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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯電話端末と相手側端末との間で網を介して通信を行う携帯電話システムであって、
　前記携帯電話端末が、ユーザのキー操作に応答して、相手側端末への回線交換回線の呼
接続要求または相手側端末に対する回線交換回線の呼接続応答に加えて、パケット交換回
線の接続要求を網側に送信する手段と、当該要求に基づき網との間で接続されたパケット
交換回線を介して、所望の音声メッセージに対応するデータを送信する手段とを備え、
　前記網が、前記携帯電話端末からパケット交換回線を介して送信されたデータを対応す
る音声メッセージに変換するデータ／音声メッセージ変換手段と、変換された音声メッセ
ージを相手側端末へ回線交換回線にマージして送信する手段とを備え、
　相手側端末からの音声は、回線交換回線を介して前記携帯電話端末に送信され、一方、
前記携帯電話端末からのデータは、データ／音声メッセージ変換手段によって音声メッセ
ージに変換されてから、回線交換回線を介して相手側端末に送信され、
　前記携帯電話端末が、パケット交換回線の接続要求を網側に送信する手段が作動された
ときに、前記携帯電話端末から回線交換回線を介する網側への音声の送信を禁止する手段
を備え、
　網が通知手段をさらに備え、該通知手段は、パケット交換回線の接続要求を網側に送信
する手段が作動されたときに、携帯電話端末のユーザが、ユーザの音声を送信せずにデー
タを音声メッセージに変換して送信するモードを設定したことを、相手側端末に回線交換
回線を介して音声メッセージで通知することを特徴とする携帯電話システム。
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【請求項２】
　携帯電話端末が備える所望の音声メッセージに対応するデータを送信する手段は、ユー
ザのキー入力に応じて所望の音声メッセージに対応するデータを送信することを特徴とす
る、請求項１に記載の携帯電話システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話システムに関し、特に、相手側端末からの音声は、回線交換回線を介
して携帯電話端末に送信され、一方、携帯電話端末のユーザは声を出すことなく、所望の
音声メッセージに対応するデータをパケット交換回線を介して送信し、この送信されたデ
ータを網側で音声メッセージに変換してから、回線交換回線を介して相手側端末に送信す
る携帯電話システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の携帯電話端末において声を出さずに相手に意思を伝える方法は、メールによる通信
しかなく、このため、声を出さずに相手に意思を伝えるには、その通信相手が、メール機
能を具備した機器（パソコンや携帯電話端末や個人用情報機器等）を具備している必要が
あった。そのため、通信相手が限定されたり、十分なコミュニケーションがとれないとい
う問題があった。
【０００３】
また、声を出せない環境下にいるユーザ（より具体的には、会議室のような静粛を守るべ
き場所や、映画館、劇場等の公共の場所にいるユーザや、声を出せない障害を持つユーザ
）に、音声による通常の電話がかかってきた場合には、通話は不可能となってしまうとい
う不都合が生じていた。
【０００４】
このような問題を解決するために、例えば特開平９－３２５７５９号に開示されるような
方法があった。この方法は、着呼側の携帯電話端末のユーザが、声を出せない環境下にい
る場合や声を出せない事情がある場合に、携帯電話端末のユーザが、相手側端末のユーザ
の音声を聞いて、予めメモリに記録された複数の音声メッセージから所望の音声メッセー
ジをキー入力により選んで、合成音声による音声メッセージを返信するものである。しか
しながら、この方法では、携帯電話端末のメモリ容量制限のために多くの音声メッセージ
を用意することは難しく、使用できる音声メッセージの種類が制限されて、十分なコミュ
ニケーションをとることはできないものであった。
【０００５】
また、従来の携帯電話システムは、通信回線の占有に関する面から見ると、音声を送信し
ている間は回路交換回線を占有使用し、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）等の無音時には情報を送らない方式を採用するとしても、パ
ケット交換回線を介するパケット呼の場合と比べて回線の占有時間が長くなり、エア上の
容量の点でも不利となるという問題点があった。
【０００６】
なお、携帯電話システムに関連する従来の技術情報は、例えば、丸善株式会社より平成１
３年６月２５日に発行された，立川敬二による監修の「Ｗ－ＣＤＭＡ移動通信方式」など
に詳しく記載されている。
【０００７】
【特許文献１】
特開平９－３２５７９５号公報
【非特許文献１】
監修：立川敬二、「Ｗ－ＣＤＭＡ移動通信方式」、丸善株式会社、平成１３年６月２５日
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
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本発明の目的は、声を出せない環境下にいるユーザ（会議室のような静粛を守るべき場所
や、映画館、劇場等の公共の場所にいるユーザや、声を出せない障害を持つユーザ）に対
して、相手側端末からの音声を聞くことは可能としながら、使用できる音声メッセージに
