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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メッセンジャーベースの動画像通話サービスを提供する携帯端末の動画像通話サービス
運用方法において、
　カメラを実行してカメラプレビュー画面を表示する段階と、
　前記カメラプレビュー画面で動画像通話サービスのための少なくとも１つの共有者を選
択するユーザの入力を検出する段階と、
　前記メッセンジャーベースの動画像通話サービスを開始するためのメッセンジャーアプ
リケーションを実行する段階と、
　前記選択された共有者に前記メッセンジャーアプリケーションを通じて接続要請を伝送
する段階と、
　前記接続要請に応答して前記選択された共有者とメッセンジャーベースの動画像通話を
行う段階とを有し、
　メッセンジャーベースの動画像通話を行う段階の後に、
　前記動画像通話サービス環境下で携帯端末の選択された機能を実行する段階と、
　前記選択された機能を実行するのに関係するデータを生成する段階と、
　前記生成されたデータを前記共有者に伝送する段階とをさらに有し、
　前記選択された機能を実行する段階は、画面比率調整機能、ハンドライティング機能、
位置表示機能の内の少なくとも１つの機能を実行することを特徴とする携帯端末の動画像
通話サービス運用方法。
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【請求項２】
　前記カメラプレビュー画面は、前記携帯端末の前面部及び後面部に装着されたカメラを
通じて出力される動画像画面であることを特徴とする請求項１に記載の携帯端末の動画像
通話サービス運用方法。
【請求項３】
　前記ユーザの入力を検出する段階は、前記動画像通話サービスを提供するメッセンジャ
ーアプリケーションプログラムから動画像通話共有者情報を抽出する段階と、
　前記抽出された動画像通過共有者情報に基づいてメッセンジャー共有者リストを表示す
る段階と、
　前記メッセンジャー共有者リストのうち動画像通話のための共有者選択を検出する段階
とを含むことを特徴とする請求項１に記載の携帯端末の動画像通話サービス運用方法。
【請求項４】
　前記接続要請に応答して前記カメラのプレビュー動画像を共有して動画像通話を行うプ
レビュー共有画面に切り替えて表示する段階をさらに有することを特徴とする請求項１に
記載の携帯端末の動画像通話サービス運用方法。
【請求項５】
　メッセンジャーベースの動画像通話を行う段階は、前記カメラを通じて出力される画面
の動画像データをメッセンジャーベースの動画像データに変換し、変換したデータを送受
信することを特徴とする請求項１に記載の携帯端末の動画像通話サービス運用方法。
【請求項６】
　第１端末が第２端末へ制御権限を譲渡するために、カメラ制御権限要請信号を伝送する
段階と、
　第１端末が前記カメラ制御権限要請に受諾する応答信号を受信し、これに応答してカメ
ラプレビュー画面を表示する段階と、
　前記第２端末が第１端末のカメラ機能を制御する段階とをさらに有することを特徴とす
る請求項１に記載の携帯端末の動画像通話サービス運用方法。
【請求項７】
　前記接続要請に応答がない場合、他の共有者のリストを表示する段階と、
　前記メッセンジャー基ベースの動画像通話サービスを行うために少なくとも１つの他の
共有者を選択する段階とをさらに有することを特徴とする請求項１に記載の携帯端末の動
画像通話サービス運用方法。
【請求項８】
　動画像通話サービスを支援するメッセンジャーサービスを提供する携帯端末において、
　メッセンジャーサーバーに接続し、メッセンジャーサーバーとメッセンジャーデータを
送受信する無線通信部と、
　カメラのプレビュー動画像を表示し、カメラプレビュー動画像を共有するプレビュー共
有画面を表示するタッチスクリーンと、
　前記カメラのプレビュー画面で動画像通話サービスのための少なくとも１つの共有者を
選択するユーザの入力を検出し、前記動画像通話サービスを提供するメッセンジャーを実
行し、前記選択された共有者に前記メッセンジャーベースの動画像サービス接続要請を伝
送し、前記接続要請に応答して前記共有者とメッセンジャーベースの動画像通話を行うよ
うに制御する制御部とを有し、
　前記制御部は、前記動画像通話サービス環境下で携帯端末の選択された機能を実行し、
前記選択された機能の実行によるデータを生成し、前記生成されたデータを前記共有者に
伝送するように制御し、
　前記動画像通話サービス環境下で実行される選択された機能は、画面比率調整機能、ハ
ンドライティング機能、位置表示機能の内の少なくとも１つを含むことを特徴とする携帯
端末。
【請求項９】
　前記制御部は、前記動画像通話サービスを提供するメッセンジャーアプリケーションプ
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ログラムから動画像通話共有者情報を抽出し、抽出した動画像通話共有者情報に基づきメ
ッセンジャー共有者リストを前記タッチスクリーンに表示し、前記メッセンジャー共有者
リストのうち動画像通話のための共有者選択を検出するよう制御することを特徴とする請
求項８に記載の携帯端末。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記タッチスクリーンにカメラプレビュー動画像を共有するプレビュー
共有画面に切り替えて表示し、動画像通話を行うよう制御することを特徴とする請求項８
に記載の携帯端末。
【請求項１１】
　前記制御部は、前記カメラを通じて出力される画面の動画像データをメッセンジャーベ
ースの動画像データに変換し、変換したデータを送受信するよう制御することを特徴とす
る請求項８に記載の携帯端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末及びメッセンジャー動画像通話サービス運用方法に関し、特に、携
帯端末においてプレビュー動画像と音声情報を利用してメッセンジャーベースの動画像通
話サービスを提供する携帯端末及びメッセンジャー動画像通話サービス運用方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　通信技術が発達するに伴い、携帯端末、例えば、スマートホン、タブレットパソコンな
どが広く普及されている。携帯端末は、音声通話文字サービス以外に、多様な機能が新し
く付加されていると共に、サイズ、デザイン、解像度及びユーザインターフェース側面も
多様に開発されている傾向にある。
【０００３】
　特に、携帯端末ベースの多様なサービスのうち移動通信端末の間にリアルタイム情報伝
達が可能なメッセンジャーサービスに対する要求が高くなっている。
　メッセンジャーサービスは、データ網を利用して多重ユーザ間のチャット、写真及び動
画ファイル伝送、音声通話及び動画像通話などの情報をリアルタイムで提供するサービス
である。
　メッセンジャー加入者は、データ網を介してメッセンジャーサーバーに接続し、メッセ
ンジャーサーバーは、接続した加入者を接続し、加入者間の対話を可能にする。
【０００４】
　最近、料金負担のなく通信を楽しむことができるようにしたワイファイ（Ｗｉ－Ｆｉ）
