
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報通信機能を有する携帯端末において、
　ユーザの生体情報 測定する測定手段と、
　上記生体情報 基に音データを生成する音データ生成手段と、
　外部通信網からの信号を待機し、当該信号の到着を検出する着信検出手段と、
　上記着信検出手段が信号を検出すると、上記音データを音に変換して出力する着信音出
力手段と
　を備えることを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　上記音データ生成手段は、上記生体情報を基にユーザの体調、ユーザの情動、ユーザの
集中度のうちの少なくとも１つを判断し、この判断結果に適した着信音を生成することを
特徴とする請求項１記載の携帯端末。
【請求項３】
　
　

【請求項４】
　上記音データ生成手段は、上記生体情報 ゆらぎを基に音データを生成することを特徴
とする請求項１記載の携帯端末。
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上記測定手段は、さらに環境情報を測定し、
上記音データ生成手段は、上記生体情報及び上記環境情報を基に音データを生成するこ

とを特徴とする請求項１記載の携帯端末。

の



【請求項５】
　複数の音データを格納する音データ格納手段を備え、
　上記音データ生成手段は、上記生体情報 基に上記音データ格納手段に格納された音デ
ータを選択することを特徴とする請求項１記載の携帯端末。
【請求項６】
　上記音データ生成手段は、上記生体情報 シードとして乱数を発生し、当該乱数を基に
上記音データ格納手段に格納された音データを選択することを特徴とする請求項 記載の
携帯端末。
【請求項７】
　上記音データ生成手段は、上記生体情報 基に、音色、音程、発音時間、音量という音
符情報を生成することを特徴とする請求項１記載の携帯端末。
【請求項８】
　上記音符情報は、ＭＩＤＩ（ Musical Instruments Digital Interface）方式の情報で
あることを特徴とする請求項 記載の携帯端末。
【請求項９】
　上記測定手段は、表情、音声、体動、呼吸数、脈拍、心拍、発汗量、体温、脳波、心電
、筋電、血中酸素飽和度、皮膚抵抗値、視線の少なくとも１つを測定することを特徴とす
る請求項１記載の携帯端末。
【請求項１０】
　ユーザの生体情報 測定する測定手段と、
　上記生体情報 基に画像データを生成する画像データ生成手段と、
　上記画像データを表示する画像表示手段と
　を備えることを特徴とする携帯端末。
【請求項１１】
　ユーザの生体情報 測定する測定工程と、
　上記生体情報 基に音データ及び／又は画像データを生成するデータ生成工程と、
　外部通信網からの信号が到着すると、上記音データを音に変換して出力する及び／又は
画像データを表示手段に出力する出力工程と
　を有することを特徴とする着信通知方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末及び着信通知方法に関し、詳細には、外部通信網からの信号を待機
し、当該信号の到着をユーザに通知する携帯端末及び着信通知方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、携帯電話やＰＤＡなどの携帯端末では、電話の着呼やメールの着信をユーザに通
知するために着信音という音を発音する。着信音の元となる音データには、音楽や擬態音
などがあり、携帯端末のＲＯＭに記録されている。従来の携帯端末では、ＲＯＭに記録さ
れた音データの一部を着信音として設定し、他の音データを着信音に設定する場合には、
着信音の再設定を手動で行っていた（例えば、特許文献１参照）
【特許文献１】特開平１５－０５１８６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このように、従来の携帯端末は、決まった音データを着信音として選択しなくてはなら
ず、多くの音データがＲＯＭに記録されていても、一部の音データしか使用することがで
きない。また、着信音の再設定が煩雑なときもある。これは、着信音に限ったことではな
く、携帯端末の着信画面や待ちうけ画面についてもいえることである。
【課題を解決するための手段】
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【０００４】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、

　

　

