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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルメッセンジャーサービスを行う移動通信端末機において、
　移動通信端末機が他の移動通信端末機に接続されたとき、前記他の移動通信端末機との
テキストメッセージの交換のためにモバイルメッセンジャーサービスを実行するパケット
データ通信網インタフェース部と、
　前記モバイルメッセンジャーサービスの実行中に音声メッセージ伝送要請が入力された
場合に、周辺の音声波の収集及び音声波のオーディオ信号への変換を行うマイク部と、
　前記変換されたオーディオ信号を格納するオーディオ格納部と、
　前記格納されたオーディオ信号を含むオーディオ伝送パケットを生成するオーディオ伝
送データ生成部と、
　モバイルメッセンジャーサービスを用いて、前記マイク部を介して入力されるオーディ
オ信号を前記オーディ伝送パケットの形式で前記他の移動通信端末機に送信するように、
前記マイク部、前記オーディオ格納部、前記オーディオ伝送データ生成部及び前記パケッ
トデータ通信網インタフェース部を制御する制御部と、を含み、
　前記制御部は、前記オーディオ信号を送信した後、モバイルメッセンジャーサービスの
実行による前記他の移動端末機とのテキストメッセージの交換を再開するように、前記パ
ケットデータ通信網インタフェース部をさらに制御し、
　前記モバイルメッセンジャーサービスの利用中に前記移動通信端末機が移動通信網シス
テムまたはサーバーを経由せずに、直接前記音声メッセージを送受信することにより、前
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記モバイルメッセンジャーサービスを利用したチャット参加者のうち特定の一人を指定し
、前記音声メッセージを伝送する
　ことを特徴とする移動通信端末機。
【請求項２】
　前記マイク部は、前記移動通信端末機のユーザの音声メッセージを入力されて、前記オ
ーディオ格納部に伝達する
　ことを特徴とする請求項１に記載の移動通信端末機。
【請求項３】
　前記オーディオ伝送データ生成部は、前記入力されるユーザの音声メッセージを符号化
し、一度に伝送可能な大きさに分割した後、当該分割された音声メッセージと、自身のＩ
Ｐアドレス及び相手方のＩＰアドレスとを含むオーディオ伝送パケットを生成する
　ことを特徴とする請求項２に記載の移動通信端末機。
【請求項４】
　前記オーディオ伝送データ生成部は、前記収集された音声メッセージをＥＶＲＣ方式で
圧縮して分割伝送する
　ことを特徴とする請求項３に記載の移動通信端末機。
【請求項５】
　前記パケットデータ通信網インタフェース部は、モバイルメッセンジャーサービスの実
行中に指定された他の移動通信端末機に前記格納された音声メッセージを伝送するために
、前記制御部の制御を受けて、前記オーディオ伝送パケットをパケットデータ通信網に送
信する
　ことを特徴とする請求項１に記載の移動通信端末機。
【請求項６】
　オーディオ伝送パケットをデコードするオーディオデコーダーと、
　前記デコードされたオーディオ伝送パケットを音声波として出力するスピーカー部と、
をさらに含み、
　前記パケットデータ通信網インタフェース部は、モバイルメッセンジャーサービス実行
中に受信されたオーディオ伝送パケットを前記オーディオデコーダーに伝達する
　ことを特徴とする請求項１に記載の移動通信端末機。
【請求項７】
　モバイルメッセンジャーサービスのセッション中に移動通信端末機に音声メッセージを
伝送するための方法において、
　移動通信端末機が他の移動通信端末機に接続されたとき、前記他の移動通信端末機との
テキストメッセージの交換のためにモバイルメッセンジャーサービスを実行する過程と、
　モバイルメッセンジャーサービスの実行中に音声メッセージ伝送要請が入力された場合
に、音声メッセージを録音する録音過程と、
　前記録音された音声メッセージを含むオーディオ伝送パケットを生成する伝送パケット
生成過程と、
　あらかじめ設定された周期毎に、前記モバイルメッセンジャーサービスを用いて、前記
オーディオ伝送パケットを前記他の移動通信端末機に伝送するオーディオ伝送過程と、
　前記モバイルメッセンジャーサービスの実行による前記他の移動端末機とのテキストメ
ッセージの交換を再開する過程と、を含み、