対する制限が少ない状態で、声を出すことなく相手側端末のユーザへ所望の音声メッセー
ジを伝えることができる携帯電話システムを提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するため、請求項１に係る携帯電話システムは、携帯電話端末と相手側
端末との間で網を介して通信を行う携帯電話システムであって、
携帯電話端末が、ユーザのキー操作に応答して、相手側端末への回線交換回線の呼接続要
求または相手側端末に対する回線交換回線の呼接続応答に加えて、パケット交換回線の接
続要求を網側に送信する手段と、当該要求に基づき網との間で接続されたパケット交換回
線を介して、所望の音声メッセージに対応するデータを送信する手段とを備え、
網が、携帯電話端末からパケット交換回線を介して送信されたデータを対応する音声メッ
セージに変換するデータ／音声メッセージ変換手段と、変換された音声メッセージを相手
側端末へ回線交換回線にマージして送信する手段とを備え、相手側端末からの音声は、回
線交換回線を介して携帯電話端末に送信され、一方、携帯電話端末からのデータは、デー
タ／音声メッセージ変換手段によって音声メッセージに変換されてから、回線交換回線を
介して相手側端末に送信されることを特徴とする。
【００１０】
このような構成を有する請求項１に係る携帯電話システムにより、声を出せない環境下に
いる携帯電話端末のユーザが、従来のように声を出して周囲に迷惑をかけることなく通話
することができる。さらに、発声ができない身障者でも、相手側端末のユーザと通話する
ことができる。さらに、データ／音声メッセージ変換手段によって変換された音声メッセ
ージに加えて、携帯電話端末のユーザの周囲音を、回線交換回線を介して相手側端末のユ
ーザに知らせることができる。また、データ／音声メッセージ変換手段が網側に備えられ
ているため、携帯電話端末側のメモリの容量制限に関係なく多数の音声メッセージを用意
することができ、制限されることなく携帯電話端末のユーザの意思を相手側端末のユーザ
へ伝えることができる。
【００１１】
また、請求項２に係る携帯電話システムは、携帯電話端末が、パケット交換回線の接続要
求を網側に送信する手段が作動されたときに、携帯電話端末から回線交換回線を介する網
側への音声の送信を禁止する手段をさらに備えることを特徴とする。
【００１２】
このような態様により、携帯電話端末の周囲音を、回線交換回線を介して相手側端末のユ
ーザへ送信しないために、携帯電話端末から網側への回線交換回線が空くことになる。携
帯電話端末から網側に送信しなければならないのは、パケット交換回線を介する所望の音
声メッセージに対応するデータだけとなる。このようなデータは情報量も少なくできるの
で、パケット交換回線の占有時間を大幅に短くすることが可能となる。そのため、電波の
有効利用につながり、送信するために必要な消費電力を下げ、また送信時間を短縮するこ
とができる。このような効果により、加入者容量の増加、または到達エリアの拡大などを
図ることができる。
【００１３】
また、請求項３に係る携帯電話システムは、網が通知手段をさらに備え、該通知手段は、
パケット交換回線の接続要求を網側に送信する手段が作動されたときに、携帯電話端末の
ユーザが、ユーザの音声を送信せずにデータを音声メッセージに変換して送信するモード
を設定したことを、相手側端末に回線交換回線を介して音声メッセージで通知することを
特徴とする。
【００１４】
このような態様により、通知手段により送信された音声メッセージによって、相手側端末
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のユーザは、通信相手である携帯電話端末のユーザが、何らかの理由により声を出すこと
ができない環境下にいることを知ることができる。そのため、相手側端末のユーザが、通
話相手である携帯電話端末のユーザの置かれている環境を考慮して通話をすることで、よ
り円滑に通話を実施することができる。
【００１５】
さらに、請求項４に係る携帯電話システムは、携帯電話端末が備える所望の音声メッセー
ジに対応するデータを送信する手段は、ユーザのキー入力に応じて所望の音声メッセージ
に対応するデータを送信することを特徴とする。
【００１６】
このような態様により、携帯電話端末のユーザは、所望のメッセージに対応するデータを
容易に選択して送信することができる。
【００１７】
以下、本発明の携帯電話システムの実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する
。
【００１８】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明に係る実施形態の携帯電話システムにおける処理手順の説明図である。
【００１９】
図１において、本実施形態の携帯電話システムは、声を出せない環境下にいるユーザＡが
携行する携帯電話である携帯電話端末１と、通常の環境下にいるユーザＢが利用する携帯
電話または固定電話である相手側端末２と、ユーザＡの携帯電話端末１とユーザＢの相手
側端末２とを接続する網３とを有する。なお網３の構成要素に関しては、図２により詳細
に示される。
【００２０】
少なくともユーザＡが携行する携帯電話端末１は、回線交換（ＣＳ、Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓ
ｗｉｔｃｈｅｄ）回線を介する音声通信と、パケット交換（ＰＳ、Ｐａｃｋｅｔ　Ｓｗｉ
ｔｃｈｅｄ）回線を介するパケット通信とを同時に行えるマルチコール機能（前述の非特