【０００５】
　本発明における携帯端末によれば、測定手段がユーザの生体情報及び／又は環境情報を
測定し、音データ生成手段が生体情報及び／又は環境情報に基づいて音データを生成し、
外部通信網から呼び出し信号（発呼信号）が到着すると、生成した音データを音に変換し
て出力するため、生体情報や環境情報の変化に伴い、様々な着信音を出力する。
【０００６】
　また、本発明における携帯端末によれば、測定手段がユーザの生体情報及び／又は環境
情報を測定し、画像データ生成手段が生体情報及び／又は環境情報に基づいて画像データ
を生成し、生成した画像データを表示するため、生体情報や環境情報の変化に伴い、様々
な着信画像及び待ちうけ画像を表示する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、ユーザの生体情報及び／又は環境情報を基に着信音を生成するため、
着信音が自動的に変更され、着信音を更新する手間を省略することができる。
【０００８】
　また、本発明によれば、ユーザの生体情報や環境情報を基に着信音を生成するため、ユ
ーザの状態に適した着信音を提供することができる。
【０００９】
　さらに、携帯端末に生体センサが設けられているため、ユーザが携帯端末を定期的に操
作するだけで、生体情報を更新することができ、生体情報を測定する手間が省略できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明を適用した携帯端末は、生体センサと環境センサとを備え、生体センサが測定し
た生体情報及び環境情報が測定した環境情報を基に音データや画像データを作成する。音
データや画像データは、記録部に記録され、基地局からの呼び出し信号をトリガとして出
力される。
【実施例】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明を適用した携帯端末１について説明する。本発明を適用し
た携帯端末１は、ユーザの生体情報及び環境情報を測定し、生体情報及び環境情報を基に
着信音を生成する。生体情報や環境情報は、常に変化しており、常に着信音を変更するこ
とができる。
【００１２】
　携帯端末１は、具体的には、携帯電話、ＰＤＡ（ Personal Digital Assistant）、ＰＨ
Ｓ（ Personal Handyphone System）である。携帯端末１は、図１に示すように携帯端末１
全体を制御するＣＰＵ１０、プログラムや設定情報を記録するＲＯＭ１１、一時記憶領域
としてのＲＡＭ１２、基地局からの呼び出し信号を受信する送受信部１３と、ユーザの入
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情報通信機能を有する携帯端末にお
いて、ユーザの生体情報を測定する測定手段と、上記生体情報を基に音データを生成する
音データ生成手段と、外部通信網からの信号を待機し、当該信号の到着を検出する着信検
出手段と、上記着信検出手段が信号を検出すると、上記音データを音に変換して出力する
着信音出力手段とを備えることを特徴とする。

また、本発明に係る端末装置は、ユーザの生体情報を測定する測定手段と、上記生体情
報を基に画像データを生成する画像データ生成手段と、上記画像データを表示する画像表
示手段とを備えることを特徴とする。

また、本発明に係る着信通知方法は、ユーザの生体情報を測定する測定工程と、上記生
体情報を基に音データ及び／又は画像データを生成するデータ生成工程と、外部通信網か
らの信号が到着すると、上記音データを音に変換して出力する及び／又は画像データを表
示手段に出力する出力工程とを有することを特徴とする。



