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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに通信可能な携帯通信端末及び配信用サーバを有する音声データ配信システムであ
って、
　前記配信用サーバは、
　前記携帯通信端末からの要求が正規の音声データの要求であるか試聴用音声データの要
求であるかを判定する要求判定手段と、
　前記携帯通信端末からの要求が前記正規の音声データの要求であると判定されたときは
同携帯通信端末のユーザーに対し課金するとともに同携帯通信端末に対し正規の音声デー
タを配信し、同携帯通信端末からの要求が前記試聴用音声データの要求であると判定され
たときは同携帯通信端末のユーザーに対し課金することなく同携帯通信端末に対し同正規
の音声データに同音声データが試聴用音声データであることを示すデータを付加してなる
試聴用音声データを配信するデータ配信手段とを備え、
　前記携帯通信端末は、
　前記配信された正規の音声データ及び前記配信された試聴用音声データを記憶する記憶
手段と、
　前記記憶手段に記憶された音声データに応じて発音を行い同音声データを再生する再生
手段と、
　所定の条件が成立したときに前記記憶手段に記憶された音声データが前記正規の音声デ
ータであれば同音声データを同携帯通信端末の着信音、警告音又はＢＧＭの音声データと
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して登録し、同音声データが前記試聴用音声データであれば同音声データを同携帯通信端
末の着信音、警告音又はＢＧＭの音声データとして登録しないように構成され、同携帯通
信端末から前記配信用サーバに対し同記憶手段に記憶された試聴用音声データに対応する
正規の音声データの購入指示があったとき、同記憶手段に記憶された試聴用音声データか
ら前記試聴用音声データであることを示すデータを消去することにより同試聴用音声デー
タを正規の音声データに変更し、同変更した音声データを同携帯通信端末の着信音、警告
音又はＢＧＭの音声データとして登録することを許容するように構成された登録手段と、
　前記登録された着信音、警告音、又はＢＧＭの音声データを同携帯通信端末に着信があ
ったとき、同携帯通信端末が警告音を発生すべき状態となったとき、又は同携帯通信端末
を用いての通話時或いは留守番電話の応答メッセージの再生時にそれぞれ再生する着信警
告ＢＧＭ音発生手段と、
　を備えたことを特徴とする音声データ配信システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の音声データ配信システムにおいて、
　前記配信用サーバは、前記記憶手段に記憶された試聴用音声データに対応する前記正規
の音声データの購入指示があったとき前記携帯通信端末のユーザーに対して課金する手段
を備えたことを特徴とする音声データ配信システム。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の音声データ配信システムにおいて、
　前記携帯通信端末は、前記所定の条件が成立したときに前記記憶手段に記憶された音声
データが前記試聴用音声データであれば同音声データを同携帯通信端末の着信音、警告音
又はＢＧＭの音声データとして登録することができない旨を報知する手段を備えたことを
特徴とする音声データ配信システム。
【請求項４】
　互いに通信可能な携帯通信端末と配信用サーバとを用い同配信用サーバから同携帯通信
端末に音声データを配信する音声データ配信方法において、
　前記携帯通信端末から前記配信用サーバに対し正規の音声データが要求されたときは同
携帯通信端末のユーザーに対して課金がなされるとともに同正規の音声データが同携帯通
信端末に配信され、
　前記携帯通信端末から前記配信用サーバに対し試聴用音声データが要求されたときは同
携帯通信端末のユーザーに対して課金がなされることなく前記正規の音声データに同音声
データが試聴用音声データであることを示すデータを付加してなる試聴用音声データが同
携帯通信端末に配信され、
　前記正規の音声データは前記携帯通信端末の着信音、警告音、又はＢＧＭの音声データ
として同携帯通信端末への登録が許容されるとともに、前記試聴用音声データは前記携帯
通信端末の着信音、警告音又はＢＧＭの音声データとして同携帯通信端末への登録が禁止
され、
　前記携帯通信端末から前記配信サーバに対し前記試聴用音声データに対応する正規の音
声データの購入指示がなされた場合には同試聴用音声データから前記試聴用音声データで
あることを示すデータが消去されることにより同試聴用音声データが前記正規の音声デー
タに変更され、同変更された音声データが同携帯通信端末の着信音、警告音又はＢＧＭの
音声データとして登録され得るようになることを特徴とする音声データ配信方法。
【請求項５】
　請求項４に記載の音声データ配信方法において、
　前記試聴用音声データに対応する前記正規の音声データの購入指示がなされたとき前記
携帯通信端末のユーザーに対して課金がなされることを特徴とする音声データ配信方法。
【請求項６】
　請求項４又は請求項５に記載の音声データ配信方法において、
　前記試聴用音声データを前記携帯通信端末の着信音、警告音又はＢＧＭの音声データと
して登録する指示がなされたとき、同登録ができない旨が同携帯通信端末のユーザに報知
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されることを含む音声データ配信方法。
【請求項７】
　音声データの配信用サーバと通信可能な携帯通信端末であって、
　前記配信用サーバに対し正規の音声データ又は試聴用音声データの何れかの音声データ
を要求する要求手段と、
　前記要求に応じ前記配信用サーバから配信された前記正規の音声データ又は前記正規の
音声データに同音声データが試聴用音声データであることを示すデータを付加してなる試
聴用音声データを記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された音声データに応じて発音を行い同音声データを再生する再生
手段と、
　所定の条件が成立したときに前記記憶手段に記憶された音声データが前記正規の音声デ
ータであれば同音声データを同携帯通信端末の着信音、警告音、又はＢＧＭの音声データ
として登録し、同音声データが前記試聴用音声データであれば同音声データを同携帯通信
端末の着信音、警告音、又はＢＧＭの音声データとして登録しないように構成され、同携
帯通信端末から前記配信用サーバに対し同記憶手段に記憶された試聴用音声データに対応
する正規の音声データの購入指示がなされたとき、同記憶手段に記憶された試聴用音声デ
ータから前記試聴用音声データであることを示すデータを消去することにより同試聴用音
声データを正規の音声データに変更し、同変更した音声データを同携帯通信端末の着信音
、警告音又はＢＧＭの音声データとして登録することを許容するように構成された登録手
段と、
　前記登録された着信音、警告音、又はＢＧＭの音声データを同携帯通信端末に着信があ
ったとき、同携帯通信端末が警告音を発生すべき状態となったとき、又は同携帯通信端末
を用いての通話時或いは留守番電話の応答メッセージの再生時にそれぞれ再生する着信警
告ＢＧＭ音発生手段と、
　を備えたことを特徴とする携帯通信端末。
【請求項８】
　請求項７に記載の携帯通信端末において、
　前記所定の条件が成立したときに前記記憶手段に記憶された音声データが前記試聴用音
声データであれば同音声データを同携帯通信端末の着信音、警告音又はＢＧＭの音声デー
タとして登録することができない旨を報知する手段を備えたことを特徴とする携帯通信端
末。
【請求項９】
　音声データの配信用サーバと通信可能なクライアント側コンピュータに適用されるプロ
グラムにおいて、
　前記配信用サーバに対し正規の音声データ又は試聴用音声データの何れかの音声データ
を要求する音声データ要求処理と、
　前記要求に応じ前記配信用サーバから配信された前記正規の音声データ又は同正規の音
声データに同音声データが試聴用音声データであることを示すデータを付加してなる試聴
用音声データを記憶手段に記憶する記憶処理と、
　所定の条件が成立したときに前記記憶手段に記憶された音声データが前記正規の音声デ
ータであれば同音声データを前記クライアント側コンピュータの着信音、警告音、又はＢ
ＧＭの音声データとして登録し、同音声データが前記試聴用音声データであれば同音声デ
ータを同クライアント側コンピュータの着信音、警告音、又はＢＧＭの音声データとして
登録することを禁止する登録処理と、
　前記クライアント側コンピュータから前記配信サーバに対し前記記憶手段に記憶された
試聴用音声データに対応する正規の音声データの購入指示があったとき、前記記憶手段に
記憶された試聴用音声データから前記試聴用音声データであることを示すデータを消去す
ることにより同試聴用音声データを前記正規の音声データに変更し、同変更した音声デー
タを前記着信音、警告音又はＢＧＭの音声データとして登録することを許容する登録許容
処理と、
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　前記登録された着信音、警告音、又はＢＧＭの音声データを同クライアント側コンピュ
ータに着信があったとき、同クライアント側コンピュータが警告音を発生すべき状態とな
ったとき、又は同クライアント側コンピュータを用いての通話時或いは留守番電話の応答
メッセージの再生時にそれぞれ再生する着信警告ＢＧＭ音発生処理と、
　を含むプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体。
【請求項１０】
　請求項９に記載のプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体において、
　前記プログラムは、更に、
　前記所定の条件が成立したときに前記記憶手段に記憶された音声データが前記試聴用音
