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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　携帯端末機のエチケット通話モード提供装置であって、
　通話モード時に送話音を送信し、受話音を受信する無線通信部と、
　前記通話モード状態でエチケット通話モードが活性化された場合、予め設定されたゲイ
ン値に送信ゲインを設定し、最小受信ボリュームレベルに対応するゲイン値に受信ゲイン
を設定し、前記設定された受信ゲインで受話音を増幅し、前記増幅された受話音の音量が
予め設定された基準レベル範囲内にあるように調節するオーディオ処理部と、
　前記無線通信部及び前記オーディオ処理部の動作を制御する制御部と、を有することを
特徴とする携帯端末機のエチケット通話モード提供装置。
【請求項２】
　前記オーディオ処理部は、マイクから入力されるアナログ信号をデジタル信号に変換す
るアナログデジタル変換器と、
　前記アナログデジタル変換器から送信されたデジタル信号を前記予め設定されたゲイン
値に設定された送信ゲインで増幅する第１の増幅器と、
　前記第１の増幅器によって増幅されたデジタル信号をエンコードして前記制御部に送信
するボイスエンコーダと、
　前記制御部から受信した受話音をデコードするボイスデコーダと、
　前記ボイスデコーダによってデコードされた受話音を前記設定された受信ゲインで増幅
する第２の増幅器と、
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　前記エチケット通話モード時に活性化され、前記第２の増幅器によって増幅された受話
音が予め設定された基準レベル範囲内にあるように調節する音量調節部と、
　デジタル信号をアナログ信号に変換してスピーカに送信するデジタルアナログ変換器と
、
　前記音量調節部と前記第２の増幅器との間に配置され、前記第２の増幅器によって増幅
された受話音を前記制御部の制御信号により前記音量調節部又は前記デジタルアナログ変
換器に送信するスイッチとを含むことを特徴とする請求項１に記載の携帯端末機のエチケ
ット通話モード提供装置。
【請求項３】
　前記第１の増幅器の予め設定されたゲイン値は、前記第１の増幅器の最大ゲイン値、又
は前記第１の増幅器の最大ゲイン値から一定サイズのマージンを引いた値であることを特
徴とする請求項２に記載の携帯端末機のエチケット通話モード提供装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記エチケット通話モード状態でボリュームキー信号が入力された時、
該当する受信ボリュームレベルに対応して設定されたゲイン値に前記受信ゲインを変更し
、前記設定された送信ゲインを維持するように制御することを特徴とする請求項１に記載
の携帯端末機のエチケット通話モード提供装置。
【請求項５】
　前記基準レベル範囲は、受信ボリュームレベルにより変更されることを特徴とする請求
項１に記載の携帯端末機のエチケット通話モード提供装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記エチケット通話モード状態でボリュームキー信号が入力された時、
前記基準レベル範囲を変更し、前記設定された受信ゲインで増幅された前記受話音が前記
変更された基準レベル範囲内にあるように調節し、前記受話音を出力するように前記オー
ディオ処理部を制御することを特徴とする請求項５に記載の携帯端末機のエチケット通話
モード提供装置。
【請求項７】
　携帯端末機のエチケット通話モード提供方法であって、
　通話モード時にエチケット通話モードが活性化されたか否かを判断する段階と、
　前記エチケット通話モードが活性化された場合、予め設定されたゲイン値に送信ゲイン
を設定し、最小受信ボリュームレベルに対応するゲイン値に受信ゲインを設定する段階と
、
　前記設定された受信ゲインで受話音を増幅する段階と、
　前記増幅された受話音の音量が予め設定された基準レベル範囲内にあるように調節する
段階と、
　前記調節された受話音をスピーカを介して出力する段階とを有することを特徴とする携
帯端末機のエチケット通話モード提供方法。
【請求項８】
　前記エチケット通話モード状態でボリュームキー信号が入力された時、該当する受信ボ
リュームレベルに対応して設定されたゲイン値に前記受信ゲインを変更し、前記設定され
た送信ゲインを維持する段階と、
　前記変更された受信ゲインで受話音を増幅し、前記増幅された受話音を前記スピーカを
介して出力する段階と、をさらに有することを特徴とする請求項７に記載の携帯端末機の
エチケット通話モード提供方法。
【請求項９】
　前記エチケット通話モード状態でボリュームキー信号が入力された時、前記基準レベル
範囲を変更する段階と、
　前記設定された受信ゲインで増幅された受話音が、前記変更された基準レベル範囲内に
あるように調節し、前記調節された受話音を、前記スピーカを介して出力する段階と、を
さらに有することを特徴とする請求項７に記載の携帯端末機のエチケット通話モード提供
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方法。
【請求項１０】
　エチケット通話モードを有する携帯端末機であって、
　数字及び文字情報を入力するための入力キー、並びに前記携帯端末機の各機能を設定す