の普及に伴い、メッセンジャーベースの音声通話または動画像通話がさらに拡大している
傾向にある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、メッセンジャー動画像サービスを支援する端末においてカメラプレビ
ュー画面と音声情報をメッセンジャー動画像サービスを利用して多者間で共有するための
携帯端末及びメッセンジャー動画像通話サービス運用方法を提供することにある。
　また、本発明の他の目的は、メッセンジャーベースのメッセンジャー動画像通話を行う
途中に携帯端末の機能を実行してデータを生成し、生成されたデータを共有することがで
きる携帯端末及びメッセンジャー動画像通話サービス運用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なされた本発明による動画像通話サービス運用方法は、メッ
センジャーベースの動画像通話サービスを提供する携帯端末の動画像通話サービス運用方



(4) JP 6292797 B2 2018.3.14

10

20

30

40

50

法において、カメラを実行してカメラプレビュー画面を表示する段階と、前記カメラプレ
ビュー画面で動画像通話サービスのための少なくとも１つの共有者を選択するユーザの入
力を検出する段階と、前記メッセンジャーベースの動画像通話サービスを開始するための
メッセンジャーアプリケーションを実行する段階と、前記選択された共有者に前記メッセ
ンジャーアプリケーションを通じて接続要請を伝送する段階と、前記接続要請に応答して
前記選択された共有者とメッセンジャーベースの動画像通話を行う段階とを有し、メッセ
ンジャーベースの動画像通話を行う段階の後に、前記動画像通話サービス環境下で携帯端
末の選択された機能を実行する段階と、前記選択された機能を実行するのに関係するデー
タを生成する段階と、前記生成されたデータを前記共有者に伝送する段階とをさらに有し
、前記選択された機能を実行する段階は、画面比率調整機能、ハンドライティング機能、
位置表示機能の内の少なくとも１つの機能を実行することを特徴とする。
【０００７】
　上記目的を達成するためになされた本発明による携帯端末は、動画像通話サービスを支
援するメッセンジャーサービスを提供する携帯端末において、メッセンジャーサーバーに
接続し、メッセンジャーサーバーとメッセンジャーデータを送受信する無線通信部と、カ
メラのプレビュー動画像を表示し、カメラプレビュー動画像を共有するプレビュー共有画
面を表示するタッチスクリーンと、前記カメラのプレビュー画面で動画像通話サービスの
ための少なくとも１つの共有者を選択するユーザの入力を検出し、前記動画像通話サービ
スを提供するメッセンジャーを実行し、前記選択された共有者に前記メッセンジャーベー
スの動画像サービス接続要請を伝送し、前記接続要請に応答して前記共有者とメッセンジ
ャーベースの動画像通話を行うように制御する制御部とを有し、前記制御部は、前記動画
像通話サービス環境下で携帯端末の選択された機能を実行し、前記選択された機能の実行
によるデータを生成し、前記生成されたデータを前記共有者に伝送するように制御し、前
記動画像通話サービス環境下で実行される選択された機能は、画面比率調整機能、ハンド
ライティング機能、位置表示機能の内の少なくとも１つを含むことを特徴とする。
 
 
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係る携帯端末及びその動画像通話サービス運用方法によれば、カメラのプレビ
ュー画面でメッセンジャーベースの動画像通話サービスに進入する機能、カメラプレビュ
ー動画像データをメッセンジャーアプリケーションプログラムを通じて送受信する機能、
動画像通話を行う環境で写真撮影、メモ入力、地図表示、メッセージ伝送などのように端
末の他の機能を実行する機能、動画像通話を行う環境でデータを生成する機能、動画像通
話を行う環境でデータを伝送する機能などを支援することができる。
　これにより、メッセンジャーベースの動画像通話サービスで相互間の動画像画面以外に
も、音声情報、位置情報、ハンドライティング情報、メッセージ情報、写真、動画などを
動画像通話共有者と共有することができるという効果がある。したがって、本発明は、カ
メラプレビュー動画像情報と音声情報だけでなく、追加データをメッセンジャーを通じて
効果的に共有することによって、メッセンジャーベースの動画像通話サービスの品質を向
上させることができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態による携帯端末の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施形態によるメッセンジャー動画像サービスを支援する端末の動画像
通話サービス運用方法を説明するためのフローチャートである。
【図３】本発明の実施形態による動画像通話サービスのユーザ選択及び共有要請画面を説
明するための例示図である。
【図４】本発明の実施形態による動画像通話サービスの接続過程を示す例示図である。
【図５】本発明の実施形態による動画像通話サービスのカメラの追加機能を説明するため
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の例示図である。
【図６】本発明の実施形態による動画像通話サービスの画面切替機能を説明するための例
示図である。
【図７】本発明の実施形態による動画像通話サービスのカメラシャッター機能及びデータ
伝送機能を説明するための例示図である。
【図８】本発明の実施形態による動画像通話サービスのハンドライト機能及び位置表示機
能を説明するための例示図である。
【図９】本発明の実施形態による動画像通話サービス運用中に終了機能を説明するための
例示図である。
【図１０】本発明の実施形態による動画像通話サービスのカメラの遠隔調整機能を説明す
るための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　次に、本発明に係る携帯端末及びその動画像通話サービス運用方法を実施するための形
態の具体例を図面を参照しながら説明する。
【００１１】
　本発明の詳細な説明に先立って、以下で使用する用語や単語は、通常的や辞書的な意味
に限定して解釈されてはならないし、本発明の技術的思想に符合する意味や概念として解
釈されなければならない。したがって、本明細書と図面は、本発明の好ましい実施形態に
過ぎないもので、本発明の技術的思想をすべて代弁するものではないので、本出願時点に
おいてこれらを代替することができる多様な均等物と変形例があり得ることを理解しなけ
ればならない。
　また、添付の図面において一部の構成要素は、誇張されるか、省略されるかまたは概略
的に図示され、各構成要素のサイズは、実際サイズを全く反映するものではない。したが
って、本発明は、添付の図面に描かれた相対的なサイズや間隔によって制限されない。
【００１２】
　図３～図９に示した記号％Ｓは、文字列を意味する記号であり、本発明の実施形態では
、動画像通話共有者の名前として使用することができる。これと共に、記号％Ｎは、数字