　前記モバイルメッセンジャーサービスの利用中に前記移動通信端末機が移動通信網シス
テムまたはサーバーを経由せずに、直接前記音声メッセージを送受信することにより、前
記モバイルメッセンジャーサービスを利用したチャット参加者のうち特定の一人を指定し
、前記音声メッセージを伝送する
　ことを特徴とするオーディオ伝送方法。
【請求項８】
　前記伝送パケット生成過程は、
　前記収集された音声メッセージを符号化する段階と、
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　前記音声メッセージを一度に伝送可能な大きさに分割する段階と、
　自身のＩＰアドレス及び相手方のＩＰアドレスと前記分割された音声メッセージとを含
むオーディオ伝送パケットを生成する段階と、を含む
　ことを特徴とする請求項７に記載のオーディオ伝送方法。
【請求項９】
　前記符号化段階は、前記収集されたオーディオをＥＶＲＣ方式で圧縮する
　ことを特徴とする請求項８に記載のオーディオ伝送方法。
【請求項１０】
　モバイルメッセンジャーサービスの実行中にパケットデータ通信網を介してオーディオ
伝送パケットを受信するオーディオ受信過程と、
　前記オーディオ伝送パケットをデコードするデコーディング過程と、
　前記オーディオ伝送パケットからデコードされたオーディオデータを出力する出力過程
と、をさらに含む
　ことを特徴とする請求項７に記載のオーディオ伝送方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モバイルメッセンジャーサービスの提供方法及びその装置に関し、特に、モ
バイルメッセンジャーサービスの利用中に音声メッセージを伝送する移動通信端末機及び
その方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信産業の発達に伴い、符号分割多元接続（Code Division Multiple Access、以下、
ＣＤＭＡという）移動通信システムは、音声サービスだけでなく、パケットデータなどの
ような大容量のデータをも伝送するマルチキャスティングマルチメディア通信に発展して
きている。
　このような通信環境と歩調をあわせて、移動通信端末機は、パソコンに次ぐ機能を持つ
ことができるように開発されている。このため、移動通信端末機は、電話通話機能のほか
、多様な機能（例えば、文字伝送、イメージ伝送など）をサポートすることができるよう
になった。また、移動通信端末機は、住所録を利用した人脈管理及びスケジュール管理が
可能である。これは、移動通信端末機に格納することができるデータの種類が、電話番号
だけでなく、ユーザの住所、インターネットメールアドレス、さらに、個人アバターに達
するまで多様な種類に及ぶからである。
【０００３】
　したがって、移動通信端末機の使用が急増していて、このため、移動通信端末機に対す
るユーザの依存度も高まっていることが現況である。
　このような傾向と歩調をあわせて、最近、移動通信端末機間にリアルタイムで情報伝達
が可能なモバイルメッセンジャーが提案されている。モバイルメッセンジャー（mobile m
essenger）とは、移動通信網を利用したリアルタイム情報伝達サービスであって、モバイ
ルインターネットを用いてメモ、ファイル、資料をリアルタイムに伝送し、チャットや電
話のようにリアルタイムに意思疎通を行うサービスを言う。（韓国特開２００４－９６３
３１号公報に記載）
【０００４】
　モバイルメッセンジャーサービスは、意思伝達のために主にテキストを利用する。すな
わち、従来には、モバイルメッセンジャーサービスの利用中に音声メッセージを伝送する
ことができなかった。
　また、このようなモバイルメッセンジャーサービスは、ホスト端末機が生成したバディ
リストに含まれた多数の端末機のユーザが共にチャットに参加する。したがって、従来の
モバイルメッセンジャーサービスユーザは、特定人にのみメッセージを伝送できる方法が
なかった。
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【特許文献１】韓国特許出願公開第２００４－９６３３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、前述のような問題点を解決するためになされたもので、その目的は、モバイ
ルメッセンジャーサービスを利用したチャット参加者間に音声メッセージを伝送できる移