るか又は各機能を制御するためのファンクションキーを備える入力部と、
　通話モード時にエンコードされたデジタル音声信号を送受信する無線通信部と、
　マイクから受信したアナログ音声信号をデジタル音声信号に変換するアナログデジタル
変換器と、
　前記アナログデジタル変換器からデジタル音声信号を受信して増幅する第１の増幅器と
、
　前記増幅されたデジタル音声信号を受信してエンコードするエンコーダと、
　エンコードされたデジタル音声信号を受信してデコードするデコーダと、
　前記デコードされたデジタル音声信号を増幅する第２の増幅器と、
　前記デコードされて増幅されたデジタル音声信号を受信し、第１の出力と第２の出力と
を有するスイッチと、
　前記スイッチの第１の出力に接続され、エチケット通話モード時に活性化されて前記デ
コードされて増幅されたデジタル音声信号を受信し、エチケット通話モード時の受話音量
を予め設定された基準レベル範囲内にあるように調節するための選択可能な基準点曲線に
基づいてボリュームを調節する音量調節部と、
　前記スイッチの第２の出力と前記音量調節部とに接続されるデジタルアナログ変換器と
、
　前記デジタルアナログ変換器の出力を受信して出力するスピーカと、
　前記エンコーダからエンコードされたデジタル音声信号を受信し、エンコードされたデ
ジタル音声信号を前記デコーダに提供し、前記入力部から受信した入力信号に基づいて通
話モード状態でエチケット通話モードが活性化されたか否かを判断する制御部と、を備え
ることを特徴とする携帯端末機。
【請求項１１】
　前記スイッチは、前記制御部の制御信号により前記増幅された前記デコードされたデジ
タル音声信号を受信し、前記デジタルアナログ変換器と音量調節部とのうちのいずれか１
つに伝達することを特徴とする請求項１０に記載の携帯端末機。
【請求項１２】
　前記音量調節部は、前記基準点曲線のデフォルト値を予め設定された基準点曲線に設定
することを特徴とする請求項１０に記載の携帯端末機。
 
【請求項１３】
　前記音量調節部は、前記制御部の制御信号により前記選択可能な基準点曲線のうちのい
ずれか１つを選択することを特徴とする請求項１０に記載の携帯端末機。
【請求項１４】
　前記選択可能な基準点曲線の選択は、ボリュームキーの入力数値によって決定されるこ
とを特徴とする請求項１３に記載の携帯端末機。
【請求項１５】
　前記制御部は、前記入力部から受信した入力信号に基づいて、前記スイッチが前記デコ
ードされて増幅されたデジタル音声信号を受信して前記音量調節部に伝達するように制御
することを特徴とする請求項１１に記載の携帯端末機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末機に関し、特に、エチケット通話モード時に受話音量が基準レベル
範囲内にあるように調節して出力することができる携帯端末機のエチケット通話モード提
供装置及びその方法並びに携帯端末機に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、情報通信技術と半導体技術などの眩しい発展に伴い、携帯端末機の普及と利用が
急速に増加している。特に、最近の携帯端末機は、各自の伝統的な固有領域にとどまらず
、他の端末機の領域まで含むモバイル融合（ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ）段
階に至っている。
【０００３】
　代表的に移動通信端末機の場合には、音声通話やメッセージ送受信のような一般的な通
信機能の他にも、テレビ視聴機能（例えば、ＤＭＢ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄ
ｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ）やＤＶＢ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｂｒｏａｄ
ｃａｓｔｉｎｇ）のような移動放送）、音楽再生機能（例えば、ＭＰ３（ＭＰＥＧ　Ａｕ
ｄｉｏ　Ｌａｙｅｒ－３））、写真撮影機能、データ通信機能、インターネット接続機能
、ラジオ受信機能、及びイヤホン通話機能などの様々な機能を提供している。
【０００４】
　一方、携帯端末機は、会議、映画観覧、演劇観覧など大声で通話するのが困難な状況で
通話を行わなければならない場合のために、送信ゲイン（Ｇａｉｎ）を最大に設定する機
能（ささやき通話モード（ｗｈｉｓｐｅｒ　ｃａｌｌ　ｍｏｄｅ））を提供する。これは
、大声で通話するのが困難な環境（例えば、ミーティングまたは劇場）でマイクの送信ゲ
インを最大に設定することにより、小声で話しても相手方によく聞こえるようにするため
である。
【０００５】
　しかしながら、ささやき通話モードは、送信ゲインのみを制御するだけで、受信ゲイン
を制御していない。したがって、ささやきモードを活性化しても相手方が非常に大声で話
す場合、スピーカを介して出力される受話音が周辺の人々に聞こえるようになるという問
題点が存在する。
　このような問題点は、静かな環境の場合、通話内容が周辺の人々に聞こえるので、相手
方に騒音被害を与えるだけでなく、個人のプライバシー問題も引き起こすようになる。し
たがって、携帯端末機のユーザは、ボリュームキーによって受話音量を減らすようになる
が、このような場合、相手方が小声で話すと、減少した音量によってよく聞こえないとい
