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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インスタントメッセンジャー機能を有する移動通信端末機であって、
　前記移動通信端末機は、
　前記移動通信端末機を含む複数の移動通信端末機間で共有される情報を提供することに
よりインスタントメッセンジャーサービスを提供するインスタントメッセンジャーサーバ
ーから受信されるインスタントメッセンジャーデータを処理するインスタントメッセンジ
ャーモジュールと、
　モバイル交換局を介して、前記複数の移動通信端末機のうちの別の移動通信端末機との
通話処理を行う呼処理部と、
　前記呼処理部と前記インスタントメッセンジャーモジュールとの間に提供される制御部
であって、呼受信者のプレゼンス状態情報を前記インスタントメッセンジャーモジュール
に提供する制御部と
　を備え、
　前記呼処理部は、前記モバイル交換局を介して前記呼処理部において実行される通話処
理の結果に基づいて、前記別の移動通信端末機の通話状態情報を前記制御部に提供するよ
うに適合されており、
　前記制御部は、前記呼処理部からの前記通話状態情報を、前記インスタントメッセンジ
ャーモジュールへと提供されるインスタントメッセージへと変換するように適合されてお
り、
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　前記インスタントメッセンジャーモジュールは、前記インスタントメッセージを前記イ
ンスタントメッセンジャーサーバーへと伝送することにより、前記通話状態情報が前記イ
ンスタントメッセンジャーサーバーを介して前記複数の移動通信端末機のうちの残りの移
動通信端末機に提供されるように適合されている、移動通信端末機。
【請求項２】
　前記インスタントメッセンジャーモジュールにより処理される前記インスタントメッセ
ンジャーデータは、文字メッセージ、電子メール、音声メールまたは動映像メールを含む
、請求項１に記載の移動通信端末機。
【請求項３】
　前記通話状態情報は、オフラインモード、通話可能モード、通話中モードまたは無応答
モードを示す、請求項１に記載の移動通信端末機。
【請求項４】
　前記移動通信端末機は、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａ
ｎｔ）、セルラーフォン、ＰＣＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ）フォン、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ）
フォ ン、Ｗ－ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ）フォンまたはＭＢＳ（Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ）フォンである、請求項１に記載の移動通信端
末機。
【請求項５】
　移動通信端末機を用いたモバイルインスタントメッセンジャーサービスの方法であって
、
　前記移動通信端末機は、インスタントメッセンジャーサーバーから受信されるインスタ
ントメッセンジャーデータを処理するインスタントメッセンジャーモジュールと、呼処理
部と、制御部とを備え、
　前記インスタントメッセンジャーサーバーは、前記移動通信端末機を含む複数の移動通
信端末機間で共有される情報を提供することにより、インスタントメッセンジャーサービ
スを提供し、
　前記方法は、
　前記呼処理部が、モバイル交換局を介して、前記複数の移動通信端末機のうちの別の移
動通信端末機との通話処理を行うことと、
　前記呼処理部が、前記モバイル交換局を介して前記呼処理部において実行される通話処
理の結果に基づいて、前記別の移動通信端末機の通話状態情報を前記制御部に提供するこ
とと、
　前記制御部が、前記呼処理部からの前記通話状態情報をインスタントメッセージへと変
換し、前記インスタントメッセージを前記インスタントメッセンジャーモジュールに提供
することと、
　前記インスタントメッセンジャーモジュールが、前記インスタントメッセージを前記イ
ンスタントメッセンジャーサーバーへと伝送することにより、前記通話状態情報が前記イ
ンスタントメッセンジャーサーバーを介して前記複数の移動通信端末機のうちの残りの移
動通信端末機に提供されることと
　を包含する、方法。
【請求項６】
　前記インスタントメッセンジャーモジュールにより処理される前記インスタントメッセ
ンジャーデータは、文字メッセージ、電子メール、音声メールまたは動映像メールを含む
、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記通話状態情報は、オフラインモード、通話可能モード、通話中モードまたは無応答
モードを示す、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記移動通信端末機は、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａ
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ｎｔ）、セルラーフォン、ＰＣＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ）フォン、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ）
フォン、Ｗ－ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ）フォンまたはＭＢＳ（Ｍｏｂｉｌ
ｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ）フォンである、請求項５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信端末機を用いたモバイルインスタントメッセンジャーサービスシス
テム及びサービス方法に係り、より詳細には、通話状態情報が反映されたプレゼンス状態
情報を提供できるモバイルインスタントメッセンジャーサービスシステム及びサービス方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネットユーザの急増と伴い、様々なインターネットサービスが開発され提供さ
れている。中でも、インスタントメッセンジャーは、インターネット上のユーザを相手に
実時間文字、音声、画像チャットができるインターネットコミュニティサービスであり、
このようなモバイルインスタントメッセンジャーサービスを移動通信システムに適用して
モバイルインスタントメッセンジャーサービスを行っている。
【０００３】
　図１は、従来の技術に係るモバイルインスタントメッセンジャーサービスシステムの概
略構成を示すブロック図である。図１に示すように、従来の技術に係るモバイルインスタ
ントメッセンジャーサービスシステムには、複数の端末機１１０にモバイルインスタント
メッセンジャーサービスを提供するＩＭＰＳ（Ｉｎｓｔａｎｔ　Ｍｅｓｓｅｎｇｅｒ　Ｐ
ｒｏｖｉｄｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）サーバー（以下、“サーバー”とする。）１２０と、
端末機１１０の着発信などの呼処理サービスを行う移動電話交換局サーバー１３０とが備
えられる。
【０００４】
　端末機１１０内には、ＩＭＰＳサーバー１２０とのメッセージ交換のためのインスタン
トメッセンジャー（Ｉｎｓｔａｎｔ　Ｍｅｓｓｅｎｇｅｒ：ＩＭ）モジュール１１１と、
移動電話交換局１３０を介した呼処理を行うための呼処理部１１２とが組み込まれる。
【０００５】
　すなわち、端末機ではインスタントメッセージングプレゼンス状態情報と通話状態情報
を個別に管理及び処理している。したがって、これら両個体間には何の連関性もない。
【０００６】
　図２は、プレゼンス状態情報の例示図である。プレゼンス機能は、ユーザ等の状態情報
を表す。図示したように、インスタントメッセンジャー上に表示される相手側の現在の状
態情報は、オフラインとオンライン状態とに大きく分けられる。なお、オンライン状態は
、対話が可能な状態、他の仕事中または退席している形態とに区分される。
【０００７】
　図３は、従来の技術に係るモバイルインスタントメッセンジャーサービスの動作過程を
示す例示図である。図３では、第１ユーザ（ＩＭ　Ｃｌｉｅｎ１）、第２ユーザ（ＩＭ　
Ｃｌｉｅｎｔ２）及びこれら両ユーザのモバイルインスタントメッセンジャーサービスを
提供するサーバー（ＩＭ　Ｓｅｒｖｅｒ）間に交換されるメッセージを示している。以下
の説明において、第１ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ１）及び第２ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉｅ
ｎｔ２）は実際にはユーザの端末機のことあるが、説明の便宜のためにユーザと称する。
【０００８】
　第１ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ１）がサーバーにログイン要請メッセージＬｏｇｉｎ
　Ｒｅｑを転送すると、サーバーでは加入者データベースから当該ユーザが有効なユーザ
なのか判断する。その後、正常のログイン手続きが処理されたことを知らせる応答メッセ
ージ（Ｌｏｇｉｎ　Ｒｅｓ）を第１ユーザ（ＩＭ　Ｃｌｉｅｎｔ１）に転送する。認証が
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完了した状態で、現在メッセンジャーサービスを利用しているユーザ等の現在の状態情報
を要請するメッセージＵｐｄａｔｅ　Ｐｒｅｓｅｎｃｅ　Ｒｅｑ＝ｏｎｌｉｎｅをサーバ
ーに転送する。サーバーでは、プレゼンスデータベースからプレゼンス状態情報Ｕｐｄａ
ｔｅＰｒｅｓｅｎｃｅＲｅｓを抽出して第１ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ１）に提供する
。このとき、提供されるプレゼンス状態情報は、第１ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ１）と
インスタントメッセンジャーを共有する“友達”に対する状態情報である。ここで、“友
達”とは、インスタントメッセンジャーで使用する用語で、モバイルインスタントメッセ
ンジャーサービスを通じて自分の接続状態、個人情報などを提供し、チャットやデータ送
受信を許可する相手のことを意味する。
【０００９】
　その後、サーバーでは、第２ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ２）に、第１ユーザ（ＩＭ　
Ｃｌｉｅｎｔ１）が現在ログインしたという事実を認知したことを通知するＰｒｅｓｅｎ
ｃｅ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏ　ｎＲｅｑｕｅｓｔを通報する。すると、第２ユーザ（Ｉ
Ｍ　ｃｌｉｅｎｔ２）は、当該事実の認知結果ｓｔａｔｕｓをサーバーに転送する。すな
わち、現在サーバーに接続中の第２ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ２）のインスタントメッ
