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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信回線を介して互いに接続された第１および第２の情報処理装置から構成されて、こ
れら情報処理装置間で連携することにより、当該通信回線を介して当該第１の情報処理装
置から当該第２の情報処理装置へ転送データを転送するデータ転送処理を実行する情報処
理システムであって、
　前記第１の情報処理装置は、
　前記データ転送処理の処理状況に応じて変化する第１の音声を、当該処理状況から特定
するための第１の発音データと、前記データ転送処理の処理状況に応じて変化する、前記
第１の音声とは異なる第２の音声を、当該処理状況から特定するための第２の発音データ
とを予め記憶する記憶部と、
　前記データ転送処理により当該第１の情報処理装置から送信した送信済データ量の、前
記転送データの全データ量に対する割合を、第１の処理状況として検出する処理状況検出
部と、
　前記データ転送処理を開始する前に、前記通信回線を介して前記第２の情報処理装置へ
前記第２の発音データを送信し、前記データ転送処理と並行して、前記第１の処理状況に
応じた前記第１の音声を、前記第１の発音データにより特定して順次出力する発音制御部
とを備え、
　前記第２の情報処理装置は、
　前記データ転送処理により前記第１の情報処理装置から受信した受信済データ量の、前



(2) JP 5848930 B2 2016.1.27

10

20

30

40

50

記転送データの全データ量に対する割合を、第２の処理状況として検出する処理状況検出
部と、
　前記データ転送処理を開始する前に、前記通信回線を介して前記第１の情報処理装置か
ら前記第２の発音データを受信し、前記データ転送処理と並行して、前記第２の処理状況
に応じた前記第２の音声を、前記第２の発音データにより特定して順次出力する発音制御
部とを備える
　ことを特徴とする情報処理システム。
【請求項２】
　通信回線を介して互いに接続された第１および第２の情報処理装置から構成されて、こ
れら情報処理装置間で連携することにより、当該通信回線を介して当該第１の情報処理装
置から当該第２の情報処理装置へ転送データを転送するデータ転送処理を実行する情報処
理システムであって、
　前記第１の情報処理装置は、
　前記データ転送処理の処理状況に応じて変化する第１の音声を、当該処理状況から特定
するための第１の発音データと、前記データ転送処理の処理状況に応じて変化する、前記
第１の音声とは異なる第２の音声を、当該処理状況から特定するための第２の発音データ
とを予め記憶する記憶部と、
　前記データ転送処理により当該第１の情報処理装置から送信した送信済データ量の、前
記転送データの全データ量に対する割合を、第１の処理状況として検出する処理状況検出
部と、
　前記データ転送処理と並行して、前記第１の処理状況に応じた前記第２の音声を前記第
２の発音データにより特定し、当該第２の音声の出力を指示する発音指示データを前記第
２の情報処理装置へ順次送信し、前記データ転送処理と並行して、前記第１の処理状況に
応じた前記第１の音声を、前記第１の発音データにより特定して順次出力する発音制御部
とを備え、
　前記第２の情報処理装置は、
　前記データ転送処理と並行して、前記通信回線を介して前記第１の情報処理装置から前
記発音指示データを順次受信し、当該発音指示データに基づいて前記第２の音声を出力す
る発音制御部を備える
　ことを特徴とする情報処理システム。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の情報処理システムにおいて、
　前記第１または第２の発音データは、前記処理状況に応じた、周波数、音量、または音
色を示す制御データ、および／または前記処理状況に応じた音声データを含むことを特徴
とする情報処理システム。
【請求項４】
　通信回線を介して互いに接続された第１および第２の情報処理装置から構成されて、こ
れら情報処理装置間で連携することにより、当該通信回線を介して当該第１の情報処理装
置から当該第２の情報処理装置へ転送データを転送するデータ転送処理を実行する情報処
理システムのうち、前記第１および第２の情報処理装置で共用されるプログラムであって
、
　前記第１の情報処理装置において、
　記憶部で、前記データ転送処理の処理状況に応じて変化する第１の音声を、当該処理状
況から特定するための第１の発音データと、前記データ転送処理の処理状況に応じて変化
する、前記第１の音声とは異なる第２の音声を、当該処理状況から特定するための第２の
発音データとを予め記憶する記憶ステップと、
　処理状況検出部で、前記データ転送処理により当該第１の情報処理装置から送信した送
信済データ量の、前記転送データの全データ量に対する割合を、第１の処理状況として検
出する処理状況検出ステップと、
　発音制御部で、前記データ転送処理を開始する前に、前記通信回線を介して前記第２の
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情報処理装置へ前記第２の発音データを送信し、前記データ転送処理と並行して、前記第
１の処理状況に応じた前記第１の音声を、前記第１の発音データにより特定して順次出力
する発音制御ステップとを実行し、
　前記第２の情報処理装置において、
　処理状況検出部で、前記データ転送処理により前記第１の情報処理装置から受信した受
信済データ量の、前記転送データの全データ量に対する割合を、第２の処理状況として検
出する処理状況検出ステップと、
　発音制御部で、前記データ転送処理を開始する前に、前記通信回線を介して前記第１の
情報処理装置から前記第２の発音データを受信し、前記データ転送処理と並行して、前記
第２の処理状況に応じた前記第２の音声を、前記第２の発音データにより特定して順次出
力する発音制御ステップとを実行する
　ことを特徴とするプログラム。
【請求項５】
　通信回線を介して互いに接続された第１および第２の情報処理装置から構成されて、こ
れら情報処理装置間で連携することにより、当該通信回線を介して当該第１の情報処理装
置から当該第２の情報処理装置へ転送データを転送するデータ転送処理を実行する情報処
理システムのうち、前記第１および第２の情報処理装置で共用されるプログラムであって
、
　前記第１の情報処理装置において、
　記憶部で、前記データ転送処理の処理状況に応じて変化する第１の音声を、当該処理状
況から特定するための第１の発音データと、前記データ転送処理の処理状況に応じて変化
する、前記第１の音声とは異なる第２の音声を、当該処理状況から特定するための第２の
発音データとを予め記憶する記憶ステップと、
　処理状況検出部で、前記データ転送処理により当該第１の情報処理装置から送信した送
信済データ量の、前記転送データの全データ量に対する割合を、第１の処理状況として検
出する処理状況検出ステップと、
　発音制御部で、前記データ転送処理と並行して、前記第１の処理状況に応じた前記第２
の音声を前記第２の発音データにより特定し、当該第２の音声の出力を指示する発音指示
データを前記第２の情報処理装置へ順次送信し、前記データ転送処理と並行して、前記第
１の処理状況に応じた前記第１の音声を、前記第１の発音データにより特定して順次出力
する発音制御ステップとを実行し、
　前記第２の情報処理装置において、
　発音制御部で、前記データ転送処理と並行して、前記通信回線を介して前記第１の情報
処理装置から前記発音指示データを順次受信し、当該発音指示データに基づいて前記第２
の音声を出力する発音制御ステップを実行する
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、処理制御技術に関し、特に情報処理装置間で連携して実行する情報処理の処
理状況を音声で利用者に通知する処理状況通知技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スマートフォン、携帯電話、パソコンなどの情報処理装置には、実行している情報処理
の処理状況を画面表示や確認音で利用者に通知する機能が設けられている。例えば、スマ
ートフォンでメールを送信する場合、利用者による送信開始操作に応じて、送信中である