声データであれば同音声データを同携帯通信端末の着信音、警告音又はＢＧＭの音声デー
タとして登録することができない旨を報知する報知処理を含むプログラムを記録したコン
ピュータ読取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、互いに通信可能なクライアント側端末（例えば、携帯電話機などの携帯通信
端末）と音声データ配信用サーバとを有し、前記クライアント側端末が所定のタイミング
（例えば、携帯電話機の着信時）にて再生する音声データ（例えば、着信メロディ）を前
記音声データ配信用サーバから前記クライアント側端末に配信するシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年の通信技術の発達に伴い、通信可能なクライアント側端末の一つとして無線技術を利
用した携帯電話やモバイルコンピュータ等が広く普及している。一方、これらのクライア
ント側端末が受けることができるサービスとして、音声データ配信サービス（携帯電話機
の場合には着信メロディ呼出サービスと呼ばれる。）も広く普及している。
【０００３】
このサービスにおいては、一般に、クライアント側端末のユーザーが音声データ配信用サ
ーバに準備されている多数の音声データの中から所望の音声データを選択し得るようにな
っている。また、音声データ配信用サーバは選択された音声データをクライアント側端末
に配信するとともに、そのクライアント側端末のユーザーに対し課金するように構成され
ている。
【０００４】
ところが、上記サービスにおいては、音声データがクライアント側端末に配信されたとき
、同配信された音声データがクライアント側端末の不揮発性メモリに登録され、これによ
りクライアント側端末に登録されている音声データの一つが自動的に消去されるようにな
っている。このため、クライアント側端末のユーザーが、新たに配信された音声データに
基づいて再生される曲を結果的には好ましいものでないと感じる場合、或いは、消去され
た音声データに基づいて再生される曲の方がより好ましかったと感じる場合等においては
、上記サービスはユーザーにとって十分満足行くものとならない。
【０００５】
そこで、例えば、特開平１１－１２７２６２号公報に開示された装置は、配信された音声
データを直ちには不揮発性メモリに登録せず、同配信された音声データを揮発性メモリに
格納するとともに試聴（再生）可能に構成しておき、この試聴の結果に応じて所定のキー
操作がなされたときに、同音声データを不揮発性メモリに登録するようになっている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来技術においては、試聴用音声データと登録用の（正規の）音声デ
ータとが区別されていないため、クライアント側端末のユーザーが試聴のために音声デー
タの配信を希望した場合であっても、同音声データの配信毎に同ユーザーに対し課金がな
されてしまう。このため、試聴した結果がユーザーにとって好ましいものでない場合、上
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記従来のサービスは同ユーザーにとり十分満足の行くものとならない。従って、本発明の
目的の一つは、ユーザーが配信される音声データの試聴を課金されることなく（又は、正
規に音声データを購入する場合よりも低料金の課金により）行うことができるシステム、
方法、前記システムを構成する配信用サーバ、実質的にコンピュータでもあるクライアン
ト側端末、及びコンピュータ読取り可能な記録媒体を提供することにある。
【０００７】
【本発明の概要】
　上記目的を達成するための本発明の特徴は、互いに通信可能な携帯通信端末及び配信用
サーバを有する音声データ配信システムであって、
　前記配信用サーバは、
　前記携帯通信端末からの要求が正規の音声データの要求であるか試聴用音声データの要
求であるかを判定する要求判定手段と、
　前記携帯通信端末からの要求が前記正規の音声データの要求であると判定されたときは
同携帯通信端末のユーザーに対し課金するとともに同携帯通信端末に対し正規の音声デー
タを配信し、同携帯通信端末からの要求が前記試聴用音声データの要求であると判定され
たときは同携帯通信端末のユーザーに対し課金することなく同携帯通信端末に対し同正規
の音声データに同音声データが試聴用音声データであることを示すデータを付加してなる
試聴用音声データを配信するデータ配信手段とを備え、
　前記携帯通信端末は、
　前記配信された正規の音声データ及び前記配信された試聴用音声データを記憶する記憶
手段と、
　前記記憶手段に記憶された音声データに応じて発音を行い同音声データを再生する再生
手段と、
　所定の条件が成立したときに前記記憶手段に記憶された音声データが前記正規の音声デ
ータであれば同音声データを同携帯通信端末の着信音、警告音又はＢＧＭの音声データと
して登録し、同音声データが前記試聴用音声データであれば同音声データを同携帯通信端
末の着信音、警告音又はＢＧＭの音声データとして登録しないように構成された登録手段
と、
　前記登録された着信音、警告音、又はＢＧＭの音声データを同携帯通信端末に着信があ
ったとき、同携帯通信端末が警告音を発生すべき状態となったとき、又は同携帯通信端末
を用いての通話時或いは留守番電話の応答メッセージの再生時にそれぞれ再生する着信警
告ＢＧＭ音発生手段とを備え、
　前記登録手段は、更に、前記携帯通信端末から前記配信サーバに対し前記記憶手段に記
憶された試聴用音声データに対応する正規の音声データの購入指示があったとき、前記記
憶手段に記憶された試聴用音声データから前記試聴用音声データであることを示すデータ
を消去することにより同試聴用音声データを正規の音声データに変更し、同変更した音声
データを前記着信音、警告音又はＢＧＭの音声データとして登録することを許容するよう
に構成されてなることにある。
【０００８】
　本発明における配信用サーバは、多数の音声データを例えば音声データのデータベース
に蓄積していて、携帯通信端末からの要求に従って同音声データのリストを携帯通信端末
に送信し、携帯通信端末のユーザーが同リストから選択した音声データに対応する正規の
音声データ又は試聴用音声データを携帯通信端末に配信するように構成してよい。また、
音声データとは、携帯通信端末が例えば携帯電話機である場合には同携帯電話機の着信メ
ロディを発生させるための曲データであってもよく、効果音等の他の音声データであって
もよい。更に、試聴用音声データは、正規の音声データと同一の音声データを含み、同正
規の音声データに同音声データが試聴用音声データであることを示すデータを付加してな
るデータである。また、再生手段とは、携帯通信端末が配信用サーバから取得した音声デ
ータを所定の条件下にて外部に対して発音する際に使用する手段であって、例えば、携帯
通信端末が携帯電話機である場合には、着信メロディを発生させるための音源回路、効果
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回路、増幅器及びスピーカを含むサウンドシステムがこれに該当する。
【０００９】
　そして、上記特徴によれば、携帯通信端末のユーザーが試聴を望む場合には、ユーザー
は試聴用音声データを要求することができ、配信用サーバは試聴用音声データの要求があ
ったときはユーザーに対して課金することなく試聴用音声データを配信する。この配信さ
れた試聴用音声データは、携帯通信端末の記憶手段に記憶され、再生手段により再生され
る。この結果、ユーザーは試聴用音声データを課金されることなく取得し、試聴に基づい
て正規の音声データの購入を検討することが可能となる。
【００２０】
　また、上記構成によれば、所定の条件が成立したときに前記記憶手段に記憶された音声
データが正規の音声データであれば同音声データは同携帯通信端末の着信音、警告音、又
はＢＧＭの音声データとして登録される。一方、前記記憶手段に記憶された音声データが
試聴用音声データであれば同音声データは同携帯通信端末の着信音、警告音、又はＢＧＭ
の音声データとして登録されない。この場合、前記所定の条件には、携帯通信端末のユー
ザーが音声データを着信音、警告音、又はＢＧＭ（バックグランドミュージック）として
登録するために行う入力操作がなされることが含まれる。
【００２１】
　そして、前記登録手段は、前記携帯通信端末から前記配信用サーバに対し前記記憶手段
に記憶された試聴用音声データに対応する正規の音声データの購入指示があったとき、前
記記憶手段に記憶された前記試聴用音声データから前記試聴用音声データであることを示
すデータを消去することにより同試聴用音声データを正規の音声データに変更し、同変更
した音声データを同携帯通信端末の着信音、警告音、又はＢＧＭの音声データとして登録
することを許容する。
【００２２】
　これによれば、配信用サーバ側（のデータベース等）の記憶容量を低下させることが可
能となる。また、ユーザーが、試聴後において正規のデータ（の購入）を要求したとき、
試聴用音声データから同音声データが試聴用データであることを示すデータのみを削除す
るだけでよいので、全音声データを再度配信する必要がなく、通信時間を短縮することも
可能となる。
【００２３】
　この場合、前記配信用サーバは、前記記憶手段に記憶された試聴用音声データに対応す
る前記正規の音声データの購入指示があったとき前記携帯通信端末のユーザーに対して課
金する手段を備えることが好適である。
【００２４】
　また、前記携帯通信端末は、前記所定の条件が成立したときに前記記憶手段に記憶され
た音声データが前記試聴用音声データであれば同音声データを同携帯通信端末の着信音、
警告音又はＢＧＭの音声データとして登録することができない旨を報知する手段を備える
ことも好適である。
【００２５】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明による音声データ配信システムの各実施形態について、図面を参照しつつ
説明する
【００２６】
（第１実施形態）
図１は、本発明による音声データ配信システム（曲データ配信システム、着信メロディ配