許文献１に記載されるＩＭＴ－２０００コアネットワークに追加された新規網機能）を有
する。また網３は、携帯電話端末１のマルチコール機能に対応できるものであり、携帯電
話端末１からマルチコール機能を作動させる要求、例えば回線交換回線（ＣＳ回線）に加
えてパケット交換回線（ＰＳ回線）の接続要求を受けたときには、音声通信用の回線交換
回線の接続およびパケット通信用のパケット交換回線の接続を、網３と携帯電話端末１と
の間で確立できるものである。
【００２１】
網３は、ユーザＡの携帯電話端末１からパケット交換回線を介して送信されたデータを、
対応する音声メッセージに変換するデータ／音声メッセージ変換手段であるデータ／音声
変換装置４と、このデータ／音声変換装置４に接続され、ユーザＡの携帯電話端末１から
パケット交換回線を介して送信されたデータに対応する音声メッセージを蓄積する音声蓄
積データベース５とを備える。この音声蓄積データベース５は、データ／音声変換装置４
の構成要素とすることも可能である。さらに、データ／音声変換装置４及び音声蓄積デー
タベース５は、携帯電話システムを運営するセンター側の設備とすることができる。
【００２２】
ユーザＡの携帯電話端末１は、音声メッセージに対応するデータを選択し送信するための
アプリケーションソフトであるＪＡＶＡ（登録商標）ソフト１１と、ユーザＡが声を出す
ことなく、所望の音声メッセージを相手側端末２に送信するモードである「無声送話モー
ド」を選択するための選択キー１２とを備える。
【００２３】
次に、図１に示される処理ステップＰ１からステップＰ８を参照して、本実施形態の携帯
電話システムにおける処理手順を説明する。
【００２４】
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図１の処理手順は、通常の環境下にいるユーザＢの相手側端末２から、声を出せない環境
下にいるユーザＡの携帯電話端末１が発呼された場合の例を示す。
【００２５】
この場合まず、通常の環境下にいるユーザＢの相手側端末２から、声を出せない環境下に
いるユーザＡの携帯電話端末１へ、網３の回線交換回線（ＣＳ回線）を介して音声発呼が
行われる（ステップＰ１）。
【００２６】
この音声発呼を受けた携帯電話端末１のユーザＡは、声を出せない環境下にいるために、
「無声送話モード」でこの音声発呼を着呼するために、選択キー１２を押下して「無声送
話モード」を設定する（ステップＰ２）。
【００２７】
ユーザＡが選択キー１２を押下したことによって、ユーザＡの携帯電話端末１は、「無声
送話モード」に設定され、ユーザＡの携帯電話端末１から網３側にパケット交換回線の接
続要求が送信される。このパケット交換回線の接続要求を受けた網３は、ユーザＡの携帯
電話端末１から網側へのパケット交換回線の接続を確立する（ステップＰ３）。
【００２８】
このステップＰ３の時点で、ユーザＢの相手側端末２と網３との間には、相手側端末２か
ら網３への回線交換回線と、網３から相手側端末２への回線交換回線が接続される。一方
、ユーザＡの携帯電話端末１と網３との間には、携帯電話端末１から網３への回線交換回
線およびパケット交換回線と、網３から携帯電話端末１への回線交換回線とが接続された
状態となる。すなわち、ユーザＡの携帯電話端末１のマルチコール機能に対応する網３側
の接続が、ユーザＡの携帯電話端末１と網３との間で確立されたことになる。なおこの時
点で、携帯電話端末１から網３への回線交換回線を空けて送信されるデータの情報量を少
なくするために、携帯電話端末１から網３への回線交換回線を介する音声の送信を禁止す
ることもできる。
【００２９】
ユーザＡの携帯電話端末１からパケット交換回線の接続要求を受けた網３は、ユーザＡの
携帯電話端末１と網３との間のパケット交換回線接続を確立した後、発呼した相手側端末
２のユーザＢに対して、通信相手である携帯電話端末１のユーザＡが、ユーザＡの音声を
送信せずにデータを音声メッセージに変換して送信するモードを設定したことを、回線交
換回線を介して音声メッセージで通知する（ステップＰ４）。
【００３０】
この通知は、網３が備えるデータ／音声メッセージ変換手段であるデータ／音声変換装置
４が、携帯電話端末１のユーザＡが「無声送話モード」を選択したことを相手側端末２の
ユーザＢへ通知するための音声メッセージを音声蓄積データベース５から取り出して、ユ
ーザＢの相手側端末２へ回線交換回線を介してその音声メッセージを送信することで実施
される。通知を受けた相手側端末２のユーザＢは、通信相手である携帯電話端末１のユー
ザＡが、何らかの理由により声を出して通話することができない環境下にいることを知る
ことができる。そこでユーザＢは、ユーザＡの置かれている環境を考慮してこの通知以降
の通話を行うことで、ユーザＡとより円滑に通話を実施することができる。
【００３１】
次に、ユーザＡが選択キー１２を押下して「無声送話モード」で着呼することを選択した
ことにより、ユーザＡの携帯電話端末１はＪＡＶＡ（登録商標）ソフト１１を起動させる
。ＪＡＶＡ（登録商標）ソフト１１により、ユーザＡは、ユーザＡが伝えたい音声メッセ
ージに対応するデータを入力する（ステップＰ５）。このデータ入力は、例えば、携帯電
話端末１が備えるキーを用いてデータ入力をすることにより、または携帯電話端末１の図
示されていない表示部に表示される選択キーを選ぶことなどにより行うことができる。
【００３２】
ユーザＡのデータ入力により、音声メッセージに対応するデータが生成され、ユーザＡの
携帯電話端末１からパケット交換回線を介して、網３のデータ／音声変換装置４に送信さ



