
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
無線通信で移動体基地局と情報の送受信を行う携帯電話機において、
受話音声 または 拡声音を出力する第１のスピーカと、
拡声音を出力する第２のスピーカと、

鳴動設定に応じて、前記第１のスピーカおよび前記第２のスピー
カからの音声出力制御を行う制御部とを備え、

ことを特徴とする携帯電話機。
【請求項２】
制御部は、鳴動設定の如何によらず、通話中には、受話信号を第１のスピーカに接続され

る受話音声用増幅器に対してのみ出力する
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、 着信音もしくは音楽を含む

前記第１のスピーカに接続され、受話音声を出力させるための受話音声用増幅器と、
前記第１のスピーカに接続され、拡声音を出力させるための第１の拡声用増幅器と、
前記第２のスピーカに接続され、拡声音を出力させるための第２の拡声用増幅器と、
第１のスピーカを受話音声を出力する受話音声出力用とするのか拡声音を出力する拡声音
出力用とするのかを示す

前記制御部は、受話音声出力用に鳴動設定されている場合には、着信音信号を前記第２の
拡声用増幅器に対してのみ出力する制御を行い、拡声音出力用に鳴動設定されている場合
には、着信音信号を前記第１の拡声用増幅器および前記第２の拡声用増幅器に対して出力
する制御を行うとともに前記第１のスピーカから出力される着信音の音量が段階的に増大
するように増幅制御を行う

てい 制御を行う



記載の携帯電話機。
【請求項３】
音声データを格納する音声メモリを備え、制御部は、前記音声メモリ内に格納されている
音声データを再生する場合には、音声信号を第１ 拡声用増幅器および第２ 拡声用増幅
器に対して出力する

記載の携帯電話機。
【請求項４】
アンテナを介して外部と情報の送受信を行う無線部と、
データを格納するメモリと、
前記無線部で受信された信号に所定の処理を施すとともに前記メモリに格納されているデ
ータを読み出してデータに応じた信号を生成する信号処理部と、
前記信号処理部からの出力信号に対してＤ－Ａ変換を施して前記制御部に対して出力する
Ｄ－Ａ変換部とを備えた

記載の携帯電話機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、無線通信で移動体基地局と情報の送受信を行う携帯電話機に関する。
【０００２】
【従来の技術】
携帯電話機には、着信音や受話音声等を出力するためのスピーカや、着信音データ等を記
録するためのメモリが備えられているのが一般的である。スピーカとして、着信音を出力
するための拡声スピーカと受話音声を出力するための受話音声用スピーカ（レシーバ）と
が設置されている。拡声用スピーカにとして、近年の着信音の多様化に対応して、広帯域
の音を出力可能なスピーカが用いられることがある。
【０００３】
また、携帯電話機の多機能化が進み、内蔵されるメモリの容量が増大している。従って、
携帯電話機に音楽や音声を記憶させることも可能になっている。その結果、ユーザが、音
楽配信装置やインターネットを介して配信される音楽を携帯電話機で再生したいという要
求に応えることも可能になりつつある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ユーザが携帯電話機で音楽を再生できるようにするには、メモリに記憶された音楽データ
にもとづく音楽が、受話音声用スピーカよりも機能が高い拡声用スピーカから出力される
ように携帯電話機を構成すればよい。その場合、ユーザは、ステレオ方式で音楽を聴くこ
とはできない。２つの拡声用スピーカを携帯電話機に実装すれば、ユーザがステレオ方式
で音楽を聴くことができるが、２つの拡声用スピーカを実装すると、携帯電話機のサイズ
が大きくなるとともに、その重量が増加してしまう。携帯電話機は、小型であることおよ
び軽量であることが要請されるが、２つの拡声用スピーカを実装したのでは、そのような
要請に反してしまう。
【０００５】
そこで、本発明は、サイズの増大および重量の増加を招くことなしにステレオ対応の音出
力が可能な携帯電話機を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明による携帯電話機は、受話音声または拡声音を出力する第１のスピーカと、拡声音
を出力する第２のスピーカと、鳴動設定に応じて、第１のスピーカおよび第２のスピーカ
からの音声出力制御を行う制御部とを備えたことを特徴とする。
【０００７】
鳴動設定は 第１のスピーカを受話音声出力用とするのか拡声音出力用とするのかの設定

