
JP 6068843 B2 2017.1.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の携帯通信端末それぞれの発言権の取得に係る優先順位を示す優先順位情報を記憶
するサーバによって選定された発言権を有する一の携帯通信端末から送信された音声信号
に基づく音声を、他の携帯通信端末が出力する通信システムにおいて利用される携帯通信
端末であって、
　前記サーバに記憶された前記優先順位情報に基づき、前記複数の携帯通信端末のうちの
少なくとも一部の携帯通信端末に設定された前記発言権の取得に係る優先順位を示す優先
順位信号を、前記サーバより受信する順位信号受信部と、
　前記順位信号受信部によって優先順位信号が受信されると、当該優先順位信号に基づき
携帯通信端末の優先順位と所定の画像とを表示する表示部と、
　前記発言権の取得に係る前記優先順位を変更するための制御を開始する所定の操作を受
け付ける操作受付部と、
　前記所定の操作に基づいて、前記制御を開始する制御部と、を備え、
　前記操作受付部は、前記所定の操作として、前記所定の画像に対する接触操作を受け付
け、
　前記制御部は、前記制御を開始したあと、少なくとも前記制御の実行中は、前記所定の
画像を非表示にする、
　ことを特徴とする携帯通信端末。
【請求項２】
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　前記サーバから送信される優先順位信号は、前記複数の携帯通信端末全てについての優
先順位を示す信号であり、
　前記表示部は、前記複数の携帯通信端末全ての優先順位を表示する
　ことを特徴とする請求項１記載の携帯通信端末。
【請求項３】
　前記サーバから送信される優先順位信号は、前記複数の携帯通信端末全てについての優
先順位を示す信号であり、
　前記表示部は、前記複数の携帯通信端末のうち、自端末と、優先順位が自端末より高い
携帯通信端末と、の優先順位のみを表示する
　ことを特徴とする請求項１記載の携帯通信端末。
【請求項４】
　前記携帯通信端末は、さらに、要求送信部を備え、
　前記制御部は、前記制御として、少なくとも、前記優先順位を変更するための要求内容
を示す優先順位変更要求信号を、前記要求送信部から前記サーバに送信する
　ことを特徴とする請求項１記載の携帯通信端末。
【請求項５】
　前記要求送信部は、前記制御として、自端末の優先順位を変更する旨の要求が含まれて
いると、前記優先順位変更要求信号の送信を行う
　ことを特徴とする請求項４記載の携帯通信端末。
【請求項６】
　前記順位信号受信部は、さらに、前記サーバにより発言権が付与されることが予定され
ている携帯通信端末を特定する発言権付与予定情報を含む選定予定信号を受信し、
　前記表示部は、さらに、前記順位信号受信部によって選定予定信号が受信されると、当
該選定予定信号によって特定される携帯通信端末を表示する
　ことを特徴とする請求項５記載の携帯通信端末。
【請求項７】
　前記順位信号受信部は、さらに、前記サーバによって発言権が付与されることが予定さ
れている２以上の選定待機中携帯通信端末における発言権付与予定順位を示す選定予定順
位情報を含む、前記サーバから送信される選定予定順位信号を受信し、
　前記表示部は、さらに、前記順位信号受信部によって選定予定順位信号が受信されると
、当該選定予定順位信号によって示される発言権付与予定順位を表示する
　ことを特徴とする請求項５記載の携帯通信端末。
【請求項８】
　複数の携帯通信端末それぞれの発言権の取得に係る優先順位を示す優先順位情報を記憶
するサーバによって選定された発言権を有する一の携帯通信端末から送信された音声信号
に基づく音声を、他の携帯通信端末が出力する通信システムにおいて利用される携帯通信
端末が行う通信方法であって、
　前記サーバに記憶された前記優先順位情報に基づき、前記複数の携帯通信端末のうちの
少なくとも一部の携帯通信端末に設定された前記発言権の取得に係る優先順位を示す優先
順位信号を、前記サーバより受信する順位信号受信ステップと、
　前記順位信号受信ステップによって優先順位信号が受信されると、当該優先順位信号に
基づき携帯通信端末の優先順位と所定の画像とを表示する表示ステップと、
　前記発言権の取得に係る前記優先順位を変更するための制御を開始する所定の操作を受
け付ける操作受付ステップと、
　前記所定の操作に基づいて、前記制御を開始する制御ステップと、を含み、
　前記操作受付ステップは、前記所定の操作として、前記所定の画像に対する接触操作を
受け付け、
　前記制御ステップは、前記制御を開始したあと、少なくとも前記制御の実行中は、前記
所定の画像を非表示にする、
　ことを特徴とする通信方法。
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【請求項９】
　複数の携帯通信端末とサーバとから構成され、当該サーバによって選定された発言権を
有する一の携帯通信端末から送信された音声信号に基づく音声を、他の携帯通信端末が出
力する通信システムであって、
　前記サーバは、
　複数の携帯通信端末それぞれの発言権の取得に係る優先順位を示す優先順位情報を記憶
する記憶部と、
　前記記憶部に記憶される優先順位情報に基づき、前記複数の携帯通信端末のうちの少な
くとも一部の携帯通信端末に設定された前記発言権の取得に係る優先順位を示す優先順位
信号を、前記複数の携帯通信端末のそれぞれに送信する送信部とを備え、
　前記発言権の付与を、前記記憶部に記憶される優先順位情報に基づいて行い、
　前記複数の携帯通信端末のそれぞれは、
　前記サーバから送信される優先順位信号を受信する順位信号受信部と、
　前記順位信号受信部によって優先順位信号が受信されると、当該優先順位信号に基づき
携帯通信端末の優先順位と所定の画像とを表示する表示部と、
　前記発言権の取得に係る優先順位を変更するための制御を開始する所定の操作を受け付
ける操作受付部と、
　前記所定の操作に基づいて、前記制御を開始する制御部と、を備え、
　前記操作受付部は、前記所定の操作として、前記所定の画像に対する接触操作を受け付
け、
　前記制御部は、前記制御を開始したあと、少なくとも前記制御の実行中は、前記所定の
画像を非表示にする、
　ことを特徴とする通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＰＴＴ（Push To Talk）通話機能を有する携帯通信端末についての技術に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、通話方式の一つに、ＰＴＴ通話というものがある。
　このＰＴＴ通話は、複数の携帯通信端末が属するグループのうち、ＰＴＴ通話を管理す
るサーバによって発言権が付与された一の携帯通信端末から送信された音声信号に基づく
音声を、同グループに属する他の携帯通信端末が出力するという形態の通話である（例え
ば、特許文献１、特許文献２参照）。ＰＴＴ通話において、サーバは、複数の携帯通信端
末から発言権を付与して欲しい旨の要求がなされている場合に、それら要求がなされてい
る携帯通信端末のうちの、発言権付与についての優先順位が最も高い携帯通信端末に発言
権を付与する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３６８７６号公報
【特許文献２】特開２００６－４２３５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一般に、ＰＴＴ通話において、発言権が付与されていない携帯通信端末を利用するユー
ザが、自分の端末に発言権を付与して欲しい旨の要求をサーバに行った場合であっても、
既に自分の端末の優先順位よりも高い優先順位の携帯通信端末から発言権を付与して欲し
い旨の要求がなされているときには、そのユーザは、自分の端末に発言権が付与されるた
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めに、要求がなされている携帯通信端末の中で自分の端末の優先順位が最も高くなるまで
待たなければならない。
【０００５】
　しかしながら、ＰＴＴ通話を行っているユーザは、そのＰＴＴ通話に参加している携帯
通信端末の優先順位を容易に知ることができないため、自分の端末に発言権を付与して欲
しい旨の要求をサーバに行った場合において、自分の端末に発言権が付与されるまでどの
くらい待たなければならないかを容易に知ることができない。
　そこで、本発明は係る問題に鑑みてなされたものであり、ＰＴＴ通話において、ユーザ
が自分の端末に発言権を付与して欲しい旨の要求をサーバに行った場合に、自分の端末に
発言権が付与されるまでどのくらい待たなければならないかについて、従来よりも、知る
ことができる可能性を高くすることができる携帯通信端末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】
【０００６】
　上記課題を解決するために本発明に係る携帯通信端末は、複数の携帯通信端末それぞれ
の発言権の取得に係る優先順位を示す優先順位情報を記憶するサーバによって選定された
