
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 異なる複数の会話群の会話表現が可視表示され、該複数の会話群から会話表現を選択す
ることにより、該会話表現に対応した会話要素を選択する選択手段と、
　前記会話要素と該会話要素に対応し遠隔の受話者への可聴の発話を表わす内部会話要素
を格納する記憶手段と、
　前記選択手段で選択された会話要素に対応する内部会話要素を前記記憶手段から読み出
し、可聴の会話を生成する生成手段と、
　前記生成手段で生成された可聴の会話を電話機の送話部へ送るために該電話機と接続す
る接続手段と、
　前記接続手段からの可聴の会話と、電話機の受話部からの可聴の会話を受話するイヤホ
ンと、
　を具備
　

　

　電話用システム。
【請求項２】
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し、
前記複数の会話群は、一群の会話開始の挨拶、一群の制御の会話、一群のエチケットの

会話、及び一群の別れの会話の内、少なくとも２つの会話群を含み、
前記選択手段が、前記会話群の各会話内容としてテキストが永久可視表示されたノート

及びカードの少なくとも一方を含み、前記テキストを参照してテキストに対応したコード
を選択することにより、会話要素を選択する、



カレンダーからの約束情報、アドレス帳からのエントリー情報、データベースからのレコ
ード情報、スプレッドシートからのセル情報及び電子メールからのメッセージ情報の内、
少なくとも１つの情報を抽出し、該情報を所定のテンプレートにより会話フレーズに変換
して前記記憶手段に格納する情報抽出手段、
　をさらに具備する、請求項１に記載の電話用システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は電気通信に関する。
【０００２】
【従来の技術】
携帯電話は、人々が、特に公共の場にいるときに、人と通話する機会をより多くもたらす
。
【０００３】
この拡張された会話能力は、通話が容易な手段であり、表現に富むと同時に、騒々しい行
為であることにより生じる否定的な側面を幾つか有する。
【０００４】
公共の場にいるときに私的な会話をする状況に置かれた場合、人々が取り得る行動として
は、幾つかの方法がある。第１の方法は、個人個人が大きく声を出して会話することであ
る。この方法は、プライバシーが最優先事項ではない場合であるか、又は所定の状況にお
いて会話が容認されるか、若しくは聞きもらすにはあまりに重要であると考えられる場合
であるかの判断を必要とする。
【０００５】
第２の方法は、個人が静かに会話することである。会話を（他の人から）遮断するために
部屋の隅で電話機を使用している人を見ることは珍しくない。これは、電話の両端のユー
ザにとってしばしば不都合であり、またこの場合も、この方法がどの様な場合に適切に作
用するかの判断を必要とする。
【０００６】
第３の方法は、個人が会話を他の場所に移動させることである。携帯電話を手に持って部
屋を出て行く人々を見かけることは珍しくない。しかしながら、電話機を使っている人の
注意が、動作（例えば、ドアをバタンと閉めること）にではなく、会話に集中している場
合は特に、移動自体が気を散らせる行為である。また移動は、しばしば会話の途切れ（例
えば、「もしもし。元気ですか？」、「ちょっと待って」等）を伴う。
【０００７】
第４の方法は、個人が不可聴（非音声）技術を使用することである。会話を双方向のテキ
スト・ページャ（ポケベル）等の異なるモダリティ（様相）に切り替えると、音は生じな
い。しかしながら、会話の全ての参加者が、新たなモダリティへの切り替えを厭わず、且
つそれが可能でなければならない。
【０００８】
第５の方法は、個人が電話を受けないことである。ボイスメールは、受け手が忙しい時に
、通話を処理する従来の方法である。しかしながら、ある通話には、応答しなければなら
ない。
【０００９】
第６に、プライバシー及び中断の問題に加えて、携帯電話の公共の場での使用の最近の観
察結果から、移動通信の他の不利な点が明らかになっている。ユーザは、彼らの注意が直
ちに他のこと（例えば、重要な放送に耳を傾けること、及び往来を通り抜けること等）に
向けられねばならない場合に、素早く、しかし相手に情報を与えつつ丁寧に会話から離れ
る必要があり得る。
【００１０】
従って、時には、非常に簡単な対話によって、適切に通話を一時的に中断するか、完全に
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中止する必要がある。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
従って、上述の不利な点を伴わずに、公共の場で通話を遂行するためのシステム及び方法
を提供することが望ましい。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
本発明は、公共の場で移動電気通信装置を使用する際に、人々が容易に、表現力豊かに、
且つ静かに会話することを可能にする。
【００１３】
無声選択に応じて遠隔の受話者に会話の発話を提供する電話用システムが提供される。こ
のシステムは、会話要素に関連付けられた機械装置を含む。メモリが、機械装置に連結さ
れ、遠隔の受話者への可聴の発話を表わす内部会話要素を格納する。プロセッサが、この
メモリ及び機械装置に連結される。プロセッサは、機械装置及び会話要素とのユーザの対
話に応じて音声信号を生成する。
【００１４】
本発明の別の実施の形態では、機械装置が第１のボタンを含む。
【００１５】
本発明の更に別の実施の形態では、プロセッサが音声ジェネレータを含む。
【００１６】
本発明の更に別の実施の形態では、システムが、プロセッサに連結されるインピーダンス
整合回路を更に含む。
【００１７】
本発明の実施の一形態では、システムが、プロセッサに連結される、音声信号及び遠隔の
受話者の声を聴取するためのイヤホンを含む。
【００１８】
本発明の別の実施の形態では、システムが、携帯電話の入力に連結される音声出力を更に
含む。
【００１９】
【発明の実施の形態】
Ｉ．概要
本願明細書に記載されている方法及びシステム（一般に、「無声通話（ Quiet Call）」又
は「無声通話技術」として知られている）は、公共の場にいる参加者を通信の無声モード
（例えば、キーボード、ボタン、タッチスクリーン）に移行させる。他の全ての参加者は
、通常の電気通信インフラストラクチャ上で彼らの可聴技術（例えば、電話機）を使用し
続けることができる。本発明の実施の形態は、ユーザの無音入力選択を、会話の他の参加
者に直接伝送されることが可能な同義の可聴信号（例えば、携帯電話のマイクロホンのジ
ャックに直接供給される音声信号）に変換する。
【００２０】
無声通話システムの実施の一形態が、図１に示される。システム１０は、個人１６がいる
発声区域１１と、個人１７がいる無声区域、即ち公共区域１５とを含む。個人１６は、電
気通信インフラストラクチャ１２上で個人１７との通信を試みる。具体的には、個人１６
は電話機１８を用いて、個人１７の電話機１３にダイヤルする。無声通話技術１４は、無
声区域１５における対話／相互作用を妨げることなく、無声モードで個人１７が個人１６
との可聴の会話を行うことを可能にする。
【００２１】
Ａ．利点
本発明の本実施の形態は、電話の送受信の両方に関して少なくとも以下の利点を有する。
第１に、会話は、無声区域のユーザに対しては無声である。可聴ではない入力操作（キー
又はボタンの押下、ディスプレイの接触）が、適切な音声会話信号に変換される。
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【００２２】
第２に、この会話は、発声区域にいる他のユーザには聞こえるように行われる。公共の場
にいる参加者のみが、代替通信を選択する必要がある。他のユーザは、他の電話の場合と
同じように参加する。
【００２３】
第３に、可能な会話は、表現に富んでいる。異なる種類の会話のための表現に富んだ表現
（例えば、挨拶及び基本的な質問への応答に適した決り文句（「はい」、「いいえ」、「
多分」等）のリスト）が定義され得る。会話構造は、予め定義されても、必要に応じて記
録されても、或いは要求に応じて合成して生成（例えば、テキストを音声に変換）されて
もよい。
【００２４】
第４に、この通信インターフェースは、ユーザが他の行為に従事している際に使い易い。
このインターフェースは、それらが認識し易く（例えば、アイコン、テキスト・ラベル）
、起動し易い（例えば、ポイント・アンド・クリック）ように、会話表現を含む。１回の
入力選択（例えば、ボタン押下）が、対話をサポートする複雑であり得る応答シーケンス
（例えば、丁寧に相手を保留の状態で待たせるか、又は丁寧に会話を終了させる動作）を
呼び出すことができる。
【００２５】
第５に、通信インターフェースは、状況に適したものである。このインターフェースは、