力を受け付けるキー入力デバイス１４、文字や画像を表示する表示部１５、表示部の駆動
する表示制御部１６、生体情報を測定する生体センサ２１、環境情報を測定する環境セン
サ２２、生体情報及び環境情報を基に着信音の音データを生成する着信音生成部２３、呼
び出し信号の受信をトリガとして生成した音データを出力するスピーカ２４と、着信音の
自動生成を開始、終了させる自動生成開始終了スイッチ２５と、着信音をお気に入りとし
て登録する着信音登録スイッチ２６とを備え、それぞれがバス２７を介して接続される。
【００１３】
　生体センサ２１には、例えば、血流計、脳波計、眼球運動センサ、心電計、振動ジャイ
ロ、加速度センサ、筋音計、皮膚温度センサ、体動加速度センサ、皮膚導電率センサ、脈
拍計などがある。血流計１０１は、人体に赤外線を放射し、その赤外光の反射により脳内
血流量や血中酸素の濃度を測定する。脳波計は、脳内を流れる電流を基にα波やβ波など
の脳波を測定する。眼球運動センサは、頭部に取り付けられ頭部電圧を基に眼球の振動周
波数成分を測定する。心電計は、心筋が発信する電流を基に心拍数を計測する。振動ジャ
イロは、角速度を基に胸部運動や呼吸数を測定する。皮膚温度センサは、体温を計測する
。皮膚導電率センサは、皮膚電気抵抗を基に発汗量を測定する。本発明は、携帯端末１に
生体センサ２１を備えたことで、自動的に生体情報が測定できるようになっている。すな
わち、通話中やメール作成時に体温や脈拍を測定したり、常に体動を測定することができ
る。このように、生体センサ２１はユーザが日常的な動作を行っている間に生体情報を測
定するので、ユーザは意識的に生体情報を測定する必要がない。
【００１４】
　環境センサ２２は、環境情報を取得する。環境情報は、例えば、ユーザの位置、天気、
気温、湿度、風速、風量、日時などがある。環境センサ２１には、温度計、高度計、気圧
計、湿度計などがある。また、環境情報は、外部から取得することができる。例えば、携
帯電話１では、電話会社の基地局から定期的に環境情報を取得することができる。また、
ユーザの位置情報はＧＰＳ（ Global Positioning System）で取得してもよい。
【００１５】
　着信音生成部２３は、生体情報及び環境情報に適した着信音を生成する。着信音生成部
２３は、図２に示すように、着信音生成部２３を制御するＣＰＵ３１、着信音生成のため
のプログラムを記録するＲＯＭ３２、ＣＰＵ３１の作業領域であるＲＡＭ３３、生体情報
センサ２１や携帯端末１の本体との通信を制御する通信部３４、着信音の音源を記録する
音源記録部３５、着信音を生成する音データ生成部３６とを備え、それぞれがバス３７を
介して接続されている。着信音生成部３６の着信音生成方法を順に説明していく。まず、
第１の着信音生成方法は、いくつかの音データを音源記録部３５に格納し、ユーザの状態
に応じて音データを選択する方法である。ユーザの状態には、ユーザの位置、ユーザの体
調、ユーザの情動、ユーザの集中度などがある。
【００１６】
　ユーザの情動を基に着信音を選択する方法（第１の着信音生成方法）を説明する。この
例では、心拍数を基に情動を判断する。心拍数は、人間の情動を示すパラメータである。
心拍数は、人間の活動中には周期が短く絶えず変化する。一方、睡眠中は、心拍数が安定
し、周期が長くなる。心拍数の変動は、あるパターンを持っており、平常時における心拍
数を固有心拍数と呼ぶ。これに対し、例えば、恐ろしい体験をしたり、人前に出たときに
は、心拍数は上昇する。心拍数の変動成分は、情動の変化を示している。着信音生成部は
、ユーザの心拍数を常時測定し、心拍数の概日リズムを記録する。そして、心拍数の急激
な変化を基に情動の変化を検出することができる。
【００１７】
　音データ生成部３６は、情動の変化を検出すると、この情動の変化に応じた着信音を音
源記録部３５から選択する。着信音の選択方法には、例えば、以下のようなものがある。
ここで、音源記録部３５に記録された着信音は、図３に示すように、ユーザの情動や感情
に与える効果ごとにカテゴライズされている。カテゴリーには、例えば、緊張をやわらげ
る、気分を高揚させる、眠気を引き起こすなどがある。音データ生成部３６は、これらの
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カテゴリーのうち、ユーザの情動の変化に応じた音データを選択する。例えば、ユーザが