発言権を有する一の携帯通信端末から送信された音声信号に基づく音声を、他の携帯通信
端末が出力する通信システムにおいて利用される携帯通信端末であって、前記サーバに記
憶された前記優先順位情報に基づき、前記複数の携帯通信端末のうちの少なくとも一部の
携帯通信端末に設定された前記発言権の取得に係る優先順位を示す優先順位信号を、前記
サーバより受信する順位信号受信部と、前記順位信号受信部によって優先順位信号が受信
されると、当該優先順位信号に基づき携帯通信端末の優先順位と所定の画像とを表示する
表示部と、前記発言権の取得に係る前記優先順位を変更するための制御を開始する所定の
操作を受け付ける操作受付部と、前記所定の操作に基づいて、前記制御を開始する制御部
と、を備え、前記操作受付部は、前記所定の操作として、前記所定の画像に対する接触操
作を受け付け、前記制御部は、前記制御を開始したあと、少なくとも前記制御の実行中は
、前記所定の画像を非表示にすることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係る携帯通信端末によると、表示部に優先順位のうちの少なくとも一部が表示
される。このため本発明では、ＰＴＴ通話において、自分の端末に発言権が付与されるま
でどのくらい待たなければならないかについて、知ることができる携帯通信端末、通信方
法、及び、通信システムを提供することを目的とする。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】ＰＴＴ通話システム１２０の概略構成図
【図２】ＰＴＴ端末１００の外観を示す斜視図
【図３】ＰＴＴ端末１００の回路構成を示すブロック図
【図４】ＰＴＴ端末１００を構成する主要な機能ブロックを示すブロック図
【図５】端末側グループテーブル５００のデータ構成を示す構成図
【図６】ＰＴＴ通話中画像を示す図
【図７】（ａ）順位変更要求操作中に表示される画像を示す図その１、（ｂ）順位変更要
求操作中に表示される画像を示す図その２、（ｃ）順位変更要求操作中に表示される画像
を示す図その３
【図８】順位変更要求テーブル８００のデータ構成を示す構成図
【図９】サーバ１１１を構成する主要な機能ブロックを示すブロック図
【図１０】サーバ側グループテーブル１０００のデータ構成を示す構成図
【図１１】ＰＴＴ通話における、サーバ１１１と各ＰＴＴ端末１００とが行う処理の一例
を示すタイミングチャート
【図１２】ランク表示処理のフローチャート
【図１３】端末側優先順位設定処理のフローチャート
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【図１４】サーバ側優先順位設定処理のフローチャート
【図１５】サーバ１５１１を構成する主要な機能ブロックを示すブロック図
【図１６】サーバ側グループテーブル１６００のデータ構成を示す構成図
【図１７】ＰＴＴ端末１７００を構成する主要な機能ブロックを示すブロック図
【図１８】端末側グループテーブル１８００のデータ構成を示す構成図
【図１９】ＰＴＴ通話中画像を示す図
【発明を実施するための形態】
【０００９】
＜実施の形態＞
　＜概要＞
　以下、本発明に係る携帯通信端末の一例として、ＰＴＴ通話機能を有するスマートフォ
ン型のＰＴＴ端末１００について、及び、複数のＰＴＴ端末１００を含んで構成されるＰ
ＴＴ通話システム１２０について説明する。
【００１０】
　図１は、複数のＰＴＴ端末１００を含んで構成されるＰＴＴ通話システム１２０の概略
構成図である。
　同図に示されるように、ＰＴＴ通話システム１２０は、複数のＰＴＴ端末１００（ＰＴ
Ｔ端末１００Ａ～ＰＴＴ端末１００Ｚ）と基地局１１０とから構成される。
　基地局１１０は、ＰＴＴ通話システム１２０においてなされるＰＴＴ通話を管理するサ
ーバ１１１を備える。
【００１１】
　各ＰＴＴ端末１００は、基地局１１０を介して他のＰＴＴ端末１００と通信する。そし
て、自端末がＰＴＴ通話に参加している場合に、そのＰＴＴ通話に参加している端末それ
ぞれについての、そのＰＴＴ通話を管理するサーバにおける発言権付与についての優先順
位（以下、「発言権優先順位」と呼ぶ。）を、自端末が備えるタッチパネルに表示する。
　このＰＴＴ通話システム１２０には、複数のＰＴＴ端末１００が属してなるグループが
複数存在する。そして、一のＰＴＴ通話は、サーバ１１１によって指定される一のグルー
プに属する複数のＰＴＴ端末１００を対象として行われる。
【００１２】
　以下、このＰＴＴ通話システム１２０の詳細について、図面を参照しながら説明する。
　＜構成＞
　　＜ＰＴＴ端末１００＞
　図２は、ＰＴＴ端末１００の外観を示す斜視図である。
　同図に示されるように、ＰＴＴ端末１００は、略直方体の筐体を備えるいわゆるスマー
トフォン型携帯通信端末であって、筐体の主表面に、マイク孔２１０とレシーバ孔２２０
とタッチパネル２３０とを備える。
【００１３】
　図３は、ＰＴＴ端末１００の回路構成を示すブロック図である。
　同図に示されるように、ＰＴＴ端末１００は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）３
００と通信用ＬＳＩ（Large Scale Integration）３１０とタッチパネルコントローラ３
２０とメモリ３３０とアンテナ３４０とマイク３５０とレシーバ３６０とタッチパネル２
３０とから構成される。そして、タッチパネル２３０は、液晶ディスプレイ３７０の表示
面に透明なタッチパッド３８０が重ねられて配置されることで構成される。
【００１４】
　マイク３５０は、ＣＰＵ３００に接続され、マイク孔２１０（図２参照）を通して筐体
外部から入力される音声を電気信号に変換して、変換した電気信号をＣＰＵ３００へ送る
機能を有する。
　レシーバ３６０は、ＣＰＵ３００に接続され、ＣＰＵ３００によって制御され、ＣＰＵ
３００から送られる電気信号を音声に変換して、変換した音声を、レシーバ孔２２０（図
２参照）を通して筐体外部に出力する機能を有する。
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【００１５】
　アンテナ３４０は、通信用ＬＳＩ３１０に接続され、通信用ＬＳＩ３１０が行う通信に
利用される、例えば、金属薄膜製のモノポールアンテナである。
　通信用ＬＳＩ３１０は、アンテナ３４０とＣＰＵ３００とに接続され、ＣＰＵ３００に
よって制御され、ＣＰＵ３００から送られて来た送信用信号を変調する変調機能と、変調
した信号を、アンテナ３４０を利用して基地局１１０に送信する送信機能と、基地局１１
０から送信された信号を、アンテナ３４０を利用して受信する受信機能と、受信した信号
を復調してＣＰＵ３００へ送る復調機能とを有する。
【００１６】
　液晶ディスプレイ３７０は、タッチパネルコントローラ３２０に接続され、タッチパネ
ルコントローラ３２０によって制御される。
　タッチパッド３８０は、タッチパネルコントローラ３２０に接続され、タッチパネルコ
ントローラ３２０によって制御される。タッチパッド３８０は、透明電極（例えば、ＩＴ
Ｏ（Indium Tin Oxide：酸化インジウムスズ）製）により構成されており、液晶ディスプ
レイ３７０の表示面に重ねて配置されることによりタッチパネル２３０を形成する。
【００１７】
　タッチパネルコントローラ３２０は、ＣＰＵ３００と液晶ディスプレイ３７０とタッチ
パッド３８０とに接続され、ＣＰＵ３００によって制御される。タッチパネルコントロー
ラ３２０は、ＣＰＵ３００から送られてくる画像信号に基づく画像を、液晶ディスプレイ
３７０に表示させる表示機能と、ＰＴＴ端末１００を利用するユーザが、タッチパッド３
８０を用いて行うユーザ操作を、電気信号に変換してＣＰＵ３００に送る操作受付機能と
を有する。
【００１８】
　メモリ３３０は、ＣＰＵ３００に接続され、ＲＡＭ（Random Access Memory）とＲＯＭ
（Read Only Memory）と着脱可能なフラッシュメモリとから構成され、ＣＰＵ３００によ
り実行される機能に関するプログラムと、ＣＰＵ３００がプログラム実行時に利用するデ
ータとを記憶する。ＣＰＵ３００により実行される機能には、上記した、表示機能やＰＴ
Ｔ機能や操作受付機能などが含まれる。
【００１９】
　ＣＰＵ３００は、通信用ＬＳＩ３１０とタッチパネルコントローラ３２０とメモリ３３
０とアンテナ３４０とマイク３５０とレシーバ３６０とに接続され、メモリ３３０に記憶
されているプログラムを実行することで、通信用ＬＳＩ３１０とタッチパネルコントロー
ラ３２０とレシーバ３６０とを制御して、以下の機能を実現する。
　ランク表示機能は、自身のＰＴＴ端末１００がＰＴＴ通話に参加している場合において
、サーバ１１１から、そのＰＴＴ通話に参加しているＰＴＴ端末の優先順位信号（後述）
を受信したときに、受信した優先順位信号に基づき、そのＰＴＴ通話に参加しているＰＴ
Ｔ端末についての発言権優先順位を示すＰＴＴ通話中画像（後述）を、液晶ディスプレイ
３７０に表示させる機能である。このランク表示機能は、ＣＰＵ３００がメモリ３３０に
記憶されているプログラムを実行して、ＰＴＴ端末１００に後述のランク表示処理を行わ
