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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　音声信号を入力する入力部と、
　前記入力部において入力した音声信号を遅延させる遅延部と、
　音声信号を送信するための指示を受けつける受付部と、
　前記入力部において入力した音声信号を送信する送信部と、
　前記受付部が指示を受けつけた場合、前記遅延部において遅延させている音声信号が第
１言語であるか、当該第１言語とは異なった第２言語であるかを判定する判定部を備え、
　前記送信部は、前記受付部が指示を受けつけた場合であり、かつ前記遅延部において遅
延させている音声信号のレベルがしきい値以上である場合、（１）前記判定部において音
声信号が第１言語であると判定されれば、前記遅延部において遅延させた音声信号を送信
し、（２）前記判定部において音声信号が第２言語であると判定されれば、前記入力部に
おいて入力した音声信号を送信することを特徴とする送信装置。
【請求項２】
　音声信号を入力する入力部と、
　前記入力部において入力した音声信号を遅延させる遅延部と、
　音声信号を送信するための指示を受けつける受付部と、
　前記受付部が指示を受けつけた場合、前記遅延部において遅延させている音声信号が第
１言語であるか、当該第１言語とは異なった第２言語であるかを判定する判定部と、
　前記判定部において音声信号が第１言語であると判定されれば、前記遅延部において遅
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延させた音声信号を送信し、前記判定部において音声信号が第２言語であると判定されれ
ば、前記入力部において入力した音声信号を送信する送信部と、
　を備えることを特徴とする送信装置。
【請求項３】
　前記第１言語は、肯定文であるか否定文であるかを識別するための用語が文の前方部分
に配置される言語であり、前記第２言語は、肯定文であるか否定文であるかを識別するた
めの用語が文の後方部分に配置される言語であることを特徴とする請求項１または２に記
載の送信装置。
【請求項４】
　音声信号を入力するステップと、
　入力した音声信号を遅延させるステップと、
　音声信号を送信するための指示を受けつけるステップと、
　指示を受けつけた場合、遅延させている音声信号が第１言語であるか、当該第１言語と
は異なった第２言語であるかを判定するステップと、
　音声信号が第１言語であると判定されれば、遅延させた音声信号を送信し、音声信号が
第２言語であると判定されれば、入力した音声信号を送信するステップと、
　を備えることを特徴とする送信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、送信技術に関し、特に音声信号を送信する送信装置、送信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＰＴＴ（Ｐｕｓｈ　ｔｏ　Ｔａｌｋ）に対応した端末装置は、特別なボタンを備えてお
り、ユーザは当該ボタンを押すことによって話す。一方、当該ボタンを押していない場合
、ユーザはメッセージを聞くのみである。このような端末装置において、ユーザはボタン
を押しながら話し始めることが多い。その場合、冒頭の１～２秒間の音声が切れたメッセ
ージが送信される。冒頭の１～２秒間の音声が切れることを防止するために、ボタンが押
される前の音声が記憶され、ボタンが押されると、記憶された音声からメッセージが送信
される（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２００７－３３５９６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ユーザがボタンを押した場合に、記憶した音声からメッセージを送信する場合、音声の
送信に必ず遅延が発生する。一方、音声の送信に遅延は発生しない方が好ましい。
【０００５】
　本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、音声の頭切れの発生
を抑制しながら、音声の送信の遅延を抑制する技術を提供することである。