旨を示すメッセージが画面表示され、送信終了に応じて確認音がスピーカから出力される
。利用者はこれら画面表示や確認音により、メール送信の処理状況を容易に確認できる。
【０００３】
　従来、このような処理状況通知技術の１つとして、他の装置へデータを送信する場合、
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本体装置と外部接続されたカードリーダとの間でデータをやり取りする際、本体装置に設
けた２つのスピーカから出力する音の大きさを、データの転送方向に応じて変更する技術
が提案されている（例えば、特許文献１など参照）。具体的には、本体装置からカードリ
ーダへデータを転送する場合には、一方のスピーカから出力する音を小さくしつつ、他方
のスピーカから出力する音を大きくし、逆にカードリーダから本体装置へデータを転送す
る場合には、他方のスピーカから出力する音を小さくしつつ、一方のスピーカから出力す
る音を大きくするものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－０７１５０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような特許文献１の技術では、データ転送の方向に応じて２つのスピーカから出力
される音声の大きさを変化させているものの、これらスピーカの両方が、データ転送処理
を行う一方の本体装置にのみ設けられているため、これらスピーカの間に利用者が存在す
る場合、すなわち本体装置の傍に利用者が存在する場合には、各スピーカから出力される
音を容易に識別できる。すなわち、この技術は、利用者が１人であって、２つのスピーカ
の間に利用者が存在している場合を前提としており、この前提条件が成立した環境におい
て、データ転送処理の状況を利用者が把握することができる。
【０００６】
　一方、利用者が異なる２つの情報処理装置間でデータ転送を行う場合、これら情報処理
装置の傍にそれぞれの利用者が存在する状況が一般的である。例えば、２つのスマートフ
ォン間で任意のコンテンツをデータ転送する場合、それぞれの利用者が自己のスマートフ
ォンを携帯している状況となる。このように、各情報処理装置の傍にそれぞれの利用者が
存在する場合、他方の情報処理装置の利用者は、２つのスピーカの間に存在している訳で
はない。
【０００７】
　したがって、特許文献１の技術では、このような環境において、各スピーカから出力さ
れる音を容易に識別できない。一方の情報処理装置から２つのスピーカで別個の音声を出
力しても、他方の情報処理装置の利用者は、ほぼ同じ方向から音声が聞こえてしまうから
である。
　このため、特許文献１の技術によれば、それぞれの利用者が、自己の情報処理装置にお
ける処理状況、さらには相手の情報処理装置における処理状況を、音声により把握するの
は難しいという問題点があった。
【０００８】
　本発明はこのような課題を解決するためのものであり、情報処理装置間におけるデータ
転送処理の処理状況を、これら情報処理装置の利用者がそれぞれ音声により容易に把握で
きる処理状況通知技術を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　このような目的を達成するために、本発明にかかる情報処理システムは、通信回線を介
して互いに接続された第１および第２の情報処理装置から構成されて、これら情報処理装
置間で連携することにより、当該通信回線を介して当該第１の情報処理装置から当該第２
の情報処理装置へ転送データを転送するデータ転送処理を実行する情報処理システムであ
って、第１の情報処理装置に、データ転送処理の処理状況に応じて変化する第１の音声を
、当該処理状況から特定するための第１の発音データと、データ転送処理の処理状況に応
じて変化する、第１の音声とは異なる第２の音声を、当該処理状況から特定するための第
２の発音データとを予め記憶する記憶部と、データ転送処理により当該第１の情報処理装
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置から送信した送信済データ量の、転送データの全データ量に対する割合を、第１の処理
状況として検出する処理状況検出部と、データ転送処理を開始する前に、通信回線を介し
て第２の情報処理装置へ第２の発音データを送信し、データ転送処理と並行して、第１の
処理状況に応じた第１の音声を、第１の発音データにより特定して順次出力する発音制御
部とを備え、第２の情報処理装置に、データ転送処理により第１の情報処理装置から受信
した受信済データ量の、転送データの全データ量に対する割合を、第２の処理状況として
検出する処理状況検出部と、データ転送処理を開始する前に、通信回線を介して第１の情
報処理装置から第２の発音データを受信し、データ転送処理と並行して、第２の処理状況
に応じた第２の音声を、第２の発音データにより特定して順次出力する発音制御部とを備
えている。
【００１０】
　また、本発明にかかる他の情報処理システムは、通信回線を介して互いに接続された第
１および第２の情報処理装置から構成されて、これら情報処理装置間で連携することによ
り、当該通信回線を介して当該第１の情報処理装置から当該第２の情報処理装置へ転送デ
ータを転送するデータ転送処理を実行する情報処理システムであって、第１の情報処理装
置に、データ転送処理の処理状況に応じて変化する第１の音声を、当該処理状況から特定
するための第１の発音データと、データ転送処理の処理状況に応じて変化する、第１の音
声とは異なる第２の音声を、当該処理状況から特定するための第２の発音データとを予め
記憶する記憶部と、データ転送処理により当該第１の情報処理装置から送信した送信済デ
ータ量の、転送データの全データ量に対する割合を、第１の処理状況として検出する処理
状況検出部と、データ転送処理と並行して、第１の処理状況に応じた第２の音声を第２の
発音データにより特定し、当該第２の音声の出力を指示する発音指示データを第２の情報
処理装置へ順次送信し、データ転送処理と並行して、第１の処理状況に応じた第１の音声
を、第１の発音データにより特定して順次出力する発音制御部とを備え、第２の情報処理
装置に、データ転送処理と並行して、通信回線を介して第１の情報処理装置から発音指示
データを順次受信し、当該発音指示データに基づいて第２の音声を出力する発音制御部を
備えている。
【００１１】
　この際、第１または第２の発音データに、処理状況に応じた、周波数、音量、または音
色を示す制御データ、および／または処理状況に応じた音声データを含むようにしてもよ
い。
【００１２】
　また、本発明にかかるプログラムは、通信回線を介して互いに接続された第１および第
２の情報処理装置から構成されて、これら情報処理装置間で連携することにより、当該通
信回線を介して当該第１の情報処理装置から当該第２の情報処理装置へ転送データを転送
するデータ転送処理を実行する情報処理システムのうち、第１および第２の情報処理装置
で共用されるプログラムであって、第１の情報処理装置において、記憶部で、データ転送
処理の処理状況に応じて変化する第１の音声を、当該処理状況から特定するための第１の
発音データと、データ転送処理の処理状況に応じて変化する、第１の音声とは異なる第２
の音声を、当該処理状況から特定するための第２の発音データとを予め記憶する記憶ステ
ップと、処理状況検出部で、データ転送処理により当該第１の情報処理装置から送信した
送信済データ量の、転送データの全データ量に対する割合を、第１の処理状況として検出
する処理状況検出ステップと、発音制御部で、データ転送処理を開始する前に、通信回線
を介して第２の情報処理装置へ第２の発音データを送信し、データ転送処理と並行して、
第１の処理状況に応じた第１の音声を、第１の発音データにより特定して順次出力する発
音制御ステップとを実行し、第２の情報処理装置において、処理状況検出部で、データ転
送処理により第１の情報処理装置から受信した受信済データ量の、転送データの全データ
量に対する割合を、第２の処理状況として検出する処理状況検出ステップと、発音制御部
で、データ転送処理を開始する前に、通信回線を介して第１の情報処理装置から第２の発
音データを受信し、データ転送処理と並行して、第２の処理状況に応じた第２の音声を、