センジャーにおいて第１ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ１）のプレゼンス状態情報がオフラ
イン状態からオンライン状態に変わる。
【００１０】
　もし、第１ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ１）が個人的な事情によりインスタントメッセ
ンジャーを一時的に使用できなくなるときに、これに対するメッセージＵｐｄａｔｅ　Ｐ
ｒｅｓｅｎｃｅ　Ｒｅｑ　＝　ＮＡをサーバーに転送する。サーバーは、これに対する応
答Ｓｔａｔｕｓを第１ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ１）に送り、第２ユーザ（ＩＭ　ｃｌ
ｉｅｎｔ２）に第１ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ１）のプレゼンス状態情報を転送する。
これにより、第２ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ２）のインスタントメッセンジャー上で第
１ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ１）のプレゼンス状態情報は、対話が可能な状態から、他
の仕事中（Ｂｕｓｙ）または退席中（Ｅｍｐｔｙ）等に変わる。
【００１１】
　もし、ユーザがログアウトを要請Ｌｏｇｏｕｔ　Ｒｅｑをすれば、サーバーで応答Ｌｏ
ｇ　ｏｕｔ　Ｒｅｓをする。その後、第２ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ２）に、第１ユー
ザ（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ１）のログアウト状態情報を提供する。これにより、第２ユーザ
（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ２）のインスタントメッセンジャー上で第１ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉ
ｅｎｔ１）のプレゼンス状態情報は、オフライン状態に切り替わる。
【００１２】
　全ての信号転送が無難に行われたにもかかわらず、各状態情報の認識には事実上時間差
がある。すなわち、Ａ～Ｃの時間差ｓｔａｔｕｓ　ｔｉｍｅ　ｇａｐを持つことになる。
例えば、“Ａ”の場合のように、サーバーから第１ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ１）にロ
グインを許可するメッセージを送った後、第２ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ２）に第１ユ
ーザ（ＩＭ　Ｃｌｉｅｎｔ１）のログイン状態情報を提供する時点までの時間差が生じる
。Ｂ、Ｃの場合もまた、Ａと類似する概念の時間差を意味する。一般に、劣悪な無線環境
に起因するパケットの損失、伝達遅れまたはタイムアウトなどから、実際には相手側（友
達リストに登録された）の状態情報は維持し難い。たとえ状態変更者の第１ユーザ（ＩＭ
　ｃｌｉｅｎｔ１）、状態監視者の第２ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ２）及びサーバー間
の全てのメッセージ転送が正常に行われたとしても、第１ユーザ（ＩＭ　Ｃｌｉｅｎｔ１
）の実際の状態と第２ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ２）に感知される第１ユーザ（ＩＭ　
Ｃｌｉｅｎｔ１）の状態間には、時間差の発生が常に存在する。
【特許文献１】国際公開第２００２／９３９５９号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　図４は、ＩＭＰＳサーバーにエラーが発生した場合の動作過程を示す例示図である。図
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示したように、サーバーから第２ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ２）に伝達されるパケット
の損失が生じると、第２ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ２）は実の第１ユーザ（ＩＭ　Ｃｌ
ｉｅｎｔ１）のプレゼンス状態情報と異なる以前の値を認知し続ける状態の不一致ｓｔａ
ｔｕｓ　ｃｏｎｆｌｉｃｔの問題が発生する。
【００１４】
　一方、第１ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ１）の突然のエラーでパワーオフが生じると、
図５に示すような動作過程が行われる。図５は、インスタントメッセンジャーのユーザ端
末機にエラーが発生した場合の動作過程を示す例示図である。すなわち、第１ユーザ（Ｉ
Ｍ　ｃｌｉｅｎｔ１）とサーバーとのセッションが切れるため、これ以上自分のプレゼン
ス状態情報を変更できなくなる。したがって、この場合にも、第２ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉ
ｅｎｔ２）は実際の１ユーザ（ＩＭ　Ｃｌｉｅｎｔ１）の状態情報を受信できない状態不
一致ｓｔａｔｕｓ　ｃｏｎｆｌｉｃｔ！の問題が生じる。
【００１５】
　本発明は上記の問題点を解決するためのもので、その目的は、最新のプレゼンス状態を
提供できるモバイルインスタントメッセンジャーサービスシステム及びサービス方法を提
供することにある。
【００１６】
　本発明の他の目的は、応急状況でも直ちにプレゼンス状態情報を確認してアップデート
できるモバイルインスタントメッセンジャーサービスシステム及びサービス方法を提供す