【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、本発明のある態様の送信装置は、音声信号を入力する入力
部と、入力部において入力した音声信号を遅延させる遅延部と、音声信号を送信するため
の指示を受けつける受付部と、受付部が指示を受けつけた場合、遅延部において遅延させ
ている音声信号のレベルがしきい値以上であれば、遅延部において遅延させた音声信号を
送信し、遅延部において遅延させている音声信号のレベルがしきい値より小さければ、入
力部において入力した音声信号を送信する送信部と、を備える。入力部において入力した
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音声信号を送信する送信部と、受付部が指示を受けつけた場合、遅延部において遅延させ
ている音声信号が第１言語であるか、当該第１言語とは異なった第２言語であるかを判定
する判定部を備える。送信部は、受付部が指示を受けつけた場合であり、かつ遅延部にお
いて遅延させている音声信号のレベルがしきい値以上である場合、（１）判定部において
音声信号が第１言語であると判定されれば、遅延部において遅延させた音声信号を送信し
、（２）判定部において音声信号が第２言語であると判定されれば、入力部において入力
した音声信号を送信する。
【０００７】
　本発明の別の態様もまた、送信装置である。この装置は、音声信号を入力する入力部と
、入力部において入力した音声信号を遅延させる遅延部と、音声信号を送信するための指
示を受けつける受付部と、受付部が指示を受けつけた場合、遅延部において遅延させてい
る音声信号が第１言語であるか、当該第１言語とは異なった第２言語であるかを判定する
判定部と、判定部において音声信号が第１言語であると判定されれば、遅延部において遅
延させた音声信号を送信し、判定部において音声信号が第２言語であると判定されれば、
入力部において入力した音声信号を送信する送信部と、を備える。
【０００９】
　本発明のさらに別の態様もまた、送信方法である。この方法は、音声信号を入力するス
テップと、入力した音声信号を遅延させるステップと、音声信号を送信するための指示を
受けつけるステップと、指示を受けつけた場合、遅延させている音声信号が第１言語であ
るか、当該第１言語とは異なった第２言語であるかを判定するステップと、音声信号が第
１言語であると判定されれば、遅延させた音声信号を送信し、音声信号が第２言語である
と判定されれば、入力した音声信号を送信するステップと、を備える。
【００１０】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒
体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効で
ある。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、音声の頭切れの発生を抑制しながら、音声の送信の遅延を抑制できる
。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施例１に係る通信システムの構成を示す図である。
【図２】図１の端末装置における送信装置の構成を示す図である。
【図３】図２の送信装置による送信手順を示すフローチャートである。
【図４】本発明の実施例２に係る送信装置の構成を示す図である。
【図５】図４の送信装置による送信手順を示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施例３に係る送信装置の構成を示す図である。
【図７】図６の送信装置による送信手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
（実施例１）
　本発明を具体的に説明する前に、まず概要を述べる。本発明の実施例１は、ＰＴＴによ
る音声通信を実行する端末装置のうち、音声のメッセージを送信する送信装置に関する。
ＰＴＴにおける送話は、ボタンの押下げによって開始され、ボタンの解放によって終了す
る。緊迫した場面などで端末装置が使用される場合、ユーザはボタンを押し下げながら、