10

20

30

40

50

(2) JP 3542955 B2 2004.7.14

請求項１

の の
制御を行う

請求項１または請求項２

請求項１から請求項３のうちのいずれか１項に

、



である。第１のスピーカが拡声音出力用に設定されることによって、第１のスピーカと第
２のスピーカとを用いたステレオ方式の音再生を行うことが可能になる。また、第１のス
ピーカには、受話音声を出力させるための受話音声用増幅器と拡声音を出力させるための
拡声用増幅器とが接続され、第２のスピーカには、拡声音を出力させるための拡声用増幅
器が接続される 第１のスピーカに受話音声用増幅器と拡声用増幅器とを接続すれば、い
ずれか一方の増幅器に信号が供給されるように構成することによって、第１のスピーカを
、受話音声出力用と拡声音出力用とに兼用することができる。
【０００８】
制御部が、受話音声出力用に鳴動設定されている場合には、着信音信号を第２のスピーカ
に接続されている拡声用増幅器に対してのみ出力する その場合、着信音は、
第２のスピーカのみから出力される。従って、第１のスピーカをレシーバとして使用する
ように構成されている場合に、レシーバから着信音が出力されないようにすることができ
る。
【０００９】
制御部が、拡声音出力用に鳴動設定されている場合には、着信音信号を第１のスピーカに
接続される拡声用増幅器および第２のスピーカに接続される拡声用増幅器に対して出力す
る その場合、着信音は、第１のスピーカおよび第２のスピーカから出力され
る。従って、着信音を２つのスピーカから出力させることができ、従来の場合比べて大音
量の着信音を出力することができる。また、制御部が第１のスピーカから出力される着信
音の音量が段階的に増大するように増幅制御 、第１のスピーカをレシーバとして
使用するように構成されている場合にレシーバから大音量の着信音が急激に鳴ることを防
止することができ、ユーザに対して不快感を与えることが無くなる。
【００１０】
制御部が、鳴動設定の如何によらず、通話中には、受話信号を第１のスピーカに接続され
る受話音声用増幅器に対してのみ出力するように構成してもよい。そのような構成によれ
ば、通話中には受話音声は必ず第１のスピーカからのみ出力されるので、ユーザは、一般
的な携帯電話の使用の仕方で通話を行うことができる。
【００１１】
音声データを格納する音声メモリを備え、制御部が、音声メモリ内に格納されている音声
データを再生する場合には、音声信号を第１のスピーカに接続される拡声用増幅器および
第２のスピーカに接続される拡声用増幅器に対して出力するように構成してもよい。その
ような構成によれば、第１のスピーカおよび第２のスピーカから音楽データを再生させる
ことができ、ユーザがステレオ方式で音楽を聴くことが可能になる。
【００１２】
携帯電話機は、アンテナを介して外部と情報の送受信を行う無線部と、音声データを格納
する音声メモリと、無線部で受信された信号に所定の処理を施すとともに音声メモリの内
部に格納されている音声データを読み出して音声信号を生成する信号処理部と、信号処理
部からの出力信号に対してＤ－Ａ変換を施して制御部に対して出力するＤ－Ａ変換部とを
備えた構成であってもよい。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による携帯電話機の実施の形態について図面を参照して説明する。図１は、
本発明による携帯電話機の分解斜視図である。
【００１４】
図１に示すように、装置基板３には、スピーカ４，５、マイクロフォン６、操作部７およ
び表示部８が実装されている。スピーカ４は、受話音声、または着信音や音楽等の拡声音
を出力するために用いられる。スピーカ５は、拡声音の出力のために用いられる。スピー
カ４とスピーカ５は、ステレオ効果を奏するように、一面（装置基板３）上に隔離して配
置される。また、スピーカ４は、携帯電話機のユーザが通話を行う際に、耳を当てる位置
に配置される。マイクロフォン６は、通話者（ユーザ）からの音声の収集のために用いら
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制御を行う。