ることにある。
【００１７】
　本発明のさらに他の目的は、インスタントメッセージングの不必要な試みを防止できる
モバイルインスタントメッセンジャーサービスシステム及びサービス方法を提供すること
にある。
【００１８】
　本発明のさらに他の目的は、不正確なプレゼンス状態に起因する不必要な通話を防止で
きるモバイルインスタントメッセンジャーサービスシステム及びサービス方法を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記目的を達成するために、本発明の一側面による移動通信端末機を用いたモバイルイ
ンスタントメッセンジャーサービスシステムは、インスタントメッセンジャー機能を有す
る移動通信端末機と、サービスに加入した複数の移動通信端末機間に種々の情報を共有さ
せ、モバイルインスタントメッセンジャーサービスを提供するインスタントメッセンジャ
ーサーバーと、インスタントメッセンジャーサーバーから端末機に提供されるプレゼンス
（ｐｒｅｓｅｎｃｅ）情報にサービス加入者の通話状態情報が反映されるように、前記移
動通信端末機の通話状態情報を前記インスタントメッセンジャーサーバーに提供する移動
電話交換局サーバーと、を備えてなることを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明の他の側面による移動通信端末機を用いたモバイルインスタントメッセン
ジャーサービスシステムは、インスタントメッセンジャー機能を有する移動通信端末機と
、サービスに加入したユーザ間に状態情報を共有させ、モバイルインスタントメッセンジ
ャーサービスを提供するインスタントメッセンジャーサーバーと、インターネットを通じ
て前記インスタントメッセンジャーサーバーに接続している移動通信端末機とインスタン
トメッセンジャー機能を遂行する個人用コンピュータと、前記移動通信端末機の通話状態
情報を前記インスタントメッセンジャーサーバーに提供し、該インスタントメッセンジャ
ーサーバーから各ユーザに提供されるプレゼンス（ｐｒｅｓｅｎｃｅ）情報に呼状態情報
を反映させる移動電話交換局サーバーと、を備えてなることを特徴とする。
【００２１】
　また、本発明のさらに他の側面による移動通信端末機を用いたモバイルインスタントメ
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ッセンジャーサービスシステムは、通話状態情報が反映されたプレゼンス状態情報をイン
スタントメッセンジャー機能を用いて提供する移動通信端末機と、サービスに加入した複
数の移動通信端末機間にモバイルインスタントメッセンジャーサービスを提供し、前記移
動通信端末機から提供された通話状態情報を、サービスに加入したユーザに共有させるイ
ンスタントメッセンジャーサーバーと、前記移動通信端末機の着発信呼処理サービスを提
供する移動電話交換局サーバーと、を備えてなることを特徴とする。
【００２２】
　本発明の一側面による移動通信端末機を用いたモバイルインスタントメッセンジャーサ
ービス方法は、移動電話交換局を通じた無線移動通信を行う通話処理過程と、前記通話処
理による通話状態情報をインスタントメッセンジャーメッセージに変換する過程と、通話
状態情報の反映されたプレゼンス状態情報をインスタントメッセンジャーモジュールを介
してインスタントメッセンジャーサーバーに転送する過程と、を備えてなることを特徴と
する。
【００２３】
　本発明の他の側面による移動通信端末機を用いたモバイルインスタントメッセンジャー
サービス方法は、インスタントメッセンジャーサーバーで移動電話交換局から加入者端末
の通話状態情報を受信する過程と、インスタントメッセンジャーサーバーに接続された加
入者プレゼンス情報に通話状態情報を反映して加入者プレゼンスデータベースに格納する
過程と、インスタントメッセンジャーサーバーから、前記プレゼンスデータベースに格納
されたプレゼンス情報を現在接続された移動通信端末機に転送する過程と、を備えてなる
ことを特徴とする。
【００２４】
　本発明において移動通信端末機は、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓ
ｓｉｓｔａｎｔ）、セルラー（Ｃｅｌｌｕｌａｒ）フォン、ＰＣＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）フォン、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ）フォン、Ｗ－ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ）
フォンまたはＭＢＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ）フォンの何れ
か一つでありうる。
【００２５】
　本発明においてインスタントメッセンジャーを通じて交換されるメッセージは、文字メ
ッセージ、電子メール、音声メールまたは動映像メールであり得る。
【００２６】
　本発明においてインスタントメッセンジャーにより示される加入者の通話状態の情報は
、オフライン、通話可能、通話中、無応答の何れか一つであり得る。　
【００２７】
　上記目的を達成するために、本発明は、例えば、以下の手段を提供する：
項目１．
　インスタントメッセンジャーデータを処理するインスタントメッセンジャーモジュール
（Ｉｎｓｔａｎｔ　Ｍｅｓｓｅｎｇｅｒ　Ｍｏｄｕｌｅ）と、
　移動電話交換局を通じて通話処理を行う呼処理部と、
　前記呼処理部とインスタントメッセンジャーモジュールとの間に構成され、前記呼処理
部での呼処理結果による呼受信者の現在状態（ｐｒｅｓｅｎｃｅ）情報を、前記インスタ
ントメッセンジャーモジュールに提供するインターフェース機能を遂行する制御部と、
