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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の発話者がそれぞれ所持し、前記発話者による発話音声を送信する通話用端末と、
　前記通話用端末のいずれかから前記発話音声を受信し、前記発話者が指定した他の通話
用端末に前記発話音声を配信する配信装置とを備えた通話システムであって、
　前記通話用端末は、
　前記発話音声の送信先を発話者が指定した少なくとも１台の通話用端末（以下、「指定
端末」と呼ぶ）とするか、あらかじめ登録されている少なくとも１台の通話用端末（以下
、「事前登録端末」と呼ぶ）とするかを切り替える切替手段と、
　前記切替手段によって、前記発話音声の送信先を前記指定端末とするように切り替えら
れた場合には、送信先とする前記指定端末を指定して前記発話音声を前記配信装置へ送信
し、前記切替手段によって、前記発話音声の送信先を前記事前登録端末とするように切り
替えられた場合には、前記事前登録端末を送信先として指定して前記発話音声を前記配信
装置へ送信する送信手段とを備え、
　前記配信装置は、
　前記通話用端末から前記発話音声を受信する受信手段と、
　前記受信手段が受信した前記発話音声を前記通話用端末側で送信先として指定された通
話用端末（以下、「配信先端末」と呼ぶ）に対して配信する配信手段と、
　特定の通話用端末から送信される前記発話音声の受信を希望する受話希望者による配信
希望の登録を受け付ける受付手段と、
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　前記受付手段によって配信希望の登録を受け付けた受話希望者が所持する通話用端末を
特定するためのアドレスを前記特定の通話用端末のアドレスに関連付けて記録する関連付
け手段とを備え、
　前記配信手段は、前記通話用端末から前記事前登録端末を送信先として前記発話音声を
受信した場合には、前記発話音声の送信元の前記通話用端末のアドレスに関連付けられて
いる前記アドレスに基づいて配信先の前記通話用端末を特定し、特定した前記通話用端末
を前記配信先端末として、前記発話音声を配信することを特徴とする通話システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の通話システムにおいて、
　前記通話用端末は、
　送信先として指定可能な通話用端末を特定するためのアドレスを記録した記録手段をさ
らに備え、
　前記送信手段は、発話者によって前記記録手段に記録されている前記アドレスの中から
少なくとも１台の通話用端末に関する前記アドレスが選択された場合には、該選択された
アドレスに対応する前記通話用端末を前記指定端末として送信先に指定することを特徴と
する通話システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の通話システムにおいて、
　前記記録手段は、前記アドレスをグループ化して記録することができ、
　前記送信手段は、発話者によって前記アドレスの少なくとも１つのグループが選択され
た場合には、該選択されたグループに含まれるアドレスに対応する前記通話用端末を前記
指定端末として送信先に指定することを特徴とする通話システム。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の通話システムにおいて、
　前記送信手段は、送信先として指定した前記指定端末の前記アドレスと前記発話音声と
を関連付けて前記配信装置へ送信し、
　前記配信手段は、前記通話用端末から受信した前記アドレスに基づいて前記配信先端末
を特定し、特定した前記配信先端末に対して前記受信手段が受信した前記発話音声を配信
することを特徴とする通話システム。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の通話システムにおいて、
　前記配信装置は、
　前記受信手段が受信した前記発話音声の音声データを録音する録音手段をさらに備え、
　前記配信手段は、前記録音手段によって録音された前記発話音声の音声データを再生す
ることにより、前記発話音声を前記配信先端末に対して配信することを特徴とする通話シ
ステム。
【請求項６】
　請求項５に記載の通話システムにおいて、
　前記配信手段は、前記通話用端末から前記発話音声を受信した場合には、前記録音手段
による前記発話音声の音声データの録音が完了したときに、前記発話音声の音声データを
再生して前記配信先端末に前記発話音声を配信することを特徴とする通話システム。
【請求項７】
　請求項５に記載の通話システムにおいて、
　前記配信手段は、前記通話用端末から前記発話音声を受信したときには、前記配信先端
末に対してその旨を通知し、
　前記配信先端末から前記発話音声の配信が要求されたときに、前記発話音声の音声デー
タを再生して前記配信先端末に前記発話音声を配信することを特徴とする通話システム。
【請求項８】
　請求項５に記載の通話システムにおいて、
　前記配信装置は、前記通話用端末から前記発話音声を受信したときに、前記配信先端末
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が前記発話音声を配信可能なエリア内に存在しているか否かを判定するエリア状況判定手
段をさらに備え、
　前記配信手段は、前記エリア状況判定手段によって前記エリア内に存在していると判定
された前記配信先端末に対しては、前記録音手段による前記発話音声の音声データの録音
が完了したときに、前記発話音声の音声データを再生して前記発話音声を配信し、前記エ
リア状況判定手段によって前記エリア内に存在していないと判定された前記配信先端末に
対しては、未配信の前記発話音声がある旨を通知し、前記配信先端末から前記発話音声の
配信が要求されたときに、前記発話音声の音声データを再生して前記発話音声を配信する
ことを特徴とする通話システム。
【請求項９】
　請求項５に記載の通話システムにおいて、
　前記通話用端末は、使用者からの指示に基づいて前記発話音声の送受信の可否を設定す
るとともに、その設定内容を前記配信装置へ通知する送受信可否設定手段をさらに備え、
　前記配信装置は、前記通話用端末から前記発話音声を受信したときに、前記配信先端末
における前記発話音声の送受信可否の設定状況を判定する送受信可否状況判定手段をさら
に備え、
　前記配信手段は、前記送受信可否状況判定手段によって送受信が許可されていると判定
された前記配信先端末に対しては、前記録音手段による前記発話音声の音声データの録音
が完了したときに、前記発話音声の音声データを再生して前記発話音声を配信し、前記送
受信可否状況判定手段によって送受信が禁止されていると判定された前記配信先端末に対
しては、未配信の前記発話音声がある旨を通知し、前記配信先端末から前記発話音声の配
信が要求されたときに、前記発話音声の音声データを再生して前記発話音声を配信するこ
とを特徴とする通話システム。
【請求項１０】
　請求項９に記載の通話システムにおいて、
　前記送受信可否設定手段は、前記発話音声の送受信を禁止するように設定しているとき
に、前記発話者によって発話が行われたことを検出した場合には、一時的に前記発話音声
の送信を許可することを特徴とする通話システム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の通話システムにおいて、
