
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯電話機と、該携帯電話機が接続されるネットワークと、複数の着信メロディデータ
をそのＩＤ（識別子）と対応させて格納するネットワークサーバとから構成され、
　前記携帯電話機は、前記ネットワークサーバに格納されている着信メロディのリストを
検索する手段と、該検索機能により選択された所望の着信メロディを前記ＩＤにより指定
する手段と、該選択された着信メロディのＩＤを、相手方の連絡先を含む発信情報に付加
して前記ネットワークへ送信する手段と、前記ネットワークから着信メロディデータを含
む着信情報を受信したときに前記着信メロディデータを抽出して、着信報知手段により前
記着信メロディを鳴動させる手段を備えており、
　前記ネットワークは、前記携帯電話機より受信した前記着信メロディのＩＤが付加され
た前記発信情報から前記着信メロディのＩＤを抽出して前記ネットワークサーバに送信す
る手段と、前記ネットワークサーバから受信した前記ＩＤに対応する着信メロディデータ
を前記発信情報に対応する着信情報に付加して前記発信情報により特定される携帯電話機
へ送信する手段を備えており、
　前記ネットワークサーバは、前記ネットワークから前記着信メロディのＩＤを受信した
ときに該ＩＤに対応する着信メロディデータを読み出して前記ネットワークへ送信する手
段を備えて
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おり、
　前記携帯電話機は、さらに、マナーモードを設定する手段と、マナーモード設定時であ
って前記ネットワークから前記着信メロディデータ付き前記着信情報を受信したときに前



ていることを
特徴とする着信メロディ指定機能付携帯電話システム。
【請求項２】
　携帯電話機と、該携帯電話機が接続されるネットワークと、複数の着信メロディデータ
をそのＩＤ（識別子）と対応させて格納するネットワークサーバとから構成され、
　前記携帯電話機は、前記ネットワークサーバに格納されている着信メロディのリストを
検索する手段と、該検索機能により選択された所望の着信メロディを前記ＩＤにより指定
する手段と、該選択された着信メロディのＩＤを、発呼信号又はメールアドレスを含む発
信情報に付加して前記ネットワークへ送信する手段と、前記ネットワークから着信メロデ
ィデータを含む着信情報を受信したときに前記着信メロディデータを抽出して、着信報知
手段により前記着信メロディを鳴動させる手段を備えており、
　前記ネットワークは、前記携帯電話機より受信した前記着信メロディのＩＤが付加され
た前記発信情報から前記着信メロディのＩＤを抽出して前記ネットワークサーバに送信す
る手段と、前記ネットワークサーバから受信した前記ＩＤに対応する着信メロディデータ
を前記発信情報に対応する着信情報に付加して前記発信情報により特定される携帯電話機
へ送信する手段を備えており、
　前記ネットワークサーバは、前記ネットワークから前記着信メロディのＩＤを受信した
ときに該ＩＤに対応する着信メロディデータを読み出して前記ネットワークへ送信する手
段を備えて

いることを
特徴とする着信メロディ指定機能付携帯電話システム。
【請求項３】
　前記携帯電話機は ナーモード設定時に前記ネットワークから前記着信メロディデー
タ付き着信情報を受信したときに前記ネットワークに対してマナーモードが設定されてい
ることを示す情報を送信する手 備えていることを特徴とする請求項１又は２記載の着
信メロディ指定機能付携帯電話システム。
【請求項４】
　前記携帯電話機は、発信者により作成された独自のメロディデータ、または音声を録音
した音データを、着信メロディデータとして前記ネットワークサーバへ送信して登録する
手段を備えており、
　前記ネットワークサーバは、前記発信者により作成された独自のメロディデータ、また
は音声を録音した音データを、前記ＩＤを付して登録するオリジナル着信メロディ記憶部
を備えていることを特徴とする のいずれか一に記載の着信メロディ指定機
能付携帯電話システム。
【請求項５】
　前記ネットワークサーバは、前記ネットワーク経由で前記携帯電話機から受信したＩＤ
が、着信メロディのジャンルを指定するものであるとき、前記指定されたジャンルの中か
らランダムに読み出した着信メロディデータを前記ネットワークへ送信する手段を備えて
いることを特徴とする のいずれか一に記載の着信メロディ指定機能付携帯
電話システム。
【請求項６】
　前記携帯電話機は、過去に指定した前記着信メロディ履歴を記憶する着信メロディ指定
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記着信メロディデータによる鳴動を停止する手段と、前記着信メロディデータが付加され
た前記着信情報を受信したときに少なくとも前記着信メロディデータを記憶する手段と、
マナーモード解除又は着信情報開示操作により、記憶された前記着信メロディデータを抽
出して、着信報知手段により前記着信メロディを鳴動させる手段と、を備え

おり、
　前記携帯電話機は、さらに、マナーモードを設定する手段と、マナーモード設定時であ
って前記ネットワークから前記着信メロディデータ付き前記着信情報を受信したときに前
記着信メロディデータによる鳴動を停止する手段と、前記着信メロディデータが付加され
た前記着信情報を受信したときに少なくとも前記着信メロディデータを記憶する手段と、
マナーモード解除又は着信情報開示操作により、記憶された前記着信メロディデータを抽
出して、着信報知手段により前記着信メロディを鳴動させる手段と、を備えて

、マ

段を

請求項１乃至３

請求項１乃至４



曲名履歴記憶部と、該着信メロディ指定曲名履歴記憶部から前記着信メロディＩＤを選択
して指定する手段を備えていることを特徴とする のいずれか一に記載の着
信メロディ指定機能付携帯電話システム。
【請求項７】
　前記ネットワークサーバは、前記着信メロディデータに加えて、各種のアプリケーショ
ンデータをＩＤ（識別子）と対応させて格納するコンテンツプロバイダサーバであって、
前記ネットワーク経由で前記携帯電話機から指定されたＩＤに対応する前記アプリケーシ
ョンデータを選択して読み出す手段と、前記読み出したアプリケーションデータを前記携
帯電話機から指定された連絡先へ前記ネットワークを経由して送信する手段とを備えてお
り、
　前記携帯電話機は、前記ネットワークを経由して前記コンテンツプロバイダサーバから
前記アプリケーションのリストを入手する手段と、前記リストから着信側の携帯電話機へ
送付する所望の１又は２以上のアプリケーションデータを選択する手段と、前記着信側の
連絡先に係る情報を前記コンテンツプロバイダサーバに送信する手段を備えていることを
特徴とする のいずれか一に記載の着信メロディ指定機能付携帯電話システ
ム。
【請求項８】
　前記アプリケーションデータは、ゲーム、壁紙、アニメーションデータを含むことを特
徴とする 記載の着信メロディ指定機能付携帯電話システム。
【請求項９】
　前記携帯電話機は、前記アプリケーションデータが付加された前記着信情報を受信した
ときに少なくとも前記アプリケーションデータを記憶する手段と、マナーモード設定時で
あって前記ネットワークから前記アプリケーションデータ付き前記着信情報を受信したと
きに、記憶された前記着信メロディデータ以外の前記アプリケーションデータによる動作
を実行させる手段を備えることを特徴とする 記載の着信メロディ指定機能付携帯
電話システム。
【請求項１０】
　請求項１に記載の着信メロディ指定機能付携帯電話システムに用いられる携帯電話機で
あって、
　前記携帯電話機は、前記ネットワークサーバに格納されている着信メロディのリストを
検索する手段と、該検索機能により選択された所望の着信メロディを前記ＩＤにより指定
する手段と、該選択された着信メロディのＩＤを、相手方の連絡先を含む発信情報に付加
して前記ネットワークへ送信する手段と、前記ネットワークから着信メロディデータを含
む着信情報を受信したときに前記着信メロディデータを抽出して、着信報知手段により前
記着信メロディを鳴動させる手段と、マナーモードを設定する手段と、マナーモード設定
時に前記ネットワークから前記着信メロディデータ付き前記着信情報を受信したときに前
記着信メロディデータによる鳴動を停止する手段と、マナーモード設定時に前記着信メロ
ディデータが付加された前記着信情報を受信したときに少なくとも前記着信メロディデー
タを記憶する手段と、マナーモード解除又は着信情報開示操作により、記憶された前記着
信メロディデータを抽出して、着信報知手段により前記着信メロディを鳴動させる手段と
、を備えることを特徴とする着信メロディ指定機能付携帯電話機。
【請求項１１】
　 に記載の着信メロディ指定機能付携帯電話システムに用いられる携帯電話機で
あって、
　前記携帯電話機は、前記ネットワークサーバに格納されている着信メロディのリストを
検索する手段と、該検索機能により選択された所望の着信メロディを前記ＩＤにより指定
する手段と、該選択された着信メロディのＩＤを、相手方の連絡先を含む発信情報に付加
して前記ネットワークへ送信する手段と、前記ネットワークから着信メロディデータを含
む着信情報を受信したときに前記着信メロディデータを抽出して、着信報知手段により前
記着信メロディを鳴動させる手段と、
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請求項１乃至５

