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記録 し、送付子一タ連携部は、通信中の相手 ーザに対 して送
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明 細 書

データ連携システム、データ連携方法およびデータ連携プログラム

技術分野

０００ 本発明は、例えば、ユーザが通信端末を用いて通信している最中にファイルを送

受信した場合に、ファイル送受信時の状況を示す情報 (コンテキスト) をそのファイル

に関連付けるような、コンテキストとファイルとの関連付けを効率的に行うデータ連携

システム、データ連携方法、データ連携プログラムに関する。

背景技術

０００2] Pネットワークや、ソフトフオン (電話機の機能を C等のコンピュータ上のソフトウエ

アで実現したもの)の普及により、電話による通話中に、通話相手とファイルの送受信

をすることができるようになった。これにより、一人のユーザが、通話を繰り返すうちに

、様々な人から、様々な用件に関するファイルを受信するようになる。このような場合、

(たとえ電話中に受信ファイルに関する説明を受けていたとしても、)後 日その受信フ

ァイルを参照したときに、誰からどのような用件でそのファイルを受信し、どのような作

業を行うべきなのか、を思い出すことは困難である。

０００3」 ファイル受信時の状況を忘れないために、例えば、次のような対策がなされてきた。

まず、通話中にファイルを受信したユーザが、ファイルについてメモを残すことが挙げ

られる。また、電話中にファイル送信する代わりに、別途、用件を記述したメールにフ

ァイルを添付して送信する方法も挙げられる。例えば、留守番電話録音機能と、電子

メール受信機能を備えた通信端末が、録音されたメッセージの再生の役に、受信メ

ールに添付された動画を続けて再生する機能を設けることが開示されている (例えば

、特開2００6 ０999 号公報参照 )。

０００ 」4 しかしながら、上記従来の技術では、留守番電話録音機能で録音されたメッセージ

と、受信メールに添付された動画とを関連付けるための機能は用意されていない。そ

のため、上記従来技術ではファイル受信時の状況を示す情報を記録するために、ユ

ーザによる余分な手数が必要であった。例えば、電話中にメモを記述するのは困難

であり余分な手数が必要となる。別途ファイルを添付したメールを送信する場合にも、



ファイル送信方法の変更や、メールへの用件の入力等の手数が必要となる。このょぅ

な電話にょる通話とファイル送信のょぅに、互いに関連する情報が、別々の通信ヂ一

タで送受信される場合に、それら別々の通信ヂ一タの関連付けの効率化が課題であ

った。

０００5」 なお、今後、P電話や光ネットワークなどのさらなる普及にょり、電話中にファイルを

受け取る等、関連する情報を異なる通信データでそれぞれ送受信する機会はさらに

増加すると考えられ、この課題は深刻化すると考えられる。

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００ 」6 本発明は、互いに関連する情報を異なる通信データでそれぞれ送受信する通信に