動通信端末機及びその方法を提供することにある。
　また、本発明は、モバイルメッセンジャーサービスを利用したチャット参加者のうち特
定の一人を指定して音声メッセージを伝送することができる移動通信端末機及びその方法
を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る移動通信端末機は、モバイルメッセ
ンジャーサービスを行う移動通信端末機において、周辺の音声波の収集及び音声波のオー
ディオ信号への変換を行うマイク部と、前記収集されたオーディオ信号を格納するオーデ
ィオ格納部と、前記格納されたオーディオ信号を含むオーディオ伝送パケットを生成する
オーディオ伝送データ生成部と、パケットデータ通信網とのインタフェースを提供するパ
ケットデータ通信網インタフェース部と、モバイルメッセンジャーサービスの実行中に入
力されるオーディオ伝送要請に応答して、前記マイク部を介して入力されるオーディオ信
号を指定されたチャット相手端末機に送信するように、前記マイク部、前記オーディオ格
納部、前記オーディオ伝送データ生成部及び前記転送パケットデータ通信網インタフェー
ス部を制御する制御部と、を含むことを特徴とする。
【０００７】
　この際、前記マイク部は、前記移動通信端末機のユーザの音声メッセージを入力されて
、前記オーディオ格納部に伝達することが好ましい。
　また、前記オーディオ伝送データ生成部は、前記入力されるユーザの音声メッセージを
符号化し、一度に伝送可能な大きさに分割した後、当該分割された音声メッセージと、自
身のＩＰアドレス及び相手方のＩＰアドレスとを含むオーディオ伝送パケットを生成する
ことが好ましい。
　また、前記オーディオ伝送データ生成部は、前記収集された音声メッセージをＥＶＲＣ
方式で圧縮して分割伝送することが好ましい。
【０００８】
　また、前記パケットデータ通信網インタフェース部は、モバイルメッセンジャーサービ
スの実行中に指定された他の移動通信端末機に前記格納された音声メッセージを伝送する
ために、前記制御部の制御を受けて、前記オーディオ伝送パケットをパケットデータ通信
網に送信することが好ましい。
　また、前記移動通信端末機は、オーディオ伝送パケットをデコードするオーディオデコ
ーダーと、前記デコードされたオーディオを出力するスピーカー部と、をさらに含み、前
記パケットデータ通信網インタフェース部は、モバイルメッセンジャーサービス実行の中
に受信されたオーディオ伝送パケットを前記オーディオデコーダーに伝達することが好ま
しい。
【０００９】
　一方、本発明の他の態様に係るオーディオ伝送方法は、モバイルメッセンジャーサービ
スの実行中に音声メッセージを伝送するための方法において、モバイルメッセンジャーサ
ービスの実行中に入力される音声メッセージ伝送要請に応答して、第１端末機が音声メッ
セージを録音する録音過程と、前記録音された音声メッセージを含むオーディオ伝送パケ
ットを生成する伝送パケット生成過程と、あらかじめ設定された周期毎に前記オーディオ
伝送パケットをパケットデータ通信網に伝送するオーディオ伝送過程と、を含むことを特
徴とする。
【００１０】
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　この際、前記伝送パケット生成過程は、前記収集された音声メッセージを符号化する段
階と、前記音声メッセージを一度に伝送可能な大きさに分割する段階と、自身のＩＰアド
レス及び相手方のＩＰアドレスと前記分割された音声メッセージとを含むオーディオ伝送
パケットを生成する段階と、を含むことが好ましい。
　また、前記符号化段階は、前記収集されたオーディオをＥＶＲＣ方式で圧縮することが
好ましい。
　また、モバイルメッセンジャーサービスの実行中にパケットデータ通信網を介してオー
ディオ伝送パケットを受信するオーディオ受信過程と、前記オーディオ伝送パケットをデ
コードするデコーディング過程と、前記デコードされたオーディオを出力する出力過程と
、をさらに含むことが好ましい。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、モバイルメッセンジャーサービスの利用中に移動通信端末機が移動通信網シ
ステムまたはサーバーを経由せずに、直接音声メッセージを送受信することができる。従
って、本発明は、モバイルメッセンジャーサービスを利用したチャット参加者のうち特定