　前記送受信可否設定手段は、一時的に前記発話音声の送信を許可した場合には、前記発
話者による発話が終了してから所定時間が経過した後に、再び前記発話音声の送信を禁止
することを特徴とする通話システム。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の通話システムにおいて、
　前記通話用端末は、前記配信装置から配信された前記発話音声の音声データを出力する
音声出力手段をさらに備えることを特徴とする通話システム。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載の通話システムにおいて、
　前記通話用端末は、前記配信装置から前記発話音声を受信したときに、受話者からの応
答の発話を受け付けて、前記発話音声の送信元の通話用端末に対して、応答の発話音声を
送信する応答手段をさらに備えることを特徴とする通話システム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の通話システムにおいて、
　前記応答手段は、前記応答の発話音声を、前記送信元の通話用端末とともに、該送信元
の通話用端末から同じ発話音声が配信された他の通話用端末にも送信することを特徴とす
る通話システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、通話システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　次のような電話によるグループ通話方法が知られている。この電話によるグループ通話
方法は、コールセンタが、送信者の電話番号と送信者が選択した通話先受信者の電話番号
に対して一斉発呼することにより、送信者と複数の通話先受信者とが同時に通話すること
ができる（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２９８７５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来のグループ通話方法では、送信者が指定した通話先受信者に対して
一斉発呼するものであるため、発話者は自身が指定した通話先受信者にしか発呼すること
ができず、利便性に問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明による通話システムは、複数の発話者がそれぞれ所持し、発話者による発話音声
を送信する通話用端末と、通話用端末のいずれかから発話音声を受信し、発話者が指定し
た他の通話用端末に発話音声を配信する配信装置とを備えた通話システムであって、通話
用端末は、発話音声の送信先を発話者が指定した少なくとも１台の通話用端末（以下、「
指定端末」と呼ぶ）とするか、あらかじめ登録されている少なくとも１台の通話用端末（
以下、「事前登録端末」と呼ぶ）とするかを切り替える切替手段と、切替手段によって、
発話音声の送信先を指定端末とするように切り替えられた場合には、送信先とする指定端
末を指定して発話音声を配信装置へ送信し、切替手段によって、発話音声の送信先を事前
登録端末とするように切り替えられた場合には、事前登録端末を送信先として指定して発
話音声を配信装置へ送信する送信手段とを備え、配信装置は、通話用端末から発話音声を
受信する受信手段と、受信手段が受信した発話音声を通話用端末側で送信先として指定さ
れた通話用端末（以下、「配信先端末」と呼ぶ）に対して配信する配信手段と、特定の通
話用端末から送信される発話音声の受信を希望する受話希望者による配信希望の登録を受
け付ける受付手段と、受付手段によって配信希望の登録を受け付けた受話希望者が所持す
る通話用端末を特定するためのアドレスを特定の通話用端末のアドレスに関連付けて記録
する関連付け手段とを備え、配信手段は、通話用端末から事前登録端末を送信先として発
話音声を受信した場合には、発話音声の送信元の通話用端末のアドレスに関連付けられて
いるアドレスに基づいて配信先の通話用端末を特定し、特定した通話用端末を配信先端末
として、発話音声を配信することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、発話者が指定した通話用端末以外に、あらかじめ設定された通話用端
末に対しても発話音声を送信することができるため、簡易な操作で複数の通話用端末に対
して発話音声を配信することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】通話システム１００の一実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図２】通話用端末２００の一実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図３】通話アプリケーションの画面の一例を示す図である。
【図４】通話用端末２００で実行される処理の流れを示すフローチャート図である。
【図５】サーバー３００の一実施の形態における構成を示すブロック図である。
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【図６】サーバー３００で実行される処理の流れを示す第１のフローチャート図である。
【図７】サーバー３００で実行される処理の流れを示す第２のフローチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１は、本実施の形態における通話システムの一実施の形態の構成を示すブロック図で
ある。通話システム１００は、複数の通話用端末２００と、サーバー３００とで構成され
、サーバー３００と各通話用端末２００とは、例えばインターネット等の通信回線を介し
て接続される。なお、図１では、１台のサーバー３００と２台の通話用端末２００とで構
成される例を示しているが通話システム１００の構成はこれに限定されない。例えば、複
数のサーバー３００で処理を分散させるようにしてもよい。また、通話用端末２００の数
は特に限定されるものではない。
【０００９】
　本実施の形態における通話システム１００では、ある通話用端末２００を所持する発話
元ユーザー（以下、「発話者」と呼ぶ）が通話用端末２００を操作して少なくとも一人の
発話先ユーザー（以下、「受話者」と呼ぶ）を選択して発話すると、その受話者が所持す
る通話用端末２００に発話音声を送信することができる。その際、発話者が所持する通話
用端末２００から送信された発話音声のデータは、インターネット等の通信回線を介して
サーバー３００へ送信され、サーバー３００から受話者の通話用端末２００に配信される
。以下、本実施の形態の発話システムにおける処理の詳細について説明する。
【００１０】
　図２は、本実施の形態における通話用端末２００の一実施の形態の構成を示すブロック
図である。通話用端末２００は、複数の発話者がそれぞれ所持する端末であって、例えば
スマートフォン、タブレット、ＰＤＡ等の携帯情報端末が用いられ、これらの携帯情報端
末に通話用アプリケーションをインストールすることにより、通話用端末２００として動
作する。通話用端末２００は、タッチパネル２０１と、通信モジュール２０２と、制御装
置２０３と、メモリスロット２０４と、マイク２０５と、スピーカー２０６とを備えてい
る。
【００１１】