(6) JP 4458767 B2 2010.4.28

10

20

30

40

50

れる（ステップＰ６）。
【００３３】
ユーザＡの携帯電話端末１からパケット交換回線を介して送信されたデータを受けて、デ
ータ／音声変換装置４は、受信したデータに対応する音声メッセージを音声蓄積データベ
ース５から取り出す（ステップＰ７）。
【００３４】
次に、データ／音声変換装置４は、音声蓄積データベース５から取り出した音声メッセー
ジを、ユーザＢの相手側端末２側へ回線交換回線にマージして送信する。ユーザＢは、相
手側端末２を介して、ユーザＡから送信された音声メッセージを通知される（ステップＰ
８）。
【００３５】
以上のステップＰ１からステップＰ８によって、通常の環境下にいるユーザＢの相手側端
末２から、声を出せない環境下にいるユーザＡの携帯電話端末１が発呼された場合に、相
手側端末２のユーザＢに対して、通信相手である携帯電話端末１のユーザＡが、ユーザＡ
の音声を送信せずにデータを音声メッセージに変換して送信するモードを設定したことを
通知した後、ユーザＡが声を出すことなく、ユーザＡがユーザＢに伝えたい音声メッセー
ジを伝達する処理を実行されることになる。その後、ユーザＢは、ユーザＡから送信され
た音声メッセージに応答して、さらなる音声をユーザＡの携帯電話端末１へ回線交換回線
を介して送信することができる。ユーザＡは、ユーザＢからのこのさらなる音声を聞いて
、ステップＰ５からステップＰ８と同様の処理ステップにより、声を出すことなくユーザ
Ａが伝えるべきさらなる音声メッセージを、ユーザＢへ伝えるというさらなる処理を実行
することができる。
【００３６】
また、図１の例は、通常の環境下にいるユーザＢの相手側端末２から、声を出せない環境
下にいるユーザＡの携帯電話端末１が発呼された場合の例であるが、声を出せない環境下
にいるユーザＡの携帯電話端末１から、通常の環境下にいるユーザＢの相手側端末２へ発
呼ことも可能である。
【００３７】
その場合には、ステップＰ１のユーザＢの相手側端末２からユーザＡの携帯電話端末１へ
の音声発呼は無く、ステップＰ２の携帯電話端末１のユーザが選択キー１２を押下して、
無声送話モードを選択することから始まり、ステップＰ３で、ユーザＡの携帯電話端末１
から網３側にパケット交換回線の接続要求を送信するとともに、ユーザＢの相手側端末２
に対する接続要求および発呼を行う。その後、ステップＰ４からステップＰ８に示される
処理と同様の処理を行うことで、声を出せない環境下にいるユーザＡの携帯電話端末１か
ら、通常の環境下にいるユーザＢの相手側端末２への発呼による通話が実行される。
【００３８】
図２は、本発明に係る実施形態の携帯電話システムにおける網３の構成要素を示すととも
に、網３の構成要素と図１を用いて説明した処理手順との対応を説明する図である。
【００３９】
図２に示される網３は、ユーザＡの携帯電話端末１に接続されるノードＢ３１と、相手側
端末であるユーザＢの携帯電話端末２に接続されるノードＢ３６と、ユーザＡの携帯電話
端末１側のノードＢ３１に接続される無線ネットワークＲＮＣ３２と、ユーザＢ側のノー
ドＢ３６に接続される無線ネットワークＲＮＣ３５と、これら無線ネットワークＲＮＣ３
２およびＲＮＣ３５を接続する回線交換のコアネットワークＣＮ（ＣＳ）３３と、これら
無線ネットワークＲＮＣ３２およびＲＮＣ３５を接続するパケット交換のコアネットワー
クＣＮ（ＰＳ）３４と、ユーザＡの携帯電話端末１側のノードＢ３１に接続される無線ネ
ットワークＲＮＣ３２に接続されるデータ／音声メッセージ変換手段であるデータ／音声
変換装置３７と、このデータ／音声変換装置３７に接続された音声蓄積データベース３８
と、ユーザＢの携帯電話端末２側のノードＢ３６に接続される無線ネットワークＲＮＣ３
５に接続されるデータ／音声メッセージ変換手段であるデータ／音声変換装置３９と、こ
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のデータ／音声変換装置３９に接続された音声蓄積データベース４０とを備える。
【００４０】
網３は、携帯電話端末１および相手側端末２のマルチコール機能が作動されたときには、
無線ネットワークＲＮＣ３２、３５間に、回線交換のコアネットワークＣＮ（ＣＳ）３３
およびパケット交換のコアネットワークＣＮ（ＰＳ）３４を接続させる。また、パケット
交換のコアネットワークＣＮ（ＰＳ）３４は、音声データ抽出手段３４１を備える。
【００４１】
次に、通常の環境下にいるユーザＢの携帯電話端末２から、声を出せない環境下にいるユ
ーザＡの携帯電話端末１が発呼された場合の図１に示された処理手順を、図２に示される
構成を参照しながらさらに詳細に説明する。
【００４２】
まず、通常の環境下にいるユーザＢの携帯電話端末２から、声を出せない環境下にいるユ
ーザＡの携帯電話端末１へ音声発呼が行われるステップＰ１では、まず、ユーザＢの携帯
電話端末２からユーザＡの携帯電話端末１に対する接続要求が送信される。網３は、ユー
ザＢの相手側端末２から、ノードＢ３６、無線ネットワークＲＮＣ３５、コアネットワー
クＣＮ（ＣＳ）、無線ネットワークＲＣＮ３２、およびノードＢ３１を介してユーザＡの