信システム）の第１実施形態の概略系統図である。このシステムは、インターネット１０
を利用した構成となっていて、同インターネット１０には音声データ配信用サーバ２０、
課金サーバ３０、及び中継サーバ４０が接続され、中継サーバ４０には無線基地局５０が
接続されている。また、クライアント側端末としての携帯電話機６０は、無線基地局５０
、中継サーバ４０、及びインターネット１０を介して、音声データ配信用サーバ２０と相
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互に通信可能（データ交換可能）となるように構成されている。なお、インターネット１
０は、専用回線などの通信回線（この通信回線は有線回線に限らず、衛星通信回線等の無
線回線を含む）であってもよく、クライアント側端末としては、携帯電話機６０に限らず
、コンピュータを含み通信可能な装置であるモバイルコンピュータ、或いはＰＤＡ（Pers
onal Digital Assistant)等であってもよい。
【００２７】
音声データ配信用サーバ２０は、コンピュータを含んで構成され、正規の音声データ及び
試聴用音声データを携帯電話機６０からの要求に従って同携帯電話機６０に配信するため
のものであり、ＷＥＢサーバ２１、コンテンツとして多数の音声データ（この例では、着
信メロディとして使用される多数の正規の曲データ、及び正規の曲データの各々に対応し
た多数の試聴用曲データ）を蓄積した音声データのデータベース２２、携帯電話機６０の
ユーザーに対して課金を行うため情報を蓄積する課金データベース２３、及び携帯電話番
号、暗証番号、ユーザー名等からなる携帯電話機６０のユーザーに関するデータを蓄積し
た携帯電話機管理データベース２４とを備えている。ＷＥＢサーバ２１は、実際にはコン
ピュータ内に記憶されたプログラムであり、データベース２２～２４から必要なデータを
取出し、同データを所定の通信プロトコル（例えばＨＴＴＰ）にしたがって課金サーバ３
０又は中継サーバ４０に供給するとともに、課金サーバ３０又は中継サーバ４０から所定
の通信プロトコルにしたがって供給されるデータを処理し、必要に応じてデータベース２
２～２４に蓄積するようになっている。
【００２８】
課金サーバ３０は、コンピュータを含んで構成され、上記ユーザーに対する課金を管理す
るためのものであって、音声データ配信用サーバ２０からインターネット１０を介して供
給されるデータにしたがって携帯電話機６０のユーザーに対して課金を行うようになって
いる。具体的には、課金サーバ３０はユーザーが口座（銀行口座）を有する金融機関（銀
行）のコンピュータと必要なデータ通信を行い、同ユーザーの口座から音声データ配信サ
ービスの利用料金を自動的に引き落とすように構成されている。なお、課金サーバ３０に
よりユーザーに対する請求書を発行させ、同請求書をユーザーに対して郵送するように構
成してもよく、金融機関はユーザーの有するクレジットカードの管理会社であってもよい
。更に、携帯電話機６０の通話料金に音声データの購入金額を加算する形で課金を行って
もよい。課金方式は、１曲（１曲分の音声データを）購入する毎に所定金額（例えば、１
曲あたり５０円）を課金する従量制方式でもよいし、所定の基本料金で所定の期間内に所
定の複数曲を購入可能とし（例えば、３００円で一ヶ月以内に１０曲まで購入可能）、１
曲購入する毎に前記所定期間内に購入可能な残り曲数を減算する固定料金方式でもよい。
或いは、上記従量制方式と上記固定料金方式を合わせた方式（例えば、所定の期間内に購
入する曲数が所定の複数曲までは所定の基本料金とし、それ以降は１曲購入する毎に所定
料金を加算する）としてもよい。
【００２９】
中継サーバ４０は、コンピュータを含んで構成され、音声データ配信用サーバ２０からイ
ンターネット１０を介して供給されるデータを所定の信号に変換して無線基地局５０に送
信するように構成されている。無線基地局５０は、中継サーバ４０から供給された信号を
変調し、この変調した信号を携帯電話機６０に対し発信するようになっている。また、無
線基地局５０は携帯電話機６０から発信された信号を復調し、この復調した信号を中継サ
ーバ４０に供給し、中継サーバ４０は無線基地局５０から供給された信号を所定のデータ
に変換し、この変換したデータを音声データ配信用サーバ２０に対し前記所定のプロトコ
ルにしたがって供給するようになっている。
【００３０】
携帯電話機６０は、図２のブロック図により示したように、ＣＰＵ６１、ＲＯＭ６２、Ｒ
ＡＭ６３、不揮発性のＲＡＭ６４、及びメモリカード等の外部記憶装置６５、及び他のコ
ンピュータ等と有線によるデータ通信を可能とする通信インターフェース６６を備えてい
て、これらはバスを介して互いに接続され、ＣＰＵ６１により制御されるようになってい



(8) JP 4079577 B2 2008.4.23

10

20

30

40

50

る。なお、不揮発性ＲＡＭ６４は、ＥＥＰＲＯＭであってもよい。
【００３１】
また、携帯電話機６０は、アンテナ６７、同アンテナ６７に接続された送受信回路６８、
送受信回路６８に接続されアンテナ６７が受信した受信信号を復調するとともに、ＣＰＵ
６１の制御により与えられアンテナ６７から発信すべき信号を変調する変調・復調回路６
９、電話番号又はその他の指示を入力するための複数の押し釦式スイッチ等を有するパネ
ル操作子７０、パネル操作子７０と接続され同パネル操作子７０のスイッチングを検出す
る検出回路７１、数字及び文字情報を表示するディスプレイ７２、ディスプレイ７２の表
示を制御する表示回路７３、音源回路７４、音源回路７４と接続された効果回路７５、及
び効果回路７５と接続され増幅器及びスピーカを含むサウンドシステム７６を備えている
。このうち、変調・復調回路６９、検出回路７１、表示回路７３、音源回路７４、及び効
果回路７５はバスを介して互いに接続され、ＣＰＵ６１により制御されるようになってい
る。なお、音源回路７４、効果回路７５、及び効果回路７５は、ＣＰＵ６２、ＲＡＭ６３
、不揮発性ＲＡＭ６４とともに再生手段を構成している。
【００３２】
ＣＰＵ６１は、同ＣＰＵ６１に接続されたタイマ６１ａのクロック情報を利用しながら、
ＲＯＭ６２、外部記憶装置６５に記憶されたプログラムを実行するようになっている。Ｒ
ＡＭ６３は、ＣＰＵ６１が上記プログラムを実行する際に必要なデータ、及び受信した音
声データ等のデータを一時的に記憶する記憶手段として機能するようになっている。不揮
発性ＲＡＭ６４は、図示しない主電源が投入（「オン」）されているときに書込みがなさ
れたデータを、同主電源の「オフ」時においても記憶・保持し得るようになっていて、同
手段電源の「オン」時にＣＰＵ６１の要求にしたがって同ＣＰＵ６１に記憶・保持してい
るデータを供給するようになっている。この不揮発性ＲＡＭ６４は、携帯電話機６０に着
信があったとき、同携帯電話機６０がサウンドシステム７６から発音する着信メロディを
登録する登録手段の一部を構成している。
【００３３】
次に、このように構成された音声データ配信システムの作動について、図３～図１１を参
照しながら説明する。
【００３４】
先ず、携帯電話機６０の正規のユーザーが所望の着信メロディ（音声データ，曲データ）
を試聴した上で購入（取得）する場合について説明する。携帯電話機６０の図示しない主
電源が「オン」状態にあるときに、ユーザーがパネル操作子７０を操作して着信メロディ
取得モードとすると、同携帯電話機６０のＣＰＵ６１（以下、単に「携帯電話機６０」と
する。）は図３に示した着信メロディ取得ルーチンの処理をステップ３００から開始する
。
【００３５】
次いで、携帯電話機６０はステップ３０５に進み、同携帯電話機６０を音声データ配信用
サーバ２０に接続する指示がなされたか否かを判定する。この接続指示とは、ユーザーが
携帯電話機６０を特定の電話番号、或いは特定のＵＲＬ（Uniform Resource Locator）の
相手先（即ち、音声データ配信用サーバ２０）に接続する発信操作のことである。この接
続指示がなされた場合、携帯電話機６０はステップ３０５にて「Ｙｅｓ」と判定してステ
ップ３１０に進み、同携帯電話機６０と音声データ配信用サーバ２０とを接続するための
処理を行う（図５（１）の矢印を参照）。
【００３６】
一方、音声データ配信用サーバ２０は、図４に示した配信処理のためのプログラムを実行
していて、ステップ４０５にて携帯電話機６０が接続されたか否かをモニタしている。従
って、音声データ配信用サーバ２０は、携帯電話機６０と接続されると、ステップ４０５
にて「Ｙｅｓ」と判定してステップ４１０に進み、同携帯電話機６０に対してユーザーの
確認を行うために必要なデータ（ユーザーの氏名及び暗証番号等）を要求する（図５（２
）の矢印を参照）。
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【００３７】
このとき、携帯電話機６０はステップ３１５に進んでいて、同ステップ３１５にてユーザ
ー確認用のデータ入力処理を行う。具体的には、携帯電話機６０は音声データ配信用サー
バ２０から要求されるユーザー確認用データの種類をディスプレイ７２に表示し、ユーザ
ーに同データの入力を促す。そして、ユーザーが必要な情報を入力した際には、同入力さ
れたデータを音声データ配信用サーバ２０に送信する。（図５（３）の矢印を参照）。な
お、初回接続の際のユーザー登録時のみ、ユーザーの氏名や暗証番号等を入力するように
し、２回目以降の接続時は必要な情報を携帯電話機６０から自動的に送信するように構成
し、ユーザーによるデータ入力を省略するようにしてもよい。
【００３８】
ユーザー確認用のデータを受信した音声データ配信用サーバ２０は、ステップ４１０にて
、携帯電話機管理データベース２４が蓄積しているデータを用いながら、接続されている
携帯電話機６０が正規のユーザーにより使用されているか否かを確認する。この場合、携
帯電話機６０のユーザーは正規のユーザーであるから、音声データ配信用サーバ２０はス
テップ４１５にて「Ｙｅｓ」と判定してステップ４２０に進み、曲データベース２２から