請求項１乃至６

請求項７

請求項７

請求項３

マナーモード設定時に前記着信メロディデータが付



を備えていることを特徴とする着信メロディ指定機能付携帯電話機。
【請求項１２】
　 に記載の着信メロディ指定機能付携帯電話システムに用いられる携帯電話機で
あって、
　前記携帯電話機は、前記ネットワークサーバに格納されている着信メロディのリストを
検索する手段と、該検索機能により選択された所望の着信メロディを前記ＩＤにより指定
する手段と、該選択された着信メロディのＩＤを、相手方の連絡先を含む発信情報に付加
して前記ネットワークへ送信する手段と、前記ネットワークから着信メロディデータを含
む着信情報を受信したときに前記着信メロディデータを抽出して、着信報知手段により前
記着信メロディを鳴動させる手段と、

発信者により作成された独自のメロディデータ、または音声を録音した音データを、着
信メロディデータとして前記ネットワークサーバへ送信して登録する手段と、を備えてい
ることを特徴とする着信メロディ指定機能付携帯電話機。
【請求項１３】
　 に記載の着信メロディ指定機能付携帯電話システムに用いられる携帯電話機で
あって、
　前記携帯電話機は、前記ネットワークサーバに格納されている着信メロディのリストを
検索する手段と、該検索機能により選択された所望の着信メロディを前記ＩＤにより指定
する手段と、該選択された着信メロディのＩＤを、相手方の連絡先を含む発信情報に付加
して前記ネットワークへ送信する手段と、前記ネットワークから着信メロディデータを含
む着信信号を受信したときに前記着信メロディデータを抽出して、着信報知手段により前
記着信メロディを鳴動させる手段と、

過去に指定した前記着信メロディ履歴を記憶する着信メロディ指定曲名履歴記憶部と、
該着信メロディ指定曲名履歴記憶部を参照して前記着信メロディＩＤを選択する手段とを
備えていることを特徴とする着信メロディ指定機能付携帯電話機。
【請求項１４】
　請求項７に記載の着信メロディ指定機能付携帯電話システムに用いられる携帯電話機で
あって、
　前記携帯電話機は、前記ネットワークサーバに格納されている着信メロディのリストを
検索する手段と、該検索機能により選択された所望の着信メロディを前記ＩＤにより指定
する手段と、該選択された着信メロディのＩＤを、相手方の連絡先を含む発信情報に付加
して前記ネットワークへ送信する手段と、前記ネットワークから着信メロディデータを含
む着信信号を受信したときに前記着信メロディデータを抽出して、着信報知手段により前
記着信メロディを鳴動させる手段と、
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加された前記着信情報を受信したときに少なくとも前記着信メロディデータを記憶する手
段と、マナーモード解除又は着信情報開示操作により、記憶された前記着信メロディデー
タを抽出して、着信報知手段により前記着信メロディを鳴動させる手段と、マナーモード
設定時に前記ネットワークから前記着信メロディデータ付き着信情報を受信したときに前
記ネットワークに対してマナーモードが設定されていることを示す情報を送信する手段と
、

請求項４

マナーモードを設定する手段と、マナーモード設定
時に前記ネットワークから前記着信メロディデータ付き前記着信情報を受信したときに前
記着信メロディデータによる鳴動を停止する手段と、マナーモード設定時に前記着信メロ
ディデータが付加された前記着信情報を受信したときに少なくとも前記着信メロディデー
タを記憶する手段と、マナーモード解除又は着信情報開示操作により、記憶された前記着
信メロディデータを抽出して、着信報知手段により前記着信メロディを鳴動させる手段と
、

請求項６

マナーモードを設定する手段と、マナーモード設定
時に前記ネットワークから前記着信メロディデータ付き前記着信情報を受信したときに前
記着信メロディデータによる鳴動を停止する手段と、マナーモード設定時に前記着信メロ
ディデータが付加された前記着信情報を受信したときに少なくとも前記着信メロディデー
タを記憶する手段と、マナーモード解除又は着信情報開示操作により、記憶された前記着
信メロディデータを抽出して、着信報知手段により前記着信メロディを鳴動させる手段と
、

マナーモードを設定する手段と、マナーモード設定
時に前記ネットワークから前記着信メロディデータ付き前記着信情報を受信したときに前



前記ネットワークを経由して前記コンテンツプロバイダサーバから前記アプリケーショ
ンのリストを入手する手段と、前記リストから着信側の携帯電話機へ送付する所望の１又
は２以上のアプリケーションデータを選択する手段と、前記着信側の連絡先に係る情報を
前記コンテンツプロバイダサーバに送信する手段とを備えていることを特徴とする着信メ
ロディ指定機能付携帯電話機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着信メロディ指定機能付携帯電話システム及び携帯電話機に関し、特に、発
信者がネットワークサーバに格納されている複数の着信メロディから着信者の携帯電話機
で嗚動させたい着信メロディを選択することにより、着信者の携帯電話機の着信メロディ
を発信者側で指定できる機能を備える着信メロディ指定機能付携帯電話システム及び携帯
電話機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機では、通常、着呼時あるいはメッセージ着信時（メール着信時）に鳴る着信
メロディを予め着信メロディ記憶部に記憶しておき、着呼時あるいはメッセージ着信時に
着信メロディ記憶部から着信メロディデータを読み出して、スピーカ等を介して鳴動させ
ることにより着呼あるいはメッセージ着信を報知する方法が採用されている。
【０００３】
　例えば、図１３に示すように、着信メロディは、携帯電話機Ｄ０１や携帯電話機Ｄ０４
の着信メロディ記憶部に格納されている。また、図１４に示すように、携帯電話機内の記
憶部Ｅ０９の着信メロディ記憶領域には複数の着信メロディデータが格納されている。携
帯電話機は、着呼時あるいはメッセージ着信時に、その中から予め選択され設定された着
信メロディデータを読み出し、制御回路Ｅ０５により変換して、着信音出力回路Ｅ０７に
よりスピーカＥ０８で動作可能な信号に変換し、スピーカＥ０８を鳴動する。
【０００４】
　この従来の技術では、着信者（着呼者）が、予め着信者の携帯電話機の記憶部に格納さ
れている複数の着信メロディから選択し設定した着信メロディが鳴るだけであるため、発
信者（発呼者）から着信者の着信メロディを指定することはできない。例えば、発信者が
、着信者の携帯電話機の着信メロディにより発信者の意図、優先度を着信者に伝えること
はできない。
【０００５】
　そのため着信者は、発信者の意図や優先度を判別できないので、電話の内容の優先度が
低いにもかかわらず着信者が多忙なときに着信を受けてしまう場合、あるいは、優先度が
高い内容の電話にもかかわらず、着信者が、通話拒否をしてしまう事態が生ずる場合があ
る。さらに、着信メロディは、予め、携帯電話機の記憶部に格納されるため、より多くの
着信メロディを格納しようとするとメモリ容量の増大が必須となるので、携帯電話機内の
限られた容量の記憶部では格納できる着信メロディの曲数も制限される。
【０００６】
　このような問題を解消する手段として、特許文献１では、着信時に携帯電話機側で鳴動
する着信音の鳴動パターンを発信側で指定し、指定したメロディパターンデータを呼設定
メッセージに付加して送信し、着信側では、発信側から送信されたメッセージを解析し、
メロディパターンデータを抽出してスピーカを鳴動する方法が記載されており、この方法
によれば、発信者から着信者の着信メロディを指定することが可能となるので、着信側の
携帯電話機の着信メロディにより発信者の意図、優先度を着信者に伝えることが可能とな
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記着信メロディデータによる鳴動を停止する手段と、マナーモード設定時に前記着信メロ
ディデータが付加された前記着信情報を受信したときに少なくとも前記着信メロディデー
タを記憶する手段と、マナーモード解除又は着信情報開示操作により、記憶された前記着
信メロディデータを抽出して、着信報知手段により前記着信メロディを鳴動させる手段と
、