(6) JP 5848930 B2 2016.1.27

10

20

30

40

50

第２の発音データにより特定して順次出力する発音制御ステップとを実行する。
【００１３】
　また、本発明にかかる他のプログラムは、通信回線を介して互いに接続された第１およ
び第２の情報処理装置から構成されて、これら情報処理装置間で連携することにより、当
該通信回線を介して当該第１の情報処理装置から当該第２の情報処理装置へ転送データを
転送するデータ転送処理を実行する情報処理システムのうち、第１および第２の情報処理
装置で共用されるプログラムであって、第１の情報処理装置において、記憶部で、データ
転送処理の処理状況に応じて変化する第１の音声を、当該処理状況から特定するための第
１の発音データと、データ転送処理の処理状況に応じて変化する、第１の音声とは異なる
第２の音声を、当該処理状況から特定するための第２の発音データとを予め記憶する記憶
ステップと、処理状況検出部で、データ転送処理により当該第１の情報処理装置から送信
した送信済データ量の、転送データの全データ量に対する割合を、第１の処理状況として
検出する処理状況検出ステップと、発音制御部で、データ転送処理と並行して、第１の処
理状況に応じた第２の音声を第２の発音データにより特定し、当該第２の音声の出力を指
示する発音指示データを第２の情報処理装置へ順次送信し、データ転送処理と並行して、
第１の処理状況に応じた第１の音声を、第１の発音データにより特定して順次出力する発
音制御ステップとを実行し、第２の情報処理装置において、発音制御部で、データ転送処
理と並行して、通信回線を介して第１の情報処理装置から発音指示データを順次受信し、
当該発音指示データに基づいて第２の音声を出力する発音制御ステップを実行する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、各利用者がそれぞれ自己の情報処理装置の傍に存在する場合でも、そ
れぞれの利用者が、これら情報処理装置から出力される第１の音声と第２の音声とを容易
に識別できる。
　このため、本実施の形態によれば、情報処理装置間におけるデータ転送処理の処理状況
、さらには、データ転送の方向や、他の情報処理装置に対する情報処理装置間の連携状況
を、これら情報処理装置の利用者が、それぞれ音声により容易に把握することが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第１の実施の形態にかかる情報処理システムおよび情報処理装置の構成を示すブ
ロック図である。
【図２】発音データの構成例である。
【図３】発音データの他の構成例（テーブル）である。
【図４】発音データの他の構成例（関数）である。
【図５】第１の実施の形態にかかる情報処理システムの動作を示すフローチャートである
。
【図６】第１の実施の形態にかかる情報処理システムの動作を示すシーケンス図である。
【図７】第１の実施の形態にかかる情報処理システムの動作例である。
【図８】第２の実施の形態にかかる情報処理システムの構成を示すブロック図である。
【図９】第２の実施の形態にかかる情報処理システムの動作を示すフローチャートである
。
【図１０】第２の実施の形態にかかる情報処理システムの動作を示すシーケンス図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
［第１の実施の形態］
　まず、図１を参照して、本発明の第１の実施の形態にかかる情報処理システム１および
情報処理装置１０について説明する。図１は、第１の実施の形態にかかる情報処理システ
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ムおよび情報処理装置の構成を示すブロック図である。
【００１７】
　この情報処理システム１は、通信回線３０を介して互いに接続された情報処理装置（第
１の情報処理装置）１０と情報処理装置（第２の情報処理装置）２０とから構成されて、
これら情報処理装置１０，２０間で連携することにより、通信回線３０を介して転送デー
タを転送するデータ転送処理を実行する機能を有している。本発明では、２つの情報処理
装置からなる情報処理システム１を基本形態とし、３つ以上の情報処理装置で情報処理シ
ステム１を構成する場合には、この基本形態を、各情報処理装置間にそれぞれ適用すれば
よい。
【００１８】
　情報処理装置１０，２０は、スマートフォン、携帯電話、パソコンなどの情報処理装置
からなり、通信回線３０を介してデータ通信を行う機能を有している。各実施の形態では
、情報処理装置１０をデータ転送時の送信側とするとともに、情報処理装置２０をデータ
転送時の受信側とし、情報処理装置１０から情報処理装置２０に対して、メモ、メッセー
ジ、住所データなどの文字データ、あるいは画像、映像、音楽、アプリケーションファイ
ル、ＷＥＢ文書、クーポンや広告などのサービス情報などのファイルデータといった、一
般的なコンテンツをデータ転送する場合を例として説明する。
【００１９】
　本実施の形態は、情報処理装置１０において、情報処理装置２０とのデータ転送処理を
開始する前に、通信回線３０を介して情報処理装置２０へ第２の発音データを送信し、デ
ータ転送処理と並行して、自装置での第１の処理状況に応じた第１の音声を第１の発音デ
ータにより特定して順次出力し、情報処理装置２０において、情報処理装置１０とのデー
タ転送処理を開始する前に、通信回線３０を介して情報処理装置１０から第２の発音デー
タを受信し、データ転送処理と並行して、自装置での第２の処理状況に応じた、第１の音
声とは異なる第２の音声を第２の発音データにより特定して順次出力するようにしたもの
である。
【００２０】
［情報処理装置］
　次に、図１を参照して、本実施の形態にかかる情報処理装置１０，２０の構成について
詳細に説明する。
　情報処理装置１０には、主な機能部として、通信Ｉ／Ｆ部１１、操作入力部１２、表示
部１３、音声処理部１４、記憶部１５、および制御部１６が設けられている。
【００２１】
　通信Ｉ／Ｆ部１１は、専用のデータ通信回路からなり、通信回線３０を介して情報処理
装置２０などの情報処理装置とデータ通信を行う機能を有している。この際、通信方式と
しては、携帯電話用の移動体通信方式のほか、無線ＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商
