
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リアルタイム再生可能に設定された際に、メッセージデータが着信すると、着信された
圧縮符号化データおよび／または楽音データからなるメッセージデータを自動受信して復
調する受信手段と、
　該受信手段で復調されたメッセージデータを保存する記憶手段と、
　該記憶手段に保存されたメッセージデータを、リアルタイムで再生して着信音として出
力する再生手段とを備え、
　前記楽音データは、入力された入力音声を解析して変換されたイベントと時間情報から
なるデータ列の形態とされていることを特徴とする電話端末装置。
【請求項２】
　メッセージ再生可能に設定されている場合に、メッセージデータの着信信号が着信した
際に着信音を報知する着信手段と、
　該着信手段で着信音が報知された際に、着信ボタンを操作することにより、転送された
圧縮符号化データおよび／または楽音データからなるメッセージデータを受信して復調す
る受信手段と、
　該受信手段で復調されたメッセージデータを保存する記憶手段と、
　該記憶手段に保存されたメッセージデータを、前記着信ボタンを操作したタイミングで
再生して出力する再生手段とを備え、
　前記楽音データは、入力された入力音声を解析して変換されたイベントと時間情報から
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なるデータ列の形態とされていることを特徴とする電話端末装置。
【請求項３】
　メッセージ再生可能に設定されている場合に、メールとメッセージデータとが着信した
際にメール着信音を報知する着信手段と、
　メッセージ再生可能に設定されている場合に、前記メールと前記メッセージデータとが
着信した際に、着信された前記メールと圧縮符号化データおよび／または楽音データから
なる前記メッセージデータとを自動受信して復調する受信手段と、
　該受信手段で復調された前記メールと前記メッセージデータとを保存する記憶手段と、
　該記憶手段に保存されたメッセージデータを、メールを開いた際に再生して出力する再
生手段と、
　前記記憶手段に保存されたメールを、メールを開いた際に表示手段に表示するメール表
示手段とを備え、
　前記楽音データは、入力された入力音声を解析して変換されたイベントと時間情報から
なるデータ列の形態とされていることを特徴とする電話端末装置。
【請求項４】
　リアルタイム再生可能に設定されている場合に、メールとメッセージデータとが着信し
た際に、着信された前記メールと圧縮符号化データおよび／または楽音データからなる前
記メッセージデータとを自動受信して復調する受信手段と、
　該受信手段で復調された前記メールと前記メッセージデータとを保存する記憶手段と、
　該記憶手段に保存されたメッセージデータを、リアルタイムで再生して着信音として出
力する再生手段と、
　前記記憶手段に保存されたメールを、メールを開いた際に表示手段に表示するメール表
示手段とを備え、
　前記楽音データは、入力された入力音声を解析して変換されたイベントと時間情報から
なるデータ列の形態とされていることを特徴とする電話端末装置。
【請求項５】
　メッセージ再生可能に設定されている場合に、メールの着信信号が着信した際に着信音
を報知する着信手段と、
　該着信手段で着信音が報知された際に、着信ボタンを操作することにより、転送された
メールと圧縮符号化データおよび／または楽音データからなるメッセージデータとを受信
して復調する受信手段と、
　該受信手段で復調された前記メールと前記メッセージデータとを保存する記憶手段と、
　該記憶手段に保存された前記メッセージデータを、前記着信ボタンを操作したタイミン
グで再生して出力する再生手段と、
　該記憶手段に保存された前記メールを、メールを開いた際に表示手段に表示するメール
表示手段とを備え、
　前記楽音データは、入力された入力音声を解析して変換されたイベントと時間情報から
なるデータ列の形態とされていることを特徴とする電話端末装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は、自動車電話機や携帯電話機等に適用して好適な電話端末装置に関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】
アナログセルラーシステムやデジタルセルラーシステムとして知られているＰＤＣ（ Pers
onal Digital Cellular telecommunication system）等の携帯電話システムや、簡易型携
帯電話システム（ＰＨＳ： Personal Handyphone System）において、ユーザが携帯してい
る電話端末装置から呼び出し先の電話番号にメールを転送することのできるメール転送サ
ービスが知られている。転送することのできるメールは、一般に数十ないし数百文字の文