るが、発信者がより多くの異なる着信メロディを用いる場合には、携帯電話機内のメモリ
容量を増大する必要が生ずる。
【０００７】
　また、発信側の携帯電話機により着信メロディデータを添付して着信側の携帯電話機へ
送信し、添付された着信メロディにより着信側の携帯電話機を鳴動させるため、着信メロ
ディデータを、発信側の携帯電話機からネットワークを経由して着信携帯電話機まで送信
する必要があり、ネットワークへの負荷も多くなるという問題がある。
【０００８】
　一方、特許文献２では、中継局に接続されたデータベース又はインターネットのサーバ
のデータファイルに、発信側の携帯電話機毎に、予め着信通知用のメロディを登録番号に
対応付けて格納しておき、発信者は、相手先の電話番号をダイヤルした後、データベース
又はインターネットのサーバに格納されている着信通知用のメロディの登録番号を呼設定
メッセージに付帯させて送信し、中継局において、受信した呼設定メッセージから通話の
呼の発番号及び着信通知用のメロディの登録番号を抽出し、発番号と同一の発信番号に対
応付けられた着信通知用のメロディパターンデータをデータベース又はインターネットの
サーバから読み出して、着信通知用のメロディパターンデータを含む呼設定メッセージを
生成して着信側の携帯電話機に送信している。これにより、発信側の携帯電話機の着信通
知用のメロディパターンデータを格納するメモリ容量が十分でない場合であっても対応可
能にしている。
【０００９】
　また特許文献３では、携帯電話機と登録サーバとの間で登録処理を行うことにより、携
帯電話機の電話番号に対応する発呼時の指定データ（着信メロディデータ等）をデータベ
ースサーバに格納しておき、携帯電話機から発呼された際に、交換機が当該携帯電話機の
電話番号に対応付けてデータベースサーバに格納されている指定データを取得し、該取得
した指定データを着呼信号とともに発信先の携帯電話機へ送信し、発信先の携帯電話機に
おいて、着呼信号とともに送信された指定データ（着信メロディデータ等）を再生出力さ
せることにより、発信者側から着信者側の携帯電話機の着信メロディを指定することを可
能としている。
【００１０】
　特許文献２～３に記載された発明では、発呼の際の着信メロディは、発信側の携帯電話
機内ではなくサーバに格納されているため、携帯電話機に発呼の際に添付する着信通知用
のメロディパターンデータを格納するメモリ容量は特に必要とせず、また、着信メロディ
データはサーバから着信側の携帯電話機に送信され、発信側の携帯電話機からネットワー
クサーバへの着信メロディデータの送信を行う必要がないためネットワークへの負荷も減
らすことができる。
【００１１】
【特許文献１】特開平１１－３５５３９３号公報
【特許文献２】特開２００２－６４６５８号公報
【特許文献３】特開２００３－１７４５１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　このように、特許文献２～３に記載された発明によれば、発呼の際の着信メロディは、
携帯電話機毎に予めネットワークサーバに格納されている着信メロディデータが指定され
て着信側の携帯電話機に送信されるために、携帯電話機に発呼の際に添付する着信通知用
のメロディデータを格納するメモリを特に設ける必要はなく、かつ、発信側の携帯電話機
からネットワークに着信通知用のメロディデータ自体を送信する必要がないので、ネット
ワークへの負荷も減らすことができるが、携帯電話機毎に使用する着信メロディをネット
ワークサーバに予め登録しておく必要があり、かつ予め登録した着信メロディしか使用で
きないという問題がある。
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【００１３】
　また、ネットワークサーバは、発信側の携帯電話機が着信メロディデータの送信を指定
した場合には、着信側の携帯電話機の状態とは無関係に自動的に指定された着信メロディ
データを着信側の携帯電話機に送信するため、例えば着信側の携帯電話機がマナーモード
に設定されている場合には、着信メロディは鳴動されないにも関わらず、着信メロディ使
用料が課金されてしまうという問題もある。
【００１４】
　本発明の目的は、発信者が指定した着信メロディをネットワークサーバに格納されてい
る着信メロディ記憶部から読み出して着信側の電話機に送信するシステムにおいて、発信
の際に使用する着信メロディを予め登録することなく、ネットワークサーバに格納されて
いる複数の着信メロディの中から所望の着信メロディを適宜選択して指定可能とすること
により、多種多様の着信メロディを発信の都度任意に指定可能なシステムを提供すること
にある。
【００１５】
　本発明の他の目的は、着信側の携帯電話機の状態に応じて、指定された着信メロディデ
ータの送信／非送信を制御可能にして、無駄な着信メロディ使用料が課金されることのな
いシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の第１の視点においては、着信メロディ指定機能付携帯電話システムは、携帯電
話機と、該携帯電話機が接続されるネットワークと、複数の着信メロディデータをそのＩ
Ｄ（識別子）と対応させて格納するネットワークサーバとから構成され、前記携帯電話機
は、前記ネットワークサーバに格納されている着信メロディのリストを検索する手段と、
該検索機能により選択された所望の着信メロディを前記ＩＤにより指定する手段と、該選
択された着信メロディのＩＤを、相手方の連絡先を含む発信情報に付加して前記ネットワ
ークへ送信する手段と、前記ネットワークから着信メロディデータを含む着信情報を受信
したときに前記着信メロディデータを抽出して、着信報知手段により前記着信メロディを
鳴動させる手段を備えており、前記ネットワークは、前記携帯電話機より受信した前記着
信メロディのＩＤが付加された前記発信情報から前記着信メロディのＩＤを抽出して前記
ネットワークサーバに送信する手段と、前記ネットワークサーバから受信した前記ＩＤに
対応する着信メロディデータを前記発信情報に対応する着信情報に付加して前記発信情報
により特定される携帯電話機へ送信する手段を備えており、前記ネットワークサーバは、
前記ネットワークから前記着信メロディのＩＤを受信したときに該ＩＤに対応する着信メ
ロディデータを読み出して前記ネットワークへ送信する手段を備えて

いることを特徴とする。
【００１７】
　本発明の第２の視点においては、着信メロディ指定機能付携帯電話システムは、携帯電
話機と、該携帯電話機が接続されるネットワークと、複数の着信メロディデータをそのＩ
Ｄ（識別子）と対応させて格納するネットワークサーバとから構成され、前記携帯電話機
は、前記ネットワークサーバに格納されている着信メロディのリストを検索する手段と、
該検索機能により選択された所望の着信メロディを前記ＩＤにより指定する手段と、該選
択された着信メロディのＩＤを、発呼信号又はメールアドレスを含む発信情報に付加して
前記ネットワークへ送信する手段と、前記ネットワークから着信メロディデータを含む着
信情報を受信したときに前記着信メロディデータを抽出して、着信報知手段により前記着
信メロディを鳴動させる手段を備えており、前記ネットワークは、前記携帯電話機より受
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おり、前記携帯電話
機は、さらに、マナーモードを設定する手段と、マナーモード設定時であって前記ネット
ワークから前記着信メロディデータ付き前記着信情報を受信したときに前記着信メロディ
データによる鳴動を停止する手段と、前記着信メロディデータが付加された前記着信情報
を受信したときに少なくとも前記着信メロディデータを記憶する手段と、マナーモード解
除又は着信情報開示操作により、記憶された前記着信メロディデータを抽出して、着信報
知手段により前記着信メロディを鳴動させる手段と、を備えて