せることで実現される。なお、このランク表示処理については、後述する＜ランク表示処
理＞の項目において、フローチャートを用いて詳細に説明する。
【００２０】
　端末側優先順位設定機能とは、自身のＰＴＴ端末１００を含むＰＴＴ通話に参加してい
るＰＴＴ端末の発言権優先順位を変更する要求を受け付け、受け付けた要求に基づく順位
変更要求信号（後述）をサーバ１１１に送信させる機能である。このランク表示機能は、
ＣＰＵ３００がメモリ３３０に記憶されているプログラムを実行して、ＰＴＴ端末１００
に後述の端末側優先順位設定処理を行わせることで実現される。なお、この端末側優先順
位設定処理については、後程＜端末側優先順位設定処理＞の項目において、フローチャー
トを用いて詳細に説明する。
【００２１】



(7) JP 6068843 B2 2017.1.25

10

20

30

40

50

　上記回路構成を備えるＰＴＴ端末１００について、以下、機能面から見た機能構成につ
いて図面を参照しながら説明する。
　図４は、ＰＴＴ端末１００によって実現される機能を構成する主要な機能ブロックを示
す機能ブロック図である。
　同図に示されるように、ＰＴＴ端末１００は、受信部４００と復調部４０５と送信部４
１０と変調部４１５と出力音声信号変換部４２０とテーブル更新部４３０とテーブル記憶
部４４０と表示画像生成部４５０とユーザ操作受付部４６０と送信信号生成部４７０と入
力音声信号変換部４８０とアンテナ３４０とマイク３５０とレシーバ３６０と液晶ディス
プレイ３７０とタッチパッド３８０とから構成される。以下にＰＴＴ端末１００が有する
上記した構成について説明する。
【００２２】
　受信部４００は、アンテナ３４０と復調部４０５とに接続され、ＣＰＵ３００によって
制御される通信用ＬＳＩ３１０によって構成される。受信部４００はアンテナ３４０を利
用して、基地局１１０から送信される所定の周波数帯（例えば、２ＧＨｚ帯）の信号を受
信する機能を有する。
　復調部４０５は、受信部４００と出力音声信号変換部４２０とテーブル更新部４３０と
に接続され、ＣＰＵ３００によって制御される通信用ＬＳＩ３１０によって構成される。
復調部４０５は、受信部４００によって受信された信号を、所定のアルゴリズムに基づい
て復調する機能を有する。
【００２３】
　出力音声信号変換部４２０は、復調部４０５とレシーバ３６０とに接続され、ＣＰＵ３
００によって実現され、復調部４０５によって復調された信号のうちの音声信号から、そ
の音声信号に基づく音声をレシーバ３６０から発生させるための電気信号に変換して、レ
シーバ３６０へ出力する機能を有する。
　テーブル記憶部４４０は、テーブル更新部４３０と表示画像生成部４５０とに接続され
、ＣＰＵ３００によって管理されるメモリ３３０の記憶領域によって構成される。テーブ
ル記憶部４４０は、端末側グループテーブル５００を記憶する機能を有する。
【００２４】
　ここで図５を用いて端末側グループテーブル５００について詳述する。図５は、テーブ
ル記憶部４４０が記憶する端末側グループテーブル５００のデータ構成を示す構成図であ
る。
　同図に示されるように、端末側グループテーブル５００は、グループ識別子５１０とグ
ループ名５２０と氏名５４０とランク５５０とサブランク５６０と発言フラグ５７０と発
言待機フラグ５８０とユーザフラグ５９０とが対応付けられて構成されている。
【００２５】
　グループ識別子５１０は、グループを識別するための識別子である
　グループ名５２０は、対応するグループ識別子５１０によって識別されるグループの名
称である。
　氏名５４０は、対応するグループ識別子５１０によって識別されるグループに属するＰ
ＴＴ端末１００のそれぞれを利用するユーザの氏名である。
【００２６】
　ランク５５０は、対応する氏名５４０のユーザが利用するＰＴＴ端末１００についての
発言権優先順位を示す。この発言権優先順位は、数値が小さい程、優先順位が高くなる。
　サブランク５６０は、対応する氏名５４０のユーザが利用するＰＴＴ端末１００につい
ての補助発言権優先順位を示す。この補助発言権優先順位は、互いに等しい発言権優先順
位となるＰＴＴ端末１００が複数ある場合における、これら複数のＰＴＴ端末１００の発
言権付与についての優先順位である。当該優先順位は数値が小さい程、優先順位が高くな
る。
【００２７】
　発言フラグ５７０は、対応する氏名５４０のユーザが利用するＰＴＴ端末１００に発言
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権が付与されているか否かを示すフラグである。ここでは、論理値“１”となる場合に、
発言権が付与されていることを示す。
　発言待機フラグ５８０は、対応する氏名５４０のユーザが利用するＰＴＴ端末１００が
発言待機中であるか否かを示すフラグである。ここで、ＰＴＴ端末１００が発言待機中で
あるとは、そのＰＴＴ端末１００の液晶ディスプレイ３７０に表示されているＰＴＴボタ
ンアイコン（後述）がユーザによって接触されているにも関わらず、そのＰＴＴ端末に発
言権が付与されていない状態のことをいう。ここでは、論理値“１”となる場合に、発言
待機中であることを示す。
【００２８】
　ユーザフラグ５９０は、対応する氏名５４０のユーザが利用するＰＴＴ端末１００が自
端末であるか否かを示すフラグである。ここでは、論理値“１”となる場合に、自端末で
あることを示す。
　再び図４に戻って、機能ブロックの説明を続ける。
　テーブル更新部４３０は、復調部４０５とテーブル記憶部４４０とに接続され、ＣＰＵ
３００によって実現され、復調部４０５によって復調された信号のうちの優先順位信号か
ら、端末側グループテーブル５００を生成して、生成した端末側グループテーブル５００
で、テーブル記憶部４４０に記憶されている端末側グループテーブル５００を更新する機
能を有する。ここで、優先順位信号とは、サーバ１１１が記憶する後述のサーバ側グルー
プテーブル１００を示す信号であって、端末側グループテーブル５００に含まれる情報の
全てを含む信号である。
【００２９】
　表示画像生成部４５０は、テーブル記憶部４４０とユーザ操作受付部４６０と液晶ディ
スプレイ３７０とに接続され、ＣＰＵ３００によって実現され、以下の２つの機能を有す
る。
　ＰＴＴ通話中画像表示機能：自端末がＰＴＴ通話中である場合に、テーブル記憶部４４
０に記憶されている端末側グループテーブル５００に基づくＰＴＴ通話中画像を生成し、
液晶ディスプレイ３７０に表示させる機能。
【００３０】
　図６は、表示画像生成部４５０が液晶ディスプレイ３７０に表示させるＰＴＴ通話中画
像を示す図である。
　同図に示されるように、ＰＴＴ通話中画像は、発言者名表示領域６１０とグループ名表
示領域６２０と氏名表示領域６００とランク表示領域６５０と発言待機表示領域６８０と
ランク変更ボタンアイコン６７０とＰＴＴボタンアイコン６９０とから構成される。
【００３１】
　発言者名表示領域６１０には、論理値が“１”となる発言フラグ５７０に対応する氏名
５４０を含む所定の文字列が表示される。
　グループ名表示領域６２０には、グループ名５２０を示す文字列が表示される。
　氏名表示領域６００には、氏名５４０のそれぞれを示す文字列が表示される。ここで、
氏名５４０の表示位置は、対応するランク５５０の数値が小さい程上方になるように表示
される。また、対応するランク５５０の数値が互いに等しくなる複数の氏名５４０が存在
する場合には、対応するサブランク５６０の数値が小さい程上方になるように表示される
。
【００３２】
　ランク表示領域６５０には、ランク５５０のそれぞれを示す文字列が、対応する氏名５
４０を示す文字列の右方となるように表示される。
　発言待機表示領域６８０には、発言待機フラグ５８０のそれぞれを示す図形が、対応す
る氏名５４０を示す文字列の高さと同じ高さの位置となるように表示される。ここでは、
論理値が“１”となる発言待機フラグ５８０を示す図形は“○”であり、論理値が“０”
となる発言待機フラグ５８０を示す図形は“－”である。
【００３３】
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　再び図４に戻って、表示画像生成部４５０の有する機能の説明を続ける。
　順位変更要求操作受付画像表示機能とは、ユーザ操作受付部４６０がユーザから順位変
更要求操作（後述）を受け付けている場合に、受け付けている操作に応じた画像を生成し
、液晶ディスプレイ３７０に表示させる機能である。液晶ディスプレイ３７０に表示させ
る画像ついては後述する。
【００３４】
　ユーザ操作受付部４６０は、表示画像生成部４５０と送信信号生成部４７０とタッチパ
ッド３８０とに接続され、ＣＰＵ３００内に構成される。ユーザ操作受付部４６０が受け
付ける操作についてより具体的に以下で説明する。
　ユーザ操作受付部４６０は、液晶ディスプレイ３７０にＰＴＴ通話中画像が表示されて
いる場合、ユーザによるＰＴＴボタンアイコン６９０が表示されている領域への接触操作
（以下、「ＰＴＴボタン接触操作」と呼ぶ。）を受け付ける。
【００３５】
　ユーザ操作受付部４６０は、ユーザによる順位変更要求操作を受け付ける。順位変更要
求操作とは、自端末に、自端末を含む１以上のＰＴＴ端末１００についての発言権優先順
