨を示す。また、管理情報「Ｊｏｉｎ」は、端末１０がコンテンツデー
タの中継の開始を要求する旨を示す。管理情報「Ｌｅａｖｅ」は、端末１０が、通信の終
了を要求する旨を示す。
【００６２】
　また、管理情報に基づく制御を実行することにより、管理情報の送信元の端末１０だけ
でなく送信先の端末１０の状態も変更する場合には、図１３（ｂ）の状態変更管理テーブ
ルが用いられる。図１３（ｂ）の状態変更管理テーブルでは、図１３（ａ）の状態変更管
理テーブルの各情報に加えて、状態が変更される端末１０が、管理情報の送信元であるか
、あるいは、送信先であるかを示す端末情報を関連づけて管理する。例えば、管理システ
ム５０が、管理情報「Ｉｎｖｉｔｅ」を受信した場合に、管理情報の送信元の端末１０に
関しては通信の状態が「Ｎｏｎｅ」から「Ｉｎｖｉｔｉｎｇ」に変更され、送信先の端末
１０に関しては通信の状態が「Ｎｏｎｅ」から「Ｉｎｖｉｔｅｄ」に変更されることが示
されている。なお、管理情報「Ｉｎｖｉｔｅ」は、端末１０が通信の開始を要求する旨を
示す。管理情報「Ｒｉｎｇ」は、端末１０が通信の開始の要求を受け付け、発信音を鳴ら
す旨を示す。管理情報「Ａｃｃｅｐｔ」は、端末１０が通信の開始を許可する旨を示す。
状態情報「Ｉｎｖｉｔｉｎｇ」は、通信の開始を要求している状態を示し、状態情報「Ｉ
ｎｖｉｔｅｄ」は、通信の開始を要求されている状態を示す。
【００６３】
　（管理システムの各機能構成）
　次に、管理システム５０の各機能構成について詳細に説明する。なお、以下では、管理
システム５０の各機能構成を説明するにあたって、図５に示されている各構成要素のうち
、管理システム５０の各機能構成を実現させるための主な構成要素との関係も説明する。
【００６４】
　送受信部５１は、受付部、通信制御部、制御要求情報送信部、開始情報送信部、変更後
状態情報受信部、および変更後状態情報送信部の一例であって、図５に示されているＣＰ
Ｕ２０１からの命令、及び図５に示されているネットワークＩ／Ｆ２０９によって実行さ
れ、通信ネットワーク２を介して他の端末、装置又はシステムと各種データ（または情報
）の送受信を行う。これにより、送受信部５１は、端末１０から開始要求情報を受信する
ことにより、通信の開始の要求を受け付ける。中継装置３０に接続するための中継装置接
続情報を、端末１０に送信することにより、通信の開始に伴う制御を実行する。また、送
受信部５１は、端末１０間の通信の開始に伴う制御を要求する旨の制御要求情報を他の管
理システム５０ｃｄに送信する。また、送受信部５１は、コンテンツデータ用セッション
ｓｅｄに参加する端末１０の端末ＩＤ、及びセッションＩＤが含まれる参加通知（開始情
報）を、このセッションで通信を実行中の端末１０に送信する。また、送受信部５１は、
端末１０の変更後の状態を示す変更後状態情報を受信又は送信する。
【００６５】
　端末認証部５２は、図５に示されているＣＰＵ２０１からの命令によって実現され、送
受信部５１を介して受信されたログイン要求情報に含まれている端末ＩＤ及びパスワード
を検索キーとして、記憶部５０００の端末認証管理テーブル（図９参照）を検索し、端末
認証管理テーブルに同一の端末ＩＤ及びパスワードが管理されているかを判断することに
よって端末認証を行う。
【００６６】
　状態管理部５３は、図５に示されているＣＰＵ２０１からの命令によって実現され、ロ
グイン要求してきた要求元端末の稼動状態を管理すべく、端末管理テーブル（図１０参照
）に、この要求元端末の端末ＩＤ、要求元端末の稼動状態を示す状態情報、及び要求元端
末のＩＰアドレスを関連付けて記憶して管理する。また、第１の変更処理部の一例として
の状態管理部５３は、自管理システム５０の制御に基づいて端末１０の稼働状態が変更さ
れる場合に、端末管理テーブルで管理される状態情報を変更する。また、第２の変更処理
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部の一例としての状態管理部５３は、他の管理システム５０の制御に基づいて端末１０の
稼働状態が変更される場合に、他の管理システム５０から送信された変更後状態情報に基
づいて、端末管理テーブルで管理される状態情報を変更する。
【００６７】
　端末抽出部５４は、図５に示されているＣＰＵ２０１からの命令によって実現され、ロ
グイン要求した要求元端末の端末ＩＤをキーとして、宛先リスト管理テーブル（図１１参
照）を検索し、宛先候補の端末１０の端末ＩＤを読み出すことで、端末ＩＤを抽出する。
また、端末抽出部５４は、ログイン要求してきた要求元端末の端末ＩＤをキーとして、宛
先管理テーブルを検索し、上記要求元端末の端末ＩＤを宛先端末の候補として登録してい
る他の要求元端末の端末ＩＤも抽出する。
【００６８】
　状態抽出部５５は、図５に示されているＣＰＵ２０１からの命令によって実現され、上
記端末抽出部５４によって抽出された宛先端末の候補の端末ＩＤを検索キーとして、端末
管理テーブル（図１０参照）を検索し、上記端末抽出部５４によって抽出された端末ＩＤ
毎に稼動状態を読み出す。これにより、状態抽出部５５は、ログイン要求してきた要求元
端末と通信することができる宛先端末の候補の稼動状態を抽出することができる。また、
状態抽出部５５は、上記端末抽出部５４によって抽出された端末ＩＤを検索キーとして、
管理テーブルを検索し、ログイン要求してきた要求元端末の稼動状態も取得する。
【００６９】
　通信制御判断部５６は、図５に示されているＣＰＵ２０１からの命令によって実現され
、選択装置８０によって選択された中継装置ＩＤに含まれるドメイン情報に基づいて、自
管理システム５０によって、通信の開始に伴う制御を実行するか否かを判断する。
【００７０】
　セッション管理部５７は、図５に示されているＣＰＵ２０１からの命令によって実現さ
れ、端末１０間のコンテンツデータ用セッションｓｅｄが新たに確立される度に、このコ
ンテンツデータ用セッションｓｅｄを識別するためのセッションＩＤを生成する。また、
セッション管理部５７は、セッション管理テーブル（図１２参照）に、セッションＩＤ、
このセッションで通信を実行する端末１０を識別するための端末ＩＤ、このセッションで
用いられる中継装置３０の中継装置ＩＤを関連づけて記憶させる。
【００７１】
　記憶・読出処理部５９は、図５に示されているＣＰＵ２０１からの命令、及び図５に示
されているＨＤＤ２０５によって実行され、記憶部５０００に各種データを記憶したり、
記憶部５０００に記憶された各種データを読み出す処理を行う。
【００７２】
　＜選択装置の機能構成＞
　選択装置８０は、送受信部８１、選択部８２、及び、記憶・読出処理部８９を有してい
る。これら各部は、図５に示されている各構成要素のいずれかが、ＨＤ２０４からＲＡＭ
２０３上に展開された管理システム用プログラムに従ったＣＰＵ２０１からの命令によっ
て動作することで実現される機能又は機能する手段である。また、選択装置８０は、図５
に示されているＨＤ２０４により構築される記憶部８０００を有している。
【００７３】
　（中継装置選択管理テーブル）
　記憶部８０００には、図１４に示されているような中継装置管理テーブルによって構成