様々な公共の又は無声の状況に目立たずに適応するように設計されている（例えば、メモ
を書き留めることが一般的である会議向きのペン・インターフェース）。電話機のユーザ
はしばしば、電話機で話しながら、同時にペン／紙を使用する（例えば、電話を切る前に
日程表にメモを書き留めたり、会話の最中に印刷物及びラップトップを使用するためにラ
ウンジを利用したりする）。呼出し用インターフェースは、メモを書き留める行為及び照
会行為が混在する会話に有効であるように設計される。
【００２６】
第６に、本発明の実施の形態は、既存の通信インフラストラクチャの範囲内で機能する。
実施の一形態は、個人が有しているであろう利用可能なリソース（例えば、ＰＣ、ＰＤＡ
、データ処理能力を有する携帯電話）を使用し、そして／或いは会話の変換を助けるため
に低価格の構成部品を追加して使用する。インターフェースは、通話の最中、又は通話の
切れ間に交換可能であり、且つ既存の通信チャネルを介して互いに共同利用が可能な、多
種多様なハードウェアに実装されることが可能である（例えば、ある電話会議の数人の参
加者は、異なる無声モードの解決策を有し得る）。
【００２７】
多種多様な私的な会話は、様々な公共の賑やかな又は静かな状況の中でサポートされるこ
とが可能であり、このような状況には、会議／展示会会場、総会（例えば、本会議、基調
演説）、「列に並ぶ」状況（例えば、発券、登録、手荷物受取）、情報会議（例えば、商
談、技術的な総括）、大型の交通機関（例えば、バス、電車、飛行機）、ロビー／待合室
、メモを書き留めることが必要な会議（例えば、技術会議、製品説明）、駐車場、個人輸
送手段（例えば、タクシー、カー・プール、シャトル）、レストラン、商店（例えば、出
入口、更衣室、通路）、街路、及び劇場が含まれる。
【００２８】
Ｂ．通信シナリオ
多種多様な通信シナリオは、以下に示されるようにサポートされるが、これらに限定され
るわけではない。第１に、人は、単純な質問及び回答、折り返し電話をかけてもらうため
の手配、及び情報の受取りを含む一般的な会話を公共の場において行うことができる。
【００２９】
第２に、議事日程、状況等の選択され、予め定義されたトピックに関する質問及び回答と
、注文又は指示の発信及び受信とを含む、トピック特有の会話を行うことが可能である。
【００３０】
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第３に、通話の延期機能（例えば、「かけ直します」ボタン又は「少々お待ち下さい」ボ
タン）を利用することが可能である。
【００３１】
第４に、無声通話の実施の形態は、携帯電話の留守番電話として機能する（即ち、挨拶を
再生し、電話のかけ手により録音されたメッセージを聞く）ことが可能である。
【００３２】
第５に、無声通話の実施の形態は、通話を遮る（即ち、その会話に加わることを決める前
に、挨拶を再生し、電話のかけ手の言葉を聞く）ことができる。
【００３３】
第６に、無声通話の実施の形態は、ある関係者が、イベント又は会議を遠隔地で聞いてい
る人々のために仲介者としての役割を果たす代表出席者として機能する。代表出席者は、
無声通話が進行中であるところに存在するが、他の通話者が聞くことができるように、無
声通話のユーザは、電話機のマイクロホンをオンにしておく（無声通話の通常のモードで
はない）。従って、無声通話のユーザはこのような方法で、静かに電話のかけ手と相互に
対話することができ、ある意味ではその人の関心を（例えば、会議で）表わすか、又は進
行中の状況に関するその人の意見を静かに得ることができる。
【００３４】
第７に、無声通話は活動の報告者であり、ボタンが無声モードの対話を介して情報を伝達
する（例えば、無声通話インターフェース上の「会議」ボタンをクリックすると、電話機
が「私は今、…会議…に出席しています。この会議は約…１５分…で終わるはずです」と
応答する）。
【００３５】
Ｃ．無声通話の会話例
大きなエンジニアリング会社の管理職であるエド（ Ed）は、この会社の進行中のプロジェ
クトの四半期の実績評価に関する終日続く会議に参加している。彼及び多くの彼の同僚は
、一連のプレゼンテーション及び質疑応答のセッションに参加するために飛行機で来てい
る。
【００３６】
同時に、エドのプロジェクトは、幾つかの異なる手法の比較分析を必要としている重要な
意志決定の分岐点にある。このプロジェクトの技術的なリーダーであるスー（ Sue）は、
プロジェクトの他のメンバーと共に「数字の算出」をしている。技術的な議論が進むと共
に、スーはエドに進行状況を伝え続け、必要時には彼の同意を得るために、エドとの幾度
かの異なる会話を必要とするであろう。スーは、無声通話システムを介してエドと連絡を
取ることができることを承知している。
【００３７】
スーが最初に電話をかけるとき、エドは彼の電話機を無音アラート用に設定している。エ
ドは丁度、質問を提起しようとしているので、彼は「今は話すことが出来ないので、でき
るだけ早くかけ直します」という発声をスーに対してもたらす１回のクリックで、スーと
の会話を素早く延期する。無声通話システムは、エド及びスーが、何れもボイスメール・
システムに不必要な時間を費やすことなく素早く通話を延期することを可能にする。
【００３８】
次の講演者に変わり手があくと、エドはスーに電話をかけ、彼が引き続き無声モードの状
況にあることを、電話で聞き取れる指示を静かに（外部には無音で）発行することによっ
てスーに知らせる。時間がかかり過ぎる恐れがあるので、彼は電話のために部屋から出て
行くことはしたくない。エドは、彼のイヤホン（受話器）を使用して、スーが彼女の情報
を伝えるのを聞く。エドは、彼が了解したことを信号で送り、電話を切る。エドが彼自身
のプロジェクトに関してプレゼンテーションをする際に、彼は利用可能な最新の技術情報
を手元に有する。無声通話システムは、エドが目立たない方法で情報を得ることを可能に
する。
【００３９】
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後に、スーが次に電話をかけるときに、彼女は実行するかしないかに関するエドの判断を
必要とする。スーは、彼女の勧めを伝え、エドは彼の同意を信号で送る。その後、エドは
、完全な報告を聞くために午後１時半には手があくことを示す手短なメモをタイプする。
無声通話のテキストを音声に変換する機能がメッセージを有声化し、彼らは二人とも電話
を切る。無声通話システムは、エド及びスーが容易に且つ迅速に情報を交換することを可
能にする。
【００４０】
スーは、午後２時１５分まで電話をする機会をもてない。彼女がエドに連絡を取ると、エ
ドは、現在紹介されているプロジェクトについて概要を説明されたばかりなので、すぐに
出るので少し待って欲しいという旨の信号を送る。エドは電話機のプラグを単に抜くこと
により、彼の電話機を無声通話システムから取り外し、会議を静かに抜けて、通常の携帯
電話と同じように彼の携帯電話で会話する。無声通話システムは、会話の流れを途切れさ
せずに、エドが必要に応じて会話モードを切り替えることを可能にする。
【００４１】
会議の終盤で、新しいプロジェクトが紹介されており、エドは、彼及びスーが、そのプロ
ジェクトが下している決定に関するある問題に取り組んできたことに気が付く。エドは急
いでスーに電話をかけ、スーが聞き取れるように、彼の無声通話システム上のマイクロホ
ンを作動させる。スーは、他方のプロジェクトが、構築されたプロトタイプを有する場合
にのみ、この新しい情報が彼らに関連するとエドに話す。エドは、次の機会に、開発の状
況について質問する。無声通話システムは、エドが目立たない、且つ対話型の方法で情報
を共有することを可能にする。
【００４２】
エドが午後５時３０分に空港で家へ帰るための定期便を待っている際に、彼はスーと確認
を取り合う。エドは混雑したロビーにいる人達に彼の仕事を知って欲しくないので、彼は
無声通話システムにプラグ・インし、その日の出来事をスーと再検討する。彼らが対話し
ていると、飛行機の遅延に関する放送がスピーカーから流れ始める。エドは、すぐに会話
を一時的に中断し、他の用に割り込まれた旨を１つのボタンを押すことによりスーに知ら
せる。無声通話システムは、エドが内密に会話をすること、及び必要に応じて彼の周囲で
の出来事に注意を傾けることを可能にする。
【００４３】
II．無声通話システム
本明細書に記載されている無声通話による会話は、２人以上の通話者の間で行われる電子
的に補助された議論（例えば、電話機による通話）であり、以下の属性を有する。
【００４４】
会話は、少なくとも一部は声で（例えば、電話、携帯電話、インターネット電話、テレビ
電話、双方向無線、インターコム等を介して）表されている。
【００４５】
会話の１人以上の参加者は、何らかの理由で（例えば、会議、劇場、待合室等）、話すこ
とが不適切な、意図されない、又は望ましくない状況に置かれている。
【００４６】
従って、議論をしている１人以上の参加者は、代わりとなる議論の無声モード（例えば、