位を変更する旨の要求をサーバ１１１に対して行わせるための操作である。この順位変更
要求操作には、さらに、順位変更要求開始操作、変更対象ユーザ選択操作、優先順位設定
操作の３つのサブ操作が含まれる。
【００３６】
　順位変更要求開始操作とは、液晶ディスプレイ３７０にＰＴＴ通話中画像が表示されて
いる場合における、ユーザによるランク変更ボタンアイコン６７０への接触操作である。
図７（ａ）は、ユーザ操作受付部４６０が順位変更要求開始操作を受け付けた場合に、表
示画像生成部４５０が液晶ディスプレイ３７０に表示させる画像である。
　変更対象ユーザ選択操作とは、発言権優先順位を変更したいＰＴＴ端末１００を選択す
る操作である。図７（ｂ）は、ユーザ操作受付部４６０が変更対象ユーザ選択操作を受け
付けた場合に、表示画像生成部４５０が液晶ディスプレイ３７０に表示させる画像である
。同図は、Ｄさんの利用するＰＴＴ端末１００（すなわち、自端末）が選択された状態を
示している。
【００３７】
　優先順位設定操作：変更対象ユーザ選択操作において選択したＰＴＴ端末１００につい
ての新たな発言権優先順位を設定する操作。図７（ｃ）は、ユーザ操作受付部４６０が優
先順位変更操作を受け付けた場合に、表示画像生成部４５０が液晶ディスプレイ３７０に
表示させる画像である。同図は、Ｄさんの利用するＰＴＴ端末１００（すなわち、自端末
）の新たな発言権優先順位が、Ａさんの利用するＰＴＴ端末１００の発言権優先順位より
も低く、Ｂさんの利用するＰＴＴ端末１００の発言権優先順位よりも高くなるように、優
先順位設定操作がなされた状態を示している。
【００３８】
　再び図４に戻って、機能ブロックの説明を続ける。
　送信信号生成部４７０は、ユーザ操作受付部４６０と変調部４１５とに接続され、ＣＰ
Ｕ３００に含まれる。送信信号生成部４７０９が主に実行するＰＴＴボタン接触信号生成
機能と順位変更要求信号生成機能について説明する。
　ＰＴＴボタン接触信号生成機能とは、ユーザ操作受付部４６０がＰＴＴボタン接触操作
を受け付けている期間、所定周期Ｔ１（例えば、１００ｍｓ）毎に、ＰＴＴボタン接触操
作がなされている旨を示すＰＴＴボタン接触信号を生成する機能である。
【００３９】
　順位変更要求信号生成機能とは、ユーザ操作受付部４６０より受け付けた順位変更要求
操作に、自端末についての発言権優先順位を変更する旨の操作が含まれているときに、そ
の順位変更要求操作に基づく順位変更要求テーブル８００を生成し、生成した順位変更要
求テーブル８００に基づく順位変更要求信号を生成する機能である。
　図８には、送信信号生成部４７０によって生成された順位変更要求テーブル８００のデ
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ータ構成を示す構成図である。
【００４０】
　同図に示されるように、順位変更要求テーブル８００は、グループ識別子８１０と氏名
８４０とランク８５０とサブランク８６０とが対応付けられて構成される。
　グループ識別子８１０と氏名８４０とランク８５０とサブランク８６０とは、それぞれ
、端末側グループテーブル５００（図５参照）における、グループ識別子５１０と氏名５
４０とランク５５０とサブランク５６０と同様のものである。よって、ここではこれらの
説明を省略する。
【００４１】
　再び図４に戻って、機能ブロックの説明を続ける。
　変調部４１５は、送信信号生成部４７０と入力音声信号変換部４８０と送信部４１０と
に接続され、ＣＰＵ３００によって制御される通信用ＬＳＩ３１０によって構成される。
変調部４１５は、送信信号生成部４７０によって生成された信号と入力音声信号変換部４
８０によって変換された信号とを、所定のアルゴリズムに基づいて所定の周波数帯（例え
ば、２ＧＨｚ帯）の信号に変調する機能を有する。
【００４２】
　送信部４１０は、アンテナ３４０と変調部４１５とに接続され、変調部４１５によって
変調された所定の周波数帯（例えば、２ＧＨｚ帯）の信号を、アンテナ３４０を利用して
基地局１１０に送信する機能を有する。
　　＜サーバ１１１＞
　サーバ１１１は、送受信回路を含むコンピュータシステムからなる、ＰＴＴ通話を管理
するＰＴＴ通話管理サーバであって、内蔵するＣＰＵが、内蔵するメモリに記憶されたプ
ログラムを実行することで、ＰＴＴ通話を管理する機能を実現する。
【００４３】
　図９には、サーバ１１１の機能ブロックを示す。
　同図に示されるように、サーバ１１１は、基地局１１０のアンテナ９２０に接続され、
受信部９３０と復調部９３５と判定部９５０とテーブル更新部９６０とテーブル記憶部９
７０と発言者フィルタリング部９８０と送信信号生成部９９０と変調部９４５と送信部９
４０とから構成される。
【００４４】
　受信部９３０は、アンテナ９２０と復調部９３５とに接続され、アンテナ９２０を利用
して、ＰＴＴ端末１００から送信される所定の周波数帯（例えば、２ＧＨｚ帯）の信号を
受信する機能を有する。
　復調部９３５は、受信部９３０と判定部９５０と発言者フィルタリング部９８０とに接
続され、受信部９３０によって受信された信号を、所定のアルゴリズムに基づいて復調す
る機能を有する。
【００４５】
　テーブル記憶部９７０は、テーブル更新部９６０と判定部９５０と発言者フィルタリン
グ部９８０と送信信号生成部９９０とに接続され、サーバ側グループテーブル１０００を
記憶する機能を有する。
　図１０は、テーブル記憶部９７０が記憶するサーバ側グループテーブル１０００のデー
タ構成を示す構成図である。
【００４６】
　同図に示されるように、サーバ側グループテーブル１０００は、グループ識別子１０１
０とグループ名１０２０と更新許可フラグ１０３０と氏名１０４０とランク１０５０とサ
ブランク１０６０と発言フラグ１０７０と発言待機フラグ１０８０と更新権フラグ１０９
０とが対応付けられて構成されている。
　グループ識別子１０１０とグループ名１０２０と氏名１０４０とランク１０５０とサブ
ランク１０６０と発言フラグ１０７０と発言待機フラグ１０８０とは、それぞれ、端末側
グループテーブル５００（図５参照）における、グループ識別子５１０とグループ名５２
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０と氏名５４０とランク５５０とサブランク５６０と発言フラグ５７０と発言待機フラグ
５８０と同様のものである。よって、ここではこれらの説明を省略する。
【００４７】
　更新許可フラグ１０３０は、対応するグループ識別子１０１０によって識別されるグル
ープについて、ランク１０５０、及びサブランク１０６０が更新されることが許可されて
いるか否かを示すフラグである。ここでは、論理値“１”となる場合に、許可されている
ことを示す。
　更新権フラグ１０９０は、対応するグループ識別子１０１０によって識別されるグルー
プにおける、ランク１０５０、及び、サブランク１０６０を更新する権限が、対応する氏
名１０４０のユーザに与えられているか否かを示すフラグである。ここでは、論理値“１
”となる場合に、与えられていることを示す。
【００４８】
　このサーバ側グループテーブル１０００は、サーバ１１１を管理する管理者によって作
成され、予めテーブル記憶部９７０に記憶されている。そして、新たなグループの生成は
、サーバ１１１を管理する管理者が、サーバ側グループテーブル１０００を編集すること
でなされる。
　再び図９に戻って、サーバ１１１の機能構成の説明を続ける。
【００４９】
　テーブル更新部９６０は、復調部９３５とテーブル記憶部９７０とに接続され、以下の
５つの機能を有する。
　順位変更新能：復調部９３５によって復調された信号に順位変更要求信号が含まれてい
る場合において、以下の所定の条件が満たされるときに、その順位変更要求信号に基づい
て、テーブル記憶部９７０に記憶されているサーバ側グループテーブル１０００を更新す
る機能。ここで、所定の条件とは、テーブル記憶部９７０に記憶されているサーバ側グル
ープテーブル１０００において、（１）その順位変更要求信号によって示される順位変更
要求テーブル８００（図８参照）のグループ識別子８１０によって識別されるグループに
対応する更新許可フラグ１０３０が論理値“１”であり、かつ、（２）順位変更要求信号
の送信元であるＰＴＴ端末１００の氏名１０４０に対応する更新権フラグ１０９０が論理
値“１”であることである。
【００５０】
　発言待機フラグ１更新機能：テーブル記憶部９７０に記憶されているサーバ側グループ
テーブル１０００において論理値が“０”となる発言待機フラグ１０８０に対応する氏名
１０４０のＰＴＴ端末１００から送信されたＰＴＴボタン接触信号が、復調部９３５によ
って復調された信号に含まれている場合において、その氏名１０４０に対応する発言フラ
グ１０７０の論理値が“０”であるとき、その氏名１０４０に対応する発言待機フラグの
論理値を“１”に更新する機能。
【００５１】
　発言待機フラグ０更新機能：テーブル記憶部９７０に記憶されているサーバ側グループ
テーブル１０００において論理値が“１”となる発言待機フラグ１０８０に対応する氏名
１０４０のＰＴＴ端末１００から送信されたＰＴＴボタン接触信号が、復調部９３５によ