信した前記着信メロディのＩＤが付加された前記発信情報から前記着信メロディのＩＤを
抽出して前記ネットワークサーバに送信する手段と、前記ネットワークサーバから受信し
た前記ＩＤに対応する着信メロディデータを前記発信情報に対応する着信情報に付加して
前記発信情報により特定される携帯電話機へ送信する手段を備えており、前記ネットワー
クサーバは、前記ネットワークから前記着信メロディのＩＤを受信したときに該ＩＤに対
応する着信メロディデータを読み出して前記ネットワークへ送信する手段を備えて

いることを特
徴とする。
【００２０】
　さらに、本発明の着信メロディ指定機能付携帯電話システムは、前記携帯電話機に、発
信者により作成された独自のメロディデータ、または音声を録音した音データを、着信メ
ロディデータとして前記ネットワークサーバへ送信して登録する手段を備え、前記ネット
ワークサーバに、前記発信者により作成された独自のメロディデータ、または音声を録音
した音データを、前記ＩＤを付して登録するオリジナル着信メロディ記憶部を備えた構成
とすることができる。
【００２１】
　また、前記ネットワークサーバには、前記ネットワーク経由で前記携帯電話機から受信
したＩＤが、着信メロディのジャンルを指定するものであるとき、前記指定されたジャン
ルの中からランダムに読み出した着信メロディデータを前記ネットワークへ送信する手段
を備えることができる。
【００２２】
　また、前記携帯電話機には、過去に指定した前記着信メロディ履歴を記憶する着信メロ
ディ指定曲名履歴記憶部と、該着信メロディ指定曲名履歴記憶部を参照して前記着信メロ
ディＩＤを選択する手段を備えることができる。
【００２３】
　また、前記ネットワークサーバを、前記着信メロディデータに加えて、各種のアプリケ
ーションデータをＩＤ（識別子）と対応させて格納するコンテンツプロバイダサーバとし
て構成し、前記ネットワーク経由で前記携帯電話機から指定されたＩＤに対応する前記ア
プリケーションデータを選択して読み出す手段と、前記読み出したアプリケーションデー
タを前記携帯電話機から指定された連絡先へ前記ネットワークを経由して送信する手段と
を備え、前記携帯電話機には、前記ネットワークを経由して前記コンテンツプロバイダサ
ーバから前記アプリケーションのリストを入手する手段と、前記リストから着信側の携帯
電話機へ送付する所望の１又は２以上のアプリケーションデータを選択する手段と、前記
着信側の連絡先に係る情報を前記コンテンツプロバイダサーバに送信する手段を備えた構
成とすることができる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、発信者は、発呼、メール発信等する際に、その電話の優先度、意図、
そのときの気分等に合わせて、ネットワークサーバから着信メロディを適宜選択して、着
信者の携帯電話機の着信メロディを指定でき、着信者は、着信メロディより、発信者の電
話の優先度、意図等を判断して、電話を受けるか否かの判断をすることが可能になる。
【００２５】
　また、着信メロディデータは、携帯電話機内ではなくネットワークサーバに設けられた
大容量の記憶部内に格納されているため、多種多様の着信メロディを利用することが可能
になるとともに、携帯電話機の記憶容量を節約できる。
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おり、
前記携帯電話機は、さらに、マナーモードを設定する手段と、マナーモード設定時であっ
て前記ネットワークから前記着信メロディデータ付き前記着信情報を受信したときに前記
着信メロディデータによる鳴動を停止する手段と、前記着信メロディデータが付加された
前記着信情報を受信したときに少なくとも前記着信メロディデータを記憶する手段と、マ
ナーモード解除又は着信情報開示操作により、記憶された前記着信メロディデータを抽出
して、着信報知手段により前記着信メロディを鳴動させる手段と、を備えて



【００２６】
　また、発信側の携帯電話機からネットワークへは着信メロディデータを送信する必要が
無く、着信メロディのＩＤのみを送信すればよいので、ネットワークへの負荷も最小限と
することができる。
【００２８】
　また、ネットワークサーバに、発信者により自作した着信メロディや声を保存するオリ
ジナル着信メロディ記憶部を設置してそれを利用する形態を追加することにより、指定着
信メロディとしてのジャンルの幅を広げることが可能となる。
【００２９】
　また、携帯電話機の記憶部に、過去に指定した着信メロディの曲名履歴を記憶しておき
、発呼時やメール発信時に、この履歴を参照して着信メロディを指定することにより、着
信メロディ指定時において、ネットワークからの情報入手を省略することもでき、さらな
るネットワークの負荷軽減を図ることができる。
【００３０】
　また、ネットワークサーバをコンテンツプロバイダサーバとして構成し、着信メロディ
、ゲーム、壁紙、アニメーション等のアプリケーションデータを記憶部に記憶することに
より、発信者は、着信メロディに加え、ゲーム、壁紙、アニメーションのいずれか１つ以
上を着信者へ送信することも可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　図１は、本発明の着信メロディ指定機能付携帯電話システムにおける第１の実施形態を
示すブロック図である。
【００３２】
　本実施形態の着信メロディ指定機能付携帯電話システムは、携帯電話機１０１、１０６
と、ネットワーク１０２と、例えば携帯電話機１０１が発呼又はメール発信する際（相手
方の連絡先を含む発信情報を送信する際）にＩＤ（識別子）にて指定された曲を選択する
着信メロディ選択回路１０４および着信メロディが格納されている着信メロディ記憶部１
０５を有したネットワークサーバ１０３とを備えている。
【００３３】
　ネットワークサーバ１０３内の着信メロディ記憶部１０５には、予め、複数の着信メロ
ディが格納されている。発信者は、携帯電話機１０１を用いて、ネットワーク１０２を経
由しネットワークサーバ１０３の着信メロディ記憶部１０５に格納されている着信メロデ
ィのリストを入手する。
【００３４】
　そして、携帯電話機１０１の検索機能を用いて、通話内容の優先度、意図するイメージ
に合った任意の着信メロディに該当するＩＤを着信メロディのリストから選択して、ネッ
トワークサーバ１０３の着信メロディ選択回路１０４へ指定する。着信メロディ選択回路
１０４へ指定するＩＤは、発信者が、携帯電話機１０１で相手側の携帯電話機１０６の電
話番号又はメールアドレスを押下して発呼又はメール発信する際に併せて、同時に送信さ
れる。
【００３５】
　ネットワーク１０２は、携帯電話機１０１からの発呼又はメールを受けると、ネットワ
ークサーバ１０３へ、ネットワーク１０２を経由してＩＤにて指定された着信メロディの
データ（を含む着信情報）を携帯電話機１０６へ送信する。携帯電話機１０６は、ネット
ワーク１０２から受信した着信メロディデータを、携帯電話機１０６のスピーカで鳴動で
きるデータへ変換し、スピーカを鳴動させる。
【００３６】
　なお、携帯電話機１０６がマナーモードに設定されている場合、携帯電話機１０６は、
ネットワーク１０２から着信メロディデータ（を含む着信情報）を受信したときに、当該
着信メロディデータによる鳴動を停止し、当該着信メロディデータを記憶し、マナーモー