制御を行う。
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れる。表示部８は、電話番号等の文字情報等を表示するために用いられ、液晶パネル等で
構成される。操作部７は、ダイヤル入力やその他の入力のために用いられる。装置基板３
上には、携帯電話機における種々の動作を行うための電気回路等が実装されている。なお
、スピーカ４，５として、同等の性能のものが用いられる。
【００１５】
フロント筐体１には、音孔１１，１２，１３が形成されている。音孔１１，１２は、それ
ぞれ、スピーカ４，５に対応している。音孔１３は、マイクロフォン６に対応している。
また、フロント筐体１には、表示部８に対応した透明部が備えられるとともに、操作部７
における各キーに対応した穴部が形成されている。リア筐体２には、アンテナ９が実装さ
れている。アンテナ９は、装置基板３に接続される。フロント筐体１とリア筐体２とは噛
み合わされ、装置基板３は、その中に挿入される。このとき、装置基板３における実装面
（スピーカ４等が実装されている面）はフロント筐体１に面する。
【００１６】
図２は、本発明による携帯電話機の内部の構成を示すブロック図である。ＣＰＵ（中央演
算処理装置）３１は、操作部７からキー入力信号等を入力し、表示部８および音声出力切
替制御部３６に対して表示指令および切替指令を出力する。また、ＣＰＵ３１は、無線部
３２、ＤＳＰ３３およびＥＥＰＲＯＭ等の不揮発性のメモリ３４と情報の送受信を行う。
また、ＣＰＵ３１は、携帯電話機における種々の動作制御を行う。
【００１７】
ここで、特許請求の範囲に記載された制御部は、ＣＰＵ３１および音声出力切替制御部３
６に相当する。信号処理部はＤＳＰ３３に相当する。第１のスピーカはスピーカ４に相当
し、第２のスピーカはスピーカ５に相当する。また、音声データを格納する音声メモリは
、メモリ３４で実現されている。
【００１８】
ＤＳＰ３３は、ＣＰＵ３１、無線部３２、メモリ３４およびＣＯＤＥＣ３５と情報の送受
信を行う。ＣＯＤＥＣ３５は、Ａ－Ｄ変換器やＤ－Ａ変換器等を含む。メモリ３４には、
着信音データ、インターネット等から配信された音楽データ、その他のデータが記憶され
る。無線部３２は、アンテナ９を介して基地局等と通信を行うために、電力増幅や周波数
変換を行う。ＤＳＰ３３は、受信信号特性の補償、基地局等との無線回路接続、通話チャ
ネル切替、および音声信号処理等を行う。
【００１９】
音声出力切替制御部３６は、ＣＰＵ３１、ＣＯＤＥＣ３５、受話音声用増幅器３７、拡声
用増幅器３８および拡声用増幅器３９に接続され、ＣＰＵ３１の指令に応じて音量制御お
よび増幅器切替制御を行う。スピーカ４には、受話音声用増幅器３７および拡声用増幅器
３８が接続される。スピーカ５には、拡声用増幅器３９が接続される。拡声用増幅器３８
，３９の増幅量は、受話音声用増幅器３７の増幅量よりも大きい。よって、受話音声用増
幅器３７を介してスピーカ４から出力される受話音声の音量の最大値よりも、拡声用増幅
器３８，３９を介してスピーカ４，５から出力される拡声音の音量の最大値の方が大きい
。なお、受話音声とは、携帯電話機のユーザが他の電話機のユーザ（他者）と通話を行っ
ているときに、携帯電話機から出力される他者の音声である。
【００２０】
携帯電話機のユーザからの音声は、マイクロフォン６で音声信号に変換された後、マイク
ロフォン増幅器４１で増幅され、ＣＯＤＥＣ３５に対して出力される。以下、増幅器のこ
とをアンプと表記することがある。
【００２１】
図３は、音声出力切替制御部３６の内部の構成の一例を示すブロック図である。図３に示
す例では、音声出力切替制御部３６は、スイッチ３１１～スイッチ３１３を備えるスイッ
チ群３１０およびボリューム３２１～３２３を備えるボリューム群３２０を有する。ボリ
ューム３２１～３２３は、電気的な制御により抵抗値が可変する電子ボリュームである。
【００２２】
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スイッチ３１１およびスイッチ３１２のそれぞれの一端は、ＣＯＤＥＣ３５の出力部の一