　タッチパネル２０１は、液晶パネル等の表示装置とタッチパッドのような位置入力装置
を組み合わせた電子部品であり、画面上の表示を押すことで機器を操作することができる
入力装置である。例えば、発話者や受話者といった通話用端末２００の使用者は、液晶パ
ネル上に表示されたボタンやメニュー等の表示項目を指やタッチペンを用いてタッチまた
はスライドさせることにより、通話用端末２００を操作することができる。タッチパネル
２０１は、使用者によるタッチやスライドといった操作を検出して、その検出信号を制御
装置２０３へ出力する。
【００１２】
　通信モジュール２０２は、無線ＬＡＮのアクセスポイントを介してインターネットに接
続するためのモジュールや携帯電話通信網を介してインターネットに接続するためのモジ
ュールが用いられる。通話用端末２００は、この無線モジュール２０２によりインターネ
ット経由でサーバー３００と通信を行う。
【００１３】
　制御装置２０３は、ＣＰＵ、メモリ、およびその他の周辺回路によって構成され、通話
用端末２００の全体を制御する。なお、制御装置２０３を構成するメモリは、例えばＳＤ
ＲＡＭ等の揮発性のメモリやフラッシュメモリ等の不揮発性のメモリを含む。揮発性のメ
モリは、ＣＰＵがプログラム実行時にプログラムを展開するためのワークメモリや、デー
タを一時的に記録するためのバッファメモリとして使用される。また、不揮発性のメモリ
には、通話用端末２００を動作させるためのファームウェアや種々のアプリケーションを
動作させるためのソフトウェアのプログラムデータが記録される。本実施の形態では、こ
の不揮発性のメモリに、ダウンロード等によって入手された通話用アプリケーションがイ
ンストールされている。
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【００１４】
　メモリスロット２０４は、メモリカード等の外部メモリを挿入するためのスロットであ
る。使用者は、このメモリスロット２０４にメモリカードを挿入して、通話用端末２００
の記憶容量を増加させることができる。例えば、通話用端末２００がカメラ機能を備えて
いる場合には、撮影によって得られた画像データをメモリカードに記録することにより、
画像データが制御装置２０３を構成するフラッシュメモリの容量を圧迫することを防ぐこ
とができる。また、通話用アプリケーション等のアプリケーションのプログラムデータも
メモリスロット２０４に挿入されたメモリカード内に記録できるようにしてもよい。
【００１５】
　マイク２０５は、発話者による発話音声を入力するための集音装置であって、マイク２
０５から入力された音声データは、制御装置２０４でデジタル信号に変換される。また、
スピーカー２０６は、音声を出力するための出力装置である。他の通話用端末２００から
受信した発話音声は、制御装置２０３でアナログ信号に変換された後、スピーカー２０６
から出力される。
【００１６】
　通話用端末２００の使用者が通話用端末２００上で通話用アプリケーションを起動する
と、通話用端末２００とサーバー３００との間で通信が確立される。これにより、通話用
アプリケーションが起動されてサーバー３００と接続されている他の通話用端末２００に
対して発話音声を送信することができる。本実施の形態では、各通話用端末２００は、一
意に設定されているアドレスにより特定され、発話者は、自身の声を送信したい相手が所
持する通話用端末２００のアドレスを指定して発話することにより、送信先を特定して発
話を行うことができる。なお、各通話用端末２００のアドレスとしては、各通話用端末２
００に一意に割り当てられている端末ＩＤ、ＩＰアドレス、電話番号、メールアドレス等
の既存の情報を用いてもよい。あるいは、通話システム１００用に設定した専用のアドレ
スを用いてもよい。
【００１７】
　図３は、通話用端末２００上で通話用アプリケーションを起動した場合にタッチパネル
２０１上に表示される画面の一例を示す図である。図３に示すように、タッチパネル２０
１上の画面内には、プライベート・パブリック切替ボタン３ａと、フレンドアドレスボタ
ン３ｂと、フレンド履歴ボタン３ｃと、チームアドレスボタン３ｄと、チーム履歴ボタン
３ｅと、検索ボタン３ｆと、その他機能ボタン３ｇと、ボイスボタン３ｈと、更新ボタン
３ｉと、表示エリア３ｊと、戻るボタン３ｋと、オンライン・オフライン切替ボタン３ｌ
とが表示されている。
【００１８】
　発話者は、タッチパネル２０１上でプライベート・パブリック切替ボタン３ａにタッチ
することにより、通話のチャンネルをプライベートチャンネルとパブリックチャンネルと
の間で切り替えることができる。具体的には、制御装置２０３は、発話者がプライベート
・パブリック切替ボタン３ａに１回タッチする毎に、プライベートチャンネルとパブリッ
クチャンネルとを切り替える。
【００１９】
　まずプライベートチャンネルに切り替えられた場合の処理について説明する。プライベ
ートチャンネルとは、発話者が自身の発話音声を送信したい相手を指定できるモードをい
う。制御装置２０３は、プライベートチャンネルに設定された場合には、発話音声の送信
先を発話者が指定した少なくとも１台の通話用端末とする。発話者が自身の発話音声の送
信先を指定するための方法としては、以下の方法がある。
【００２０】
　まず、発話者は、フレンドアドレスボタン３ｂにタッチして、表示エリア３ｊにあらか
じめ登録しておいたフレンドのアドレスを一覧表示させ、その中から送信先のアドレスを
タッチして選択することができる。このために、発話者はあらかじめフレンドのアドレス
を登録しておく必要がある。フレンドのアドレスは、お互いに認証キー等を発行して認証
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が完了した場合のみ登録可能とする。これによって、勝手にフレンドの登録をして一方的
に発話音声を送りつける等といった迷惑行為を防止することができる。なお、フレンドの
アドレスを登録する手順については説明を省略するが、例えば、発話者がその他機能ボタ
ン３ｇにタッチするとフレンド登録用のメニューを呼び出すためのボタンが表示されるよ
うにすればよい。また、フレンドのアドレスを記録したアドレス帳は、制御装置２０３が
備えるフラッシュメモリ、またはメモリスロット２０４に挿入されたメモリカードに記録
される。
【００２１】
　制御装置２０３は、発話者によってフレンドアドレスボタン３ｂがタッチされたことを
検出した場合には、あらかじめ登録されたフレンドのアドレス帳をメモリから読み出して
表示エリア３ｊ内に表示する。制御装置２０３は、発話者によって表示エリア３ｊ内で少
なくとも１つのアドレスがタッチされたことを検出した場合には、タッチにより選択され
たアドレスを送信先のアドレスに設定する。
【００２２】
　また、発話者は、フレンド履歴ボタン３ｃにタッチして表示エリア３ｊに過去に発話音
声を送信したフレンドのアドレスの履歴を一覧表示させ、その中から送信先をタッチして
選択することもできる。このために、制御装置２０３は、過去に発話音声を送信したフレ
ンドのアドレスの履歴をフラッシュメモリ、またはメモリスロット２０４に挿入されたメ
モリカードに記録しておく。そして、制御装置２０３は、発話者によってフレンド履歴ボ
タン３ｃがタッチされたことを検出した場合には、記録しておいたフレンドのアドレスの
履歴をメモリから読み出して表示エリア３ｊ内に表示する。制御装置２０３は、発話者に