の一人を指定し、音声メッセージを伝送することができるという効果がある。また、前記
チャット参加者が一人である場合、音声通話でなく、メッセンジャー機能を用いて音声メ
ッセージを送受信することができる。したがって、テキストを入力する面倒がなく、モバ
イルメッセンジャーサービスを利用することができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、添付の図面を参照して本発明の好ましい実施形態を詳細に説明する。この際、添
付の図面において同じ構成要素は、可能な限り、同じ符号で示している。また、本発明の
要旨を曖昧にする公知機能及び構成に関する詳細な説明は省略する。
【００１３】
　図１は、本発明が適用されたモバイルメッセンジャーサービスを提供する移動通信シス
テムの例を示す図である。図１を参照すれば、モバイルメッセンジャーサービスを提供す
る移動通信システム（以下、「モバイルメッセンジャーシステム」という）は、移動通信
端末機１００、５００、６００と、短文メッセージサービス（Short Message Service）
提供サーバー（以下、「ＳＭＳサーバー」という）２００と、パケットデータコアネット
ワーク３００と、パケットデータサービングノード（Packet Data Serving Node、以下「
ＰＤＳＮ」という）４００と、を含む。
【００１４】
　移動通信端末機１００、５００、６００は、モバイルメッセンジャーサービスのための
プログラムが設置された端末機であって、チャット招待のための招待メッセージを伝送す
るホスト端末機１００と、前記招待メッセージに応答して、チャット参加受諾のための受
諾メッセージを伝送するクライアント端末機５００、６００と、を含む。
　ＳＭＳサーバー２００は、移動通信網（例えば、ＣＤＭＡ網）を介した短文メッセージ
伝送サービスを提供する。特に、ホスト端末機１００の招待メッセージをクライアント端
末機５００、６００に伝達する。
　パケットデータコアネットワーク（Packet Data Core Network）３００は、ポイントト
ゥポイントプロトコル（Point to Point Protocol、以下「ＰＰＰ」という）通信チャネ
ルを設定し、パケットデータ通信を行う。
【００１５】
　ＰＤＳＮ４００は、パケットデータコアネットワーク３００を介してホスト端末機１０
０及びクライアント端末機５００、６００の各々に連結され、クライアント端末機５００
、６００の各々から伝達された受諾メッセージをホスト端末機１００に伝達する。そして
、モバイルメッセンジャーサービスのための初期化後に行われるモバイルメッセンジャー
サービスを提供する。すなわち、ホスト端末機１００とクライアント端末機５００、６０
０との間にリアルタイム情報伝送サービスを提供する。例えば、ホスト端末機１００が入
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力した情報メッセージをクライアント端末機５００、６００に伝達し、クライアント端末
機５００が入力したメッセージをホスト端末機１００及びクライアント端末機６００に伝
達し、クライアント端末機６００が入力したメッセージをホスト端末機１００及びクライ
アント端末機５００に伝達する。
【００１６】
　このような構成を有するモバイルメッセンジャーシステムを利用したメッセンジャーサ
ービス実行手続の例が図２に示されている。
　図２は、図１に示された移動通信システムを利用したメッセンジャーサービス実行手続
を示す図である。特に、図２は、ホスト端末機１００とクライアント端末機５００との間
にモバイルメッセンジャーサービスのための初期化過程の例を示す。
　図２を参照すれば、前記処理過程の例は、次の通りである。
【００１７】
　まず、ホスト端末機１００は、平常時には、移動通信のための動作モードを維持してい
て、モバイルメッセンジャーサービスのための命令が入力されれば、モバイルメッセンジ
ャープログラムを駆動する（ステップＳ１０５）。
　そして、ユーザ選択情報に基づいてバディリスト（buddy list）を生成した後（ステッ
プＳ１１０）、ＰＤＳＮ４００とＰＰＰ接続を行い（ステップＳ１１５）、ＰＤＳＮ４０
０からＩＰ（Internet Protocol）アドレスを割り当てられる（ステップＳ１２０）。
【００１８】
　この時、「バディリスト」は、モバイルメッセンジャーサービスを介したチャットを行