キーボード、ボタン、タッチスクリーン等）を使用して、議論の可聴のコンテンツを生成
する。この可聴のコンテンツは、会話の他の参加者に無音で送信されることが可能な同義
の電子表現に変換される。
【００４７】
「無声通話技術」という用語は、本明細書では、人々が外／社会に出ている際に、容易に
、表現力豊かに、且つ静かに会話することを可能にするハードウェア及び／又はソフトウ
ェアを含む通信メカニズムを表すために用いられる。無声モード会話又は無声通話とは、
この技術を使用して行われる会話である。
【００４８】
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本発明の実施の一形態において、２つの無声通話の操作モードが定義される。即ち、１）
無声通話の実行、及び２）無声通話の準備である。
【００４９】
Ａ．無声通話の実行
図３は、無声通話を実行するために使用される無声通話システムの実施の形態の構成要素
の構造の簡略化されたブロック図である。このモードでは、ユーザは、携帯電話での会話
を遂行するが、このローカル・ユーザは声に出して話していないので、このローカル・ユ
ーザにより周囲に可聴のコンテンツは直接生成されない。このモードでの無声通話システ
ムの使用例には、会議に出席中の無音通信、及び公共の環境での内密な会話の遂行が含ま
れる。
【００５０】
ユーザは、図３のブロック３１で示される会話表現を見て、電話を介して有声化されるべ
き発話に関する選択をする。実施の一形態において、会話表現３１は、図７に示されるよ
うなテキスト・ラベルを有するアイコンであり得る。会話表現３１と関連付けられた会話
要素３３ａは、発話データ記憶装置３３に格納され、会話要素３３ａが選択されると、検
索されて、音声ジェネレータ３４に渡され、電話接続のために必要とされる出力信号が生
成される。音声を電話に伝えるコネクタ（ audio-to-phone connector）３５は、この電気
接続を提供する。電話からユーザへのコネクタ（ telephone-to-user connector）３０に
より、ユーザはシステム及び他のユーザの両方によって生成された会話を聞くことができ
る。実施の一形態において、電話からユーザへのコネクタは、イヤホンである。切り替え
可能な（スイッチ３７による）音声入力３６は、適切な場合にはユーザが電話に直接声を
発することを可能にする。格納データ抽出装置３２は、他のフォーマットで格納されたデ
ータ（例えば、ＰＣのカレンダ・エントリ（日程表の入力項目）、アドレス帳）を音声の
生成に適したフォーマットに変換する。
【００５１】
無声通話システムの実施の形態における構成要素を以下で説明する。
【００５２】
ｉ．無声通話システムの構成要素
ａ．会話表現
ユーザが会話の発話を始めるために呼び出すことができる会話要素３３ａ（即ち、句、単
語、文字、数字、記号、音響効果、及びこれらのシーケンス及び／又は組合せ）の会話表
現３１が、ユーザに対して表示される。会話表現のＧＵＩの例が、図７に示される。
【００５３】
会話表現３１は、グラフィック形式（例えば、アイコン、記号、図、グラフ、チェックボ
ックス、ボタン、他のＧＵＩウィジェット、及びこれらのシーケンス及び／又は組合せ）
、文字形式（例えば、表示されたテキスト、ラベル付けされた入力形式、及びこれらのシ
ーケンス及び／又は組合せ）、及び物理的な形式（例えば、ボタン、スイッチ、ノブ、ラ
ベル、バーコード、グリフ、点字又はその他の触れて感知できる表現、電子タグ、及びこ
れらのシーケンス及び／又は組合せ）を含む、会話要素３３ａの選択をユーザが声に出す
ことを必要としない任意の形式であり得る。
【００５４】
ユーザは、各会話表現３１の種類に応じて会話表現３１を調べ（例えば、視覚的に、又は
触れて）、その種類に応じて会話表現３１を呼び出す（タイプ入力、ポイント・アンド・
クリック、押下、アイ・トラッキング（目による追跡）、走査等）ことにより、各会話表
現３１と無言で対話する。
【００５５】
会話表現３１は、１つ又は複数の表示面（例えば、コンピュータ・ディスプレイ、タッチ
スクリーン、紙、物理装置等）、又は表示形式（例えば、ページ、フレーム、スクリーン
等）を用いて示されることが可能である。複数の表示面又は形式が用いられる場合、これ
らは、ユーザのニーズに合わせて異なる方法（順次、階層的、グラフ・ベース、順序付け
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られていない等）で構成されることが可能である。ユーザは、その種類に従って、異なる
表示面又は形式の中から１つを選択する（例えば、ＧＵＩ選択、フリップ（指で弾く）又
は回転等の物理的な操作、ボタンの押下等）。
【００５６】
ユーザは、可視表示される会話要素３３ａ及び関連付けられた会話表現３１を以下のよう
に更新することが可能である。第１に、個人は、新たな会話要素及び／又は関連する会話
表現を追加することができる。
【００５７】
第２に、個人は、会話要素及び／又は関連付けられた会話表現を削除することができる。
【００５８】
第３に、個人は、会話要素の会話表現の種類（例えば、テキスト、ラベル、アイコン）を
変更することができる。
【００５９】
第４に、個人は、その種類に従って、会話要素の会話表現（例えば、テキスト値、ラベル
値、アイコン画像）を変更することができる。
【００６０】
第５に、個人は、１つ又は複数の会話表現と関連付けられた会話要素を変更することがで
きる。
【００６１】
第６に、個人は、会話要素と、その会話表現との関連を追加、削除、又は変更することが
できる。
【００６２】
第７に、個人は、会話要素、それらの表示される会話表現、及び関連付けられた内部表現
のためのアップロード／ダウンロードを起動することができる。
【００６３】
第８に、個人は、選択された会話要素の記録及び再生機能を起動することができる。
【００６４】
ｂ．発話データ記憶装置
各会話要素（即ち、句、単語、文字、数字、記号、音響効果、及びこれらのシーケンス及
び／又は組合せ）は、電話回線を介して通信されることが可能な可聴の発話の生成に適し
た１つ又は複数の内部表現を有する。発話データ記憶装置３３に格納される会話要素３３
ａは、例えば、サウンド・ファイル・フォーマット、記録及び再生フォーマット、テキス
ト、ＭＩＤＩシーケンス等を含む。これらの内部表現は、発話データ記憶装置３３に格納
され、そこから検索されることが可能である。実施の一形態において、発話データ記憶装
置３３は、当該技術では公知であるように、読取り及び書込み可能なコンピュータ・メモ
リである。検索は、ランダム検索、順次検索、クエリー（問合せ）による検索、又はこの
種の他の公知の方法によりアクセスされ得る。検索された会話要素のためのデータは、音
声ジェネレータ３４に渡される。
【００６５】
ｃ．音声ジェネレータ
音声ジェネレータ３４は、会話要素の内部表現を、電話接続を介しての伝送に適した可聴
のフォーマットに変換する。実施の一形態において、音声ジェネレータ３４は、テキスト
を音声に変換するジェネレータ、サウンド・カード、音響効果ジェネレータ、及び再生装
置の組合せ及び／又は同等物である。
【００６６】
ｄ．音声入力
ユーザのロケール（ locale）での直接音声接続（例えば、マイクロホン）は、スイッチ３
７（例えば、押しボタン・スイッチ又は他の物理的なスイッチ、ソフトウェア・スイッチ
（例えば、ＧＵＩウィジェット）、音響的な消音構造（例えば、防音ハウジング又は他の
絶縁材）、及び直接電気接続（例えば、プラグ））により任意に起動されることが可能で
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ある。
【００６７】
発話データ記憶装置への音声の記録は、会話表現から１つ又は複数の要素を選択し、記録
コマンドを呼び出すことにより実行することが可能である。
【００６８】
ｅ．音声出力
音声出力４１（図４）は、会話表現３１から１つ又は複数の要素を選択し、再生コマンド
を呼び出すことにより、発話データ記憶装置３３から音声を生成することを可能にする。
【００６９】
ｆ．音声を電話に伝えるコネクタ
接続は、切替可能な音声入力３６又は音声ジェネレータ３４から生成されるユーザの会話
入力間に提供され、電話伝送に適した信号を配信するが、その際に、ローカル・ユーザに
より周囲に聞こえるコンテンツは直接生成されない。この接続には、信号、インピーダン
ス整合回路等の電子処理信号、赤外線検出等の光学から電気への変換、及び防音ハウジン
グ又は他の絶縁材を用いて消音された音響信号の直接電気接続が含まれる。
【００７０】
図５は、インピーダンス整合回路２２を示す。抵抗Ｒ 1及びＲ 2は、入力及び出力信号に整
合するように選択される。コンデンサＣ 1は、信号の干渉の幾らかを除去する（直流成分
のための電圧ブランキング）。
【００７１】
ｇ．電話からユーザへの接続
電話からユーザへの直接音声接続（即ち、イヤホン）が提供されるが、その際に、ローカ