携帯電話端末１への接続を確立する。その後、ユーザＢは、携帯電話端末２より音声呼を
発呼し、この音声呼は、確立された接続経路である、ノードＢ３６、無線ネットワークＲ
ＮＣ３５、コアネットワークＣＮ（ＣＳ）３３、無線ネットワークＲＣＮ３２、およびノ
ードＢ３１の経路を介してユーザＡの携帯電話端末１へ送られる。
【００４３】
次に、ステップＰ２で、この音声発呼を受けた携帯電話端末１のユーザＡは、声を出せな
い環境下にいるために「無声送話モード」で着呼するために、選択キー１２を押下して「
無声送話モード」に設定する。
【００４４】
続くステップＰ３で、携帯電話端末１から網３側に、パケット交換回線の接続要求がノー
ドＢ３２を介して送信される。このパケット交換回線の接続要求を受けて、ユーザＡ側の
無線ネットワークＲＮＣ３２とユーザＢ側の無線ネットワークＲＮＣ３５との間にコアネ
ットワークＣＮ（ＰＳ）３４が接続される。すなわち、網３が、携帯電話端末１のマルチ
コール機能に対応する接続を確立することになる。
【００４５】
次に、ステップＰ４で、発呼した相手側端末２のユーザＢに対して、通信相手である携帯
電話端末１のユーザＡが、何らかの理由により声を出すことができない環境下にいること
を通知するために、携帯電話端末１のユーザＡが「無声送話モード」を設定したことが、
ノードＢ３１、および無線ネットワークＲＮＣ３２を介してデータ／音声変換装置３７に
通知される。通知を受けたデータ／音声変換装置３７は、接続される音声蓄積データベー
ス３８から「無声送話モード」が設定されたことに対応する音声メッセージを取り出し、
無線ネットワークＲＮＣ３２、コアネットワークＣＮ（ＣＳ）３３、無線ネットワークＲ
ＮＣ３５およびノードＢ３６を介して、ユーザＢの相手側端末２に送信する。相手側端末
２は、ユーザＢに対して受信した音声メッセージを通知する。
【００４６】
次に、ステップＰ５で、携帯電話端末１からユーザＢの音声を聞いて、ユーザＡが、ユー
ザＢに対して伝えるべき音声メッセージに対応するデータを入力すると、ステップＰ６で
、伝えるべき音声メッセージに対応するデータが網３側に送信される。ここで、例えば、
「はい、Ａです。」という音声メッセージに対応するデータ「１」をユーザＡが選択した
とすると、このデータ「１」に「無声送話モード情報」を加えたパケットデータが、ユー
ザＡの携帯電話端末１から、ノードＢ３１および無線ネットワークＲＮＣ３２を介してコ
アネットワークＣＮ（ＰＳ）３４へ送信される。
【００４７】
コアネットワークＣＮ（ＰＳ）３４で受けられたこのパケットデータは、送られたパケッ
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トデータに「無声送話モード情報」が入っていることが検出されると、音声データ抽出手
段３４１によって、音声メッセージに対応するパケットデータだけを抽出する。送られた
パケットデータに「無声送話モード情報」が入っていることが検出されなければ、無線ネ
ットワークＲＮＣ３５およびノードＢ３６を介して、ユーザＢの相手側端末２へ通常のパ
ケット通信を行う。
【００４８】
次に、ステップＰ７で、コアネットワークＣＮ（ＰＳ）３４で抽出された音声メッセージ
に対応するデータは、無線ネットワークＲＮＣ３２に返送され、データ／音声変換装置３
７に送られる。データ／音声変換装置３７は、送られたデータを音声蓄積データベース３
８に予め保存されている音声メッセージと照合し、どの音声メッセージを引き出すか照合
チェックする。この例の場合、パケットデータ「１」に対応する音声メッセージは、「は
い、Ａです。」であり、パケットデータ「１」に対応する音声メッセージ「はい、Ａです
。」に関するデータが音声蓄積データベース３８から引き出される。
【００４９】
ステップＰ８で、データ／音声変換装置３７は、音声蓄積データベース３８から引き出さ
れたデータを、実際の音声によるメッセージ「はい、Ａです。」に変換して、無線ネット
ワークＲＮＣ３２を介して、コアネットワークＣＮ（ＣＳ）３３へマージして、無線ネッ
トワークＲＮＣ３５およびノードＢ３６を介して、ユーザＢの相手側端末２へ送信する。
【００５０】
なお、上述で説明された処理は、通常の環境下にいるユーザＢの相手側端末２から、声を
出せない環境下にいるユーザＡの携帯電話端末１が発呼された場合の処理手順であるが、
声を出せない環境下にいるユーザＡの携帯電話端末１から通常の環境下にいるユーザＢの
相手側端末２が発呼される場合も、図１に関して説明したようにほぼ同様の手順で処理さ
れる。
【００５１】
図３は、本発明に係る携帯電話システムの他の実施形態における処理を示す流れ図である
。なお、図３において、ユーザＡの携帯電話端末１とユーザＢの相手側端末２との間の網
３は、回線交換（ＣＳ）回線６０と、パケット交換（ＰＳ）回線６１と、回線交換回線６
０およびパケット交換回線６１とを含むマルチコール部６２とを備える。
【００５２】
図３では、通常の環境下にいるユーザＢの相手側端末２から、声を出せない環境下にいる
ユーザＡの携帯電話端末１が発呼されたときの処理手順を示す。
【００５３】
図３の網３は、図２のノードＢ３１および無線ネットワーク３２に対応する無線ネットー
ワークＲＮＣ５１、図２のコアネットワークＣＮ（ＣＳ）３３およびコアネットワークＣ