されている通信制御情報管理部の一例としての中継装置選択管理ＤＢ８００１が構築され
ている。なお、図１４は、中継装置選択管理テーブルを示す概念図である。この中継装置
選択管理テーブルでは、端末１０間の通信で送受信される情報の中継に用いられる中継装
置を選択する際に、選択の候補となるすべての中継装置３０に対して、中継装置３０を識
別するための中継装置ＩＤが管理される。中継装置選択管理テーブルで管理される中継装
置ＩＤは、これにより識別される中継装置３０を用いた通信の開始に伴う制御を実行可能
な管理システム５０を示した「ｊｐ．ｏｏ．ｃｏｍ」等のドメイン情報（通信制御情報）
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含んでいる。また、中継装置選択管理テーブルでは、中継装置ＩＤで識別される中継装置
３０を選択するときの優先度を示す優先度情報が、端末ＩＤ毎に管理されている。図１４
に示されている中継装置選択管理テーブルにおいて、端末ＩＤ「０１ａａ」で識別される
端末１０ａａが通信を開始する場合に、中継装置ＩＤ「１１１ａ」で識別される中継装置
３０ａを選択するときの優先度は「３」であることが示されている。なお、中継装置選択
管理テーブルにおいて優先度は、例えば、端末１０と中継装置３０との間の帯域幅や、端
末１０と中継装置３０の間で情報を送受信するときの遅延時間などに基づいて、優先度が
高くなるほど数値が高くなるように定められている。また、優先度は、端末１０及び管理
システム５０が利用するタイムゾーンに基づいて算出されるものであっても良い。この場
合、例えば、端末１０が利用するタイムゾーンと管理システム５０が利用するタイムゾー
ンとが近くなるほど優先度の数値を高く設定することができる。
【００７４】
　（選択装置の各機能構成）
　次に、選択装置８０の各機能構成について詳細に説明する。なお、以下では、選択装置
８０の各機能構成を説明するにあたって、図５に示されている各構成要素のうち、選択装
置８０の各機能構成を実現させるための主な構成要素との関係も説明する。
【００７５】
　送受信部８１は、選択要求情報受付部および出力部の一例であって、図５に示されてい
るＣＰＵ２０１からの命令、及び図５に示されているネットワークＩ／Ｆ２０９によって
実行され、通信ネットワーク２を介して他の端末、装置又はシステムと各種データ（また
は情報）の送受信を行う。これにより、送受信部８１は、管理システム５０から送信され
た、中継装置３０を選択する要求を示した選択要求情報を受信することにより受け付ける
。また、送受信部８１は、選択装置８０により選択された中継装置３０を識別する中継装
置ＩＤを管理システム５０に送信することにより出力する。
【００７６】
　選択部８２は、中継装置選択部および通信制御情報抽出部の一例であって、中継装置選
択管理テーブル（図１４参照）で管理される優先度情報に基づいて、候補となる複数の中
継装置３０の中から少なくとも一つの中継装置３０を選択する。また、選択部８２は、中
継装置選択管理テーブルで管理される中継装置ＩＤを選択することにより、中継装置ＩＤ
に含まれるドメイン情報についても抽出する。
【００７７】
　記憶・読出処理部８９は、図５に示されているＣＰＵ２０１からの命令、及び図５に示
されているＨＤＤ２０５によって実行され、記憶部８０００に各種データを記憶したり、
記憶部８０００に記憶された各種データを読み出す処理を行う。
【００７８】
　＜＜実施形態の処理または動作＞＞
　次に、本実施形態に係る伝送システム１における処理方法を説明する。
　（準備段階）
　まず、図１５を用いて、端末１０ａａと他の端末１０との間で、通信を開始する前の準
備段階における各管理情報の送受信処理について説明する。図１５は、端末間で通信を開
始する準備段階の処理を示したシーケンス図である。なお、図１５では、全て図２に示さ
れている管理情報用セッションｓｅｉによって、各種管理情報が送受信される。
【００７９】
　まず、端末１０ａａの利用者が、図４に示されている電源スイッチ１０９をＯＮにする
と、図６に示されている操作入力受付部１２が電源ＯＮを受け付けて、電源をＯＮにする
（ステップＳ２１）。そして、ログイン要求部１３は、上記電源ＯＮの受け付けを契機と
し、送受信部１１から通信ネットワーク２を介して管理システム５０ａｂに、ログイン要
求を示すログイン要求情報を自動的に送信する（ステップＳ２２）。このログイン要求情
報には、要求元としての自端末である端末１０ａａを識別するための端末ＩＤ及びパスワ
ードが含まれている。これら端末ＩＤ及びパスワードは、記憶・読出処理部１９を介して
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記憶部１０００から読み出されて、送受信部１１に送られたデータである。
【００８０】
　次に、管理システム５０の端末認証部５２は、送受信部５１を介して受信したログイン
要求情報に含まれている端末ＩＤ及びパスワードを検索キーとして、端末認証管理テーブ
ル（図９参照）を検索し、端末認証管理テーブルに同一の端末ＩＤ及びパスワードが管理
されているかを判断することによって端末認証を行う（ステップＳ２３）。この端末認証
部５２によって、同一の端末ＩＤ及びパスワードが管理されているため、正当な利用権限
を有する端末１０からのログイン要求であると判断された場合には、状態管理部５３は、
端末管理テーブル（図１０参照）に、端末１０ａａの端末ＩＤ、及び、稼動状態を示した
状態情報を関連付けて記憶する（ステップＳ２４）。これにより、端末管理テーブルには
、端末ＩＤ「０１ａａ」に、状態情報「Ｎｏｎｅ」が関連付けて管理されることになる。
【００８１】
　そして、管理システム５０の送受信部５１は、上記端末認証部５２によって得られた認
証結果が示された認証結果情報を、通信ネットワーク２を介して、上記ログイン要求して
きた要求元の端末１０ａａに送信する（ステップＳ２５）。本実施形態では、端末認証部
５２によって正当な利用権限を有する端末であると判断された場合につき、以下続けて説
明する。
【００８２】
　（状態管理）
　端末１０から送信された管理情報に基づく通信の制御によって、端末１０の状態が変更
された場合、この制御を実行した管理システム５０は、変更後の状態を管理するとともに
、他の管理システム５０に送信する。このときの処理について図１６を用いて説明する。
図１６は、変更された状態を通知する処理を示したシーケンス図である。なお、図１６で
は、全て図２に示されている管理情報用セッションｓｅｉによって、各種管理情報が送受
信される。
【００８３】
　端末１０から送信された管理情報（例えば、ステップＳ２２）に基づく通信の制御によ
って、端末管理テーブルで管理される端末１０の状態情報が変更されると（例えば、ステ
ップＳ２４）、端末抽出部５４は、状態情報が変更された端末１０の端末ＩＤ（ここでは
、「０１ａａ」とする）を検索キーとして、宛先リスト管理テーブル（図１１参照）を検
索する（ステップＳ３１）。これにより、端末抽出部５４は、状態が変更された端末１０
と通信可能な端末の端末ＩＤ「０１ａｂ，０１ｂａ，０１ｃａ，０１ｃｂ，０１ｄｂ」を