携帯電話機６０に配信し得る曲データのリストを読出して携帯電話機６０に送信する（図
５（４）の矢印を参照）。なお、正規のユーザーによる接続でない場合には、ステップ４
１５にて「Ｎｏ」と判定し、ステップ４５５に進んで携帯電話機６０との接続を終了する
処理を行い、ステップ４９５にて本ルーチンを終了してステップ４００へと戻る。
【００３９】
一方、携帯電話機６０はステップ３２０にて曲データのリストを受信したか否かをモニタ
するようになっているため、曲データのリストを受信するとステップ３２０にて「Ｙｅｓ
」と判定してステップ３２５に進み、受信した曲リストをディスプレイ７２に表示する（
図６（Ａ）の画面１参照）。なお、上記の曲データのリストについては、携帯電話機６０
からユーザーが所定の検索条件（曲のジャンル、アーティスト名、曲の歌い出しの歌詞等
）を入力し、これを音声データ配信用サーバ２０へと送信し、音声データ配信用サーバ２
０は、送信された検索条件に合致した曲のみからなる曲リストを携帯電話機６０へと配信
するようにしてもよい。
【００４０】
携帯電話機６０のユーザーは、この表示画面を参照し、パネル操作子７０を操作して所望
の曲を選択する。図６（Ａ）は、第２曲目の曲（「かきくけこ」）が選択された様子を示
している。このとき、携帯電話機６０はステップ３３０に進んでディスプレイ７２上に表
示された曲の何れかの曲が選択されたか否かをモニタしていて、曲が選択された場合には
ステップ３３５に進んで選択された曲を特定するデータを音声データ配信用サーバ２０に
送信する（図５（５）の矢印を参照）。
【００４１】
音声データ配信用サーバ２０は、ステップ４２５にて曲が選択されたか否かをモニタして
いる。これにより、携帯電話機６０から送信された選択曲を特定するデータを受信すると
ステップ４３０に進み、携帯電話機６０のユーザーが同選択曲の試聴（試聴用曲データ）
を希望しているのか、又は購入（正規の曲データ）を希望しているのかの選択を要求する
ためのデータを送信する（図５（６）の矢印を参照）。
【００４２】
このとき携帯電話機６０は、ステップ３４０にて試聴又は購入の選択を要求するデータを
受信したか否かをモニタしている。従って、試聴又は購入の選択を要求するデータを受信
した場合には、ステップ３４０にて「Ｙｅｓ」と判定してステップ３４５に進み、選択し
た曲のデータを試聴するか又は購入するかを選択させるための画面を表示する（図６（Ｂ
）の画面２参照）。次いで、携帯電話機６０は、ステップ３５０にて「試聴」又は「購入
」の選択を待ち、ユーザーがパネル操作子７０を操作して「試聴」又は「購入」の何れか
を選択した場合には、ステップ３５５に進み、その選択結果を音声データ配信用サーバ２
０に送信する（図５（７）の矢印を参照）。
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【００４３】
音声データ配信用サーバ２０は、ステップ４３５にて上記選択結果の受信をモニタしてい
るため、同選択結果を受信するとステップ４４０に進み、同選択結果に基づいて携帯電話
機６０のユーザーが先に選択した曲の試聴を希望しているか否かを判定する。この場合に
おいては、ユーザーは試聴を希望しているから、音声データ配信用サーバ２０はステップ
４４０にて「Ｙｅｓ」と判定してステップ４４５に進み試聴用曲データの処理を行う。具
体的には、音声データ配信用サーバ２０は、図７に詳細に示された試聴用曲データ配信処
理ルーチンの処理をステップ７００から開始し、ステップ７０５にて選択された曲に対応
する試聴用曲データを送信する（図５（８）の矢印を参照）。
【００４４】
ここで、試聴用曲データについて説明を加えると、図８（Ａ）は正規の曲データを示し、
図８（Ｂ）は本実施形態にて使用される試聴用曲データを示している。正規の曲データは
、４パートであって８小節からなり、第１小節の前には各パートの音色、テンポ等が書込
まれたヘッダが配置されている。また、試聴用曲データは、そのヘッダ内に各パートの音
色、テンポ等に加え、このデータが試聴用曲データであることを示すデータ、及び再生回
数（再生許容回数）を示すデータが書込まれている点において正規の曲データと異なって
いる。
【００４５】
再び、図３を参照すると、携帯電話機６０は上記ステップ３５５の処理を実行した後ステ
ップ３６０に進み、同ステップ３６０にてユーザーの選択結果が「試聴」か否かを判定す
る。この場合、ユーザーは曲データの「試聴」を選択しているので、携帯電話機６０はス
テップ３６０にて「Ｙｅｓ」と判定してステップ３６５に進み、図９に詳細に示された試
聴用曲データの処理ルーチンを実行する。
【００４６】
具体的には、携帯電話機６０は図９のステップ９００から処理を開始し、ステップ９０５
にて試聴用曲データを受信するとともに、同受信した試聴用曲データを揮発性メモリであ
るＲＡＭ６３に記憶（蓄積）する。次いで、携帯電話機６０はステップ９１０に進んでカ
ウンタｎに試聴用曲データのヘッダ内に書込まれている再生回数（例えば、「３」又は「
１」等）をセットし、ステップ９１５にてユーザーによる試聴用曲データの再生指示（試
聴指示）があるか否かをモニタする。
【００４７】
今、ユーザーによる試聴用曲データの再生指示がなされたものとして説明を進めると、携
帯電話機６０はステップ９１５にて「Ｙｅｓ」と判定し、ステップ９２０に進んでカウン
タｎの値を「１」だけデクリメント（減少）し、ステップ９２５にて音源回路７４、効果
回路７５、及びサウンドシステム７６により試聴用曲データを再生する。これにより、ユ
ーザーは自己の携帯電話機６０の音源回路７４、効果回路７５、及びサウンドシステム７
６を使用して配信された試聴用曲データを再生することができ、その再生結果に基づいて
正規の曲データを購入すべきか否かを判断すること可能となる。
【００４８】
次いで、携帯電話機６０はステップ９３０に進んでカウンタｎの値が「０」か否かを判定
し、カウンタｎの値が「０」でなければステップ９３０にて「Ｎｏ」と判定してステップ
９１５へと戻る。これにより、携帯電話機６０は、再生指示がある毎にステップ９２０に
進んでカウンタｎの値をデクリメントし、ステップ９２５にて試聴用曲データに基づいて
発音し、同データを再生する。従って、先のステップ９１０にてカウンタｎにセットした
再生回数だけ試聴用曲データが再生されると、同カウンタｎの値は「０」となるため、携
帯電話機６０はステップ９３０にて「Ｙｅｓ」と判定し、ステップ９７０に進んで試聴用
曲データをＲＡＭ６３から消去（削除）し、ステップ９７５に進んで試聴用曲データをＲ
ＡＭ６３から削除した旨をディスプレイ７２への表示及びサウンドシステム７６による警
告音により報知する。その後、携帯電話機６０はステップ９９５を介して図３のステップ
３９５へと戻り、着信メロディ取得ルーチンを終了する。なお、上記ステップ９１０～９
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３０は、試聴用音声データの再生回数制限手段に相当し、ステップ９７０はデータ消去手
段に相当する。
【００４９】
次に、上記図９のステップ９１５の判断時に再生指示がないものとして説明をすすめると
、この場合には携帯電話機６０はステップ９３５に進み、ユーザーが試聴用曲データを着
信メロディとして不揮発性ＲＡＭ６４に記憶（登録）させる指示を行ったか否かを判定す
る。そして、このステップ９３５の判断時において登録指示がないと、携帯電話機６０は
ステップ９１５に戻り再生指示の有無を再び判定する。なお、着信メロディとは、携帯電
話機６０に着信があった場合の呼び出し音として発音される曲である。また、ここでの着
信メロディは、携帯電話機６０において所定の条件が成立したときに発生する警告音（例
えば、設定した時刻になったときに鳴らすアラーム音）、携帯電話機６０による通話時や
留守番電話の応答メッセージにおいて使用されるＢＧＭ，又は、他の携帯電話機や他のパ
ーソナルコンピュータ等へ電子メールを出す際の添付曲データファイル等に代えることも
できる。
【００５０】
上記ステップ９３５の判断時において登録指示があると、携帯電話機６０はステップ９４
０に進み、試聴用曲データを同携帯電話機６０の着信メロディとして登録することができ
ない旨を報知するため、ディスプレイ７２にその旨を表示し、且つ特定の警告音をサウン
ドシステム７６から発生する。次いで、携帯電話機６０はステップ９４５に進み、試聴用
曲データに対応する正規の曲データの購入を希望するか否かを確認するための画面を表示
する（図６（Ｃ）の画面３を参照）。
【００５１】
次いで、携帯電話機６０は、ステップ９５０にて正規の曲データを「購入する」又は「購
入しない」の何れかの指示を待ち、指示があった場合にはステップ９５５に進んで、同指
示が正規の曲データの購入指示か否かを判定し、同指示が購入指示であった場合にはステ
ップ９６０に進んで試聴用曲データのヘッダに書き込まれている試聴用曲データ特有のデ
ータ、即ち、このデータが試聴用曲データであることを示すデータ、及び再生回数を示す
データを消去し、同試聴用曲データを正規の曲データに変更する。次いで、携帯電話機６
０は、ステップ９６５にて正規の曲データを購入する旨のデータを音声データ配信用サー
バ２０に送信し（図５（９）の矢印を参照）、その後図１０に示した正規の曲データ処理
ルーチンのステップ１０１０へと進んで後述する購入データの登録処理を行う。
【００５２】
一方、音声データ配信用サーバ２０は、上記ステップ７０５にて試聴用曲データを送信し
た後、ステップ７１０にて購入に関する指示を受信したか否かをモニタしている。従って
、音声データ配信用サーバ２０は、正規の曲データを購入する旨のデータを受信すると、
ステップ７１０にて「Ｙｅｓ」と判定してステップ７１５に進み、同ステップ７１５にて
購入指示であるか否かを判定し、この場合においては、同ステップ７１５にて「Ｙｅｓ」
と判定して図１１に示した正規の曲データ配信処理ルーチンのステップ１１１０に進んで
課金処理を行う。即ち、音声データ配信用サーバ２０は、ステップ１１１０にて、課金デ