おいて、ュ一ザが余分な手数をかけることなく、それぞれ送受信された通信データを

効率ょく関連付け、容易に参照可能とするデータ連携システム、データ連携方法おょ

びデータ連携プログラムを提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

０００7」 本発明にかかるデータ連携システムは、通信端末が行ぅ通信の通信状態を表すヂ

一タと、前記通信における前記通信端末のュ一ザの相手ュ一ザを特定するデータと

を含む通信状態データを記録部へ記録する通信監視部と、前記通信データで示さ

れる通信において通信端末が送受信する第 通信ヂ一タを取得し、当該通信の通

信状熊ヂ一タに対応付けて前記記録部へ記録する通信ヂ一タ取得部と、前記第

通信ヂ一タ以外の第2通信データの通信を、前記複数のュ一ザの通信端末または

前記複数のュ一ザが使用する他の端末と行ぅデータ通信部と、受取データ連携部お

ょび送付データ連携部の少なくともいずれか一方とを備え、前記受取データ連携部

は、前記データ通信部が受信した第2通信データの送信元ュ一ザおょび送信先ュ
一ザを特定して前記通信状態データと比較することにょって、前記第2通信データの

ぅち通信中の相手ュ一ザから前記通信端末のュ一ザに対して送られたデータを受取

データとして抽出し、抽出した受取データを前記通信端末が行っている通信の第 通

信データと関連付けて、前記通信端末のュ一ザからアクセス可能な状態で前記記録

部に記録し、前記送付データ連携部は、前記データ通信部が送信しょぅとする第2通



信ヂ一タの送信元ュ一ザおよび送信先ュ一ザを特定して前記通信状態データと比

較することによって、前記データ通信部が送信しよぅとする第2通信データのぅち前記

通信端末のュ一ザから通信中の相手ュ一ザに対して送ろぅとするデータを送付デー

タとして抽出し、抽出した送付データを前記通信端末が行っている通信の第 通信デ

ータと関連付けて前記データ通信部へ送信させる。

」０００8 通信監視部により、監視対象の通信端末のュ一ザを含む複数のュ一ザ間で行わ

れる通信の通信状態を表すデータと、その通信における相手ュ一ザを特定するデー

タとが通信状態データとして記録部に記録される。そのため、通信状態データにより

、通話端末のュ一ザが通信中の相手ュ一ザが特定される。また、通信データ取得部

により、監視対象の通信端末が行ぅ通信において送受信される第 通信データが、そ

の通信の通信状態データと対応付けられて記録部に記録される。

」０００9 そのため、受取データ連携部は、この通信状態データと、データ通信部が受信した

第2通信ヂ一タの送信先ュ一ザおよび送信元ュ一ザとを比較することにより、通信中

に相手ュ一ザから通信端末のュ一ザに対して送られた受取データを抽出することが

できる。そして、受取データ連携部は、抽出した受取データと、通信端末が行ってい

る通信の第 通信ヂ一タとを関連付けて通信端末のュ一ザからアクセス可能な状熊

で記録部に記録する。そのため、通信端末のュ一ザは、相手ュ一ザから送られた受

取ヂ一タを参照する際には、その受取ヂ一タに関連付けられた第 通信ヂ一タも参

照することができる。すなわち、通信端末のュ一ザは、受取データとともに、その受取

ヂ一タを受信した時に行われていた相手ュ一ザとの通信における第 通信データも

参照することができる。

」００1０ 一方、送付データ連携部は、上記通信状態データと、データ通信部が送信しよぅと

する第2通信データの送信先ュ一ザおよび送信元ュ一ザとを比較することにより、通

信中に通信端末のュ一ザから相手ュ一ザに対して送ろぅとする送付データを抽出す

ることができる。送付データ連携部は、抽出した送付データを、その通信の第 通信

データと関連付けてデータ通信部に送信させる。そのため、相手ュ一ザには、第 通

信データに関連付けられた送付データが送信される。相手ュ一ザは、送信された送

付データを参照する際にほ、その送付データに関連付けられた第 通信データも参



照することができる。これにより、相手ュ一ザは、送付データとともに、その送付ヂ一タ

が送信 れた時に行われていた通信における第 通信データも参照することができる

」００11 このよぅに、通信端末ュ一ザおよび相手ュ一ザの双方が余分な手数をかけることな

く、通信中に相手ュ一ザから通信端末のュ一ザヘ送られた受取データ、または通信

端末のュ一ザから相手ュ一ザに送られた送付データに、その通信における第 通信

データが 自動的に関連付けられる。その結果、互いに関連する情報を、第 通信デ

ータと第2通信データのよぅに異なる通信データでそれぞれ送受信する通信におい

て、それぞれ送受信された通信データを効率よく関連付け、ュ一ザから容易に参照

可能とすることができる。

００ 」
12 本発明にかかるデータ連携システムは、前記通信端末内に、前記通信監視部と、

通信データ取得部と、データ通信部と、前記送付データ連携部とを少なくとも備え、

前記通信端末内に、前記通信端末のュ一ザから、第2通信データの送信指示の入

力を受け付けるュ一ザインタフェース部をさらに備える熊様とすることができる。前記

送付ヂ一タ連携部は、前記ュ一ザインタフェース部が受け付けた送信指示が示す第

2通信ヂ一タの送信先ュ一ザを特定し、当該送信先ュ一ザが、前記記録部に記録さ

れた前記通信状態データで示される、前記通信端末が行っている通信における相手

ュ一ザである場合に、前記第2通信データを送付データとして前記通信端末が行っ
ている通信の第 通信データと関連付けて前記ヂ一タ通信部へ送信させる態様とす

ることができる。

００13」 この構成により、ヂ一タ連記システムが設けられる通信端末のュ一ザは、例えば、

通信端末での通信中に相手ュ一ザへの送付データ送信の指示を、インターフェース

部を介して入カすることができる。そして、送付データ連携部により、通信端末が行っ
ている通信における相手ュ一ザに対して、その通信において送受信される第 通信

データが、通信端末のュ一ザに指示された送付データと関連付けられて、相手ュ一

ザに対して送信される。そのため、例えば、通信端末のュ一ザは、通信端末で通信

中の相手に対して、所望の送付データを送信することができる。さらにその際、送付

データは、通信中に送受信された第 通信データに関連付けられ送信される。その



ため、相手ュ一ザは、送信 れた送付ヂ一タとともに、送付ヂ一タ送信時に行われて

いた通信で送受信されていた第 通信ヂ一タへもアクセスすることができる。これによ

り、相手ュ一ザは、例えば、通信中に受信した送付データについてメモを残す等の

手間をかけなくても、送付データ送信時の第 通信データから、例えば、その通信の

状況等を思い出すことができる。

００ 」14 本発明にかかるデータ連携システムは、前記通信端末内に、前記通信監視部と、

前記通信データ取得部と、前記データ通信部と、前記受取データ連携部とを少なくと

も備え、前記通信端末内に、前記通信端末のュ一ザが、前記記録部に記録された

データにアクセスするためのュ一ザインタフェース部をさらに備える態様とすることが

できる。前記受取データ連携部は、前記データ通信部が受信した第2通信データの

送信元ュ一ザを特定し、当該送信元ュ一ザが、前記記録部に記録された前記通信

状態データで示される、前記通信端末が行っている通信における相手ュ一ザである

場合に、前記第2通信データを、受取ヂ一タとして前記通信端末が行っている通信

の第 通信データと関連付けて、前記ュ一ザインタフェース部を介して前記通信端末

のュ一ザがアクセス可能となるよぅに、前記記録部に記録する態様とすることができる

」００15 この構成により、通信端末が通信を行っている最中に、その通信における相手ュ一

ザから通信端末のュ一ザヘ送信された受取ヂ一タを受信した場合、受取データ連携

部によってその受取ヂ一タと、その通信において送受信された第 通信データとが関

連付けられて記録される。その際、受取データは、ュ一ザインタフェース部を介してア

クセス可能となるように、記録部へ記録される。そのため、通信端末のュ一ザは、ュ一

ザインタフェース部を介して、相手ュ一ザから受信した受取データにアクセスする際

に、その受取データを受信した時の通信において送受信されていた第 通信データ

にもアクセスできる。これにより、ュ一ザは、例えば、通信中に受信した受取データに

ついてメモを残す等の手間をかけなくても、受取データ受信時の第 通信データから

、例えば、その通信の状況等を思い出すことができる。

」００16 本発明にかかるデータ連携システムは、複数の通信端末間の通信を制御する通信

制御装置に接続されたサ一バに、前記通信監視部と、前記通信データ取得部と、前



記ヂ一タ通信部と、前記受取データ連携部とを少なくとも備える態様とすることができ

る。前記通信監視部は、前記通信制御装置から、前記複数の通信端末のュ一ザのぅ

ち少なくとも2のュ一ザ間での通信を検出し、検出した通信の通信状態を表すデータ

と、前記通信における双方のュ一ザを特定するデータとを通信状態データとして記

録部へ記録し、前記受取データ連携部は、前記データ通信部が受信した第2通信デ

ータの送信元ュ一ザおよび送信先ュ一ザが、前記記録部に記録された前記通信状

態データが示す、通信中の双方のュ一ザである場合、前記第2通信データを、受取

データとして前記通信の第 通信データと関連付けて、前記双方のュ一ザからアクセ

ス可能な状態で前記記録部に記録する態様とすることができる。

００17
」 上記構成において、通信監視部は、通信制御装置において制御される複数の通

信端末間の通信を検出し、検出した通信の通信状態および通信における双方のュ
一ザを表す通信状態データを記録する。そのため、記録部には、複数の通信端末に

おける通信の状態および、各通信における双方のュ一ザが通信状態データとして記

録される。これにより、受取データ連携部は、複数の通信端末間で行われている各通

信における双方のュ一ザを特定することができる。そのため、受取ヂ一タ連携部は、

少なくとも2つのュ一ザ間で通信が行われている時に、一方のュ一ザから他方のュ
一ザに対して送られる受取データをデータ通信部が受信した場合、受取データ連携

部によってその受取ヂ一タと、その通信において送受信された第 通信データとを関

連付けて記録することができる。その際、受取データは、その通信における双方のュ
一ザからアクセス可能となるよぅに、記録部へ記録される。そのため、双方のュ一ザは

、通信中に一方のュ一ザから他方のュ一ザヘ送られた受取データにアクセスする際

に、その受取データが送られた時の通信において送受信されていた第 通信データ

にもアクセスできる。これにより、双方のュ一ザは、例えば、通信中に受信した受取デ

ータについてメモを残す等の手間をかけなくても、関連付けられた第 通信データか

ら、例えば、その通信の状況等を思い出すことができる。

」００18 本発明にかかるデータ連携システムにおいて、前記送付データ連携部および前記

受取データ連携部は、前記第 通信データと、前記送付データまたは前記受取デー

タとをまとめて圧縮して つのファイルを生成することで、前記第 通信データと前記



送付ヂ一タまたは前記受取ヂ一タとを関連付けてもよい。

０ 」０19 これにより、第 通信ヂ一タと前記送付ヂ一タまたは前記受取データとは、 つのフ

ァイルとして扱われる。そのため、ファイルにアクセスしたュ一ザは、直接第 通信デ

ータにアクセス可能となるので、簡単に第 通信データを確認することができる。

００2０」 本発明にかかるデータ連携システムにおいて、前記送付データ連携部および前記

受取データ連携部は、前記第 通信データヘアクセスするための情報を、前記送付

データまたは前記受取データ内に書き込むかまたは、前記送付データまたは前記受

取データに付加することにより、前記第 通信データと前記送付データまたは前記受

取データとを関連付ける態様とすることができる。

００2 これにより、送付データまたは受取データのサイズを小さくすることができる。また、

この場合、送付データを送信する時点または受取データを記録する時点と、第 通信

データを記録する時点とほ必ずしも同じである必要がない。関連付けられる第 通信

ヂ一タの範囲が、送付ヂ一タを送信する時点または受取データを記録する時点によ

り制限されない。

００ 」22 本発明にかかるデータ連携システムにおいて、前記送付データ連携部および前記

受取ヂ一タ連携部は、前記第 通信ヂ一タの記録場所を示すヂ一タと、前記送付デ

ータまたは前記受取ヂ一タの記録場所を示すデータとを対応づけて記録する関連

付けデータを生成することによって、前記第 通信データと前記送付ヂ一タまたは前

記受取ヂ一タとを関連付ける態様とすることができる。

００23」 これにより、第 通信ヂ一タと前記送付ヂ一タまたは前記受取データとが異なる場

所に記録された状態で、これらを関連付けることができる。

００ 」24 本発明にかかるデータ連携システムにおいて、前記送付データ連携部および前記

受取データ連携部は、前記データ通信部が前記送付データを送信した時点、あるい

は前記データ通信部が前記受取データを受信した時点を基準として、前記送付デー

タまたは前記受取データに関連付ける第 通信データの範囲を決定する態様とする

ことができる。

００25 これにより、関連付ける第 通信データを必要となる可能性の高い箇所に絞り込み、

そのサイズを限定することができる。



００ 」26 本発明にかかるデータ連携システムにおいて、前記送付データ連携部および前記

受取ヂ一タ連携部は、前記通信端末のユーザまたは相手ユーザにより入力された指

示信号を検出し、前記指示信号に基づいて、前記送付ヂ一タまたは前記受取ヂ一

タに関連付ける第 通信データの範囲を決定する態様とすることができる。

００27」 ユーザにより入力された指示信号に基づいて、前記送付データまたは前記受取デ

ータに関連付ける第 通信データの範囲を決定することにより、ユーザの希望に添っ
た箇所の第 通信データを、前記送付データまたは前記受取データに関連付けるこ

とができる。また、前記送付データまたは前記受取データに関連付ける第 通信デー

タのサイズを限定することができる。

」００28 本発明にかかるデータ連携システムにおいて、前記第 通信データは、前記通信

端末による通信において送受信される音声データであり、前記送付データ連携部お

よび前記受取データ連携部は、前記第 通信データ中から無音区間を検出し、当該

無音区間を基準に、前記送付データまたは前記受取データに関連付ける第 通信

ヂ一タの範囲を決定する熊様とすることができる。

００29」 音声通信においては、無音区間は話題の切り替わるポイントとなることが多いので、

無音区間を基準に前記送付ヂ一タまたは前記受取ヂ一タに関連付ける第 通信ヂ

一タの範囲を決定することにより、適切な話題を含む可能性が高い第 通信データを

前記送付ヂ一タまたは前記受取ヂ一タに関連付けることができる。また、前記送付デ

ータまたは前記受取ヂ一タに関連付ける第 通信ヂ一タのサイズを限定することがで

きる。

」００3０ 本発明にかかるデータ連携方法は、コンピュータによるデータ連携方法であって、

前記コンピュータが備える通信監視部が、通信端末による通信の通信状態を表すデ

ータと、前記通信における前記通信端末のユーザの相手ユーザを特定するデータと

を含む通信状態データを前記コンピュータが備える記録部へ記録する工程と、前記

コンピュータが備える通信データ取得部が、前記通信状態データで示される通信に

おいて通信端末が送受信する第 通信データを取得し、当該通信の通信状態デー

タに対応付けて前記記録部へ記録する工程と、前記コンピュータが備えるデータ通

信部が、前記第 通信データ以外の第2通信データの通信を、前記複数のユーザの



通信端末または前記複数のユーザが使用する他の端末と行ぅ工程と、受取ヂ一タ連

携工程および送付ヂ一タ連携工程の少なくともいずれか一方とを含む。前記受取ヂ

一タ連携工程は、前記コンピュータが備える受取データ連携部が、前記データ通信

部が受信した第2通信データの送信元ユーザおよび送信先ユーザを特定して前記

通信状態データと比較することによって、前記第2通信データのぅち通信中の相手ユ

ーザから前記通信端末のユーザに対して送られたデータを受取データとして抽出し

、抽出した受取データを前記通信端末が行っている通信の第 通信データと関連付

けて、前記通信端末のユーザからアクセス可能な状態で前記記録部に記録するエ

程である。前記送付データ連携工程は、前記コンピュータが備える前記送付データ

連携部が、前記データ通信部が送信しよぅとする第2通信データの送信元ユーザお

よび送信先ユーザを特定して前記通信状態データと比較することによって、前記デ

ータ通信部が送信しよぅとする第2通信データのぅち通信中の相手ユーザに対して前

記通信端末のユーザから送ろぅとするデータを送付データとして抽出し、抽出した送

付ヂ一タを前記通信端末が行っている通信の第 通信ヂ一タと関連付けて前記ヂ

一タ通信部へ送信させる工程である。

本発明にかかるデータ連携プログラムは、コンピュータにデータ連携処理を実行

せるデータ連携プログラムであって、通信端末による通信の通信状態を表すデータと

、前記通信における前記通信端末のユーザの相手ユーザを特定するヂ一タとを含

む通信状熊ヂ一タを前記コンピュータが備える記録部へ記録する通信監視処理と、

前記通信状熊ヂ一タで示される通信において前記通信端末が送受信する第 通信

ヂ一タを取得し、当該通信の通信状態データに対応付けて前記記録部へ記録する

通信データ取得処理と、前記第 通信データ以外の第2通信データの通信を、前記

複数のユーザの通信端末または前記複数のユーザが使用する他の端末と行ぅデー

タ通信処理と、受取データ連携処理および送付データ連携処理の少なくとも一方と

をコンピュータに実行させる。前記受取データ連携処理は、前記データ通信処理で

受信した第2通信データの送信元ユーザおよび送信先ユーザを特定して前記通信

状態データと比較することによって、前記第2通信データのぅち通信中の相手ユーザ

から前記通信端末のユーザに対して送られたデータを受取データとして抽出し、抽



出した受取ヂ一タを前記通信端末が行っている通信の第 通信ヂ一タと関連付けて

、前記通信端末のュ一ザからアクセス可能な状態で前記記録部に記録する処理で

ある。前記送付ヂ一タ連携処理は、前記データ通信処理において送信しよぅとする

第2通信データの送信元ュ一ザおよび送信先ュ一ザを特定して前記通信状態デー

タと比較することによって、前記データ通信処理において送信しよぅとする第2通信デ

ータのぅち通信中の相手ュ一ザに対して前記通信端末のュ一ザから送ろぅとするデ

ータを送付データとして抽出し、抽出した送付データを前記通信端末が行っている

通信の第 通信データと関連付けて前記データ通信部へ送信させる処理である。

発明の効果

００3 」2 本発明によれば、互いに関連する情報を異なる通信データでそれぞれ送受信する

通信において、ュ一ザが余分な手数をかけることなく、それぞれ送受信された通信ヂ

一タを効率よく関連付け、容易に参照可能とすることができる。

図面の簡単な説明

００33] 図 図 は、第 の実施形態にかかるデータ連携システムを含芭システム全体の構

成を示す機能ブロッ夕図である。

図 」2A 図2 は、通話状態テーブルの例を示す図である。

図 」2 図2Bは、共有空間テーブルの例を示す図である。

図 」2C 図2Cは、通話者テーブルの例を示す図である。

図3」図3は、第 の実施形熊における通信監視部および共有空間生成部の動作例

を示すフローチヤートである。

図 」4 図4は、通話データ取得部の動作例を示すフローチヤートである。

図 」5 図5は、ファイルと、通話データとを関連付ける処理を示すフローチヤートである

図 」6A 図6 は、ヂ一タ通信端末 5aにおいて表示される画面の一例を示す図であ

る。

図 」6B 図6Bは、ファイル追加後に、データ通信端末 5aにおいて表示される画面の

一例を示す図である。

図7」図7は、第2の実施形態にかかるデータ連携システムを含芭システム全体の構



成を示す機能ブロック図である。

図8」図8は、第2の実施形熊における通話状熊テーブルの例を示す図である。

図9」図9は、第2の実施形熊においてデータ連携システムが、ファイルを受信し、通

話データと関連付けて記録する処理の例を示すフローチヤートである。

図 」1０図 ０は、第3の実施形態にかかるデータ連携システムを含芭システム全体の

構成を示す機能ブロッ夕図である。

図11 図 は、第3の実施形態にかかるデータ連携システムが、ファイルの送信指示

を受信し、通話データと関連付けて送信する処理の例を示すフローチャートである。

発明を実施するための最良の形態

００34」 以下において、本発明のより具体的な実施形熊について、図面を参照しながら詳

細に説明する。

００35] 第 の実施形態

(システム構成 )