標）、赤外線通信などの無線通信方式を用いてもよく、インターネットやＬＡＮなどの有
線通信方式を用いてもよい。
【００２２】
　操作入力部１２は、タッチパネルやキーボードなどの操作入力装置からなり、利用者の
操作を検出して制御部１６へ出力する機能を有している。
　表示部１３は、ＬＣＤやＬＥＤなどの表示装置からなり、制御部１６からの指示に応じ
て、データ転送状況の動作状況など、各種の情報を表示する機能を有している。
　音声処理部１４は、制御部１６からの発音指示に基づいて、情報処理装置２０とのデー
タ転送処理に関する処理状況に応じた第１の音声を生成して、スピーカ（図示せず）から
出力する機能を有している。
【００２３】
　記憶部１５は、半導体メモリやハードディスクなどの記憶装置からなり、制御部１６で
の各種処理に用いる処理情報やプログラム１５Ｐを記憶する機能を有している。
　プログラム１５Ｐは、制御部１６を構成するＣＰＵに読み込まれて実行されることによ
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り、制御部１６の各種処理部を実現する機能を有しており、予め外部装置や記録媒体（と
もに図示せず）から記憶部１５へ格納される。
【００２４】
　記憶部１５で記憶される主な処理情報として、第１の発音データ１５Ａ、第２の発音デ
ータ１５Ｂ、および転送データ１５Ｃがある。
　第１の発音データ１５Ａは、データ転送処理の処理状況に応じて変化する第１の音声を
、当該処理状況から特定するためのデータである。この第１の音声は、情報処理装置１０
から出力される音声である。
　第２の発音データ１５Ｂは、データ転送処理の処理状況に応じて変化する、第１の音声
とは異なる第２の音声を、当該処理状況から特定するためのデータである。この第２の音
声は、情報処理装置２０から出力される音声である。
【００２５】
　第１音声および第２の音声は、データ転送処理の処理状況に応じて変化する。このため
、第１および第２の発音データ１５Ａ，１５Ｂは、データ転送処理の処理状況に応じた、
周波数、音量、または音色を示すパラメータ（制御データ）で記述される。この場合、周
波数は、第１音声および第２の音声の高さを特定し、音量は、第１音声および第２の音声
の大きさを特定し、音色は、第１音声および第２の音声に関する、周波数や音量以外の波
形成分を特定する。第１および第２の発音データ１５Ａ，１５Ｂについては、例えば音声
の出力タイミング、出力間隔、変化速度など、周波数、音量、および音色以外のパラメー
タを用いてもよい。
【００２６】
　また、第１および第２の発音データ１５Ａ，１５Ｂとして、データ転送処理の処理状況
に応じた音声データで構成してもよい。この音声データは、特定の符号化方式で音声信号
を符号化して得られたデータである。このような音声データそのものを用いることにより
、より自由度の高い音声を出力することができる。
　また、第１および第２の発音データ１５Ａ，１５Ｂとして、電子楽器で用いられている
、ＭＩＤＩ（Musical Instrument Digital Interface：登録商標）などの規格に基づくデ
ータフォーマットで記述された演奏データを用いてもよい。
【００２７】
　図２は、発音データの構成例である。ここでは、音声の特徴を示すパラメータとして、
処理状況に応じた周波数や音量がそれぞれ特定されている。例えば、第１の発音データ１
５Ａでは、処理状況が０％すなわちデータ転送処理の開始時において、周波数が５００Ｈ
ｚで音量がｍａｘ（最大）であり、処理状況が１００％すなわちデータ転送処理の終了時
において、周波数が２５００Ｈｚで音量がｍｉｎ（最小）であることが特定されている。
この場合、中間の処理状況における周波数や音量については、処理状況０％と１００％と
の値から線形的に補間される。
【００２８】
　同様に、第２の発音データ１５Ｂでは、処理状況が０％すなわちデータ転送処理の開始
時において、周波数が２５００Ｈｚ音量がｍｉｎ（最小）であり、処理状況が１００％す
なわちデータ転送処理の終了時において、周波数が５００Ｈｚで音量がｍａｘ（最大）で
あることが特定されている。この場合も、中間の処理状況におけるパラメータ値について
は、処理状況０％と１００％との値から線形的に補間される。
【００２９】
　これら第１および第２の発音データ１５Ａ，１５Ｂについては、図２に示した構成例に
限定されるものではなく、テーブルや関数式を用いて表してもよい。
　図３は、発音データの他の構成例（テーブル）である。ここでは、第１の発音データ１
５Ａの例として、各処理状況に対応する周波数や音量がテーブル形式で登録されている。
具体的には、処理状況が０％から２５％未満の場合、周波数が５００Ｈｚであり、処理状
況が２５％以上から５０％未満の場合には１０００Ｈｚであり、処理状況が５０％以上か
ら７５％未満の場合には１５００Ｈｚであり、処理状況が７５％以上から１００％以下の
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場合２５００Ｈｚであることが登録されている。
【００３０】
　図４は、発音データの他の構成例（関数）である。ここでは、第１の発音データ１５Ａ
の例として、各処理状況に対応する周波数や音量がテーブル形式で登録されている。具体
的には、特性４１が線形関数であり、処理状況０％から１００％まで周波数が線形的に増
加しており、図２に示したものと同じ特性を示している。また、特性４２はステップ関数
であり、処理状況０％から１００％まで周波数が階段的に増加しており、図３に示したも
のと同じ特性を示している。また、特性４３は非線形関数であり、非線形的に周波数が変
化している。
【００３１】
　転送データ１５Ｃは、データ転送処理により情報処理装置２０へ転送するデータである
。この転送データ１５Ｃとしては、メモ、メッセージ、住所データなどの文字データから
なるコンテンツがある。この他、画像、映像、音楽、アプリケーションファイル、ＷＥＢ
文書、クーポンや広告などのサービス情報などのファイルデータからなるコンテンツもあ
る。
【００３２】
　なお、情報処理装置１０，２０間で連携して第１の音声と第２の音声とを出力すること
を目的とする場合には、データとして意味を持たないダミーデータを転送データ１５Ｃと
して用いてもよい。これにより、情報処理装置１０，２０がゲーム機のコントローラから
なる場合、これらコントローラ間で第１および第２の音声を連携して出力することができ