あわてて発話することがある。ボタンの押下げよりも発話のタイミングが早い場合、ボタ
ン押下前に話された音声は送信されず、音声の頭切れが発生するが、音声の頭切れの発生
は抑制される方が好ましい。一方、ＰＴＴのような音声通信において、音声を送信する際
の遅延は小さい方が好ましい。これに対応するために、本実施例に係る送信装置は、次の
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処理を実行する。
【００１４】
　送信装置は、ボタンの押下げ前から、マイクから入力した音声信号をメモリに記憶する
。送信装置は、ボタンが押し下げられた場合に、メモリに記憶された音声信号のレベルを
測定する。測定したレベルがしきい値以上であれば、送信装置は、メモリに記憶された音
声信号から送信を開始する。一方、測定したレベルがしきい値よりも小さければ、送信装
置は、メモリに記憶された音声信号を使用せず、マイクから入力した音声信号の送信を開
始する。
【００１５】
　図１は、本発明の実施例１に係る通信システム１００の構成を示す。通信システム１０
０は、端末装置１０と総称される第１端末装置１０ａ、第２端末装置１０ｂ、基地局装置
１２と総称される第１基地局装置１２ａ、第２基地局装置１２ｂ、ネットワーク１４を含
む。ここで、通信システム１００は、例えば、業務用無線に対応する。
【００１６】
　端末装置１０は、業務用無線による通信を実行可能な装置である。業務用無線について
は公知の技術が使用されればよいので、ここでは説明を省略する。ここでは、第１端末装
置１０ａが業務用無線による音声通信の送信側に相当し、第２端末装置１０ｂが業務用無
線による音声通信の受信側に相当する。そのため、第１端末装置１０ａは送話者に使用さ
れ、第２端末装置１０ｂは受話者に使用される。なお、第１端末装置１０ａと第２端末装
置１０ｂとの関係は逆であってもよく、端末装置１０の数は「２」に限定されない。
【００１７】
　基地局装置１２は、業務用無線のシステムに対応するとともに、一端側において、業務
用無線により端末装置１０に接続され、他端側において、基地局装置１２に接続される。
第１基地局装置１２ａと第２基地局装置１２ｂとは、異なった位置に設置される。なお、
業務用無線では、複数の端末装置１０によってグループを形成することも可能である。基
地局装置１２は、グループに対して、上りチャネルと下りチャネルを割り当ててもよい。
このような状況下において、グループ中の１つの端末装置１０が、上りチャネルにて信号
を送信し、グループ中の他の端末装置１０が、下りチャネルにて信号を受信する。
【００１８】
　ネットワーク１４は、第１基地局装置１２ａと第２基地局装置１２ｂとを接続する。こ
のような接続によって、第１端末装置１０ａと第２端末装置１０ｂは、第１基地局装置１
２ａ、ネットワーク１４、第２基地局装置１２ｂを介して、通信可能になる。ここでは、
ＰＴＴによる音声通信であるとする。
【００１９】
　図２は、端末装置１０における送信装置２０の構成を示す。送信装置２０は、マイク３
０、入力部３２、遅延部３４、ボタン３６、受付部３８、制御部４０、測定部４２、選択
部４４、送信部４６を含む。ここで、送信装置２０は、端末装置１０のうちの音声信号の
送信に関する機能を有する部分に相当する。そのため、端末装置１０には、送信装置２０
だけではなく、音声信号の受信に関する機能を有する部分である受信装置も含まれるが、
ここでは説明を省略する。
【００２０】
　マイク３０は、送信装置２０の周囲の音声を集音する。マイク３０は、集音した音声を
電気信号（以下、「音声信号」という）に変換し、音声信号を入力部３２に出力する。入
力部３２は、マイク３０からの音声信号を入力する。入力部３２は、音声信号をアナログ
信号からデジタル信号に変換し、デジタル信号に変換した音声信号（以下、これもまた「
音声信号」という）を遅延部３４、選択部４４に出力する。遅延部３４は、入力部３２か
ら音声信号を入力する。遅延部３４は、例えば、リングバッファ等により構成されており
、一定期間にわたって音声信号を記憶する。これにより、遅延部３４は、音声信号を遅延
させる。遅延部３４は、遅延させた音声信号を選択部４４に出力する。
【００２１】