う問題点が発生する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明は上記従来の携帯端末機における問題点に鑑みてなされたものであって
、本発明の目的は、エチケット通話モード時に、受話音量が予め設定された基準レベル範
囲内にあるように適切に調節して出力することができる携帯端末機のエチケット通話モー
ド提供装置及びその方法並びに携帯端末機を提供することにある。
　本発明の他の目的は、エチケット通話モード状態でスピーカを介して出力される受話音
の音量を調節するための基準レベル範囲が、受信ボリュームレベルによって異なるように
設定される携帯端末機のエチケット通話モード提供装置及びその方法並びに携帯端末機を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【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機のエチケット通話モード提
供装置は、携帯端末機のエチケット通話モード提供装置であって、通話モード時に送話音
を送信し、受話音を受信する無線通信部と、前記通話モード状態でエチケット通話モード
が活性化された場合、予め設定されたゲイン値に送信ゲインを設定し、最小受信ボリュー
ムレベルに対応するゲイン値に受信ゲインを設定し、前記設定された受信ゲインで受話音
を増幅し、前記増幅された受話音の音量が予め設定された基準レベル範囲内にあるように
調節するオーディオ処理部と、前記無線通信部及び前記オーディオ処理部の動作を制御す
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る制御部とを有することを特徴とする。
【０００８】
　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機のエチケット通話モード提
供方法は、携帯端末機のエチケット通話モード提供方法であって、通話モード時にエチケ
ット通話モードが活性化されたか否かを判断する段階と、前記エチケット通話モードが活
性化された場合、予め設定されたゲイン値に送信ゲインを設定し、最小受信ボリュームレ
ベルに対応するゲイン値に受信ゲインを設定する段階と、前記設定された受信ゲインで受
話音を増幅する段階と、前記増幅された受話音の音量が予め設定された基準レベル範囲内
にあるように調節する段階と、前記調節された受話音をスピーカを介して出力する段階と
を有することを特徴とする。
【０００９】
　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機は、エチケット通話モード
を有する携帯端末機であって、数字及び文字情報を入力するための入力キー、並びに前記
携帯端末機の各機能を設定するか又は各機能を制御するためのファンクションキーを備え
る入力部と、通話モード時にエンコードされたデジタル音声信号を送受信する無線通信部
と、マイクから受信したアナログ音声信号をデジタル音声信号に変換するアナログデジタ
ル変換器と、前記アナログデジタル変換器からデジタル音声信号を受信して増幅する第１
の増幅器と、前記増幅されたデジタル音声信号を受信してエンコードするエンコーダと、
エンコードされたデジタル音声信号を受信してデコードするデコーダと、前記デコードさ
れたデジタル音声信号を増幅する第２の増幅器と、前記デコードされて増幅されたデジタ
ル音声信号を受信し、第１の出力と第２の出力とを有するスイッチと、前記スイッチの第
１の出力に接続され、エチケット通話モード時に活性化されて前記デコードされて増幅さ
れたデジタル音声信号を受信し、エチケット通話モード時の受話音量を予め設定された基
準レベル範囲内にあるように調節するための選択可能な基準点曲線に基づいてボリューム
を調節する音量調節部と、前記スイッチの第２の出力と前記音量調節部とに接続されるデ
ジタルアナログ変換器と、前記デジタルアナログ変換器の出力を受信して出力するスピー
カと、前記エンコーダからエンコードされたデジタル音声信号を受信し、エンコードされ
たデジタル音声信号を前記デコーダに提供し、前記入力部から受信した入力信号に基づい
て通話モード状態でエチケット通話モードが活性化されたか否かを判断する制御部と、を
備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る携帯端末機のエチケット通話モード提供装置及びその方法並び携帯端末機
は、エチケット通話モード時にスピーカを介して出力される受話音の音量を予め設定され
た基準レベル範囲内に調節して出力することができる。これにより、本発明は、エチケッ
ト通話モード状態で相手方が大声で話す場合、受話音の音量を設定された基準レベルに制
限することで、スピーカを介して出力される受話音が周辺の人々に聞こえないようにし、
相手方が小声で話す場合、受話音を設定された基準レベルに増幅することで、受話音がよ
く聞こえなかった問題点を解決することができるという効果がある。
　基準レベルは、予め設定されるか又はユーザの制御下で調節される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態に係る携帯端末機の構成を概略的に示したブロック図である。
【図２】本発明の実施形態に係るオーディオ処理部の構成を詳細に示したブロック図であ
る。
【図３】本発明の実施形態に係るエチケット通話モード時に音量調節部の音量調節方法を