方に接続される。ボリューム３２１の入力側は、スイッチ３１１の他端に接続され、出力
側は受話音声用アンプ３７の入力側に接続される。ボリューム３２２の入力側はスイッチ
３１２の他端に接続され、出力側は拡声用アンプ３８の入力側に接続される。また、スイ
ッチ３１３の一端は、ＣＯＤＥＣ３５の出力部の他方に接続される。ボリューム３２３の
入力側はスイッチ３１３の他端に接続され、出力側は拡声用アンプ３９の入力側に接続さ
れる。音声出力切替制御部３６は、ＣＰＵ３１の指令に従って、スイッチ３１１～３１３
をオン状態にするかオフ状態にするのかの切替設定を行うとともに、ボリューム３２１～
３２３の抵抗値を変える。ＣＯＤＥＣ３５は、ステレオ方式の音を出力する場合には出力
部の一方と他方とから異なる信号を出力するが、ステレオ方式でない音を出力する場合に
は出力部の一方と他方とから同じ信号を出力する。
【００２３】
次に、本発明による携帯電話機の動作について説明する。
【００２４】
この実施の形態では、スピーカ４の動作モード（鳴動設定）として、「▲１▼スピーカ４
は受話音声用」または「▲２▼スピーカ４は拡声用」がある。「▲１▼スピーカ４は受話
音声用」が選択された場合には、スピーカ４から、予め設定されている受話音量で音が出
力されるような設定がなされる。「▲２▼スピーカ４は拡声用」が選択された場合には、
スピーカ４から、予め設定されている着信音量で音が出力されるような設定がなされる。
なお、鳴動設定は、工場出荷時等には、特定の設定（例えば、「▲１▼スピーカ４は受話
音声用」）にセットされている。ユーザは、受話音量および着信音量の設定を行うことが
できる。また、ユーザは、着信音のパターンを設定することもできる。受話音量は受話音
声の出力音量である。着信音量はスピーカ５の出力音量であるが、「▲２▼スピーカ４は
拡声用」が選択された場合には、スピーカ４の出力音量が、スピーカ５の出力音量と同じ
になるような設定がなされる。ただし、後述するように、「▲２▼スピーカ４は拡声用」
が選択された場合に、スピーカ４の出力音量が、スピーカ５の出力音量に徐々に近づくよ
うに音量制御が行われることがある。なお、着信音量の最大値は、受話音量の最大値より
も大きい。また、着信音量は、特許請求の範囲に記載された拡声音の音量に相当する。
【００２５】
ユーザは、待ち受け状態中、通話中または音楽等の再生中に、鳴動設定、受話音量および
着信音量の設定を行うことができる。図４は、本発明による携帯電話機の動作を説明する
ためのフローチャートである。ユーザは、操作部７における特定キー（メニューキー等）
を押す。すると、ＣＰＵ３１は、選択メニュー画面を表示部８に表示させる。そして、ユ
ーザは、表示されている選択メニューから「鳴動設定」を操作部７におけるカーソル等を
操作することによって選択する（ステップＳ４０１）。同様にして、受話音量や着信音量
の設定も行うことができる。操作部７は、選択結果をＣＰＵ３１に対して出力する。ＣＰ
Ｕ３１は、鳴動設定として「▲２▼スピーカ４は拡声用」が選択されたか否かについて判
断する（ステップＳ４０２）。
【００２６】
鳴動設定として「▲２▼スピーカ４は拡声用」が選択された場合（ステップＳ４０２）、
ＣＰＵ３１は、スピーカ４から着信音量の音が出力されるように設定する指示を音声出力
切替制御部３６に対して出力する（ステップＳ４０３）。
【００２７】
すると、音声出力切替制御部３６は、ＣＯＤＥＣ３５の出力が拡声用アンプ３８を介して
スピーカ４に供給されるような設定を行う。すなわち、図３に示された例では、スイッチ
３１１を開き、スイッチ３１２を閉じる。また、スピーカ４の出力音量が、予め設定され
ている着信音量となるように、ボリューム３２２の抵抗値を調整する。そして、ＣＰＵ３
１は、鳴動設定や音量設定をメモリ３４に格納する（ステップＳ４０４）。
【００２８】
鳴動設定が「▲２▼スピーカ４は拡声用」でない場合、つまり、「▲１▼スピーカ４は受