を意味する記号であり、本発明の実施形態では、写真の個数として使用することができる
。
【００１３】
　本発明において「カメラプレビュー画面」は、撮影によって格納されるデータではなく
、カメラを用いた動画像処理とバッファリングなどを経てすぐ表示部に出力される画面を
意味する。
　カメラプレビュー画面では、カメラのレンズ角が変更されることによって動的に変更す
ることができる。
　本発明において「プレビュー共有画面」は、カメラプレビュー画面をメッセンジャープ
ログラムと連動してメッセンジャーベースの動画像通話を行うためにカメラプレビュー画
面を再構成し、メッセンジャープログラムを通じて他の端末と共有される画面を意味する
。
【００１４】
　本発明による端末は、携帯端末、スマートホン、タブレットパソコン及びノートパソコ
ン、デスクトップパソコンなどカメラと通信機能を具備したすべての種類の情報通信機器
とすることができる。
　また、本発明による動画像通話端末は、様々なタスク（Ｔａｓｋ）を同時に行うマルチ
タスキング（Ｍｕｌｔｉ　Ｔａｓｋｉｎｇ）機能を具備することができる。以下では、動
画像通話端末が携帯端末に該当するものと仮定して説明する。
【００１５】
　図１は、本発明の実施形態による携帯端末の構成を示すブロック図である。
　図１を参照すると、本発明による携帯端末１００は、タッチパネル１１１と表示パネル
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１１２を含んで構成されたタッチスクリーン１１０と、ハードウェアのキー入力部１２０
と、無線通信部１３０と、オーディオ処理部１４０と、カメラ１５０と、格納部１６０と
、制御部１７０とを含んでなる。
【００１６】
　タッチスクリーン１１０は、タッチパネル１１１及び表示パネル１１２を含む。
　タッチスクリーン１１０は、ユーザ入力情報（例えば、ユーザジェスチャー）に応答す
るタッチイベントを発生させて、制御部１７０に伝達する。
　制御部１７０は、タッチイベントからユーザジェスチャーを検出する。
　制御部１７０は、検出されたユーザジェスチャーに応答して携帯端末１００の機能を行
う。
【００１７】
　ここで、ユーザジェスチャーは、タッチ（Ｔｏｕｃｈ）とタッチジェスチャー（Ｔｏｕ
ｃｈｇｅｓｔｕｒｅ）に区分される。また、タッチジェスチャーは、タップ（Ｔａｐ）、
ダブルタップ（Ｄｏｕｂｌｅ　Ｔａｐ）、ロングタップ（ｌｏｎｇ　ｔａｐ）、ドラッグ
（Ｄｒａｇ）、ドラッグアンドドロップ（Ｄｒａｇ　＆　Ｄｒｏｐ）、フリック（Ｆｌｉ
ｃｋ）及びプレス（ｐｒｅｓｓ）などを含むことができる。
【００１８】
　ここで、タッチは、ユーザが画面のいずれか１つの地点にタッチ入力手段（例えば、指
やスタイラスペン）を利用して接触する操作であり、タップは、いずれか１つの地点をタ
ッチした後、タッチ入力手段の移動なしに当該地点からタッチ入力手段をタッチ解除（ｔ
ｏｕｃｈ－ｏｆｆ）する操作であり、ダブルタップは、いずれか１つの地点を連続的に２
回タップする操作であり、ロングタップは、タップより相対的に長くタッチした後、タッ
チ入力手段の移動なしに当該地点からタッチ入力手段をタッチ解除する操作であり、ドラ
ッグは、いずれか１つの地点をタッチした状態でタッチ入力手段を所定方向に移動させる
操作であり、ドラッグアンドドロップは、ドラッグした後、タッチ入力手段をタッチ解除
する操作であり、フリックは、弾くように、ドラッグに比べてタッチ入力手段を速く移動
させた後、タッチ解除する操作を意味する。
　プレスは、タッチ入力手段でいずれか１つの地点をタッチした後、当該地点を押す操作
である。
　すなわちタッチは、タッチスクリーン１１０に接触（ｃｏｎｔａｃｔ）している状態を
意味し、タッチジェスチャーは、タッチがタッチスクリーン１１０に接触（ｔｏｕｃｈ－
ｏｎ）してタッチ解除（ｔｏｕｃｈ－ｏｆｆ）までのタッチの動きを意味する。
【００１９】
　タッチパネル１１１は、表示パネル１１２上に位置するアドオンタイプ（ａｄｄ－ｏｎ
　ｔｙｐｅ）や表示パネル内に挿入されるオンセルタイプ（ｏｎ－ｃｅｌｌ　ｔｙｐｅ）
またはインセルタイプ（ｉｎ－ｃｅｌｌ　ｔｙｐｅ）で具現することができる。
　タッチパネル１１１は、抵抗膜方式（ｒｅｓｉｓｔｉｖｅ　ｔｙｐｅ）、静電容量方式
（ｃａｐａｃｉｔｉｖｅ　ｔｙｐｅ）及び電子誘導方式（ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉ
ｃ　ｉｎｄｕｃｔｉｏｎ　ｔｙｐｅ）などを適用することができる。
【００２０】
　表示パネル１１２は、携帯端末１００の各種メニューを含めてユーザが入力した情報ま
たはユーザに提供する情報を表示する。
　表示パネル１１２は、制御部１７０の制御の下に、制御部１７０から入力された動画像
データをアナログ信号に変換して表示する。
　表示パネル１１２は、携帯端末の利用による多様な画面を提供することができる。すな
わち、表示パネル１１２は、携帯端末の利用による多様な画面、例えば、ロック画面、待
機画面、ホーム画面、アプリケーション（以下、「アプリ（Ａｐｐ）」と略称する）実行
画面、メニュー画面、キーパッド画面、メッセージ作成画面、インターネット画面、通話
画面、ゲーム画面、音楽再生画面、動画再生画面などを提供することができる。
【００２１】
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　表示パネル１１２は、液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ
：ＬＣＤ）、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｅｄ　Ｄｉｏｄｅ）、
ＡＭＯＬＥＤ（Ａｃｔｉｖｅ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔ
ｅｄ　Ｄｉｏｄｅ）などの平板表示パネルの形態で形成することができる。
　特に、本発明において表示パネル１１２は、カメラプレビュー画面、メッセンジャーベ
ースの動画像通話サービスのためのプレビュー共有画面を提供することができる。
　カメラプレビュー画面及びプレビュー共有画面ＵＩについては、図３～図９を参照して
さらに詳しく説明する。
【００２２】
　キー入力部１２０は、数字または文字情報を入力し、各種機能を設定するための複数の
入力キー及び機能キーを含む。
　機能キーは、特定機能を行うように設定された方向キー、サイドキー及びショートカッ
トキーなどを含むことができる。
　また、キー入力部１２０は、ユーザ設定及び携帯端末１００の機能制御と関連したキー
信号を生成し、制御部１７０に伝達する。キー信号は、電源オン／オフ信号、ボリューム
調節信号、画面オン／オフ信号などに区分される。
　制御部１７０は、このようなキー信号に応答して前述した構成を制御する。
【００２３】
　また、キー入力部１２０は、複数個のキーを含むクォティキーパッド、３＊４キーパッ
ド、４＊３キーパッドなどを含むことができる。そして、キー入力部１２０は、携帯端末
１００のタッチパネル１１１がフルタッチスクリーン形態で支援された場合、携帯端末１
００のケース側面に形成される、画面のオン／オフ及び携帯端末のオン／オフなどのため