説明するためのグラフである。
【図４】本発明の実施形態に係る携帯端末機のエチケット通話モードの提供方法を説明す
るためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
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【００１２】
　次に、本発明に係る携帯端末機のエチケット通話モード提供装置及びその方法並び携帯
端末機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。
【００１３】
　添付した図面において同一の構成要素は、同一の符号で表していることに留意しなけれ
ばならない。また、本発明の要旨を不明瞭にする公知機能および構成に対する詳細な説明
は省略する。
　一方、本明細書と図面に開示された本発明の実施形態は、本発明の技術内容を容易に説
明し、本発明の理解を助けるために特定例を提示したものであるだけで、本発明の範囲を
限定するものではない。ここに開示された実施形態の他にも、本発明の技術的思想に基づ
いた他の変形例が実施可能であることは、本発明が属する技術分野で通常の知識を有する
者に自明である。
【００１４】
　図１は、本発明の実施形態に係る携帯端末機の構成を概略的に示したブロック図であり
、図２は、本発明の実施形態に係るオーディオ処理部の構成を詳細に示したブロック図で
あり、図３は、本発明の実施形態に係るエチケット通話モード時に音量調節部の音量調節
方法を説明するためのグラフである。
【００１５】
　図１～図３を参照すると、本発明に係る携帯端末機１００は、制御部１１０、格納部１
２０、表示部１３０、入力部１４０、無線通信部１５０、及びオーディオ処理部１６０を
含む。
　オーディオ処理部１６０は、アナログデジタル変換器（ＡＤＣ）６１、第１の増幅器６
２、ボイスエンコーダ６３、ボイスデコーダ６４、第２の増幅器６５、スイッチ６６、音
量調節部６７、及びデジタルアナログ変換器（ＤＡＣ）６８を含む。
【００１６】
　入力部１４０は、多様な数字及び文字情報を入力するための入力信号と、携帯端末機１
００の各機能の設定及び各機能の制御に関連して入力される入力信号とを、制御部１１０
に伝達する。
　このために、入力部１４０は、数字及び文字情報を入力するための入力キー、及び携帯
端末機１００の各機能を設定するか又は各機能を制御するためのファンクションキーを含
む。
【００１７】
　ファンクションキーは、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。
　特に、本発明に係る入力部１４０は、通話モード時に受話音のレベルを調節するボリュ
ームキー、及びエチケットモードを活性化するファンクションキーを含む。
　このような入力部１４０は、携帯端末機１００の提供形態によりタッチパッド（Ｔｏｕ
ｃｈｐａｄ）、タッチスクリーン（Ｔｏｕｃｈ－ｓｃｒｅｅｎ）、一般的なキー配列のキ
ーパッド（ｋｅｙｐａｄ）、およびＱｗｅｒｔｙ方式のキーパッドの内からいずれか１つ
、又はこれらの組み合わせとして形成される。
【００１８】
　表示部１３０は、携帯端末機１００の各種メニューをはじめとして、ユーザが入力した
情報又はユーザに提供する情報を表示する。例えば、表示部１３０は、携帯端末機１００
の利用による多様な画面、例えば、待機画面、メニュー画面、メッセージ作成画面、通話
画面などを提供する。
　表示部１３０は、エチケット通話モードが設定されたことをユーザに通知するイメージ
を画面の一領域に出力する。このような表示部１３０は、液晶表示装置（Ｌｉｑｕｉｄ　
Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔ
ｔｅｄ　Ｄｉｏｄｅ）、ＡＭＯＬＥＤ（Ａｃｔｉｖｅ　Ｍａｔｒｉｘ　Ｏｒｇａｎｉｃ　
Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｅｄ　Ｄｉｏｄｅ）や、イメージを表示するための適切な他の表
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示装置などで形成されてもよい。表示部１３０がタッチスクリーン形態で提供される場合
、表示部１３０は、入力部１４０として動作し得る。
【００１９】
　無線通信部１５０は、通話のための通信チャネル及びデータ送信のための通信チャネル
などを形成する。すなわち、無線通信部１５０は、基地局と音声通話チャネル、データ通
信チャネル及び画像通話チャネルなどを形成する。
　無線通信部１５０は、制御部１１０の制御下で音声通話チャネルや画像通話チャネルを
介して相手方の端末機に音声信号や画像信号を送信したり、相手方の端末機から音声信号
や画像信号を受信する。
　無線通信部１５０は、送信される信号の周波数上昇変換及び増幅する無線周波数の送信
部（図示せず）、受信される信号を低雑音増幅して周波数下降変換する無線周波数の受信
部（図示せず）、及び受信信号と送信信号を分離する送受信分離部（図示せず）等を含む
。
　特に、本発明に係る無線通信部１５０は、エチケットモード時に予め設定されたゲイン
値（例えば、最大ゲイン値）で増幅された送話音を相手方の端末機に送信することができ
る。
【００２０】
　オーディオ処理部１６０は、オーディオ信号を送受信してエンコード及びデコードを行
う音響要素で形成される。