Ｎ（ＰＳ）３４に対応するコアネットワークＣＮ（ＰＳ／ＣＳ）５２、図２のデータ／音
声変換装置３７および音声蓄積データベース３８に対応するデータ／音声変換装置５３、
および図２の無線ネットワークＲＮＣ３５およびノードＢ３６に対応する従来のアナログ
電話網／公衆陸上移動網であるＰＳＴＮ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｅｌｅｐ
ｈｏｎｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）／ＰＬＭＮ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ）５４を備える。
【００５４】
まず、通常の環境下にいるユーザＢの相手側端末２から声を出せない環境下にいるユーザ
Ａの携帯電話端末１への音声呼の発呼が、ＰＳＴＮ／ＰＬＭＮ５４、コアネットワークＣ
Ｎ（ＰＳ／ＣＳ）５２、および無線ネットワーク５１を介して行われる（ステップＳ１）
。
【００５５】
この発呼を携帯電話端末１で受信したユーザＡは、「無声送話モード」、即ちマルチコー
ル機能を選択すべきか否かを判断する（ステップＳ２）。
【００５６】
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マルチコール機能が選択されなかった場合は通常の通話として受信する。また、ユーザＡ
がマルチコール機能を選択する場合は、マルチコール機能に対応する選択キー１２を押下
する（ステップＳ３）。
【００５７】
ユーザＡの携帯電話端末１は、ユーザＡによってマルチコール機能が選択されたことに応
答して、「無声送話モード」で受信されたことを、通信相手であるユーザＢに対してアナ
ウンスすることを網３側に要求する（ステップＳ４）。
【００５８】
無線ネットワーク５１およびコアネットワークＣＮ（ＰＳ／ＣＳ）５２を介して、データ
／音声変換装置５３に送信された通知のアナウンス要求は、データ／音声変換装置５３に
よって音声メッセージに変換され、ＰＳＴＮ／ＰＬＭＮ５４を介してユーザＢの相手側端
末２に送信される（ステップＳ５）。
【００５９】
ユーザＢの相手側端末２は、この音声メッセージを受信しユーザＢに通知する（ステップ
Ｓ６）。
【００６０】
一方、ユーザＡによる携帯電話端末１のマルチコール機能に対応する選択キー１２の押下
を受けて、ユーザＡの携帯電話端末１は、無線ネットワークＲＮＣ５１を介してコアネッ
トワークＣＮ（ＰＳ／ＣＳ）５２にマルチコール回線の確立を要求する（ステップＳ７）
。すなわち、コアネットワークＣＮ（ＰＳ／ＣＳ）５２における回線交換回線の接続に加
えて、パケット交換回線の追加接続の要求を行う。
【００６１】
このマルチコール回線の接続要求を受けて、コアネットワークＣＮ（ＰＳ／ＣＳ）５２は
、マルチコール回線を確立する（ステップＳ８）。
【００６２】
また、ユーザＡによる携帯電話端末１のマルチコール機能に対応する選択キー１２の押下
を受けて、携帯電話端末１は、ユーザＡによる所望の送信すべき音声メッセージに対応す
るデータを入力するためのＪＡＶＡ（登録商標）ソフト１１を起動させる（ステップＳ９
）。
【００６３】
ユーザＡは、ＪＡＶＡ（登録商標）ソフト１１を用いて、携帯電話端末１が備えるキーに
よるキー入力、または図示しない携帯電話端末１の表示部に表示される選択キーに従って
、所望の送信すべき音声メッセージに対応するデータを入力する（ステップＳ１０）。例
えば、「はい、Ａです。」という音声メッセージに対応するデータ「１」を選択して入力
する。
【００６４】
次に、この所望の送信すべき音声メッセージに対応するデータ「１」を示す情報に、マル
チコール機能であることを示す情報を付加したパケットデータを、無線ネットワーク５１
を介してコアネットワークＣＮ（ＰＳ／ＣＳ）５２に送信する（ステップＳ１１）。
【００６５】
ユーザＡの携帯電話端末１から送信されたパケットデータを受けて、コアネットワークＣ
Ｎ（ＰＳ／ＣＳ）５２は、受信されたパケットデータに、マルチコール機能であることを
示す情報が付加されているか否かを検証する（ステップＳ１２）。
【００６６】
マルチコール機能であることを示す情報が付加されていない場合は、通常のパケットデー
タ通話を中継する。しかし、マルチコール機能であることを示す情報が付加されている場
合は、受信されたパケットデータからマルチコール機能であることを示す情報を外して、
音声メッセージに対応するパケットデータだけを抽出する（ステップＳ１３）。
【００６７】
その後、抽出された音声メッセージに対応するパケットデータを、無線ネットワークＲＮ
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Ｃ５１へ送信する（ステップＳ１４）。
【００６８】
コアネットワークＣＮ（ＰＳ／ＣＳ）５２からパケットデータを送信された無線ネットワ
ークＲＮＣ５１では、受信したパケットデータが、コアネットワークＣＮ（ＰＳ／ＣＳ）
５２から返送されたパケットデータか否かを検証する（ステップＳ１５）。
【００６９】
無線ネットワークＲＮＣ５１は、受信したパケットデータが、コアネットワークＣＮ（Ｐ