ル・ユーザにより周囲に聞こえるコンテンツは直接生成されない。実施の一形態において
、電話からユーザへのコネクタ３０は、直接電話に接続されるか、又は幾つかの仲介エレ
クトロニクス（例えば、ＰＣ及びサウンド・カード）を介して接続されるイヤホン又は他
の局所的なスピーカ・システムを含む。
【００７２】
ｈ．アップロード／ダウンロード
会話要素、それらの表示される会話表現、及び関連付けられた内部表現のためのデータは
、無声通話システムと、他の無声通話システム、外部記憶装置、（例えば、コンパクト・
ディスク（「ＣＤ」）、デジタル・ビデオ・ディスク（「ＤＶＤ」）、パーソナル携帯情
報機器（「ＰＤＡ」））、直接接続されたコンピュータ、及びネットワーク型のコンピュ
ータ（例えば、ローカル・エリア・ネットワーク、ワイド・エリア・ネットワーク、イン
ターネット、無線ネットワーク等）を含む他のシステムとの間で、アップロード及びダウ
ンロードされることが可能である。接続は、シリアル接続（ＲＳ２３２、ＩｒＤＡ、イー
サネット（登録商標）、無線、又は当該技術において公知である他の相互接続）によりも
たらされ得る。会話表現３１及び／又は発話データ記憶装置３３からアップロード・コマ
ンドが呼び出されると、フォーマットされたデータ（例えば、生バイト・データ、リッチ
・テキスト・フォーマット、ハイパーテキスト・マークアップ言語等）が送信される（例
えば、ＴＣＰ／ＩＰ、ＲＳ－２３２のシリアル・データ等）。ダウンロード・コマンドが
呼び出されると、格納データ用にフォーマットされた会話表現３１（会話表現フォーマッ
ト、発話データ記憶装置フォーマット）が、適切な無声通話の構成要素（会話表現３１、
発話データ記憶装置３３）に送信される。
【００７３】
ｉ．格納データ抽出装置
会話要素、それらの表示される会話表現、及び関連付けられた内部表現のためのデータは
、ホスト・コンピュータに格納された情報から抽出されることが可能である。例えば、 Mi
crosoftの Outlookフォーマットのカレンダ・エントリは、あるアプリケーションから、そ
のカレンダ・データを解析して表現する格納データ抽出装置３２のフォームにドラッグさ
れることが可能である。この例では、「約束」オブジェクトがアクセスされ、そのフィー
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ルド（例えば、件名、開始（時間）等）が処理される。文字列がそのフィールドから抽出
され、会話のフレーズが、これらのフィールド及びフレーズのテンプレートからフォーマ
ットされる。テンプレートは、下記のような適切なデータが挿入されるための欄を有する
予め定義されたテキストの形式を取る。
「＜件名＞の約束は、＜開始（時間）＞に始まる予定です。」
なお、挿入欄＜件名＞及び＜開始（時間）＞は、約束オブジェクトからの文字により提供
される。
その後、テキストからの音声の生成又は特別な目的のために予め定義された音声語彙が、
約束情報を有声化するために用いられ得る。他の種類の抽出データには、アドレス帳のエ
ントリ、データベースのレコード、スプレッドシートのセル、電子メールのメッセージ、
駆動命令、パス名及び全域リソース・ロケータ等の情報ポインタ、及びあらゆる種類の格
納されたタスク特有の情報が含まれ得る。
【００７４】
Ｂ．無声通話の準備
図４は、会話構造を準備するために使用される無声通話システムの実施の一形態の構成要
素を例示する。このモードでは、ユーザ、又はユーザの代理となる人が、無声通話システ
ム内に格納された会話構造（表現、要素及び内部表現）を追加、削除又は変更することに
よって、無声モードの会話のための準備をする。
【００７５】
ユーザは、会話表現３１を見て、電話で有声化されるべき発話の更新に関して選択する（
例えば、要素の追加、変更、削除）。発話データ記憶装置３３は適切に更新される。アッ
プロード／ダウンロード４０は、音声出力４１への出力信号を生成し、それによりユーザ
は、格納された会話を確認することができる。格納データ抽出装置３２は、他のフォーマ
ット（例えば、ＰＣのカレンダ・エントリ、アドレス帳）で格納されたデータを、発話デ
ータ記憶装置３３に格納するのに適したフォーマットに変換する。
【００７６】
III．無声通話方法
実施の一形態において、無声モードの会話は、図６に示されるフローチャートに従って実
行される。
【００７７】
当業者は理解するであろうが、図６は特定の機能を実行するための論理ボックスを例示し
ている。代替の実施の形態において、より多くの、又はより少ない論理ボックスが用いら
れてよい。本発明の実施の一形態において、論理ボックスは、ソフトウェア・プログラム
、ソフトウェア・オブジェクト、ソフトウェア機能、ソフトウェア・サブルーチン、ソフ
トウェア方法、ソフトウェア・インスタンス、コードのフラグメント、ハードウェアの動
作又はユーザによる操作を単独で又は組み合わせられて表し得る。
【００７８】
本発明の実施の一形態において、図６及び図１５で示される無声通話ソフトウェアは、コ
ンピュータが読取り可能な媒体等の製品に格納される。例えば、無声通話ソフトウェアは
、単独の又は組み合わせられた磁気ハード・ディスク、光ディスク、フレキシブル・ディ
スク、ＣＤ－ＲＯＭ（コンパクト・ディスク読出し専用メモリ）、ＲＡＭ（ランダム・ア
クセス・メモリ）、ＲＯＭ（読出し専用メモリ）、又は他の読取り又は書込み可能なデー
タ記憶技術に記憶され得る。
【００７９】
代替の実施の一形態において、無声通話ソフトウェアは、 Java（登録商標）のアプレット
を取得するためにハイパーテキスト・トランスファー・プロトコル（「ＨＴＴＰ」）を使
用してダウンロードされる。
【００８０】
かかってきた通話は、楕円ブロック６０により表されるように、ユーザによって受信され
る。ユーザはその後、論理ブロック６１で示されるように、通話を受け付け、会話表現に
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アクセスする。その後、判断ブロック６２で示されるように、この通話を続けるか否かの
判断がこのユーザによりなされる。ユーザが通話を続けたくない場合は、論理ブロック６
３で示されるように電話は切られ、楕円ブロック６５で示されるようにこの通話は完了す
る。ユーザが通話を続けたい場合は、論理ブロック６４で示されるように、ユーザは通話
に耳を傾け、会話表現３１から会話要素を選択することによって応答する。論理ブロック
６６で示されるように、全ての会話要素の内部表現が、発話データ記憶装置３３から取得
される。
【００８１】
更なる発話が選択されるか否かの判断が、判断ブロック６７で示されるように、個人によ
ってなされる。更なる発話が必要な場合は、論理は論理ブロック６８に移り、そこで各会
話要素の生成された音声が、音声を電話に伝えるコネクタ３５を介して電話に送られる。
論理はその後、判断ブロック６７に戻る。
【００８２】
通常の電話のプロセスは、フローチャートに示されるように進められる。無声通話方法に
おける例外的な状況は、以下のように非同期で起こり得る。１）ユーザが生の音声を通話
に組み込みたい時にはいつでも、切替可能な音声入力３６が使用される。２）ユーザは、
現在再生されている会話要素を、会話表現３１から新たな選択をすることによって、無効
にすることが可能である。そして、３）ユーザは、会話を終了させるために、いつでも電
話を切ることができる。
【００８３】
図１５は、本発明の無声通話の実施の形態のための状態推移図を示す。具体的には、図１
５は、左ボタン１５７ａ、中央ボタン１５７ｂ、及び右ボタン１５７ｃを有する機械装置
１５７が、様々な状態に推移するために用いられる状態推移図を例示する。ボタン１５７
ａ乃至ｃは、会話要素のための会話表現である。ボタンは、異なる状態で異なる会話表現
を表すことが可能である。本発明の実施の一形態において、図１５は無声通話ソフトウェ
アの状態推移図を示す。
【００８４】
例示される実施の形態には、５つの状態が存在する。即ち、電話待機状態１５１、応答の
ための待機状態１５２、会話のための移動状態１５３、通話相手の話を聞く状態１５４、
及び通話終了状態１５５であり、更に任意の状態１５６が示される。ユーザは、ボタン１
５７ａ乃至ｃを押下することにより、様々な状態に推移することが可能である。状態が様
々に推移するのに伴い、ユーザへの可聴のメッセージが生成され得る。
【００８５】
例えば、電話待機状態１５１から応答のための待機状態１５２への推移は、通話着信イベ
ントの発生時に果たされる。ユーザはその後、３つの選択肢を有する。それらの選択肢は
、１）ユーザはボタン１５７ａを押下することにより、何も言わない、２）ユーザはボタ
ン１５７ｂを押下することにより、「メッセージを残して下さい」という発話を生成する
、又は、３）ユーザは右のボタン１５７ｃを選択することにより、通話相手のみ聞き取れ
る「すぐに出るので少しお待ち下さい」という発話を生成する、というものである。
【００８６】