の少なくとも１つのサイドキーのみを含むこともできる。
【００２４】
　無線通信部１３０は、音声通話、動画像通話及びデータ通信などと関連した信号の送受
信を行う。
　無線通信部１３０は、音声／音響データ及び制御データなどを無線信号に変換して送信
し、無線信号を受信し、音声／音響データ及び制御データなどに変換して出力する。
　また、無線通信部２３０は、移動通信モジュール（例えば、３世代（３－Ｇｅｎｅｒａ
ｔｉｏｎ）移動通信モジュール、３．５（３．５－Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ）世代移動通信
モジュールまたは４（４－Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ）世代移動通信モジュールなど）、近距
離通信モジュール（例えば、ワイファイ（Ｗｉ－Ｆｉ）モジュール）及びデジタル放送モ
ジュール（例えば、ＤＭＢモジュール）を含むことができる。
【００２５】
　オーディオ処理部１４０は、コーデック（ｃｏｄｅｃ：ｃｏｄｅｒ／ｄｅｃｏｄｅｒ）
で構成することができ、コーデックは、パケットデータなどを処理するデータコーデック
と音声などのオーディオ信号を処理するオーディオコーデックを具備する。
　オーディオ処理部１４０１は、受信したデジタルオーディオ信号をオーディオコーデッ
クを通じてアナログ信号に変換してスピーカーを介して再生する。オーディオ処理部１４
０は、マイクから入力されるアナログオーディオ信号をオーディオコーデックを介してデ
ジタルオーディオ信号に変換し、制御部１７０に伝達する。
　特に、本発明においてオーディオ処理部１４０は、メッセンジャー動画像サービスを運
用するのに必要な音声情報を収集し出力する構成になる。
【００２６】
　カメラ１５０は、動画像を撮影し、撮影したイメージを制御部１８０に出力するもので
あって、端末の前面に配置される前面カメラと、後面に配置される後面カメラとを含む。
　本発明においてカメラ１５０は、メッセンジャー動画像サービスを運用するのにあたっ
て必要な動画像を収集する構成になる。カメラ１５０は、図に示してはいないが、入力さ
れた光信号を電気的信号に変換するカメラセンサーと、カメラセンサーから撮影されるア
ナログ動画像信号をデジタルデータに変換する信号処理部とを含む。
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【００２７】
　本発明の実施形態においてカメラ１５０は、カメラバッファー部１５１を含む。
　カメラバッファー部１５１は、カメラセンサーから入力される動画像信号を臨時に格納
する。特に、カメラバッファー部１５１は、カメラのプレビューモードで一定時間カメラ
センサーから入力される動画像信号を臨時に格納する。
　カメラバッファー部１５１に臨時格納された動画像データは、メッセンジャーベースの
動画像通話サービス運用時に利用されるデータである。
　すなわち、本発明の実施形態において制御部１７０は、メッセンジャーベースの動画像
通話サービスが開始されれば、カメラバッファー部１５１に臨時格納されたデータを抽出
し、抽出されたデータをデータ通信が可能となるように変換し、メッセンジャーサーバー
に伝送するように制御する。
【００２８】
　格納部１６０は、携帯端末１００のオペレーションシステム（ＯＳ；Ｏｐｅｒａｔｉｎ
ｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）及び多様なアプリケーション（以下、アプリという）を含めて、携帯
端末で生成される多様なデータなどを格納することができる。
　データは、携帯端末のアプリの実行に発生するデータ及び携帯端末を利用して生成する
か、または外部（例えば、外部サーバー、他の携帯端末、パソコン）から受信し、格納可
能なすべての形態のデータを含むことができる。
　格納部１６０は、携帯端末で提供されるユーザインターフェース及び携帯端末の機能処
理に対する多様な設定情報を格納することができる。
【００２９】
　本発明の実施形態において格納部１６０は、メッセンジャーアプリケーションプログラ
ム１６１を格納する。
　メッセンジャーアプリケーションプログラムは、携帯端末のメッセンジャー機能を支援
するためのアプリケーションプログラムを意味する。
　格納部１６０は、メッセンジャーアプリケーションプログラムの活性化によって行われ
るメッセンジャー機能利用によるデータを格納する。
【００３０】
　特に、本発明の実施形態においてカメラ機能実行によってメッセンジャーアプリケーシ
ョンプログラムが活性化されれば、携帯端末は、ユーザ要請に従って既定のまたは入力信
号によってメッセンジャーサーバーに接続するための手続を行う。このために、携帯端末
は、メッセンジャーサーバーに接続することができるサービスに事前に加入してなければ
ならないし、加入していない場合、加入手続を通じて加入することができる。そして、携
帯端末は、メッセンジャーアプリケーションプログラムが活性化されれば、メッセンジャ
ーサーバーに接続情報を伝達し、メッセンジャーサーバーは、接続情報に基づき携帯端末
を認証し、接続を許可する。
【００３１】
　制御部１７０は、携帯端末１００の全般的な動作及び携帯端末１００の内部構成間の信
号フローを制御し、データを処理する機能を行う。
　制御部１７０は、バッテリーから内部構成への電源供給を制御する。制御部１７０は、
電源が供給されれば、携帯端末１００の起動工程を制御し、ユーザの設定によって携帯端
末１００の機能実行のためにプログラム領域に格納された各種アプリケーションプログラ
ムを行う。
【００３２】
　本発明の実施形態において制御部１７０は、カメラのプレビュー画面でメッセンジャー
ユーザ追加及び選択のためのメニュー機能、カメラプレビュー画面でメッセンジャーベー
スの動画像サービスに進入する機能、カメラプレビュー動画像データをメッセンジャーア
プリケーションプログラムを通じて送受信する機能、動画像通話を行う環境で写真撮影、
メモ入力、地図表示、メッセージ伝送、音声録音、通話動画像通話などのように端末の他
の機能を実行する機能、動画像通話を行う環境でデータを生成する機能、動画像通話を行
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う環境でデータを伝送する機能などを制御する。
　本発明による制御部のメッセンジャーベースの動画像サービス運用機能については、後
述する端末の画面例示図の説明とともにさらに詳しく説明する。
【００３３】
　デジタル機器のコンバージェンス（ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ）傾向によって変形が非常
に多様なので、すべてを列挙することはできないが、本発明による携帯端末１００は、携
帯端末の位置変化と関連した情報を感知するためのセンサーモジュールと、携帯端末１０
０の位置を測定するためのＧＰＳモジュールと、カメラモジュールなどのように上記で言
及されない構成をさらに含むことができる。
　また、本発明の携帯端末１００は、その提供形態によって前述した構成から特定の構成
が除外されるか、または他の構成に代替されてもよいことは勿論である。また、本発明に