、コントローラを操作するそれぞれプレーヤーが、ゲーム上の架空物のやり取りを、第１
および第２の音声から、より印象的にイメージすることができる。
【００３３】
　制御部１６は、ＣＰＵおよびその周辺回路を有し、記憶部１５のプログラム１５Ｐを読
み込んで実行することにより、各種処理部を実現する機能を有している。
　制御部１６で実現される主な処理部としては、データ転送処理部１６Ａ、処理状況検出
部１６Ｂ、および発音制御部１６Ｃがある。
【００３４】
　データ転送処理部１６Ａは、通信回線３０を介して情報処理装置２０との間でデータ転
送処理を行う機能を有している。具体的には、記憶部１５から読み出した転送データ１５
Ｃを複数の個別データに分割してパケット化する機能と、得られたパケットを通信Ｉ／Ｆ
部１１から通信回線３０を介して情報処理装置２０へ順次送信する機能とを有している。
【００３５】
　処理状況検出部１６Ｂは、データ転送処理部１６Ａまたは通信Ｉ／Ｆ部１１での処理動
作をモニタすることにより、転送データ１５Ｃのうち、通信Ｉ／Ｆ部１１から情報処理装
置２０へ送信した送信済データ量を検出（算出）する機能と、転送データ１５Ｃの全デー
タ量に対する送信済データ量の割合を第１の処理状況として検出する機能とを有している
。また、処理状況を算出する際、データ量の比率に代えてパケット数や個別データ数の比
率を用いてもよい。
【００３６】
　発音制御部１６Ｃは、データ転送処理を開始する前に、記憶部１５から読み出した第２
の発音データ１５Ｂを、通信Ｉ／Ｆ部１１から通信回線３０を介して情報処理装置２０へ
送信する機能と、データ転送処理と並行して、処理状況検出部１６Ｂで検出した第１の処
理状況に応じた第１の音声を、記憶部１５から読み出した第１の発音データ１５Ａにより
特定する機能と、特定した第１の音声に関するパラメータから生成した発音指示を、音声
処理部１４へ出力することにより、第１の音声を順次出力する機能とを有している。
【００３７】
　情報処理装置２０には、全体として情報処理装置１０とほぼ同様の機能部が設けられて
おり、主な機能部として、通信Ｉ／Ｆ部２１、操作入力部２２、表示部２３、音声処理部
２４、記憶部２５、および制御部２６が設けられている。これら機能部は、それぞれ通信
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Ｉ／Ｆ部１１、操作入力部１２、表示部１３、音声処理部１４、記憶部１５、および制御
部１６に対応付けられている。
【００３８】
　通信Ｉ／Ｆ部２１は、専用のデータ通信回路からなり、通信回線３０を介して情報処理
装置１０などの情報処理装置とデータ通信を行う機能を有している。この際、通信方式と
しては、携帯電話用の移動体通信方式のほか、無線ＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商
標）、赤外線通信などの無線通信方式を用いてもよく、インターネットやＬＡＮなどの有
線通信方式を用いてもよい。
【００３９】
　操作入力部２２は、タッチパネルやキーボードなどの操作入力装置からなり、利用者の
操作を検出して制御部２６へ出力する機能を有している。
　表示部２３は、ＬＣＤやＬＥＤなどの表示装置からなり、制御部２６からの指示に応じ
て、データ転送状況の動作状況など、各種の情報を表示する機能を有している。
　音声処理部２４は、制御部２６からの発音指示に基づいて、情報処理装置２０とのデー
タ転送処理に関する処理状況に応じた第２の音声を生成して、スピーカ（図示せず）から
出力する機能を有している。
【００４０】
　記憶部２５は、半導体メモリやハードディスクなどの記憶装置からなり、制御部２６で
の各種処理に用いる処理情報やプログラム２５Ｐを記憶する機能を有している。
　プログラム２５Ｐは、制御部２６を構成するＣＰＵに読み込まれて実行されることによ
り、制御部２６の各種処理部を実現する機能を有しており、予め外部装置や記録媒体（と
もに図示せず）から読み込まれて記憶部２５に格納される。
【００４１】
　記憶部２５で記憶される主な処理情報として、第２の発音データ２５Ｂ、および転送デ
ータ２５Ｃがある。
　第２の発音データ２５Ｂは、データ転送処理の処理状況に応じて情報処理装置２０で出
力する第２の音声を特定するためのデータである。
　転送データ２５Ｃは、データ転送処理により情報処理装置１０から受信したデータであ
る。
【００４２】
　制御部２６は、ＣＰＵおよびその周辺回路を有し、記憶部２５のプログラム２５Ｐを読
み込んで実行することにより、各種処理部を実現する機能を有している。
　制御部２６で実現される主な処理部としては、データ転送処理部２６Ａ、処理状況検出
部２６Ｂ、および発音制御部２６Ｃがある。
【００４３】
　データ転送処理部２６Ａは、通信回線３０を介して情報処理装置１０との間でデータ転
送処理を行う機能を有している。具体的には、通信回線３０を介して通信Ｉ／Ｆ部２１で
受信した情報処理装置２０からのパケットを分解し、パケットから個別データを順次抽出
する機能と、これら個別データを連結することにより元の転送データ１５Ｃと同じ転送デ
ータ２５Ｃを生成して記憶部２５へ保存する機能とを有している。
【００４４】
　処理状況検出部２６Ｂは、データ転送処理部２６Ａまたは通信Ｉ／Ｆ部２１での処理動
作をモニタすることにより、転送データ２５Ｃのうち、通信Ｉ／Ｆ部２１で情報処理装置
１０から受信した受信済データ量を検出する機能と、転送データ２５Ｃの全データ量に対
する受信済データ量の割合を第２の処理状況として検出（算出）する機能とを有している
。転送データ１５Ｃの全データ量については、データ転送開始要求メッセージで情報処理
装置１０から通知されたものを用いてもよく、逐次個別データに添付されたものを用いて
もよい。また、処理状況を算出する際、データ量の比率に代えてパケット数や個別データ
数の比率を用いてもよい。
【００４５】
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　発音制御部２６Ｃは、データ転送処理を開始する前に、情報処理装置１０から通信回線
３０を介して通信Ｉ／Ｆ部２１で受信した第２の発音データ２５Ｂを記憶部２５へ保存す
る機能と、データ転送処理と並行して、処理状況検出部２６Ｂで検出した第２の処理状況
に応じた第２の音声を、記憶部２５から読み出した第２の発音データにより特定する機能
と、特定した第２の音声に関するパラメータから生成した発音指示を、音声処理部２４へ