図１５から理解されるように、本発明の実施の形態は、周囲に可聴のコンテンツを生じさ
せずに、ユーザが会話を遂行することを可能にする。
【００８７】
IV．無声通話の実施の形態
無声モードの会話において、会話の全ての参加者が、携帯電話等の電子装置を使用する。
装置は、有線の装置であっても無線の装置であってもよい。しかしながら、「同様でない
」公共の場にいる（即ち、静かにしなければならない）人は、会話に応答するための特殊
なインターフェースを有するであろう。以下で、（１）ＰＣ、（２）ＰＤＡ、（３）スキ
ャナ及び紙のインターフェース、（４）物理的なボタン・インターフェースを有する電話
付属装置、及び（５）無声通話機能を有する電気通信インフラストラクチャ、の５つの異
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なる実施の形態について説明する。他の実施の形態は、インターコム、ＣＢ無線、双方向
無線、短波無線、又は、ＦＭ又は Bluetooth等の他の無線送信機の使用を含み得る。
【００８８】
Ａ．ＰＣによる実施の形態
無声通話を行うためのＰＣシステムによる実施の形態は、個人用の「会話器具」としてパ
ソコンを使用する。
【００８９】
ＰＣによる実施の一形態において、会話表現を有するＧＵＩテンプレートがＰＣに保存さ
れる。ユーザ（例えば、個人１７）がポイント・アンド・クリックを実行すると、コンピ
ュータは音声接続を介して外部には音を発生させずに電話に「言葉を発する（ talk）」。
【００９０】
これは、表示及びユーザによる選択に適したフォーマットで予め録音された有効な会話の
フレーズを格納することにより達成される。図７は、ユーザ自身の声で表現された内部表
現を有する会話表現を含むＧＵＩ表現を示す。例えば、一群の会話開始の挨拶（ Hello）
アイコン７０が、アイコン７０ａ乃至ｄで表される。ユーザは、「レスです。あなたの声
は聞こえますが、今静かな場所にいるので、コンピュータを通してしか応答できません」
等の冒頭文７０ａを予め録音することができる。他の種類のアイコン及び関連付けられた
文を使用してもよい。例えば、制御７１のアイコンは、アイコン７１ａ乃至ｆを含むこと
ができる。エチケット７２のアイコンは、アイコン７２ａ及びｂを含むことができる。例
えば、アイコン７２ａは、ユーザの声で表される可聴の表現力豊かな「お願いします」で
あってもよい。返答アイコン７３は、アイコン７３ａ乃至ｄを含み、「別れの挨拶」アイ
コン７４は、アイコン７４ａ乃至ｃを含む。
【００９１】
実施の一形態において、 Microsoftの PowerPointが、会話表現及び会話要素、即ち（１）
ノードがオーディオ・クリップ（ＷＡＶフォーマット）を含む、図７に示されるようなグ
ラフィック構造、及び（２）テキストから音声を生成するジェネレータ（ Microsoftの Age
ntの会話機能を含む ActiveXコンポーネントから得られる）、を形成するために用いられ
る。 Microsoftの Agentソフトウェアは、テキストを音声に変換する機能を含む。標準の Mi
crosoftのインターフェース定義（例えば、 ActiveXコンポーネント）を使用することによ
って、 Microsoftの Agentのテキストを音声に変換する機能が、 PowerPointのスライドに埋
め込まれ、無声通話のためのテキストを音声に変換する機能を提供する無声通話ＧＵＩと
して用いられる。
【００９２】
会話のテンプレートは、一群の頻繁なユーザの間で、（例えば、アップロード／ダウンロ
ードして）共有されることができる（例えば、ウェブ・ページ、共有ファイル、電子メー
ル・メッセージとして）。個人は、彼らが加わりたい会話の種類を選び、各個人は無声通
話インターフェースを用いる共有テンプレートを介して作業する。
【００９３】
図２は、無声通話ＰＣシステムの実施の形態を例示する。システム２０は、携帯電話入力
の入力ジャックに接続されるサウンド・カードを有するＰＣ２１を含む。このように嵌合
する携帯電話ジャックを用いると、可聴なコンテンツが、ローカル・ユーザによって周囲
に直接生じることはない。ユーザは、電話の会話と、ＰＣにより生成される音声とを一緒
に聞くことができるイヤホンを有する。
【００９４】
実施の一形態において、パソコン２１は、上述のような会話表現３１、発話データ記憶装
置３３、音声ジェネレータ３４、アップロード／ダウンロード４０、及び音声出力４１を
含む。本発明の実施の一形態において、会話表現３１は、 PowerPointのスライド・ショー
である。同様に、本発明の実施の一形態において、発話データ記憶装置３３は、 PowerPoi
ntの表現である。同様に、音声ジェネレータ３４、及びアップロード／ダウンロード４０
はそれぞれ、ＰＣのサウンド・カード、及び PowerPointのファイル転送ソフトウェアであ
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る。
【００９５】
音声出力４１は、ＰＣのスピーカ・ジャックとＰＣのスピーカとの間で切替可能である。
ＰＣのスピーカは、スピーカ・ジャックが使用中である際には切断される。ＰＣのスピー
カ・ジャックは、音声を電話に伝えるコネクタ３５（図３、４）に連結される。生成され
た会話は、ＰＣのスピーカ・ジャックからプラグを取り外すことによって、（例えば、準
備処理の一部として）ユーザのロケールで聞こえるようにすることができる。本発明の実
施の一形態において、音声を電話に伝えるコネクタ２２（図２）は、図５に示されるよう
なインピーダンス整合回路である。インピーダンス整合回路は、ＰＣの音声信号が携帯電
話に向けられることを可能にする。実施の一形態において、Ｒ 1＝１０ｋオーム、Ｒ 2＝４
６０オーム、そしてＣ 1＝０．１マイクロファラッドである。音声を電話に伝えるコネク
タ３５はその後、携帯電話２３の音声入力に連結される。
【００９６】
本発明の実施の一形態において、携帯電話２３は、マイクロホンの代わりに音声を電話に
伝えるコネクタ２２への直接接続が使用されるハンドフリーのヘッドセットを有する Qual
Commの pdQ Smartphoneである。
【００９７】
Ｂ．ＰＤＡの実施の形態
ＰＤＡの実施の一形態において、ＧＵＩの会話表現は、ＰＤＡ８０（図８）に保存され、
ＰＤＡのスクリーンに表示される。ユーザが会話ボタンを軽く叩くと、ＰＤＡは音声接続
を介して外部には無音で電話に「言葉を発する」。
【００９８】
ＰＤＡの実施の一形態が、図８に例示され、ＰＤＡ８０及びＰＤＡインターフェース８１
を含む。ＰＤＡインターフェース８１は、コントローラ８２に連結される。コントローラ
８２の音声出力はその後、音声を電話に伝えるコネクタ８３に連結される。ＰＤＡの実施
の形態の様々な構成要素の具体的な構造例を以下で説明する。
【００９９】
図８及び９は、ＰＤＡの実施の形態（例えば、ハンドフリーのヘッドセットを有する Qual
commの pdQ Smartphone）を例示する。ＰＤＡ８０は、図７に示されるようなＧＵＩを使用
し、そのノードはオーディオ・クリップを表わす。例えば、インジケータはデジタルで格
納される信号データ（例えば、 Quadravox 305の Playback Module（再生モジュール）に保
存されるＷＡＶフォーマットのデータ）のための一連番号又はアドレスであってよい。
【０１００】
実施の一形態において、コントローラ８２（例えば、 Quadravox QV305）は、ランダムに
又は順番にアクセスされ得るオーディオ・クリップを保存する。実施の一形態において、
コントローラ８２は、 Quadravox QV305 RS232の再生コントローラである。代替の実施の
形態において、コントローラ８２は、組み合わせられた又は単独の、有線／無線のユニバ
ーサル・シリアル・バス（「ＵＳＢ」）、ＩｒＤＡ接続、パラレル・ポート、イーサネッ
ト（登録商標）、ローカル・エリア・ネットワーク、ファイバ、無線装置接続（例えば、
Bluetooth）によって通信する。ＰＤＡの実施の形態もまた、 Quadravox社により市販され
ている QVProソフトウェア等のアップロード／ダウンロード４０（図４）を含む。コント
ローラ８２は、ＰＤＡ音声信号が電話機に向けられることを可能にする図５に示されるよ
うなインピーダンス整合回路を介して電話入力に接続される。実施の一形態において、Ｒ

1＝１０ｋオーム、Ｒ 2＝４６０オーム、そしてＣ 1＝０．１マイクロファラッドである。
ＰＤＡ８０は、ＲＳ２３２のシリアルポートを介してコントローラ８２に連結される。Ｐ
ＤＡインターフェースでの選択により示されるオーディオ・クリップの番号は、ＰＤＡの
シリアルポートを介してコントローラ８２に通信される。生成された会話は、ハンドフリ
ーのイヤホンと、電話回線を介しての両方で聞き取れるが、外部コンテンツがローカル・
ユーザによって周囲に直接生じることはない。
【０１０１】