10

20

30

40

50

(9) JP 3928635 B2 2007.6.13



ド解除又は着信情報開示操作により、記憶された着信メロディデータを抽出して、着信報
知手段により着信メロディを鳴動させるようにしてもよい。また、この場合に、複数の着
信を受けて複数の着信メロディデータが記憶されている場合は、マナーモード解除又は着
信情報開示操作をしたときに、記憶した順に着信メロディデータの鳴動を順次開始するよ
うにしてもよい。
【００３７】
　図２は、本実施形態で用いられる着信メロディ指定機能付携帯電話機のブロック図であ
り、アンテナ２０１と、無線通信制御を行う送受信回路２０２と、音声信号をデジタルあ
るいはデジタル信号を音声に変換する音声処理回路２０３と、送受話器２０４と、送受信
制御、音声処理制御、表示制御等、携帯電話機の各種制御を行う制御回路２０５と、着信
メロディ送信、設定、その他各種制御を行うための複数のキーからなるキースイッチ２０
８と、着信音出力回路２０９と、スピーカ２１０と、着信履歴や電話番号、メールアドレ
ス、各種データの設定値を記憶する記憶部２１１と、表示部２１２と、マナーモード設定
回路２１３を備えている。
【００３８】
　なお、記憶部２１１は、受信した着信メロディデータを一旦記憶する。記憶部２１１で
記憶された着信メロディデータは着信音出力回路２０９においてスピーカ２１０で鳴動で
きるデータに変換され、変換されたデータに基づいてスピーカ２１０を鳴動させることに
なる。
【００３９】
　制御回路２０５には、本発明の特徴とする、ネットワークサーバ１０３内に格納されて
いる着信メロディの着信メロディリストから該当する着信メロディのＩＤを選択し指定す
るための着信メロディ指定制御部２０６と、マナーモードか否かを判別し、マナーモード
である場合には、ネットワーク１０２へマナーモードであることを送信するマナーモード
判別制御部２０７とを備えている。
【００４０】
　本発明の着信メロディ指定機能を利用して発呼又はメール発信する際には、発信者は、
まずネットワークサーバ１０３内の着信メロディのリストを要求する。アンテナ２０１は
、ネットワークサーバ１０３から送付された着信メロディのリストをネットワーク１０２
経由で受信する。そして制御回路２０５は、着信メロディのリストを着信メロディ選択表
示メニューの操作時に表示部２１２へ表示する。
【００４１】
　発信者は、着信メロディのリストの中から、これから発呼又はメール発信する通話の優
先度、あるいは意図する内容に適した着信メロディに該当するＩＤを、キースイッチ２０
８を操作することにより選択する。そして、発信者が、キースイッチ２０８にて発呼した
い電話番号又は、メールアドレス（及びメール）を押下して制御回路２０５と送受信回路
２０２を介して、アンテナ２０１によりネットワーク１０２へ発信する際、着信メロディ
指定制御部２０６は、指定された着信メロディに該当するＩＤを、送受信回路２０２、ア
ンテナ２０１を介してネットワーク１０２へ送信する。
【００４２】
　一方、着呼時又はメール着信時には、ネットワーク１０２から送信される着信メロディ
のデータは、アンテナ２０１で受信される。そして制御回路２０５にてスピーカ２１０で
嗚動する音データに変換される。制御回路２０５は、変換した音データをスピーカ２１０
に出力することによりネットワーク１０２経由で送信された着信メロディを嗚動すること
ができる。
【００４３】
　図３は、本実施形態で用いられるネットワークサーバ１０３のブロック図の一例である
。Ｉ／Ｆ回路３０１は、ネットワーク１０２と着信メロディや着信メロディのＩＤの送受
信、または着信メロディのリストの送信を行う。着信メロディは、着信メロディ記憶部Ａ
３０４、着信メロディ記憶部Ｂ３０５、着信メロディ記憶部Ｃ３０６、とジャンル別に格
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納されている。
【００４４】
　ジャンル分けは、楽しさが表現された曲、怒りを表す曲、お詫びを示す曲等で分ける方
法や、ジャズ、クラシック、ポップス等の音楽ジャンルで分ける方法等、適宜のジャンル
分けを行うことができる。また制御回路３０２は、着信メロディ選択回路３０３の制御や
着信メロディのリストの更新や管理を行う。
【００４５】
　図４は、本実施形態の着信メロディ制御機能付携帯電話機の検索機能を利用して、使用
者が、曲指定に至るまでの着信メロディ指定メニュー表示画面の一例を示した図である。
【００４６】
　本実施形態の着信メロディ制御機能付携帯電話機からネットワークサーバ１０３にアク
セスすると、表示部２１２に着信メロディ指定メニューの最上位画面４０１が表示される
。発信者は、アーティスト指定、曲指定、ジャンル指定、発信者が作成した着信メロディ
を指定するオリジナル曲指定、発信者がボイスメモで録音した音データを指定するボイス
指定等の中から所望のメニューを選択する。
【００４７】
　ここでは、一例としてアーティスト指定を選択すると、表示部２１２には、アーティス
ト指定メニュー４０２が表示される。この中から一例としてＢｅａｔｌｅｓを選択すると
、表示部２１２にはＢｅａｔｌｅｓの曲指定メニュー４０３が表示される。発信者は、こ
の中から任意の曲を選択する。そして、携帯電話機１０１は、発呼時に相手側電話番号と
ともに選択された任意の曲、つまり着信メロディのＩＤをネットワーク１０２へ送信する
。
【００４８】
　図５は、本実施形態の着信メロディ制御機能付携帯電話機において、使用者が曲指定に
至るまでの着信メロディ指定メニュー表示画面の他の例を示しており、発信者がジャンル
指定まで行い、曲指定についてはネットワークサーバに任せる場合を示した図である。
【００４９】
　本実施形態の着信メロディ制御機能付携帯電話機からネットワークサーバ１０３にアク
セスすると、表示部２１２に着信メロディ指定メニューの最上位画面５０１が表示される
。ここでは、一例として、おまかせメニューを選択すると、表示部２１２には、おまかせ
メニュー５０２が表示される。一例として、ジャンルＡを選択すると、表示部２１２には
、ジャンルＡ内の適当なジャンルを指定するメニュー５０３が表示される。ここでは一例
としてダンスＡを選択する。
【００５０】
　携帯電話機は、発呼時に相手側電話番号（メール発信の場合は、メール発信時にメール
及びメールアドレス）とともにダンスＡに該当するＩＤをネットワークへ送信する。その
後は、ネットワークサーバ１０３がダンスＡの中から、適当なダンス曲をランダムに指定
して、そのメロディデータを着信側の携帯電話機へ送信する。
【００５１】
　図６は、本実施形態の着信メロディ指定機能付携帯電話システムにおける制御を示すフ
ローチャートである。次に、本実施形態の着信メロディ指定機能付携帯電話システムの動
作について、図１～図６を参照して説明をする。なお、図６では通話をする場合の例につ
いて説明する。
【００５２】
　一例として携帯電話機１０１から携帯電話機１０６に発呼する場合、発信者は携帯電話
機１０１の着信メロディ指定機能を有効に設定し（ステップ６０２）、携帯電話機１０１
にて着信メロディのリストをネットワークサーバ１０３へ要求して入手する（ステップ６
０３）。そして、曲名、あるいはアーティスト名等から所望の着信メロディのための検索
を行う（ステップ６０４）。ステップ６０４で検索した内容から、着信メロディの曲を決
定する（ステップ６０５）。
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【００５３】
　次に発信者は、通話希望相手の携帯電話機１０６の電話番号をダイヤルして発呼する（
ステップ６０６）。発信側の携帯電話機１０１は、この発呼信号をステップ６０５で決定
した着信メロディを指定するＩＤと共に、ネットワーク１０２へ発信する（ステップ６０
７）。ネットワーク１０２は、ステップ６０５で指定されたＩＤに該当する着信メロディ
データをネットワークサーバ１０３へ要求する（ステップ６０８）。
【００５４】
　次にネットワーク１０２は、ステップ６０８で入手した着信メロディデータと共に、着