って復調された信号に、所定周期Ｔ１以上の期間含まれていない場合に、その氏名１０４
０に対応する発言待機フラグの論理値を“０”に更新する機能。
【００５２】
　発言フラグ０更新機能：テーブル記憶部９７０に記憶されているサーバ側グループテー
ブル１０００において論理値が“１”となる発言フラグ１０７０に対応する氏名１０４０
のＰＴＴ端末１００から送信されたＰＴＴボタン接触信号が、復調部９３５によって復調
された信号に、所定周期Ｔ１以上の期間含まれていない場合に、その氏名１０４０に対応
する発言フラグ１０７０の論理値を“０”に更新する機能。
【００５３】
　発言フラグ１更新機能：テーブル記憶部９７０に記憶されているサーバ側グループテー
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ブル１０００において論理値が“１”となる発言フラグ１０７０が存在しない場合におい
て、論理値“１”となる発言待機フラグ１０８０が存在するとき、それら論理値“１”と
なる発言待機フラグ１０８０のうち、対応するランク１０５０の数値が最も少ない発言待
機フラグ１０８０に対応する発言フラグ１０７０の論理値を“１”に更新して、その発言
待機フラグ１０８０の論理値を“０”に更新する機能。ここで、対応するランク１０５０
の数値が最も少ない発言待機フラグ１０８０に対応する発言フラグ１０７０が複数存在す
る場合には、それらのうちで、対応するサブランク１０６０の数値が最も少ない発言待機
フラグ１０８０に対応する発言フラグ１０７０の論理値を“１”に更新して、その発言待
機フラグ１０８０の論理値を“０”に更新する。
【００５４】
　発言者フィルタリング部９８０は、復調部９３５とテーブル記憶部９７０と送信信号生
成部９９０とに接続され、復調部９３５によって復調された信号のうちの音声信号につい
て、テーブル記憶部９７０に記憶されるサーバ側グループテーブル１０００を参照して、
論理値が“１”となる発言フラグ１０７０に対応する氏名１０４０のＰＴＴ端末１００か
ら送信された音声信号に限って、その音声信号を送信信号生成部９９０に送る機能を有す
る。
【００５５】
　送信信号生成部９９０は、発言者フィルタリング部９８０とテーブル記憶部９７０と変
調部９４５とに接続され、以下の３つの機能を有する。
　音声信号生成機能：発言者フィルタリング部９８０から音声信号が送られてきた場合に
、テーブル記憶部９７０に記憶されるサーバ側グループテーブル１０００を参照して、該
当するグループにおける音声信号を送信したＰＴＴ端末１００以外のＰＴＴ端末１００を
送信先として、その音声信号に基づく音声信号を生成する機能。
【００５６】
　優先順位信号生成機能：テーブル記憶部９７０に記憶されるサーバ側グループテーブル
１０００が更新された場合に、更新された旨の優先順位信号を生成する機能。
　応答信号生成機能：復調部９３５によって復調された信号に順位変更要求信号が含まれ
ている場合に、その順位変更要求信号に応じた応答信号（後述）を生成する機能。
　変調部９４５は、送信信号生成部９９０と送信部９４０とに接続され、送信信号生成部
９９０によって生成された信号を、所定のアルゴリズムに基づいて所定の周波数帯（例え
ば、２ＧＨｚ帯）の信号に変調する機能を有する。
【００５７】
　送信部９４０は、アンテナ９２０と変調部９４５とに接続され、変調部９４５によって
変調された所定の周波数帯（例えば、２ＧＨｚ帯）の信号を、アンテナ９２０を利用して
ＰＴＴ端末１００に送信する機能を有する。
　上記構成のＰＴＴ通話システム１２０の行う動作について、以下図面を参照しながら説
明する。
【００５８】
　＜動作＞
　ここでは、まず、ＰＴＴ通話システム１２０において実現されるＰＴＴ通話における、
サーバ１１１と各ＰＴＴ端末１００とが行うＰＴＴ通話に係る処理の概要を説明し、その
後、ＰＴＴ通話システム１２０が行う動作のうち、特徴的な動作である、ＰＴＴ端末１０
０の行うランク表示処理と、ＰＴＴ端末１００の行う端末側優先順位設定処理と、サーバ
１１１の行うサーバ側優先順位設定処理とを説明する。
【００５９】
　　＜ＰＴＴ通話の概要＞
　図１１は、サーバ１１１とＰＴＴ端末１００ＡとＰＴＴ端末１００ＢとＰＴＴ端末１０
０Ｃとの間でＰＴＴ通話が行われる場合における、サーバ１１１と各ＰＴＴ端末１００と
が行う処理の一例を示すタイミングチャートである。
　ここでは、ＰＴＴ端末１００ＡとＰＴＴ端末１００ＢとＰＴＴ端末１００Ｃとがグルー
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プＡに属し、グループＡに対応する更新許可フラグの論理値が“１”であり、ＰＴＴ端末
１００ＡとＰＴＴ端末１００ＢとＰＴＴ端末１００Ｃとに対応する更新権フラグ１０９０
の論理値がそれぞれ“１”であり、ＰＴＴ端末１００Ｂのランク１０５０の発言権優先順
位の方がＰＴＴ端末１００Ｃの発言権優先順位よりも高くなっており、各ＰＴＴ端末１０
０が後述の端末側優先順位設定処理を行っていない場合の例となっている。
【００６０】
　この例において、ＰＴＴ通話は、ＰＴＴ端末１００Ａが、グループＡを指定してＰＴＴ
発呼する（ステップＳ１１００）ことで開始される。
　グループＡを指定するＰＴＴ発呼がなされると、サーバ１１１は、記憶するサーバ側グ
ループテーブル１０００（図１０参照）における、ＰＴＴ端末１００Ａに対応する発言フ
ラグ１０７０の論理値を“１”に更新することで発言権をＰＴＴ端末１００Ａに設定して
、グループＡについてのＰＴＴ通話を構築して（ステップＳ１１１０）、各ＰＴＴ端末１
００に優先順位信号を送信し、ＰＴＴ端末１００Ａを発言者とする通話を開始させる（ス
テップＳ１１２０）。
【００６１】
　上記では説明のためにＰＴＴ発呼時にＰＴＴ発呼を開始したＰＴＴ端末１００Ａに最初
に発言権が付与されることとした。しかしながら、ステップＳ１１１０によりＰＴＴ通話
が構築された場合、発言権を取得するための操作がなされるまでは、いずれのＰＴＴ端末
１００にも発言権が付与されていない待機状態とすることとしてもよい。
　各ＰＴＴ端末１００は、サーバ１１１から優先順位信号を受信すると、後述のランク表
示処理を実行して、内蔵する液晶ディスプレイ３７０に表示する画像を更新して、受信し
た優先順位信号に基づくＰＴＴ通話中画像を表示する。以下、各ＰＴＴ端末１００は、サ
ーバ１１１から優先順位信号を受信する毎に、ランク表示処理を実行して、内蔵する液晶
ディスプレイ３７０に表示する画像を更新して、受信した優先順位信号に基づくＰＴＴ通
話中画像を表示することとなるが、説明を簡略化するために省略する。
【００６２】
　ＰＴＴ端末１００Ａを発言者とする通話中に、ＰＴＴ端末１００ＢからＰＴＴボタン接
触信号が送信される場合には（ステップＳ１１３０）、サーバ１１１は、ＰＴＴ端末１０
０Ｂに対応する発言待機フラグ１０８０の論理値を“１”に更新して、各ＰＴＴ端末１０
０に優先順位信号を送信する（ステップＳ１１４０）。そして、さらに、ＰＴＴ端末１０
０ＣからＰＴＴボタン接触信号が送信される場合には（ステップＳ１１５０）、サーバ１
１１は、ＰＴＴ端末１００Ｃに対応する発言待機フラグ１０８０の論理値を“１”に更新
して、各ＰＴＴ端末１００に優先順位信号を送信する（ステップＳ１１６０）。
【００６３】
　発言者であるＰＴＴ端末１００Ａから、ＰＴＴボタン接触信号が所定周期Ｔ１以上の期
間送信されなくなると（通話終了：ステップＳ１１７０）、サーバ１１１は、ＰＴＴ端末
１００Ａに対応する発言フラグ１０７０の論理値を“０”に更新し、論理値が“１”とな
る発言待機フラグ１０８０に対応するＰＴＴ端末１００のうち、最も発言権優先順位の高
いＰＴＴ端末１００であるＰＴＴ端末１００Ｂに対応する発言フラグ１０７０の論理値を
“１”に更新し、ＰＴＴ端末１００Ｂに対応する発言待機フラグ１０８０の論理値を“０
”に更新して（ステップＳ１１８０）、各ＰＴＴ端末１００に優先順位信号を送信し、新
たに、ＰＴＴ端末１００Ｂを発言者とする通話を開始させる（ステップＳ１１９０）。
【００６４】
　以下、サーバ１１１によってＰＴＴ通話を終了させる処理が実行されるまで、発言者を
ＰＴＴ端末１００ＡとＰＴＴ端末１００ＢとＰＴＴ端末１００Ｃとの間で切り替えながら
、ステップＳ１１３０～ステップＳ１１９０と同等の処理を繰り返すことでＰＴＴ通話が
続けられる。
　　＜ランク表示処理＞
　ランク表示処理は、ＰＴＴ端末１００が行う処理であって、サーバ１１１から優先順位
信号を受信すると、液晶ディスプレイ３７０に表示する画像を更新して、受信した優先順
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位信号に基づく新たなＰＴＴ通話中画像を表示する処理である。
【００６５】
　図１２は、ランク表示処理のフローチャートである。
　ランク表示処理は、ＰＴＴ端末１００が、サーバ１１１から優先順位信号を受信するこ
とで開始される。
　ランク表示処理が開始されると、復調部４０５は、受信部４００によって受信された優
先順位信号を復調する。そして、テーブル更新部５３０は、復調された優先順位信号から