おいて入力部は、前述したタッチスクリーン１１０及びキー入力部１２０以外に、タッチ
パッド、トラックボールなどになることができることは勿論である。
【００３４】
　図２は、本発明によるメッセンジャー動画像通話サービス運用方法を説明するためのフ
ローチャートである。
　図２を参照すると、段階Ｓ２１０で、制御部１７０は、カメラ実行を要請するユーザの
入力を検出する。
　段階Ｓ２１１で、制御部１７０は、ユーザの入力に応答してカメラを実行する。
【００３５】
　段階Ｓ２１２で、制御部１７０は、カメラを通じて収集される動画像が表示されるよう
に、カメラプレビュー画面をタッチスクリーン１１０に表示する。
　ここで、カメラプレビュー画面は、動画像撮影によって格納されるデータではなく、カ
メラを用いた動画像処理とバッファリングなどを経てすぐタッチスクリーン１１０に出力
される画面である。カメラプレビュー画面は、カメラのレンズ角を変更することによって
動的に変更され、ユーザは、このような動的プレビューイメージを通じて被写体の選択と
構図調整を容易に行うことができる。
【００３６】
　段階Ｓ２１３で、制御部１７０は、ユーザの入力信号に応答してメッセンジャー共有者
リストをタッチスクリーンに表示する。
　本発明の実施形態による携帯端末は、カメラ実行モードでメッセンジャーベースの動画
像通話サービスを支援するために、カメラプレビュー画面にメッセンジャーメニューを含
むことができる。
　制御部１７０は、ユーザによってメッセンジャーメニューが選択されれば、動画像通話
サービスを支援するメッセンジャー共有者リストを表示する。制御部１７０は、メッセン
ジャー共有者リストを格納部１６０に格納されたメッセンジャーアプリケーションプログ
ラムを通じて収集し、収集されたユーザリストを表示する。この際、メッセンジャー共有
者リストは、予めの設定によるプレビュー共有サービスを受諾した他の端末ユーザのリス
トであることができる。
【００３７】
　段階Ｓ２１４で、制御部１７０は、メッセンジャー共有者リストから少なくとも１つを
選択する選択イベントを検出する。
　本発明による携帯端末は、多者間の動画像通話サービスを支援することができる。
　段階Ｓ２１６で、制御部１７０は、選択イベントを通じて選択された共有者を確認し、
選択された共有者と動画像通話サービスを利用するためのメッセンジャーアプリケーショ
ンプログラムを実行する。制御部１７０は、メッセンジャーアプリケーションプログラム
を実行し、メッセンジャーサーバーに対する接続工程を実行する。制御部１７０は、音声
情報の送受信のためのオーディオ処理部を活性モードで制御する。
【００３８】
　段階Ｓ２１５で、制御部１７０は、選択された共有者の携帯端末にメッセンジャーベー
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スの動画像通話サービスを要請する信号を伝送する。
　段階Ｓ２２０で、制御部１７０は、メッセンジャーベースの動画像通話を行うために、
タッチスクリーンにプレビュー共有画面を表示する。
　プレビュー共有画面は、メッセンジャーベースの動画像通話を行うためにカメラプレビ
ュー画面を再構成したＵＩ（Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）画面を意味する。
【００３９】
　段階Ｓ２２１で、制御部１７０は、要請信号に応答して共有を受諾する応答信号を受信
する。
　この際、制御部１７０は、応答信号を受信した時点を基準にして動画像通話対象者、す
なわち共有者の音声情報及び動画像情報を受信する。
【００４０】
　段階Ｓ２２２で、制御部１７０は、受諾した共有者とカメラプレビューと音声情報共有
を用いた動画像通話サービスを行う。
　この際、制御部１７０は、応答信号を受信した時点を基準にしてカメラバッファー部１
５１に臨時格納されたデータを収集する。
　制御部１７０は、収集された臨時データをデータ通信が可能となるように変換し、メッ
センジャーサーバーに動画像通話データを送信するか、またはメッセンジャーサーバーを
通じて受信された動画像通話データを受信し、カメラプレビュー画面に提供することかで
きるように変換し、カメラ１５０に伝達することができる。
【００４１】
　段階Ｓ２２３で、制御部１７０は、動画像通話環境下で追加機能実行を要請するイベン
トが検出されたか否かを判断する。
　本発明による携帯端末は、動画像通話環境下でカメラ制御機能、カメラ撮影機能、ハン
ドライティング機能、位置表示機能、データ伝送機能などを支援することができる。
　例えば、制御部１７０は、メッセンジャーベースの動画像通話環境下で写真撮影機能を
要請する入力イベントを検出することができる。
【００４２】
　本発明の実施形態において写真撮影機能は、携帯端末のハードウェアキーに対する入力
信号が検出されれば、カメラのシャッター機能が実行されるように設定することができる
。本発明において写真撮影機能は、画面のメニュー項目を通じてシャッターボタンが画面
に表示され、表示されたシャッターボタンに対する入力信号が受信されれば、カメラのシ
ャッター機能が実行されるように設定することができるが、これに限定されるものではな
い。
【００４３】
　段階Ｓ２２４で、制御部１７０は、追加機能実行によるデータを生成することができる
。
　例えば、制御部１７０は、メッセンジャーベースの動画像通話環境下でユーザの選択に
よって写真撮影モード、ハンドライティングモードなどに進入し、撮影された写真または
メモなどを生成することができる。
【００４４】
　段階Ｓ２２５で、制御部１７０は、生成されたデータを動画像通話対象者、すなわち共
有者に伝送するか否かを判断する。
　段階Ｓ２２６で、制御部１７０は、生成されたデータの伝送要請が検出されれば、動画
像通話対象者、すなわち共有者に生成されたデータを伝送する。
【００４５】
　段階Ｓ２２７で、制御部１７０は、動画像通話終了要請が検出されたか否かを判断する
。
　制御部１７０は、データ伝送要請が検出されない場合または動画像通話終了要請が検出
されない場合、プロセッサーは、段階Ｓ２２２に戻る。
　段階２２８で、制御部１７０は、動画像通話終了要請が検出されれば、メッセンジャー
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ベースの動画像通話を終了し、カメラプレビュー画面に戻る。
【００４６】
　以下では、メッセンジャーベースの動画像サービスを運用する画面インターフェースを
通じてさらに詳しく説明する。
　図３は、本発明の実施形態による動画像通話サービスのユーザ選択及び共有要請画面を
説明するための例示図である。
　図３を参照すれば、制御部１７０は、ユーザのカメラ機能要請に応答してカメラ実行モ
ードで運用中である。
【００４７】
　タッチスクリーン１１０は、図３の符号３０１の画面に示すように、制御部１７０の制
御の下に、カメラプレビュー（ｐｒｅｖｉｅｗ）画面３１０を表示する。
　カメラプレビュー画面３１０は、カメラを通じて動画像を表示するビュー領域３１１と
、カメラの機能キー領域（３１２、３１３、３１４）とを含む。
　機能キー領域には、動画像サービス支援のためのメッセンジャーメニューボタン３１２