おうとするユーザに対するリスト（counterparty user listとも呼ばれる、チャット相手
リスト）である。ホスト端末機１００は、ホスト端末機１００内にあらかじめ登録したモ
バイルメッセンジャーチャット予定者のうち今回のチャットに含めようとするチャット予
定者をチャット相手として選択した後、バディリストを生成することが好ましい。しかし
、ホスト端末機１００の一般住所録にモバイルメッセンジャーサービスが可能なユーザを
識別するための情報を含め、当該一般住所録のモバイルメッセンジャーサービスが可能な
ユーザのうちからチャット相手を選択することも可能である。
【００１９】
　このようにバディリストを生成したホスト端末機１００は、前記バディリストに登録さ
れたチャット相手に対応する端末機の各々に招待メッセージを伝送する。図２の例では、
クライアント端末機５００に招待メッセージを伝送する例を示している。すなわち、図２
は、前記過程Ｓ１１０でクライアント端末機５００に対応するユーザをバディリストに登
録し、前記過程Ｓ１２５、Ｓ１３０では、クライアント端末機５００に招待メッセージを
伝送する場合の例を示す。前記招待メッセージ伝送過程Ｓ１２５、Ｓ１３０は、ＳＭＳサ
ーバー２００を介して行われ、前記過程Ｓ１１５で獲得したホスト端末機１００のＩＰア
ドレスを招待メッセージに含めて伝送する。この時、前記招待メッセージには、前記ＩＰ
アドレスのほか、ホスト端末機１００のＩＤ情報及びポート番号情報をさらに含めること
が好ましい。
【００２０】
　すると、前記招待メッセージを受信したクライアント端末機５００は、前記受信したメ
ッセージの種類がモバイルメッセンジャーサービスのためのメッセージであることを判断
し、メッセンジャープログラムを駆動する（ステップＳ１３５）。そして、前記招待メッ
セージからホスト端末機１００の情報を検出する（ステップＳ１４０）。すなわち、クラ
イアント端末機５００は、ホスト端末機１００のＩＤ情報及びポート番号情報を検出する
。
　また、クライアント端末機５００は、ＰＤＳＮ４００とＰＰＰ接続を行い（ステップＳ
１４５）、ＰＤＳＮ４００からＩＰアドレスを割り当てられた後（ステップＳ１５０）、
ユーザ選択情報に基づいて前記招待メッセージに対する受諾メッセージをホスト端末機１
００に伝達する（ステップＳ１５５、Ｓ１６０）。
【００２１】
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　この時、クライアント端末機５００は、前記招待メッセージの受信時（ステップＳ１３
０）、ホスト端末機１００のＩＰアドレスを既に知っているので、当該ＩＰアドレスを用
いてＰＤＳＮ４００を介してホスト端末機１００に受諾メッセージを伝達する。すなわち
、自身のＩＰアドレスを出発地アドレスとし、ホスト端末機１００のＩＰアドレスを目的
地アドレスとする受諾メッセージを生成した後、これをＰＤＳＮ４００に伝送することに
よって、この受諾メッセージをホスト端末機１００に伝達する。一方、前記受諾メッセー
ジには、前記ＩＰアドレスのほか、プロトコル情報、ポート番号情報及び認証情報を含む
ことが好ましい。
【００２２】
　すると、ホスト端末機１００は、前記受諾メッセージを伝送したクライアント端末機５
００の情報のみを含むようにバディリストを更新する（ステップＳ１６５）。すなわち、
ホスト端末機１００は、前記招待メッセージに応答して、受諾メッセージを送らない端末
機のユーザをバディリストから削除する。
　そして、前記受諾メッセージを送ったクライアント端末機５００に前記過程Ｓ１６５で
更新されたバディリストを伝送する（ステップＳ１７０、Ｓ１７５）。この時、ホスト端
末機１００は、ＰＤＳＮ４００を介してバディリストを伝送する。
【００２３】
　このようにチャット相手間にバディリストが共有されれば、各々のＩＰアドレスを利用
したモバイルメッセンジャーサービスが開始される（ステップＳ１８０）。すなわち、各
々のチャット相手が前記ＩＰアドレスを用いてＰＤＳＮ４００に接続することによって、
モバイルメッセンジャーサービスが開始される。
【００２４】
　図３は、モバイルメッセンジャーサービスの利用中の移動通信端末機が本発明の一実施
形態によってイメージを送受信するための処理手続の例を示す図である。すなわち、図３
は、図２に示されたような処理過程を介してモバイルメッセンジャーサービスのための初