信側の携帯電話機１０６へ発信する（ステップ６０９）。着信側の携帯電話機１０６がマ
ナーモードではない場合（ステップ６１０のＮＯ）、着信側の携帯電話機１０６は、ステ
ップ６０９で発信された着信メロディを鳴動する（ステップ６１１）。そして、発信側の
携帯電話機１０１の発信者へ着信メロディ使用料金が課金される（ステップ６１２）。
【００５５】
　着信側の携帯電話機１０６がマナーモードである場合（ステップ６１０のＹＥＳ）、着
信側の携帯電話機１０６は、マナーモードに設定されていることをネットワーク１０２へ
送信する（ステップ６１３）。この場合、着信側の携帯電話機１０６は、バイブのみを動
作し、着信メロディは鳴らない（ステップ６１４）。従って、着信側の携帯電話機１０６
からマナーモードに設定されている旨の通知を受けた場合には、発信側の携帯電話機の発
信者に対して着信メロディ使用料金は課金されない。
【００５６】
　なお、ステップ６０２で発信側の携帯電話機１０１の着信メロディ指定機能がＯＦＦで
ある場合には、着信側の携帯電話機１０６の電話番号を発信するのみである。また着信側
の携帯電話機１０６の着信メロディ指定機能がＯＦＦである場合には、着信側の携帯電話
機１０６は、発信側の携帯電話機１０１から着信メロディが指定された電話を着信しても
、従来通り、着信側の携帯電話機内に格納され設定されている着信メロディが嗚動する（
ステップ６１５）。
【００５７】
　図７は、本発明の第２の実施形態における着信メロディ指定機能付携帯電話機のブロッ
ク図である。
【００５８】
　本実施形態においても、第１の実施形態と同様に、着信メロディ指定機能付携帯電話機
は、アンテナ７０１と、無線通信制御を行う送受信回路７０２と、音声信号をデジタルあ
るいはデジタル信号を音声に変換する音声処理回路７０３と、送受話器７０４と、送受信
制御、音声処理制御、表示制御等、携帯電話機の各種制御を行う制御回路７０５と、着信
メロディ送信、設定、その他各種制御を行うための複数のキーからなるキースイッチ７１
０と、着信音出力回路７１１と、スピーカ７１２と、着信履歴や電話番号、メールアドレ
ス、各種データの設定値を記憶する記憶部７１３と、表示部７１４と、マナーモード設定
回路７１５を備えている。
【００５９】
　本実施形態では、着信メロディ指定機能付携帯電話機の制御回路７０５は、ネットワー
クサーバ内に格納されている着信メロディの着信メロディリストから該当する着信メロデ
ィのＩＤを選択し指定するための着信メロディ指定制御部７０６とマナーモードか否かを
判別し、マナーモードである場合には、ネットワークへマナーモードであることを送信す
るマナーモード判別制御部７０９の他に、着信メロディを自作するための着信メロディ作
成制御部７０７と、声を録音するボイスメモ制御部７０８とを備えている。
【００６０】
　本実施形態においても、第１の実施形態と同様に、ネットワークサーバ１０３内の着信
メロディ記憶部１０５には、予め、複数の着信メロディが格納されている。発信者は、携
帯電話機１０１を用いて、ネットワーク１０２を経由しネットワークサーバ１０３の着信
メロディ記憶部１０５に格納されている着信メロディのリストを入手する。そして、携帯
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電話機１０１の検索機能を用いて、通話内容の優先度、意図するイメージに合った任意の
着信メロディに該当するＩＤを着信メロディのリストから選択する。
【００６１】
　選択された着信メロディに該当するＩＤの送信は、発信者が、携帯電話機１０１で携帯
電話機１０６の電話番号又はメールアドレスを押下して発呼又はメール発信するとき、併
せて同時に発信される。ネットワーク１０２は、携帯電話機１０１からの発呼又はメール
着信を受けると、選択された着信メロディに該当するＩＤをネットワークサーバ１０３に
送信する。ネットワークサーバ１０３の着信メロディ選択回路１０４は、受信したＩＤに
より着信メロディ記憶部をアクセスし、該当する着信メロディデータを抽出してネットワ
ーク１０２へ送信する。
【００６２】
　ネットワーク１０２は、ネットワークサーバ１０３からの着信メロディデータを受ける
と、携帯電話機１０１からの発呼信号又はメールにこの着信メロディデータを付けて携帯
電話機１０６へ送信する。携帯電話機１０６は、ネットワーク１０２から受信した着信メ
ロディデータを、携帯電話機１０６のスピーカで鳴動できるデータへ変換し、スピーカを
鳴動させる。
【００６３】
　発信者が、本実施形態の着信メロディ制御機能付携帯電話機にて発呼又はメール発信す
るために、ネットワークサーバ１０３内の着信メロディのリストを要求すると、ネットワ
ークサーバから送付された着信メロディのリストがネットワーク１０２経由で受信される
。制御回路７０５は、受信した着信メロディのリストを着信メロディ選択表示メニューの
操作時に表示部７１４へ表示する。
【００６４】
　発信者は、表示部７１４へ表示された着信メロディのリストの中から、これから発呼又
はメール発信する通話の優先度、あるいは意図する内容に適した着信メロディに該当する
ＩＤを、キースイッチ７１０を操作することにより選択する。着信メロディ指定制御部７
０６は、発信者がキースイッチ７１０にて着信携帯電話機の電話番号又は、メール及びメ
ールアドレスを押下し、発呼又はメール発信する際に、指定された着信メロディに該当す
るＩＤを、送受信回路７０２、アンテナ７０１を介してネットワークへ送信する。
【００６５】
　なお本実施形態では、発信者が着信メロディ作成制御部７０７にて作成した着信メロデ
ィや発信者がボイスメモ制御部７０８で録音した音データを、予め、ネットワークサーバ
の着信メロディ記憶部へ格納しておき、着信メールのリストにも追加しておくことにより
、発呼時又はメール発信時、他の着信メロディと同様に、それらをＩＤで指定することが
できる。
【００６６】
　また、着呼時又はメール発信時には、ネットワークが送信する着信メロディのデータは
、アンテナ７０１で受信され、制御回路７０５にてスピーカ７１２で嗚動する音データに
変換される。制御回路７０５は、変換した音データをスピーカ７１２に送信することで、
スピーカ７１２により着信メロディを嗚動することができる。その際、マナーモード設定
回路７１５にてマナーモードに設定されている場合には、制御回路７０５内のマナーモー
ド判別制御部７０９がマナーモードであるか否かを判別し、マナーモードに設定されてい
る場合には、ネットワークへマナーモードに設定されていることを送信する。そのことに
よりネットワークは、着信側の携帯電話機が、送信した着信メロディを鳴動していないこ
とを認識することができる。
【００６７】
　図８は、第２の実施形態におけるネットワークサーバのブロック図の一例である。Ｉ／
Ｆ回路８０１は、ネットワークと着信メロディや着信メロディのＩＤの送受信、または、
着信メロディのリストの送信を行う。本実施形態では、着信メロディは、着信メロディ記
憶部Ａ８０４、着信メロディ記憶部Ｂ８０５、着信メロディ記憶部Ｃ８０６の他に、発信
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者が予め作成した着信メロディやボイスメモで録音した音データを登録しておくオリジナ
ル着信メロディ記憶部８０７を備えており、ジャンル別に格納されている。なお、ジャン
ル分けは、楽しさが表現された曲、怒りを表す曲、お詫びを示す曲で分ける方法や、ジャ
ズ、クラシック、ポップス等の音楽ジャンルで分ける等適宜の方法によって行われる。制
御回路８０２は、着信メロディ選択回路８０３の制御や着信メロディのリストの更新や管
理を行う。
【００６８】
　図９は、第２の実施形態の制御動作を示すフローチャートである。なお、本実施形態で
は図４及び図５に示す２のメニュー画面を選択可能に構成されている。以下、図１，図４
，図５及び図７～図９を参照して本実施形態の動作について説明する。なお、図９では通
話をする場合の例について説明する。
【００６９】
　発信者は着信メロディ指定機能を有効に設定する（ステップ９０２）。次に、所望する