読み出すことで、端末ＩＤを抽出する。続いて、送受信部５１は、管理システム５０ａｂ
に接続する端末（１０ａｂ，１０ｂａ）に対して、端末１０ａａの端末ＩＤ「０１ａａ」
と変更後状態情報を送信する。これにより、端末１０ａａと通信可能な端末（１０ａｂ，
１０ｂａ）では、端末１０ａａの状態を把握することが可能となる。
【００８４】
　更に、送受信部５１は、抽出された端末ＩＤに含まれるドメイン情報に基づいて、他の
管理システム５０に接続する宛先候補の端末があるか判断する（ステップＳ３３）。他の
管理システム５０に接続する宛先候補の端末がある場合（ステップＳ３３のＹＥＳ）、抽
出された端末ＩＤに含まれるドメイン情報「ｕｓ．ｏｏ．ｃｏｍ」に基づいて、管理シス
テム５０ｃｄに、端末１０ａａの端末ＩＤ「０１ａａ」、宛先名「東京事業所　ＡＡ端末
」、変更後状態情報、および宛先候補の端末の端末ＩＤ「０１ｃａ，０１ｃｂ，０１ｄｂ
」を送信する（ステップＳ３４）。なお、管理システム５０ａｂは、端末（１０ａａ，１
０ａａ，…，１０ｂａ，１０ｂｂ，…）の変更後状態情報に関しては、これらの端末１０
が自管理システム５０ａｂと接続している一時的な期間のみ、管理システム５０ｃｄに、
変更後状態情報を送信しても良い。これにより、管理システム５０ｃｄでは、自管理シス
テム５０ｃｄとは直接接続しない端末（１０ａａ，１０ａａ，…，１０ｂａ，１０ｂｂ，
…）については、一時的な期間のみ状態を管理することができるので、管理システム５０
ｃｄの負荷を減らすことが可能となる。
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【００８５】
　管理システム５０ｃｄの状態管理部５３は、受信した端末ＩＤ「０１ａａ」、宛先名「
東京事業所　ＡＡ端末」、変更後状態情報を関連づけて、端末管理テーブル（図１０（ｂ
）参照）に記録する（ステップＳ３５）。これにより、管理システム５０ｃｄでは、自管
理システム５０ｃｄに接続する端末（１０ｃａ，１０ｃｂ，１０ｄｂ）と通信を実行する
可能性のある端末１０ａａの状態を把握することが可能となる。管理システム５０ｃｄの
端末管理テーブルでは、管理システム５０ａｂから、端末１０ａａの状態情報「Ｎｏｎｅ
」を受信してから、端末１０ａａの状態情報「Ｏｆｆｌｉｎｅ」を受信するまでの間、端
末１０ａａの状態を管理することができる。これにより、管理システム５０ｃｄとは直接
接続しない端末１０ａａについては、一時的な期間のみ状態を管理することができるので
、管理システム５０ｃｄの負荷を減らすことが可能となる。
【００８６】
　続いて、管理システム５０ｃｄの送受信部５１は、端末（１０ｃａ，１０ｃｂ，１０ｄ
ｂ）へ、端末１０ａａの端末ＩＤ「０１ａａ＠ｊｐ．ｏｏ．ｃｏｍ」と変更後状態情報を
送信する。これにより、端末１０ａａと通信可能な端末（１０ｃａ，１０ｃｂ，１０ｄｂ
）は、端末１０ａａの稼働状態を把握することが可能となる。変更後状態情報を受信した
端末１０では、宛先リスト作成部２０は、端末１０の稼働状態を、変更後状態情報に基づ
いたアイコン１１００－３ａ等で示した宛先リスト枠１１００－１（図７参照）をディス
プレイ１２０に表示させる。これにより、端末１０の利用者は、宛先候補の端末１０の稼
働状態を把握することが可能となる。また、宛先リスト作成部２０は、受信した端末ＩＤ
に含まれるドメイン情報に基づいて、端末１０の地域を示すアイコン１１００－４をディ
スプレイ１２０に表示させる。これにより、端末１０の利用者は、宛先候補の端末１０の
地域を把握することが可能となる。
【００８７】
　なお、管理システム１０ｃｄが端末１０の状態情報を変更した場合に、変更後状態情報
を管理システム５０ａｂに通知するときの処理については、上記のステップＳ３１乃至ス
テップＳ３６の処理と同様であるため説明を省略する。
【００８８】
　（中継装置選択処理）
　続いて、図１７を用いて、端末１０ａａと端末１０ｄｂとの間の通信を開始する前に、
端末１０間で送受信されるコンテンツデータの中継に用いられる中継装置３０を選択する
処理について説明する。図１７は、中継装置を選択する処理を示したシーケンス図である
。なお、図１７では、全て図２に示されている管理情報用セッションｓｅｉによって、各
種管理情報が送受信される。また、本実施形態では、端末１０ａａは、宛先候補の端末１
０のうち、稼動状態がオンラインである端末の少なくとも一つを選択して通信の開始を要
求できる。
【００８９】
　まず、端末１０ａａの利用者が図３に示されている操作ボタン１０８を押下して宛先候
補の端末１０ｄｂを選択することにより、図６に示されている操作入力受付部１２は、通
信の開始の要求を受け付ける（ステップＳ４１）。端末１０ａａの送受信部１１は、通信
の開始の要求元である端末１０ａａの端末ＩＤ「０１ａａ」、及び宛先である端末１０ｄ
ｂの端末ＩＤ「０１ｄｂ」が含まれ、通信の開始を要求する旨を示す開始要求情報「Ｉｎ
ｖｉｔｅ」を、管理システム５０ａｂへ送信する（ステップＳ４２）。管理システム５０
ａｂの送受信部５１は、上記開始要求情報を受信することにより端末１０ａａと端末１０
ｄｂとの通信の開始の要求を受け付ける。続いて、送受信部５１は、端末１０ａａの端末
ＩＤ「０１ａａ」、及び端末１０ｄｂの端末ＩＤ「０１ｄｂ」が含まれ、端末１０ａａと
端末１０ｄｂとの間で送受信されるコンテンツデータの中継に用いられる中継装置３０を
選択する要求を示した選択要求情報を選択装置８０に送信する（ステップＳ４３）。
【００９０】
　選択装置８０の送受信部８１は、上記選択要求情報を受信することにより中継装置３０
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の選択の要求を受け付ける。続いて、選択部８２は、中継装置選択管理テーブル（図１４
参照）で管理される中継装置３０の中から、端末１０ａａと端末１０ｄｂとの間で送受信
されるコンテンツデータの中継に用いられる少なくとも一つの中継装置３０を選択する（
ステップＳ４４）。中継装置３０を選択する処理について図１８を用いてより詳細に説明
する。図１８は、中継装置を選択する処理を示したフロー図である。
【００９１】
　まず、選択部８２は、中継装置選択管理テーブル（図１４参照）で管理される中継装置
ＩＤ毎に、要求元の端末１０ａａの端末ＩＤ「０１ａａ」に関連づけられた優先度と、宛
先の端末１０ｄｂの端末ＩＤ「０１ｄｂ」に関連づけられた優先度とを抽出する（ステッ
プＳ４４－１）。続いて、選択部８２は、中継装置ＩＤ毎に、抽出された優先度の和を算
出し、算出された優先度の和が最も大きくなるところの中継装置ＩＤを選択する（ステッ
プＳ４４－２）。本実施形態では、中継装置ＩＤ「１１１ａ」に対応する優先度の和、及
び、中継装置ＩＤ「１１１ｄ」に対応する優先度の和、がそれぞれ「５」であって、同じ
値となる。このような場合には、選択部８２は、優先度の和が最も大きくなる中継装置Ｉ
Ｄの中から、例えばランダムあるいはラウンドロビン式に選択する等、任意に中継装置Ｉ
Ｄを選択することができる。なお、選択部８２は、中継装置選択管理テーブルで管理され