ータベース２３にその旨を当該曲データの購入を行ったユーザーに関連させて書き込み、
所定のタイミングにて課金サーバ３０に対して当該ユーザーを特定するために必要な電話
番号や氏名等のデータ、及び料金に関するデータを送信する（図５（１０）の矢印を参照
）。
【００５３】
このデータに基づいて、課金サーバ３０は携帯電話機６０のユーザの銀行口座から料金を
引き落とすために必要な課金処理を実行する。その後、音声データ配信用サーバ２０は、
ステップ１１９５を介して図４のステップ４５５に進み、携帯電話機６０との接続を終了
し、次いでステップ４９５に進んで本配信処理ルーチンを終了する。
【００５４】
また、図１０のステップ１０１０に進んだ携帯電話機６０は、同ステップ１０１０にて不
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揮発性ＲＡＭ６４の着信メロディ登録領域に登録されている複数の曲データの中から登録
された日時が最も古いデータを検索し、同データを削除する。次いで、携帯電話機６０は
ステップ１０１５に進み、今回購入した正規の曲データ（試聴用曲データから正規の曲デ
ータに変更されたデータを含む）を上記削除したデータが登録されていた領域に現在の日
時とともに登録し、その後ステップ１０９５を介して図３のステップ３９５に進む。これ
により、今回購入した正規の曲データは、携帯電話機６０のユーザーにより同携帯電話機
６０の着信時に再生されるメロディとして選択され得る登録曲データの一つとなる。
【００５５】
このように、携帯電話機６０は試聴用曲データの処理にあたり、先ず受信した試聴用曲デ
ータをＲＡＭ６３に格納するとともにステップ９１０にてカウンタｎに再生回数をセット
する。次いで、携帯電話機６０はステップ９１５にて再生指示の有無をモニタし、再生指
示があればステップ９２０以降に進んで試聴用曲データを再生する。一方、再生指示がな
い場合には登録指示の有無をモニタし、登録指示があったときはステップ９４０に進んで
ディスプレイ７２の表示及びサウンドシステム７６からの警告音にて試聴用曲データは登
録できない旨を報知し、その後、再びステップ９１５に戻って再生指示の有無をモニタす
る。
【００５６】
次に、図３のステップ３５０の実行時において、ユーザーが正規の曲データを購入するた
めの操作を行った場合、即ち、ステップ３５５にて正規の曲データを購入する旨を携帯電
話機６０から音声データ配信用サーバ２０に送信した場合について説明する。この場合、
携帯電話機６０、音声データ配信用サーバ２０は、そ図１０及び図１１に示した正規の曲
データ処理ルーチンをそれぞれ実行する。
【００５７】
即ち、音声データ配信用サーバ２０は、図４のステップ４４０にて携帯電話機６０からの
要求が試聴用曲データの配信要求ではない、つまり、正規の曲データの配信要求であると
判定すると、ステップ４５０に進んで正規の曲データ配信処理ルーチンを実行する。具体
的には、音声データ配信用サーバ２０は、図１１のステップ１１００から処理を開始し、
ステップ１１０５にて選択されている曲に対応する正規の曲データを、音声データのデー
タベース２２から読出し、これを携帯電話機６０に配信する。その後、音声データ配信用
サーバ２０は、上記ステップ１１１０にて課金処理を行い、ステップ１１９５を介して図
４のステップ４５５に戻る。
【００５８】
一方、携帯電話機６０は、図３のステップ３６０にてユーザーの希望が正規の曲データの
購入であると判定するとステップ３７０に進み、図１０に示した正規の曲データ処理ルー
チンの処理をステップ１０００から開始し、続くステップ１００５にて正規の曲データを
受信してＲＡＭ６３内に蓄積し、その後、上述したステップ１０１０にて不揮発性ＲＡＭ
６４に記憶された登録日時が最も古い曲データを検索し、同データを削除してステップ１
０１５に進み、ステップ１００５にて受信した正規の曲データを上記削除したデータが登
録されていた領域に日時とともに登録し、その後ステップ１０９５を介して図３のステッ
プ３９５に進む。これにより、今回購入した正規の曲データは、携帯電話機６０のユーザ
ーにより同携帯電話機６０の着信時に再生されるメロディとして選択され得る登録曲デー
タの一つとなる。なお、ステップ１０１０においては、既に登録されている複数の曲デー
タのうちの登録日時が最も古いデータを削除するものに限らず、削除すべき曲データをユ
ーザーが指定できるように構成してもよい。
【００５９】
以上説明したように、第１実施形態によれば、試聴用曲データは課金されることなく携帯
電話機６０に配信され、同携帯電話機６０にて所定の回数だけ再生され得るので、著作権
を有効に保護しながらユーザーが満足し得るサービスを提供することができる。なお、上
記図４のステップ４４０は、携帯電話機６０からの要求が正規の音声データの要求である
か、試聴用音声データの要求であるかを判定する判定手段を構成し、ステップ４４０、４
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４５、４５０は前記要求にしたがってデータを配信するデータ配信手段を構成している。
また、上記実施形態においては、曲データのヘッダ中に再生許容回数が書込まれていたが
、これに限らず、曲データとは独立して再生許容回数が記録されているデータを前記曲デ
ータと共に（関連させて）受信するように構成してもよく、この受信した再生許容回数デ
ータに基づいて上記と同様の処理を実行すればよい。
【００６０】
（第２実施形態）
次に、本発明による音声データ配信システムの第２実施形態について説明すると、第２実
施形態は携帯電話機６０のＣＰＵ６１が図９に示した試聴用曲データの処理ルーチンに代
わり図１２及び図１３に示した試聴用曲データの処理ルーチンを実行する点、及び試聴用
曲データのヘッダに再生回数に代わり再生許容時間が書込まれている点においてのみ第１
実施形態と異なっている。従って、以下においては、図１２及び図１３を参照しながら第
１実施形態との相違点について説明する。
【００６１】
第２実施形態においても、ユーザーが携帯電話機６０のパネル操作子７０を操作して着信
メロディ取得モードとすると、同携帯電話機６０のＣＰＵ６１（以下、単に「携帯電話機
６０」とする。）は図３に示したプログラムを実行する。従って、ユーザーが所望の着信
メロディを試聴した上で購入する場合には、携帯電話機はステップ３６５に進み、図１２
に示した試聴用曲データの処理ルーチンを実行する。
【００６２】
具体的には、携帯電話機６０は図１２のステップ１２００から処理を開始し、ステップ１
２０５にて試聴用曲データを受信するとともに、同受信した試聴用曲データをＲＡＭ６３
に記憶（蓄積）する。この試聴用曲データは第１実施形態と同様に音声データ配信用サー
バ２０から送信されるものであって、図８（Ｂ）に示したように、４パートであって第１
～第８小節からなり、第１小節の前には各パートの音色、テンポ等が書込まれたヘッダが
配置されている点においては図８（Ａ）に示した正規の曲データと同一である。一方、試
聴用曲データは、そのヘッダ内に各パートの音色、テンポ等に加え、後述するタイマＴの
初期値ＴＳ（再生許容時間に相当）を示すデータが書込まれている点において正規の曲デ
ータと異なっている。
【００６３】
再び図１２を参照すると、携帯電話機６０はステップ１２１０に進んでタイマＴの値に試
聴用曲データのヘッダ内に書込まれているタイマ初期時間ＴＳ（例えば、１分）をセット
し、ステップ１２１５にてタイマＴの値が「０」以下か否かを判定する。
【００６４】
このタイマＴの値は、図１３に示した所定時間の経過毎に実行されるタイマ割込み処理ル
ーチンにより変更される。具体的には、携帯電話機６０（のＣＰＵ６１）は、この割込み
処理が起動されるとステップ１３００から処理を開始し、ステップ１３０５にてタイマＴ
の値を正の所定値αだけ減算し、ステップ１３９５に進んで本ルーチンを終了する。これ
により、タイマＴの値は、前記所定時間の経過毎に所定値αだけ減少して行く。
【００６５】
再び図１２を参照すると、現時点におていはタイマＴに初期値ＴＳが与えられた直後であ
るので、携帯電話機６０はステップ１２１５にて「Ｎｏ」と判定してステップ１２２０に
進み、ユーザーによる試聴用曲データの再生指示（試聴指示）があるか否かを判定する。
そして、ユーザーが試聴用曲データの再生を指示している場合には、携帯電話機６０はス
テップ１２２５に進んで音源回路７４、効果回路７５、及びサウンドシステム７６により
試聴用曲データを再生する。これにより、ユーザーは自己の携帯電話機６０の音源回路７
４、効果回路７５、及びサウンドシステム７６を使用して配信された試聴用曲データを再
生することができ、その再生結果に基づいて正規の曲データを購入すべきか否かを判断す
ることが可能となる。その後、携帯電話機６０はステップ１２１５に戻る。
【００６６】
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一方、上記ステップ１２２０の実行時点にて再生指示がない場合には、携帯電話機６０は
ステップ１２２０にて「Ｎｏ」と判定してステップ１２３０に進み、ユーザーが試聴用曲
データを着信メロディとして不揮発性ＲＡＭ６４に記憶（登録）させる指示を行ったか否
かを判定する。そして、このステップ１２３０の判断時において登録指示がないと、携帯
電話機６０はステップ１２１５に戻る。
【００６７】
また、前記ステップ１２３０の判断時において登録指示があると、携帯電話機６０はステ
ップ１２３５に進み、試聴用曲データを同携帯電話機６０の着信メロディとして登録する
ことができない旨、及び登録するためには正規の曲データを購入する必要がある旨を報知
するために、ディスプレイ７２にその旨を表示し、且つ特定の警告音をサウンドシステム
７６から発生し、その後ステップ１２１５に戻る。
【００６８】
このような作動が継続されると、タイマＴの値は次第に減少し、所定の時間が経過すると
タイマＴの値は「０」以下となる。この結果、携帯電話機６０はステップ１２１５にて「
Ｙｅｓ」と判定し、ステップ１２４０に進んで試聴用曲データをＲＡＭ６３から消去（削