着信メロディとして、既にネットワークサーバ１０３に格納されている着信メロディの中
から選択するか、発信者が新規に作成した着信メロディ、またはボイスメモで録音した音
データを利用するかを選択する（ステップ９０３）。
【００７０】
　発信者が、新規に作成した着信メロディ、あるいはボイスメモで録音した音データを利
用したい場合には、新規に作成した着信メロディデータ、もしくはボイスメモで録音した
音データを、まずネットワークサーバ１０３へ登録してオリジナル着信メロディ記憶部８
０７に格納する（ステップ９０４）。登録後、ネットワークサーバ１０３に格納されてい
る着信メロディの中からの選択を指定する。
【００７１】
　次に発信者は、着信メロディについて曲指定するか、またはジャンル指定まで行って曲
指定はネットワークサーバに委託するかを選択する（ステップ９０５）。発信者が、曲指
定を選択した場合は、発信者は、携帯電話機にて着信メロディのリストをネットワークサ
ーバへ要求し入手する（ステップ９０６）。そして図４に示すように、曲名、もしくはア
ーティスト名等から所望の着信メロディのための検索を行い（ステップ９０７）、検索し
た内容から、着信メロディの曲を決定する（ステップ９０８）。
【００７２】
　その後発信者は、着信側の携帯電話機の電話番号をダイヤルして発呼する（ステップ９
０９）。発信側の携帯電話機は、ステップ９０８で決定した着信メロディを指定するＩＤ
と共に、ネットワーク１０２へ発信する（ステップ９１０）。ネットワーク１０２は、ス
テップ９１０で指定されたＩＤに該当する着信メロディデータをネットワークサーバ１０
３へ要求する（ステップ９１１）。
【００７３】
　次にネットワーク１０２は、ステップ９１１で入手した着信メロディと共に、着信側の
携帯電話機へ発信する（ステップ９１２）。着信側の携帯電話機がマナーモードではない
場合（ステップ９１３）、着信側の携帯電話機は、ステップ９１２で発信された着信メロ
ディを鳴動する（ステップ９１４）。そして、発信側の携帯電話機の発信者へ着信メロデ
ィ使用料金が課金される（ステップ９１５）。
【００７４】
　着信側の携帯電話機がマナーモードである場合（ステップ９１３）、着信側の携帯電話
機は、マナーモードに設定されていることをネットワーク１０２へ送信する（ステップ９
１６）。そして、着信側の携帯電話機は、バイブのみを動作し、着信メロディは鳴らさな
い（ステップ９１７）。よってこの場合は、発信側の携帯電話機の発信者へ、着信メロデ
ィ使用料金は課金されない。
【００７５】
　一方、ステップ９０５でジャンル指定が選択された場合には、図５に示すように、発信
者は、発信側の携帯電話機の表示部７１４に表示された着信メロディのジャンル指定メニ
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ューより、所望のジャンルを指定する（ステップ９１８）。そして選択したジャンルを示
すＩＤとともに、着信側の携帯電話機の電話番号をダイヤルしてネットワーク１０２へ発
信する（ステップ９１９）。
【００７６】
　ネットワーク１０２は、ステップ９１９にて受信したＩＤをネットワークサーバ１０３
へ送信する。ネットワークサーバ１０３は、指定されたＩＤに該当するジャンルの中から
無作為に着信メロディを選択する。そこで選択された着信メロディデータは、ネットワー
クサーバ１０３によりネットワーク１０２へ送信される（ステップ９２０）。ネットワー
ク１０２は、ステップ９２０で送信された着信メロディデータとともに、着信側の携帯電
話機へ発信する（ステップ９１２）。以降は、着信メロディ指定した場合と同様、上述の
ステップ９１２、９１３、９１４、９１５、９１６、９１７の動作となる。
【００７７】
　なお、ステップ９０２で発信側の携帯電話機の着信メロディ指定機能がＯＦＦである場
合には、着信側の携帯電話機の電話番号を発信するのみである。また着信側の携帯電話機
の着信メロディ指定機能がＯＦＦである場合には、着信側の携帯電話機は、発信側の携帯
電話機から着信メロディが指定された電話を着信しても、従来通り、着信側の携帯電話機
内に格納され設定されている着信メロディが嗚動する（ステップ９２１）。
【００７８】
　図１０は、本発明における第３の実施形態の制御動作を示すフローチャートである。第
１及び第２の実施形態では、着信側の携帯電話機がマナーモードであるか否かに関係なく
、ネットワーク１０２はネットワークサーバ１０３から受信した着信メロディデータを着
信側の携帯電話機に送信したが、本実施形態では、着信側の携帯電話機がマナーモードの
ときには、着信メロディデータを着信側の携帯電話機に送信しないようにして、無用なネ
ットワークへの負荷を回避している。その他の構成は第２の実施形態と同様である。以下
、本実施形態の動作について説明する。なお、図１０では通話をする場合の例について説
明する。
【００７９】
　発信者は、着信メロディ指定機能を有効に設定する（ステップＡ０２）。次に、所望す
る着信メロディを、既にネットワークサーバに格納されている着信メロディの中から選択
するか、発信者が新規に作成した着信メロディ、またはボイスメモで録音した音データを
利用するかを選択する（ステップＡ０３）。発信者が、新規に作成した着信メロディ、あ
るいはボイスメモで録音した音データを利用したい場合には、新規に作成した着信メロデ
ィ、もしくはボイスメモで録音した音データをネットワークサーバへ登録する（ステップ
Ａ０４）。
【００８０】
　次に発信者は、着信メロディについて曲指定するか、またはジャンル指定まで行って曲
指定はネットワークサーバに委託するかを選択する（ステップＡ０５）。発信者が、曲指
定を選択した場合には、発信者は、携帯電話機にて着信メロディのリストをネットワーク
サーバへ要求し入手する（ステップＡ０６）。そして、曲名、もしくはアーティスト名か
ら所望の着信メロディのための検索を行う（ステップＡ０７）。ステップＡ０７で検索し
た内容から、着信メロディの曲を決定する（ステップＡ０８）。
【００８１】
　発信者は、着信側の携帯電話機の電話番号をダイヤルして発呼する（ステップＡ０９）
。発信側の携帯電話機は、ステップＡ０８で決定した着信メロディを指定するＩＤと共に
、ネットワーク１０２へ発信する（ステップＡ１０）。ネットワーク１０２は、ステップ
Ａ１０で指定されたＩＤに該当する着信メロディをネットワークサーバへ１０３要求する
（ステップＡ１１）。
【００８２】
　次に、ネットワーク１０２は、着信側の携帯電話機がマナーモードに設定されているか
否かを確認するために、着信側の携帯電話機へ確認信号を発信する（ステップＡ１２）。
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確認信号を受信した着信側の携帯電話機は、マナーモードが設定されているか否かを示す
マナーモードＩＤをネットワーク１０２へ送信する（ステップＡ１３）。着信側の携帯電
話機がマナーモードでない場合には（ステップＡ１４）、ネットワーク１０２は、サーバ
１０３からの着信メロディデータとともに着信側の携帯電話機へ発信する（ステップＡ１
５）。
【００８３】
　着信側の携帯電話機は、ネットワーク１０２から送信されてきた着信メロディを鳴動す
る（ステップＡ１６）。発信側の携帯電話機の発信者に対して、着信メロディ使用料が課
金される（ステップＡ１７）。着信側の携帯電話機がマナーモードである場合（ステップ
Ａ１４）、ネットワーク１０２は、着信側の携帯電話機へ発信のみとし、着信メロディデ
ータは送信しない（ステップＡ１８）。着信側の携帯電話機は、バイブのみが動作し、着
信メロディは鳴動されない（ステップＡ１９）。よってこの場合、携帯電話機の発信者に
は、着信メロディ使用料金は課金されない。
【００８４】
　本実施形態によれば、着信側の携帯電話機がマナーモードに設定されているときには、
ネットワーク１０２は、発信側の携帯電話機が指定した着信メロディデータを着信側の携
帯電話機へ送信しないため、無用なネットワークの負荷を回避することが可能となる。
【００８５】
　図１１は、本発明の着信メロディ指定機能付携帯電話システムにおける第４の実施形態