、端末側グループテーブル５００（図５参照）を生成して、生成した端末側グループテー
ブル５００に基づき、テーブル記憶部４４０に記憶されている端末側グループテーブル５
００を更新する（ステップＳ１２００）。
【００６６】
　端末側グループテーブル５００が更新されると、表示画像生成部４５０は、更新された
端末側グループテーブル５００に基づく新たなＰＴＴ通話中画像を生成し（ステップＳ１
２１０）、液晶ディスプレイ３７０に表示する画像を、生成した新たなＰＴＴ通話中画像
に更新する（ステップＳ１２２０）。
　　＜端末側優先順位設定処理＞
　端末側優先順位設定処理は、ＰＴＴ端末１００が行う処理であって、ＰＴＴ端末１００
を利用するユーザからの順位変更要求操作を受け付けて、受け付けた順位変更要求操作に
基づく順位変更要求信号を生成してサーバ１１１に送信し、送信した順位変更要求信号に
応じてサーバ１１１から送信される応答信号（後述）を受信する処理である。
【００６７】
　図１３は、端末側優先順位設定処理のフローチャートである。
　端末側優先順位設定処理は、液晶ディスプレイ３７０にＰＴＴ通話中画像が表示されて
いる場合において、ユーザによるランク変更ボタンアイコン６７０（図６参照）への接触
操作がなされることで開始される。
　端末側優先順位設定処理が開始されると、ユーザ操作受付部４６０は、自端末を利用す
るユーザによる順位変更要求操作がなされるまで待機する（ステップＳ１３００：Ｎｏを
繰り返す）。
【００６８】
　ユーザによる順位変更要求操作がなされると（図７（ａ）～（ｃ）参照、ステップＳ１
３００：Ｙｅｓ）、ユーザ操作受付部４６０は、その順位要求操作を受け付ける。そして
、送信信号生成部４７０は、その受け付けられた順位変更要求操作に、自端末についての
発言権優先順位を変更する旨の操作が含まれているか否かを調べる（ステップＳ１３０５
）。
【００６９】
　ステップＳ１３０５の処理において、自端末についての発言権優先順位を変更する旨の
操作が含まれている場合に（ステップＳ１３０５：Ｙｅｓ）、送信信号生成部４７０は、
その順位変更要求操作に基づく順位変更要求テーブル８００を生成し、生成した順位変更
要求テーブル８００を示す順位変更要求信号を生成する（ステップＳ１３１０）。
　ステップＳ１３０５の処理において、自端末についての発言権優先順位を変更する旨の
操作が含まれていない場合に（ステップＳ１３０５：Ｎｏ）、表示画像生成部４５０は、
発言権優先順位を変更する旨の操作が含まれていない旨のメッセージを、液晶ディスプレ
イ３７０に表示させる（ステップＳ１３１５）。そして、ＰＴＴ端末１００は、ステップ
Ｓ１３００の処理に戻ってステップＳ１３００以下の処理を繰り返す。
【００７０】
　ステップＳ１３１０の処理が終わると、変調部４１５は、生成された順位変更要求信号
を変調する。そして、送信部４１０は、変調された順位変更要求信号をサーバ１１１へ送
信する（ステップＳ１３２０）。
　送信部４１０が順位変更要求信号をサーバ１１１に送信すると、テーブル更新部４３０
は、復調部４０５が、その順位変更要求信号に応答してサーバ１１１から送信された応答
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信号を復調するまで待つ（ステップＳ１３２５：Ｎｏの処理を繰り返す）。ここで、この
応答信号は、ＰＴＴ端末１００から送信された順位変更要求信号に応答してサーバ１１１
から送信される信号であって、サーバ１１１が、その順位変更要求信号に基づいて、記憶
するサーバ側グループテーブル１０００を更新したか否かを示す信号である。そして、応
答信号が、サーバ側グループテーブル１０００を更新したこと示す場合には、その応答信
号は、更新されたサーバ側グループテーブル１０００に基づく優先順位信号も含む。
【００７１】
　ステップＳ１３２５の処理において、復調部４０５が応答信号を復調すると（ステップ
Ｓ１３２５：Ｙｅｓ）、テーブル更新部４３０は、その応答信号が、サーバ１１１がサー
バ側グループテーブル１０００を更新した旨を示す信号であるか否かを調べる（ステップ
Ｓ１３３０）。
　ステップＳ１３３０の処理において、その応答信号が、サーバ１１１がサーバ側グルー
プテーブル１０００を更新した旨を示す信号である場合に（ステップＳ１３３０：Ｙｅｓ
）、テーブル更新部４３０は、その応答信号に含まれる優先順位信号から、端末側グルー
プテーブル５００を生成して、生成した端末側グループテーブル５００で、テーブル記憶
部４４０に記憶されている端末側グループテーブル５００を更新する（ステップＳ１３３
５）。
【００７２】
　端末側グループテーブル５００が更新されると、表示画像生成部４５０は、更新された
端末側グループテーブル５００に基づく新たなＰＴＴ通話中画像を生成し（ステップＳ１
３４０）、液晶ディスプレイ３７０に表示する画像を、生成した新たなＰＴＴ通話中画像
に更新する（ステップＳ１３４５）。
　ステップＳ１３３０の処理において、その応答信号が、サーバ１１１がサーバ側グルー
プテーブル１０００を更新した旨を示す信号でない場合に（ステップＳ１３３０：Ｎｏ）
、テーブル更新部４３０は、テーブル記憶部４４０に記憶されている端末側グループテー
ブル５００を更新せず、表示画像生成部４５０は、サーバ１１１がサーバ側グループテー
ブル１０００を更新しなかった旨のメッセージを、液晶ディスプレイ３７０に表示させる
（ステップＳ１３５０）。
【００７３】
　ステップＳ１３４５の処理が終了した場合、又は、ステップＳ１３４０の処理が終了し
た場合に、ＰＴＴ端末１００はその端末側優先順位設定処理を終了する。
　　＜サーバ側優先順位設定処理＞
　サーバ側優先順位設定処理は、ＰＴＴ端末１００から順位変更要求信号を受信したサー
バ１１１が行う処理であって、受信した順位変更要求信号に応じて、記憶するサーバ側グ
ループテーブル１０００を更新し、受信した順位変更要求信号に応じた応答信号をＰＴＴ
端末１００に送信する処理である。
【００７４】
　図１４は、サーバ側優先順位設定処理のフローチャートである。
　サーバ側優先順位設定処理は、サーバ１１１が、ＰＴＴ端末１００から順位変更要求信
号を受信することで開始される。
　サーバ側優先順位設定処理が開始されると、テーブル更新部９６０は、順位変更要求テ
ーブル８００（図８参照）のグループ識別子８１０によって識別されるグループに対応す
る更新許可フラグ１０３０が論理値“１”であるか否かを調べる（ステップＳ１４００）
。
【００７５】
　ステップＳ１４００の処理において、対応する更新許可フラグ１０３０が論理値“１”
である場合に（ステップＳ１４００：Ｙｅｓ）、テーブル更新部９６０は、テーブル記憶
部９７０に記憶されているサーバ側グループテーブル１０００において、受信した順位変
更要求信号の送信元であるＰＴＴ端末１００の氏名１０４０に対応する更新権フラグ１０
９０が論理値“１”であるか否かを調べる（ステップＳ１４１０）。
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【００７６】
　ステップＳ１４１０の処理において、対応する更新権フラグ１０９０が論理値“１”で
ある場合に（ステップＳ１４１０：Ｙｅｓ）、テーブル更新部９６０は、受信した順位変
更要求信号に基づいて、テーブル記憶部９７０に記憶されているサーバ側グループテーブ
ル１０００を更新する（ステップＳ１４２０）。
　サーバ側グループテーブル１０００が更新されると、送信信号生成部９９０は、優先順
位信号を生成し（ステップＳ１４３０）、さらに、生成した優先順位信号を含む、サーバ
側グループテーブル１０００を更新した旨を示す応答信号を生成する（ステップＳ１４４
０）。ここで、生成された優先順位信号の送信先は、受信した順位変更要求信号によって
示される順位変更要求テーブル８００のグループ識別子８１０によって識別されるグルー
プに属するＰＴＴ端末１００のうちの、その優先順位変更要求信号の送信元ＰＴＴ端末１
００以外のＰＴＴ通信端末１００となり、生成された応答信号の送信先は、受信した順位
変更要求信号の送信元ＰＴＴ端末１００となる。
【００７７】
　優先順位信号と応答信号とが生成されると、変調部９４５は、生成された優先順位信号
を変調する。そして、送信部９４０は、その変調された優先順位信号を、送信先となるＰ
ＴＴ通信端末１００のそれぞれに送信する（ステップＳ１４５０）。
　ステップＳ１４００の処理において、対応する更新許可フラグ１０３０が論理値“１”
でない場合（ステップＳ１４００：Ｎｏ）、又は、ステップＳ１４００の処理において、
対応する更新許可フラグ１０３０が論理値“１”でない場合に（ステップＳ１４００：Ｎ
ｏ）、送信信号生成部９９０は、サーバ側グループテーブル１０００を更新しなかった旨
を示す応答信号を生成する（ステップＳ１４６０）。ここで、生成された応答信号の送信
先は、受信した順位変更要求信号の送信元ＰＴＴ端末１００である。
【００７８】
　ステップＳ１４５０の処理が終了した場合、又は、ステップＳ１４６０の処理が終了し
た場合に、変調部９４５は、生成された応答信号を変調する。そして、送信部９４０は、
その変調された優先順位信号を、その送信元ＰＴＴ端末１００に送信する（ステップＳ１