除）し、ステップ１２４５に進んで試聴用曲データをＲＡＭ６３から削除した旨を、ディ
スプレイ７２への表示及びサウンドシステム７６による警告音により報知する。その後、
携帯電話機６０はステップ１２９５を介して図３のステップ３９５へと戻り、着信メロデ
ィ取得モードを終了する
【００６９】
以上説明したように、第２実施形態によれば、試聴用曲データは課金されることなく携帯
電話機６０に配信され、同携帯電話機６０にて所定の時間が経過するまで再生され得るの
で、著作権を有効に保護しながらユーザーが満足し得るサービスを提供することができる
。なお、上記ステップ１２１０、１２１５、１２４０、及びステップ１２４５は、所定の
時間が経過した後は試聴用曲データの再生を不可能とする再生可能時間制限手段を構成し
、また同所定の時間が経過した後に試聴用曲データを記憶手段であるＲＡＭ６３から消去
するデータ消去手段を構成している。
【００７０】
なお、上記第２実施形態においては、携帯電話機６０が試聴用曲データを受信し、ＲＡＭ
６３内に蓄積した時点にてタイマＴに初期値ＴＳを設定し、同タイマＴの値が「０」以下
となるまでの時間が経過すると、試聴用曲データをＲＡＭ６３から消去していた。即ち、
上記第２実施形態では、携帯電話機６０が試聴用曲データを受信し、ＲＡＭ６３内に蓄積
した時点（試聴用曲データが再生可能となった時点）からタイマによる計時を開始し、そ
の時点から所定の時間が経過すると試聴用曲データをＲＡＭ６３から消去していたが、こ
のタイマによる計時開始時点を、ステップ１２２５による試聴用曲データの再生が初めて
実行された時点とすることもできる。更に、上記実施形態では、試聴用曲データの再生を
禁止するタイミングと消去するタイミングは同一であるが、試聴用曲データの再生を禁止
した後に、同試聴用曲データを消去するように構成してもよい。即ち、上記タイマの計時
開始後から試聴用曲データの再生を禁止するまでの所定時間以上の時間の経過後に同試聴
用曲データを消去するように構成してもよい。
【００７１】
また、上記第２実施形態においては、ユーザーが試聴用曲データを不揮発性ＲＡＭ６４に
着信メロディの一つとして登録しようと希望した場合に、同試聴用曲データは登録できな
い旨を報知する（ステップ１２３５）だけに留まっていたが、上記第１実施形態と同様に
正規の曲データの購入を促し、購入指示があった場合には試聴用曲データのヘッダから試
聴用曲データ特有のデータ（試聴用曲データであることを示すデータ、及び再生許容時間
）を消去して同試聴用曲データとし、を正規の曲データとし、且つ、不揮発性ＲＡＭ６４
に着信メロディの一つとして登録する（又は、登録することを可能とする）とともに、音
声データ配信用サーバ２０がユーザーに対して課金を実行するように構成することもでき
る。また、上記実施形態においては、曲データのヘッダ中に再生許容時間が書込まれてい
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たが、これに限らず、曲データとは独立して再生許容時間が記録されているデータを前記
曲データと共に（関連させて）受信するように構成してもよく、この受信した再生許容時
間データに基づいて上記と同様の処理を実行すればよい。
【００７２】
（第３実施形態）
次に、本発明による音声データ配信システムの第３実施形態について説明すると、第３実
施形態は携帯電話機６０のＣＰＵ６１が図９に示した試聴用曲データの処理ルーチンに代
わり図１４に示した試聴用曲データの処理ルーチンを実行する点、及び試聴用曲データの
ヘッダには正規の曲データのヘッダに書込まれているデータに加え、同データが試聴用曲
データであることを示すデータのみが書込まれている点において第１実施形態と異なって
いる。従って、以下においては、図１４を参照しながら第１実施形態との相違点について
説明する。
【００７３】
この第３実施形態においても、ユーザーが携帯電話機６０のパネル操作子７０を操作して
着信メロディ取得モードとすると、同携帯電話機６０のＣＰＵ６１（以下、単に「携帯電
話機６０」とする。）は図３に示したプログラムを実行する。従って、ユーザーが所望の
着信メロディを試聴した上で購入する場合には、携帯電話機はステップ３６５に進み、図
１４に示した試聴用曲データの処理ルーチンを実行する。
【００７４】
具体的には、携帯電話機６０は図１４のステップ１４００から処理を開始し、ステップ１
４０５にて試聴用曲データを受信するとともに、同受信した試聴用曲データをＲＡＭ６３
に記憶（蓄積）する。この試聴用曲データは音声データ配信用サーバ２０から送信される
ものであって、図８（Ｃ）に示したように、そのヘッダ内に同データが試聴用曲データで
あることを示すデータが書込まれている点を除き、図８（Ａ）に示した正規の曲データと
同一である。
【００７５】
次いで、携帯電話機６０はステップ１４１０に進み、ユーザーによる試聴用曲データの再
生指示（試聴指示）があるか否かを判定する。そして、ユーザーが試聴用曲データの再生
を指示している場合には、携帯電話機６０はステップ１４１５に進んで音源回路７４、効
果回路７５、及びサウンドシステム７６により試聴用曲データの一部分のパートのみ、又
は、第１～第４小節まで等の一部分の区間のみの再生を行う。より具体的には、携帯電話
機６０はステップ１４１５において、再生すべきＲＡＭ６３に記憶している曲データが正
規の曲データか試聴用曲データかを、同曲データのヘッダに書込まれているデータに基づ
き判定する。この場合、ＲＡＭ６３に記憶している曲データは、先のステップ１４０５に
て取得したものであるので試聴用曲データであり、従って、携帯電話機６０は、ステップ
１４１５にて同曲データを部分的に再生する。
【００７６】
これにより、ユーザーは自己の携帯電話機６０の音源回路７４、効果回路７５、及びサウ
ンドシステム７６を使用して配信された正規の曲データと同じ曲データを部分的にではあ
るが再生することができ、その再生結果に基づいて正規の曲データを購入すべきか否かを
判断すること可能となる。その後、携帯電話機６０はステップ１４１０に戻る。
【００７７】
また、ステップ１４１０の実行時点において再生指示がない場合には、携帯電話機６０は
ステップ１４２０に進み、ユーザーが試聴用曲データを着信メロディとして不揮発性ＲＡ
Ｍ６４に記憶（登録）させる指示を行ったか否かを判定する。そして、このステップ１４
２０の判断時において登録指示がないと、携帯電話機６０はステップ１４１０に戻り再生
指示の有無を再び判定する。
【００７８】
また、上記ステップ１４２０の判断時において登録指示があると、携帯電話機６０はステ
ップ１４２５に進み、試聴用曲データを同携帯電話機６０の着信メロディとして登録する
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ことができない旨を報知するために、ディスプレイ７２にその旨を表示し、且つ特定の警
告音をサウンドシステム７６から発生する。次いで、携帯電話機６０はステップ１４３０
に進み、試聴用曲データに対応する正規の曲データの購入を希望するか否かを確認するた
めの画面を表示する（図６（Ｃ）の画面３を参照）。
【００７９】
次いで、携帯電話機６０は、ステップ１４３５にて正規の曲データを「購入する」又は「
購入しない」の何れかの指示を待ち、指示があった場合にはステップ１４４０に進んで、
同指示が正規の曲データの購入指示か否かを判定する。このとき、同指示が購入指示であ
った場合にはステップ１４４５に進んで試聴用曲データのヘッダに書き込まれている試聴
用曲データであることを示すデータを消去し、同試聴用曲データを正規の曲データに変更
する。次いで、携帯電話機６０は、ステップ１４５０にて正規の曲データを購入する旨の
データを音声データ配信用サーバ２０に送信し、その後図１０に示した正規の曲データ処
理ルーチンのステップ１０１０以降へと進んで前述した購入データの登録処理を行う。な
お、この場合、音声データ配信用サーバ２０は、第１実施形態と同様に図７の試聴用曲デ
ータ配信処理ルーチンのステップ７１０を実行しているので、上記購入指示を受信すると
ステップ７１０及びステップ７１５にて「Ｙｅｓ」と判定し、図１１のステップ１１１０
に進んで、携帯電話機６０のユーザーに対する課金処理を行う。
【００８０】
以上説明したように、第３実施形態によれば、発音に必要な曲データとしては正規の曲デ
ータと同一の試聴用曲データが課金されることなく携帯電話機６０に配信されるとともに
、この試聴用曲データは同携帯電話機６０にて部分的に再生されるので、著作権を有効に
保護しながらユーザーが満足し得るサービスを提供することができる。
【００８１】
なお、上記第３実施形態においては、試聴用曲データのヘッダに試聴用曲データであるこ
とを示すデータが書込まれていたが、これに加え、又はこれに代え、正規の曲データのヘ
ッダに正規の曲データであることを示すデータを書込んでおくように構成することもでき
る。この場合、携帯電話機６０は、ステップ１４１０にて再生指示があると判定した場合
、ステップ１４１５にてＲＡＭ６３に記憶した曲データが試聴用曲データであるか否かを
正規の曲データであることを示すデータの有無により判定するように構成することができ
る。また、試聴用曲データのヘッダに試聴用曲データであることを示すデータが書込まれ
ている場合においては、ステップ１４４５にてＲＡＭ６３に記憶した曲データのヘッダか
ら試聴用曲データであること示すデータを消去するとともに、同曲データが正規の曲デー
タであることを示すデータを書込むようにしておく。なお、上記においては、曲データの
ヘッダ中に試聴用である旨が書込まれていたが、これに限らず、曲データとは独立して試
聴用である旨が記録されているデータを曲データと共に（関連させて）受信するように構
成してもよく、この受信した試聴用である旨のデータに基づいて上記と同様の処理を実行
すればよい。更に、第３実施形態においても、第１，第２実施形態と同様に、試聴用曲デ
ータは所定回数の再生がなされた後、又は所定の時間が経過した後は消去されるようにし
て、その場合には正規の曲データの購入をユーザーに促すように構成してもよい。