　このようなオーディオ処理部１６０は、コーデック（Ｃｏｄｅｃ）及びオーディオアン
プ（Ａｍｐ）等を含んでもよい。オーディオ処理部１６０は、マイク（ＭＩＣ）及びスピ
ーカ（ＳＰＫ）と接続され、マイクから入力される音声信号をデジタル化して制御部１１
０に送信し、制御部１１０から入力される音声信号をアナログ信号に変換し、スピーカを
介して出力する。
【００２１】
　また、オーディオ処理部１６０は、携帯端末機１００から発生する多様なオーディオ信
号（例えば、ＭＰ３ファイル、動画ファイル再生などによるオーディオ信号など）をスピ
ーカを介して出力する。特に、本発明に係るオーディオ処理部１６０は、エチケット通話
モード時に予め設定されたゲイン値（例えば、最大ゲイン値）に送信ゲインを設定し、最
小受信ボリュームレベルに対応するゲイン値に受信ゲインを設定し、設定された受信ゲイ
ンで受話音を増幅した後、増幅された受話音の音量が予め設定された基準レベル範囲内に
あるように調節する。このようなオーディオ処理部１６０は、図２に示すように、アナロ
グデジタル変換器６１、第１の増幅器６２、ボイスエンコーダ６３、ボイスデコーダ６４
、第２の増幅器６５、スイッチ６６、音量調節部６７、及びデジタルアナログ変換器６８
を含む。
【００２２】
　アナログデジタル変換器６１は、マイクから入力されるアナログ信号をデジタル信号に
変換することができる。このようなアナログデジタル変換器６１は、本発明の技術分野で
通常の知識を有する者に自明なものであるため、詳細な説明を省略することにする。
【００２３】
　第１の増幅器６２は、制御部１１０によって設定される送信ゲイン値（Ｔｘ＿ｇａｉｎ
）でデジタル信号を増幅することができる。ここで、ゲインとは、入力信号の振幅と出力
信号の振幅の割合を意味する。すなわち、第１の増幅器６２は、入力されたデジタル信号
を予め設定された割合だけ増幅して出力する。特に、第１の増幅器６２は、エチケット通
話モード時に最大ゲイン値でデジタル信号を増幅して出力する。これは、通話が困難な状
況でユーザが小声で話をしても、相手方によく伝達できるようにするためである。
　一方、送信ゲインは、第１の増幅器６２の最大ゲイン値に設定してもよく、第１の増幅
器６２の安定を考慮して第１の増幅器６２の最大ゲイン値から一定サイズのマージンを引
いた値に設定されてもよい。
【００２４】
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　ボイスエンコーダ６３は、デジタル信号を他の形態の信号に変換するエンコーダの一種
であって、音声信号エンコードのための装置である。
　ボイスエンコーダ６３は、第１の増幅器６２により増幅されたデジタル信号を無線通信
部１５０を介して送信するのに適合した形態にエンコードし、制御部１１０に送信する。
デジタル信号のエンコードは、多様な方式を利用することができる。
【００２５】
　ボイスデコーダ６４は、制御部１１０から送信されるデジタル信号（音声信号）をデコ
ードする。すなわち、ボイスデコーダ６４は、ボイスエンコーダ６３と反対の機能を行う
。
【００２６】
　第２の増幅器６５は、ボイスデコーダ６４から送信されるデジタル信号を受信ボリュー
ムレベルに対応する受信ゲイン値（Ｒｘ＿ｇａｉｎ）で増幅する。
　特に、本発明に係る第２の増幅器６５は、制御部１１０の制御下でエチケット通話モー
ド時にボイスデコーダ６４から送信されるデジタル信号を最小ゲイン値で増幅する。最小
ゲイン値は、最も低い受信ボリュームレベルに対応するゲイン値であってもよい。これは
、通話が困難な状況でスピーカを介して大声が出力されることを防止するためである。
【００２７】
　スイッチ６６は、制御部１１０からの制御信号（ＳＷ＿Ｃ）に従って第２の増幅器６５
により増幅されたデジタル信号を、音量調節部６７を介してデジタルアナログ変換器６８
に送信するか、又は、デジタルアナログ変換器６８に直接送信するようにスイッチングす
る。
　詳細には、一般通話モード、又は従来のささやき通話モード時にスイッチ６６は、第２
の増幅器６５とデジタルアナログ変換器６８を直接接続するようにスイッチングし、エチ
ケット通話モード時にスイッチ６６は、第２の増幅器６５と音量調節部６７を接続するよ
うにスイッチングする。
【００２８】
　音量調節部６７は、エチケット通話モード時に活性化され、第２の増幅器６５により増
幅されたデジタル信号の音量が基準レベル範囲内にあるように調節する。すなわち、音量
調節部６７は、スイッチ６６を用いて第２の増幅器６５から受信した信号の音量を調節す
る。
　上記音量は、選択された基準点曲線（図３参照）に基づいて調節される。
　音量調節部６７は、制御部１１０の制御下で選択可能な基準点のうちいずれか１つを選
択する。
【００２９】
　詳細には、音量調節部６７は、第２の増幅器６５から出力された信号が小さすぎると増
幅させ、また、第２の増幅器６５から出力された信号が大きすぎると減少させることで、
デジタル信号の音量（受話音量）を基準レベル範囲内にあるように調節する。これにより
、本発明では、相手方が小さな話す場合、最小に設定された第２の増幅器６５のゲイン値
によってユーザに相手方の声が聞こえないという問題を防止することができ、また、相手
方が非常に大声で話した場合、第２の増幅器６５のゲイン値が最小であってもスピーカを
介して大声が出力され、周辺の人々に聞こえるという問題を防止することができる。
【００３０】
　図３は、本発明の実施形態に係るエチケット通話モード時に音量調節部の音量調節方法