Ｓ／ＣＳ）５２から返送されたパケットデータでなければ、通常のＰＳ通話の中継に移行
する。一方、コアネットワークＣＮ（ＰＳ／ＣＳ）５２から返送されたパケットデータで
あれば、パケットデータに含まれているデータ「1 」を、データ／音声変換装置２１に送
出する（ステップＳ１６）。
【００７０】
無線ネットワーク５１から送出されたデータを受けて、データ／音声変換装置５１は、接
続される音声蓄積データベースを照合して、データ 「1 」に対応する音声メッセージ「
はい、Ａです」を引き出す（ステップＳ１７）。
【００７１】
データ／音声変換装置２１で引き出された音声メッセージ「はい、Ａです」は、無線ネッ
トワークＲＮＣ５１へ返送される（ステップＳ１８）。
【００７２】
音声メッセージ「はい、Ａです」が返送された無線ネットワークＲＮＣ５１は、コアネッ
トワークＣＮ（ＰＳ／ＣＳ）５２およびＰＳＴＮ／ＰＬＭＮ５４のＣＳ回線に音声メッセ
ージ「はい、Ａです」をマージして、ユーザＢの相手側端末２に送信する（ステップＳ１
９）。
【００７３】
ユーザＢの相手側端末２は、送信されたこの音声メッセージ（「はい、Ａです」）を受信
して、音声出力する（ステップＳ２０）。
【００７４】
以上のステップＳ１からステップＳ２０によって、ユーザＢの相手側端末２からの音声発
呼に応答したユーザＡの携帯電話端末１からの音声メッセージが、ユーザＢへ送信される
一連の処理が行われることになる。
【００７５】
ユーザＡからの音声メッセージを聞いたユーザＢは、さらにユーザＡに対して音声で応答
する（ステップＳ２１）。
【００７６】
このユーザＢからの音声応答は、ステップＳ１と同様の経路、すなわち、ＰＳＴＮ／ＰＬ
ＭＮ５４、コアネットワークＣＮ（ＰＳ／ＣＳ）５２、および無線ネットワーク５１を介
して、ユーザＡの携帯電話端末１へ送信され、着信される（ステップＳ２２）。
【００７７】
ユーザＡの携帯電話端末１では、既に無声送話モードが選択されＪＡＶＡ（登録商標）ソ
フトが起動されているため、ユーザＡは、携帯電話端末１を使用して、次に送信すべき音
声メッセージに対応するデータ「２」（例えば、「後でこちらから電話します。」）を入
力することができる。ユーザＡの携帯電話端末１からは、次に送信すべき音声メッセージ
に対応するデータ「２」に加えてマルチコール機能を示す情報が付加されたパケットデー
タが、無線ネットワーク５１を介してコアネットワークＣＮ（ＰＳ／ＣＳ）５２に送信さ
れる（ステップＳ２３）。
【００７８】
このステップＳ２３以降は、前述のステップＳ１２からステップＳ２０と同様の処理によ
って、ユーザＡからユーザＢに対して次に送信すべき音声メッセージ（例えば、「後でこ
ちらから電話します。」）が、ユーザＢの相手側端末２に送信される。
【００７９】
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以降は同様の処理により、ユーザＢは、ユーザＡに音声を送り、ユーザＡは、その音声を
聞いて、所望の音声メッセージに対応するデータを網側に送ることによってユーザＢに対
して所望の音声メッセージを送り、ユーザＢは、ユーザＡからの音声メッセージを聞くこ
とができる。以上のように、声を出せない環境にいるユーザＡに対して、ユーザＢは音声
でメッセージのやりとりを行うことができることになる。
【００８０】
また、図３の例は、通常の環境下にいるユーザＢの相手側端末２から、声を出せない環境
下にいるユーザＡの携帯電話端末１が発呼されたときの処理手順であるが、声を出せない
環境下にいるユーザＡの携帯電話端末１から、通常の環境下にいるユーザＢの相手側端末
２が発呼されたときの処理手順は、ステップＳ３のマルチコール機能に対応する選択キー
１２をユーザＡが押下することから始めることで実施できる。次に、ステップＳ４で、ユ
ーザＢの相手側端末２への「無声送話モード」のアナウンスとともにユーザＢへの発呼を
行い、その後は同様の処理ステップで通話を実行することができる。
【００８１】
図３の例では、ユーザＡの周囲音は、そのまま無線ネットワークＲＮＣ５１、コアネット
ワークＣＮ（ＰＳ／ＣＳ）５２、およびＰＳＴＮ／ＰＬＭＮ５４を介してユーザＢの相手
側端末２に伝送されるが、これを禁止することもできる。
【００８２】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の携帯電話システムによれば、声を出せない環境下にいる携
帯電話端末のユーザが、従来のように声を出して周囲に迷惑をかけることなく通話するこ
とができる。さらに、発声ができない身障者でも、相手側端末のユーザと通話することが
できる。さらに、データ／音声メッセージ変換手段によって変換された音声メッセージに
加えて、携帯電話端末のユーザの周囲音を、回線交換回線を介して相手側端末のユーザに
知らせることができる。また、データ／音声メッセージ変換手段が網側に備えられている
ため、携帯電話端末側のメモリの容量制限に関係なく多数の音声メッセージを用意するこ
とができ、制限されることなく携帯電話端末のユーザの意思を相手側端末のユーザへ伝え
ることができる。
【００８３】
また、携帯電話端末が、パケット交換回線の接続要求を網側に送信する手段が作動された
ときに、携帯電話端末から回線交換回線を介する網側への音声の送信を禁止する手段をさ