を示すブロック図である。本実施形態では、ネットワークサーバに、着信メロディ記憶部
に加えて、ゲーム、壁紙、アニメーション等のアプリケーションデータを記憶する記憶部
を備えることにより、発信者が、着信メロディに加え、ゲーム、壁紙、アニメーションの
いずれか１つ以上を着信者へ送信することができる構成としている。以下、本実施形態の
動作について説明する。
【００８６】
　まず、発信側の携帯電話機Ｂ０１は、ネットワークＢ０２を経由してコンテンツプロバ
イダサーバＢ０３へアプリケーションのリストを要求して入手する。そして、着信側の携
帯電話機Ｂ０９へ送信したい所望のアプリケーションを、着信メロディ記憶部Ｂ０５に格
納されている着信メロディ、ゲーム記憶部Ｂ０６に格納されているゲーム、壁紙記憶部Ｂ
０７に格納されている壁紙、アニメーション記憶部Ｂ０８に格納されているアニメーショ
ンの中から選択する。
【００８７】
　そして、発信側の携帯電話機Ｂ０１の発信者は、着信側の携帯電話機Ｂ０９の電話番号
をネットワークＢ０２へマルチメディアサービスメール、あるいはショートメール、もし
くは通話で連絡する。発信側の携帯電話機Ｂ０１から指定されたＩＤをネットワークＢ０
２がコンテンツプロバイダサーバＢ０３に送信すると、コンテンツプロバイダサーバＢ０
３は、アプリケーション選択回路Ｂ０４にて、発信側の携帯電話機Ｂ０１から指定された
ＩＤに該当するアプリケーションを選択して読み出し、ネットワークＢ０２を経由して、
着信側の携帯電話機Ｂ０９へ送信する。なお、コンテンツ料金は、コンテンツプロバイダ
サーバＢ０３から発信側の携帯電話機Ｂ０１の発信者へ請求される。また、着信側の携帯
電話機Ｂ０９では、受信したアプリケーションデータを記憶し、着信の際（又は着信後の
開示操作の際）にアプリケーションデータに係る動作を実行することになる。
【００８８】
　なお、着信側の携帯電話機Ｂ０９がマナーモードに設定されているとき、着信者が着信
時に着信メロディ以外の着信状態を楽しめるようにするために、携帯電話機Ｂ０９は、着
信の際、受信した着信メロディデータ以外のアプリケーションデータ（例えば、壁紙）に
係る動作を実行するようにしてもよい。また、携帯電話機Ｂ０９は、マナーモードに設定
されているときに、受信したアプリケーションデータを一旦記憶し、マナーモード解除又
は着信情報開示操作により、記憶されたアプリケーションデータを抽出して、アプリケー
ションデータを確認できるようにしてもよい。
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【００８９】
　図１２は、本発明における第４の実施形態の着信メロディ指定機能付携帯電話機を示す
ブロック図である。
【００９０】
　本実施形態の着信メロディ指定機能付携帯電話機は、アンテナＣ０１と、無線通信制御
を行う送受信回路Ｃ０２と、音声信号をデジタルあるいはデジタル信号を音声に変換する
音声処理回路Ｃ０３と、送受話器Ｃ０４と、送受信制御、音声処理制御、表示制御等、携
帯電話機の各種制御を行う制御回路Ｃ０５と、ネットワークサーバ内に格納されている着
信メロディの着信メロディリストから該当する着信メロディのＩＤを選択し指定するため
の着信メロディ指定制御部Ｃ０６と、マナーモードか否かを判別し、マナーモードである
場合には、ネットワークへマナーモードであることを送信するマナーモード判別制御部Ｃ
０７と、着信メロディ送信、設定、その他各種制御を行うための複数のキーからなるキー
スイッチＣ０８と、着信音出力回路Ｃ０９と、スピーカＣ１０と、過去に指定した着信メ
ロディの曲名履歴、着信履歴や電話番号、メールアドレス、各種データの設定値を記憶す
る記憶部Ｃ１１と、表示部Ｃ１２と、マナーモード設定回路Ｃ１３を備えている。
【００９１】
　本実施形態では、記憶部Ｃ１１に、過去に指定した着信メロディ履歴を記憶させておく
ことにより、発信者は、本履歴を参照して、着信者への着信メロディとして指定すること
ができる。従って、以前に指定した着信メロディを再度使用する場合には、着信メロディ
のＩＤを、着信メロディ指定曲名履歴を参照して指定すればよいので、ネットワークサー
バから情報を入手して指定する操作（図６におけるステップ６０３、６０４）を省略する
ことができる。さらに、ネットワークの負荷も軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明における第１の実施形態の着信メロディ指定機能付携帯電話システムを示
すブロック図である。
【図２】第１の実施形態における着信メロディ指定機能付携帯電話機を示すブロック図で
ある。
【図３】第１の実施形態におけるネットワークサーバを示すブロック図である。
【図４】発信側の電話機による着信メロディを指定するメニュー画面を説明するための図
である。
【図５】発信側の携帯電話機の発信者が着信メロディのジャンル指定を行う場合の説明図
である。
【図６】本実施形態の制御動作を示すフローチャートである。
【図７】本発明における第２の実施形態の着信メロディ指定機能付携帯電話機を示すブロ
ック図である。
【図８】第２の実施形態で用いられるネットワークサーバのブロック図の一例である。
【図９】本発明における第２の実施形態の制御動作を示すフローチャートである。
【図１０】本発明における第３の実施形態の制御動作を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の着信メロディ指定機能付携帯電話システムにおける第４の実施形態を
示すブロック図である。
【図１２】本発明における第４の実施形態の着信メロディ指定機能付携帯電話機を示すブ
ロック図である。
【図１３】従来技術の携帯電話機の実施例を示すシステム図である。
【図１４】従来技術の携帯電話機の実施例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００９３】
　１０１，１０６，Ｂ０１，Ｂ０９，Ｄ０１，Ｄ０４　携帯電話機
　１０２，Ｂ０２，Ｄ０２　ネットワーク
　１０３，Ｄ０３　ネットワークサーバ
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　１０４，３０３，８０３　着信メロディ選択回路
　１０５，Ｂ０５　着信メロディ記憶部
　２０１，７０１，Ｃ０１，Ｅ０１　アンテナ
　２０２，７０２，Ｃ０２，Ｅ０２　送受信回路
　２０３，７０３，Ｃ０３，Ｅ０３　音声処理回路
　２０４，７０４，Ｃ０４，Ｅ０４　送受話器
　２０５，３０２，７０５，８０２，Ｃ０５，Ｅ０５　制御回路
　２０６，７０６，Ｃ０６　着信メロディ指定制御部
　２０７，７０９，Ｃ０７　マナーモード判別制御部
　２０８，７１０，Ｃ０８，Ｅ０６　キースイッチ
　２０９，７１１，Ｃ０９，Ｅ０７　着信音出力回路
　２１０，７１２，Ｃ１０，Ｅ０８　スピーカ
　２１１，７１３，Ｃ１１，Ｅ０９　記憶部
　２１２，７１４，Ｃ１２，Ｅ１０　表示部
　２１３，７１５，Ｃ１３，Ｅ１１　マナーモード設定回路
　３０１，８０１　Ｉ／Ｆ回路
　３０４，８０４　着信メロディ記憶部Ａ
　３０５，８０５　着信メロディ記憶部Ｂ
　３０６，８０６　着信メロディ記憶部Ｃ
　４０１　着信メロディ指定メニュー
　４０２　アーティスト指定メニュー
　４０３　曲指定メニュー
　５０１　着信メロディ指定メニュー
　５０２　おまかせメニュー
　５０３　曲（ランダム）
　７０７　着信メロディ作成制御部
　７０８　ボイスメモ制御部
　８０７　オリジナル着信メロディ記憶部
　Ｂ０３　コンテンツプロバイダサーバ
　Ｂ０４　アプリケーション選択回路
　Ｂ０６　ゲーム記憶部
　Ｂ０７　壁紙記憶部
　Ｂ０８　アニメーション記憶部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

(20) JP 3928635 B2 2007.6.13



【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】
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