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話音声用」である場合、ＣＰＵ３１は、スピーカ４から受話音量の音が出力されるように
設定する指示を音声出力切替制御部３６に対して出力する（ステップＳ４０５）。
【００２９】
音声出力切替制御部３６は、ＣＯＤＥＣ３５の出力が受話音声用アンプ３７を介してスピ
ーカ４に供給されるような設定を行う。すなわち、図３に示された例では、スイッチ３１
１を閉じ、スイッチ３１２を開く。また、スピーカ４の出力音量が、予め設定されている
受話音量となるように、ボリューム３２１の抵抗値を調整する。ＣＰＵ３１は、鳴動設定
や音量設定をメモリ３４に格納する（ステップＳ４０６）。なお、この実施の形態では、
待ち受け状態では、スイッチ３１３が閉じられ、ボリューム３２３の抵抗値は、予め設定
されている着信音量に対応した値に設定されている。従って、ＣＯＤＥＣ３５の出力が拡
声用アンプ３９を介してスピーカ５に供給されるように設定されている。
【００３０】
次に、携帯電話機に着呼があってからの動作について説明する。図５は、本発明による携
帯電話機の着呼時の動作を説明するためのフローチャートである。
【００３１】
ＣＰＵ３１は、待ち受け状態では、着呼信号の検出を行っている（ステップＳ５０１）。
無線部３２が携帯電話機に対する着呼を検出したら、着呼信号をＣＰＵ３１に対して出力
する。
【００３２】
ＣＰＵ３１は、着呼信号の検出をした場合（ステップＳ５０１）、メモリ３４に格納され
ている鳴動設定を読み出して、鳴動設定が「▲２▼スピーカ４は拡声用」であるか否かに
ついて判断する（ステップＳ５０２）。
【００３３】
鳴動設定が「▲２▼スピーカ４は拡声用」である場合には、既にＣＯＤＥＣ３５の出力信
号が拡声用アンプ３８および拡声用アンプ３９に対して出力されるように設定されている
。また、スピーカ４およびスピーカ５の出力音量が予め設定されている着信音量になるよ
うな設定がなされている。ただし、ＣＰＵ３１は、スピーカ４の出力音量がスピーカ５の
出力音量（着信音量）に段階的に近づくように、一定期間経過毎に、ボリューム３２２の
抵抗値を変える指示を音声出力切替制御部３６に対して出力する。
【００３４】
そして、ＣＰＵ３１は、メモリ３４に格納されている着信音データを読み出す指示をＤＳ
Ｐ３３に対して出力する。また、着信音信号をステレオ対応で生成する指示をＤＳＰ３３
に対して出力する。ＣＰＵ３１は、スピーカ４およびスピーカ５から同じモノラル音が出
力するデュアルモノラル対応で出力させる指示を出力してもよい。すると、ＤＳＰ３３は
、ＣＰＵ３１の指示に従って、メモリ３４に格納されている着信音データを読み出して着
信音信号を生成し、ＣＯＤＥＣ３５に対して出力する。ＣＯＤＥＣ３５は、その着信音信
号に対してＤ－Ａ変換を施して、音声出力切替制御部３６に対して出力する。
【００３５】
音声出力切替制御部３６は、ＣＰＵ３１からの指示に従って、スピーカ４からの出力音量
が段階的に増大するようにボリューム３２２の抵抗値を段階的に調整する（ステップＳ５
０３）。着信音は、スピーカ４とスピーカ５との双方から出力されるが、スピーカ４から
の出力音量が、予め設定されている着信音量にまで段階的に増大する（ステップＳ５０４
）。従って、レシーバであるスピーカ４から大音量の着信音が急激に出ることはなく、ユ
ーザに対して不快感を与えることを防ぐことができる。
【００３６】
鳴動設定が「▲２▼スピーカ４は拡声用」でない場合、つまり、「▲１▼スピーカ４は受
話音声用」である場合、ＣＰＵ３１は、音声出力切替制御部３６に対して、スピーカ４か
ら着信音が出ないような設定を行うように指示する。音声出力切替制御部３６は、ＣＰＵ
３１の指示に応じて、スイッチ３１１を開く。既にＣＯＤＥＣ３５の出力信号が拡声用ア
ンプ３９に対して出力されるように設定されているので、ＤＳＰ３３の出力信号は、スピ
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ーカ５にのみ出力される。従って、着信音は、スピーカ５からのみ出力される（ステップ