図 は、本実施形態にかかるデータ連携システムを含むシステム全体の構成を示

す機能ブロック図である。データ連携システム は、電話網 における交換機7と、イ

ンタネット 3とに接続されている。電話網 は、通話端末 6a 6bを含む複数の通

話端末が接続されている。例えば、通話端末 6aは、交換機 7によって相手の通話

端末 6bへ接続され、通話端末 6a 6b間で通話が可能になる。電話網 は、例

えば、公衆交換電話網である。本実施形態では、一例として、通話者 と通話者Bが

、通話端末 6a 6bをそれぞれ用いて互いに通話を行ぅ場合について主に説明す

る。

００3 」6 交換機 7は、電話網 の通話を制御するとともに、データ連携システム へ、通話

状態を示す情報を送信する。交換機 7は、例えば、通話端末間の通話が確立すると

、その通話が確立したことを示す通話確立情報と、確立した通話の通話端末の電話

番号とを、ヂ一タ連携システム へ送信する。また、交換機 7は、通話が切断されると

、通話が切断されたことを示す通話切断情報をヂ一タ連携システム へ送信する。さ

らに、交換機 7は、通話時に通話端末間で送受信される通話データを取得してヂ一

タ連携システム へ渡す。なお、交換機 7は、通信制御装置の一例であり、電話網



で通話を制御する通話制御サ一バとして機能する。

００37」 インタネット 3には、データ通信端末 5a 5bが接続されている。データ通信端

末 5a 5bは、インタネット 3を介してデータ連携システム とファイルおよび電子メ

ールの送受信を行ぅ。このファイルの送受信には、例えば、 P S P等の

プロトコルが用いて行われるが、ファイル送受信のプロトコルは特に限定されない。デ

ータ通信端末 5a 5bには、例えば、Webブラウザおよび電子メールクライアントソ

フトがインストールされている。

００3 」8 本実施形態では、一例として、通話者 がデータ通信端末 5aを用い、通話者Bが

データ通信端末 5bを用いて、データ連携システム とファイルおよび電子メールを

送受信する場合について説明する。

００3 」9 なお、通話端末 6aとデータ通信端末 5aは、本実施形態のよぅに別々に設けられ

る必要はなく、 台の端末で両方の機能を備える構成であってもよい。例えば、デー

タ通信端末 5a 5bに、P電話の機能を実現するソフトウェアをインストールするこ

とにより、 台の端末に、通話機能と、ファイルおよび電子メールの送受信機能とを実

装することができる。また、通話端末、ヂ一夕通信端末の数も、図 に示すように2台

ずつに限定されない。

」００4０ ヂ一夕連携システム は、通信監視部2、共有空間生成部4、連携部 5、ヂ一夕通信

部6および記録部 9を備える。記録部 9には、例えば、通話状熊テーブル、通話デー

タフオルダ、通話者テーブル、共有空間テーブルおよび共有空間フオルダが記録さ

れる。

００4 通信監視部2は、交換機7から上述したような通話状態を示す情報を受信し、受信

した情報に基づいて通話状態テーブルを更新する。通話状態テーブルには、例えば

、交換機 7において制御される通話の通話状態を表すデータ、および各通話におけ

る双方の通話者を特定するデータが、通話ごとに記録される。

００ 」42 例えば、通話端末 6 a 6b間の通話が交換機7の機能を介して開始された場合、

通話端末 6aと通話端末 6bが通話中であることを示すデータと、双方の通話端末

6a 6bの通話者を識別するデータとが、通信監視部2によって通話状態テーブル

に記録される。



００43」 通話ヂ一タ取得部 3は、交換機 7で制御される通話において送受信 れる音声ヂ

一タを録音して、通話ヂ一タとして記録部 9の通話ヂ一タフオルダに記録する。通話

状熊テーブルには、通話データフオルダに記録された通話ヂ一タを、各通話におけ

る双方の通話者とを対応付けるための情報が記録される。通話データ取得部 3は、

回の通話につき、通話が確立されてから切断されるまでに送受信された全部の通話

データを記録してもよいし、その全部の通話データのぅち一部を記録してもよい。 回

の通話につき記録する通話データを、全部でなく一部に絞ることにより、通話データ

フオルダに記録されるデータのサイズを抑えることができる。 回の通話につき記録す

る通話データを絞る方法については後述する。

」００44 なお、本実施形態では、通信データの一例として、通話データ (音声データ)を挙

げて説明しているが、通信データは、通話データの他に、例えば、動画像データ、静

止画像または文字列データ等であってもよい。

」００45 図2 は、通話状熊テーブルの例を示す図である。図2 に示す通話状熊テーブル

には、通話ごとに、通話状熊、双方の通話者 、 それぞれの電話番号、および対応

する通話データの識別情報が記録されている。通信監視部2は、交換機7から通話

確立情報を受信すると、その通話における双方の通話者の電話番号を含むェントリ

を生成する。そのェントリには、通話状熊として「通話中」が記録され、通話データの

識別情報として、その通話において録音され通話データフオルダに記録された通話

ヂ一タを識別する情報が記録される。また、通信監視部2は、交換機 7から通話切断

情報を受信すると、その通話のェントリにおける通話状態を「切断」に更新する。なお

、図2 に示す例では、各通話における双方の通話者の電話番号が、双方の通話者

を特定する情報となっている。

」００46 共有空間生成部4は、通話状態テーブルで示される各通話における通話者が共有

するためのファイル共有空間を、記録部 9のファイル共有空間フオルダ内に生成する

。例えば、共有空間生成部4は、ファイル共有空間フオルダ内に、各通話に対応する

個別フオルダを、ファイル共有空間として作成する。ここで、ファイル共有空間は、デ

ータ通信端末がアクセス可能な論理的なメモリ領域である。本実施形態においては、

各通話のファイル共有空間は、ファイル共有空間フオルダ内にさらに作成される個別



フオルダである場合の例を説明するが、ファイル共有空間の形熊は、フオルダに限ら

れない。例えば、ヂィレクトリ、ファイルそのもの、Webぺ一ジ等、一定の論理的なメモ

り領域をファイル共有空間とすることができる。

００47」 共有空間生成部4は、通話ごとに生成したファイル共有空間を識別するための共有

空間 を生成する。共有空間生成部4は、記録部 9の共有空間テーブルに、共有空

間 と、その共有空間 で示されるファイル共有空間を共有する通話者を特定する

情報とを対応づけて記録する。

」００48 図2Bは、共有空間テーブルの例を示す図である。図2Bに示す例では、共有空間

テーブルは、共有空間 と、その共有空間 が示すファイル共有空間を共有する

双方の通話者 、 それぞれの電話番号とが記録されている。

」００49 データ通信部6は、データ通信端末 5a 5bからファイル共有空間へのファイル

のアップロードや、ファイル共有空間からデータ通信端末 5a 5bへのファイルのダ

ウンロードを可能にする。例えば、通話者 、Bは、データ通信端末 5a 5bのWeb

ブラウザにて、アップロード先のファイル共有空間を特定するための R と、アップロ

ードするファイルを特定する情報とを入カすることによって、ファイル共有空間ヘファ

イルをアップロードすることができる。

００5０」 共有空間生成部4は、生成したファイル共有空間に、双方の通話者 、Bがヂ一タ

通信端末 5a 5bを通じてアクセスできるよぅに、双方の通話者のデータ通信端末

5a 5bに対して、ファイル共有空間へのアクセス情報を送信する。共有空間生成

部4は、例えば、ファイル共有空間を特定するための R を、アクセス情報として送

信することができる。

００5 その際、共有空間生成部4は、アクセス情報を送信する先となる双方の通話者 、

Bのデータ通信端末 5a 5bを特定するために、上記共有空間テーブルと、記録

部 9に予め記録された通話者テーブルとを参照する。通話者テーブルには、通話状

態テーブルで特定される通話者と、その通話者が使用するデータ通信端末とを対応

付けるデータが記録される。例えば、通話者テーブルには、通話者の電話番号と、そ

の通話者のメールアドレスまたはュ一ザ 等が対応付けられて記録される。このよぅ

な通話者テーブルのデータは、例えば、予め、通話者がデータ通信端末 5a 5b



を通じて人カすることで記録される。

」００5 2 図2 C は、通話者テーブルの例を示す図である。図2 C に示す通話者テーブルには

、通話者を特定する電話番号と、その電話番号で特定される通話者のメールアドレス

とが対応付けられて記録されている。

００5 3」 例えば、共有空間生成部4は、共有空間 二 「S a e 0 」のファイル共有空間

を生成した場合、図2 Bに示す共有空間テーブルから、共有空間 二 「S a e

」のファイル共有空間にアクセスできる通話者の電話番号 「０００ 」、「０００2」を取得

する。共有空間生成部4 は、図2 Cに示す通話者テーブルから、その取得した電話番

号に対応するメールアドレス 「s a o ⑨ e a p e C o 」、「 a ag ⑨ e a p e C o 」

を得ることができる。これにより、ファイル共有空間へのアクセス情報 (例えば、ファイ

ル共有空間を特定するための R 等 ) を含芭メールを、双方の通話者のデータ通信

端末に送信することができる。その結果、双方の通話者は、データ通信端末からファ

イル共有空間へのファイルのアップロードまたは、ファイル共有空間からヂ一タ通信

端末へのファイルのダウンロードができるようになる。

」００5 4 ヂ一タ通信部6 は、例えば、ヂ一タ通信端末 5 aからファイル共有空間ヘアップロ

ードされるファイルと、ファイル共有空間を特定する R とを受信すると、その R

で特定されるファイル共有空間へ受信したファイルを記録する。また、データ通信部

6は、データ通信端末 5 bから、ファイル共有空間を特定する R と、ファイルのダウ

ンロード要求を受信すると、その R で特定されるファイル共有空間からヂ一タ通信

端末 5 bへ、そのファイルを送信する。なお、データ通信部6 は、ファイル共有空間を

特定する R の代わりに、ュ一ザ とパスワードのよぅなュ一ザを特定するための認

証データを受信し、これによってそのュ一ザがアクセスできるファイル共有空間を特

定してもよい。

００5 5」 連携部 5は、データ通信部6 がファイル共有空間ヘアップロードされたファイルを記

録した場合、記録されたファイルに関連付ける通話データを特定し、特定した通話デ

ータをファイルに関連付ける。連携部 5 は、共有空間テーブルおよび通話状態テー

ブルを参照することにより、ファイルに関連付ける通話データを特定する。これにより、

連携部 5は、ファイルがアップロードされたファイル共有空間に対応する通話であって



、通話状熊が通話中である通話の通話データを、関連付ける通話ヂ一タとして特定

することができる。

」００56 例えば、連携部 5は、共有空間テーブルを参照して、ファイルがアップロードされた

ファイル共有空間を共有する通話者を特定する。そして、連携部 5は、特定した通話

者により行われている通話の通話データを、通話状態テーブルを参照することにより

特定する。

００5 7」 連携部 5は、例えば、ファイルと通話データとを圧縮して つの圧縮ファイルとしてフ

ァイル共有空間に記録することで、両者を関連付けることができる。例えば、連携部 5

は、通話データとファイルとをファイル共有空間内に新たに設けた つのフオルダに

記録し、そのフオルダを圧縮して つの圧縮ファイルを生成することで、両者を関連付

けることができる。圧縮形式としては、例えば、Z P Z 等挙げられるが、本実施形

態において圧縮形式は特に限定されない。

００58」 ここで、例えば、通話者 、Bが通話端末 6a 6bをそれぞれ用いて通話している

最中に、通話者 がヂ一タ通信端末 5aを通じて、ファイル共有空間ヘファイルをア

ップロードする場合にっいて説明する。この場合、アップロードされたファイルは、通

話者 、 間の通話において送受信 れた通話データとまとめて っの圧縮ファイル
としてファイル共有空間に記録される。その後、通話者Bは、データ通信端末 5bを

通じて、ファイル共有空間から圧縮ファイルをダウンロードすることができる。通話者

は、例えば、データ通信端末 5bにおいて、ダウンロードした圧縮ファイルを解凍す

る。これにより、通話者 は、通話者 によりアップロードされたファイルと、アップロー

ド時の通話者 、B間の通話における通話ヂ一タとを参照することができる。

００59」 なお、連携部 5における関連付けの方法は、上述の圧縮する方法に限られない。連

携部 5は、例えば、ファイル共有空間にアップロードされたファイルの記録場所を示

す情報と、対応する通話データの記録場所を示す情報とを関連付けて記録した関連

テーブル (図示せず) を、記録部 9に記録することにより、両者を関連付けることもでき

る。この場合、例えば、データ通信部6は、データ通信端末 5aからファイル共有空

間にアップロードされたファイルを、データ通信端末 5bヘダウンロードする際に、上