、ホーム画面に切り替えるためのホームボタン３１３、撮影のためのシャッターボタン３
１４を含むことができるが、これに限定されるものではない。カメラの機能キー領域には
、カメラの機能を制御するための多様なボタンを含むことができる。
【００４８】
　ビュー領域３１１は、カメラを用いた動画像処理とバッファリングなどを経てすぐタッ
チスクリーンに出力される画面が表示される領域である。
　ここで、カメラプレビュー画面３１０は、携帯端末の後方カメラを用いたプレビュー画
面であることができるが、前方カメラを用いたプレビュー画面であることもできる。
　カメラプレビュー画面３１０が表示された状態で、ユーザは、メッセンジャーベースの
動画像通話サービスを利用するためにメッセンジャーメニューボタン３１２を選択する。
　それにより、タッチスクリーン１１０は、選択入力信号を制御部に伝達し、制御部１７
０は、入力信号に対応してメッセンジャーで動画像サービスを受諾したメッセンジャー共
有者の識別情報を抽出する。制御部１７０は、例えば、少なくとも１つのメッセンジャー
アプリケーションプログラムの友達目録リストを表示することができる。
【００４９】
　タッチスクリーン１１０は、図３の符号３０２の画面に示すように、制御部１７０の制
御下に、メッセンジャーの動画像通話サービスを受諾したユーザがある場合、ユーザのタ
ッチに応答して画面の上にメッセンジャー共有者リスト３２０を表示する。
　メッセンジャー共有者リスト３２０は、少なくとも１つの共有者リスト３２１、リスト
編集メニュー、取り消しボタン３２２、実行ボタン３２３を含むことができる。
　メッセンジャー共有者リスト３２０は、メッセンジャーサービスを利用するメッセンジ
ャーの友達目録リストを含むことができる。
【００５０】
　制御部１７０は、メッセンジャーサービスで動画像サービスを受諾した他の端末のメッ
センジャーユーザ情報をメッセンジャーアプリケーションプログラムを通じて収集し、収
集されたユーザ情報に基づきメッセンジャー共有者リストをタッチスクリーン１１０に提
供する。この際、メッセンジャー共有者リスト３２０は、ユーザの設定によってユーザの
数を設定することができる。
　メッセンジャー共有者リスト３２０が表示された状態で、ユーザは、動画像通話対象者
、すなわち共有者を選択することができる。この際、本発明による携帯端末は、多者間の
動画像通話サービスを提供し、ユーザは、一人以上の共有者を選択することができる。
【００５１】
　このような状態で、ユーザは、図３の符号３０３の画面に示すように、選択された共有
者とメッセンジャーベースの動画像通話サービスを行うための実行ボタン３２３を選択す
る。
　そして、制御部１７０は、選択された共有者の携帯端末にメッセンジャーベースの動画
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像通話サービスを要請する信号を伝達する。
【００５２】
　一方、タッチスクリーン１１０は、図３の符号３０４の画面に示すように、制御部１７
０の制御下に、メッセンジャー動画像通話サービスを受諾したユーザがない場合、動画像
通話対象者を追加する追加メニュー３３０を表示する。
　ユーザは、表示された追加メニュー３３０を選択し、符号３０５の画面に示すように、
動画像サービスを提供するメッセンジャーの友達目録リスト情報を表示する。
　ユーザは、友達目録リストから動画像通話共有者を選択し、動画像通話対象者、すなわ
ちメッセンジャー共有者リストに追加する。
【００５３】
　図４は、本発明の実施形態による動画像通話サービスの接続過程を示す例示図である。
　図４を参照すると、図３で説明したように、メッセンジャーベースの動画像通話サービ
スを行うために共有者を選択すると、タッチスクリーン１１０は、制御部の制御下で、動
画像通話を要請中であることを通知する連結要請メッセージ４２０を表示する。
　接続要請メッセージ４２０は、取り消しボタン４２１を含むことができ、ユーザは、取
り消しボタンを選択し、接続要請を取り消すことができる。
【００５４】
　タッチスクリーン１１０は、制御部１７０の制御下に、ユーザから要請信号に受諾する
応答信号が受信されれば、メッセンジャーの動画像サービス機能、すなわちプレビュー共
有画面４１０を表示する。
　プレビュー共有画面４１０は、メッセンジャーサーバーを通じて動画像通話サービスを
支援するためにカメラプレビュー画面を再構成した画面ＵＩである。
【００５５】
　制御部１７０は、プレビュー共有画面４１０を表示する前に、選択された共有者とのメ
ッセンジャーアプリケーションプログラムを実行し、当該メッセンジャーサーバーに接続
するための工程を行う。
　制御部１７０は、カメラを用いた動画像処理とバッファリングなどを経てすぐ表示部に
出力される画面データをメッセンジャーサーバーを通じて動画像通話対象者の端末と送受
信し、動画像通話サービスを行う。すなわち、制御部１７０は、メッセンジャーベースの
動画像通話モードで運用中であることができる。
【００５６】
　プレビュー共有画面４１０は、カメラプレビュー画面が表示されるビュー領域４１１と
、動画像通話対象者、すなわち共有者のカメラを通じて表示される共有者ビュー領域４３
０、ホーム画面に切り替えることができるホームボタン４４０、動画像通話終了のための
終了ボタン４５０、カメラ機能設定メニュー４６０などを含むことができるが、これに限
定されるものではない。
　カメラ機能設定メニューには、カメラの機能設定メニューだけでなく、動画像通話環境
でハンドライトモード支援機能、位置表示支援機能、カメラ制御権遠隔調整支援機能、カ
メラ撮影機能などのためのメニューを含むことができる。カメラ機能設定メニュー４６０
は、ビュー領域４１１で隠し機能、広げ機能を支援することができる。
【００５７】
　共有者ビュー領域４３０は、共有者の数によって１つ以上の共有者ビュー領域４３０を
含むことができる。
　本発明の実施形態においてプレビュー共有画面４１０は、移動通信網を利用した電話機
能を提供する端末と、移動通信網を利用した電話機能を提供しない端末とにおいて異なっ
て構成され表示することができる。プレビュー共有画面は、動画像通話中であることを通
知するメッセージを表示する。
　図４の画面で使用された記号％Ｓは、文字列を意味する記号であり、本発明の実施形態
では、動画像通話共有者の名前が使用することができる。
【００５８】
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　図４の符号４０２ａの画面は、電話機能を提供しない端末でのプレビュー共有画面イン
ターフェースであり、図４の４０２ｂの画面は、電話機能を提供する端末でのプレビュー
共有画面インターフェースである。
　電話機能を提供する端末でのプレビュー共有画面４１０は、コール終了ボタン４７０、
音消去ボタン４７１、カメラ切替ボタン４７２を含むことができる。
【００５９】
　図５は、本発明の実施形態による動画像通話サービスのカメラの追加機能を説明するた
めの例示図である。
　図５を参照すると、本発明の実施形態において携帯端末は、動画像通話モードで運用す
る中にカメラの機能制御を支援する。
　ユーザは、プレビュー共有画面５２０で図４に示したカメラ機能設定メニュー４６０を
選択することができる。