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実施の一形態において、空間的に配置された一群のＰＤＡソフトウェア・ボタン９１から
成る会話構造が図９に示される。挨拶（例えば、もしもし／こんにちは、さようなら）、
会話の流れの制御（例えば、待機、続行）、及び質問に対する一般的な返答（例えば、は
い、いいえ）を含む、会話表現の代表的なサンプルが示される。
【０１０２】
Ｃ．紙のユーザ・インターフェースの実施の形態
紙のユーザ・インターフェースの実施の一形態において、会話表現は、図１０、１１及び
１２に示されるように、紙（例えば、ノート又はカード）にプリントされる。ユーザは、
会話表現（例えば、コード）と関連付けられた会話要素を（例えば、バーコード又はグリ
フ・リーダーにより）走査すると、コンピュータは音声接続を介して外部には無音で電話
に「言葉を発する」。
【０１０３】
図１１は、紙のユーザ・インターフェースを用いる無声通話の実施の形態を例示する。紙
のユーザ・インターフェースの実施の形態は、ＰＤＡ１１０及びコントローラ１１１を含
む。実施の一形態において、コントローラ１１１は、発話データ記憶装置３３、音声ジェ
ネレータ３４、及び音声出力４１として用いられる。実施の一形態において、コントロー
ラ１１１は、 Quadravoxの QV305 RS232再生コントローラである。紙のユーザ・インターフ
ェースの実施の形態もまた、 Quadravox社により市販されている QVProソフトウェア等のア
ップロード／ダウンロード４０を含む。コントローラ１１１は、音声を電話に伝えるコネ
クタ１１２に連結される。実施の一形態において、音声を電話に伝えるコネクタ１１２は
、図５に示されるようなインピーダンス整合回路である。また、スキャナ１１３が、コン
トローラ１１１に連結される。スキャナ１１３は、コード１１５を含む紙のインターフェ
ース１１４を読み取るために用いられる。
【０１０４】
図１２もまた、紙のインターフェースの別の実施の一形態を示す。紙のインターフェース
１２０は、「もしもし／こんにちは」等の会話表現のためのコード１２１（即ち、会話要
素）を含む。
【０１０５】
図１１において、スキャナ１１３（ Symbol SPT-1500バーコード・スキャナ等）が、会話
要素を読み取るために用いられる。実施の一形態において、スキャナ１１３は、ＲＳ２３
２ポートを介してコントローラ１１１に連結される。各コードは、会話表現と関連付けら
れたオーディオ・クリップ（ＷＡＶフォーマット）を示す。
【０１０６】
コントローラ１１１（例えば、 Quadravoxの QV305 RS232再生コントローラ）は、ランダム
に又は順番にアクセスされることが可能なオーディオ・クリップを保存する。コントロー
ラ１１１は、音声信号が電話機に向けられることを可能にするインピーダンス整合回路１
１２を介して電話入力に接続される。実施の一形態において、Ｒ 1＝１０ｋオーム、Ｒ 2＝
４６０オーム、そしてＣ 1＝０．１マイクロファラッドである。ＰＤＡインターフェース
での選択により示されるオーディオ・クリップの番号は、ＰＤＡのＲＳ２３２のシリアル
・ポートを介してコントローラ１１１に通信される。生成された会話は、ハンドフリーの
イヤホンと、電話回線を介しての両方で聞き取れるが、ユーザの一般的なロケールには聞
こえない。
【０１０７】
Ｄ．電話付属装置の実施の形態
電話付属装置の実施の一形態では、ラベル付けされたボタン等の物理的なインターフェー
スが会話表現である。装置は、電話付属装置として電話機に取り付けられてもよく、或い
は電話機のメカニズム自体の設計に組み込まれてもよい。ユーザが会話ボタンを押すと、
コンピュータは音声接続を介して外部には無音で電話に「言葉を発する」。
【０１０８】
図１３は、本発明の電話付属装置の実施の一形態を示す。電話付属装置の実施の形態は、
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音声を電話に伝えるコネクタ１３２に連結される装置１３１に連結される携帯電話１３０
を含む。装置１３１は、それぞれの会話表現としてラベル付けされるか、又は印を付けら
れたボタンを有する物理的なインターフェースである。
【０１０９】
電話付属装置の実施の一形態において、携帯電話１３０は、ハンドフリーのヘッドセット
を有する Qualcommの PDQ Smartphoneである。電話付属装置の実施の一形態において、装置
１３１は、電子記録及び再生装置である。実施の一形態において、音声を電話に伝えるコ
ネクタ１３２は、図５で示されるようなインピーダンス整合回路である。
【０１１０】
実施の一形態において、１つ又は複数の単一チャネル音声記録及び再生チップ（例えば、
Radio shack（商標）の Recording Keychain）は、ラベル付けされた制御ボタンを介して
アクセスされることが可能な音声を保存する。チップは、音声信号が電話機に向けられる
ことを可能にする音声を電話に伝えるコネクタ１３２を介して電話入力に接続される。実
施の一形態において、音声を電話に伝えるコネクタ１３２は、Ｒ 1＝１０ｋオーム、Ｒ 2＝
４６０オーム、そしてＣ 1＝０．１マイクロファラッドである図５に示されるようなイン
ピーダンス整合回路である。生成された会話は、ハンドフリーのイヤホンと、電話回線を
介しての両方で聞き取れるが、ユーザの一般的なロケールには聞こえない。
【０１１１】
ワンチップ版は、ユーザが普通の声で会話を続けることが可能な場所へ移動するまで、会
話を延期するために用いられ得る単一の挨拶又は複数の挨拶を保持することができる。他
のチップが、代替の挨拶（例えば、移動通話のスクリーニング）又は限られた応答（例え
ば、はい、いいえ等）のために追加されてもよい。
【０１１２】
代替の実施の形態では、通話オブジェクトが提供される。例えば、無声通話技術を有する
クレジットカード（例えば、上述のチップの配置を用いることによる）は、可聴の発話（
例えば、アカウント番号）を外部には無音で生成する。従って、予約を確認するため、又
は他の目的で用いられる際に、個人情報が他人に聞かれることはない。
【０１１３】
Ｅ．電気通信インフラストラクチャの実施の形態
上述のように、音声通話は、電話機の少なくとも１つが非言語的なインターフェース（例
えば、ボタン又はタッチスクリーン）を有する場合に行われる。非言語的なインターフェ
ースは、電話接続を介して音声発話（録音された、又は合成された）を選択及び再生する
ために用いられる。音声の生成が導入され得る場所は、図１４で示されるような通話の音
声経路に多数存在する。実施の一形態において、電話の受け手１４２は、重要な電話を受
けることを必要とする携帯電話のユーザであるが、常に会話が可能な状況にあるわけでは
ない（例えば、会議、公共の交通機関、待合室）。
【０１１４】
図１４は、無声通話技術を有する電気通信インフラストラクチャ１４０を示す。電気通信
インフラストラクチャ１４０は、電話のかけ手１４１により用いられる電話機１４３を含
む。電話機１４３は、電気通信サービス・プロバイダ１４６にアクセスする。電話機１４
３は、電気通信サービス・プロバイダ１４６に接続される電話通信サーバ１４５に選択的
にアクセスする。実施の一形態において、電気通信サービス・プロバイダ１４６は、電話
通信サーバ１４８を制御する電気通信サービス・プロバイダ１４７にアクセスする。電話
通信サーバ１４８はその後、携帯電話１４４に対してサービスを提供する。電気通信イン
フラストラクチャ１４０に属する全てのソフトウェア及び／又は機械装置が、無声通話技
術の実施の形態を実行するために用いられ得る。例えば、無声通話ソフトウェアは、電気
通信サービス・プロバイダ１４７で実行されてもよい。ユーザはその後、携帯電話１４４
上でボタンを選択することによって、発話を開始することができる。
【０１１５】
代替の実施の形態において、上述の無声通話ソフトウェア及び／又は構造は、電話機１４
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４及び／又は１４３の内部等の、電気通信インフラストラクチャ１４０に属する他の部分
に配置されてもよい。
【０１１６】
ｉ．バンド内及びバンド外の発話の選択
少なくとも２つの無声通話の電気通信インフラストラクチャの実施の形態が存在する。即
ち、１）通話者により成される発話の選択のための制御信号が音声オーディオ（ voice au
dio）と混合される（即ち、タッチ・トーン等のバンド内通信）、又は２）制御信号が音
声信号とは異なる通信チャネルを使用する（即ち、バンド外）、実施の形態である。何れ
の実施の形態においても、無声通話の発話の生成が可能なサーバ・アプリケーションが、
電気通信インフラストラクチャへのアクセスを有し、図１４に示されるように、通話の音
声経路（例えば、サービス・プロバイダの電話サーバ）を操作することができる。
【０１１７】
ａ．音声オーディオを追加するためのバンド内選択
図１６（ａ）及び図１６（ｂ）は、バンド内電気通信インフラストラクチャの実施の形態