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　ボタン３６は、ＰＴＴボタンに相当し、ＰＴＴによって音声を送信する場合に、ユーザ
によって押し下げられる。また、音声を送信している間にわたって、ボタン３６は押し下
げ続けられる。ボタン３６が押し下げられることは、音声信号を送信するための指示を受
けつけることに相当する。ボタン３６は、押し下げられている間にわたって、指示を受付
部３８に出力し続ける。受付部３８は、ボタン３６からの指示を受けつけると、指示を制
御部４０に出力する。
【００２２】
　制御部４０は、受付部３８からの指示を受けつけたタイミングにおいて、測定部４２に
対して、音声信号のレベルの測定を指示する。また、制御部４０は、受付部３８からの指
示を受け続けている間にわたって、選択部４４、送信部４６に送信を指示し続ける。測定
部４２は、制御部４０から測定を指示されると、遅延部３４において遅延させている音声
信号のレベルを測定する。当該測定には公知の技術が使用されればよいので、ここでは説
明を省略する。測定部４２は、測定結果を選択部４４に出力する。
【００２３】
　選択部４４は、制御部４０からの指示を入力し始めたタイミングにおいて、測定部４２
からの測定結果を入力する。一方、選択部４４は、測定結果である音声信号のレベルと比
較すべきしきい値を記憶する。選択部４４は、音声信号のレベルがしきい値以上であれば
、遅延部３４からの音声信号の選択を決定し、音声信号のレベルがしきい値より小さけれ
ば、入力部３２からの音声信号の選択を決定する。前者は、遅延部３４において遅延させ
た音声信号を選択することに相当し、後者は、遅延部３４において遅延させない音声信号
を選択することに相当する。
【００２４】
　さらに、選択部４４は、遅延部３４からの音声信号と、入力部３２からの音声信号とを
入力し続けており、決定にしたがっていずれか一方を選択し、選択した方の音声信号を送
信部４６に出力する。この選択および出力は、制御部４０からの指示を入力し続けている
間、継続する。さらに、制御部４０からの指示の入力が終了した場合であっても、選択部
４４は、一定期間にわたって、選択および出力を継続する。これは、送話が終了するタイ
ミングよりも、ユーザがボタン３６を解放するタイミングの方が早い場合に、音声の尻切
れが発生することを抑制するためである。そのため、一定期間は、音声の尻切れの発生を
抑制可能な期間に設定される。なお、遅延部３４からの音声信号を選択している場合、選
択部４４は、遅延部３４での遅延期間だけ、選択および出力を延長する。
【００２５】
　送信部４６は、制御部４０からの指示を入力すると、選択部４４から入力した音声信号
を送信する。音声信号の送信のために、送信部４６は、符号化、変調、周波数変換、増幅
等を実行する。送信部４６は、選択部４４からの音声信号を入力し続けている間にわたっ
て、音声信号の送信を継続して実行する。このように、送信部４６は、受付部３８が指示
を受けつけた場合、遅延部３４において遅延させている音声信号のレベルがしきい値以上
であれば、遅延部３４において遅延させた音声信号を送信する。一方、送信部４６は、遅
延部３４において遅延させている音声信号のレベルがしきい値より小さければ、入力部３
２において入力した音声信号を遅延させることなく送信する。
【００２６】
　この構成は、ハードウエア的には、任意のコンピュータのＣＰＵ、メモリ、その他のＬ
ＳＩで実現でき、ソフトウエア的にはメモリにロードされたプログラムなどによって実現
されるが、ここではそれらの連携によって実現される機能ブロックを描いている。したが
って、これらの機能ブロックがハードウエアのみ、ソフトウエアのみ、またはそれらの組
合せによっていろいろな形で実現できることは、当業者には理解されるところである。
【００２７】
　以上の構成による通信システム１００の動作を説明する。図３は、送信装置２０による
送信手順を示すフローチャートである。遅延部３４は、音声信号の遅延を開始する（Ｓ１
０）。ボタン３６が押し下げられる（Ｓ１２）。選択部４４は、音声信号のレベルがしき
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い値以上でなければ（Ｓ１４のＮ）、入力部３２において入力した音声信号を送信部４６