を備えてなる、インスタントメッセンジャー機能を有する移動通信端末機。
項目２．
　前記インスタントメッセンジャーモジュールにより処理されるデータは、文字メッセー
ジ、電子メール、音声メールまたは動映像メールであることを特徴とする、請求項１に記
載のインスタントメッセンジャー機能を有する移動通信端末機。
項目３．
　前記インスタントメッセンジャーモジュールに示されるグループメンバーの状態情報は
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、オフライン、通話可能、通話中、無応答の何れか一つであることを特徴とする、項目１
に記載のインスタントメッセンジャー機能を有する移動通信端末機。
項目４．
　インスタントメッセンジャー機能を有する移動通信端末機と、
　サービスに加入した複数の移動通信端末機間に種々の情報を共有させ、モバイルインス
タントメッセンジャーサービスを提供するインスタントメッセンジャーサーバーと、
　インスタントメッセンジャーサーバーから端末機に提供されるプレゼンス（ｐｒｅｓｅ
ｎｃｅ）情報にサービス加入者の通話状態情報が反映されるように、前記移動通信端末機
の通話状態情報を前記インスタントメッセンジャーサーバーに提供する移動電話交換局サ
ーバーと、
を備えてなる、移動通信端末機を用いたモバイルインスタントメッセンジャーサービスシ
ステム。
項目５．
　前記移動通信端末機は、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａ
ｎｔ）、セルラー（Ｃｅｌｌｕｌａｒ）フォン、ＰＣＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）フォン、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆ
ｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ）フォン、Ｗ－ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ）フォンまた
はＭＢＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ）フォンの何れか一つであ
ることを特徴とする、項目４に記載の移動通信端末機を用いたモバイルインスタントメッ
センジャーサービスシステム。
項目６．
　前記インスタントメッセンジャーを通じて交換されるメッセージは、文字メッセージ、
電子メール、音声メールまたは動映像メールであることを特徴とする、項目４に記載の移
動通信端末機を用いたモバイルインスタントメッセンジャーサービスシステム。
項目７．
　前記インスタントメッセンジャーにより示される加入者の通話状態情報は、オフライン
、通話可能、通話中、無応答のうち何れか一つであることを特徴とする、項目４に記載の
移動通信端末機を用いたモバイルインスタントメッセンジャーサービスシステム。
項目８．
　インスタントメッセンジャー機能を有する移動通信端末機と、
　サービスに加入したユーザ間に状態情報を共有させ、モバイルインスタントメッセンジ
ャーサービスを提供するインスタントメッセンジャーサーバーと、
　インターネットを通じて前記インスタントメッセンジャーサーバーに接続している移動
通信端末機とインスタントメッセンジャー機能を遂行する個人用コンピュータと、
　前記移動通信端末機の通話状態情報を前記インスタントメッセンジャーサーバーに提供
し、該インスタントメッセンジャーサーバーから各ユーザに提供されるプレゼンス（ｐｒ
ｅｓｅｎｃｅ）情報に呼状態情報を反映させる移動電話交換局サーバーと、
を備えてなる、移動通信端末機を用いたモバイルインスタントメッセンジャーサービスシ
ステム。
項目９．
　前記移動通信端末機は、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａ
ｎｔ）、セルラー（Ｃｅｌｌｕｌａｒ）フォン、ＰＣＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）フォン、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆ
ｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ）フォン、Ｗ－ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ）フォンまた
はＭＢＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ）フォンのうち何れか一つ
であることを特徴とする、項目８に記載の移動通信端末機を用いたモバイルインスタント
メッセンジャーサービスシステム。
項目１０．
　前記コンピュータは、前記インスタントメッセンジャーサーバーから提供した有線向け
インスタントメッセンジャーが設置されたことを特徴とする、項目８に記載の移動通信端
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末機を用いたモバイルインスタントメッセンジャーサービスシステム。
項目１１．
　前記インスタントメッセンジャーを通じて転送するメッセージは、文字メッセージ、電
子メール、音声メールまたは動映像メールであることを特徴とする、項目８に記載の移動
通信端末機を用いたモバイルインスタントメッセンジャーサービスシステム。
項目１２．
　前記インスタントメッセンジャーにより示される加入者の通話状態情報は、オフライン
、通話可能、通話中、無応答の何れか一つであることを特徴とする、項目８に記載の移動
通信端末機を用いたモバイルインスタントメッセンジャーサービスシステム。