Ｓ５１１）。
【００３７】
着信音が出力されることにより、ユーザは、携帯電話機に対する着呼を認識できる。そし
て、操作部７における特定キー（通話開始キー）を押すことによって（ステップＳ５０５
）、オフフック操作を行う。すると、ＣＰＵ３１は、着信音の出力停止指示をＤＳＰ３３
に対して出力する。従って、スピーカ４および５からの音声出力は停止する。また、ＣＰ
Ｕ３１は、スイッチ群３１０の設定状態をメモリ３４に記憶されている鳴動設定に応じた
状態に戻すように、音声出力切替制御部３６に対して指示する。音声出力切替制御部３６
は、指示に応じて、スイッチ群３１０の設定状態をメモリ３４に記憶されている鳴動設定
に応じた状態に戻す。
【００３８】
さらに、ＣＰＵ３１は、メモリ３４の内部に格納されている鳴動設定を読み出して、鳴動
設定が「▲２▼スピーカ４は拡声用」であるか否かについて判断する（ステップＳ５０６
）。
【００３９】
鳴動設定が「▲２▼スピーカ４は拡声用」である場合には、音声出力切替制御部３６にお
いて、ＣＯＤＥＣ３５の出力信号が拡声用アンプ３８および拡声用アンプ３９に対して出
力されるように設定されているので、ＣＰＵ３１は、受話音量でスピーカ４から音声が出
力されるような設定を行うように音声出力切替制御部３６に対して指示する。音声出力切
替制御部３６は、指示に応じて、ＣＯＤＥＣ３５の出力信号すなわち受話信号が受話音声
用アンプ３７に対してのみ出力されるようにスイッチの切替を行う（ステップＳ５０７）
。つまり、スイッチ３１１を閉じ、スイッチ３１２およびスイッチ３１３を開く。
【００４０】
また、ＣＰＵ３１は、受話音声の出力指示をＤＳＰ３３に対して出力する。ＤＳＰ３３は
、無線部３２で受信される受話信号に対して信号処理を施してＣＯＤＥＣ３５に対して出
力する。ＣＯＤＥＣ３５は、アナログ信号に変換された受話信号を音声出力切替制御部３
６に出力する。受話信号は、音声出力切替制御部３６において、スイッチ３１１を通過し
、受話音声用アンプ３７を介してスピーカ４に出力される。スイッチ３１２およびスイッ
チ３１３は開いているので、受話信号は、スピーカ４からのみ受話音声として出力される
。
【００４１】
ユーザからの音声は、マイクロフォン６で音声信号に変換され、マイクロフォンアンプ４
１で増幅されたのち、ＣＯＤＥＣ３５に対して出力される。ＣＯＤＥＣ３５は、その音声
信号に対してＡ－Ｄ変換等の処理を施してＤＳＰ３３に対して出力する。ＤＳＰ３３は、
ＣＯＤＥＣ３５からの信号に信号処理を施して無線部３２に対して出力する。無線部３２
は、その信号を基地局等に対して送信する。従って、ユーザと相手方通話者との間の通話
を確立させることができる（ステップＳ５０８）。
【００４２】
ステップＳ５０６で、鳴動設定が「▲２▼スピーカ４は拡声用」でないと判定された場合
、ＣＰＵ３１は、スイッチ３１３を開くように音声出力切替制御部３６に対して指示する
。音声出力切替制御部３６は、指示に応じてスイッチ３１３を開く。また、既にＣＯＤＥ
Ｃ３５の出力信号を受話音声用アンプ３７に出力するように設定されている。従って、Ｃ
ＯＤＥＣ３５の出力信号すなわち受話音声の信号が受話音声用アンプ３７を介してスピー
カ４に出力される。従って、受話音声は、やはり、スピーカ４からのみ出力され、ユーザ
と相手方通話者との間の通話を確立させることができる（ステップＳ５０８）。なお、こ
の実施の形態では、通話状態になると音声出力切替制御部３６がスイッチ３１３を開くよ
うに制御されたが、ＣＯＤＥＣ３５が受話信号を出力部の一方（スイッチ３１１，３１２
側）にのみ出力するように構成されている場合には、スイッチ３１３に対する制御は不要
である。
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【００４３】
ユーザは、通話が終了した場合には、操作部７における特定のキー（例えば、終話ボタン
）を押すことで（ステップＳ５０９）、オンフック操作を行う。すると、ＣＰＵ３１は、