及び無声通話サーバを例示する。
【０１１８】
電話機が文字表示をサポートする場合、１セットの可能な発話が電話機上に表示される。
テキストは、電気通信プロバイダから予め取得される（例えば、以前の音声又はデータ通
話でダウンロードされる）か、現在の通話の最中に取得又はカスタマイズされることによ
り、電話機で設定される。通信は、通話者のＩＤ等の電話情報フィールドを介して、又は
タッチ・トーン信号、ファックス・トーン、又はある意味では音声としてより注意を喚起
する方法（例えば、リズミカルな、又は音楽的なシーケンス）であるカスタマイズされた
信号技術のための押しボタン・ダイヤル信号（ Dual-Tone Multi Frequency：「ＤＴＭＦ
」）等のバンド内信号を介して行われることが可能である。
【０１１９】
電話機が専用の選択キーをサポートする場合、これらは会話要素の選択を操作するために
用いられ得る。選択肢の１つが選択されると、符号化された選択と共にメッセージがバン
ド内信号によりプロバイダに送り返される。選択メッセージは、対応する会話要素にアク
セスするために用いられる。
【０１２０】
電話機が選択キーをサポートしていない場合、標準の数字パッド（例えば、＊、１、２等
）が選択のために用いられ得る。他の関係者からの関連するＤＴＭＦ信号は、通信事業者
又はプロバイダ特有のメカニズムによって、又はＤＴＭＦが処理されている間に、電話の
かけ手を一時的に保留の状態にさせることにより、抑制されるであろう。或いは、電話は
、聴覚的にそれ程妨げにならない代替のトーン生成（例えば、他の周波数又はリズムのパ
ターン）をサポートしてもよい。
【０１２１】
実施の一形態において、電話の受け手の電話機１６２は、図１６（ｂ）に示されるように
、無声通話サーバ１６０及び無声通話ソフトウェア１６０ａにアクセスするための無声通
話技術を有する。
【０１２２】
別の実施の形態において、電話のかけ手の電話機１６１は、図１６（ｂ）に示されるよう
に、無声通話サーバ１６０及び無声通話ソフトウェア１６０ａにアクセスするための無声
通話技術を有する。
【０１２３】
別の実施の形態において、第三者機関であるプロバイダが、図１６（ａ）に示されるよう
に、（おそらく電話の受け手により）通話に利用される。この例では、電話会議が確立さ
れ、電話の受け手の会話要素選択信号（おそらくＤＴＭＦ又は他の可聴パターンとして）
が受け入れられ、それらは対応する可聴の発話に変換される。
【０１２４】
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様々なバンド内電気通信インフラストラクチャの実施の形態を以下で説明する。第１に、
無声通話サーバでの代理応答の実施の形態が用いられ得る。携帯電話への呼び出しは、実
際には先ず電話番号によって行われる。これは、接触点として電話番号を提供することに
よって、電話のかけ手（１６１）にとって解かり易くすることができる。無声通話サーバ
１６０（例えば、電話通信プログラム、又はサービス・プロバイダ機能）は、かかってく
る通話に応答し、電話の受け手の携帯電話１６２にダイヤルする。電話の受け手（１６２
）が携帯電話１６２に出ると、電話のかけ手（１６１）との接続を確立させる。受け手の
電話機１６２はその後、直ちに無声通話サーバ１６０に（例えば、図１６（ａ）及び（ｂ
）に示されるように、電話会議を介して、又は仲介手段として機能するサーバ・アプリケ
ーションによるリレーとして）接続する。電話の受け手（１６２）は、無声通話入力を選
択し、その選択は、適切な可聴の発話への復号化及び変換のために無声通話サーバ１６０
に信号を送られる。バンド内信号自体は、電話のかけ手（１６１）に可聴であっても（例
えば、図１６（ａ）に示される連続する三者通話の電話会議接続においてのように）、電
話のかけ手（１６１）から遮られても（例えば、図１６（ｂ）に示されるリレー接続にお
いてのように、又は制御信号が処理される間、電話のかけ手（１６１）を一時的に素早く
保留の状態にさせることによる）よい。
【０１２５】
第２に、移動式のハンドセット（送受話器）からの第三者のアドインが、実施の一形態で
用いられ得る。通話は先ず、電話の受け手の携帯電話１６２に直接かけられる。電話の受
け手が携帯電話１６２に答えると、電話のかけ手（１６１）との接続がもたらされる。電
話は、直ちに無声通話サーバ１６０に（例えば、電話会議又はリレー接続にダイヤルする
か、又は持続性の電話会議又はリレー接続にアクセスすることによって）接続する。その
後、バンド内信号及び発話の生成は、上述と同様の方法で続けられる。
【０１２６】
バンド内信号は、音声及びデータの両方の通信にただ１つの通信チャネルを必要とするこ
と、及び電気通信インフラストラクチャを変更せずに機能することができる（例えば、Ｄ
ＴＭＦサポートが既にこのシステムに備わっている）、という利点を有する。特定の状況
下において、可聴の信号は、何人かの電話のかけ手に、電話の受け手の状況に関する可聴
の合図を与えるのに役立つであろう。不利な点は、電話のかけ手の多くに、彼らが聞きた
くない可聴の制御信号を我慢させる（例えば、それらを無視するか又はカムフラージュす
ることによって）か、又は電話のかけ手からそれらを隠す（例えば、制御信号の処理の間
、電話のかけ手を保留状態にさせる）ことを必要とする点である。また、バンド内信号は
、可聴のチャネルを介して通信されることが可能な制御データの量及び速さに制限される
。
【０１２７】
ｂ．音声オーディオを追加するためのバンド外選択
選択された会話要素は、電話の音声チャネル以外のある手段を介して無声通話サーバに通
信されることが可能である。図１７は、バンド外電気通信インフラストラクチャの実施の
形態１７０を示す。バンド内信号と同様に、通話は電話番号によって（上述の代理応答手
法）、又は電話の受け手の携帯電話に直接（第三者のアドイン）かけられ得る。無声通話
サーバは、電話会議及びリレー構成の何れかを介して音声通話に接続される。
【０１２８】
バンド外制御の実施の形態を以下で説明する。
【０１２９】
第１に、関連した音声及びデータ接続の実施の形態が用いられ得る。電気通信システム（
統合サービス・デジタル・ネットワーク（「ＩＳＤＮ」）等）は、音声とデータとを別々
のチャネルで伝送する。例えば、電気通信プロバイダは人々の電話機のベルを鳴らすため
に呼出し音の電圧信号を送信する（バンド内信号）のではなく、プロバイダはデジタル・
パケットを別のチャネルで送信する（バンド外信号）。通話は、音声チャネル及び関連す
る制御データ・ストリームを確立することによって、電気通信サービス・プロバイダによ
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り処理される。制御情報は、代替のデータ・チャネルを用いて音声通信とは独立して無声
通話サーバに送信される。音声経路と接続されている無声通話サーバは、上述のような適
切な発話を導く。
【０１３０】
第２に、符号分割多元アクセス（「ＣＤＭＡ」）及びインターネット・フォン（ Voice-ov
er-IP：「ＶｏＩＰ」）等のデジタル通信は、音声及びデータをビットとして符号化し、
パケットをデジタル・チャネル上に交互配置することによって同時通信を可能にする。
【０１３１】
第３に、独立したデータ接続の実施の形態が用いられ得る。実施の一形態において、ハン
ドセットは、電話の受け手と無声通話サーバとの間の制御情報を通信するために、独立し
たデータ接続、即ち第２の装置（例えば、無線接続されたＰＤＡ）を備えている。
【０１３２】
第４に、更なる電話接続の実施の形態が用いられ得る。ハンドセットが複数の電話機能を
備えているか、又は幾つかの電話機が用いられてもよい。ある通話は、電話の受け手と無
声通話サーバ１７１との間の制御情報を伝える。他の電話機１７３は、全ての関係者（電
話のかけ手、電話の受け手、及びサーバ・アプリケーション）との接続を有する。
【０１３３】
第５に、デジタル音声及びデータの同時混合通信をサポートしているチャネル（例えば、
無声通話電話機として機能するＩＰを使用可能な電話機と組み合わせられたＶｏＩＰ）を
使用する際に、合成の又は予め録音された会話要素が、電話機のハンドセットに単純なデ
ータ・パケットとして格納されることが可能である。電話の受け手が音声発話を取得する
ために、予め録音されたデータ・セットが、電話のかけ手のデジタル・データ・ストリー
ムに送られる。
【０１３４】
バンド外信号は、制御信号が隠されたり（例えば、電話のかけ手を一時的に保留状態にさ
せておくことによる）、カモフラージュされたり（例えば、リズミカルなパターンとして
）、或いは我慢されたり（例えば、タッチ・トーン）する必要がない、という利点を有す
る。不利な点は、音声及びデータが混在するパケット通信（例えば、ＶｏＩＰ）の場合を
除き、幾つかの通信チャネルが管理を必要とするという点である。
【０１３５】
ii．ＶｏＩＰ電気通信インフラストラクチャ
ＶｏＩＰは、適切なサービス品質（ＱｏＳ）及び優れた利益対価格比で、ＩＰベースのデ