る中継装置ＩＤを選択することにより、中継装置ＩＤに含まれるドメイン情報についても
抽出する（ステップＳ４４－３）。
【００９２】
　中継装置３０の選択が完了すると、選択装置８０の送受信部８１は、選択された中継装
置を識別する中継装置ＩＤ、端末１０ａａの端末ＩＤ「０１ａａ」、及び、端末１０ｄｂ
の端末ＩＤ「０１ｄｂ」が含まれ、選択の結果を示す選択情報を管理システム５０ａｂに
送信することにより出力する（ステップＳ４５）。
【００９３】
　管理システム５０ａｂの送受信部５１は、上記選択情報を受信することにより中継装置
３０の選択結果を受け付ける。続いて、通信制御判断部５６は、選択情報の中継装置ＩＤ
に含まれるドメイン情報に基づいて、選択された中継装置３０を用いて端末１０間の通信
の開始に伴う制御を実行するか否かを判断する（ステップＳ４６）。この場合、管理シス
テム５０ａｂの通信制御判断部５６は、ドメイン情報が管理システム５０ａｂを示す「ｊ
ｐ．ｏｏ．ｃｏｍ」である場合、上記の制御を実行すると判断し、それ以外の場合に、上
記の制御を実行しないと判断する。なお、本実施形態において、中継装置ＩＤに含まれる
ドメイン情報は、通信の開始に伴う制御を実行可能な管理システム５０を示しているため
、ステップＳ４６の処理では、制御を実行可能である場合には実行すると判断され、制御
を実行可能でない場合には実行しないと判断されることになる。通信の開始に伴う制御を
実行しないと判断された場合には（ステップＳ４６のＮＯ）、送受信部５１は、通信の開
始に伴う制御を要求する旨の通信制御要求情報を、ドメイン情報「ｕｓ．ｏｏ．ｃｏｍ」
に基づいて管理システム５０ｃｄに送信する（ステップＳ４７）。この通信制御要求情報
には、端末１０ａａから送信された開始要求情報（ステップＳ４２参照）、及び、選択装
置８０から送信された選択情報の内容が含まれる（ステップＳ４５参照）。
【００９４】
　（通信開始処理）
　続いて、選択された中継装置３０が中継装置３０ａであって、管理システム５０ａｂに
よって通信の開始に伴う制御を実行すると判断された場合（ステップＳ４６のＹＥＳ）に
ついて、図１９を用いて、その後の処理を説明する。図１９は、通信の開始を要求する処
理を示したシーケンス図である。なお、図１９では、全て図２に示されている管理情報用
セッションｓｅｉによって、各種管理情報が送受信される。
【００９５】
　まず、状態管理部５３は、端末１０ａａから送信された開始要求情報「Ｉｎｖｉｔｅ」
（ステップＳ４２参照）に基づいて、端末管理テーブル（図１０（ａ））で管理される開
始要求情報の送信元の端末１０ａａ及び送信先の端末１０ｄｂの状態情報を変更する（ス



(20) JP 6064367 B2 2017.1.25

10

20

30

40

50

テップＳ５１）。ここで、図２０及び図２１を用いて、ステップＳ５１における処理を詳
細に説明する。図２０は、端末の状態の遷移を示す状態遷移図である。図２１は、端末の
状態を変更する処理を示したフロー図である。
【００９６】
　本実施形態においては、状態管理部５３は、図２０の状態遷移図によって示される状態
の変更の規則に従い端末１０の状態を変更する。例えば、端末１０から開始要求情報「Ｉ
ｎｖｉｔｅ」を受信した場合には、端末１０の「Ｎｏｎｅ」の状態情報を、「Ｉｎｖｉｔ
ｉｎｇ」の状態情報または「Ｉｎｖｉｔｅｄ」の状態情報に変更する。なお、端末１０か
ら「Ｉｎｖｉｔｅ」以外の管理情報「Ｒｉｎｇ，Ａｃｃｅｐｔ，Ｊｏｉｎ，Ｌｅａｖｅ」
等が送信された場合にも、状態管理部５３は、図２０の状態遷移図によって示される状態
の変更の規則に従い端末１０の状態を変更するが、詳細な説明を省略する。本実施形態で
は、状態管理部５３による状態の変更を実現するために、状態変更管理テーブル（図１３
参照）を用いた例について説明するが、図２０に示される規則に従い通信状態を変更でき
れば状態変更管理テーブルを用いた方法に限定されない。
【００９７】
　先ず、状態管理部５３は、端末管理テーブル（図１０（ａ）参照）から、開始要求情報
の送信元の端末１０ａａの状態情報「Ｎｏｎｅ」及び送信先の端末１０ｄｂの状態情報「
Ｎｏｎｅ」を取得する（ステップＳ５１－１）。次に、状態管理部５３は、管理情報とし
ての開始要求情報「Ｉｎｖｉｔｅ」に対応する送信元及び送信先の端末１０の変更前状態
情報「Ｎｏｎｅ」を取得する（ステップＳ５１－２）。次に、状態管理部５３は、送信元
の端末１０ａａと送信先の端末１０ｄｂのそれぞれについて、端末管理テーブルから取得
された状態情報と、状態変更管理テーブル（図１３参照）から取得された変更前状態情報
とを比較し、これらが同一であるか否かを判断する（ステップＳ５１－３）。
【００９８】
　各情報が同一であると判断された場合には（ステップＳ５１－３のＹＥＳ）、状態管理
部５３は変更要求情報「Ｉｎｖｉｔｅ」の送信元の変更後状態情報「ｉｎｖｉｔｉｎｇ」
、及び、送信先の変更後状態情報「Ｉｎｖｉｔｅｄ」を取得する（ステップＳ５１－４）
。次に、状態管理部５３は、端末管理テーブル（図１０（ａ）参照）において、送信元の
端末１０ａａの端末ＩＤ「０１ａａ」に関連づけられた状態情報を、取得された変更後状
態情報に基づいて「Ｉｎｖｉｔｉｎｇ」に変更する（ステップＳ５１－５）。同様にして
、状態管理部５３は、端末管理テーブルにおいて、送信先の端末１０ｄｂの端末ＩＤ「０
１ｄｂ」に関連づけられた状態情報を、取得された変更後状態情報に基づいて「Ｉｎｖｉ
ｔｅｄ」に変更する。
【００９９】
　なお、各端末（１０ａａ，１０ｄｂ）の状態情報が変更された場合（ステップＳ５１－
５参照）、ステップＳ３１乃至ステップＳ３６の処理に基づいて、変更後の各端末（１０
ａａ，１０ｄｂ）の状態を示す状態情報（「Ｉｎｖｉｔｉｎｇ」，「Ｉｎｖｉｔｅｄ」）
は各宛先の端末１０に通知される。
【０１００】
　ステップＳ５１－３で各情報が同一ではないと判断された場合には、いずれかの端末１
０は通信を開始できる状態ではないと考えられるため、状態管理部５３は、各端末１０の
状態を変更する処理を実行しない。この場合、送受信部５１は端末１０ａａに、エラーメ
ッセージを送信して（ステップＳ５１－６）処理を完了する。
【０１０１】
　端末１０の状態情報を変更する処理が完了すると、セッション管理部５７は、端末１０
ａａと端末１０ｄｂとの間の通信を実行するためのコンテンツデータ用セッションｓｅｄ
を識別するためのセッションＩＤ「ｓｅ０１＠ｊｐ．ｏｏ．ｃｏｍ」を生成する（ステッ
プＳ５２）。なお、本実施形態では、通信の開始に伴う制御を管理システム５０ａｂで実
行すると判断されているため（ステップＳ４６参照）、セッションＩＤは、管理システム
５０ａｂを示したドメイン情報「ｊｐ．ｏｏ．ｃｏｍ」を含めて生成される。セッション
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管理部５７は、生成したセッションＩＤ、選択された中継装置３０ａの中継装置ＩＤ「１
１１ａ」、及び、通信を開始する各端末（１０ａａ，１０ｄｂ）の端末ＩＤ「０１ａａ，
０１ｄｂ」を関連づけて、セッション管理テーブル（図１２参照）に記録する。
【０１０２】