４７０）。
　上記構成のＰＴＴ通話システムによると、各ＰＴＴ端末１００は、自端末がＰＴＴ通話
に参加している場合に、そのＰＴＴ通話に参加している端末それぞれについての発言権優
先順位を示すＰＴＴ通話中画像を、液晶ディスプレイ３７０に表示することとなる。
【００７９】
　よって、ＰＴＴ端末１００を利用するユーザは、ＰＴＴ通話において、自身の端末に発
言権を付与して欲しい旨の要求をサーバ１１１に行った場合に、自身の端末に発言権が付
与されるまでどのくらい待たなければならないかについて、容易に知ることができるよう
になる。
＜その他の実施例＞
　＜概要＞
　以下、本発明に係る携帯通信端末の一例として、実施の形態に係るＰＴＴ端末１００の
一部を変更したＰＴＴ端末１７００について、及び、複数のＰＴＴ端末１７００と、実施
の形態に係るサーバ１１１の一部を変更したサーバ１５１１とを含んで構成される、実施
の形態に係るＰＴＴ通話システム１２０の一部を変更したＰＴＴ通話システムについて説
明する。
【００８０】
　ＰＴＴ端末１７００は、そのハードウエア構成が、実施の形態に係るＰＴＴ端末１００
と同様の構成のものとなっているが、実行されるソフトウエアの一部、及び、記憶される
データの一部が、実施の形態に係るＰＴＴ端末１００とは異なる。また、サーバ１５１１
は、そのハードウエア構成が、実施の形態に係るサーバ１１１と同様の構成のものとなっ
ているが、実行されるソフトウエアの一部、及び、記憶されるデータの一部が、実施の形
態に係るサーバ１１１とは異なる。
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【００８１】
　実施の形態に係るＰＴＴ通話システム１２０は、通話中のＰＴＴ端末１００の液晶ディ
スプレイ３７０に表示される画像が、ＰＴＴ通話中画像（図６参照）となる構成の例であ
った。これに対してその他の実施例に係るＰＴＴ通話システムは、通話中のＰＴＴ端末１
７００の液晶ディスプレイ３７０に表示される画像が、実施の形態におけるＰＴＴ通話中
画像からその一部が異なる第２ＰＴＴ通話中画像（後述）となる構成の例となっている。
【００８２】
　以下、その他の実施例に係るＰＴＴ通話システムについて、実施の形態に係るＰＴＴ通
話システム１２０との相違点を中心に、図面を参照しながら説明する。
　＜構成＞
　　＜サーバ１５１１＞
　図１５は、サーバ１５１１によって実現される機能を構成する主要な機能ブロックを示
す機能ブロック図である。
【００８３】
　同図に示されるように、サーバ１５１１は、実施の形態におけるサーバ１１１から、テ
ーブル更新部９６０がテーブル更新部１５６０に変更され、テーブル記憶部９７０がテー
ブル記憶部１５７０に変更されている。
　テーブル記憶部１５７０は、テーブル更新部１５６０と判定部９５０と発言者フィルタ
リング部９８０と送信信号生成部９９０とに接続され、実施の形態におけるサーバ側グル
ープテーブル１０００の一部が異なる、サーバ側グループテーブル１６００を記憶する機
能を有する。
【００８４】
　図１６は、テーブル記憶部１５７０が記憶するサーバ側グループテーブル１６００のデ
ータ構成を示す構成図である。
　同図に示されるように、サーバ側グループテーブル１６００は、実施の形態におけるサ
ーバ側グループテーブル１０００から、発言待機順位１６９５が追加されるように変更さ
れている。
【００８５】
　発言待機順位１６９５は、発言待機フラグ１０８０の論理値が“１”となるＰＴＴ端末
１７００における発言権優先順位（以下、「発言待機中発言権優先順位」と呼ぶ。）を示
す数値である。この発言待機中発言権優先順位は、その数値が小さい程、より優先順位が
高くなることを示している。なお、図１６中の発言待機順位１６９５の欄における“－”
の図形は、その発言待機順位１６９５がヌル値であることを示しており、発言待機順位１
６９５がヌル値であるとは、対応する発言待機フラグ１０８０の論理値が“１”でないこ
とを示している。
【００８６】
　テーブル更新部１５６０は、復調部９３５とテーブル記憶部１５７０とに接続され、実
施の形態におけるテーブル更新部９６０の有する５つの機能に加えて、さらに、以下の機
能を有する。
　発言待機順位更新機能：テーブル記憶部１５７０に記憶されているサーバ側グループテ
ーブル１６００において、発言待機フラグ１０８０が更新された場合に、その更新された
発言待機フラグ１０８０に対応するグループについて、発言待機フラグ１０８０の論理値
が“１”となるＰＴＴ端末１７００のそれぞれについての発言待機中発言権優先順位を算
定して、そのグループの発言待機順位１６９５のそれぞれを更新する機能。
【００８７】
　　＜ＰＴＴ端末１７００＞
　図１７は、ＰＴＴ端末１７００によって実現される機能を構成する主要な機能ブロック
を示す機能ブロック図である。
　同図に示されるように、ＰＴＴ端末１７００は、実施の形態におけるＰＴＴ端末１００
から、テーブル更新部４３０がテーブル更新部１７３０に変更され、テーブル記憶部４４
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０がテーブル記憶部１７４０に変更され、表示画像生成部４５０が表示画像生成部１７５
０に変更されている。
【００８８】
　テーブル記憶部１７４０は、テーブル更新部１７３０と表示画像生成部１７５０とに接
続され、実施の形態における端末側グループテーブル５００（図５参照）の一部が変更さ
れた、端末側グループテーブル１８００を記憶する機能を有する。
　図１８は、テーブル記憶部１７４０が記憶する端末側グループテーブル１８００のデー
タ構成を示す構成図である。
【００８９】
　同図に示されるように、サーバ側グループテーブル１６００は、実施の形態における端
末側グループテーブル５００から、発言待機順位１８９５が追加されるように変更されて
いる。
　発言待機順位１８９５は、サーバ側グループテーブル１６００における、発言待機順位
１６９５と同様のものである。よって、ここでは説明を省略する。
【００９０】
　再び図１７に戻って、機能ブロックの説明を続ける。
　テーブル更新部１７３０は、復調部４０５とテーブル記憶部１７４０とに接続され、復
調部４０５によって復調された信号のうちの優先順位信号から、端末側グループテーブル
１８００を生成して、生成した端末側グループテーブル１８００で、テーブル記憶部１７
４０に記憶されている端末側グループテーブル１８００を更新する機能を有する。
【００９１】
　表示画像生成部１７５０は、テーブル記憶部１７４０とユーザ操作受付部４６０と液晶
ディスプレイ３７０とに接続され、実施の形態における表示画像生成部４５０の有する順
位変更要求操作受付画像表示機能に加えて、以下の第２ＰＴＴ通話中画像表示機能を有す
る。
　第２ＰＴＴ通話中画像表示機能：自端末がＰＴＴ通話中である場合に、テーブル記憶部
１７４０に記憶されている端末側グループテーブル１８００に基づく第２ＰＴＴ通話中画
像を生成し、液晶ディスプレイ３７０に表示させる機能。
【００９２】
　図１９は、表示画像生成部１７５０が液晶ディスプレイ３７０に表示させる第２ＰＴＴ
通話中画像を示す図である。
　同図に示されるように、第２ＰＴＴ通話中画像は、実施の形態におけるＰＴＴ通話中画
像（図６参照）から、発言待機表示領域６８０が削除され、替わりに、発言待機順位表示
領域１９８０が追加されるように変更されたものである。
【００９３】
　発言待機順位表示領域１９８０には、テーブル記憶部１７４０に記憶されている端末側
グループテーブル１８００における、発言待機順位１８９５の数値のそれぞれが、対応す
る氏名５４０を示す文字列の高さと同じ高さの位置となるように表示される。なお、ここ
では、発言待機順位１８９５がヌル値である場合には、“－”の図形が表示される。
　上記構成のＰＴＴ通話システムによると、各ＰＴＴ端末１７００は、自端末がＰＴＴ通
話に参加している場合に、そのＰＴＴ通話に参加している端末それぞれについての発言待
機順位を示す第２ＰＴＴ通話中画像を、液晶ディスプレイ３７０に表示することとなる。
【００９４】
　このことによって、ＰＴＴ端末１７００を利用するユーザは、ＰＴＴ通話において、自
分の端末に発言権を付与して欲しい旨の要求をサーバ１５１１に行った場合に、自分の端
末に発言権が付与されるまでどのくらい待たなければならないかについて、容易に知るこ
とができるようになる。
＜補足＞
　以上、本発明に係る携帯通信端末の一実施形態として、実施の形態とその他の実施例と
において、それぞれ、ＰＴＴ端末１００とＰＴＴ端末１７００とを例として説明したが、
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以下のように変更することも可能であり、本発明は上述した実施の形態、その他の実施例
通りの携帯通信端末に限られないことはもちろんである。
【００９５】
　（１）実施の形態において、ＰＴＴ端末１００は、液晶ディスプレイ３７０に表示され
るＰＴＴ通話中画像に、テーブル記憶部４４０に記憶される端末側グループテーブル５０
０において互いに対応付けられている、氏名５４０とランク５５０とサブランク５６０と