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字列のメッセージとされており、メールが着信された際には、メール着信を報知する着信
音が鳴らされると共に、受信ボックスにメールが保存される。このメールは、ユーザの指
示により受信ボックスから読み出されて表示器に表示される。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記した従来の電話端末装置では、メールが着信したとき報知される着信
音を聞いてから、表示部に表示されたメッセージを読むことにより、相手の確認およびメ
ッセージの内容を把握しなければならないという問題点がある。
また、メール転送サービスでは表示部に表示されるメールのみしか転送することができず
、メッセージを伝達できる他の情報を転送することができないという問題点があった。
【０００４】
そこで、本発明は、表示部にメールを表示することなく相手の確認ができたり、メッセー
ジの内容を把握することのできる電話端末装置を提供することを目的としている。
また、本発明は、表示手段に表示されるメールに限らず、メッセージを伝達できる他の情
報を転送できるようにした電話端末装置を提供することを目的としている。
さらに、本発明は、転送されたメッセージを種々のモードで再生することのできる電話端
末装置を提供することを目的としている。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するために、本発明の電話端末装置は リアルタイム再生可能に設定さ
れた際に、メッセージデータが着信すると、着信された圧縮符号化データおよび／または
楽音データからなるメッセージデータを自動受信して復調する受信手段と、該受信手段で
復調されたメッセージデータを保存する記憶手段と、該記憶手段に保存されたメッセージ
データを、リアルタイムで再生して着信音として出力する再生手段とを備え、前記楽音デ
ータは、入力された入力音声を解析して変換されたイベントと時間情報からなるデータ列
の形態とされている。
【０００６】
　さらに、前記目的を達成することのできる本発明の他の電話端末装置は、メッセージ再
生可能に設定されている場合に、メッセージデータの着信信号が着信した際に着信音を報
知する着信手段と、該着信手段で着信音が報知された際に、着信ボタンを操作することに
より、転送された圧縮符号化データおよび／または楽音データからなるメッセージデータ
を受信して復調する受信手段と、該受信手段で復調されたメッセージデータを保存する記
憶手段と、該記憶手段に保存されたメッセージデータを、前記着信ボタンを操作したタイ
ミングで再生して出力する再生手段とを備え、前記楽音データは、入力された入力音声を
解析して変換されたイベントと時間情報からなるデータ列の形態とされている。
【０００７】
　さらにまた、前記目的を達成することのできる本発明の他の電話端末装置は、メッセー
ジ再生可能に設定されている場合に、メールとメッセージデータとが着信した際にメール
着信音を報知する着信手段と、メッセージ再生可能に設定されている場合に、前記メール
と前記メッセージデータとが着信した際に、着信された前記メールと圧縮符号化データお
よび／または楽音データからなる前記メッセージデータとを自動受信して復調する受信手
段と、該受信手段で復調された前記メールと前記メッセージデータとを保存する記憶手段
と、該記憶手段に保存されたメッセージデータを、メールを開いた際に再生して出力する
再生手段と、前記記憶手段に保存されたメールを、メールを開いた際に表示手段に表示す
るメール表示手段と 、

。
　さらにまた、前記目的を達成することのできる本発明の他の電話端末装置は、リアルタ
イム再生可能に設定されている場合に、メールとメッセージデータとが着信した際に、着
信された前記メールと圧縮符号化データおよび／または楽音データからなる前記メッセー
ジデータとを自動受信して復調する受信手段と、該受信手段で復調された前記メールと前
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記メッセージデータとを保存する記憶手段と、該記憶手段に保存されたメッセージデータ
を、リアルタイムで再生して着信音として出力する再生手段と、前記記憶手段に保存され
たメールを、メールを開いた際に表示手段に表示するメール表示手段と 、

。
【０００８】
　さらにまた、前記目的を達成することのできる本発明の他の電話端末装置は、メッセー
ジ再生可能に設定されている場合に、メールの着信信号が着信した際に着信音を報知する
着信手段と、該着信手段で着信音が報知された際に、着信ボタンを操作することにより、
転送されたメールと圧縮符号化データおよび／または楽音データからなるメッセージデー