ータ・ネットワークを介して電話をかけ、ファックスを送る能力である。 http://www.pro
tocols.com/papers/voip.htm及び http://www.techquide.comを参照されたい。音声データ
は、データ・パケットに符号化され、インターネット・プロトコルを使用して送信される
。
【０１３６】
Net2phone（ http://www.net2phone.com）の Parityソフトウェア（ http://www.paritysw.c
om/products/spt_ip.htm）、即ち「音声ソフトウェアを伴うＰＣ」は、本発明のＶｏＩＰ
電話通信開発のアプリケーション・プログラム・インターフェース（「ＡＰＩ」）を提供
する。
【０１３７】
ＶｏＩＰの実施の一形態において、情報はインターネット、電話交換及び／又はローカル
・ネットワークを介して伝送される。図１８乃至２２は、ＶｏＩＰ機能を使用する様々な
電気通信インフラストラクチャの実施の形態を例示する。これらのインフラストラクチャ
の実施の形態は、無声通話の音声発話が格納又は生成される位置、並びに、無声通話の対
話に用いられる電話機がＩＰ対応であるか否かという点で異なる。表１は、図１８乃至２
２に示される様々なインフラストラクチャの実施の形態に関する５つの異なる構成を示す
。
【表１】
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【０１３８】
図１８において、ＤＴＭＦ信号を送出することができるＩＰの使用が不可能な電話機１８
０が無声電話として機能し、ＶｏＩＰのゲートウェイ１８２を介する無声電話サーバ１８
１からの音声発話の再生／生成を制御する。ＤＴＭＦ制御信号は、ＶｏＩＰゲートウェイ
１８２により検出され、適切な無声通話制御コードを有するＩＰデータ・パケットとして
無声電話サーバ１８１にルーティングされる。無声電話サーバ１８１は、無声通話制御コ
ードを有するＩＰデータ・パケットを受信し、格納／生成された無声通話の音声発話をＩ
Ｐデータ・パケットとして、（ａ）他の電話機１８４と通信しているＶｏＩＰゲートウェ
イ１８３と、（ｂ）無声電話１８０と通信しているＶｏＩＰゲートウェイ１８２と、に送
信することにより応答する。他の電話機１８４からの音声は、ＶｏＩＰゲートウェイ１８
３に送られ、無声電話１８０と通信しているＶｏＩＰゲートウェイ１８２を介してＩＰデ
ータ・パケットとして無声電話にルーティングされる。
【０１３９】
図１８において、ＤＴＭＦ信号を生成可能な任意の電話機を、無声電話サーバ１８１に存
在している無声電話サービスに単に登録することによって、無声電話に変更することがで
きる。
【０１４０】
図１９において、ＩＰを使用可能な電話機１９０が無声電話として機能し、無声電話サー
バ１９１に無声通話制御コードをＩＰデータ・パケットとして送信することによって、無
声電話サーバ１９１からの音声発話の再生／生成を制御する。無声電話サーバ１９１は、
無声通話制御コードを有するＩＰデータ・パケットを受信し、格納／生成された無声通話
の音声発話をＩＰデータ・パケットとして、（ａ）他の電話機１９４と通信しているＶｏ
ＩＰゲートウェイ１９３と、（ｂ）ＩＰを使用可能な無声電話１９０と、に送信すること
により応答する。他の電話機１９４からの音声は、ＶｏＩＰゲートウェイ１９３に送られ
、無声電話１９０にＩＰデータ・パケットとしてルーティングされる。
【０１４１】
図２０において、ＩＰを使用可能な電話機が無声電話２００として機能し、無声電話サー
バ２０１に無声通話制御コードをＩＰデータ・パケットとして送信することによって、無
声電話サーバ２０１からの音声発話の再生／生成を制御する。無声電話サーバ２０１は、
無声通話制御コードを有するＩＰデータ・パケットを受信し、格納／生成された無声通話
の音声発話をＩＰデータ・パケットとして、（ａ）ＩＰを使用可能な他の電話機２０４と
、（ｂ）ＩＰを使用可能な無声電話２００と、に送信することにより応答する。他の電話
機２０４からの音声は、ＩＰデータ・パケットとして無声電話２００にルーティングされ
る。
【０１４２】
図２１において、ＩＰを使用可能な電話機が無声電話２１０として機能し、格納／生成さ
れた無声通話の音声発話をＩＰデータ・パケットとしてＩＰを使用可能な他の電話機２１
４に送信する。他の電話機２１４からの音声は、ＩＰデータ・パケットとして無声電話２
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１０にルーティングされる。
【０１４３】
図２２において、ＩＰを使用可能な電話機が無声電話２２０として機能し、格納／生成さ
れた無声通話の音声発話をＩＰデータ・パケットとして他の電話機２２４と通信している
ＶｏＩＰゲートウェイ２２１に送信する。他の電話機２２４からの音声は、ＶｏＩＰゲー
トウェイ２２１に送られ、ＩＰデータ・パケットとして無声電話２２０にルーティングさ
れる。
【０１４４】
iii．無線電話通信アプリケーション及びインターフェース
実施の一形態において、無線アプリケーション・プロトコル（「ＷＡＰ」）内の無線電話
通信アプリケーション・フレームワーク（「ＷＴＡ」）が、無声通話の実施の形態で用い
られる。例えば、無声通話ソフトウェアは、携帯電話に格納されたマイクロブラウザから
アクセスされるＷＴＡサーバに保存される。
【０１４５】
本発明の好ましい実施の形態の上述の説明は、例示及び説明のために提供されている。上
述の説明は、本発明を網羅すること、又は開示された通りの形態に制限することを意図し
ない。明白に、多くの変更及び変形が、当業者には明らかであろう。実施の形態は、その
説明により、他の当業者が企図される特定の使用に適した様々な実施の形態及び様々な変
更態様と共に本発明を理解するのを容易にする、本発明の本質及びその実用的なアプリケ
ーションを最も適切に説明するために選ばれ記載された。本発明の範囲は、本願の請求項
及びそれに準ずる物により定義されることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の一形態の無声通話システムの簡略化されたブロック図である。
【図２】本発明の実施の一形態の無声通話パソコン（「ＰＣ」）を示す図である。
【図３】本発明の実施の一形態に従った無声通話システムによる会話の遂行の簡略化され
たブロック図である。
【図４】本発明の実施の一形態に従った無声通話の会話構造の準備に関する簡略化された
ブロック図である。
【図５】本発明の実施の一形態のインピーダンス整合回路の概略図である。
【図６】本発明の実施の一形態に従った無声通話のフローチャートである。
【図７】本発明の実施の一形態の無声通話のグラフィカル・ユーザ・インターフェース（
「ＧＵＩ」）である。
【図８】本発明の実施の一形態の無声通話のパーソナル携帯情報機器（「ＰＤＡ」）を示
す図である。
【図９】本発明の実施の一形態の無声通話のＧＵＩを表示している携帯電話を示す図であ
る。
【図１０】本発明の実施の一形態の無声通話処理装置及びスキャナを示す図である。
【図１１】本発明の実施の一形態の無声通話処理装置及びスキャナを示す図である。
【図１２】本発明の実施の一形態の無声通話処理装置及びスキャナで会話表現として使用
されるバーコードを有する用紙を示す図である。
【図１３】本発明の実施の一形態に従った無声通話の電話付属装置を示す図である。
【図１４】本発明の実施の一形態に従った無声通話の電気通信インフラストラクチャを示
す図である。
【図１５】本発明の実施の一形態に従った無声通話の状態図である。
【図１６】（ａ）及び（ｂ）は、本発明の実施の一形態に従った無声通話のバンド内電気
通信インフラストラクチャを示す図である。
【図１７】本発明の実施の一形態の無声通話のバンド外電気通信インフラストラクチャを
示す図である。
【図１８】本発明の実施の一形態に従ったＶｏＩＰ電気通信インフラストラクチャを示す
図である。
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【図１９】本発明の実施の一形態に従ったＶｏＩＰ電気通信インフラストラクチャを示す
図である。
【図２０】本発明の実施の一形態に従ったＶｏＩＰ電気通信インフラストラクチャを示す
図である。
【図２１】本発明の実施の一形態に従ったＶｏＩＰ電気通信インフラストラクチャを示す
図である。
【図２２】本発明の実施の一形態に従ったＶｏＩＰ電気通信インフラストラクチャを示す
図である。
【符号の説明】
１１　　発声区域
１２　　電気通信インフラストラクチャ
１３、１８　　電話機
１４　　無声通話技術
１５　　無声区域
１３０　　携帯電話
１３１　　装置
１３２　　音声を電話に伝えるコネクタ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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