【００６０】
　カメラ機能設定メニュー４６０には、音消去制御メニュー、画面比率制御メニュー、カ
メラ切替メニュー、カメラシャッターボタンメニュー、カメラ機能制御権設定メニュー、
地図表示メニュー、ハンドライティングメニューなどを含むことができるがこれに限定し
ない。
　音消去制御メニューは、動画像通話時の音消去の制御を支援する項目である。画面比率
制御メニューは、ビュー領域の画面比率の制御を支援する項目である。カメラ切替メニュ
ーは、前方カメラと後方カメラ使用切替を支援する項目である。カメラ機能制御権設定メ
ニューは、動画像通話共有者にカメラ機能制御権設定を支援する項目である。地図表示メ
ニューは、ビュー領域に携帯端末の位置を表示してくれる位置表示機能を支援する項目で
ある。ハンドライティングメニュー項目は、動画像通話時にハンドライティング機能を支
援する項目である。
【００６１】
　プレビュー共有画面は、ユーザの予めの設定によって、図５の符号５０１の画面に示す
ような画面比率で表示することができる。
　この際、画面比率は、端末のタッチスクリーン比率に最適化されて表示することができ
る。
　例えば、図５の符号５０１の画面比率は、１６：９の比率であるが、これは、例示に過
ぎず、これに限定されるものではない。
【００６２】
　ユーザがカメラ機能メニューで画面比率制御メニューを選択し、画面比率を調節する場
合、図５の符号５０２の画面に示すように、画面比率を調節することができる。
　例えば、符号５０１の画面の画面比率が１６：９であると仮定すれば、符号５０２の画
面の画面比率は、４：３である。
　図５に提示した画面は、本発明のカメラ機能制御を説明するために示した図であり、カ
メラ機能制御メニューによって異なるように構成することができる。
【００６３】
　例えば、ユーザは、カメラ機能メニューでカメラボタン追加メニューを選択する。それ
により、プレビュー共有画面には、カメラ撮影のためのシャッターボタンが追加すること
ができる。
　ユーザは、シャッターボタンを選択してイメージを撮影するか、または動画を撮影する
ことができる。図に示してはいないが、プレビュー共有画面には、動画撮影、写真撮影へ
の切替機能を支援するためのメニュー項目が表示することができるが、これに限定される
ものではない。また、本発明において携帯端末は、ハードウェアキーボタンを利用して動
画撮影または写真撮影への切替機能を支援することができる。
【００６４】
　図６は、本発明の実施形態による動画像通話サービスの画面切替機能を説明するための
例示図である。
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　図６を参照すると、図６の符号６０１の画面に示すように、メッセンジャーベースの動
画像通話モードで運用中の場合、タッチスクリーン１１０には、プレビュー共有画面６１
０が表示される。
【００６５】
　ユーザは、プレビュー共有画面６１０で共有者ビュー領域６１１を選択する。それによ
り、タッチスクリーン１１０には、制御部１７０の制御の下に、画面レイアウトメニュー
項目６２０を表示することができる。
　画面レイアウトメニュー項目６２０は、図に示すように、「ＳＷＩＴＣＨ　ＶＩＤＥＯ
」６２１、「ＨＩＤＥ　ＶＩＤＥＯ」６２２などの項目を含むことができる。「ＳＷＩＴ
ＣＨ　ＶＩＤＥＯ」６２１は、共有者ビュー領域と、端末のビュー領域との画面切替を支
援する項目であり、「ＨＩＤＥ　ＶＩＤＥＯ」６２２は、共有者ビュー領域の隠し機能を
支援する項目である。
【００６６】
　画面レイアウトメニュー項目６２０が表示された状態で、ユーザは、「ＳＷＩＴＣＨ　
ＶＩＤＥＯ」６２１項目を選択する。それにより、タッチスクリーン１１０は、図６の符
号６０３の画面に示すように、制御部１７０の制御の下で、プレビュー共有画面で共有者
ビュー領域と端末のビュー領域との画面を切り替えて表示する。
　また、画面レイアウトメニュー項目６２０が表示された状態で、ユーザは、「ＨＩＤＥ
　ＶＩＤＥＯ」６２２を選択する。それにより、タッチスクリーン１１０は、図６の６０
４に示されたように、プレビュー共有画面で相手ビュー領域を表示しなくてもよい。ここ
で、ＨＩＤＥ　ＶＩＤＥＯ　６２２機能では、相手ビュー領域を表示しないだけで、音声
通話機能を行うことができる。
【００６７】
　図７は、本発明の実施形態による動画像通話サービスのカメラ追加機能及びデータ伝送
機能を説明するための例示図である。
図７を参照すると、動画像通話モードで運用中にユーザが図６で説明した相手ビュー領域
の隠し機能を実行すれば、制御部１７０は、図７の符号７０１の画面に示すように、タッ
チスクリーンに相手ビュー領域が表示されないカメラ共有画面を表示する。
【００６８】
　このような状態で、ユーザは、カメラシャッターボタン機能を実行することができる。
　例えば、カメラシャッターボタン機能は、予めの設定によってハードウェアキー入力に
対応してカメラシャッターボタン機能が行うことができるが、これに限定されるものでは
ない。
　例えば、本発明においてタッチスクリーンにカメラシャッターボタンを追加するメニュ
ー項目を選択し、カメラシャッターボタンを画面に表示した状態でカメラシャッターボタ
ン機能を実行することもできる。また、カメラシャッターボタン機能は、特定ジェスチャ
ーまたは特定音声入力に対応して当該機能を実行するように設定することができる。
【００６９】
　制御部は、シャッターボタンに対する機能が実行されれば、プレビュー共有画面のビュ
ー領域に表示されるイメージを撮影する。
　この際、イメージは、プレビュー共有画面のビュー領域を通じて表示される動画像のう
ちシャッターボタンに対する実行ボタンが入力された瞬間の停止動画像イメージであるこ
とができる。撮影されたイメージは、符号７０２の画面に示すように、プレビュー共有画
面の下端にサムネイルイメージサイズに縮小されて表示される。この際、撮影したイメー
ジは、図に示すように、縮小するアニメーション効果により縮小された撮影イメージを下
端に表示することができるが、これに限定されるものではない。撮影したイメージは、イ
メージ伝送可否を確認するメッセージと伝送メニュー７２１及び取り消しメニュー７２２
を含んで表示することができる。
【００７０】
　ユーザは、伝送メニュー７２１を選択し、動画像通話モード中に撮影したイメージを動
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画像通話共有者に伝送する。
　また、本発明の実施形態において携帯端末は、符号７０４の画面に示すように、メッセ
ンジャーベースの動画像通話モードで運用する中に連続撮影機能を支援することができる
。
　制御部１７０は、連続撮影機能が実行されれば、連続撮影されたイメージを重畳し、プ
レビュー共有画面の下端に表示する。
【００７１】
　ユーザが撮影したイメージを動画像通話共有者に伝送した場合、プレビュー共有画面に
は、符号７０５の画面に示すように、伝送中であることを表示し、伝送が完了すれば、符
号７０６の画面に示すように、伝送が完了したことを表示する。
　符号７０６の画面に表示された記号％Ｎは、数字を意味する記号であって、本発明の実
施形態では、撮影された写真の個数を表示することができる。