期化を完了し、モバイルメッセンジャーサービスを利用中のホスト端末機１００とクライ
アント端末機５００との間にイメージを送受信するための処理過程の例を示している。特
に、図３の例では、ホスト端末機１００が音声メッセージを送信し、クライアント端末機
５００が前記音声メッセージを受信する場合の例を示している。
【００２５】
　図３を参照すれば、ホスト端末機１００とクライアント端末機５００との間にメッセン
ジャーが連結され（ステップＳ２０５）、ホスト端末機１００及びクライアント端末機５
００が共にテキスト送受信モードで動作中（ステップＳ２１０、Ｓ３０５）の状態で、ホ
スト端末機１００がオーディオ（例えば、音声メッセージ）伝送要請を受ければ（ステッ
プＳ２１５）、ホスト端末機１００は、オーディオ（例えば、音声メッセージ）を録音す
る（ステップＳ２２０）。例えば、ホスト端末機１００のユーザがオーディオ（例えば、
音声メッセージ）の伝送を要請すれば、ホスト端末機１００は、それに応答して、オーデ
ィオ（例えば、ユーザの音声）を録音する。このために、ホスト端末機１００は、マイク
及びオーディオ格納部を含み、前記マイクを介してオーディオ（例えば、ホスト端末機１
００のユーザの音声など）を入力されて、前記オーディオ格納部に格納することが好まし
い。
【００２６】
　そして、録音が終了すれば（ステップＳ２２５）、前記録音されたオーディオを伝送す
るためのオーディオ伝送データを生成する（ステップＳ２３０）。すなわち、ホスト端末
機１００は、前記オーディオを符号化した後、一度に伝送可能な大きさに分割する。この
時、圧縮方式は、ＥＶＲＣ（Enhanced Variable Rate Codec）方式を利用することが好ま
しい。そして、前記圧縮分割されたオーディオ（例えば、音声メッセージ）伝送データの
ヘッダー領域に前記オーディオ伝送データの出発地であるホスト端末機１００のＩＰアド
レスと、目的地であるクライアント端末機５００のＩＰアドレスを格納する。すなわち、
ホスト端末機１００のＩＰアドレスを出発地情報とし、クライアント端末機５００のＩＰ
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アドレスを目的地情報とするオーディオ伝送パケットを生成する。
【００２７】
　次に、ホスト端末機１００は、前記生成されたオーディオ伝送データをクライアント端
末機５００に伝送する（ステップＳ２３５）。
　クライアント端末機５００は、前記オーディオ伝送データを受信する。そして、前記オ
ーディオ伝送データの受信が完了すれば（ステップＳ３１０）、クライアント端末機５０
０は、前記受信されたオーディオ伝送データをデコードする（ステップＳ３１５）。例え
ば、クライアント端末機５００は、オーディオ伝送データの受信のための時間をあらかじ
め指定し、その時間の間に受信されたオーディオデータを一度にデコードし、オーディオ
出力データを生成する。または、オーディオ分割情報が含まれたオーディオ伝送データを
受信した後、当該オーディオ分割情報を用いて当該オーディオ伝送データを一度にデコー
ドし、オーディオ出力データを生成する。
【００２８】
　このように、オーディオ伝送データの受信及びデコードが完了すれば、クライアント端
末機５００は、現在オーディオ入力状態であるか否かを確認した後、オーディオ入力状態
でなければ、前記デコードされたオーディオ伝送データを再生する（ステップＳ３２０）
。
　そして、メッセンジャー終了要請が発生すれば（ステップＳ３２５）、例えば、クライ
アント端末機５００のユーザのメッセンジャー終了要請や相手方（例えば、ホスト端末機
１００）のメッセンジャー終了要請が発生すれば、それに応答して、クライアント端末機
５００は、前記モバイルメッセンジャーサービスを終了する（ステップＳ３３０）。
　そうでない場合、クライアント端末機５００は、前記過程Ｓ３０５乃至Ｓ３２５を繰り
返して行う。
【００２９】
　一方、前記過程Ｓ２３５でオーディオ伝送データを伝送したホスト端末機１００は、メ
ッセンジャー終了要請が発生すれば（ステップＳ２４０）、例えば、ホスト端末機１００
のユーザのメッセンジャー終了要請や相手方（例えば、クライアント端末機５００）のメ
ッセンジャー終了要請が発生すれば、それに応答して、ホスト端末機１００は、前記モバ
イルメッセンジャーサービスを終了する（ステップＳ２４５）。
【００３０】