　次に、管理システム５０ａｂの送受信部５１は、管理システム５０ｃｄを介して、ステ
ップＳ４２で、端末１０ａａから送信された開始要求情報「Ｉｎｖｉｔｅ」、及び、セッ
ションＩＤ「ｓｅ０１」を、端末１０ｄｂに送信する（ステップＳ５３－１，Ｓ５３－２
）。なお、本実施形態では、端末ＩＤにドメイン情報が含まれているため、送受信部１１
は、端末ＩＤに含まれるドメイン情報に基づいて、端末１０に直接情報を送信するか、他
の管理システム５０を介して情報を送信するかを判断することができる。開始要求情報に
は、開始要求情報の送信元である端末１０ａａの端末ＩＤ「０１ａａ」、送信先である端
末１０ｄｂの端末ＩＤ「０１ｄｂ」が含まれる。また、このとき、管理システム５０ａｂ
の送受信部５１は、管理システム５０ｃｄを介して、選択された中継装置３０ａに接続す
るための中継装置接続情報を、端末１０ｄｂに送信する。中継装置接続情報には、中継装
置３０ａの中継装置ＩＤ「１１１ａ」、及び、中継装置管理テーブル（図８（ａ）参照）
で管理される中継装置３０ａに接続するためのパスワード「ｘｘｘｘ」が含まれる。
【０１０３】
　端末１０ｄｂの送受信部１１は、上記開始要求情報を受信することにより端末１０ａａ
からの通信の開始の要求を受け付ける。端末１０ｄｂの送受信部１１は、開始要求情報を
受信すると、通信の開始の要求を受け付けた旨を示し、端末１０ａａで発信音を鳴らすた
めの呼出情報「Ｒｉｎｇ」を、管理システム５０ｃｄを介して管理システム５０ａｂに送
信する（ステップＳ５４－１，Ｓ５４－３）。この呼出情報には、呼出情報の送信元であ
る端末１０ｄｂの端末ＩＤ「０１ｄｂ」、送信先である端末１０ａａの端末ＩＤ「０１ａ
ａ」、及び、セッションＩＤ「ｓｅ０１＠ｊｐ．ｏｏ．ｃｏｍ」が含まれる。なお、ステ
ップＳ５４－１で送信された呼出情報は、管理システム５０ｃｄの送受信部５１で受信さ
れる。この場合、管理システム５０ｃｄの通信制御判断部５６は、呼出情報のセッション
ＩＤに含まれるドメイン情報「ｊｐ．ｏｏ．ｃｏｍ」に基づいて、通信の開始に伴う呼び
出しの制御を、管理システム５０ｃｄで実行しない旨の判断をする（ステップＳ５４－２
）。これにより、管理システム５０ｃｄの送受信部５１は、ドメイン情報「ｊｐ．ｏｏ．
ｃｏｍ」で示された管理システム５０ａｂに、呼出情報を転送する。同様に、呼出情報を
受信した管理システム５０ａｂでは、通信制御判断部５６が、セッションＩＤに含まれる
ドメイン情報「ｊｐ．ｏｏ．ｃｏｍ」に基づいて、通信の開始に伴う呼び出しの制御をこ
の管理システム５０ａｂで実行する旨の判断をする（ステップＳ５４－４）。これにより
、管理システム５０ａｂの送受信部５１は、端末１０ａａで発信音を鳴らす要求を受け付
ける。
【０１０４】
　続いて、管理システム５０ａｂの状態管理部５３は、端末１０ｄｂから送信された呼出
情報「Ｒｉｎｇ」に基づいて、端末管理テーブル（図１０（ａ））で管理される端末１０
ａａの状態情報を「Ｃａｌｌｉｎｇ」に変更し、端末１０ｄｂの状態情報を「Ｒｉｎｇｉ
ｎｇ」に変更する（ステップＳ５５）。なお、端末（１０ａａ，１０ｄｂ）の状態情報を
変更する処理は、ステップＳ５１における各処理と同様であるため詳細な説明を省略する
。また、変更された端末（１０ａａ，１０ｄｂ）の変更後状態情報を、各端末（１０ａａ
，１０ｄｂ）と通信可能な端末１０に送信する処理は、ステップＳ３１乃至Ｓ３６におけ
る各処理と同様であるため詳細な説明を省略する。ただし、ステップＳ３１で、端末ＩＤ
「０１ｄｂ」を検索キーとして宛先リスト管理テーブル（図１１（ａ）参照）を検索する
際に、通信可能な端末の端末ＩＤとして要求元の端末ＩＤが抽出されることとなる。
【０１０５】
　次に、管理システム５０ａｂは、端末１０ｄｂから送信された呼出情報「Ｒｉｎｇ」を
、端末１０ａａに送信する（ステップＳ５６）。この呼出情報には、呼出情報の送信元で
ある端末１０ｄｂの端末ＩＤ「０１ｄｂ」、送信先である端末１０ａａの端末ＩＤ「０１
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ａａ」、及び、セッションＩＤが含まれる。また、このとき、管理システム５０ａｂの送
受信部５１は、中継装置３０ａに接続するための中継装置接続情報を、端末１０ａｂに送
信する。中継装置接続情報には、中継装置３０ａの中継装置ＩＤ「１１１ａ」、及び、中
継装置管理テーブル（図８（ａ）参照）で管理される中継装置３０ａに接続するためのパ
スワード「ｘｘｘｘ」が含まれる。
【０１０６】
　端末１０ａａの送受信部１１は、上記呼出情報を受信することにより端末１０ａａで発
信音を鳴らす旨の要求を受け付ける。これにより、端末１０ａａの音声出力部１５ｂは、
スピーカ１１５から発信音を鳴らすことができる。なお、本実施形態では、管理システム
５０ａｂは、宛先の端末１０ｄｂの稼働状態が「Ｎｏｎｅ」である場合に、端末１０間の
接続の制御を開始することとしている（ステップＳ５１）。ところが、端末１０ｄｂの状
態が管理システム５０ｃｄで変更された後、変更された状態が管理システム５０ａｂに送
信されるまでには、時間差が発生するため、管理システム５０ａｂで端末１０ｄｂの状態
を正確に把握できない場合がある。この様な場合には、端末１０ｄｂで開始要求情報を受
け付けられないときに、管理システム５０ａｂが開始要求情報を送信することも考えられ
る。このため、本実施形態では、管理システム５０ａｂは、端末１０ｄｂが呼出情報を受
信することにより、端末１０ｄｂが開始要求情報を受け付けた旨を把握した上で、端末１
０間の接続を制御することとしている。
【０１０７】
　一方、呼出情報を送信した端末１０ｄｂでは、音声出力部１５ｂが、スピーカ１１５か
ら着信音を鳴らす。これにより、端末１０ｄｂの利用者は、端末１０ａａからの通信の開
始の要求を知ることができる。同時に端末１０ｄｂの操作ボタン１０８は、端末１０ａａ
との間の通信の開始の許可を受け付ける（ステップＳ５７）。通信の開始の許可が受け付
けられると、通信の開始の許可を示した開始許可情報「Ａｃｃｅｐｔ」を、管理システム
５０ｃｄを介して管理システム５０ａｂに送信する（ステップＳ５８－１，Ｓ５８－３）
。この開始許可情報には、開始許可情報の送信元である端末１０ｄｂの端末ＩＤ「０１ｄ
ｂ」、送信先である端末１０ａａの端末ＩＤ「０１ｄｂ」、セッションＩＤ「ｓｅ０１＠
ｊｐ．ｏｏ．ｃｏｍ」が含まれる。この場合、管理システム（５０ｄｂ，５０ａｂ）の各
通信制御判断部５６は、ステップＳ５４－２，Ｓ５４－４の処理と同様にして、通信の開
始に伴う制御を自管理システム５０で実行するか否かを判断する（ステップＳ５８－２，
Ｓ５８－４）。これにより、管理システム５０ａｂの送受信部５１は、端末１０ｄｂによ
る開始の許可の応答を受け付ける。
【０１０８】
　続いて、管理システム５０ａｂの状態管理部５３は、端末１０ｄｂから送信された開始
許可情報「Ａｃｃｅｐｔ」に基づいて、端末管理テーブル（図１０（ａ））で管理される
端末１０ａａの状態情報、及び端末１０ｄｂの状態情報をそれぞれ「Ａｃｃｅｐｔｅｄ」
に変更する（ステップＳ５９）。なお、端末１０の状態情報を変更する処理は、ステップ