を説明するためのグラフであり、増幅器の利得（ゲイン）特性を説明するための入力電圧
と出力電圧間のゲイングラフである。
　増幅器の利得（ゲイン）は、各入力電圧と出力電圧の比で確認される。例えば、最小ゲ
イン設定は、入力電圧と同一の出力電圧を生成する「１」であってもよい。したがって、
最小ゲイン設定であっても大きい入力信号は、大きい出力信号を発生する。
【００３１】
　図３を参照して音量調節部６７についてさらに詳細に説明すると、符号「Ｄ」のグラフ
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は、一般的な入力信号と出力信号の関係を示すグラフであり、符号「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ
」のグラフは、音量調節部６７が受信音量を基準レベル範囲内にあるように調節するため
のグラフである。
【００３２】
　符号「Ｄ」のグラフを用いて音量調節を行う場合、相手方が非常に大声で話すと、第２
の増幅器６５の受信ゲインが最小に設定されても、スピーカを介して大声が出力される。
したがって、音量調節部６７は、符号「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」のグラフのように、入力信
号レベルが一定のサイズ以上になると、符号「Ｄ」のグラフよりも出力信号の増幅程度を
減少させ、スピーカを介して出力される声が周辺の人に聞こえないようにする。
　すなわち、低い出力音量を有する信号がスピーカを介して出力される。また、音量調節
部６７は、一定のサイズ以下の小さい信号に対して、符号「Ｄ」のグラフよりも増幅程度
を大きくすることにより、第２の増幅器６５のゲイン値が最小に設定されることで発生す
る小さい声を大きくさせることができる。
【００３３】
　一方、図３の符号「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」のグラフは、受信ボリュームレベルによって
エチケット通話モード時に維持される受信音量レベルを異ならせて設定するためのもので
ある。
　すなわち、エチケット通話モード状態で、ユーザがボリュームキーを押す場合、音量調
節部６７は、ボリュームキーの動作状態に対応して「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」のグラフのう
ち１つを用いて、受信音量のレベルを調節する。
　受信ボリュームレベルの選択は、ボリュームキーが押される回数に対応する。
【００３４】
　例えば、エチケット通話モードが活性化されると、音量調節部６７は、符号「Ａ」のグ
ラフを用いて受話音量が基準レベル範囲内にあるように調節する。
　このとき、ユーザがボリュームキーを１回押して、受信ボリュームレベルを１段階上昇
させる場合、音量調節部６７は、符号「Ｂ」のグラフを用いて受信音量が基準レベル範囲
内にあるように調節する。ここで、符号「Ａ」を利用した基準レベル範囲は、デフォルト
基準レベルとして考慮される。このような音量調節部６７は、自動利得制御機（Ａｕｔｏ
ｍａｔｉｃ　Ｇａｉｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）又は圧伸器（Ｃｏｍｐａｎｄｅｒ）等で形成さ
れる。
　圧伸器は、本発明の技術分野で広く知られたもので、詳細な説明を省略する。一方、グ
ラフ「Ａ」～「Ｄ」の各々に割り当てられる値は、リスト形態に格納部１２０に格納され
る。リストは、ボリュームキーが押される回数によって選択される。
【００３５】
　デジタルアナログ変換器６８は、デジタル信号をアナログ信号に変換してスピーカに送
信する。このようなデジタルアナログ変換器６８は、本発明の技術分野で通常の知識を有
する者に自明なものであるため、詳細な説明を省略することにする。
【００３６】
　格納部１２０は、携帯端末機１００のオペレーティングシステム（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ
　Ｓｙｓｔｅｍ：ＯＳ）をはじめとし、その他オプション（ｏｐｔｉｏｎｓ）機能、例え
ば、声再生機能、イメージ（静止画）又は動画の再生機能などに必要なアプリケーション
をはじめとして、ユーザデータ及び送受信されるデータなどを格納する。
　特に、本発明に係る格納部１２０は、通話モード（一般通話モード、エチケット通話モ
ード）及び受信ボリュームレベルにより、第１の増幅器６２の送信ゲイン及び第２の増幅
器６５の受信ゲインを設定するためのテーブルを格納する。
　また、格納部１２０は、エチケット通話モードのオン／オフ（ＯＮ／ＯＦＦ）と、エチ
ケット通話モード時に送話音及び受話音のゲイン値を調整するエチケット通話プログラム
とを格納する。
【００３７】
　制御部１１０は、携帯端末機１００の全般的な動作及び携帯端末機１００の内部ブロッ
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ク間の信号の流れを制御する。
　特に、本発明に係る制御部１１０は、通話モードが実行されると、エチケット通話モー
ドが活性化されたか否かを判断する。エチケット通話モードが活性化されなければ、制御
部１１０は、一般通話モードを行わせる。一般通話モードは、第１の増幅器６２の送信ゲ
イン及び第２の増幅器６５の受信ゲインを受信ボリュームレベルによって設定し、通話を