【００８２】
（第４実施形態）
次に、本発明による音声データ配信システムの第４実施形態について説明すると、第４実
施形態は携帯電話機６０のＣＰＵ６１が図９に示した試聴用曲データの処理ルーチンに代
わり図１５に示した試聴用曲データの処理ルーチンを実行する点、音声データ配信用サー
バ２０が図７の試聴用曲データ配信処理ルーチンに代わり図１６の試聴用曲データ配信処
理ルーチンを実行する点、及び試聴用曲データのヘッダに再生回数が書込まれている代わ
りに、試聴用曲データ自体が正規の曲データの一部からなっている点において第１実施形
態と異なっている。従って、以下においては、主として図１５及び図１６を参照しながら
第１実施形態との相違点について説明する。
【００８３】
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この第４実施形態においても、ユーザーが携帯電話機６０のパネル操作子７０を操作して
着信メロディ取得モードとすると、同携帯電話機６０のＣＰＵ６１（以下、単に「携帯電
話機６０」とする。）は図３に示したプログラムを実行する。従って、ユーザーが所望の
着信メロディを試聴した上で購入する場合には、携帯電話機６０はステップ３３５，３５
５にて特定の試聴用曲データの配信を音声データ配信用サーバ２０に対して要求し、ステ
ップ３６５に進んで図１５に示した試聴用曲データの処理ルーチンを実行する。
【００８４】
このとき、音声データ配信用サーバ２０は、図４のステップ４４０を実行している。従っ
て、携帯電話機６０から特定の試聴用曲データの配信要求があると、ステップ４４０にて
「Ｙｅｓ」と判定し、ステップ４４５に進んで図１６に示した試聴用曲データ配信処理ル
ーチンを実行する。具体的には、音声データ配信用サーバ２０は、ステップ１６００から
処理を開始してステップ１６０５に進み、ユーザーにより特定（選択）された曲に対応す
る試聴用曲データの配信を実行する。
【００８５】
一方、携帯電話機６０は図１５のステップ１５００から処理を開始し、ステップ１５０５
にて試聴用曲データを受信するとともに、同受信した試聴用曲データをＲＡＭ６３に記憶
（蓄積）する。本例におていは、正規の曲データは、図８（Ａ）に示したように、４パー
トであって第１～第８小節からなり、上記試聴用曲データは、図８（Ｄ）に示したように
、正規の曲データのパートと同一の４パートで第１～第４小節からなっている。即ち、試
聴用曲データは正規の曲データの一部の長さ（正規の曲データの一部の区間のみを取り出
したデータ）からなっている。
【００８６】
次いで、携帯電話機６０はステップ１５１０に進み、ユーザーによる試聴用曲データの再
生指示（試聴指示）があるか否かを判定する。そして、ユーザーが試聴用曲データの再生
を指示している場合には、携帯電話機６０はステップ１５１５に進んで音源回路７４、効
果回路７５、及びサウンドシステム７６により試聴用曲データの再生を行う。この場合、
試聴用曲データは正規の曲データの一部のみであるので、再生される曲も正規の曲の一部
である。しかしながら、ユーザーは、自己の携帯電話機６０の音源回路７４、効果回路７
５、及びサウンドシステム７６を使用して購入を検討している曲データの一部を実際に再
生することができるので、その再生結果に基づいて正規の曲データを購入すべきか否かを
正しく判断することが可能となる。その後、携帯電話機６０はステップ１５１０に戻り、
再び再生指示の有無をモニタする。
【００８７】
また、ステップ１５１０の実行時点において再生指示がない場合には、携帯電話機６０は
ステップ１５２０に進み、ユーザーが試聴用曲データを着信メロディとして不揮発性ＲＡ
Ｍ６４に記憶（登録）させる指示を行ったか否かを判定する。そして、このステップ１５
２０の判断時において登録指示がないと、携帯電話機６０はステップ１５１０に戻り再生
指示の有無を再び判定する。
【００８８】
また、上記ステップ１５２０の判断時において登録指示があると、携帯電話機６０はステ
ップ１５２５に進み、試聴用曲データを同携帯電話機６０の着信メロディとして登録する
ことができない旨を報知するため、ディスプレイ７２にその旨を表示し、且つ特定の警告
音をサウンドシステム７６から発生する。次いで、携帯電話機６０はステップ１５３０に
進み、試聴用曲データに対応する正規の曲データの購入を希望するか否かを確認するため
の画面を表示する（図６（Ｃ）の画面３を参照）。
【００８９】
次いで、携帯電話機６０は、ステップ１５３５にて正規の曲データを「購入する」又は「
購入しない」の何れかの指示を待ち、指示があった場合にはステップ１５４０に進んで同
指示が正規の曲データの購入指示か否かを判定し、同指示が購入指示であった場合にはス
テップ１５４５に進んで正規の曲データを購入する旨を音声データ配信用サーバ２０に送
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信する。
【００９０】
このとき、音声データ配信用サーバ２０は、図１６の試聴用曲データ配信処理ルーチンに
おけるステップ１６１０を実行しているので、同ステップ１６１０にて「Ｙｅｓ」と判定
してステップ１６１５に進み、同ステップ１６１５にても「Ｙｅｓ」と判定して図１１に
示した正規の曲データ配信処理ルーチンのステップ１１０５に進んで、選択された曲の正
規の曲データを携帯電話機６０に送信し、続くステップ１１１０にて前述の課金処理を行
う。
【００９１】
そして、携帯電話機６０はステップ１５５０にて正規の曲データを受信し、図１０に示し
た正規の曲データ処理ルーチンのステップ１０１０以降へと進んで前述した購入データの
登録処理を行う。
【００９２】
（第４実施形態の変形例）
上記第４実施形態においては、正規の曲データは４パートであって第１～第８小節からな
り、試聴用曲データは４パートで第１～第４小節からなっている。これに対し、第４実施
形態の変形例においては、正規の曲データは４パートであって第１～第８小節からなり、
試聴用曲データは、図８（Ｅ）に示したように、正規の曲データの４パートのうちの１パ
ートのみで構成された第１～第８小節からなっている。その他の点は、第４実施形態と同
一である。なお、試聴用曲データは、正規の曲データを構成するパート数より少ないパー
ト数により構成されていればよく、上記のように１パートから構成されている必要はない
。
【００９３】
これにより、携帯電話機６０がステップ１５１５にて試聴用曲データを再生すると、正規
の曲データと同じ長さであはあるが、同正規の曲データを構成する複数のパートのうちの
一つのパートのみが再生され、ユーザーはこの再生結果に基づいて正規の曲データの購入
を検討することが可能となる。なお、この試聴用曲データは上記第４実施形態と同様に着
信メロディとしては登録できないようになっている。
【００９４】
以上説明したように、第４実施形態とその変形例によれば、正規の曲データの一部からな
る試聴用曲データが課金されることなく携帯電話機６０に配信され、同携帯電話機６０に
て再生され得るので、著作権を有効に保護しながらユーザーが満足し得るサービスを提供
することができる。
【００９５】
（第５実施形態）
次に、本発明による音声データ配信システムの第５実施形態について説明すると、第５実
施形態は携帯電話機６０のＣＰＵ６１が図９に示した試聴用曲データの処理ルーチンに代
わり図１７に示した試聴用曲データの処理ルーチンを実行する点、音声データ配信用サー
バ２０が図７の試聴用曲データ配信処理ルーチンに代わり図１８の試聴用曲データ配信処
理ルーチンを実行する点、及び試聴用曲データは正規の曲データと全く同一であるがスト
リーム配信される点において第１実施形態と異なっている。従って、以下においては、主
として図１７及び図１８を参照しながら第１実施形態との相違点について説明する。
【００９６】
この第５実施形態においても、ユーザーが携帯電話機６０のパネル操作子７０を操作して
着信メロディ取得モードとすると、同携帯電話機６０のＣＰＵ６１（以下、単に「携帯電
話機６０」とする。）は図３に示したプログラムを実行する。従って、ユーザーが所望の
着信メロディを試聴した上で購入する場合には、携帯電話機はステップ３３５にて希望す
る曲を特定するデータを、また、ステップ３５５にて試聴を希望する旨を示すデータを音
声データ配信用サーバ２０に送信し、その後、ステップ３６５に進んで図１７に示した試
聴用曲データの処理ルーチンを実行する。
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【００９７】
このとき、音声データ配信用サーバ２０は図１８の試聴用曲データ配信処理をステップ１
８００から開始しており、ステップ１８０５にて試聴用曲データ（本実施形態の場合は、
試聴用曲データと正規の曲データとは同一データであるので、以下においては両曲データ
を単に曲データと称する。）の発音タイミングが到来したか否かをモニタする。
【００９８】
これにより、曲データの発音タイミングが到来すると、音声データ配信用サーバ２０はス
テップ１８０５にて「Ｙｅｓ」と判定してステップ１８１０に進み、発音イベント（携帯
電話機６０が新たな発音をするために必要な情報）を送信し、その後、ステップ１８１５
にて曲データが終了したか否かを判定する。そして、曲データが終了していなければ、ス
テップ１８１５にて「Ｎｏ」と判定してステップ１８０５に戻り、次の発音タイミングの
到来を待つ。以上により、音声データ配信用サーバ２０は、曲データの終了まで発音タイ
ミングの到来時毎に発音イベントを携帯電話機６０に送信（パケット通信による）する。
即ち、音声データ配信用サーバ２０は、携帯電話機６０に対して曲データをストリーム配
信する。また、配信すべき曲データが終了すると、ステップ１８１５にて「Ｙｅｓ」と判
定してステップ１８２０に進み、曲データが終了した旨のデータを携帯電話機６０に送信
する。
【００９９】
一方、携帯電話機６０は、図１７のステップ１７０５にて音声データ配信用サーバ２０か
ら送信された発音イベントをバッファ（ＲＡＭ６３でもよい）に一時的に記憶し、ステッ