よって表示エリア３ｊ内で少なくとも１つのアドレスがタッチされたことを検出した場合
には、タッチにより選択されたアドレスを送信先のアドレスに設定する。
【００２３】
　また、発話者は、チームアドレスボタン３ｄにタッチして、表示エリア３ｊにあらかじ
め登録しておいたチームを一覧表示させ、その中から送信先のチームを指定することによ
り、該チームに所属するメンバーを送信先として選択することができる。このために、発
話者はあらかじめチームとして、少なくとも１人のメンバーが所持する通話用端末２００
のアドレスを登録したグループを登録しておく必要がある。１つの通話用端末２００に登
録できるチーム数は特に限定されず、発話者が目的に応じて複数のチームを登録すること
ができる。発話者は、各チームに複数のメンバーのアドレスを登録しておけば、１つのチ
ームを選択するだけで複数のメンバーを送信先として指定することができ、全メンバーに
同じ発話音声を送信することができる。
【００２４】
　なお、チームの登録手順、およびチームへのメンバーの登録手順については説明を省略
するが、例えば、発話者がその他機能ボタン３ｇにタッチするとチーム登録用のメニュー
を呼び出すためのボタンが表示されるようにすればよい。また、チームのアドレスを記録
したアドレス帳は、制御装置２０３が備えるフラッシュメモリ、またはメモリスロット２
０４に挿入されたメモリカードに記録される。
【００２５】
　制御装置２０３は、発話者によってチームアドレスボタン３ｄがタッチされたことを検
出した場合には、あらかじめ登録されたチームの一覧をメモリから読み出して表示エリア
３ｊ内に表示する。制御装置２０３は、発話者によって表示エリア３ｊ内で少なくとも１
つのチームがタッチされたことを検出した場合には、タッチにより選択されたチームに属
するメンバーのアドレスを送信先のアドレスに設定する。
【００２６】
　また、発話者は、チーム履歴ボタン３ｅにタッチして表示エリア３ｊに過去に発話音声
を送信したチームの履歴を一覧表示させ、その中から送信先とするチームを選択すること
もできる。このために、制御装置２０３は、過去に発話音声を送信したチームの履歴をフ
ラッシュメモリ、またはメモリスロット２０４に挿入されたメモリカードに記録しておく
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。そして、制御装置２０３は、発話者によってチーム履歴ボタン３ｅがタッチされたこと
を検出した場合には、記録しておいたチームの履歴をメモリから読み出して表示エリア３
ｊ内に表示する。制御装置２０３は、発話者によって表示エリア３ｊ内で少なくとも１つ
のチームがタッチされたことを検出した場合には、タッチにより選択されたチームに属す
るメンバーのアドレスを送信先のアドレスに設定する。
【００２７】
　また、発話者は、検索ボタン３ｆにタッチして、表示エリア３ｊに検索画面を表示させ
、名前やアドレス等を検索キーとして、送信先を検索することもできる。制御装置２０３
は、発話者によって検索ボタン３ｆがタッチされたことを検出した場合には、表示エリア
３ｊに検索画面を表示する。検索画面上には、検索文字列を入力するための入力エリアと
検索ボタンとが配置されており、発話者は、入力エリアに検索文字列を入力して検索ボタ
ンにタッチすることにより検索の開始を指示する。制御装置２０３は、発話者によって検
索ボタンがタッチされたことを検出した場合には、制御装置２０３が備えるフラッシュメ
モリ、またはメモリスロット２０４に挿入されたメモリカードに記録されたフレンドのア
ドレス帳やチームのアドレス帳を対象として検索を行い、入力エリアに入力された検索文
字列にマッチするフレンドやチームを抽出して、抽出結果を表示エリア３ｊに表示する。
制御装置２０３は、発話者によって表示エリア３ｊ内で少なくとも１つの抽出結果がタッ
チされたことを検出した場合には、タッチにより選択された抽出結果に基づいて送信先の
アドレスを特定する。
【００２８】
　発話者は、以上の方法により送信先を指定した後に、ボイスボタン３ｈにタッチするこ
とで、マイク２０５を介した音声入力が可能となる。本実施の形態では、発話者は、ボイ
スボタン３ｈをタッチしている間、発話を行うことができる。制御装置２０３は、発話者
によってボイスボタン３ｈがタッチされたことを検出した場合には、マイク２０５からの
音声入力の待ち受けを開始し、この待ち受けをボイスボタン３ｈのタッチが終了するまで
継続する。制御装置２０３は、マイク２０５からの音声入力が開始されたことを検出した
場合には、入力された音声信号をデジタル信号に変換し、変換後の音声データをバッファ
メモリに一時的に記録する。そして、制御装置２０３は、音声データをバッファメモリか
ら読み出し、自身の通話用端末２００のアドレスとともに、通信モジュール２０２を介し
てサーバー３００へ送信する。
【００２９】
　制御装置２０３は、サーバー３００へ音声データを送信するに当たっては、音声データ
と上述した処理で指定された送信先のアドレスとを関連付けて送信する。これにより、サ
ーバー３００は、配信先の通話用端末２００を特定することができる。
【００３０】
　サーバー３００は、通話用端末２００から受信した音声データを、配信先としてアドレ
スを特定した通話用端末２００へ配信する。これによって、発話者である通話用端末２０
０の使用者は、送信先に対して発話音声を送信することが可能となる。なお、サーバー３
００による音声データの配信処理については後述する。
【００３１】
　次に、パブリックチャンネルに切り替えられた場合の処理について説明する。パブリッ
クチャンネルとは、この発話者からの発話音声を受信したいと考える受話希望者があらか
じめサーバー３００上で登録を行っておき、発話者は、あらかじめ登録されている受話希
望者の通話用端末２００に対して自身の発話音声を送信することができるモードをいう。
制御装置２０３は、パブリックチャンネルに設定された場合には、発話音声の送信先をサ
ーバー３００上であらかじめ設定された少なくとも１台の通話用端末とする。
【００３２】
　パブリックチャンネルを用いた発話を希望する発話者は、あらかじめサーバー３００上
に情報を公開して、発話音声の配信を希望する受話希望者を募る。例えば、通話用端末２
００上では、その他機能ボタン３ｇをタッチすると受話希望者を募集中の発話者に関する
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情報を閲覧するためのメニューを呼び出すためのボタンが表示される。各受話希望者はそ
こから登録を募集している発話者に関する情報を確認することができる。
【００３３】
　受話希望者は、その中に発話音声を受信したい発話者がいる場合には、その発話者の発
話音声を受信できるように登録を行う。制御装置２０３は、受話希望者によって登録が指
示された場合には、サーバー３００に対して、登録に必要な情報、例えば、その通話用端
末２００のアドレスを送信する。これにより、サーバー３００側では、募集を行っている
発話者の通話用端末２００のアドレスに関連付けて、受話希望者の通話用端末２００のア
ドレスが登録される。
【００３４】
　制御装置２０３は、発話者によってプライベート・パブリック切替ボタン３ａがタッチ
されてパブリックチャンネルに切り替えられた後に、ボイスボタン３ｈがタッチされたこ
とを検出した場合には、上述したように、ボイスボタン３ｈのタッチが終了するまでマイ