出力することにより、第２の音声を順次出力する機能とを有している。
【００４６】
［第１の実施の形態の動作］
　次に、図５および図６を参照して、本実施の形態にかかる情報処理システム１の動作に
ついて説明する。図５は、第１の実施の形態にかかる情報処理システムの動作を示すフロ
ーチャートである。図６は、第１の実施の形態にかかる情報処理システムの動作を示すシ
ーケンス図である。
【００４７】
　情報処理装置１０の制御部１６は、利用者のデータ転送指示操作に応じて、データ転送
処理部１６Ａにより、データ転送開始を要求するためのデータ転送開始要求メッセージを
、情報処理装置２０へ送信する（ステップ１００）。
　情報処理装置２０の制御部２６は、情報処理装置１０からのデータ転送開始要求メッセ
ージに応じて、データ転送処理部２６Ａにより、データ転送開始を許諾するための応答メ
ッセージを、情報処理装置１０へ返送する（ステップ１１０）。
　これにより、情報処理装置１０，２０間で、データ転送のためのリンクが確立される。
【００４８】
　次に、発音制御部１６Ｃは、記憶部１５から第２の発音データ１５Ｂを読み出して、情
報処理装置１０へ送信する（ステップ１０１）。
　発音制御部２６Ｃは、情報処理装置１０からの第２の発音データ１５Ｂを受信し、第２
の発音データ２５Ｂとして記憶部２５へ保存し、応答メッセージを返送する（ステップ１
１１）。
【００４９】
　この後、データ転送処理部１６Ａは、記憶部１５から読み出した転送データ１５Ｃを分
割し、得られた個別データを順次送信する（ステップ１０２）。
　データ転送処理部２６Ａは、情報処理装置１０からの個別データを順次受信して、これ
ら個別データを連結し、転送データ２５Ｃとして記憶部２５へ保存する（ステップ１１２
）。
【００５０】
　また、発音制御部１６Ｃは、上記データ転送処理と並行して、処理状況検出部１６Ｂで
検出した第１の処理状況に応じた第１の音声を、記憶部１５から読み出した第１の発音デ
ータ１５Ａにより特定し、特定した第１の音声に関するパラメータから生成した発音指示
を、音声処理部１４へ出力することにより、第１の音声を順次出力する（ステップ１０３
）。これにより、情報処理装置１０での処理状況が、情報処理装置１０から利用者に対し
て第１の音声により通知される。
【００５１】
　一方、発音制御部２６Ｃは、上記データ転送処理と並行して、処理状況検出部２６Ｂで
検出した第２の処理状況に応じた第２の音声を、記憶部２５から読み出した第２の発音デ
ータ２５Ｂにより特定し、特定した第２の音声に関するパラメータから生成した発音指示
を、音声処理部２４へ出力することにより、第２の音声を順次出力する（ステップ１１３
）。これにより、情報処理端末２０での処理状況が、情報処理端末２０から利用者に対し
て第２の音声により通知される。
【００５２】
　このようにして、すべての個別データの送信が終了するまで（ステップ１０４：ＮＯ）
、データ転送処理部１６Ａによる個別データ送信と、発音制御部１６Ｃによる第１の音声
の発音処理が繰り返し実行される。また、すべての個別データの受信が終了するまで（ス
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テップ１１４：ＮＯ）、データ転送処理部２６Ａによる個別データ受信と、発音制御部２
６Ｃによる第２の音声の発音処理が繰り返し実行される。
【００５３】
　また、すべての個別データの送信が終了した後（ステップ１０４：ＹＥＳ）、データ転
送処理部１６Ａは、データ転送を終了するためのデータ転送終了メッセージを、情報処理
装置２０へ送信する（ステップ１０５）。
　データ転送処理部２６Ａは、すべての個別データの受信が終了した後（ステップ１１４
：ＹＥＳ）、情報処理装置１０からのデータ転送終了メッセージに応じて、データ転送終
了を許諾するための応答メッセージを、情報処理装置１０へ返送する（ステップ１１５）
。
　これにより、情報処理装置１０，２０間で、データ転送のためのリンクが切断される。
【００５４】
　この後、発音制御部１６Ｃは、第１の音声に関する発音を停止して発音処理を終了し（
ステップ１０６）、発音制御部２６Ｃは、第２の音声に関する発音を停止して発音処理を
終了する（ステップ１１６）。
【００５５】
　図７は、第１の実施の形態にかかる情報処理システムの動作例である。ここでは、図２
に示した発音データの構成例に基づいて、時刻Ｔ１から開始されたデータ転送処理が、時
刻Ｔ２で終了した場合における、第１および第２の音声の変化が示されている。
【００５６】
　情報処理装置１０では、時刻Ｔ１において、処理状況が０％であることから、周波数が
５００Ｈｚで音量が最大（ｍａｘ）である第１の音声が出力される。
　この後、データ転送処理が進んで処理状況が増大するにつれて、第１の音声の周波数が
高くなるとともに、音量が小さくなる。
　そして、時刻Ｔ２において、処理状況が１００％となった時点で、周波数２５００Ｈｚ
まで上昇し、音量が０となる。
【００５７】
　一方、情報処理装置２０では、時刻Ｔ１において、処理状況が０％であることから、周
波数が２５００Ｈｚで音量が０である第２の音声が出力される。
　この後、データ転送処理が進んで処理状況が増大するにつれて、第２の音声の周波数が
低くなるとともに、音量が大きくなる。
　そして、時刻Ｔ２において、処理状況が１００％となった時点で、周波数５００Ｈｚま
で低下し、音量が最大（ｍａｘ）となる。
【００５８】
［第１の実施の形態の効果］
　このように、本実施の形態は、情報処理装置１０において、データ転送処理の処理状況
に応じて変化する第１の音声を、当該処理状況から特定するための第１の発音データ１５
Ａと、データ転送処理の処理状況に応じて変化する、第１の音声とは異なる第２の音声を
、当該処理状況から特定するための第２の発音データ１５Ｂとを予め記憶しておき、発音
制御部１６Ｃで、データ転送処理を開始する前に、情報処理装置２０へ第２の発音データ
１５Ｂを送信し、処理状況検出部１６Ｂで、データ転送処理により情報処理装置１０から
送信した送信済データ量の、転送データの全データ量に対する割合を、第１の処理状況と
して検出し、発音制御部１６Ｃで、データ転送処理と並行して、第１の処理状況に応じた
第１の音声を、第１の発音データ１５Ａにより特定して順次出力するようにしたものであ
る。
【００５９】
　また、情報処理装置２０において、発音制御部２６Ｃで、データ転送処理を開始する前