プ１７１０にて同バッファに記憶した内容に基づいて発音する。次いで、ステップ１７１
５にてバッファの内容を直ちに消去し、ステップ１７２０に進んで曲データが終了したか
否かを、音声データ配信用サーバ２０が送信する曲データ終了の旨のデータの有無に基づ
き判定する。そして、曲データが終了していなければ、ステップ１７２０にて「Ｎｏ」と
判定してステップ１７０５に戻り、曲データが終了していればステップ１７２０にて「Ｙ
ｅｓ」と判定してステップ１７２５に進む。
【０１００】
この結果、携帯電話機６０は、音声データ配信用サーバ２０からストリーム配信される曲
データを音源回路７４、効果回路７５、及びサウンドシステム７６により逐次再生する。
従って、ユーザーは、実際にその曲データが自己の携帯電話機６０によりどのように再生
されるかを知ることができ、その再生結果に基づいて正規の曲データを購入すべきか否か
を正しく判断することが可能となる。
【０１０１】
ストリーム配信される曲データが終了すると、携帯電話機６０はステップ１７２５に進み
、選択した曲データの購入を希望するか否かを確認するための画面を表示する（図６（Ｃ
）の画面３を参照）。そして、携帯電話機６０は、ステップ１７３０にて正規の曲データ
を「購入する」又は「購入しない」の何れかの指示を待ち、指示があった場合にはステッ
プ１７３５に進んで同指示が正規の曲データの購入指示か否かを判定し、同指示が購入指
示であった場合にはステップ１７４０に進んで曲データを購入する旨を音声データ配信用
サーバ２０に送信し、その後ステップ１７９５を介して図３のステップ３９５へと戻る。
また、上記指示が正規の曲データの購入指示でなかった場合にはステップ１７３５からス
テップ１７９５に直接進み、図３のステップ３９５へと戻る。
【０１０２】
このとき、音声データ配信用サーバ２０は、図１８の試聴用曲データ配信処理ルーチンに
おけるステップ１８２５を実行している。このため、携帯電話機６０からの上記指示が購
入指示である場合には、音声データ配信用サーバ２０はステップ１８２５にて「Ｙｅｓ」
と判定してステップ１８３０に進み、同ステップ１８３０にても「Ｙｅｓ」と判定して図
１１に示した正規の曲データ配信処理ルーチンのステップ１１０５に進み、同ステップ１
１０５にて選択された曲の正規の曲データを携帯電話機６０に送信し、続くステップ１１
１０にて前述の課金処理を行う。
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【０１０３】
他方、携帯電話機６０からの上記指示が購入指示でない場合には、音声データ配信用サー
バ２０はステップ１８２５にて「Ｙｅｓ」と判定した後ステップ１８３０にて「Ｎｏ」と
判定し、ステップ１８３５を介して図４に示したステップ４４５以降へ進む。
【０１０４】
このように、第５実施形態においては、他の実施形態と同様に、音声データ配信用サーバ
２０が携帯電話機６０からの要求に基づいて同携帯電話機６０に配信する正規の曲データ
は、同携帯電話機６０のＲＡＭ６３に全てが一旦蓄積され、その後不揮発性ＲＡＭ６４に
着信メロディとして登録される。これに対し、試聴用曲データについては、音声データ配
信用サーバ２０から携帯電話機６０に対し、発音イベントの到来毎にそのイベントに関し
て発音に必要なデータが順次配信され、携帯電話機６０は、データの配信毎に発音を行う
。このとき、携帯電話機６０はＲＡＭ６３内に試聴用曲データを残さないので、同試聴用
曲データは自動的に携帯電話機６０から消滅し（消去され）、従って、着信メロディとし
て不揮発性ＲＡＭ６４に登録されることはない。
【０１０５】
以上説明したように、第５実施形態によれば、試聴用曲データが課金されることなく携帯
電話機６０にストリーム配信され、同携帯電話機６０にて逐次（発音イベント毎、配信毎
に）再生されるとともに同配信された試聴用曲データは携帯電話機から消去される。従っ
て、著作権を有効に保護しながらユーザーが満足し得るサービスを提供することができる
。なお、第５実施形態においてストリーム配信されるデータは、第４実施形態のように、
正規の曲データの一部であってもよい。また、上記においては、音声データ配信用サーバ
２０は、発音イベントをストリーム配信する際に１発音イベント毎にパケット化して配信
していたが、これに限らず、発音時間の近い複数の発音イベントを各イベントの発音時間
差に関するデータも含めてパケット化し、携帯電話機６０において受信したパケットに含
まれる複数の発音イベントを発音時間差に関するデータに基づいて順次再生するように構
成してもよい。
【０１０６】
以上に説明したように、本発明による各実施形態においては、携帯電話機６０から音声デ
ータ配信用サーバ２０にユーザーが取得を望む曲についての試聴用曲データ又は正規の曲
データの配信要求がなされ、音声データ配信用サーバ２０は携帯電話機６０に対し前記要
求に応じた曲データを配信する。また、音声データ配信用サーバ２０は、正規の曲データ
を配信する際には配信先の携帯電話機６０のユーザーに対し課金を行い、試聴用曲データ
を配信する際には同ユーザーに対して課金を行わない。これにより、ユーザーは、購入を
検討する曲データに対応する試聴用曲データを無料で取得し、これを自己の携帯電話機６
０により実際に再生（発音）させることができる。この結果、この音声データ配信システ
ムによるサービスは、携帯電話機のユーザーにとって満足の行くものとなる。
【０１０７】
また、上記各実施形態においては、曲データ購入指示があった場合にのみ、配信された曲
データを着信メロディとして不揮発性ＲＡＭ６４に登録することができる。これにより、
配信される曲データの著作権が有効に保護され得る。なお、上記各実施形態においては、
携帯電話機６０のユーザーは着信メロディとして不揮発性ＲＡＭ６４に登録された複数の
曲データの中から、実際の着信時に発音される曲データを選択して設定しておくことがで
きる。
【０１０８】
更に、本発明は上記実施形態に限定されることはなく、本発明の範囲内において種々の変
形例を採用することができる。例えば、上記各実施形態においては、正規の曲データの購
入と同時に同正規の曲データを着信メロディとして不揮発性ＲＡＭ６４に自動的に登録す
るようにしていたが、同正規の曲データを取得した後に（ＲＡＭ６３に蓄積した後に）、
更にユーザーの登録指示が別途あった場合にのみ着信メロディとして不揮発性ＲＡＭ６４
に登録するようにしてもよい。



(21) JP 4079577 B2 2008.4.23

10

20

30

40

50

【０１０９】
また、上記各実施形態においては、音声データ配信用サーバ２０は、試聴用曲データを配
信する際にユーザーに対して課金を行わなかったが、試聴用曲データを配信する際には正
規の曲データを配信する際の料金よりも安い料金だけ課金するように構成することもでき
る。例えば、従量制方式の場合には、試聴用曲データは正規の曲データの半額としたり、
固定料金方式の場合には、試聴用曲データは正規の曲データの０．５曲分としてカウント
するようにしてもよい。
【０１１０】
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の音声データ配信システムの概略図である。
【図２】　本発明において使用する携帯電話機の概略構成を示すブロック図である。
【図３】　本発明の第１実施形態に係る携帯電話機のＣＰＵが実行する着信メロディ取得
ルーチンのフローチャートである。
【図４】　本発明の第１実施形態に係る音声データ配信用サーバが実行する着信メロディ
配信処理ルーチンのフローチャートである。
【図５】　本発明の第１実施形態において携帯電話機のユーザーが試聴用曲データを取得
する際の、携帯電話機と音声データ配信用サーバとの間のデータの流れを示した図である
。
【図６】　本発明において携帯電話機のディスプレイに表示される内容を模式的に示した
図である。
【図７】　本発明の第１実施形態に係る音声データ配信用サーバが実行する試聴用曲デー
タ配信処理ルーチンのフローチャートである。
【図８】　本発明で使用する正規の曲データ及び試聴用曲データの構造を説明するための
図である。
【図９】本発明の第１実施形態に係る携帯電話機のＣＰＵが実行する試聴用曲データ処理
ルーチンのフローチャートである。
【図１０】　本発明の第１実施形態に係る携帯電話機のＣＰＵが実行する正規の曲データ
の処理ルーチンのフローチャートである。
【図１１】　本発明の第１実施形態に係る音声データ配信用サーバが実行する正規の曲デ
ータ配信処理ルーチンのフローチャートである。
【図１２】　本発明の第２実施形態に係る携帯電話機のＣＰＵが実行する試聴用曲データ
の処理ルーチンのフローチャートである。
【図１３】　本発明の第２実施形態に係る携帯電話機のＣＰＵが実行するタイマ割込みル
ーチンのフローチャートである。
【図１４】　本発明の第３実施形態に係る携帯電話機のＣＰＵが実行する試聴用曲データ
の処理ルーチンのフローチャートである。
【図１５】　本発明の第４実施形態に係る携帯電話機のＣＰＵが実行する試聴用曲データ
の処理ルーチンのフローチャートである。
【図１６】　本発明の第４実施形態に係る音声データ配信用サーバが実行する試聴用曲デ
ータ配信処理ルーチンのフローチャートである。
【図１７】　本発明の第５実施形態に係る携帯電話機のＣＰＵが実行する試聴用曲データ
の処理ルーチンのフローチャートである。
【図１８】　本発明の第５実施形態に係る音声データ配信用サーバが実行する試聴用曲デ
ータ配信処理ルーチンのフローチャートである。
【符号の説明】
１０…インターネット、２０…音声データ配信用サーバ、２１…ＷＥＢサーバ、２２…音
声データのデータベース（曲データベース）、２３…課金データベース、２４…携帯電話
機管理データベース、３０…課金サーバ、４０…中継サーバ、５０…無線基地局、６０…
携帯電話機、ＲＡＭ…６３、不揮発性ＲＡＭ…６４、７２…ディスプレイ、７３…表示回
路、７４…音源回路、７５…効果回路、７６…サウンドシステム。
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