から送信させる（Ｓ１６）。ボタン３６が解放させる（Ｓ１８）。選択部４４は、音声信
号のレベルがしきい値以上であれば（Ｓ１４のＹ）、遅延部３４において遅延した音声信
号を送信部４６から送信させる（Ｓ２０）。ボタン３６が解放させる（Ｓ２２）。送信部
４６は、解放時に遅延していた音声信号も送信する（Ｓ２４）。
【００２８】
　本実施例によれば、遅延させている音声信号のレベルがしきい値以上であれば、遅延さ
せた音声信号を送信するので、ＰＴＴにおける音声の頭切れの発生を抑制できる。また、
遅延させている音声信号のレベルがしきい値より小さければ、遅延させずに、入力した音
声信号を送信するので、音声の送信の遅延を抑制できる。また、音声信号のレベルに応じ
て、音声を遅延させるか否かを決定するので、ＰＴＴにおける音声の頭切れの発生を抑制
しながら、音声の送信の遅延を抑制できる。
【００２９】
（実施例２）
　次に、実施例２を説明する。本発明の実施例２も、実施例１と同様に、ＰＴＴによる音
声通信を実行する端末装置のうち、音声のメッセージを送信する送信装置に関する。前述
のごとく、ＰＴＴの音声通信において、音声の頭切れの発生は抑制される方が好ましいが
、音声を送信する際の遅延も抑制される方が好ましい。ここで、音声通信における言語が
英語である場合、頭切れによって文の意味が大きく変わることがある。例えば、警察無線
において、”Ｄｏｎ’ｔ　ｓｈｏｏｔ”と話したつもりが、音声の頭切れによって、”Ｓ
ｈｏｏｔ”になってしまうと、意味が反転してしまう。一方、音声通信における言語が日
本語である場合、音声の頭切れが発生しても、文の意味が反転してしまうようなことは発
生しにくい。つまり、肯定文であるか否定文であるかを識別するための用語が文の前方部
分に配置される言語であるか否かによって、音声の頭切れによる影響は大きく異なる。こ
れに対応するために、本実施例に係る送信装置は、次の処理を実行する。
【００３０】
　送信装置は、ボタンの押下げ前から、マイクから入力した音声信号をメモリに記憶する
。送信装置は、ボタンが押し下げられた場合に、メモリに記憶された音声信号の言語を判
定する。言語が英語であれば、送信装置は、メモリに記憶された音声信号からメッセージ
の送信を開始する。一方、言語が日本語であれば、送信装置は、メモリに記憶された音声
信号を使用せず、マイクから入力した音声信号からメッセージの送信を開始する。実施例
２に係る通信システムは、図１と同様のタイプである。ここでは、これまでとの差異を中
心に説明する。
【００３１】
　図４は、本発明の実施例２に係る送信装置２０の構成を示す。送信装置２０は、マイク
３０、入力部３２、遅延部３４、ボタン３６、受付部３８、制御部４０、選択部４４、送
信部４６、判定部５０を含む。図２と同様に、送信装置２０は、端末装置１０のうちの音
声信号の送信に関する機能を有する部分に相当する。そのため、端末装置１０には、送信
装置２０だけではなく、音声信号の受信に関する機能を有する部分である受信装置も含ま
れるが、ここでは説明を省略する。
【００３２】
　制御部４０は、受付部３８からの指示を受けつけたタイミングにおいて、判定部５０に
対して、音声信号における言語の判定を指示する。また、制御部４０は、受付部３８から
の指示を受け続けている間にわたって、選択部４４、送信部４６に送信を指示し続ける。
判定部５０は、制御部４０から言語の判定を指示されると、遅延部３４において遅延させ
ている音声信号が第１言語であるか、当該第１言語とは異なった第２言語であるかを判定
する。ここで、第１言語は、肯定文であるか否定文であるかを識別するための用語が文の
前方部分に配置される言語、例えば、英語である。また、第２言語は、肯定文であるか否
定文であるかを識別するための用語が文の後方部分に配置される言語、例えば、日本語で
ある。なお、第１言語は英語に限定されず、第２言語は日本語に限定されない。また、言
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語の判定には公知の技術が使用されればよいので、ここでは説明を省略する。判定部５０
は、判定結果を選択部４４に出力する。
【００３３】
　選択部４４は、制御部４０からの指示を入力し始めたタイミングにおいて、判定部５０