記関連テーブルを参照し、対応する通話データもデータ通信端末 5bヘダウンロー



ドすることができる。これにより、通話者Bが通話者 によりアップロードされたファイル

をデータ通信端末 5bヘダウンロードした場合には、そのファイルのアップロード時

の通話データもデータ通信端末 5bヘダウンロードされる。

」００6０ また、関連付けの他の例として、連携部 5は、ファイル共有空間にアップロードされ

たファイルに、対応する通話データヘアクセスするための情報を書き込んでもよい。こ

の場合、通話データフオルダ内の各通話データは、例えば、データ通信端末 a、

5bのWebブラウザで R を指定することにより、インタネット 3経由でアクセスできる

よぅに記録される。連携部 5は、通話データフオルダ内の通話データにアクセスするた

めの R を、ファイル共有空間にアップロードされたファイルに書き込むことで、通話

ヂ一夕とファイルとを関連付けることができる。例えば、通話者 が、ファイル共有空間

からデータ通信端末 5bヘファイルをダウンロードした場合、データ通信端末 5bに

おいて、ファイルに書き込まれた を、Webブラウザで指定することにより、そのフ

ァイルに関連付けられた通話ヂ一夕にアクセスすることができる。

００6 なお、連携部 5は、通話ヂ一夕にアクセスするための R をアップロードされたファ

イルに書き込む代わりに、アップロードされたファイルを、 R を含むテキストファイル

とまとめて つの圧縮ファイルとしてもよい。また、ヂ一夕通信部6が、ファイル共有空

間のファイルをダウンロードする際に、関連付けられた通話データヘアクセスするた

めの R を記載したファイルをダウンロードするよぅにしてもよい。

」００62 なお、連携部 5による関連付け処理は、通話者 、 が、ファイル共有空間のファイ

ルにアクセスすることにより、対応する通話データにもアクセスできるような状態にでき

る処理であればよく、上記の例に限られない。

００63 なお、共有空間生成部4は、例えば、ファイル共有空間にアップロードされたファイ

ルが、ダウンロードされた場合にファイル共有空間を削除してもよい。また、共有空間

生成部4は、通話者 または から明示的にファイル共有空間を削除する指示を受け

付けて、指示に基づいて削除してもよい。あるいは、共有空間生成部4は、通話者

、Bがアップロードファイルを確認するのに十分と考えられる程度の一定時時間が経

過した後に削除してもよい。このよぅに、ファイル共有空間を削除するタイミングは任

意である。



」００64 上記のデータ連携システム は、例えば、パーソナルコンピュータ、サ一バ等のコン

ピュータにより構成される。通信監視部2、通話データ取得部 3、共有空間生成部4、

連携部 5、ヂ一タ通信部6の機能は、コンピュータが備える P が所定のプログラム

を実行することで実現することができる。また、記録部 9は、コンピュータが備える記録

媒体またはコンピュータがアクセス可能な記録媒体により具現化される。記録媒体は

、例えば、ハードディスク、半導体メモリ、フレキシブルディスクまたは 等であり、

その種類は限定されない。

００65」 なお、データ連携システム の構成は、図 に示す構成に限られない。例えば、デ

ータ連携システム は、必ずしも 台のコンピュータ上に構築される必要はなく、デー

タ連携システム の機能が複数のコンピュータに分散して構成されてもよい。また、記

録部 9は、 台の記録装置で構成される必要はなく、例えば、共有空間フオルダは、

データ連携システム を構成するコンピュータからアクセス可能な別の記録装置に記

録されてもよい。

００66] (ヂ一タ連携システム の動作例)

ファイル共有空間生成および削除処理の例」

図3は、本実施形態における通信監視部2および共有空間生成部4の動作例を示

すフローチヤートである。図3に示す例において、通信監視部2は、交換機 7からの通

知を検出した場合 (O で es)、その通知が、通話確立の通知か否かを判断する (

2)

００67」 その通知が、例えば、通話端末 6a 6b間の通話確立の通知であった場合 ( P

2で es) 、通信監視部2は、その確立された通話における双方の通話端末 6 a 6b

の電話番号、および「通話中」を表すデータを含むェントリを通話状態テーブルに生

成する ( p3) 。例えば、通話端末 6a 6bの電話番号がそれぞれ「０００ 」、「０００

2」の場合、図2 に示す通話状態テーブルの例のよぅに、電話番号 「０００ 」および「

０００2」と、「通話中」を含芭エントリが生成される。

００68」 そして、共有空間生成部4が、確立した通話における双方の通話者 、 が共有す

るためのファイル共有空間を、記録部 9の共有空間フオルダに生成する ( 4)。共

有空間生成部4は、例えば、記録部 9の共有空間フオルダ内にファイル共有空間とし



て、通話者 、 がアクセス可能な個別フオルダを生成する。さらに、共有空間生成

部4は、生成したファイル共有空間を識別するための共有空間 を、新たに生成す

る。そして、共有空間生成部4は、その共有空間 と、双方の通話端末 6 a 6bの

電話番号とでェントリを生成し、共有空間テーブルに追加する。

」００69 例えば、共有空間 が 「s a e 」とすると、図2Bに示すよぅに、電話番号「０００
」「０００2」および共有空間 「s a e 」を含芭エントリが追加される。これにより、

新たに生成されたファイル共有空間と、そのファイル共有空間を共有する通話者 、

Bとを対応付けたデータが共有空間テーブルに追加される。

００7０」 次に、共有空間生成部4は、通話者 、 に対して、ファイル共有空間にアクセスす

るためのアクセス情報を送信する ( p5) 。例えば、共有空間生成部4は、図2Cに示

すよぅな通話者テーブルを参照して、電話番号「０００ 」「０００2」にそれぞれ対応する

メールアドレス 「s a o ⑨ e a p e Co 」、「 a ag ⑨ e a p e Co 」を取得する。

００7 共有空間生成部4は、取得したこれらのメールアドレスをあて先として、ファイル共

有空間ヘアクセスするための情報 (例えば、ファイル共有空間を特定する R 等) を

含むメールを送信する。これにより、ファイル共有空間へのアクセス情報を含むメール

を、例えば、双方の通話者 、Bに対して送信することができる。通話者 、 は、例え

ば、ヂ一夕通信端末 5 a 5bを用いてそれらメールを受信する。これにより、双方の

通話者 、 は、データ通信端末 5a 5bから、ファイル共有空間ヘアクセスできる

よぅになる。

００7 」2 通信監視部 2は、通話データ取得部 3に、通話端末 6 a 6b間で確立した通話に

おいて送受信 れる音声ヂ一夕を録音して、通話ヂ一夕として記録する処理を開始

するよぅに指示する ( p6) 。録音処理の詳細については、後述する。

００7 3」 一方、 p2において、交換機 7から受け取った通知が、通話確立の通知でない( o

) と判断された場合、通信監視部2は、その通知が通話切断の通知か否かを判断す

る ( p7)

００7 」4 その通知が通話切断の通知である場合 ( p7で es)、通信監視部2は、切断され

た通話における双方の通話端末の電話番号で、通話状態テーブルを検索する ( P

8)。検索の結果、その切断された通話における双方の通話端末の電話番号を含む



ェントリが通話状態テーブルに存在しない場合 ( gで o)、通信監視部2は、通知

待ち状態 ( P )へ戻る。

」００75 検索の結果、その切断された通話における双方の通話端末の電話番号を含むェ
ノトリが通話状態テーブルに存在する場合 ( gで es)、そのェントリの通話状態を「

切断」に更新する ( P )

００7 」6 また、通信監視部2は、切断された通話の音声ヂ一タを録音する処理を終了するよ

ぅに、通話データ取得部 3に指示する ( P )

００77」 図3に示したフローチヤートの処理により、通話が確立された場合に、ファイル共有

空間が生成され、通話者のファイル共有空間ヘアクセスが可能になるとともに、通話

ヂ一タの記録が開始される。また、通話が切断された場合に、通話データの記録が

終了する。なお、図3に示した処理は一例であり、通信監視部2および共有空間生成

部4の動作は、これに限られない。

００78] 録音処理の例

次に、本実施形態における通話データ取得部 3の動作例にっいて図4を参照しな

がら説明する。

」００79 図4に示す例において、通話ヂ一タ取得部 3は、通信監視部2から通話データの録

音開始指示を受けた場合に( P で es)、バッファに格納された通話ヂ一タをクリ

アし( P ０2) 、録音処理を開始する ( P ０3)。ここで、通信監視部2が開始指示を

出す場合、録音対象の通話における双方の通話端末 6a 6bの電話番号も通話

ヂ一タ取得部 3に通知する。これにより、通話ヂ一タ取得部 3は、通話ヂ一タを取得

する対象の通話を特定することができる。

００8０ O ０3では、通話データ取得部 3は、録音対象の通話において通話端末 6a、

6b間で送受信される音声データを交換機 7から取得し、通話データとしてバッファに

順次記録していく。

００8 バッファに記録される通話データのザイズが予め決められた所定ザイズを超えた場

合 ( P ０4で es)、通話データ取得部 3は、超えた分だけ、通話データの先頭部分

を削除する ( P ０5 )。例えば、通話データ取得部 3は、前記所定ザイズの O (f

s f s O )のキューバッファに順次通話データを格納していくことで、 p



4、 5の処理を実現することができる。

」００82 これにより、予め決められた所定のサイズに相当する量の通話データが常にバッフ

ァに記録されることになる。また、最新の時点から一定時間遡った時点までの通話に

おける音声データがバッファに録音されることになる。すなわち、常に最新の通話デ

ータが一定時間分バッファに記録される。

００83」 録音対象の通話に対応するファイル共有空間へのファイルのアップロードが発生し

た場合 ( P ０6で es)、通話データ取得部 3は、その時点でバッファに格納されて

いる通話データを、通話データフオルダに記録する ( P ０7)。これにより、ファイル

アップロードの発生時点から一定時間遡った時点までの通話における音声データが

、通話データとして通話データフオルダに記録される。

」００84 通話データ取得部 3は、通話データフオルダに通話データを記録した場合、その通

話データの識別情報を、通話状態テーブルに対応する通信の通信者を特定するデ

ータと対応付けて記録する。例えば、録音対象の通話が、電話番号 「０００ 」の通話

端末 6aと「０００2」の通話端末 6bとの通話であり、通話ヂ一タフオルダに記録され

たその通話の通話ヂ一夕の識別情報が 「０００ ０００2 a 」である場合、通話デ

ータ取得部 3は、図2 に示すように、電話番号 「０００ 」「０００2」のェントリの通話デ

ータ識別情報として「０００ ０００2 a 」を記録する。

」００85 なお、通話データ取得部 3は、例えば、データ通信部6からファイルアップロードの

発生の通知を受けることにより、ファイルアップロードの発生を検出することができる。

」００86 また、 回の通話において、ファイルアップロードが複数回発生した場合は、複数回

のアップロードそれぞれの時点における通話ヂ一夕が通話データフオルダに記録さ

れてもよいし、アップロード発生の度に、通話データフオルダの通話データが上書き

されてもよい。

００87」 図4に示した処理により、ファイルアップロード時点を基準として絞り込まれた通話デ

ータが通話データフオルダに記録される。なお、通話データを通話データフオルダに

記録するタイミングは、ファイルアップロード時点に限られない。例えば、通話データ

を通話データフオルダに記録するタイミングは、ファイルアップロード時点から一定時

間経過後でもよレセ、ファイルのダウンロード時点でもよい。また、連携部 5が、通話



ヂ一タをファイルと関連付ける際に、通話データの記録を通話ヂ一タ取得部 3に対し

て指示してもよい。

」００88 なお、図4に示した処理は一例であり、通話データ取得部 3による通話の録音処理

は、これに限られない。例えば、通話データフオルダに記録する通話データの範囲を

限定するための処理は、上記 p ０4 O ０5のよぅに、バッファの通話データが所

定ザイズを超えた場合に、先頭部分の通話データを削除する処理に限られない。

」００89 通信監視部2は、例えば、 ０4 Op ０5の処理に代えて、通話端末 6aまたは

6bからの録音開始指示信号を受信した場合に、それまで、記録した通話データを

通話データからバッファから削除するよぅにしてもよい。これにより、ュ一ザが、通話端

末 6a 6bを通じて録音開始を指示することができる。また、 ０6 Op ０7の処

理に代えて、通信監視部2は、録音終了指示信号を受信した場合に、バッファの通

話データを、通話データフオルダヘ記録するよぅにしてもよい。これにより、ュ一ザが、

通話端末 6a 6bを通じて録音終了時点を指示することができる。

００9０」 録音開示指示信号として、例えば、通話端末から発信されたPB (P s o )