緊張していると判断される場合には、「緊張をやわらげる」にカテゴライズされている音
データの中から１つを選択する、という具合である。
【００１８】
　次いで、第２の着信音生成方法について説明する。第２の着信音生成方法は、ユーザの
体調に応じて音データを生成する方法である。生体情報は、人間の体調を示すパラメータ
である。そこで、生体情報を基に人間の体調を判断し、体調に合った音データを生成する
ことができる。体温、心拍数、呼吸数などは、人間の体調を示す。一般的にストレスを受
けたり、疲れが溜まっているなど、体調が悪いと安静時の心拍数が普段より高くなり、体
調が悪いときやストレスを感じたときには呼吸が浅く短くなる。そこで、音データ生成部
３６は、常時、ユーザの体温や心拍数、呼吸数を計測し、ユーザの平均体温、平均心拍数
、及び平均呼吸数などを算出する。そして、体温、心拍数、呼吸数などが普段とあまり変
わらない場合は、体調が良いときに適した音データを生成し、体温、心拍数、呼吸数など
が大きく変動した場合には、体調の変化に合わせた音データを生成する。例えば、体調が
悪いと判断される場合には、比較的スローなテンポで、ゆったりとした曲調の音データ選
択あるいは合成する。
【００１９】
　次いで、第３の着信音生成方法について説明する。第３の着信音生成方法は、生体情報
及び環境情報のゆらぎを基に音データを生成する方法である。ゆらぎとは、一定の平均値
からのずれを意味し、小川のせせらぎやクラシック音楽にも含まれている。人体のリズム
もゆらいでいるため、適度なゆらぎは人に快適感を与えるといわれている。音データ生成
部３６は、例えば、心拍数のゆらぎを基に音データのリズムを決定し、人間を快適にさせ
る音データを生成する。なお、ゆらぎは、心拍数だけでなく、呼吸数や体温などの他の生
体情報、風量、気温などの他の環境情報から抽出することもできる。
【００２０】
　次いで、第４の着信音生成方法について説明する。この着信音生成方法では、生体情報
及び環境情報を乱数のシードとして利用し、着信音を自動的に変化させる。第４の着信音
生成方法では、図４に示すように各音データに番号が付けられている。そして、生体情報
又は環境情報をシードとした乱数発生し、この乱数と一致する番号の音データを選択する
。これにより、いつも異なる着信音を発音することができ、ユーザは着信音を変更する操
作をすることなく、色々な着信音を選択することができる。
【００２１】
　次いで、第５の着信音生成方法について説明する。第５の着信音生成方法は、ＭＩＤＩ
（ Musical Instruments Digital Interface）の楽譜を自動的に生成する方法である。現
在、一般的な携帯端末１の着信音は、ＭＩＤＩ方式で記述されている。ＭＩＤＩは、ピア
ノ、ギターなどの基本的な音色や「Ｋｅｙ」と呼ばれる音の高さ、「Ｖｅｌｏｃｉｔｙ」
と呼ばれる音の強さ、「Ｖｏｌｕｍｅ」と呼ばれる音量、「 」と呼ばれ
る音の長さといった基本的なパラメータの内容が決められている。パラメータは、数値で
あるので適当な数式を用いて算出することができる。音データ生成部３６は、生体情報及
び環境情報を入力し、生体情報及び環境情報を所定の規則に従い変換し、音のパラメータ
を算出する。このパラメータに基づいて音データを生成、あるいは予め選択されている音
データのパラメータを変更して新たな音データとして出力する。
【００２２】
　次いで、第６の着信音生成方法について説明する。第６の着信音生成方法は、生体情報
からユーザが携帯端末以外のもの、例えば音楽に集中しているか否かに応じて着信音を選
択するものである。音楽に集中している時は、じっとしたまま動かずにリラックスした状
態、つまり体動が少なく、呼吸、脈波が安定しているか、音楽に合わせて体を動かして音
楽に引き込まれた状態、つまり体動が音楽に同期して、呼吸や脈波も音楽とともに変化す
ると考えられるので、例えば携帯端末に取り付けた振動ジャイロなどの体動センサや脈波
センサから脈波、体動を測定し、さらに図示しないマイクロホンで音信号をピックアップ
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してその音楽信号と体動などとの相関性を測定し、音楽へのユーザの集中度を調べる。ユ
ーザが音楽に集中していると判断される場合には、現在の音楽とはリズムやテンポの異な
る音データを選択し、通常より音量を大きくして再生する。