に、第１の情報処理装置から第２の発音データを受信し、処理状況検出部２６Ｂで、デー
タ転送処理により情報処理装置１０から受信した受信済データ量の、転送データの全デー
タ量に対する割合を、第２の処理状況として検出し、発音制御部２６Ｃで、データ転送処
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理と並行して、第２の処理状況に応じた第２の音声を、第２の発音データにより特定して
順次出力するようにしたものである。
【００６０】
　これにより、情報処理装置１０，２０間でのデータ転送処理の処理状況に応じて変化す
る第１の音声が、情報処理装置１０から出力されるとともに、処理状況に応じて変化する
、第１の音声とは異なる第２の音声が、情報処理装置２０から出力される。
　したがって、情報処理装置１０の利用者が当該情報処理装置１０の傍に存在するととも
に、情報処理装置２０の利用者が当該情報処理装置２０の傍に存在する場合でも、それぞ
れの利用者が、情報処理装置１０，２０から出力される第１の音声と第２の音声とを容易
に識別できる。
【００６１】
　このため、本実施の形態によれば、情報処理装置１０，２０間におけるデータ転送処理
の処理状況、さらには、データ転送の方向や、他の情報処理装置に対する情報処理装置１
０，２０間の連携状況を、これら情報処理装置１０，２０の利用者が、それぞれ音声によ
り容易に把握することが可能となる。
【００６２】
　また、本実施の形態では、第１および第２の発音データ１５Ａ，１５Ｂとして、データ
転送処理の処理状況に応じた、周波数、音量、または音色を示す制御データを含むように
したので、利用者が第１および第２の音声により、データ転送処理の処理状況を容易に把
握できる。特に、第１の音声と第２の音声とが、処理状況に応じて互いの周波数、音量、
または音色などのパラメータが逆方向に変化する音声を用いてもよい。この場合、第２の
発音データ１５Ｂは、第１の発音データ１５Ａと比較して逆特性を持つことになる。これ
により、極めて容易に第１および第２の音声を識別できるとともに、データ転送の方向や
、情報処理装置１０，２０間の連携状況を極めて容易に把握できる。
【００６３】
　また、本実施の形態では、図７に示したように、転送データを送信する情報処理装置１
０から出力する第１の音声について、データ転送処理の処理状況が進につれて、その周波
数を上昇させてもよい。これにより、転送データが情報処理装置１０から離れて情報処理
装置２０へ送信されたイメージを、利用者に印象付けることができ、極めて自然な形で利
用者が処理状況を把握できる。この際、第１の音声の周波数の上昇に代えて、音量を低下
させるようにしても、極めて自然な形で利用者が処理状況を把握できる。
【００６４】
　また、これとは逆に、転送データを送信する情報処理装置２０から出力する第２の音声
について、データ転送処理の処理状況が進につれて、その周波数を低下させてもよい。こ
れにより、情報処理装置２０から送信された転送データが情報処理装置２０へ届いたイメ
ージを、利用者に印象付けることができ、極めて自然な形で利用者が処理状況を把握でき
る。この際、第２の音声の周波数の低下に代えて、音量を増加させるようにしても、極め
て自然な形で利用者が処理状況を把握できる。
【００６５】
［第２の実施の形態］
　次に、図８を参照して、本発明の第２の実施の形態にかかる情報処理システム１につい
て説明する。図８は、第２の実施の形態にかかる情報処理システムの構成を示すブロック
図である。
【００６６】
　第１の実施の形態では、情報処理装置２０において、データ転送処理の開始前に情報処
理装置１０から通知された第２の発音データ２５Ｂに基づいて、処理状況検出部２６Ｂで
検出した当該情報処理装置２０の処理状況と対応する第２の音声を特定して出力する場合
を例として説明した。
　本実施の形態では、情報処理装置１０において、データ転送処理の処理状況に応じた第
２の音声を特定し、当該第２の音声の発音を示す発音指示データを、データ転送処理と並
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行して、順次、情報処理装置２０へ送信し、情報処理装置２０において、この発音指示デ
ータに基づき第２の音声を出力する場合について説明する。
【００６７】
　本実施の形態において、情報処理装置１０の発音制御部１６Ｃは、データ転送処理と並
行して、処理状況検出部１６Ｂで検出した第１の処理状況に応じた第２の音声を第２の発
音データ１５Ｂにより特定する機能と、当該第２の音声の出力を指示する発音指示データ
を情報処理装置２０へ順次送信する機能とを有している。
　また、情報処理装置２０の発音制御部２６Ｃは、データ転送処理と並行して、情報処理
装置１０から発音指示データを順次受信する機能と、当該発音指示データに基づいて第２
の音声を出力する機能とを有している。
【００６８】
　なお、第１の実施の形態（図１参照）と比較して、本実施の形態では、情報処理装置２
０に処理状況検出部２６Ｂが含まれていない。また、この他の構成については、第１の実
施の形態と同様であり、ここでの詳細な説明は省略する。
【００６９】
［第２の実施の形態の動作］
　次に、図９および図１０を参照して、本実施の形態にかかる情報処理システム１の動作
について説明する。図９は、第２の実施の形態にかかる情報処理システムの動作を示すフ
ローチャートである。図１０は、第２の実施の形態にかかる情報処理システムの動作を示
すシーケンス図である。
【００７０】
　情報処理装置１０の制御部１６は、利用者のデータ転送指示操作に応じて、データ転送
処理部１６Ａにより、データ転送開始を要求するためのデータ転送開始要求メッセージを
、情報処理装置２０へ送信する（ステップ２００）。
　情報処理装置２０の制御部２６は、情報処理装置１０からのデータ転送開始要求メッセ
ージに応じて、データ転送処理部２６Ａにより、データ転送開始を許諾するための応答メ
ッセージを、情報処理装置１０へ返送する（ステップ２１０）。
　これにより、情報処理装置１０，２０間で、データ転送のためのリンクが確立される。
【００７１】
　この後、データ転送処理部１６Ａは、記憶部１５から読み出した転送データ１５Ｃを分
割し、得られた個別データを順次送信する（ステップ２０１）。
　また、発音制御部１６Ｃは、処理状況検出部１６Ｂで検出した第１の処理状況に応じた