音が挙げられる。P 音とは、通話者が、通話中に通話端末を操作することによって

送信する信号の一種である。例えば、通話者が通話中に電話機のボタンを押すこと

で発信される。P 音は、PB信号またはト一 ィノ言号と呼ばれることもある。

００9 また別の例として、通信監視部2は、 ０4 O ０5の処理に代えて、通話ヂ一

タ中で、無音区間を検出した場合に、その無音区間の前の部分の通話データを、バ

ッファから削除するようにしてもよい。これにより、無音区間の後の通話を通話ヂ一タ

フオルダに記録することができる。一般的に、無音区間で話題が切り替わる可能性が

高いため、無音区間の後の通話のみを録音することで、不要な話題の通話を省略し

て通話データのサイズを小さくすることができる。無音区間の検出の方法としては、例

えば、音声レベルが所定レベル以下の区間を無音区間として検出する方法や、その

他公知の音声認識技術における方法を用いることができる。

」００92 また、通信監視部2は、 p ０6 7の処理に代えて、通話データ中で、無音

区間を検出した場合に、バッファの通話データを、通話データフオルダヘ記録しても

よい。これにより、無音区間の前の通話データが通話データフオルダに記録される。



００9 3] ファイルと通話データの関連付け処理の例

図5は、連携部 5が、ファイル共有空間ヘアップロードされたファイルと、通話ヂ一タ

フオルダ内の対応する通話ヂ一タとを関連付ける処理を示すフローチヤートである。

ここでは一例として、図3に示した処理の 4で生成されたファイル共有空間に、ファ

イルがアップロードされる場合について説明する。すなわち、通話者 、Bによる通話

端末 6 a 6 b間の通話が確立され、この通話に対応するファイル共有空間が生成

された後、その通話の継続中に、通話者 がデータ通信端末 5 aからファイルをアッ

プロードした場合の連携部 5およびデータ通信部6の処理について説明する。

」００94 データ通信部6は、図3の p 3で生成されたファイル共有空間へのファイルのアッ

プロードを受け付ける ( p 3 ) 。例えば、通話者 は、図3の p5において共有空間

生成部4から通知された R (通話者 、 のファイル共有空間を特定するための

R )を、データ通信端末 5 aのWeb ブラウザに指定してファイルを送信させる。これ

により、通話者 は、ファイル共有空間にファイルをアップロードすることができる。上

記 R には、例えば、ファイル共有空間を特定するための共有空間 が含まれて

いる。

」００9 5 ヂ一タ通信部6が、このよぅなファイル共有空間へのファイルのアップロードを受け

付けると、連携部 5は、アップロードされたファイルと、指定された R とをヂ一タ通

信部6から取得する ( 32)。また、データ通信部6は、通話ヂ一タ取得部 3 に、ファ

イルアップロードの発生を通知する。これにより、図4の 6でファイルアップロー

ドが検出される。

」００9 6 連携部 5は、データ通信部6から取得した R からファイル共有空間の共有空間1

を抽出し、共有空間テーブルを参照して、その共有空間 に対応する双方の通話

者を特定する。これにより、連携部 5は、アップロードされたファイルの送信元および

送信先の通話者 、 を特定することになる ( 33)

００9 7
」 そして、連携部 5は、特定された通話者 、 が現在行っている通信を、通話状態テ

ーブルによって特定し、さらに、その通信の通話データを記録部 9の通話データフオ

ルダから取得する ( p34)

」００9 8 例えば、共有空間 二 「S a e 0 」の場合、連携部 5は、図2 に示す共有空間



テーブルを参照し、双方の通話者 、Bの電話番号 「０００ 」、「０００2」を得る。連携

部5は、図2 に示す通話状熊テーブルを参照し、これらの電話番号 「０００ 」、「０００

2」の通話者により行われている (通話状熊二 「通話中」)通話の通話データ識別情報

「０００ ０００2 a 」を取得する。連携部5は、「０００ ０００2 a 」で特定され

る通話データを通話データフオルダから取得する ( 34で es)。なお、通話状態テ

ーブルに「０００ 」、「０００2」を含芭エントリが存在しない場合 ( 34で o)、連携部

5は、通話データの取得はしない。

」００99 そして、連携部5は、 32で取得したアップロードされたファイルと、 p34 で取得

した通話データとを関連付ける ( p35) 。連携部5は、例えば、通話データとファイル
とを つのフオルダに記録し、そのフオルダを圧縮して つの圧縮ファイルを生成する

」０1００ 連携部5は、圧縮ファイルをファイル共有空間へ記録する ( 36)。これにより、ア

ップロードされたファイルは、通話データと関連付けられてファイル共有空間に記録さ

れる。その結果、通話者 、Bは、データ通信端末 5a 5bを用いて、ファイル共有

空間に記録された圧縮ファイルにアクセスすることが可能になる。

０1０ ここで、連携部5は、圧縮ファイルにより、通話データとファイルとを関連付ける処理

に代えて、上述した他の関連付け処理を行ってもよい。また、連携部5は、圧縮ファイ

ルをファイル共有空間に記録する処理に加えて、圧縮ファイルを通話者Bのヂ一タ

通信端末 5bへ送信するように、ヂ一タ通信部6に指示してもよい。これにより、通話

者 のデータ通信端末 5aからヂ一タ連携システム へ送信 れたファイルが、通話

ヂ一タと関連付けられて、通話者 のヂ一タ通信端末 5bへ送信される。

」０1０2 このよぅに、図5に示した処理により、ファイルがファイル共有空間ヘアップロードさ

れると、そのファイルは、アップロード時に行われていた通話の通話データと関連付

けられてファイル共有空間に記録される。これにより、双方の通話者 、Bが余計な手

間をかけることなく、ファイルアップロード時の状況 (コンテキスト) を示すデータが、通

話データとしてファイルに関連付けられて自動的に記録される。

００3 (画面表示例)

ここで、通話者 が、データ通信端末 5aにおいて、ファイル共有空間ヘファイルを



アップロードする際に表示される画面の例を説明する。図6 は、ヂ一夕通信端末 5

aのWebブラウザにおいて、通話者 が、メールで送られてきた R を指定しファイ

ル共有空間にアクセスした場合に表示される画面の一例を示す図である。

」０1０4 図6 に示す画面には、 R 入カエリア5 、内容表示エリア5 3、タイトル入カエリ

ア5 5、ファイル名入カエリア56、登録ボ久ノ5 7が表示されている。通話者 は、例え

ば、 R 入カエリア5 に、メールで送られてきた R を入力することにより、通話者

、 のためのファイル共有空間内ヘアクセスすることができる。内容表示エリア5 3に

は、ファイル共有空間にすでにアップロードされたファイルが表示される。図6 に示

す例では、ファイル共有空間にファイルが存在しない場合なので、「共有ファイルはあ

りません」と表示されている。

０1０5」 また、通話者 は、ファイル共有空間にファイルをアップロードしたい場合、例えば、

タイトル入カエリア5 5にタイトルを、ファイル名入カエリア56にアップロードしたいファ

イルのファイル名を入力し、登録ボタン5 7をクリックする。

」０1０6 登録ボタン5 7がクリックされると、Webブラウザは、例えば、 プロトコルの

S メソッドにより、タイトル入カエリア5 5に入力されたタイトル「旅行の写真」と、ファイ

ル名入カエリア56に入力されたファイル名 「 a e 」のファイルを、ファイル共有

空間の示す所定の R へ送信する。

０1０7」 この例では、ヂ一夕連携システム にファイル、タイトルおよび R が送信 れる。

ヂ一夕連携システム においては、データ通信部6が、ファイルおよびタイトルおよび

R を受信し、例えば、図5に示した処理が実行 れる。そして、通話者 がアップロ

ードしたファイルは、上述したよぅに、連携部 5によって通話ヂ一夕と関連付けられて

ファイル共有空間へ記録される。

」０1０8 図6Bは、図6 に示す画面において登録ボ久ノがクリックされ、ファイルがアップロ

ードされた後に、内容表示エリア5 5の表示を更新した場合のWebブラウザの画面例

を示す図である。図6 に示す例では、アップロードされたファイルのタイトル「旅行の

写真」とザムネイルが表示されている。

００9 タイトル「旅行の写真」にはリンクが設定されてもよい。例えば、「旅行の写真」をクリ

ックすると、共有空間ヘアップロードされたファイル「 a e 」とそのファイルに関



連付けられた通話データがダウンロードされるように設定されてもよい。また、例えば

、このようなファイルへのリンクの隣に、ファイルに関連付けられた通話データへのリン

クが設けられてもよい。

」０11０ 以上のようにして、通話者 は、データ通信端末 5aを用いてファイル共有空間に

アクセスすることができる。他方の通話者Bも同様にして、データ通信端末 5bを用い

てファイル共有空間にアクセスすることができる。そして、通話者 または通話者 が

ファイル共有空間ヘアップロードしたファイルには、連携部5により、通話者 と通話

者Bとの通話における通話データが関連付けられる。その後、通話者 および通話

者Bは、ファイル共有空間にアップロードされたファイルと、そのファイルに関連付けら

れた通話データに、データ通信端末 5a 5bを用いてアクセスすることができる。な

お、図6 、 に示す画面は一例であって、画面の表示態様はこれらに限られない。

」1 第2の実施形態

(システム構成 )