ク２０５からの音声入力の待ち受けを行う。制御装置２０３は、マイク２０５からの音声
入力が開始されたことを検出した場合には、入力された音声信号をデジタル信号に変換し
、変換後の音声データをバッファメモリに一時的に記録する。そして、制御装置２０３は
、音声データをバッファメモリから読み出し、自身の通話用端末２００のアドレスととも
に、通信モジュール２０２を介してサーバー３００へ送信する。
【００３５】
　制御装置２０３は、サーバー３００へ音声データを送信するに当たっては、音声データ
とともに発話がパブリックチャンネルで行われたものであることを示す情報も送信する。
これにより、サーバー３００は、発話がパブリックチャンネルで行われたものであること
を特定することができる。
【００３６】
　サーバー３００は、その発話者に関連付けて登録されている受話希望者の通話用端末２
００のアドレスを特定し、特定したアドレス宛に発話者の通話用端末２００から受信した
音声データを配信する。これによって、パブリックチャンネルで発話された発話音声を受
話希望者に配信することが可能となる。なお、サーバー３００による音声データの配信処
理については後述する。
【００３７】
　以上の処理によってサーバー３００から発話者からの発話音声を受信した通話用端末２
００では、制御装置２０３は、受信した音声データをバッファメモリに記録した後、デジ
タル信号からアナログ信号への変換を行う。その後、アナログ音声信号をスピーカー２０
６から出力する。これによって、受話者は、発話者による発話音声を聞くことができる。
【００３８】
　制御装置２０３は、使用者によって更新ボタン３ｉがタッチされたことを検出した場合
には、表示エリア３ｊ内の表示内容を最新の情報に更新する。制御装置２０３は、使用者
によって戻るボタン３ｋがタッチされたことを検出した場合には、表示エリア３ｊ内の表
示内容を直前に表示されていた情報に戻す。
【００３９】
　制御装置２０３は、使用者によってオンライン・オフライン切替ボタン３ｌがタッチさ
れたことを検出した場合には、通話用端末２００のオンラインとオフラインとを切り替え
る。通話用端末２００は、オンライン状態では、サーバー３００と通信を行うことが許可
され、発話音声を送信したり、他の通話用端末２００から発話音声を受信したりすること
ができる。一方で、通話用端末２００は、オフライン状態では、サーバー３００へ発話音
声を送信したり、他の通話用端末２００から発話音声を受信したりすることができなくな
る。すなわち、使用者は、オンライン・オフライン切替ボタン３ｌをタッチすることによ
り、サーバー３００による発話音声の配信可否を設定することができる。
【００４０】
　具体的には、制御装置２０３は、通話用端末２００がオンラインに切り替えられた場合
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には、サーバー３００にその旨を通知し、サーバー３００との間の通信を確立して発話音
声の配信を許可する。一方で、通話用端末２００がオフラインに切り替えられた場合には
、サーバー３００にその旨を通知し、サーバー３００との間の通信を切断して発話音声の
配信を拒否する。これにより、例えば、受話者は、会議中や授業中に送信者からの発話音
声がスピーカー２０６から発せられてしまうことを防ぐことができる。
【００４１】
　図４は、本実施の形態において通話用端末２００で実行される処理の流れを示すフロー
チャートである。図４に示す処理は、使用者によって通話用アプリケーションの実行が指
示されると起動するプログラムとして、制御装置２０３によって実行される。
【００４２】
　ステップＳ１０において、制御装置２０３は、タッチパネル２０１上に図３に示したア
プリケーション画面を表示して、ステップＳ２０へ進む。
【００４３】
　ステップＳ２０では、制御装置２０３は、上述した通話用端末２００のオンライン、オ
フラインの状況がオンラインであるか否かを判断する。ステップＳ２０で否定判断した場
合には、後述するステップＳ１００へ進む。これに対して、ステップＳ２０で肯定判断し
た場合には、ステップＳ３０へ進む。
【００４４】
　ステップＳ３０では、制御装置２０３は、サーバー３００から他の通話用端末２００か
らの音声データを受信したか否かを判断する。ステップＳ３０で否定判断した場合には、
後述するステップＳ５０へ進む。これに対して、ステップＳ３０で肯定判断した場合には
、ステップＳ４０へ進む。
【００４５】
　ステップＳ４０では、制御装置２０３は、サーバー３００から受信した音声データをバ
ッファメモリに記録した後、デジタル信号からアナログ信号への変換を行う。その後、ア
ナログ音声信号をスピーカー２０６から出力する。これによって、受話者は、発話者によ
る発話音声を聞くことができる。その後、ステップＳ５０へ進む。
【００４６】
　ステップＳ５０では、制御装置２０３は、発話者によって上述した方法により発話音声
の送信先が指定されたか否かを判断する。ステップＳ５０で否定判断した場合には、後述
するステップＳ１００へ進む。これに対して、ステップＳ５０で肯定判断した場合には、
ステップＳ６０へ進む。
【００４７】
　ステップＳ６０では、制御装置２０３は、発話者によってボイスボタン３ｈがタッチさ
れて発話音声の入力が開始されたか否かを判断する。ステップＳ６０で肯定判断した場合
には、ステップＳ７０へ進む。
【００４８】
　ステップＳ７０では、制御装置２０３は、上述したチャンネルがプライベートチャンネ
ルとパブリックチャンネルのどちらに設定されているかを判断する。ステップＳ７０でプ
ライベートチャンネルと判断した場合には、ステップＳ８０へ進む。ステップＳ８０では
、制御装置２０３は、入力された発話音声の音声データと送信先のアドレスを通信モジュ
ール２０１を介してサーバー３００へ送信する。一方、ステップＳ７０でパブリックチャ
ンネルと判断した場合には、ステップＳ９０へ進む。ステップＳ９０では、制御装置２０
３は、入力された発話音声の音声データと発話がパブリックチャンネルで行われたもので
あることを示すパブリック情報を通信モジュール２０１を介してサーバー３００へ送信す
る。その後、ステップＳ１００へ進む。
【００４９】
　ステップＳ１００では、制御装置２０３は、使用者によって通話アプリケーションの終
了が指示されたか否かを判断する。ステップＳ１００で否定判断した場合には、ステップ
Ｓ２０へ戻る。これに対して、ステップＳ１００で肯定判断した場合には、制御装置２０
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３は、タッチパネル２０１上に表示中のアプリケーション画面を閉じた後、処理を終了す
る。
【００５０】
　次にサーバー３００における処理について説明する。図５は、本実施の形態におけるサ
ーバー３００の一実施の形態における構成を示すブロック図である。サーバー３００は、
操作部材３０１と、接続ＩＦ（インターフェース）３０２と、制御装置３０３と、ＨＤＤ
（ハードディスクドライブ）３０４と、モニタ３０５とを備えている。
【００５１】
　操作部材３０１は、サーバー３００の管理者等によって操作される種々の装置、例えば
キーボードやマウスを含む。接続ＩＦ３０２は、サーバー３００を通信網と接続するため
のインターフェースである。本実施の形態では、サーバー３００は、この接続ＩＦ３０２