からの判定結果を入力する。選択部４４は、判定部５０において音声信号が第１言語であ
ると判定されれば、遅延部３４において遅延させた音声信号の選択を決定し、判定部５０
において音声信号が第２言語であると判定されれば、入力部３２において入力した音声信
号の選択を決定する。前者は、遅延部３４において遅延させた音声信号を選択することに
相当し、後者は、遅延部３４において遅延させない音声信号を選択することに相当する。
さらに、選択部４４は、遅延部３４からの音声信号と、入力部３２からの音声信号とを入
力し続けており、決定にしたがっていずれか一方を選択し、選択した方の音声信号を送信
部４６に出力する。送信部４６は、制御部４０からの指示を入力すると、選択部４４から
入力した音声信号を送信する。
【００３４】
　以上の構成による通信システム１００の動作を説明する。図５は、送信装置２０による
送信手順を示すフローチャートである。遅延部３４は、音声信号の遅延を開始する（Ｓ５
０）。ボタン３６が押し下げられる（Ｓ５２）。選択部４４は、音声信号が英語でなけれ
ば（Ｓ５４のＮ）、入力部３２において入力した音声信号を送信部４６から送信させる（
Ｓ５６）。ボタン３６が解放させる（Ｓ５８）。選択部４４は、音声信号が英語であれば
（Ｓ５４のＹ）、遅延部３４において遅延した音声信号を送信部４６から送信させる（Ｓ
６０）。ボタン３６が解放させる（Ｓ６２）。送信部４６は、解放時に遅延していた音声
信号も送信する（Ｓ６４）。
【００３５】
　本実施例によれば、遅延させている音声信号が第１言語であると判定されれば、遅延さ
せた音声信号を送信するので、ＰＴＴにおける音声の頭切れの発生を抑制できる。また、
遅延させている音声信号が第２言語であると判定されれば、遅延させずに、入力した音声
信号を送信するので、音声の送信の遅延を抑制できる。また、第１言語では、肯定文であ
るか否定文であるかを識別するための用語が文の前方部分に配置されるので、頭切れが抑
制されることによって、意味を正確に伝えることができる。また、第２言語では、肯定文
であるか否定文であるかを識別するための用語が文の後方部分に配置されるので、遅延が
抑制されることによって、意味を迅速に伝えることができる。
【００３６】
（実施例３）
　次に、実施例３を説明する。本発明の実施例３も、これまでと同様に、実施例１と同様
に、ＰＴＴによる音声通信を実行する端末装置のうち、音声のメッセージを送信する送信
装置に関する。前述のごとく、ＰＴＴの音声通信において、音声の頭切れの発生は抑制さ
れる方が好ましいが、音声を送信する際の遅延も抑制される方が好ましい。実施例３は、
実施例１と実施例２との組合せに相当する。
【００３７】
　つまり、実施例３に係る送信装置は、ボタンが押し下げられた場合に、メモリに記憶さ
れた音声信号のレベルを測定するとともに、メモリに記憶された音声信号の言語を判定す
る。測定したレベルがしきい値以上であり、かつ言語が英語であれば、送信装置は、メモ
リに記憶された音声信号からメッセージの送信を開始する。一方、測定したレベルがしき
い値以上であり、かつ言語が日本語である場合、あるいは測定したレベルがしきい値より
も小さい場合、送信装置は、メモリに記憶された音声信号を使用せず、マイクから入力し
た音声信号からメッセージの送信を開始する。実施例３に係る通信システムは、図１と同
様のタイプである。ここでは、これまでとの差異を中心に説明する。
【００３８】
　図６は、本発明の実施例３に係る送信装置２０の構成を示す。送信装置２０は、マイク
３０、入力部３２、遅延部３４、ボタン３６、受付部３８、制御部４０、測定部４２、選
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択部４４、送信部４６、判定部５０を含む。これまでと同様に、送信装置２０は、端末装
置１０のうちの音声信号の送信に関する機能を有する部分に相当する。そのため、端末装
置１０には、送信装置２０だけではなく、音声信号の受信に関する機能を有する部分であ
る受信装置も含まれるが、ここでは説明を省略する。
【００３９】
　制御部４０は、受付部３８からの指示を受けつけたタイミングにおいて、測定部４２に