図7は、本実施形態にかかるデータ連携システムを含むシステム全体の構成を示

す機能ブロック図である。図7に示すヂ一夕連携システム2 は、ネットワーク 3aに接

続された通信端末 6cの内部に設けられるシステムである。通信端末 6cは、例えば

、パーソナルコンピュータのような汎用コンピュータに、ソフトフオン等の電話機能を実

現するためのソフトウエアをインストールしたものであってもよいし、コンピュータが内

蔵された電話機でもよい。

」０112 通信端末 6cには、電話機能部2０とヂ一夕連携システム2 とが含まれる。電話機

能部2０は、例えば、通信端末 6eまたは 6d等とのネットワーク 3aを介した通話を

可能にする機能であり、公知の電話技術により実現される。

０113」 データ連携システム2 は、通信監視部22、通話データ取得部23、連携部25、デ

ータ通信部26、ユーザインタフェース部27および記録部29を備える。通信監視部2

2、通話データ取得部23、連携部25、データ通信部26、ユーザインタフェース部27

の各機能部は、通信端末 6cのコンピュータが備える P が所定のプログラムを実

行することで実現することができる。また、記録部29は、コンピュータが備える記録媒

体またはコンピュータがアクセス可能な記録媒体により具現化される。



０114」 通信監視部2 2は、電話機能部2０の通話状況を監視する。例えば、通信監視部2 2

は、電話機能部2０による他の通信端末 6 dまたは 6 eとの通話の開始および終了を

検出し、検出結果に基づいて通話状熊テーブルを更新する。通信監視部2 2は、通

話状態テーブルには、例えば、電話機能部2０が行ぅ通話の通話状態を表すデータ

、および電話機能部2０が行ぅ通話における相手の通話者 (以下、通話相手と称する

) を特定するデータが記録される。

０115 また、通信監視部2 2は、電話機能部2０による他の通信端末 6 dまたは 6 e との通

話の開始を検出すると、通話データ取得部2 3に対して通話データの録音開始を指

示し、通話の終了を検出すると録音終了を指示する。

０ 」116 通話データ取得部23は、電話機能部2０が他の通信端末と行ぅ通話において送受

信される音声データを録音して、通話データとして記録部 9の通話データフオルダに

記録する。通話状態テーブルには、通話データフオルダに記録された通話データを

、通話相手を特定するデータと対応付けるための情報が記録される。

０117」 通話ヂ一タ取得部23は、上記第 の実施形態における通話ヂ一タ取得部 3と同様

に録音処理を行ぅことができる。例えば、通話データ取得部2 3は、通信監視部22か

ら録音開始の指示を受けると、通話ヂ一タをバッファに記録する処理を開始し、後述

するよぅに、ヂ一タ通信部26が、その通話データの通話における通話相手からファイ

ルを受信した時点で、通話ヂ一タフオルダにバッファの通話データを記録してもよい

０118」 通信監視部2 2は、電話機能部2０が行ぅ通話の通話相手の電話番号と、その通話

の通話データの識別情報とを、互いに対応付けて通話状熊テーブルに記録する。通

話状態テーブルに記録される通話相手を特定するためのデータは、例えば、通話相

手の電話番号等のよぅに、通話相手の通信端末を識別するためのデータであっても

よい。

０119」 図8は、本実施形態における通話状態テーブルに記録されるデータの例を示す図

である。図8に示す例では、通話状態テーブルは、通話ごとに、通話状態、通話相手

の電話番号、および通話データの識別情報が記録されている。通信監視部2 2は、

電話機能部2０が他の通信端末 (例えば、通信端末 6 d) との通話を開始すると、そ



の通話における相手方の通信端末 6 dの電話番号を含むェントリを通話状態テーブ

ルに生成する。そのェントリには、通話状態として「通話中」が、通話データの識別情

報として記録される。また、その通話において録音されて通話ヂ一タフオルダに記録

された通話データを識別する情報もそのェントリに記録される。通信監視部2 2は、電

話機能部2０が通話を終了すると、その通話のェントリにおける通話状態を「切断」に

更新する。

０12０」 なお、図8に示す例では、通話相手を特定するデータが、通話相手の通信端末の

電話番号となっているが、これは電話番号に限られず、例えば、通話相手のメールア

ドレス等であってもよい。

０12 データ通信部26は、他の通信端末 (例えば、通信端末 6 dまたは 6e) から通信端

末 6 cに対して送信されたファイルを受信する。データ通信部26は、一例として、 1

P、 TPまたは P等のプロトコルを用いて、ネットワー夕 3 aを介して、他の通信

端末 6 d 6eとのファイルの通信を行う。なお、データ通信部26が用いるプロトコル

は、必ずしも、電話機能部2０の通話に用いられるプロトコルと異なるプロトコルである

必要はない。また、例えば、電話機能部2０がソフトフオンにより実現される場合等に

は、データ通信部26は電話機能部2０の一機能として実装されてもよい。

」０122 例えば、ヂ一夕通信部26は、通信状熊テーブルから通話中の通話相手を特定す

る情報を取得して、通話相手が使用する通信端末とファイルの送受信を行ぅことがで

きる。

０123」 例えば、電話機能部2０が Pを用いて通話のセッションを開始した場合、ヂ一夕通

信部26も同様に Pを使ってその通話における通話相手とファイルの送受信をする

ためのセッションを生成することができる。また、例えば、通話状態テーブルにおいて

通話相手が Pアドレスで特定される場合、データ通信部26は、通信状態テーブルか

ら通話中の通信相手の Pアドレスを取得し、その Pアドレスの通信端末と、 Pを用

いてファイルを送受信することもできる。

」０124 また、データ通信部26は、 等を用いてファイルを所定のサ一バにアップロー

ドし、アップロードしたファイルにアクセスするための R を、通話相手の通信端末に

送信してもよい。さらに、データ通信部26は、通話相手のメールアドレスがわかって



いる場合は、メールによりファイルの送受信を行ぅことができる。

０ 25 連携部2 5は、電話機能部2０が他の通信端末と通話している時に、データ通信部2

6がその通話の通話相手から送られたファイルを受信した場合に、そのファイルと、そ

の通話中に録音された通話データとを関連付けて記録部 2 9に記録する。

」０126 このとき、連携部 2 5は、データ通信部 2 6が受信したファイルは、通話相手の通信

端末から送信されたものか否かを判断する必要がある。連携部 2 5は、この判断を、

上記通話状態テーブルを参照して通話中の通話相手の情報を取得し、この情報を

基に行ぅことができる。例えば、連携部 2 5は、通話状態テーブルから通話中の通話

相手の電話番号を取得し、この電話番号が、データ通信部 2 6が受信したファイルの

送信元の電話番号と同じか否かを判断してもよい。

０127」 なお、ファイルの送信元を特定する情報は、電話番号に限られない。例えば、メー

ルアドレス等であってもよい。この場合、例えば、連携部25は、上記第 の実施形態

において図2Cに示した通話者テーブルを参照することにより、送信元のメールアドレ

スに対応する電話番号を取得し、この電話番号を通話中の通話相手の電話番号と

比較することができる。

」０128 連携部 2 5によるファイルと通話ヂ一タとの関連付けの方法としては、上記第 の実

施形熊と同様に、ファイルと通話データとを つのファイルとして圧縮して記録する方

法、それぞれの記録位置を示す情報を対応付けて記録する方法、ファイルにアクセ

スするための情報をファイルに含めるかまたは付加する方法等が挙げられる。

」０129 ュ一ザインタフェース部2 7は、通信端末 6 cが備える入カヂバイス (例えば、キー

ボード、ポインティングヂバイス、ボタン等)を介して人力されたュ一ザからの入力を

受け付け、通信端末 6 cが備える出力部 (ディスプレイ、スピーヵ等) を介してュ一ザ

に対して情報を提示する機能を有する。通信端末 6 cのュ一ザは、ュ一ザインタフェ
ース部 2 7を通じて、記録部に記録されたファイルおよび関連付けられた通話データ

を参照することができる。

０13０] (データ連携システム2 の動作例)

次に、データ連携システム2 の動作例を説明する。図9は、データ連携システム2

が、ファイルを受信し、通話データと関連付けて記録する処理の例を示すフローチヤ



一トである。

０13 図9 に示す処理において、ヂ一タ通信部 2 6が、通信端末 6 cの外部からファイル

を受信すると( 4 で es) 、連携部 2 5は、ファイル送信元が、電話機能部 2０が現

在行っている通話の通話相手の通信端末か否かを判断する ( 4 2)

」０132 例えば、データ通信部 2 6が受信したファイルの送信元が電話番号「０００ 」で特定

されている場合、連携部 2 5は、図8 に示す通話状態テーブルを参照し、「通話中」の

ェントリの通話相手を参照する。この場合、通話相手は「０００ 」であり、ファイルの送

信元と一致するので、ファイル送信元は電話機能部 2０が現在行っている通話の通

話相手の通信端末であると判断される ( p42 で es)

０133 」 なお、ファイル受信時に、通話状態テーブルに通話中のェントリが記録されていな

い場合や、通話状態テーブルに記録された通話相手の電話番号とファイル送信元と

が異なる場合は、ファイル送信元は電話機能部 2０が現在行っている通話の通話相

手の通信端末とは異なると判断される ( 4 2で o)

０134] 42で esと判断された場合は、一定時間経過した後に ( 4 3で es) 、連携部 2

5は、通話データ取得部 2 3に対して、電話機能部 2０が行っている通話における通話

ヂ一タを、通話ヂ一タフオルダに記録することを指示する。

０13
」5 通話ヂ一タ取得部 2 3はこれを受けて、電話機能部 2０が現在行っている通話の通

話ヂ一タを、バッファから通話データフオルダに記録する。また、通話ヂ一タ取得部 2

3は、通話データフオルダに記録した通話データの識別情報 (例えば「０００ w a 」

とする) を、図8 に示す通話状熊テーブルの「通話中」のェントリの通話ヂ一タの識別

情報として、通話状熊テーブルに記録する。

０13 」
6 そして、連携部 2 5は、通話データフオルダに記録された通話データを取得する (

p44) 。連携部 2 5は、例えば、図8 に示す通話状態テーブルを参照して「通話中」の

ェントリの通話データの識別情報 「０００ a 」を取得する。そして、連携部 2 5は、

通話データフオルダに記録された通話データのぅち、識別情報が 「０００ a 」であ

る通話データを取得する。

０137 」 このよぅに、連携部 2 5は、 p43 で一定時間経過するのを待ってから、通話データ

取得部 2 3に対して通話データの通話データフオルダへの記録を指示し、記録された



通話ヂ一タを取得することで、通話データが十分貯まってから、通話ヂ一タを取得す

ることができる。

０138」 なお、通話データ取得部23による通話ヂ一タファイルの記録は、上記例に限られ

ず、上記第 の実施形態で示した通信監視部2の録音処理と同様に、ュ一ザによる

録音開始指示、録音終了指示に基づいて通話を録音してもよレセ、無音区間を検出

して、無音区間を録音開始位置または録音終了位置としてもよい。

０139 連携部2 5は、 4 で受信したファイルと、 p44 で取得した通話データとを関連

付ける ( p45) 。この関連付け処理は、上記第 の実施形態における連携部 5の関

連付け処理と同様にすることができる。

０14０」 連携部2 5は、通話データと関連付けられたファイルを、記録部2 9のファイル格納フ

オルダに記録する ( 46)。ファイル格納フオルダは、通信端末 6 cのュ一ザが、ュ
一ザインタフェース部27を介してアクセス可能なフオルダである。

０14 以上、図9に示した処理により、通信端末 6 cでは、他の通信端末との通話中に、

その通信端末からファイルを受信した場合、その時の通話において送受信 れてい

た通話ヂ一タがファイルに関連付けられて記録される。そのため、通信端末 6 cのュ
一ザは、受信したファイルを参照する際に、ファイルに関連付けられた通話データも

参照することができる。このように通話ヂ一タを参照することにより、ュ一ザは、そのフ

ァイルを受信した際の通話の状況を簡単に確認することができる。そのため、ュ一ザ

は、例えば、ファイル受信時の通話相手の用件の確認や、ファイルがュ一ザにとって

必要か不要かの判断が可能になる。

０ 」142 なお、本実施形態においては、通信端末 6 cの電話機能部2０とデータ通信部26

は、同じネットワーク 3aを介して他の通信端末 6d 6 eと通信を行ぅ構成であるが

、電話機能部2０とデータ通信部26が、それぞれ異なるネットワー夕 (例えば、電話通

信網とパケット通信網等) を介して他の通信端末 6 d 6 eと通信を行ぅ構成であって

もよい。

０143] 第3の実施形態

(システム構成)