により、通話用端末２００とインターネット等の通信網を介して接続される。なお、接続
ＩＦ３０２としては、サーバー３００を通信網に有線接続するためのインターフェースや
、無線接続するためのインターフェースなどが用いられる。
【００５２】
　制御装置３０３は、ＣＰＵ、メモリ、およびその他の周辺回路によって構成され、サー
バー３００の全体を制御する。なお、制御装置３０３を構成するメモリは、例えばＳＤＲ
ＡＭ等の揮発性のメモリである。このメモリは、ＣＰＵがプログラム実行時にプログラム
を展開するためのワークメモリや、データを一時的に記録するためのバッファメモリとし
て使用される。
【００５３】
　ＨＤＤ３０４は、種々の情報を記録するための記録装置である。このＨＤＤ３０４には
、例えば、接続ＩＦ３０２を介して通話用端末２００から受信した音声データやサーバー
３００上で後述する処理を実行するためのプログラムのデータ等が記録される。なお、Ｈ
ＤＤ３０４に記録されるプログラムのデータは、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭなどの記
憶媒体に記録されて提供され、サーバー３００の管理者等が当該記憶媒体を用いてプログ
ラムのデータをＨＤＤ３０４にインストールすることによって、制御装置３０３がプログ
ラムを実行できるようになる。
【００５４】
　モニタ３０５は、例えば液晶モニタであって、制御装置３０３から出力される種々の表
示用データが表示される。
【００５５】
　以下、図６に示すフローチャートを用いて、本実施の形態におけるサーバー３００の処
理について説明する。この図６に示す処理は、通話用端末２００から音声データを受信す
ると起動するプログラムとして、制御装置３０３によって実行される。なお、ここでは、
上述したパブリックチャンネル時の配信先を決定するための登録はあらかじめ行われてい
るものとする。すなわち、パブリックチャンネル時の発話者と受話希望者のアドレスの関
連付けは既に完了しており、この関連付けデータはＨＤＤ３０４に記録されているものと
する。
【００５６】
　ステップＳ１１０において、制御装置３０３は、通話用端末２００から受信した音声デ
ータをＨＤＤ３０４に記録することにより録音する。その後、ステップＳ１２０へ進む。
【００５７】
　ステップＳ１２０では、制御装置３０３は、通話用端末２００から受信した情報に基づ
いて、配信先の通話用端末２００のアドレスを特定する。具体的には、以下のように特定
する。まず、プライベートチャンネルに設定されて発話が行われた場合には、上述したよ
うに、通話用端末２００から送信先のアドレス情報が送られてくる。よって、制御装置３
０３は、通話用端末２００から受信した送信先のアドレス情報に基づいて、配信先の通話
用端末２００のアドレスを特定する。一方、パブリックチャンネルに設定されて発話が行
われた場合には、上述したように、通話用端末２００から発話がパブリックチャンネルを
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用いてされたものであることを示すパブリック情報が送られてくる。この場合には、制御
装置３０３は、ＨＤＤ３０４に記録されている発話者と受話希望者のアドレスの関連付け
情報を参照して、発話者の通話用端末２００のアドレスに関連付けられている受話希望者
の通話用端末２００のアドレスを配信先として特定する。
【００５８】
　その後、ステップＳ１３０へ進み、制御装置３０３は、ステップＳ１２０で特定した配
信先のアドレスについて、通話用端末２００がオンラインであるか否かを判断する。ステ
ップＳ１３０で肯定判断した場合には、ステップＳ１４０へ進み、オンラインである通話
用端末２００に対して、ＨＤＤ３０４に録音しておいた音声データを再生し、再生した音
声データを配信することにより、発話者の発話音声を配信する。これによって、発話者が
指定した送信先に対して、発話者の発話音声を配信することができる。
【００５９】
　一方、ステップＳ１３０で否定判断した場合には、ステップＳ１５０へ進み、オフライ
ンである通話用端末２００に対して、未配信の発話音声があることを通知するための文字
データを例えば、メール等により送信する。この文字データは、通話用端末２００がオン
ラインになったタイミングで通話用端末２００に配信されるようにしてもよいし、オフラ
イン中もメールの受信は許可するようにしてもよい。通話用端末２００では、受信した文
字データは表示エリア３ｊに表示され、受話者が確認できるようになっている。この文字
データには、例えば、発話音声を再生するためのリンクがはられており、受話者はこのリ
ンクにタッチすることによって音声データの配信をサーバー３００に対して要求すること
ができる。受話者によってリンクがタッチされた場合の処理については後述する。
【００６０】
　その後、ステップＳ１６０へ進み、制御装置３０３は、発話者が送信先として指定した
全ての通話用端末２００を対処として、ステップＳ１３０～Ｓ１５０の処理が完了したか
否かを判断する。ステップＳ１６０で否定判断した場合には、ステップＳ１３０へ戻る。
これに対して、ステップＳ１６０で肯定判断した場合には、処理を終了する。
【００６１】
　次に、ステップＳ１５０で送信した文字データ内のリンクが受話者によってタッチされ
た場合の処理について説明する。この場合、通話用端末２００の制御装置２０３は、再生
を要求するための信号をサーバー３００へ送信する。これにより、通話用端末２００から
サーバー３００に対して音声データの再生が指示される。音声データの再生が指示された
サーバー３００では、図７に示す処理を実行する。すなわち、ステップＳ２１０において
、制御装置３０３は、通話用端末２００からの要求に基づいてＨＤＤ３０４に録音してお
いた音声データを再生することにより、発話者の発話音声を配信する。その後、処理を終
了する。これによって、当初の配信時にはオフラインであった通話用端末２００に対して
も発話者の発話音声を配信することができる。
【００６２】
　以上説明した本実施の形態によれば、以下のような作用効果を得ることができる。
（１）通話用端末２００の制御装置２０３は、発話者による発話音声の送信先の指定を受
け付け、発話音声をサーバー３００へ送信するようにした。サーバー３００は、通話用端
末２００から発話音声を受信し、受信した発話音声を通話用端末２００側で送信先として
指定された通話用端末２００に対して配信するようにした。これによって、発話者による
発話音声は、サーバー３００を介して送信先に配信されるので、通話用端末２００同士を
相互に同時接続することなしに通話用端末２００の所有者はそれぞれ発話を行うことがで
き、同時接続による回線品質の低下を防ぐことができる。
【００６３】
（２）制御装置２０３は、発話者によるプライベート・パブリック切替ボタン３ａの操作
結果に基づいて、発話音声の送信先を発話者が指定した少なくとも１台の通話用端末２０
０とするか（プライベートチャンネル）、あらかじめ設定された少なくとも１台の通話用
端末２００とするか（パブリックチャンネル）を切り替え、プライベートチャンネルに切



(13) JP 5005103 B1 2012.8.22

10

20

30

40

50

り替えた場合には、発話者によって指定された通話用端末２００を送信先として発話音声
の音声データをサーバー３００へ送信し、パブリックチャンネルに切り替えた場合には、