項目１３．
　通話状態情報が反映されたプレゼンス状態情報をインスタントメッセンジャー機能を用
いて提供する移動通信端末機と、
　サービスに加入した複数の移動通信端末機間にモバイルインスタントメッセンジャーサ
ービスを提供し、前記移動通信端末機から提供された通話状態情報を、サービスに加入し
たユーザに共有させるインスタントメッセンジャーサーバーと、
　前記移動通信端末機の着発信呼処理サービスを提供する移動電話交換局サーバーと、
を備えてなる、移動通信端末機を用いたモバイルインスタントメッセンジャーサービスシ
ステム。
項目１４．
　前記移動通信端末機は、
　前記移動電話交換局サーバーとの通話処理のための呼処理部と、
　前記インスタントメッセンジャーサーバーから提供されたインスタントメッセンジャー
データを処理するためのインスタントメッセンジャーモジュールと、
　前記呼処理部とインスタントメッセンジャーモジュールとの間に構成され、データのイ
ンターフェースを実現するコンバータと、
を備えることを特徴とする、項目１３に記載の移動通信端末機を用いたモバイルインスタ
ントメッセンジャーサービスシステム。
項目１５．
　前記移動通信端末機は、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａ
ｎｔ）、セルラー（Ｃｅｌｌｕｌａｒ）フォン、ＰＣＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）フォン、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆ
ｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ）フォン、Ｗ－ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ）フォンまた
はＭＢＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ）フォンの何れか一つであ
ることを特徴とする、項目１３に記載の移動通信端末機を用いたモバイルインスタントメ
ッセンジャーサービスシステム。
項目１６．
　前記インスタントメッセンジャーを通じて交換されるメッセージは、文字メッセージ、
電子メール、音声メールまたは動映像メールであることを特徴とする、項目１３に記載の
移動通信端末機を用いたモバイルインスタントメッセンジャーサービスシステム。
項目１７．
　前記インスタントメッセンジャーにより示される加入者の通話状態情報は、オフライン
、通話可能、通話中、無応答の何れか一つであることを特徴とする、項目１３に記載の移
動通信端末機を用いたモバイルインスタントメッセンジャーサービスシステム。
項目１８．
　無線インターネットを通じてモバイルインスタントメッセンジャーサービスを利用する
移動通信端末機で、移動電話交換局を通じて無線移動通信を行う呼処理過程と、
　前記呼処理による現在状態（ｐｒｅｓｅｎｃｅ）情報をインスタントメッセンジャーメ
ッセージに変換する過程と、
　通話状態情報の反映されたインスタントメッセンジャーメッセージをインスタントメッ
センジャーモジュールを介してインスタントメッセンジャーサーバーに転送する過程と、
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を備えてなる、移動通信端末機を用いたモバイルインスタントメッセンジャーサービス方
法。
項目１９．
　前記通話状態情報は、オフライン、通話可能、通話中、無応答の何れか一つであること
を特徴とする、項目１８に記載の移動通信端末機を用いたモバイルインスタントメッセン
ジャーサービス方法。
項目２０．
　無線インターネットを通じてモバイルインスタントメッセンジャーサービスを提供する
インスタントメッセンジャーサーバーで、移動電話交換局から加入者端末の通話状態情報
を受信する過程と、
　インスタントメッセンジャーサーバーに接続された加入者プレゼンス情報に通話状態情
報を反映して加入者プレゼンスデータベースに格納する過程と、
　インスタントメッセンジャーサーバーから、前記プレゼンスデータベースに格納された
プレゼンス情報を現在接続された移動通信端末機に転送する過程と、
を備えてなる、移動通信端末機を用いたモバイルインスタントメッセンジャーサービス方
法。
項目２１．
　前記通話状態情報は、オフライン、通話可能、通話中、無応答のうち何れか一つである
ことを特徴とする、項目２０に記載の移動通信端末機を用いたモバイルインスタントメッ
センジャーサービス方法。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によるモバイルインスタントメッセンジャーサービスシステム及びサービス方法
は、通話状態を反映したインスタントメッセージングのプレゼンス状態を最新情報として
提供できるという効果が得られる。また、移動電話交換局サーバーから実時間で通話情報
を受信するため、不必要なインスタントメッセージングを防止することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、添付の図面に基づき、本発明の好適な実施形態を説明する。ただし、以下説明さ
れる実施形態は、本発明を例示するためのもので、本発明の技術思想とその核心構成及び
作用を制限するためのものでない。
【００３０】
　図６は、本発明によるモバイルインスタントメッセンジャーサービスシステムの概略構
成を示すブロック図である。これは、本発明によるシステムの各種変更可能な構成例のう
ち一つである。同図において、モバイルインスタントメッセンジャーサービスシステムは
、インスタントメッセンジャー機能を有する移動通信端末機６１０と、サービスに加入し