　図３の例で、ホスト端末機１００は、ユーザのオーディオ伝送要請に応答して、ユーザ
の音声などを録音した後、当該音声を圧縮及び分割し、クライアント端末機５００に直接
伝送する。すなわち、移動通信網システムまたはサーバーを経由せずに、端末機同士で直
接音声メッセージを送受信する。
　したがって、モバイルメッセンジャーサービスを維持しながら前記モバイルメッセンジ
ャーサービスを介したチャット参加者のうち特定人に音声メッセージを伝送することがで
きる。
【００３１】
　図４は、本発明の一実施形態によってモバイルメッセンジャーサービスの利用中にオー
ディオを伝送する移動通信端末機の例を示す図である。図４は、図１乃至図３に示された
ホスト端末機１００の例を示す。しかし、ホスト端末機１００とクライアント端末機５０
０、６００は、招待メッセージを伝送したか否かの差異があるだけで、その構成上の差異
はない。したがって、図１に示された移動通信端末機の構成は、クライアント端末機５０
０、６００にも適用されることができる。
【００３２】
　図４を参照すれば、ホスト端末機１００は、マイク１１０、オーディオ格納部１２０、
オーディオ伝送データ生成部１３０、ＰＤＳＮインタフェース部１４０、オーディオデコ
ーダー１５０、ユーザインタフェース部１６０、制御部１７０、無線通信インタフェース
部１８０及び格納部１９０を含む。
【００３３】
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　マイク１１０は、周辺の音声波（例えば、ユーザの声など）を収集し、オーディオ信号
に変換して、オーディオ格納部１２０に格納する。例えば、マイク１１０は、制御部１７
０の制御を受けて、モバイルメッセンジャーサービスの利用中のユーザの音声を入力され
て、これをオーディオ格納部１２０に格納する。この時、マイク１１０は、録音が終了す
るまで前記周辺の音声波（例えば、ユーザの声など）を入力されて、オーディオ格納部１
２０に格納する。
　オーディオ格納部１２０は、制御部１７０の制御を受けて、マイク１１０から入力され
るオーディオ信号を格納する。すなわち、オーディオ格納部１２０は、制御部１７０の録
音開始命令に基づいてマイク１１０を介して入力されるオーディオ信号を格納し、制御部
１７０の録音終了命令に基づいて格納を終了する。
【００３４】
　オーディオ伝送データ生成部１３０は、オーディオ格納部１２０に格納されたオーディ
オデータを、ＰＤＳＮ（図２の４００）を介して伝送可能な形態に変更する。例えば、前
記オーディオデータを一度に伝送可能な大きさに分割した後、圧縮する。この時、圧縮方
式は、ＥＶＲＣ（Enhanced Variable Rate Codec）方式を利用することが好ましい。そし
て、前記分割圧縮されたオーディオ伝送データのヘッダー領域に前記オーディオ伝送デー
タの出発地であるホスト端末機１００のＩＰアドレスと、目的地であるクライアント端末
機５００のＩＰアドレスを格納する。すなわち、オーディオ伝送データ生成部１３０は、
ホスト端末機１００のＩＰアドレスを出発地情報とし、クライアント端末機５００のＩＰ
アドレスを目的地情報とするオーディオ伝送パケットを生成する。
【００３５】
　ＰＤＳＮインタフェース部１４０は、ＰＤＳＮ（図２の４００）とのデータ通信を行う
。例えば、ホストコンピューター１００のバディリストに登録され、モバイルメッセンジ
ャーサービスを利用中の移動通信端末機（例えば、クライアント端末機５００、６００）
とデータ通信を行う。特に、ＰＤＳＮインタフェース部１４０は、オーディオ伝送データ
生成部１３０で生成されたオーディオ伝送パケットを前記オーディオ伝送パケットに指定
された移動通信端末機に伝達する。そして、モバイルメッセンジャーサービスを利用中の
他の移動通信端末機のうち１つから伝達されるオーディオ伝送パケットを受信する。
【００３６】
　オーディオデコーダー１５０は、ＰＤＳＮインタフェース部１４０を介して受信された
オーディオ伝送パケットをデコードする。例えば、オーディオデコーダー１５０は、ＥＶ
ＲＣで圧縮され、オーディオ伝送パケットに含まれたオーディオをデコードする。
　ユーザインタフェース部１６０は、ホスト端末機１００の動作制御のためにユーザとの
インタフェースを提供する。特に、ユーザインタフェース部１６０は、モバイルメッセン
ジャー招待メッセージ伝送及びモバイルメッセンジャーサービスを利用したオーディオ伝