対して、音声信号のレベルの測定を指示するとともに、判定部５０に対して、音声信号に
おける言語の判定を指示する。また、制御部４０は、受付部３８からの指示を受け続けて
いる間にわたって、選択部４４、送信部４６に送信を指示し続ける。測定部４２は、制御
部４０から測定を指示されると、遅延部３４において遅延させている音声信号のレベルを
測定し、測定結果を選択部４４に出力する。判定部５０は、制御部４０から言語の判定を
指示されると、遅延部３４において遅延させている音声信号が第１言語であるか、当該第
１言語とは異なった第２言語であるかを判定し、判定結果を選択部４４にする。
【００４０】
　選択部４４は、制御部４０からの指示を入力し始めたタイミングにおいて、測定部４２
からの測定結果、判定部５０からの判定結果を入力する。一方、選択部４４は、測定結果
である音声信号のレベルと比較すべきしきい値を記憶する。選択部４４は、音声信号のレ
ベルがしきい値より小さければ、入力部３２からの音声信号の選択を決定する。選択部４
４は、音声信号のレベルがしきい値以上である場合、判定部５０において音声信号が第１
言語であると判定されれば、遅延部３４において遅延させた音声信号の選択を決定する。
選択部４４は、音声信号のレベルがしきい値以上である場合、判定部５０において音声信
号が第２言語であると判定されれば、入力部３２において入力した音声信号の選択を決定
する。さらに、選択部４４は、遅延部３４からの音声信号と、入力部３２からの音声信号
とを入力し続けており、決定にしたがっていずれか一方を選択し、選択した方の音声信号
を送信部４６に出力する。
【００４１】
　以上の構成による通信システム１００の動作を説明する。図７は、送信装置２０による
送信手順を示すフローチャートである。遅延部３４は、音声信号の遅延を開始する（Ｓ１
００）。ボタン３６が押し下げられる（Ｓ１０２）。選択部４４は、音声信号のレベルが
しきい値以上でなければ（Ｓ１０４のＮ）、入力部３２において入力した音声信号を送信
部４６から送信させる（Ｓ１１０）。ボタン３６が解放させる（Ｓ１１２）。選択部４４
は、音声信号のレベルがしきい値以上である場合（Ｓ１０４のＹ）、判定部５０は、言語
の種類を認識する（Ｓ１０６）。音声信号が英語でなければ（Ｓ１０８のＮ）、ステップ
１１０に進む。音声信号が英語であれば（Ｓ１０８のＹ）、選択部４４は、遅延部３４に
おいて遅延した音声信号を送信部４６から送信させる（Ｓ１１４）。ボタン３６が解放さ
せる（Ｓ１１６）。送信部４６は、解放時に遅延していた音声信号も送信する（Ｓ１１８
）。
【００４２】
　本実施例によれば、レベルと言語とを組み合わせて遅延させるか否かを決定するので、
必要な場合に限定して音声信号を遅延させることができる。また、必要な場合に限定して
音声信号を遅延させるので、頭切れによって意味が通じなくなる可能性の高い場合だけ、
頭切れの発生を抑制できる。また、必要な場合に限定して音声信号を遅延させるので、音
声信号の遅延の発生を抑制できる。
【００４３】
　以上、本発明を実施例をもとに説明した。この実施例は例示であり、それらの各構成要
素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本
発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【００４４】
　本実施例によれば、通信システム１００は、業務用無線を使用している。しかしながら
これに限らず例えば、業務用無線以外の無線通信システムが使用されてもよい。本実施例
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によれば、構成の自由度を向上できる。
【符号の説明】
【００４５】
　１０　端末装置、　１２　基地局装置、　１４　ネットワーク、　２０　送信装置、　
３０　マイク、　３２　入力部、　３４　遅延部、　３６　ボタン、　３８　受付部、　
４０　制御部、　４２　測定部、　４４　選択部、　４６　送信部、　１００　通信シス
テム。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】
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