音声出力切替制御部３６の状態を、メモリ３４に格納されている鳴動設定に応じた状態に
戻す指示を、音声出力切替制御部３６に対して出力する。音声出力切替制御部３６は、指
示に従ってスイッチ群３１０の状態を切り替える（ステップＳ５１０）。以下、ステップ
Ｓ５０１からの動作が繰り返し実行される。
【００４４】
次に、メモリ３４の内部に格納されている音楽データを再生する場合の動作について説明
する。携帯電話機がインターネット等との接続機能を備えている場合、携帯電話機は、音
楽データをインターネット等を介して入力することができる。音楽データは、着信音デー
タと同様にメモリ３４に格納される。
【００４５】
また、最近、コンビニエンスストアやレコード店等には、ＭＤ（Ｍｉｎｉ　Ｄｉｓｋ）等
の記録媒体に対して種々の音楽データを記録させる配信装置が設置されていることがある
。このような配信装置が携帯電話機に対しても音楽データを配信する機能を備えている場
合には、携帯電話機がそのような配信装置から配信される音楽データをダウンロードする
機能を有していれば、配信装置から音楽データを入力することができる。
【００４６】
メモリ３４に格納されている音楽データを再生する場合、ユーザは、操作部７における特
定キー（例えば、メニューキー）を押す。すると、ＣＰＵ３１は、種々の選択メニューを
表示部８に提供する。そして、ユーザは、選択メニュー上から「音楽再生メニュー」を選
択する。ＣＰＵ３１は、選択に応じて、再生する音楽データを特定する。
【００４７】
また、ユーザは、鳴動設定を変更することによって、音楽データにもとづく音楽をスピー
カ４，５から出力させることができる。例えば、鳴動設定を「▲２▼スピーカ４は拡声用
」に変更する。すると、上述したように、スピーカ４の出力音量が、スピーカ５の出力音
量と同じになるような設定がなされるとともに、ＣＯＤＥＣ３５の出力信号が、拡声用ア
ンプ３８，３９を介してスピーカ４，５に出力されるような設定がなされる。そして、ユ
ーザは、音楽再生のための操作を行う。すると、ＣＰＵ３１は、指示された音楽データの
再生指示をＤＳＰ３３に対して出力する。ＤＳＰ３３は、再生指示に応じて、着信音信号
の生成の場合と同様に、メモリ３４に格納されている音楽データを読み出して音楽信号を
生成する。音楽信号は、ＣＯＤＥＣ３５、音声出力切替制御部３６、拡声用アンプ３８お
よび拡声用アンプ３９を介してスピーカ４，５に供給される。従って、音楽信号に応じた
音が、スピーカ４，５の双方から着信音量で出力される。なお、着信時の場合とは異なり
、この場合には、ＣＰＵ３１は音声出力切替制御部３６に対してスピーカ４の音量を段階
的に大きくするための制御を行わない。よって、スピーカ４から直ちに予め設定されてい
る着信音量で音が出力される。また、ユーザは、より大音量で音楽を聴きたい場合には、
着信音量を大きな値に設定すればよい。
【００４８】
スピーカ４，５の双方から音楽が出力される場合には、ユーザは、ステレオ方式の音楽を
聴くことができる。なお、音楽データの再生指示があった場合には、ＣＰＵ３１が自動的
に鳴動設定を「▲２▼スピーカ４は拡声用」に変更してもよい。
【００４９】
また、この実施の形態では、鳴動設定を利用して音楽データの再生を行うようにしたが、
携帯電話機を、鳴動設定に関係なく音楽データの再生が行われるように構成してもよい。
例えば、着信音量とは別に拡声音量を設定できるようにしておいて、音楽データを再生す
る場合には、予め設定されている着信音量で再生するのではなく、拡声音量で再生するよ
うにしてもよい。さらに、音楽データの再生を行う場合に、スピーカ５から音楽を出力す
るのか、スピーカ４およびスピーカ５から音楽を出力するのか、またはスピーカ４から音
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楽を出力するのかを選択できるようにしてもよい。また、スピーカ４から音楽を出力する
場合に受話音量で音楽を聞けるようにしてもよい。スピーカ４から受話音量で音楽が出力