Ｓ５１における各処理と同様であるため詳細な説明を省略する。
【０１０９】
　次に、管理システム５０ａｂは、端末１０ｄｂから送信された開始許可情報「Ａｃｃｅ
ｐｔ」を、端末１０ａａに送信する（ステップＳ６０）。この開始許可情報には、開始許
可情報の送信元である端末１０ｄｂの端末ＩＤ「０１ｄｂ」、送信先である端末１０ａａ
の端末ＩＤ「０１ａａ」、及び、セッションＩＤが含まれる。
【０１１０】
　続いて、図２２を用いて、通信の開始の要求が許可された後、中継装置３０ａを用いた
、端末（１０ａａ，１０ｄｂ）間のコンテンツデータ用セッションｓｅｄを開始するため
の処理について説明する。図２２は、端末間で通信を開始するための処理を示したシーケ
ンス図である。なお、図２２における、端末１０と管理システム５０との間の通信では、
図２に示されている管理情報用セッションｓｅｉによって、各種管理情報が送受信される
。
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【０１１１】
　まず、端末１０ａａは、ステップＳ５６で受信した中継装置接続情報に基づいて中継装
置３０ａに接続する（ステップＳ６１－１）。続いて、端末１０ａａの送受信部１１は、
中継の開始を要求する旨を示す中継要求情報「Ｊｏｉｎ」を管理システム５０ａｂへ送信
する（ステップＳ６２－１）。この中継要求情報には、端末１０ａａの端末ＩＤ「０１ａ
ａ」、及び、セッションＩＤ「ｓｅ０１＠ｊｐ．ｏｏ．ｃｏｍ」が含まれる。管理システ
ム５０ａｂの通信制御判断部５６は、中継要求情報のセッションＩＤに含まれるドメイン
情報「ｊｐ．ｏｏ．ｃｏｍ」に基づいて、通信の開始に伴う中継要求の制御をこの管理シ
ステム５０ａｂで実行する旨の判断をする（ステップＳ６２－１－２）。これにより、管
理システム５０ａｂの送受信部５１は、端末１０ａａによる中継開始の要求を受け付ける
。
【０１１２】
　続いて、管理システム５０ａｂの状態管理部５３は、端末１０ａａから送信された中継
要求情報「Ｊｏｉｎ」に基づいて、端末管理テーブル（図１０（ａ））で管理される端末
１０ａａの状態情報を「Ｂｕｓｙ」に変更する（ステップＳ６３－１）。なお、端末１０
の状態情報を変更する処理は、ステップＳ５１における各処理と同様であるため詳細な説
明を省略する。
【０１１３】
　続いて、管理システム５０ａｂの送受信部５１は、端末１０ａａの端末ＩＤ「０１ａａ
」、及びセッションＩＤ「ｓｅ０１」が含まれる中継要求情報を中継装置３０ａへ送信す
る（ステップＳ６４－１）。この中継要求情報を受け付けると、中継装置３０ａの送受信
部３１は、端末１０ａａの端末ＩＤ「０１ａａ」、及びセッションＩＤ「ｓｅ０１」が含
まれ、中継の開始を許可する旨を示す中継許可情報を、管理システム５０ａｂへ送信する
（ステップＳ６５－１）。管理システム５０ａｂの送受信部５１は、受信した中継許可情
報を端末１０ａａに送信する（ステップＳ６５－１）。これにより、端末１０ａａと中継
装置３０ａとの間のコンテンツデータ用セッションｓｅｄが確立される（ステップＳ６６
－１）。
【０１１４】
　一方、端末１０ｄｂは、ステップＳ５６で受信した中継装置接続情報に基づいて中継装
置３０ａに接続する（ステップＳ６１－２）。続いて、端末１０ｄｂの送受信部１１は、
中継の開始を要求する旨を示す中継要求情報「Ｊｏｉｎ」を、管理システム５０ｃｄを介
して、管理システム５０ａｂへ送信する（ステップＳ６２－２－１，Ｓ６２－２－３）。
この中継要求情報には、端末１０ｄｂの端末ＩＤ「０１ｄｂ」、及び、セッションＩＤ「
ｓｅ０１＠ｊｐ．ｏｏ．ｃｏｍ」が含まれる。この場合、管理システム（５０ｄｂ，５０
ａｂ）の各通信制御判断部５６は、ステップＳ５４－２，Ｓ５４－４の処理と同様にして
、通信の開始に伴う制御を自管理システム５０で実行するか否かを判断する（ステップＳ
６２－２－２，Ｓ６２－２－４）。これにより、管理システム５０ａｂの送受信部５１は
、端末１０ａａによる中継開始の要求を受け付ける。
【０１１５】
　続いて、管理システム５０ａｂの状態管理部５３は、端末１０ｄｂから送信された中継
要求情報「Ｊｏｉｎ」に基づいて、端末管理テーブル（図１０（ａ））で管理される端末
１０ｄｂの状態情報を「Ｂｕｓｙ」に変更する（ステップＳ６３－２）。なお、端末１０
の状態情報を変更する処理は、ステップＳ５１における各処理と同様であるため詳細な説
明を省略する。
【０１１６】
　続いて、管理システム５０ａｂの送受信部５１は、端末１０ｄｂの端末ＩＤ「０１ｄｂ
」、及びセッションＩＤ「ｓｅ０１」が含まれる中継要求情報を中継装置３０ａへ送信す
る（ステップＳ６４－２）。この中継要求情報を受け付けると、中継装置３０ａは、端末
１０ｄｂの端末ＩＤ「０１ｄｂ」、及びセッションＩＤ「ｓｅ０１」が含まれ、中継の開
始を許可する旨を示す中継許可情報を、管理システム５０ａｂへ送信する（ステップＳ６
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５－２）。管理システム５０ａｂの送受信部５１は、受信した中継許可情報を、管理シス
テム５０ｃｄを介して端末１０ｄｂに送信する（ステップＳ６６－２－１，Ｓ６６－２－
２）。これにより、端末１０ｄｂと中継装置３０ａとの間のコンテンツデータ用セッショ
ンｓｅｄが確立される。各コンテンツデータ用セッションｓｅｄが確立されると、中継装
置３０ａは、端末（１０ａａ，１０ｄｂ）の一方から送信された、画像データ、及び、音
声データを含むコンテンツデータを他方に中継することで、テレビ会議を開始される。
【０１１７】
　（参加）
　続いて、図２３を用いて、端末１０ａａと端末１０ｄｂとの間でコンテンツデータ用セ
ッションｓｅｄが確立された後に、端末１０ｃｂがこのコンテンツデータ用セッションｓ
ｅｄに参加することにより、３つの端末１０間で通信を実行するための処理について説明
する。なお、図２３は、３つの端末間で通信を開始するための処理を示したシーケンス図
である。なお、図２３における端末１０と管理システム５０との間の通信では、管理情報
用セッションｓｅｉによって、各種管理情報が送受信されている。
【０１１８】
　まず、端末１０ｄｂとの通信を実行中の端末１０ａａの利用者が図３に示されている操
作ボタン１０８を押下すことにより、操作入力受付部１２は、端末１０ｃｂを通信中のセ
ッションに招待する要求を受け付ける（ステップＳ７１）。次に、端末１０ａａの送受信
部１１は、端末１０ａａの端末ＩＤ「０１ａａ」、端末１０ｃｂの端末ＩＤ「０１ｃｂ」
、及びセッションＩＤ「ｓｅ０１」が含まれ、セッションに招待する旨を示すセッション
招待情報を管理システム５０ａｂへ送信する（ステップＳ７２）。なお、セッションＩＤ
は、コンテンツデータ用セッションｓｅｄに対応する会議、通信、通話等の事象を識別す
る会議ＩＤ、通信ＩＤ、通話ＩＤ等の識別情報であっても良い。管理システム５０ａｂの
送受信部５１は、受信したセッション招待情報を、管理システム５０ｃｄを介して、端末
１０ｃｂに送信する（ステップＳ７３－１，Ｓ７３－２）。
【０１１９】
　端末１０ｃｂの送受信部１１は、この招待に応じて、このセッションへの参加の要求を