行うモードである。
【００３８】
　一方、エチケット通話モードが活性化された場合、制御部１１０は、第１の増幅器６２
の送信ゲインを最大に設定し、第２の増幅器６５の受信ゲインを最小に設定し、第２の増
幅器６５と音量調節部６７が接続するようにスイッチ６６を制御する。このとき、音量調
節部６７は、第２の増幅器６５から出力される受話音の音量を、予め設定された基準レベ
ル範囲内にあるように調節する。
【００３９】
　制御部１１０は、エチケット通話モード状態でボリュームキー信号が入力された場合、
第２の増幅器６５の受信ゲインが最小に設定された状態を維持し、音量調節部６７が受信
ボリュームレベルに対応して設定された基準レベル範囲により、受話音の音量を調節する
ように制御する。
　すなわち、第２の増幅器６５により増幅された信号は、出力レベルを調節するために、
さらに他の増幅器で動作する音量調節部６７に提供される。例えば、グラフ「Ａ」、「Ｂ
」又は「Ｃ」の内いずれか１つの制限された値以上の大きさを有する信号が、音量調節部
６７に入力された場合、出力値は、選択されたグラフの制限された値に制限する。
　グラフ「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の選択は、エチケット通話モードでボリュームキー入
力を示す信号に対応して行われる。このような場合、音量調節部６７は、デフォルト値と
してグラフ「Ａ」を用いる。制御部１１０は、ボリュームキーが押される回数による入力
信号にしたがって、「Ｂ」又は「Ｃ」グラフを用いてボリュームを調節する。
【００４０】
　一方、他の実施形態において、制御部１１０は、エチケット通話モード状態でボリュー
ムキー信号が入力された場合、第２の増幅器６５の受信ゲインを該当する受信ボリューム
レベルに対応するように変更し、スイッチ６６を制御して第２の増幅器６５とデジタルア
ナログ変換器６８を接続させる。すなわち、制御部１１０は、通話モードを従来のささや
き通話モードに変更することができる。これは、ユーザの受信ボリューム設定を優先する
ためである。
【００４１】
　一方、図１には示していないが、本発明に係る携帯端末機１００は、イメージ（静止画
）又は動画の撮影のためのカメラモジュール、近距離無線通信のための近距離通信モジュ
ール、放送受信のための放送受信モジュール、ＭＰ３モジュールのようなデジタル音源再
生モジュール、及びインターネット機能を行うインターネット通信モジュール等の付加機
能を有する構成要素を選択的にさらに含んでもよい。
　このような構成要素は、デジタル機器のコンバージェンス（ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ）
傾向により、変形が非常に多様であって、全部列挙することはできないが、本発明に係る
携帯端末機１００は、上記言及された構成要素と同等な水準の構成要素をさらに含んでも
よい。
【００４２】
　図４は、本発明の実施形態に係る携帯端末機のエチケット通話モード提供方法を説明す
るためのフローチャートである。
　図１～図４を参照すると、制御部１１０は、ステップＳ２０１で通話モードが活性化さ
れたか否かを判断する。
　通話モードが活性化されない場合、制御部１１０は、ステップＳ２０３で該当機能を行
う。例えば、制御部１１０は、待機状態（Ｉｄｌｅ　ｓｔａｔｅ）か、ユーザの要請によ
る音楽再生機能、動画再生機能、写真撮影機能などを行う。
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【００４３】
　一方、通話モードが活性化された場合、制御部１１０は、ステップＳ２０５でエチケッ
ト通話モードが活性化されたか否かを判断する。
　エチケット通話モードは、予め設定されたファンクションキー入力又はタッチスクリー
ンに表示されるメニューからの選択によって活性化される。
【００４４】
　エチケット通話モードが活性化されない場合、制御部１１０は、後述するステップＳ２
１７に進んで一般通話モードで通話を行う。
　一方、エチケット通話モードが活性化された場合、制御部１１０は、ステップＳ２０７
に進んで送信ゲイン、すなわち、第１の増幅器６２のゲインを予め設定されたゲイン値に
設定する。
　これは、ユーザが大声で話せない状況で小声で話しても、相手方によく聞こえるように
するためである。このとき、予め設定されたゲイン値は、第１の増幅器６２の最大ゲイン
値であってもよく、最大ゲイン値から一定サイズのマージン（Ｍａｒｇｉｎ）を引いた値
であってもよい。
【００４５】
　次に、制御部１１０は、ステップＳ２０９で受信ゲイン、すなわち、第２の増幅器６５
のゲインを最小受信ボリュームレベルに対応するゲイン値に設定し、ステップＳ２１１で
音量調節部６７を活性化し、音量調節部６７を介して受話音量が基準レベル範囲内にある
ように調節する。
　このために、制御部１１０は、エチケット通話モードの活性化時に第２の増幅器６５と
音量調節部６７を接続するように、スイッチ６６に制御信号（ＳＷ＿Ｃ）を送信する。こ
こで、音量調節部６７の音量レベルの調節方法についての詳細な説明は、上述したので省
略する。
【００４６】
　次に、制御部１１０は、ステップＳ２１３でボリュームキー信号が入力されたか否かを
判断する。
　ボリュームキー信号が入力された場合、制御部１１０は、ステップＳ２１４に進んで基
準レベル範囲を変更し、ステップＳ２１３にもどる。