図 ０は、本実施形態にかかるデータ連携システムを含むシステム全体の構成を示



す機能ブロック図である。図 ０に示すヂ一夕連携システム3 は、ネットワーク 3aに

接続された通信端末 6fの内部に設けられるシステムである。通信端末 6fは、例え

ば、パーソナルコンピュータのよぅな汎用コンピュータに、ソフトフオン等の電話機能を

実現するためのソフトウエアをインストールしたものであってもよいし、コンピュータが

内蔵された電話機でもよい。

」０144 通信端末 6fには、電話機能部 3０とデータ連携システム3 とが含まれる。電話機

能部3０は、例えば、上記第2の実施形態における電話機能部2０と同様に、通信端

末 6 または 6 等とのネットワーク 3aを介した通話を可能にする機能である。

０145」 データ連携システム3 は、通信監視部 3 2、通話データ取得部 3 3、連携部 3 5、デ

ータ通信部 36、ユーザインタフェース部 3 7および記録部 3 9を備える。通信監視部 3

2の機能は、上記第2の実施形態における通信監視部22と同様であり、通話データ

取得部 3 3は通話データ取得部23と同様である。また、通話状態テーブルに記録さ

れるデータも、上記第2の実施形態と同様である。

」０146 ユーザインタフェース部 3 7は、他の通信端末 (例えば、通信端末 6 または 6 )

に対してファイルを送信する指示をユーザから受け付ける。これにより、ユーザは、例

えば、電話機能部 3０によって他の通信端末と通話している時に、その通話相手の通

信端末に対してファイルを送信する指示信号を入力することができる。指示信号には

、例えば、送信するファイルを特定する情報と、送信先の相手を特定する情報とが含

まれる。なお、指示信号にて特定される、送信するファイルは、記録部 3 9に予め記録

されているファイルであってもよいし、ユーザインタフェース部 3 7を介して人力された

０147」 ュ一ザインタフェース部 3 7が、通話相手の通信端末 (例えば、通信端末 6 とする

) に対するファイル送信の指示をュ一ザから受け付けると、連携部 3 5に、送信するフ

ァイルを特定する情報および送信先の相手を特定する情報を通知する。送信先の相

手を特定する情報には、例えば、送信先の通信端末の電話番号、メールアドレス等

が含まれる。ここでは、一例として、送信先の相手を特定する情報に、電話番号が含

まれる場合について以下説明する。

」０148 連携部 3 5は、ファイルの送信先が、電話機能部 3０が通話中の通話相手であるか



否かを、通話状熊テーブルを参照して判断する。連携部3 5は、例えば、通話状態テ

ーブルから、電話機能部3０が現在通話している通話相手の電話番号を取得し、この

電話番号が、ファイルの送信先の通信端末の電話番号と同じであるか否かにより、上

記判断をすることができる。ファイルの送信先が通話中の通話相手である場合、連携

部3 5は、その通話中に録音された通話データとを関連付けて記録部3 9のファイル

格納フオルダに一時的に記録する。

」０149 データ通信部36は、記録部3 9に通話データと関連付けられて記録されたファイル

を、ファイル送信先に対して送信する。

０15 」０ 連携部3 5によるファイルと通話データとの関連付けの方法としては、上記第 の実

施形態と同様に、ファイルと通話データとを つのファイルとして圧縮して記録する方

法、それぞれの記録位置を示す情報を対応付けて記録する方法、ファイルにアクセ

スするための情報をファイルに含めるかまたは付加する方法等が挙げられる。

０15 (ヂ一タ連携システム3 の動作例)

次に、データ連携システム3 の動作例を説明する。図 は、ヂ一タ連携システム3

が、ファイルの送信指示をュ一ザから受け付け、通話データと関連付けて送信する

処理の例を示すフローチヤートである。

」０152 図 に示す処理において、ュ一ザインタフェース部3 7は、ファイルの送信指示を

受信すると( 5 で es)、送信するファイルを取得する ( 52)

０153」 ュ一ザからのファイルの送信指示には、ファイルを特定する情報と、ファイルの送信

先を特定する情報とが含まれる。ここでは、一例として、送信するファイルとして、記録

部3 9のファイル格納フオルダに予め記録されている っのファイルが指定され、送信

先として、通信端末 69の電話番号「０００ 」が指定された場合について説明する。

」０154 連携部3 5は、例えば、記録部3 9のファイル格納フオルダに記録されたファイルの

中から、ュ一ザからのファイル送信指示信号により指定されたファイルを、送信するフ

ァイルとして特定する ( 52)

０155」 連携部3 5は、電話機能部3０が現在通話中の通話相手が、ファイルの送信先であ

るか否かを判断する ( p53) 。連携部3 5は、例えば、図8に示す通話状態テーブル

を参照し、通話状態が 「通話中」であるエントリの、通話相手の電話番号が、ファイル



の送信先として指定された電話場号と同じか否かにより、この判断をすることができる

。図8に示す例では、そのよぅな「通話中」のェントリの通話相手の電話番号は「０００
」であり、ファイルの送信先として指定された電話番号「０００ 」と同じである。この場合

、電話機能部3０が現在通話中の通話相手が、ファイルの送信先であると判断される

０15 」6 なお、ファイル送信先は、必ずしも電話番号で指定される場合に限られない。ファイ

ル送信先としてメールアドレスが指定される場合もある。この場合、連携部35は、上

記第 の実施形態の図2Cで示した予め記録部3 9に記録された通話者テーブルを

参照して、 53の判断をすることができる。

０157」 通話中の通話相手がファイル送信先である場合 ( p53で es)、連携部35は、通

話データ取得部33に対して、電話機能部3０が行っている通話における通話データ

を、通話データフオルダに記録することを指示する。

」０158 通話ヂ一タ取得部33はこれを受けて、電話機能部3０が現在行っている通話の通

話ヂ一タを、バッファから通話データフオルダに記録する。また、通話ヂ一タ取得部3

3は、通話データフオルダに記録した通話データの識別情報 (例えば「０００ wa 」

とする)を、図8に示す通話状熊テーブルの「通話中」のェントリの通話ヂ一タの識別

情報として、通話状熊テーブルに記録する。

」０159 そして、連携部35は、通話ヂ一タフオルダに記録された通話ヂ一タを取得する (

54)。連携部35は、例えば、図8に示す通話状熊テーブルを参照して「通話中」の

ェントリの通話データの識別情報 「０００ wa 」を取得する。そして、連携部35は、

通話ヂ一タフオルダに記録された通話データのぅち、識別情報が 「０００ wa 」であ

る通話データを取得する。

」０16０ 連携部35は、 52で特定したファイルと 54で取得した通話データとを関連付

ける ( p55) O 56の処理は、図9の 45の処理と同様である。データ通信部36

は、通話データと関連付けられたファイルを、指定された送信先へ送信する ( p56)