される場合には、ユーザは、通常の通話感覚で音楽を楽しむことができる。
【００５０】
以上のように、本実施の形態によると、受話音量よりも大音量の拡声音を出力可能なスピ
ーカ４，５を携帯電話機に配置することにより、携帯電話機は、着信音や音楽データ等の
音をステレオ方式で出力することができる。特に、スピーカ４，５が一面に隔離して配置
され、さらに、フロント筐体１に面する一面に配置されているため、ステレオ効果が顕著
になる。
【００５１】
また、スピーカ４を受話音声用と拡声音用との兼用にしたので、従来の携帯電話機におけ
る受話音声用スピーカを、兼用スピーカであるスピーカ４に変更するだけでユーザがステ
レオ方式の音楽を聴くことができる携帯電話機が実現される。従って、新たな音響部品が
増えることがないため、実装面積の増大を防ぐことができる。すなわち、携帯電話機は、
従来の携帯電話機と同等のサイズで、ステレオ方式で着信音等を出力することができる。
【００５２】
さらに、本発明による携帯電話機は、スピーカ４から着信音を出力させる場合には、スピ
ーカ４からの出力音量を段階的に大きくなるように制御するので、大音量の着信音が急激
に鳴ることを防止することができ、ユーザに対して不快感を与えることを防ぐことができ
る。
【００５３】
なお、上記の実施の形態では、スピーカ４，５の周波数特性を考慮しなかったが、スピー
カ４とスピーカ５とを、高域重視のスピーカと低域重視のスピーカとを組み合わせた構成
としてもよい。それにより、スピーカ４，５から出力される音の帯域幅を広げることがで
きるので、多様な着信音や音楽を携帯電話機で再生することができる。
【００５４】
また、スピーカ５およびマイクロフォン６の代わりにマイクロフォンを兼備したスピーカ
を用いてもよい。このとき、部品点数の削減を図ることができるので、実装にかかるコス
トの削減を行うことができる他、実装面積の削減を図ることができる。
【００５５】
【発明の効果】
本発明によれば、携帯電話機を、受話音声または拡声音を出力可能な第１のスピーカと、
拡声音を出力可能な第２のスピーカと、鳴動設定に応じて第１のスピーカおよび第２のス
ピーカからの音声出力制御を行う制御部とを備えた構成にしたので、携帯電話機からステ
レオ対応の拡声音（着信音等）を出力させることができる。また、第１のスピーカを、一
般的な携帯電話機における受話音声用スピーカに拡声音を出力させる機能を追加したスピ
ーカとして実現できるので、従来の携帯電話機と同等のサイズおよび重量の携帯電話機に
よってステレオ方式の音を出力することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による携帯電話機の分解斜視図である。
【図２】本発明による携帯電話機の内部構成を示すブロック図である。
【図３】音声出力切替制御部の内部構成を示すブロック図である。
【図４】本発明による携帯電話機の動作を説明するためのフローチャートである。
【図５】本発明による携帯電話機の動作を説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
１　　　　　フロント筐体
１１～１３　音孔
２　　　　　リア筐体
３　　　　　装置基板
４，５　　　スピーカ
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６　　　　　マイクロフォン
７　　　　　操作部
８　　　　　表示部
３１　　　　ＣＰＵ
３２　　　　無線部
３３　　　　ＤＳＰ
３４　　　　メモリ
３５　　　　ＣＯＤＥＣ
３６　　　　音声出力切替制御部
３７　　　　受話音声用増幅器（受話音声用アンプ）
３８　　　　拡声用増幅器（拡声用アンプ）
３９　　　　拡声用増幅器（拡声用アンプ）
４１　　　　マイクロフォンアンプ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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