サーバー３００側であらかじめ登録されている通話用端末２００を送信先として発話音声
の音声データをサーバー３００へ送信するようにした。そして、サーバー３００の制御装
置３０３は、通話用端末２００から発話音声の音声データを受信した場合には、通話用端
末２００側で送信先として設定された通話用端末２００に対して発話音声を配信するよう
にした。これによって、発話者は、発話音声の送信先を自身が指定した相手とするか、あ
らかじめ登録されている受話希望者とするかを任意に設定することができるため、利便性
を向上させることができる。
【００６４】
（３）制御装置２０３が備えるフラッシュメモリ、またはメモリスロット２０４に挿入さ
れたメモリカードにフレンドのアドレス帳を記録しておき、制御装置２０３は、プライベ
ートチャンネル時には、発話者によって選択されたフレンドのアドレスを送信先に設定す
るようにした。これによって、発話者は、登録しておいたフレンドのアドレス帳からフレ
ンドのアドレスを選択するだけで送信先を指定できるため、簡易な操作で送信先を指定す
ることが可能となる。
【００６５】
（４）制御装置２０３が備えるフラッシュメモリ、またはメモリスロット２０４に挿入さ
れたメモリカードにチームのアドレス帳を記録しておき、制御装置２０３は、プライベー
トチャンネル時には、発話者によって選択されたチームに属するメンバーのアドレスを送
信先に設定するようにした。これによって、発話者は、チームに複数のメンバーのアドレ
スを登録しておけば、１つのチームを選択するだけで複数のメンバーを送信先として指定
することができるため、簡易な操作で複数の送信先を指定することが可能となる。
【００６６】
（５）制御装置２０３は、サーバー３００へ音声データを送信するに当たっては、音声デ
ータと送信先のアドレスとを関連付けて送信するようにした。そして、サーバー３００で
は、制御装置３０３は、携帯用端末２００から受信した送信先のアドレスに基づいて配信
先を特定し、配信先に対して発話音声を配信するようにした。これにより、サーバー３０
０は、配信先の通話用端末２００を特定して、発話音声を配信することができる。
【００６７】
（６）サーバー３００では、パブリックチャンネル時に特定の通話用端末２００から送信
される発話音声の受信を希望する受話希望者による配信希望の登録を受け付け、発話者と
受話希望者のアドレスを関連付けてＨＤＤ３０４に記録しておき、制御装置３０３は、Ｈ
ＤＤ３０４に記録されているパブリックチャンネル時の発話者と受話希望者のアドレスの
関連付け情報を参照して、発話者の通話用端末２００のアドレスに関連付けられている受
話希望者の通話用端末２００のアドレスを配信先として特定し、特定したアドレスに発話
音声を配信するようにした。これによって、発話者がパブリックチャンネルに切り替えて
行った発話の発話音声を受話希望者に配信することが可能となる。
【００６８】
（７）制御装置３０３は、携帯用端末２００から受信した発話音声の音声データを録音し
ておき、録音した発話音声の音声データを再生することによって、発話音声を配信先の通
話用端末２００に対して配信するようにした。これにより、録音データをサーバー３００
側に残して、後の再生を可能とすることができる。
【００６９】
（８）制御装置３０３は、発話者の通話用端末２００から発話音声を受信した場合に、配
信先の通話用端末２００がオンラインである場合には、発話音声の音声データの録音が完
了したときに、発話音声の音声データを再生して配信先の通話用端末２００に発話音声を
配信するようにした。これによって、オンラインの通話用端末２００に対しては、リアル
タイム性を確保して発話音声を配信することができる。
【００７０】
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（９）制御装置３０３は、発話者の通話用端末２００から発話音声を受信した場合に、配
信先の通話用端末２００がオフラインである場合には、配信先の通話用端末２００に対し
て未配信の発話音声があることを通知するための文字データを送信し、配信先の通話用端
末２００から発話音声の配信が要求されたときに、発話音声の音声データを再生して配信
先の通話用端末２００に発話音声を配信するようにした。これによって、当初の配信時に
はオフラインであった通話用端末２００に対しても受話者からの要求に応じて発話者の発
話音声を配信することができる。
【００７１】
―変形例―
　なお、上述した実施の形態の通話システムは、以下のように変形することもできる。
（１）上述した実施の形態では、制御装置３０３は、発話者の通話用端末２００から発話
音声を受信したときに、配信先の通話用端末２００がオンラインであるかオフラインであ
るかを判定し、配信先の通話用端末２００がオンラインである場合には、発話音声の音声
データの録音が完了したときに、発話音声の音声データを再生して配信先の通話用端末２
００に発話音声を配信するようにした。一方、配信先の通話用端末２００がオフラインで
ある場合には、配信先の通話用端末２００に対して未配信の発話音声があることを通知す
るための文字データを送信し、配信先の通話用端末２００から発話音声の配信が要求され
たときに、発話音声の音声データを再生して配信先の通話用端末２００に発話音声を配信
するようにした。しかしながら、制御装置３０３は、発話者の通話用端末２００から発話
音声を受信したときに、配信先の通話用端末２００が発話音声を配信可能なエリア内に存
在しているか否かを判定し、エリア内に存在している場合には、発話音声の音声データの
録音が完了したときに、発話音声の音声データを再生して配信先の通話用端末２００に発
話音声を配信し、エリア内に存在していない場合には、配信先の通話用端末２００に対し
て未配信の発話音声があることを通知するための文字データを送信し、配信先の通話用端
末２００から発話音声の配信が要求されたときに、発話音声の音声データを再生して配信
先の通話用端末２００に発話音声を配信するようにしてもよい。これによって、エリア内
に存在している通話用端末２００に対しては、リアルタイム性を確保して発話音声を配信
することができるとともに、当初の配信時にはエリア内に存在していなかった通話用端末
２００に対しても受話者からの要求に応じて発話者の発話音声を配信することができる。
【００７２】
　また、既に発話音声の配信が完了している受話者も、サーバー３００に対して発話音声
の再配信を要求できるようにしてもよい。例えば、制御装置２０３は、受話者がその他機
能ボタン３ｇにタッチすると、過去に配信された発話音声の履歴を表示エリア３ｊに表示
させるためのボタンを表示し、受話者によって該ボタンがタッチされたことを検出した場
合には、過去に配信された発話音声の履歴を表示エリア３ｊに表示する。受話者は、表示
された配信履歴の中から再配信を希望する発話音声をタッチして選択することができる。
制御装置２０３は、受話者によって再配信を希望する発話音声が選択された場合には、サ
ーバー３００に対してその発話音声を特定するための情報を送信し、発話音声の再配信を
要求する。サーバー３００側では、制御装置３０３は、通話用端末２００から発話音声の
再配信が要求された場合には、該当する発話音声の音声データを再生して配信先の通話用
端末２００に発話音声を再配信するようにすればよい。
【００７３】
（２）上述した実施の形態では、配信先の通話用端末２００の使用者、すなわち受話者は
、サーバー３００から受信した発話音声をスピーカー２０６を介して聞くことができる例