【００２３】
　以上説明した生成方法で生成された着信音は、呼び出し信号の到着をトリガとして発音
される。着信音の発音手順を図５のフローチャートに従い説明する。他のユーザが携帯端
末に電話をかけると、基地局は、携帯端末に呼び出し信号を送信する（ステップＳ１１）
。送受信部１３は呼び出し信号の到着をＣＰＵ１０に通知し、（ステップＳ１２）、ＣＰ
Ｕ１０はこれに応じて着信音生成部２３に音データの生成を指示する（ステップＳ１３）
。なお、基地局は、メールやデータの配信時にも呼び出し信号を送信する。このとき、Ｃ
ＰＵ１０は、受信した呼び出し信号の種類に応じて生成する音データを変えるように指示
してもよい。
【００２４】
　着信音生成部２３は、ＣＰＵ１０の指示に応じて生成した音データをスピーカ２４に出
力する（ステップＳ１４）。このとき、生成した音データをＲＡＭ１２に記憶するように
してもよい。スピーカ２４は、音データに従い を振動し音を出力する（ステップＳ
１５）。以上のように、着信音生成部２３は、呼び出し信号が到着する度に、着信音を生
成してスピーカ２４に出力する。
【００２５】
　着信音の自動生成は、ユーザに異なる着信音を提供するが、着信音の選択権がなくなる
。そこで、携帯端末１には、着信音の自動生成を停止させる自動生成停止スイッチ２５と
着信音登録スイッチ２６が設けられている。
【００２６】
　着信音登録スイッチ２６は、ユーザが気に入った着信音をＲＡＭ１２に登録させるスイ
ッチである。着信音の発信中にこのスイッチを選択したり、着信履歴を基に着信音を選択
すると、選択された着信音は、ＲＡＭ１２の所定記憶領域に登録される。生体情報や環境
情報は、常時変化するため、一度生成された着信音が再度生成されるとは限らないが、こ
の機能を利用することにより、偶然に生成された着信音を保存することができる。
【００２７】
　自動生成停止スイッチ２５は、着信音の自動生成を停止し、ＲＡＭ１２の所定領域に登
録された着信音を使用することができる。これにより、生体情報や環境情報から偶然に生
成された着信音を意図的に使用することができるようになる。また、ユーザが自動生成を
再開したい場合には、自動生成停止スイッチ２５でトグル動作をさせて着信音の自動生成
を開始することができる。
【００２８】
　本発明は、着信画面や待ちうけ画面にも適用することができる。図６は、着信画面を生
成する携帯端末２の構造を示すブロック図である。この携帯端末２には、着信画面や待ち
うけ画面を生成する画面生成部２７が設けられている。画面生成部２７は、着信音生成部
２３と同様な方法で画面を生成する。すなわち、画面生成部２７は、生体情報や環境情報
に応じてユーザの状態などを判断し、ユーザの状態に応じて着信画面を生成したり、生体
情報や環境上を基に常に異なる着信画面を生成したりする。これにより、携帯端末１は、
着信画面を自動的に更新することができる。
【００２９】
　なお、本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、生体センサ２１を備
えた携帯端末１が生体情報を基に着信音又は着信画面を生成するという本発明の要旨を含
む変形、改良は、本発明に含まれるものとする。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】携帯端末の構成を示すブロック図である。
【図２】着信音生成回路の構成を示すブロック図である。
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【図３】着信音とカテゴリーの関係を示す図である。
【図４】着信音と番号の関係を示す図である。
【図５】着信音の発音手順を示す図である。
【図６】画面を自動生成する携帯端末の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００３１】
１　携帯端末、１０　ＣＰＵ、１３　送受信部、１５　表示部、２１　生体センサ、２２
　環境センサ、２３　着信音生成部、２４　スピーカ、２５　自動生成開始終了スイッチ
、２６　着信音登録スイッチ、３２　ＲＯＭ、３５　音源記録部、３６　音データ生成部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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