　本発明の実施形態では、イメージ撮影について説明しているが、動画像通話モードで運
用中の場合、ユーザの設定によって動画像通話中の動画を撮影することもでき、撮影され
た動画像通話動画を動画像通話共有者に伝送することができることは当然である。
【００７２】
　図８は、本発明の実施形態による動画像通話サービスのハンドライト機能及び位置表示
機能を説明するための例示図である。
　図８を参照すると、ユーザが図７のメニュー項目でハンドライト機能メニューを選択し
た場合、携帯端末は、ハンドライティング入力が可能なモードで運用する。それにより、
制御部１７０は、動画像通話モードでタッチスクリーンにスタイラスペン、指などのよう
な入力装置を利用した筆記入力を感知することができる。
【００７３】
　ユーザは、図に示すように、筆記入力を通じてプレビュー共有画面でハンドライティン
グする。それにより、タッチスクリーン１１０には、筆記入力に対する信号に応答してプ
レビュー共有画面にハンドライティングされた文具などを表示する。制御部１７０は、タ
ッチスクリーンから入力されたハンドライティングに対するデータと、カメラセンサーに
よって収集される動画像データに基づきハンドライティング入力データを含む動画像通話
データを生成する。制御部１７０は、ハンドライティング入力データを含む動画像通話デ
ータを利用して動画像通話共有者と動画像通話を行う。それにより、動画像通話共有者は
、プレビュー共有画面にハンドライティングされた文具を確認することができる。
【００７４】
　また、ユーザは、図７のメニュー項目で位置表示機能メニューを選択することができる
。それにより、制御部１７０は、携帯端末のＧＰＳ受信部を通じて位置情報を収集し、位
置情報とマッチングされる地図情報を収集し、ユーザ携帯端末の位置を示す地図８２０を
プレビュー共有画面に表示することができる。
【００７５】
　図９は、本発明の実施形態による動画像通話サービス運用中に終了機能を説明するため
の例示図である。
　図９を参照すると、ユーザは、メッセンジャーベースの動画像通話サービスを終了する
。
　この際、動画像サービス終了機能は、プレビュー共有画面に表示された終了ボタンに対
する選択入力によって実行する。また、本発明の実施形態において動画像サービス終了機
能は、特定ハードウェアキー入力に対応して動画像サービス終了機能を実行するように設
定するか、または特定ジェスチャーまたは特定音声入力に対応して動画像サービス終了機
能を実行するように設定することができるが、これに限定されるものではない。
【００７６】
　ユーザは、図９の符号９０１の画面に示すように、終了ボタンを選択する。それにより
、制御部は、符号９０２の画面に示すように、動画像通話を終了するか否かを確認するメ
ッセージ９２０を表示する。この際、終了可否確認メッセージ９２０には、取り消しボタ
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ン９２１及び実行ボタン９２２を含むことができる。ユーザは、動画像通話を終了するた
めに実行ボタン９２２を選択すれば、メッセンジャーベースの動画像通話サービスは、終
了する。それにより、タッチスクリーン１１０は、符号９０３の画面に示すように、カメ
ラプレビュー画面９３０に戻って表示する。
【００７７】
　図１０は、本発明の実施形態による動画像通話サービスのカメラの遠隔調整機能を説明
するための図である。
　図１０を参照すると、本発明による携帯端末は、動画像通話モードで運用中に他の端末
のカメラ機能制御権を取得して操作するか、または他の端末に自分のカメラ機能制御権を
渡す機能を支援することができる。
　すなわち、本発明による携帯端末は、動画像通話モードで運用中に他の端末のカメラ機
能を遠隔調整することができ、または自分のカメラ機能が他の端末によって遠隔調整され
ることができる。
【００７８】
　説明の便宜のために、Ａ端末１０１０とＢ端末１０２０とに仮定して説明する。
　段階Ｓ１１１０で、Ａ端末１０１０は、カメラを実行する。
　段階Ｓ１１１１で、Ａ端末１０１０は、メッセンジャーベースの動画像通話を行うため
にＢ端末１０２０にカメラプレビュー共有要請信号を伝送する（段階Ｓ１１２０）。
【００７９】
　段階Ｓ１１３０で、Ｂ端末は、要請信号に応答する応答信号をＡ端末１０１０に伝送し
、段階Ｓ１１４０で、Ｂ端末１０２０は、カメラを実行する。
　段階Ｓ１１５２で、Ａ端末１０１０とＢ端末１０２０は、メッセンジャーサーバーを通
じてカメラプレビュー画面を通じて収集される動画像情報と音声情報に基づいて（段階Ｓ
１１５１）動画像通話を行う。この際、Ａ端末１０１０には、Ａプレビュー共有画面が表
示され、Ｂ端末１０２０には、Ｂプレビュー共有画面が表示される。
【００８０】
　段階Ｓ１１６０で、Ａ端末１０１０は、Ａカメラ制御権を渡すためにＢ端末１０２０に
制御権限受諾要請信号を伝送する。この際、カメラ制御権は、多者間の通話時に特定ユー
ザを選択して渡すことができる。
　段階Ｓ１１７０で、Ｂ端末１０２０は、Ａカメラ制御権限を取得するために受諾要請に
対する応答信号をＡ端末１０１０に伝送する。
　それにより、段階Ｓ１１８０で、Ａ端末１０１０は、Ａプレビュー共有画面が表示され
、Ｂ端末１０２０は、Ａ端末１０１０のＡプレビュー共有画面が表示される。
【００８１】
　すなわち、Ａ端末１０１０は、Ａプレビュー共有画面が表示されるだけであり、カメラ
機能制御を行うことができず、Ａカメラ機能に対する制御は、Ｂ端末１０２０で制御する
。
　この際、Ｂ端末１０２０でＡカメラの機能を制御することができる権限は、カメラの撮
影機能、フォーカス領域設定機能、フラッシュ可否決定機能、ホワイトバランス（ｗｈｉ
ｔｅ　ｂａｌａｎｃｅ）可否決定機能、ズームインアウト設定機能、画質及び写真サイズ
調整機能、カメラ制御権モード解除機能などを含むことができるが、これに限定されるも
のではない。
【００８２】
　段階Ｓ１１９０で、Ｂ端末１０２０は、Ａカメラの機能を制御し、段階Ｓ１１９１で、
Ｂ端末１０２０は、Ａカメラ機能の制御による制御情報をＡ端末１０１０に伝送する。
　段階Ｓ１１９２で、Ａ端末１０１０は、Ｂの機能制御情報に基づいてＡプレビュー共有
画面を変更することができる。
　次に、Ｂ端末１０２０またはＡ端末１０１０からカメラ制御権解除信号が伝送されれば
、Ｂ端末１０２０のＡカメラ機能制御権は、Ａ端末１０１０に戻る。
【００８３】
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　尚、本発明は、上述の実施形態に限られるものではない。本発明の技術的範囲から逸脱
しない範囲内で多様に変更実施することが可能である。
【符号の説明】
【００８４】
　１００　　携帯端末
　１１０　　タッチスクリーン
　１１１　　タッチパネル
　１１２　　表示パネル
　１２０　　キー入力部
　１３０　　無線通信部
　１４０　　オーディオ処理部
　１５０　　カメラ
　１５１　　カメラバッファー部
　１６０　　格納部
　１６１　　メッセンジャーアプリケーションプログラム
　１７０　　制御部
 

【図１】 【図２】
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