た複数の移動通信端末機６１０間に各種情報を共有させてモバイルインスタントメッセン
ジャーサービスを提供するＩＭＰＳサーバー６２０と、ＩＭＰＳサーバー６２０から端末
機に提供されるプレゼンス（ｐｒｅｓｅｎｃｅ）情報にサービス加入者の通話状態情報が
反映されるよう、移動通信端末機６１０の通話状態情報をＩＭＰＳサーバー６２０に提供
する移動電話交換局サーバー６３０と、を備えてなる。
【００３１】
　移動電話交換局サーバー６３０からＩＭＰＳサーバー６２０に提供される通話状態情報
は、ＩＭＰＳサーバー６２０のプレゼンス状態情報に反映される。
【００３２】
　一方、図示してはいないが、ＩＭＰＳサーバー６２０で有無線インスタントメッセンジ
ャー機能を共に有する場合もある。この場合、移動通信端末機とコンピュータ間のモバイ
ルインスタントメッセンジャーサービスが可能になる。この場合にも本発明の基本概念に
よって移動電話交換局サーバー６３０からＩＭＰＳサーバー６２０への通話状態の情報提
供は同じなので具体的な動作の説明は省略する。
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【００３３】
　他の構成例として、通話状態情報を移動電話交換局サーバーからＩＭＰＳサーバーに提
供するのではなく、移動通信端末機からＩＭＰＳサーバーに提供することも可能である。
すなわち、通話状態情報の反映されたプレゼンス状態情報を、インスタントメッセンジャ
ー機能を用いて提供する移動通信端末機６１０と、サービスに加入した複数の移動通信端
末機６１０間にモバイルインスタントメッセンジャーサービスを提供し、当該移動通信端
末機６１０から提供された通話状態情報を、サービスに加入したユーザに共有させるＩＭ
ＰＳサーバー６２０と、移動通信端末機６１０の着発信呼処理サービスを提供する移動電
話交換局サーバー６３０とからなるシステムとしても良い。
【００３４】
　ここで、移動通信端末機６１０には、移動電話交換局サーバー６３０との通話処理のた
めの呼処理部６１３と、ＩＭＰＳサーバー６２０から提供されたインスタントメッセンジ
ャーデータを処理するためのインスタントメッセンジャーモジュール６１１と、呼処理部
６１３とインスタントメッセンジャーモジュール６１１との間においてデータのインター
フェースを実現するコンバータ６１２と、が備えられる。
【００３５】
　例えば、サーバーに接続されたプレゼンスデータベースに格納された第２ユーザ（ＩＭ
　ｃｌｉｅｎｔ２）のプレゼンス状態値が対話可能と格納されたものの、第１ユーザ（Ｉ
Ｍ　ｃｌｉｅｎｔ１）が第２ユーザ（ＩＭ　ｃｌｉｅｎｔ２）に通話を試みた結果、通話
中または電話を受けないというケースが起こり得る。この場合、呼処理部６１３から提供
された情報はコンバータ６１２を経てインスタントメッセンジャーモジュール６１１に反
映されなければならない。
【００３６】
　ここで、移動通信端末機は、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓ
ｔａｎｔ）、セルラー（Ｃｅｌｌｕｌａｒ）フォン、ＰＣＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）フォン、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ
　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ）フォン、Ｗ－ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ）フォン
またはＭＢＳ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ）フォンの何れか一つ
とすれば良い。
【００３７】
　また、インスタントメッセンジャーを通じて交換されるメッセージには、文字メッセー
ジ、電子メール、音声メールまたは動映像メールがある。
【００３８】
　該インスタントメッセンジャーにより示される加入者の通話状態情報は、オフライン、
通話可能、通話中、無応答の何れか一つの状態である。
【００３９】
　図７は、本発明によるモバイルインスタントメッセンジャーサービス方法における通話
状態判断過程を示すフローチャートである。まず、相手側の電源がオン状態か判断する（
Ｓ７１）。もし、相手側の電話の電源がオンになっていない場合には、例えば、不正常の
電源オフなどによりモバイルインスタントメッセンジャーサービスを通じた対話が不可能
な状態である。この際オンライン状態値（ＯＳ）を“Ｆａｌｓｅ”とセッティングする（
Ｓ７３）。一方、相手側の端末機に電源が入っている場合には、オンライン状態値（ＯＳ
）を“Ｔｒｕｅ”とセッティングする（Ｓ７２）。
【００４０】
　オンライン状態値（ＯＳ）が“Ｔｒｕｅ”の場合、通話中か確認する（Ｓ７４）。もし
、通話中の場合には、インスタントメッセンジャーを用いた正常対話進行を保留した状態
であるので、オンライン状態値（ＯＳ）が“Ｔｒｕｅ”であるが、ユーザ対話可能状態値
（Ｕｓｅｒ　Ａｖａｉｌａｂｉｌｉｔｙ；ＵＡ）は不可能状態（Ｎｏｔ　Ａｖａｉｌａｂ
ｌｅ；ＮＡ）とセッティングする（Ｓ７５）。
【００４１】
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　一方、過程Ｓ７４で相手側が通話中でないと確認され、かつ、通話に成功したら（Ｓ７
６）、ユーザ対話可能状態値（ＵＡ）は、対話可能状態（Ａｖａｉｌａｂｌｅ；ＡＶ）と
セッティングする（Ｓ７７）。もし、通話中であり、かつ、通話に失敗したら、相手側が
移動電話機を認知できないか、席を外している状態（ａｗａｙ、ｅｍｐｔｙ）である。し