送のためのユーザの操作信号を入力されて、制御部１７０に伝達する。
　制御部１７０は、ユーザインタフェース部１６０を介して入力された信号またはあらか
じめ格納された動作プログラムに基づいてホスト端末機１００を制御する。
【００３７】
　例えば、オーディオ伝送が要請されれば、制御部１７０は、音声波（例えば、ホスト端
末機１００のユーザの音声波）を録音し、指定されたチャット相手端末機に送信するよう
に、マイク１１０、オーディオ格納部１２０、オーディオ伝送データ生成部１３０及びＰ
ＤＳＮインタフェース部１４０を制御する。すなわち、録音されたオーディオ信号を用い
てオーディオ伝送データを生成した後、これを送信するように制御することが好ましい。
　または、制御部１７０は、ＰＤＳＮインタフェース部１４０を介して受信されたオーデ
ィオ伝送データを処理し、スピーカー（図示していない）などを介して出力するように、
オーディオデコーダー１５０を制御する。
【００３８】
　また、制御部１７０は、ＰＤＳＮインタフェース部１４０を介してオーディオ伝送デー
タが送信または受信される間は、テキスト送受信を中断することが好ましい。すなわち、
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制御し、オーディオ伝送要請に応答して、ＰＤＳＮインタフェース部１４０を介してオー
ディオ伝送データを送信したり、モバイルメッセンジャーサービスを利用中の他の移動通
信端末機からオーディオ伝送データを受信したりする場合、テキスト送受信を中断するこ
とが好ましい。これは、ホスト端末機１００が１つの仮想ポート（例えば、ソケット）を
用いてテキスト及びオーディオを送受信するからである。
【００３９】
　無線通信インタフェース部１８０は、制御部１７０の制御を受けて、無線通信網を介し
た通信を行う。例えば、無線通信インタフェース部１８０は、ホスト端末機１００の音声
通話を制御し、ＳＭＳサーバー（図２の２００）を介して「短文メッセージ」形態の招待
メッセージを伝達する。または、ＳＭＳサーバー（図２の２００）を介して伝達された「
短文メッセージ」形態の招待メッセージを受信する。
【００４０】
　格納部１９０は、ホスト端末機１００の動作と関連した情報（例えば、オペレーティン
グシステム、アプリケーションプログラム、前記プログラムと関連したデータなど）を格
納する。特に、格納部１９０は、住所録１９１、メッセンジャープログラム１９３及びバ
ディリスト１９５を格納することが好ましい。この時、「バディリスト」１９５は、モバ
イルメッセンジャーサービスを介したチャットを行おうとするユーザに対するリストであ
る。
【００４１】
　このように、本発明は、モバイルメッセンジャーサービスの利用中のユーザが移動通信
網システムまたはサーバーを経由せずに、直接音声メッセージを送受信する。また、バデ
ィリストに含まれた全てのユーザとモバイルメッセンジャーサービスを介したチャットを
維持しながら、前記対話者のうち特定人に音声メッセージを伝送することができる。
【００４２】
　以上において説明した本発明は、本発明が属する技術の分野における通常の知識を有す
る者であれば、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲内で、様々な置換、変形及び変更が
可能であるので、上述した実施形態及び添付された図面に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明が適用されたモバイルメッセンジャーサービスを提供する移動通信システ
ムの例を示す図である。
【図２】図１に示された移動通信システムを利用したメッセンジャーサービス実行手続を
示す図である。
【図３】モバイルメッセンジャーサービスの利用中の移動通信端末機が本発明の一実施形
態によって音声メッセージを送受信するための処理手続の例を示す図である。
【図４】本発明の一実施形態によってモバイルメッセンジャーサービスの利用中に音声メ
ッセージを伝送する移動通信端末機の例を示す図である。
【符号の説明】
【００４４】
　１００　ホスト端末機
　２００　短文メッセージサービス提供サーバー
　３００　パケットデータコアネットワーク
　４００　パケットデータサービングノード
　５００　クライアント端末機
　６００　クライアント端末機
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