示す参加要求情報「Ｃａｌｌ」を、管理システム５０ｃｄを介して管理システム５０ａｂ
に送信する（ステップＳ７４－１，Ｓ７４－３）。この参加要求情報には、このセッショ
ンへの参加を要求する端末１０ｃｂの端末ＩＤ「０１ｃｂ」、及びセッションＩＤ「ｓｅ
０１＠ｊｐ．ｏｏ．ｃｏｍ」が含まれる。この場合、管理システム（５０ｄｂ，５０ａｂ
）の各通信制御判断部５６は、ステップＳ５４－２，Ｓ５４－４の処理と同様にして、通
信の開始に伴う制御を自管理システム５０で実行するか否かを判断する（ステップＳ７４
－２，Ｓ７４－４）。これにより、管理システム５０ａｂの送受信部５１は、端末１０ｃ
ｂからのコンテンツデータ用セッションｓｅｄへの参加の要求を受け付ける。
【０１２０】
　続いて、管理システム５０ａｂの状態管理部５３は、端末１０ｃｂから送信された参加
要求情報「Ｃａｌｌ」に基づいて、端末管理テーブル（図１０（ａ））で管理される端末
１０ｃｂの状態情報を「Ａｃｃｅｐｔｅｄ」に変更する（ステップＳ７５）。なお、端末
１０の状態情報を変更する処理は、ステップＳ５１における各処理と同様であるため詳細
な説明を省略する。
【０１２１】
　続いて、セッション管理部５７は、セッション管理テーブル（図１２参照）において、
セッションＩＤ「ｓｅ０１」が含まれるレコードの宛先端末のフィールド部分に参加を要
求する端末１０ｃｂの端末ＩＤ「０１ｃｂ」を追加する（ステップＳ７６）。次に、管理
システム５０ａｂの送受信部５１は、コンテンツデータ用セッションｓｅｄに参加する端
末１０ｃｂの端末ＩＤ「０１ｃｂ」、及びセッションＩＤ「ｓｅ０１」が含まれる参加通
知を、このセッションで通信を実行中の端末１０ａａ及び端末１０ｄｂに送信する（ステ
ップＳ７７－１，Ｓ７７－２－１，Ｓ７７－２－２）。これにより、端末１０ａａ及び端
末１０ｄｂは、端末１０ｃｂがコンテンツデータ用セッションｓｅｄに参加する旨を把握
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することができる。
【０１２２】
　また、管理システム５０ａｂの送受信部５１は、このセッションでコンテンツデータの
中継を行う中継装置３０ａに接続するための中継装置接続情報を、管理システム５０ｃｄ
を介して端末１０ｃｂに送信する。中継装置接続情報には、中継装置３０ａの中継装置Ｉ
Ｄ「１１１ａ」、及び、中継装置管理テーブル（図８（ａ）参照）で管理される中継装置
３０ａに接続するためのパスワード「ｘｘｘｘ」が含まれる（ステップＳ７８－１，Ｓ７
８－２）。
【０１２３】
　続いて、ステップＳ６１－２乃至Ｓ６６－２－２と同様の処理により、端末１０ｃｂと
中継装置３０ａとの間のコンテンツデータ用セッションｓｅｄが確立される（ステップＳ
７９乃至Ｓ８４－２）。このセッションが確立されると、中継装置３０ａは、端末（１０
ａａ，１０ｃｂ，１０ｄｂ）の間で、コンテンツデータを中継することができる。これに
より、端末（１０ａａ，１０ｃｂ，１０ｄｂ）は、テレビ会議を開始することができる。
【０１２４】
　（終了）
　続いて、図２４を用いて、端末（１０ａａ，１０ａｂ，１０ｄｂ）との間でコンテンツ
データ用セッションｓｅｄが確立された後に、端末１０ｄｂがコンテンツデータ用セッシ
ョンｓｅｄから退出して通信を終了する処理を説明する。図２４は、通信を終了する処理
を示したシーケンス図である。なお、図２４では、管理情報用セッションｓｅｉによって
、各種管理情報が送受信される処理が示されている。
【０１２５】
　まず、端末１０ｄｂの利用者が図４に示されている操作ボタン１０８を押下すことによ
り、通信を終了する要求が受け付けられる（ステップＳ９１）。そして、端末１０ｄｂの
送受信部１１は、管理システム５０ｃｄを介して、端末１０ｄｂの端末ＩＤ「０１ｄｂ」
、及びこの通信で用いられたコンテンツデータ用セッションｓｅｄを識別するセッション
ＩＤ「ｓｅ０１＠ｊｐ．ｏｏ．ｃｏｍ」が含まれる終了要求情報「Ｌｅａｖｅ」を管理シ
ステム５０ａｂへ送信する（ステップＳ９２－１，Ｓ９２－３）。この場合、管理システ
ム（５０ｄｂ，５０ａｂ）の各通信制御判断部５６は、ステップＳ５４－２，Ｓ５４－４
の処理と同様にして、通信の終了に伴う制御を自管理システム５０で実行するか否かを判
断する（ステップＳ９２－２，Ｓ９２－４）。これにより、管理システム５０ａｂの送受
信部５１は、端末１０ｄｂからの通信の終了の要求を受け付ける。
【０１２６】
　続いて、管理システム５０ａｂの状態管理部５３は、端末１０ｄｂから送信された参加
要求情報「Ｌｅａｖｅ」に基づいて、端末管理テーブル（図１０（ａ））で管理される端
末１０ｄｂの状態情報を「Ｎｏｎｅ」に変更する（ステップＳ９３）。なお、端末１０の
状態情報を変更する処理は、ステップＳ５１における各処理と同様であるため詳細な説明
を省略する。
【０１２７】
　次に、セッション管理部５７は、セッション管理テーブル（図１２参照）において、セ
ッションＩＤ「ｓｅ０１」が含まれるレコードの端末ＩＤのフィールド部分から端末１０
ｄｂの端末ＩＤ「０１ｄｂ」を削除する（ステップＳ９４）。送受信部５１は、端末１０
ｄｂの端末ＩＤ「０１ｄｂ」、及びセッションＩＤ「ｓｅ０１」が含まれる中継を終了す
る旨の中継終了情報を、中継装置３０ａへ送信する（ステップＳ９５）。続いて、中継装
置３０ａは、端末ＩＤ「０１ｄｂ」、セッションＩＤ「ｓｅ０１」が含まれ、中継の終了
を許可する旨の中継終了許可情報を、管理システム５０ａへ送信する（ステップＳ９６）
。これにより、中継装置３０ａは、端末１０ｄｂから送信されたコンテンツデータの端末
（１０ａａ，１０ａｂ）への中継、および端末（１０ａａ，１０ａｂ）から送信されたコ
ンテンツデータの端末１０ｄｂへの中継を停止する（ステップＳ９６）。これにより、端
末１０ｄｂは、端末（１０ａａ，１０ｄｂ）との間の、通信を終了し、コンテンツデータ
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用セッションｓｅｄから退出する。
【０１２８】
　＜＜実施形態の補足＞＞
　上記各実施形態における管理システム５０、及び、選択装置８０、プログラム提供シス
テム９０は、単一のコンピュータによって構築されてもよいし、各部（機能又は手段）を
分割して任意に割り当てられた複数のコンピュータによって構築されていてもよい。また
、プログラム提供システム９０が単一のコンピュータによって構築されている場合には、
プログラム提供システム９０によって送信されるプログラムは、複数のモジュールに分け
て送信されるようにしてもよいし、分けないで送信されるようにしてもよい。更に、プロ
グラム提供システム９０が複数のコンピュータによって構築されている場合には、複数の
モジュールが分けられた状態で、各コンピュータから送信されるようにしてもよい。
【０１２９】
　上記各実施形態では、選択装置８０が一台である例を示したが、伝送システムは、同様
の機能を有する複数の選択装置８０を有していても良い。この場合、各選択装置８０を、
例えば、各管理システム５０と同じ地域に設けることができる。また、管理システム５０
に、選択装置用プログラムをインストールすることにより、選択装置８０の各機能を管理