らに備えることにより、携帯電話端末の周囲音を、回線交換回線を介して相手側端末のユ
ーザへ送信しないために、携帯電話端末から網側への回線交換回線が空くことになる。携
帯電話端末から網側に送信しなければならないのは、パケット交換回線を介する所望の音
声メッセージに対応するデータだけとなる。このようなデータは情報量も少なくできるの
で、パケット交換回線の占有時間を大幅に短くすることが可能となる。そのため、電波の
有効利用につながり、送信するために必要な消費電力を下げ、また送信時間を短縮するこ
とができる。このような効果により、加入者容量の増加、または到達エリアの拡大などを
図ることができる。
【００８４】
また、パケット交換回線の接続要求を網側に送信する手段が作動されたときに、携帯電話
端末のユーザが、ユーザの音声を送信せずにデータを音声メッセージに変換して送信する
モードを設定したことを、相手側端末に回線交換回線を介して音声メッセージで通知する
通知手段を備えることにより、通知手段により送信された音声メッセージによって、相手
側端末のユーザは、通信相手である携帯電話端末のユーザが、何らかの理由により声を出
すことができない環境下にいることを知ることができる。そのため、相手側端末のユーザ
が、通話相手である携帯電話端末のユーザの置かれている環境を考慮して通話をすること
で、より円滑に通話を実施することができる。
【００８５】
また、ユーザのキー入力に応じて所望の音声メッセージに対応するデータを送信する手段
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を備えることにより、携帯電話端末のユーザは、所望のメッセージに対応するデータを容
易に送信することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る実施形態の携帯電話システムにおける処理手順の説明図である。
【図２】本発明に係る実施形態の携帯電話システムにおける網の構成要素を示すとともに
、網の構成要素と図１を用いて説明した処理手順との対応を説明する図である。
【図３】本発明に係る携帯電話システムの他の実施形態における処理を示す流れ図である
。
【符号の説明】
１　携帯電話端末
２　相手側端末
３　網
４、３７、３９、５３　データ／音声変換装置
５、３８、４０　音声蓄積データベース
１１　ＪＡＶＡ（登録商標）ソフト
１２　選択キー
３１、３６　ノードＢ
３２、３５、５１　無線ネットワークＲＮＣ
３３　コアネットワークＣＮ（ＣＳ）
３４　コアネットワークＣＮ（ＰＳ）
５２　コアネットワークＣＮ（ＰＳ／ＣＳ）
５４　ＰＳＴＮ／ＰＬＭＮ
６０　回線交換回線
６１　パケット交換回線
６２　マルチコール部
３４１　音声データ抽出手段



(13) JP 4458767 B2 2010.4.28

【図１】

【図２】

【図３】



(14) JP 4458767 B2 2010.4.28

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０４Ｍ   3/42     (2006.01)           Ｈ０４Ｍ   3/42    　　　Ｃ          　　　　　
   　　　　                                Ｈ０４Ｍ   3/42    　　　Ｑ          　　　　　

(74)代理人  100124855
            弁理士　坪倉　道明
(72)発明者  増田　勝行
            横浜市港北区樽町３丁目７番５３号ナイスベルクール横浜綱島３０６号

    審査官  松野　吉宏

(56)参考文献  特開平０８－１６８０７８（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－１３４５０７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１８６０１１（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１１２３２２（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１１２３３３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－３００６５７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－３０９４２５（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－１１０７３２（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04B   7/24 ～  7/26
              H04W   4/00 ～ 99/00
              H04M   1/00
              H04M   1/725
              H04M   3/42


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