第２の音声を第２の発音データ１５Ｂにより特定し、当該第２の音声の出力を指示する発
音指示データを順次送信する（ステップ２０２）。この際、発音指示データを個別データ
に付加して送信してもよい。
【００７２】
　また、発音制御部１６Ｃは、上記データ転送処理と並行して、処理状況検出部１６Ｂで
検出した第１の処理状況に応じた第１の音声を、記憶部１５から読み出した第１の発音デ
ータ１５Ａにより特定し、特定した第１の音声に関するパラメータから生成した発音指示
を、音声処理部１４へ出力することにより、第１の音声を順次出力する（ステップ２０３
）。これにより、情報処理装置１０での処理状況が、情報処理装置１０から利用者に対し
て第１の音声により通知される。
【００７３】
　一方、データ転送処理部２６Ａは、情報処理装置２０からの個別データを順次受信して
、これら個別データを連結し、転送データ２５Ｃとして記憶部２５へ保存する（ステップ
２１１）。
　また、発音制御部２６Ｃは、情報処理装置１０から発音指示データを順次受信し（ステ
ップ２１２）、当該発音指示データに基づいて第２の音声を出力する（ステップ２１３）
。これにより、情報処理端末２０での処理状況が、情報処理端末２０から利用者に対して
第２の音声により通知される。
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【００７４】
　このようにして、すべての個別データの送信が終了するまで（ステップ２０４：ＮＯ）
、データ転送処理部１６Ａによる個別データ送信、および発音制御部１６Ｃにより発音指
示データ送信と、発音制御部１６Ｃによる第１の音声の発音処理が繰り返し実行される。
また、すべての個別データの受信が終了するまで（ステップ２１４：ＮＯ）、データ転送
処理部２６Ａによる個別データ受信、および発音制御部２６Ｃによる発音指示データの受
信と、発音制御部２６Ｃによる第２の音声の発音処理が繰り返し実行される。
【００７５】
　また、すべての個別データの送信が終了した後（ステップ２０４：ＹＥＳ）、データ転
送処理部１６Ａは、データ転送を終了するためのデータ転送終了メッセージを、情報処理
装置２０へ送信する（ステップ２０５）。
　データ転送処理部２６Ａは、すべての個別データの受信が終了した後（ステップ２１４
：ＹＥＳ）、情報処理装置１０からのデータ転送終了メッセージに応じて、データ転送終
了を許諾するための応答メッセージを、情報処理装置１０へ返送する（ステップ２１５）
。
　これにより、情報処理装置１０，２０間で、データ転送のためのリンクが切断される。
【００７６】
　この後、発音制御部１６Ｃは、第１の音声に関する発音を停止して発音処理を終了し（
ステップ２０６）、発音制御部２６Ｃは、第２の音声に関する発音を停止して発音処理を
終了する（ステップ２１６）。
【００７７】
［第２の実施の形態の効果］
　このように、本実施の形態では、情報処理装置１０の発音制御部１６Ｃで、データ転送
処理と並行して、処理状況検出部１６Ｂで検出した第１の処理状況に応じた第２の音声を
第２の発音データ１５Ｂにより特定して、当該第２の音声の出力を指示する発音指示デー
タを情報処理装置２０へ順次送信し、情報処理装置２０の発音制御部２６Ｃで、データ転
送処理と並行して、情報処理装置１０から発音指示データを順次受信し、当該発音指示デ
ータに基づいて第２の音声を出力するようにしたものである。
【００７８】
　このため、第１の実施の形態と比較して、情報処理装置２０での発音制御に要する構成
および処理動作を簡略化することができ、一般的なスマートフォンや携帯電話に対して、
情報処理装置２０の機能を容易に搭載することが可能となる。したがって、例えばデジタ
ルサイネージなどの、不特定多数の利用者が閲覧するような情報提供装置から、各利用者
のスマートフォンに対して、クーポンや広告などのサービス情報を配信する際、利用者が
情報提供装置から自己のスマートフォンにサービス情報が届いたことを、自然な形で容易
に把握することが可能となる。
【００７９】
［実施の形態の拡張］
　以上、実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではない。本発明の構成や詳細には、本発明のスコープ内で当業者が理解しうる様々な
変更をすることができる。また、各実施形態については、矛盾しない範囲で任意に組み合
わせて実施することができる。
【００８０】
　また、各実施の形態では、情報処理装置１０から情報処理装置２０に対して転送データ
１５Ｃを送信する場合を例として説明したが、情報処理装置２０から情報処理処理１０に
対して転送データ２５Ｃを送信することも考えられる。この場合には、情報処理装置１０
のうち、データ転送処理部１６Ａ、処理状況検出部１６Ｂ、および発音制御部１６Ｃの機
能を、情報処理装置２０の制御部２６で実現するとともに、第１および第２の発音データ
１５Ａ，１５Ｂを情報処理装置２０の記憶部２５に記憶しておき、情報処理装置２０のデ
ータ転送処理部２６Ａ、処理状況検出部２６Ｂ、および発音制御部２６Ｃの機能を、情報
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処理装置１０の制御部１６で実現すればよい。
【００８１】
　したがって、情報処理装置１０と情報処理装置２０との間で、双方向に転送データをや
り取りすることができる。
　また、プログラム１５Ｐ，２５Ｐについても、これらプログラム１５Ｐ，２５Ｐの両方
を含む共用プログラムを作成して、記憶部１５，２５に予め格納しておけばよい。これに
より、転送データの送信方向に応じた処理を、制御部１５，２５で選択的に実行すること
ができる。したがって、プログラムを情報処理装置１０，２０で共用することができる。
【符号の説明】
【００８２】
　１…情報処理システム、１０…情報処理装置（第１の情報処理装置）、１１，２１…通
信Ｉ／Ｆ部、１２，２２…操作入力部、１３，２３…表示部、１４，２４…音声処理部、
１５，２５…記憶部、１５Ａ…第１の発音データ、１５Ｂ，２５Ｂ…第２の発音データ、
１５Ｃ，２５Ｃ…転送データ、１５Ｐ，２５Ｐ…プログラム、１６，２６…制御部、１６
Ａ，２６Ａ…データ転送処理部、１６Ｂ，２６Ｂ…処理状況検出部、１６Ｃ，２６Ｃ…発
音制御部、２０…情報処理装置（第２の情報処理装置）、３０…通信回線。

【図１】 【図２】

【図３】
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