の組のそれぞれについての表示が含まれている構成の例であった（図６等参照）。しかし
ながら、液晶ディスプレイ３７０に表示されるＰＴＴ通話中画像に、テーブル記憶部４４
０に記憶される端末側グループテーブル５００において互いに対応付けられている、氏名
５４０とランク５５０とサブランク５６０との組のうちの少なくとも一部の組についての
表示が含まれている構成であれば、全ての組についての表示が含まれている構成に限られ
る必要はない。一例として、液晶ディスプレイ３７０に表示されるＰＴＴ通話中画像に、
発言優先順位が自端末以上となる端末の組についての表示のみが含まれている構成の例等
が考えられる。
【００９６】
　（２）実施の形態において、ＰＴＴ端末１００は、ユーザ操作受付部４６０が、自端末
を含む１以上のＰＴＴ端末１００についての発言権優先順位を変更する旨の要求をサーバ
１１１に対して行わせるためのユーザ操作を受け付ける構成の例であった。これに対して
、別の一例として、ユーザ操作受付部４６０が、自端末を含まない１以上のＰＴＴ端末１
００についての発言権優先順位を変更する旨の要求をサーバ１１１に対して行わせるため
のユーザ操作を受け付ける構成であってもよい。また、さらに別の一例として、ユーザ操
作受付部４６０が、ＰＴＴ端末１００についての発言権優先順位を変更する旨の要求をサ
ーバ１１１に対して行わせるためのユーザ操作を受け付けない構成であってもよい。
【００９７】
　（３）実施の形態において、ＰＴＴ端末１００の例として、スマートフォン型の携帯通
信端末を示した。しかしながら、ＰＴＴ端末１００と同等の機能を有している端末であれ
ば、スマートフォン型の携帯通信端末に限られない。一例として、折り畳み式の携帯電話
機や、通信機能を有するタブレット型可搬パソコンであってもよい。
　（４）実施の形態において、新たなグループの生成は、サーバ１１１を管理する管理者
が、サーバ側グループテーブル１０００を編集することでなされる構成の例であった。こ
れに対して、ＰＴＴ端末１００を利用するユーザが、ＰＴＴ端末１００を操作することで
新たなグループの生成がなされる構成であっても構わない。一例として、ＰＴＴ端末１０
０が、ユーザからの新たなグループを生成するための操作が自端末になされると、その新
たなグループに対応する新たな端末側グループテーブル５００を生成してサーバ１１１に
送信する機能する。サーバ１１１は、ＰＴＴ端末１００から送信された新たなグループに
対応する新たな端末側グループテーブル５００を受信すると、受信した端末側グループテ
ーブル５００に基づいてサーバ側グループテーブル１０００を生成して記憶する機能を有
する例等が考えられる。
【００９８】
　（５）上記実施の形態及び上記変更例をそれぞれ組み合わせるとしてもよい。
　（６）以下、さらに本発明の一実施形態に係る携帯通信端末の構成及びその変更例と各
効果について説明する。
　（ａ）本発明の一実施形態に係る携帯通信端末は、複数の携帯通信端末それぞれの発言
権の取得に係る優先順位を示す優先順位情報を記憶するサーバによって選定された発言権
を有する一の携帯通信端末から送信された音声信号に基づく音声を、他の携帯通信端末が
出力する通信システムにおいて利用される携帯通信端末であって、前記サーバに記憶され
た前記優先順位情報に基づき、前記複数の携帯通信端末のうちの少なくとも一部の携帯通
信端末に設定された前記発言権の取得に係る優先順位を示す優先順位信号を、前記サーバ
より受信する順位信号受信部と、前記順位信号受信部によって優先順位信号が受信された
場合に、当該優先順位信号に基づき携帯通信端末の優先順位を表示する表示部とを備える
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ことを特徴とする。
【００９９】
　上述の構成を備える本実施の形態に係る携帯通信端末によると、表示部に優先順位のう
ちの少なくとも一部が表示される。このため、ＰＴＴ通話において、自分の端末に発言権
が付与されるまでどのくらい待たなければならないかについて、知ることができる。
　（ｂ）また、前記サーバから送信される優先順位信号は、前記複数の携帯通信端末全て
についての優先順位を示す信号であり、前記表示部は、前記複数の携帯通信端末全ての優
先順位を表示するとしてもよい。
【０１００】
　これにより、ＰＴＴ通話において、ユーザが自分の端末に発言権を付与して欲しい旨の
要求をサーバに行った場合に、自分の端末に発言権が付与されるまでどのくらい待たなけ
ればならないかについて、さらに、知ることができる可能性を高くすることができる。
　（ｃ）また、前記携帯通信端末を利用するユーザからの、前記サーバに記憶される優先
順位情報の変更に係る優先順位変更要求を受け付ける要求受付部と、前記要求受付部が優
先順位変更要求を受け付けた場合に、当該優先順位変更要求の要求内容を示す優先順位変
更要求信号を、前記サーバに送信する要求送信部とを備えるとしてもよい。
【０１０１】
　これにより、サーバに、サーバが記憶する優先順位情報の変更を要求することができる
ようになる。
　（ｄ）また、前記要求送信部は、前記ユーザからの優先順位変更要求に自端末の優先順
位を変更する旨の要求が含まれている場合に、前記優先順位変更要求信号の送信を行うと
してもよい。
【０１０２】
　これにより、サーバ対して行う優先順位情報の変更の要求を、その要求に自端末につい
ての優先順位の変更が含まれている場合に限定して行うようにすることができるようにな
る。
　（ｅ）また、前記順位信号受信部は、さらに、前記サーバにより発言権が付与されるこ
とが予定されている携帯通信端末を特定する発言権付与予定情報を含む選定予定信号を受
信し、前記表示部は、さらに、前記順位信号受信部によって選定予定信号が受信された場
合に、当該選定予定信号によって特定される携帯通信端末を表示するとしてもよい。
【０１０３】
　これにより、ＰＴＴ通話において、ユーザが自分の端末に発言権を付与して欲しい旨の
要求をサーバに行った場合に、自分の端末に発言権が付与されるまでどのくらい待たなけ
ればならないかについて、さらに、知ることができる可能性を高くすることができる。
　（ｆ）また、前記順位信号受信部は、さらに、前記サーバによって発言権が付与される
ことが予定されている２以上の選定待機中携帯通信端末における発言権付与予定順位を示
す選定予定順位情報を含む、前記サーバから送信される選定予定順位信号を受信し、前記
表示部は、さらに、前記順位信号受信部によって選定予定順位信号が受信された場合に、
当該選定予定順位信号によって示される発言権付与予定順位を表示するとしてもよい。
【０１０４】
　これにより、ＰＴＴ通話において、ユーザが自分の端末に発言権を付与して欲しい旨の
要求をサーバに行った場合に、自分の端末に発言権が付与されるまでどのくらい待たなけ
ればならないかについて、さらに、知ることができる可能性を高くすることができる。
　（ｇ）本発明の一実施形態に係る通信システムは、複数の携帯通信端末とサーバとから
構成され、当該サーバによって選定された発言権を有する一の携帯通信端末から送信され
た音声信号に基づく音声を、他の携帯通信端末が出力する通信システムであって、前記サ
ーバは、複数の携帯通信端末それぞれの発言権の取得に係る優先順位を示す優先順位情報
を記憶する記憶部と、前記記憶部に記憶される優先順位情報に基づき、前記複数の携帯通
信端末のうちの少なくとも一部の携帯通信端末に設定された前記発言権の取得に係る優先
順位を示す優先順位信号を、前記複数の携帯通信端末のそれぞれに送信する送信部とを備
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え、前記発言権の付与を、前記記憶部に記憶される優先順位情報に基づいて行い、前記複
数の携帯通信端末のそれぞれは、前記サーバから送信される優先順位信号を受信する順位
信号受信部と、前記順位信号受信部によって優先順位信号が受信された場合に、当該優先
順位信号に基づき携帯通信端末の優先順位を表示する表示部とを備えることを特徴とする
。
【０１０５】
　上述の構成を備える本実施の形態に係る通信システムによると、携帯通信端末は、その
表示部に、サーバが記憶する優先順位のうちの少なくとも一部を表示される。このため、
ＰＴＴ通話において、自分の端末に発言権が付与されるまでどのくらい待たなければなら
ないかについて、知ることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０６】
　本発明は、ＰＴＴ通話機能を有する携帯通信端末に広く利用することができる。
【符号の説明】
【０１０７】
　４００　受信部
　４０５　復調部
　４１０　送信部
　４１５　変調部
　４２０　出力音声信号変換部
　４３０　テーブル更新部
　４４０　テーブル記憶部
　４５０　表示画像生成部
　４６０　ユーザ操作受付部
　４７０　送信信号生成部
　４８０　入力音声信号変換部
　３４０　アンテナ
　３５０　マイク
　３６０　レシーバ
　３７０　液晶ディスプレイ
　３８０　タッチパッド
　２３０　タッチパネル
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