【００４７】
　詳細には、制御部１１０は、第２の増幅器６５の受信ゲイン及びスイッチ６６のスイッ
チング状態を維持し、ボリュームキー信号に対応する補償テーブルを用いて音量調節を行
う。すなわち、上述したように、図３の符号「Ａ」グラフを用いて音量を調節する状態で
、ボリュームキー信号が入力された場合、音量調節部６７は、該当するボリュームレベル
によって符号「Ｂ」又は「Ｃ」のグラフを用いて音量を調節する。
【００４８】
　一方、ボリュームキー信号が入力されない場合、制御部１１０は、ステップＳ２１５に
進んでエチケット通話モードが終了したか否かを判断する。
　エチケット通話モードが終了した場合、制御部１１０は、ステップＳ２１７に進んで一
般通話モードで通話を行う。一般通話モードを行うために、制御部１１０は、第１の増幅
器６２及び第２の増幅器６５のゲインを一般通話モードに対応して設定されたゲイン値に
変更し、第２の増幅器６５とデジタルアナログ変換器６８を接続するように、スイッチ６
６に制御信号（ＳＷ＿Ｃ）を送信する。
【００４９】
　その後、制御部１１０は、ステップＳ２１９で通話モード終了信号が入力されたか否か
を判断する。
　通話モード終了信号が入力されていない場合、制御部１１０は、ステップＳ２０５にも
どって上述した工程を繰り返し、通話モード終了信号が入力された場合、通話モードを終
了する。
【００５０】
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　一方、ステップＳ２１５でエチケット通話モードが終了していなければ、制御部１１０
は、ステップＳ２２１に進んで通話モード終了信号が入力されたか否かを判断する。
　ステップＳ２２１で通話モード終了信号が入力されていなければ、制御部１１０は、ス
テップＳ２１３にもどって上述した工程を繰り返し、通話モード終了信号が入力されてい
れば、通話モードを終了する。
【００５１】
　ところで、図４において、エチケット通話モード状態でボリュームキー信号が入力され
た場合、制御部１１０は、入力されたボリュームキー信号に対応して基準レベル範囲を変
更することを説明したが、本発明はこれに限定されない。
　すなわち、本発明の他の実施形態では、エチケット通話モード状態でボリュームキー信
号が入力された時、制御部１１０は、通話モードを従来のささやき通話モードに変更する
。すなわち、制御部１１０は、第１の増幅器６２の送信ゲインを最大に維持し、第２の増
幅器６５の受信ゲインを入力されたボリュームキー信号に対応する受信ボリュームレベル
に基づいて、新しいゲイン値に変更してもよい。すなわち、制御部１１０は、音量調節部
６７を非活性化し、第２の増幅器６５とデジタルアナログ変換器６８を接続するように、
スイッチ６６を制御する。
【００５２】
　上述したような本発明の実施形態に係る携帯端末機のエチケット通話モード提供方法は
、多様なコンピュータ手段によって行われるプログラム命令形態で実現され、コンピュー
タで読み取り可能な記録媒体に記録される。このとき、コンピュータで読み取り可能な記
録媒体は、プログラム命令、データファイル、データ構造などを単独または組み合わせて
含んでもよい。一方、記録媒体に記録されるプログラム命令は、本発明のために特別に設
計されて構成されたものであってもよく、コンピュータソフトウェア当業者に公知されて
使用可能なものであってもよい。
【００５３】
　コンピュータで読み取り可能な記録媒体には、ハードディスク、フロッピー（登録商標
）ディスク及び磁気テープのような磁気媒体（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｍｅｄｉａ）、ＣＤ－
ＲＯＭ、ＤＶＤのような光記録媒体（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｍｅｄｉａ）、ＭＯディスクのよ
うな光磁気媒体（Ｍａｇｎｅｔｏ－Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｍｅｄｉａ）、及びＲＯＭ、ＲＡＭ
、フラッシュメモリ等のようなプログラム命令を格納して行うように特別に構成されたハ
ードウェア装置が含まれる。
　また、プログラム命令には、コンパイラによって作られるような機械語コードだけでな
く、インタープリタ等を使ってコンピュータによって実行される高級言語コードを含む。
　上述したハードウェア装置は、本発明の動作を行うために、１つ以上のソフトウェアモ
ジュールとして作動するように構成される。
【００５４】
　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】
【００５５】
　６１　　アナログデジタル変換器（ＡＤＣ）
　６２　　第１の増幅器
　６３　　ボイスエンコーダ
　６４　　ボイスデコーダ
　６５　　第２の増幅器
　６６　　スイッチ
　６７　　音量調節部
　６８　　デジタルアナログ変換器（ＤＡＣ）
　１００　　携帯端末機
　１１０　　制御部
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　１２０　　格納部
　１３０　　表示部
　１４０　　入力部
　１５０　　無線通信部
　１６０　　オーディオ処理部
 

【図１】

【図２】

【図３】
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