について説明した。この場合、発話音声を聞いた受話者は、発話者に対して応答できるよ
うにしてもよい。例えば、制御装置２０３は、サーバー３００から受信した音声をスピー
カー２０６を介して出力した後は、一定の時間、受話者による応答発話を待ち受けるよう
にしてもよい。制御装置２０３は、この一定時間内にボイスボタン３ｈがタッチされて発
話がなされたことを検出した場合には、その発話は応答発話であると判定して、発話音声
の送信先を、直前に発話音声を受信した発話者の通話用端末２００に設定するようにして
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もよい。あるいは、変形例（１）で上述したように、過去に配信された発話音声の履歴を
表示エリア３ｊに表示させることができるようにし、受話者は、その中から応答したい発
話音声を選択できるようにしてもよい。これによって、サーバー３００を介して、最初の
発話者に対して応答発話音声を送信することが可能となる。
【００７４】
　また、この場合には、制御装置２０３は、応答発話の送信先を最初の発話者の通話用端
末２００だけでなく、最初の発話者から同じ発話音声を受信した他の通話用端末２００に
設定するようにしてもよい。これによって、発話者から同じ発話音声を受信した他の受話
者に対しても応答発話音声を送信することが可能となる。
【００７５】
（３）上述した実施の形態では、制御装置２０３は、発話者によって検索ボタン３ｆがタ
ッチされたことを検出した場合には、表示エリア３ｊに検索画面を表示する例について説
明した。しかしながら、制御装置２０３は、タッチパネル２０１上の表示を検索画面に切
り替えて、発話者は、該検索画面上で送信先のアドレスを検索できるようにしてもよい。
【００７６】
（４）上述した実施の形態では、通話用端末２００はスピーカー２０６を備え、制御装置
２０３は、他の通話用端末２００から受信した発話音声をスピーカー２０６から出力する
例について説明した。しかしながら、発話音声はスピーカー２０６以外の音声出力装置か
ら出力するようにしてもよい。例えば、通話用端末２００は、外部のヘッドホン、イヤホ
ン、スピーカー等の音声出力装置を有線接続するための接続端子を備えるようにし、該接
続端子を介して外部の音声出力装置から発話音声を出力するようにしてもよい。あるいは
、通話用端末２００は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）やＷｉ－Ｆｉ（登録商標）など
の無線通信モジュールを備えるようにし、無線により接続された外部のヘッドホン、イヤ
ホン、スピーカー等の音声出力装置から発話音声を出力するようにしてもよい。
【００７７】
（５）上述した実施の形態では、発話者は、プライベート・パブリック切替ボタン３ａに
タッチすることによって、通話のチャンネルをプライベートチャンネルとパブリックチャ
ンネルとの間で切り替えることができる例について説明した。しかしながら、通話用端末
２００は、上述したプライベートチャンネルとパブリックチャンネルのいずれかのチャン
ネルが固定で設定されていてもよい。すなわち、上述したプライベートチャンネル時の処
理のみ、またはパブリックチャンネル時の処理のみを実行する通話用端末２００を用いて
、本発明における通話システムを構築してもよい。
【００７８】
（６）上述した実施の形態では、使用者は、オンライン・オフライン切替ボタン３ｌをタ
ッチすることにより、通話用端末２００のオンラインとオフラインとを切り替えることが
できるようにし、制御装置２０３は、オフライン状態では、サーバー３００への発話音声
の送信、および他の通話用端末２００からの発話音声を受信を禁止する例について説明し
た。しかしながら、制御装置２０３は、オフライン状態で発話者によってボイスボタン３
ｈがタッチされた場合には、通話用端末２００を自動的にオンラインへ切り替えて、発話
音声の送信を許可するようにしてもよい。この場合、制御装置２０３は、ボイスボタン３
ｈのタッチが解除された後、所定時間が経過した後に、通話用端末２００を自動的にオフ
ラインに戻すようにしてもよい。これによって、発話を希望する発話者は、オフライン中
でもオフラインを解除することなく発話を行うことができるため、利便性を向上させるこ
とができる。
【００７９】
（７）上述した実施の形態では、使用者は、オンライン・オフライン切替ボタン３ｌをタ
ッチすることにより、通話用端末２００のオンラインとオフラインとを切り替えることが
できるようにした。そして、制御装置２０３は、通話用端末２００がオンラインに切り替
えられた場合には、サーバー３００にその旨を通知し、サーバー３００との間の通信を確
立して発話音声の配信を許可する。一方で、通話用端末２００がオフラインに切り替えら
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て発話音声の配信を拒否するようにした。このとき、サーバー３００の制御装置３０３は
、ある通話用端末２００からオンライン・オフラインの切替状況の通知を受けた場合には
、他の通話用端末２００に対して、その旨を通知するようにしてもよい。そして、各通話
用端末２００では、制御装置２０３は、発話者によってフレンドアドレスボタン３ｂがタ
ッチされ、表示エリア３ｊにフレンドのアドレスを一覧表示した際に、各フレンドのアド
レスに対応付けてそのフレンドの通話用端末２００がオンラインであるかオフラインであ
るかを示す情報、例えばアイコン等を表示するようにしてもよい。これによって、各通話
用端末２００の使用者は、通話用端末２００上でフレンドの通話用端末２００がオンライ
ンであるかオフラインであるかを把握することが可能となる。
【００８０】
　なお、本発明の特徴的な機能を損なわない限り、本発明は、上述した実施の形態におけ
る構成に何ら限定されない。また、上述の実施の形態と複数の変形例を組み合わせた構成
としてもよい。
【符号の説明】
【００８１】
１００　通話システム、２００　通話用端末、２０１　タッチパネル、２０２　通信モジ
ュール、２０３　制御装置、２０４　メモリスロット、２０５　マイク、２０６　スピー
カー、３００　サーバー、３０１　操作部材、３０２　接続ＩＦ、３０３　制御装置、３
０４　ＨＤＤ、３０５　モニタ
【要約】　　　（修正有）
【課題】複数の通話用端末に対して発話者の発話音声を配信する。
【解決手段】通話用端末２００とサーバー３００とを備えた通話システム１００で、通話
用端末２００は、発話音声の送信先を発話者が指定した少なくとも１台の通話用端末（以
下、「指定端末」と呼ぶ）とするか、あらかじめ設定された少なくとも１台の通話用端末
（以下、「事前登録端末」と呼ぶ）とするかを切り替える切替手段と、切替手段によって
、発話音声の送信先が指定端末に設定された場合には、指定端末を送信先として発話音声
を配信装置へ送信し、切替手段によって、発話音声の送信先が事前登録端末に設定された
場合には、事前登録端末を送信先として発話音声を配信装置へ送信する送信手段とを備え
、サーバー３００は、通話用端末２００から発話音声を受信する受信手段と、受信手段が
受信した発話音声を通話用端末側で送信先として設定された通話用端末に対して配信する
配信手段とを備える。
【選択図】図１
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