０ 6 以上、図 に示した処理により、通信端末 6fでは、他の通信端末との通話中に、

ュ一ザがファイル送信指示信号を入力した場合、そのときの通話において送受信さ



れていた通話ヂ一タがファイルに関連付けられて通話相手に送信 れる。そのため、

通信端末 6 fの通話相手のユーザは、通信端末 6 fから送信 れたファイルを参照

する際に、ファイルに関連付けられた通話データも参照することができる。すなわち、

ファイルを受信したユーザは、そのファイルについてメモを残す等の手間をかけなく

ても、ファイルを参照する際に、そのファイルを受信した際の通話の状況を、通話デ

ータによって確認することができる。また、ファイルを送信するユーザも、ファイルに用

件やコメント等の情報を添付する等の手間をかけなくても、ファイル送信時の状況を

示す通話データとともに、ファイルを相手のユーザヘ送信することができる。

０ 」
162 なお、本実施形態においては、通信端末 6 fの電話機能部 3０とデータ通信部 3 6

は、同じネットワーク 3 aを介して他の通信端末 6 6 と通信を行ぅ構成であるが

、電話機能部 3０とデータ通信部 3 6 が、それぞれ異なるネットワークを介して他の通

信端末 6 6 と通信を行ぅ構成であってもよい。

０163
」 また、第2および3の実施形態においては、データ連携システムが通信端末の内部

に設けられる構成を例示したが、上記のヂ一タ連携システムは、例えば、通信端末に

接続されたコンピュータに設けられてもよい。

０ 」
164 また、第2の実施形態に示したヂ一タ連携システム2 の機能および、第3 の実施形

熊で示したヂ一タ連携システム3 の機能を双方備えるシステムが、 台の通信端末

に設けられる構成とすることもできる。

０ 」
165 以上、第 ～第3 の実施形熊を説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定され

ない。例えば、上記実施形熊では、通信データの一例として、複数端末間の通話に

おいて相互通信 れる音声を録音した通話ヂ一タを、ファイルを関連付ける例を示し

たが、ファイルと関連付ける通信データは、通話データに限られない。例えば、チヤッ
トにおいてやりとりされる会話の内容を示すチヤットログを、ファイルに関連付けること

もできるし、メールの本文をファイルに関連付けることもできる。また、関連付けられる

側のデータもファイルに限定されない。

０ 」
166 なお、上記実施形態における電話網は、接続された電話間の通話を可能にするた

めの通信網である。電話 剛ま、例えば、公衆交換電話網 (P b c S c ed e e

o e e o )を含む一般の電話を繋ぐための電話網であってもよいし、企業や



学校内等の構内の電話を繋ぐための電話網であってもよい。また、P電話を繋ぐ P

網も電話網に含まれる。



請求の範囲

通信端末による通信の通信状態を表すデータと、前記通信における前記通信端末

のュ一ザの相手ュ一ザを特定するデータとを含む通信状態データを記録部へ記録

する通信監視部と、

前記通信状態データで示される通信において前記通信端末が送受信する第 通

信データを取得し、当該通信の通信状態データに対応付けて前記記録部へ記録す

る通信データ取得部と、

前記第 通信ヂ一タ以外の第2通信ヂ一タの通信を、前記複数のュ一ザの通信端

末または前記複数のュ一ザが使用する他の端末と行ぅデータ通信部と、

受取ヂ一タ連携部および送付データ連携部の少なくともいずれか一方とを備え、

前記受取ヂ一タ連携部は、前記ヂ一タ通信部が受信した第2通信ヂ一タの送信元

ュ一ザおよび送信先ュ一ザを特定して前記通信状熊ヂ一タと比較することによって

、前記第2通信ヂ一タのぅち通信中の相手ュ一ザから前記通信端末のュ一ザに対し

て送られたデータを受取データとして抽出し、抽出した受取ヂ一タを前記通信端末

が行っている通信の第 通信ヂ一タと関連付けて、前記通信端末のュ一ザからアク

セス可能な状態で前記記録部に記録し、

前記送付データ連携部は、前記データ通信部が送信しよぅとする第2通信データの

送信元ュ一ザおよび送信先ュ一ザを特定して前記通信状態データと比較することに

よって、前記データ通信部が送信しよぅとする第2通信データのぅち通信中の相手ュ
一ザに対して前記通信端末のュ一ザから送ろぅとするデータを送付データとして抽出

し、抽出した送付データを前記通信端末が行っている通信の第 通信データと関連

付けて前記データ通信部へ送信させる、データ連携システム。

」2 前記通信端末内に、前記通信監視部と、通信データ取得部と、データ通信部と、前

記送付データ連携部とを少なくとも備え、

前記通信端末内に、前記通信端末のュ一ザから、第2通信ヂ一タの送信指示の入

力を受け付けるュ一ザインタフェース部をさらに備え、

前記送付データ連携部は、前記ュ一ザインタフェース部が受け付けた送信指示が

示す第2通信ヂ一タの送信先ュ一ザを特定し、当該送信先ュ一ザが、前記記録部



に記録された前記通信状態データで示される、前記通信端末が行っている通信にお

ける相手ュ一ザである場合に、前記第2通信データを送付データとして前記通信端

末が行っている通信の第 通信ヂ一タと関連付けて前記ヂ一タ通信部へ送信 せる

、請求項 に記載のデータ連携システム。

3」 前記通信端末内に、前記通信監視部と、前記通信データ取得部と、前記データ通

信部と、前記受取データ連携部とを少なくとも備え、

前記通信端末内に、前記通信端末のュ一ザが、前記記録部に記録されたデータ

にアクセスするためのュ一ザインタフェース部をさらに備え、

前記受取データ連携部は、前記データ通信部が受信した第2通信データの送信元

ュ一ザを特定し、当該送信元ュ一ザが、前記記録部に記録された前記通信状態デ

ータで示される、前記通信端末が行っている通信における相手ュ一ザである場合に

、前記第2通信データを、受取データとして前記通信端末が行っている通信の第 通

信ヂ一タと関連付けて、前記ュ一ザインタフェース部を介して前記通信端末のュ一

ザがアクセス可能となるよぅに、前記記録部に記録する、請求項 に記載のデータ連

携システム。

」4 複数の通信端末間の通信を制御する通信制御装置に接続されたサ一バに、前記

通信監視部と、前記通信データ取得部と、前記ヂ一タ通信部と、前記受取データ連

携部とを少なくとも備え、

前記通信監視部は、前記通信制御装置から、前記複数の通信端末のュ一ザのぅち

少なくとも2のュ一ザ間での通信を検出し、検出した通信の通信状態を表すデータと

、前記通信における双方のュ一ザを特定するデータとを通信状熊ヂ一タとして記録

部へ記録し、

前記受取データ連携部は、前記データ通信部が受信した第2通信データの送信元

ュ一ザおよび送信先ュ一ザが、前記記録部に記録された前記通信状態データが示

す、通信中の双方のュ一ザである場合、前記第2通信データを、受取データとして前

記通信の第 通信データと関連付けて、前記双方のュ一ザからアクセス可能な状態

で前記記録部に記録する、請求項 に記載のデ一ダ連携システム。

5」 前記送付データ連携部および前記受取データ連携部は、前記第 通信データと、



前記送付ヂ一タまたは前記受取ヂ一タとをまとめて圧縮して つのファイルを生成す

ることで、前記第 通信データと前記送付ヂ一タまたは前記受取ヂ一タとを関連付け

る、請求項 ～4のいずれか 項に記載のヂ一タ連携システム。

」6 前記送付データ連携部および前記受取データ連携部は、前記第 通信データヘア

クセスするための情報を、前記送付データまたは前記受取データ内に書き込芭かま

たは、前記送付データまたは前記受取データに付加することにより、前記第 通信デ

ータと前記送付データまたは前記受取データとを関連付ける、請求項 ～4のいずれ

か 項に記載のデータ連携システム。

7」 前記送付データ連携部および前記受取データ連携部は、前記第 通信データの

記録場所を示すデータと、前記送付データまたは前記受取データの記録場所を示

すデータとを対応づけて記録する関連付けデータを生成することによって、前記第

通信データと前記送付データまたは前記受取データとを関連付ける、請求項 ～4の

いずれか 項に記載のヂ一タ連携システム。

8」 前記送付ヂ一タ連携部および前記受取データ連携部は、前記データ通信部が前

記送付ヂ一タを送信した時点、あるいは前記ヂ一タ通信部が前記受取データを受信

した時点を基準として、前記送付ヂ一タまたは前記受取ヂ一タに関連付ける第 通

信ヂ一タの範囲を決定する、請求項 ～7のいずれか 項に記載のデータ連携シス

テム。

9」 前記送付ヂ一タ連携部および前記受取データ連携部は、前記通信端末のュ一ザ

または相手ュ一ザにより入力された指示信号を検出し、前記指示信号に基づいて、

前記送付ヂ一タまたは前記受取ヂ一タに関連付ける第 通信ヂ一タの範囲を決定

する、請求項 ～7のいずれか 項に記載のデータ連携システム。

口０」 前記第 通信データは、前記通信端末による通信において送受信される音声デー

タであり、

前記送付データ連携部および前記受取データ連携部は、前記第 通信データ中

から無音区間を検出し、当該無音区間を基準に、前記送付データまたは前記受取デ

ータに関連付ける第 通信データの範囲を決定する、請求項 ～7のいずれか 項に

記載のデータ連携システム。



」1 コンピュータによるヂ一タ連携方法であって、

前記コンピュータが備える通信監視部が、通信端末による通信の通信状熊を表す

ヂ一タと、前記通信における通信端末のユーザの相手ユーザを特定するデータとを

含芭通信状態データを前記コンピュータが備える記録部へ記録する工程と、

前記コンピュータが備える通信データ取得部が、前記通信状態データで示される

通信において通信端末が送受信する第 通信データを取得し、当該通信の通信状

態データに対応付けて前記記録部へ記録する工程と、

前記コンピュータが備えるデータ通信部が、前記第 通信データ以外の第2通信デ

ータの通信を、前記複数のユーザの通信端末または前記複数のユーザが使用する

他の端末と行ぅ工程と、

受取データ連携工程および送付データ連携工程の少なくともいずれか一方とを含

み、

前記受取ヂ一タ連携工程は、前記コンピュータが備える受取データ連携部が、前

記ヂ一タ通信部が受信した第2通信ヂ一タの送信元ユーザおよび送信先ユーザを

特定して前記通信状熊ヂ一タと比較することによって、前記第2通信データのぅち通

信中の相手ユーザから前記通信端末のユーザに対して送られたデータを受取デー

タとして抽出し、抽出した受取データを前記通信端末が行っている通信の第 通信デ

ータと関連付けて、前記通信端末のユーザからアクセス可能な状態で前記記録部に

記録する工程であり、

前記送付ヂ一タ連携工程は、前記コンピュータが備える前記送付データ連携部が

、前記ヂ一タ通信部が送信しよぅとする第2通信データの送信元ユーザおよび送信

先ユーザを特定して前記通信状態データと比較することによって、前記データ通信

部が送信しよぅとする第2通信データのぅち通信中の相手ユーザに対して前記通信

端末のユーザから送ろぅとするデータを送付データとして抽出し、抽出した送付デー

タを前記通信端末が行っている通信の第 通信データと関連付けて前記データ通信

部へ送信させる工程である、データ連携方法。

2 コンピュータにデータ連携処理を実行させるデータ連携プログラムであって、

前記コンピュータに、



通信端末による通信の通信状熊を表すデータと、前記通信における通信端末のユ

ーザの相手ユーザを特定するデータとを含む通信状熊ヂ一タを前記コンピュータが

備える記録部へ記録する通信監視処理と、

前記通信状態データで示される通信において前記通信端末が送受信する第 通

信データを取得し、当該通信の通信状態データに対応付けて前記記録部へ記録す

る通信データ取得処理と、

前記第 通信データ以外の第2通信データの通信を、前記複数のユーザの通信端

末または前記複数のユーザが使用する他の端末と行ぅデータ通信処理と、

受取データ連携処理および送付データ連携処理の少なくとも一方とを実行させ、

前記受取データ連携処理は、前記データ通信処理で受信した第2通信データの送

信元ユーザおよび送信先ユーザを特定して前記通信状態データと比較することによ

って、前記第2通信データのぅち通信中の相手ユーザから前記通信端末のユーザに

対して送られたデータを受取データとして抽出し、抽出した受取ヂ一タを前記通信端

末が行っている通信の第 通信ヂ一タと関連付けて、前記通信端末のユーザからア

クセス可能な状態で前記記録部に記録する処理であり、

前記送付ヂ一タ連携処理は、前記ヂ一タ通信処理において送信しよぅとする第2

通信ヂ一タの送信元ユーザおよび送信先ユーザを特定して前記通信状態データと

比較することによって、前記ヂ一タ通信処理において送信しよぅとする第2通信ヂ一

タのぅち通信中の相手ユーザに対して前記通信端末のユーザから送ろぅとするヂ一

タを送付ヂ一タとして抽出し、抽出した送付データを前記通信端末が行っている通

信の第 通信データと関連付けて前記データ通信部へ送信させる処理である、ヂ一

タ連携プログラム。
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B ・ 調査を行 た分野
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カテ ホ 引用文献名 及び 部の箇所が関連する きは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

JP 2007-089025 A ( ヤ プ株式会社 ) 2007. 04. 05, [ O O 7 9 ] 1, 3, 6-8, 9,

- [ O 1 O 6 ] 段落、第 1 6 - 2 3 図 (7 ア な し) 11, 12
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ホ 引用文献のカテ の日の役に公表 さi た文献
ΓA 特に関連のある文献ではな < 、 般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 された文献であ て

もの 出願 矛盾するものではな 、発明の原理又は理論
ΓE 国際出願 日前の出願または特許であるが、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表されたもの ΓX 特に関連のある文献であ て、 当該文献のみで発明
ΓL 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がな 考えられるもの

日若し は他の特別な理由を確立するために引用す ΓY 特に関連のある文献であ て、 当該文献 t 他の 1 以
る文献 理由を付す 上の文献 の、当業者に て自明である組合 に

ΓO 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性がな 考えられるもの
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国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
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国際調査報告 国際出願番号

第 π欄 請求の範囲の 部の調査かてきな V きの青見 (第 1 の の続き

怯第 条第 3項 ( P C T 17条 (2) (a) ) の規定によ 、 この国際調査報告は次の理由によ 請求の範囲の 部に て作
成しな た。

・ 汀 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をするこ t を要しな 対象に係 るものてある。
ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、有青義な国際調査をするこ かてきる程度まて所定の要件を備たして
な 国際出願 土 | 分 係 るも (D てある ま

・ 汀 請求の範囲 は、従属請求の範囲てあ て P C T規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載されて な 。

第m欄 発明の単 性か欠如して る きの青見 (第 1 の 3 の続き

次に述 るよ にこの国際出願に二以上の発明かある この国際調査機関は認めた。
特 J シを参照のこ

・汀 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

2・ r 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査するこ かてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

・亡 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

・河 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな 、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した

請求の範囲 1 3 5 1 2

追加調査手数科の異議の中立てに関する住青
r 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。
汀 追加調査手数科の納付 共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間

内に支払われな た。

Γ 追加調査手数科の納付はあ たか、異議申立てはな た。

様式PCTノISAノ210 (第 1 の続葉 (2) ) (2007年4月)
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請求の範囲 に係 る発明 、請求の範囲 4 に係 る発明 に共通の事項は、請求の範囲 に係
る発明の構成である。

し しなが ら、調査の結果、上記共通事項は、文献 J P 2007-089025 A ( ヤ プ株式会社
2 0 0 7 . 0 4 . 0 5 , [ 0 0 7 9 ] [ 0 1 0 6 ] 段落、第 1 6 - 2 3 図に開示されて る

ら、新規でな こ が明 ら な た。

結果 して、上記共通事項は先行技術の城を出な ら、 P C T 1 3 ・ 2 の第 文の意味に
お て、 この共通事項は特別な技術的特徴ではな 。

それ故、請求の範囲 に係 る発明 、請求の範囲 4 に係 る発明 の共通の事項はな 。
P C T 規 J 1 3 ・ 2 の第 2 文の意味にお て特別な技術的特徴 考えられる他の共通の事項
は存在しな ので、それらの相違する発明の間にP C T規 J 1 3 の意味における技術的関連
を見 だすこ はできな 。

よ て、請求の範囲 1 に係 る発明 、請求の範囲4 に係 る発明 は発明の単一性の要件を満
たして な こ が明 ら である。

式PCT ノISAノ210 (特別 ン) (2007年4月)
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