システム５０によって実現させても良い。なお、この場合、管理システム５０の記憶部５
００には、図１４に示されているような中継装置選択管理テーブルによって構築されてい
る中継装置選択管理ＤＢが構築されることになる。
【０１３０】
　また、上記本実施形態の選択装置用プロブラム、端末用プログラム、中継装置用プログ
ラム、及び伝送管理用プログラムが記憶された記録媒体、並びに、これらプログラムが記
憶されたＨＤ２０４、及びこのＨＤ２０４を備えたプログラム提供システム９０は、いず
れもプログラム製品（Program Product）として、国内又は国外の上記端末用プログラム
、中継装置用プログラム、及び伝送管理用プログラムの利用者等に提供される場合に用い
られる。
【０１３１】
　更に、上記実施形態では、ドメイン情報として、それぞれのＦＱＤＮ（Fully Qualifie
d Domain Name）を管理してもよい。この場合、周知のＤＮＳ（Domain Name System）サ
ーバによって、ＦＱＤＮに対応するＩＰアドレスが取得されることになる。なお、端末Ｉ
Ｄ、中継装置ＩＤ等のＩＤは、例えば、「通信ネットワーク２上における中継装置３０へ
の接続先を示した中継装置接続先情報」、「通信ネットワーク２上における中継装置３０
への宛先を示した中継装置宛先情報」、「通信ネットワーク２上における端末１０への接
続先を示した端末接続先情報」、又は「通信ネットワーク２上における端末１０への宛先
を示した端末宛先情報」等と表現してもよい。
【０１３２】
　本実施形態において、「テレビ会議」は、「ビデオ会議」と置き換え可能な用語として
用いられている。また、上記実施形態では、伝送システム１の一例として、テレビ会議シ
ステムの場合について説明したが、これに限るものではなく、ＩＰ（Internet Protocol
）電話や、インターネット電話等の電話システムであってもよい。また、伝送システム１
は、カーナビゲーションシステムであってもよい。この場合、例えば、端末１０の一方が
自動車に搭載されたカーナビゲーション装置に相当し、端末１０の他方が、カーナビゲー
ションを管理する管理センターの管理端末若しくは管理サーバ、又は他の自動車に搭載さ
れているカーナビゲーション装置に相当する。更に、伝送システム１は、音声会議システ
ム、又はＰＣ(Personal Computer)画面共有システムであっても良い。
【０１３３】
　伝送システム１は、携帯電話機の通信システムであってもよい。この場合、例えば、端
末は携帯電話機に相当する。この場合の宛先リストの表示例は、図２５に示されている。
図２５は、他の実施形態の宛先リストを示す概念図である。即ち、携帯電話機としての端
末３１０は、携帯電話機の本体３１０－１、この本体３１０－１に設けられたメニュー画
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面表示ボタン３１０－２、本体３１０－１に設けられた表示部３１０－３、本体３１０―
１の下部に設けられたマイク３１０－４、本体３１０－１に設けられたスピーカ３１０－
５を備えている。このうち、「メニュー画面表示ボタン」３１０－２は、各種アプリケー
ションを示すアイコンが表示されているメニュー画面を表示させるためのボタンである。
表示部３１０－３は、タッチパネルになっており、利用者が宛先名を選択することで、相
手の携帯電話機と通信を行うことができる。
【０１３４】
　また、上記実施形態では、伝送システム１によってテレビ会議をする場合について説明
したが、これに限るものではなく、打ち合わせ、家族間や友人間等の一般的な会話、又は
、一方向での情報の提示に使用されても構わない。
【０１３５】
　＜＜実施形態の主な効果＞＞
　以上説明したように本実施形態によれば、管理システム５０ａｂによる制御に伴い端末
１０の状態が変更された場合に、管理システム５０ｃｄは、管理システム５０ａｂから、
端末１０の変更後状態情報を受信する。これにより、管理システム５０ａｂで制御が実行
された場合でも、管理システム５０ｃｄは、端末１０の状態を管理することが可能になる
という効果を奏する。
【０１３６】
　また、本実施形態によれば、管理システム５０ｃｄによる制御に伴い端末１０の状態が
変更された場合に、管理システム５０ｃｄは、端末１０の変更後状態情報を管理システム
５０ａｂに送信する。これにより、管理システム５０ｃｄで制御が実行された場合でも、
管理システム５０ａｂは、端末１０の状態を管理することが可能になるという効果を奏す
る。
【０１３７】
　また、本実施形態によれば、管理システム５０による制御で端末１０の状態が変更され
た場合に、管理システム５０は、端末１０の変更後状態情報を、この端末１０と通信可能
な他の端末が接続する他の管理システム５０に送信する。これにより、他の管理システム
５０では、他の端末の宛先候補である端末１０の状態を管理することが可能になるという
効果を奏する。
【０１３８】
　また、本実施形態によれば、管理システム５０ｃｄの端末管理テーブルでは、管理シス
テム５０ａｂから、端末１０ａａの状態情報「Ｎｏｎｅ」を受信してから、端末１０ａａ
の状態情報「Ｏｆｆｌｉｎｅ」を受信するまでの間、端末１０ａａの状態を管理すること
ができる。これにより、管理システム５０ｃｄとは直接接続しない端末１０ａａについて
は、一時的な期間のみ状態を管理することができるので、管理システム５０ｃｄの負荷を
減らすことが可能となる。
【符号の説明】
【０１３９】
１　伝送システム
１０　伝送端末
１１　送受信部
１２　操作入力受付部
１３　ログイン要求部
１４　撮像部
１５ａ　音声入力部
１５ｂ　音声出力部
１６　表示制御部
１９　記憶・読出処理部
２０　宛先リスト作成部
３０　中継装置
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３１　送受信部
３２　中継部
３９　記憶・読出処理部
５０　伝送管理システム（通信制御部、制御要求情報送信部の一例）
５１　送受信部
５２　端末認証部
５３　状態管理部（第１の変更処理部、第２の変更処理部の一例）
５４　端末抽出部
５５　状態抽出部
５６　通信制御判断部
５７　セッション管理部
７０　ルータ
８０　中継装置選択装置
８１　送受信部（選択要求情報受付部、出力部の一例）
８２　選択部（中継装置選択部の一例）
８９　記憶・読出処理部
９０　プログラム提供システム
１００　メンテナンスシステム
１２０　ディスプレイ
１０００　記憶部
３０００　記憶部
５０００　記憶部
５００１　中継装置管理ＤＢ
５００２　端末認証管理ＤＢ
５００３　端末管理ＤＢ（状態管理部の一例）
５００４　宛先リスト管理ＤＢ
５００５　セッション管理ＤＢ
５００９　状態変更管理ＤＢ
８００１　中継装置選択管理ＤＢ（通信制御情報管理部の一例）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１４０】
【特許文献１】特開２０１２－５００６３号公報
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