たがって、この時のユーザ対話可能状態値（ＵＡ）は、分離状態（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ；Ｄ
Ｉ）とセッティングする（Ｓ７８）。
【００４２】
　図８は、本発明の一実施形態によるモバイルインスタントメッセンジャーサービス方法
における通話状態判断の進行過程を示す例示図である。図示したように、（Ａ）端末ユー
ザが移動電話交換局（ＭＳＣ）を通じて（Ｂ）端末ユーザとの通話を試みると（１）、移
動電話交換局（ＭＳＣ）は、（Ｂ）端末にページング信号を出力する（２）。（Ｂ）端末
のユーザは、（Ａ）ユーザとグループ通信を行うメンバーである。（Ｂ）端末からの応答
信号（３）は、移動電話交換局を経て（Ａ）端末に伝達される（４）。このときに、応答
信号は、通話中、電源オフ、Ｄｏ　Ｎｏｔ　Ｄｉｓｔｕｒｂなど種々の形態になり得る。
応答信号を受信した（Ａ）端末では、内部呼処理部で呼処理結果をインスタントメッセン
ジャーメッセージに変換（ｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇ）し、これをインスタントメッセンジャ
ー（ＩＭ）モジュールを通じてＩＭＰＳサーバーに伝達する（５）。該ＩＭＰＳサーバー
は、受信されたメッセージから（Ｂ）端末ユーザの現在の状態（ｐｒｅｓｅｎｃｅ）を抽
出し、プレゼンスデータベースをアップデートし、（Ｂ）端末とグループ通信を行ってい
る複数のグループメンバー（Ｃ），（Ｄ）（Ｅ）に（Ｂ）端末のプレゼンス（ｐｒｅｓｅ
ｎｃｅ）情報を伝達する（６）。
【００４３】
　図９は、図８の進行過程を他の方式で示す信号処理例示図である。Ａ端末から移動電話
交換局へ呼要請信号ｃａｌｌ＿ｒｅｑを転送すると、移動電話交換局は、Ｂ端末を呼び出
す。続いて、Ｂ端末から呼応答信号ｃａｌｌ＿ｒｅｓを受信した移動電話交換局は、呼処
理結果ｃａｌｌ＿ｒｅｓをＡ端末に伝達する。Ａ端末はＩＭＰＳサーバーに、状態情報の
含まれたインスタントメッセージを転送し、ＩＭＰＳは、Ｂ端末の状態情報を、Ｂ端末が
グループ通信メンバーとして属しているグループのユーザ端末に状態変更メッセージとし
て転送する。
【００４４】
　図１０は、本発明の他の実施形態によるモバイルインスタントメッセンジャーサービス
方法における通話状態判断の進行過程を示す例示図である。図８の実施形態と違い、Ｂ端
末の状態情報を呼処理過程を通じて判別した移動電話交換局から有線接続されたＩＭＰＳ
サーバーに伝達する。これにより、ＩＭＰＳは、プレゼンス（ｐｒｅｓｅｎｃｅ）データ
ベースをアップデートし、Ｂ端末の属しているグループ通信メンバーにプレゼンス情報を
伝達する。
【００４５】
　図１１は、本発明が適用されてインスタントメッセージ機能を遂行する端末機の状態を
示す例示図である。図示したように、端末機の表示装置にインスタントメッセンジャーで
の友達情報リストが現れる。同図では、友達情報が容易に把握できるようにそのリストを
ツリー（ｔｒｅｅ）形態で表示しているが、他の形態にしても構わない。このリストから
、友達の接続有無とともに現在通話状態、つまり通話中または通話の可否がわかる。その
結果、相手側の現在のプレゼンス状態情報がより正確に確認できるようになる。
【００４６】
　以上では具体例に挙げて本発明を説明してきたが、これら具体例に限定されず、本発明
の技術思想を逸脱しない範囲内で本発明の種々の変更及び修正が可能であるということは
、当該技術分野で通常の知識をもつ者にとって明らかである。したがって、本発明の技術
的範囲は、明細書の詳細な説明に記載された内容によって限定されてはならず、特許請求
の範囲により定められるべきである。　
【００４７】
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　以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は
、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によ
ってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本発明の具体的
な好ましい実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実
施することができることが理解される。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】従来の技術に係るモバイルインスタントメッセンジャーサービスシステムの概略
構成を示すブロック図である。
【図２】プレゼンス状態情報の例示図である。
【図３】従来の技術に係るモバイルインスタントメッセンジャーサービスの動作過程を示
す例示図である。
【図４】ＩＭＰＳサーバーにエラーが発生した場合の動作過程を示す例示図である。
【図５】インスタントメッセンジャーユーザ端末機にエラーが発生した場合の動作過程を
示す例示図である。
【図６】本発明によるモバイルインスタントメッセンジャーサービスシステムの概略構成
を示すブロック図である。
【図７】本発明によるモバイルインスタントメッセンジャーサービス方法における通話状
態判断過程を示すフローチャートである。
【図８】本発明の一実施の形態によるモバイルインスタントメッセンジャーサービス方法
における通話状態判断過程を示す例示図である。
【図９】図８の進行過程を他の表現方式で示す信号処理例示図である。
【図１０】本発明の他の実施形態によるモバイルインスタントメッセンジャーサービス方
法における通話状態判断過程を示す例示図である。
【図１１】本発明が適用されてインスタントメッセージ機能を行う端末機の状態を示す例
示図である。
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