タとを受信して復調する受信手段と、該受信手段で復調された前記メールと前記メッセー
ジデータとを保存する記憶手段と、該記憶手段に保存された前記メッセージデータを、

再生して出力する再生手段と、該記憶手段に保存さ
れた前記メールを、メールを開いた際に表示手段に表示するメール表示手段と 、

。
【００１０】
このような本発明によれば、入力された音声や歌唱音を圧縮符号化した圧縮符号化データ
、および／または、歌唱音を変換した楽音データをメッセージデータとして転送すること
ができる。そして、転送されたメッセージデータをリアルタイムで再生すると、メッセー
ジデータを着信音として出力することができる。これにより、音声や楽音データのメッセ
ージを転送できると共に、着信時にメッセージデータを聴くことにより相手の確認ができ
たり、メッセージの内容を把握することができるようになる。
また、転送されたメッセージデータを受信した側においては、転送されたメッセージデー
タを自動受信してリアルタイムで再生するモード、着信ボタンを操作したときに転送され
たメッセージデータを受信して再生するモードを有している。
【００１１】
さらに、メールにメッセージデータを添付して転送することができるようにされている。
この際に、転送されたメールとメッセージデータを受信した側においては、転送されたメ
ールとメッセージデータを自動受信してリアルタイムで再生するモード、着信ボタンを操
作したときに転送されたメールとメッセージデータを受信して再生するモードを有してい
る。このように種々の再生モードでメッセージデータやメールを再生することができる。
さらにまた、圧縮符号化データあるいは楽音データを所定回数ループさせたり、圧縮符号
化データに背景音を合成したり、楽音データに伴奏をアレンジしたりして種々のメッセー
ジデータの形態で転送することができる。
このように本発明では、メール以外のメッセージを伝達できる情報を転送することができ
ると共に、このような情報を受信した際には種々の再生モードで再生することができるよ
うになる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
本発明の電話端末装置を携帯電話機に適用した際の実施の形態の構成例を図１に示す。
図１において、１は携帯電話機であり、各無線ゾーンを管理する基地局と無線回線を介し
て接続されることにより他の電話機と通話を行うことができる。携帯電話機におけるセル
ラーシステムは、一般に小ゾーン方式が採用されてサービスエリア内に多数の無線ゾーン
が配置されている。この各々の無線ゾーンを管理するのが基地局であり、移動局である携
帯電話機１が一般電話機と通話する際には、携帯電話機１が基地局を介して交換機に接続
され、交換機から一般電話網に接続されるようになる。
【００１３】
携帯電話機１は、一般にリトラクタブルとされたアンテナ１ａを備え、アンテナ１ａは変
調・復調機能を有する送受信インターフェース（送受信Ｉ／Ｆ）１３に接続されている。
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中央処理装置（ Central Processing Unit：ＣＰＵ）１０は、電話機能プログラムを実行
することにより携帯電話機１における種々のモードの送受信動作を制御するシステム制御
部であり、動作時の経過時間を示したり、特定の時間間隔でタイマ割込を発生するタイマ
を備えている。ＲＡＭ１１は転送されたメールデータ、ＭＩＤＩ形態の楽音データや音声
あるいは歌唱音として転送された圧縮符号化された音声データの受信データ格納エリアや
、相手に転送するメールデータ、ＭＩＤＩ形態の楽音データや音声あるいは歌唱音として
転送する圧縮符号化された音声データの送信データ格納エリア、ユーザ設定データ格納エ
リア、および、ＣＰＵ１０のワークエリア等が設定されるＲＡＭ（ Random Access Memory
）である。ＲＯＭ１２はＣＰＵ１０が実行する送信や着信の各種電話機能プログラム等の
プログラムや、着信音・保留音用のメロディデータ等の各種データが格納されているＲＯ
Ｍ（ Read Only Memory）である。
【００１４】
また、送受信Ｉ／Ｆ１３は、アンテナ１ａで受信された信号の復調を行うと共に、送信す
る信号を変調してアンテナ１ａに供給している。送受信Ｉ／Ｆ１３で復調された通話信号
は、復号・符号化部（ＤＥＣ／ＥＮＣ）１４において復号され、入力された通話信号はＤ
ＥＣ／ＥＮＣ１４において圧縮符号化される。ＤＥＣ／ＥＮＣ１４は、通話用の音声を高
能率圧縮符号化／復号化しており、例えばＣＥＬＰ（ Code Excited LPC ）系のデコーダ
／エンコーダとされている。表示器１５は電話機能のメニューや、転送されたメールの文
字列等が表示される表示器であり、ユーザインターフェース（ユーザＩ／Ｆ）１６は携帯
電話機１に備えられた「０」から「９」のダイヤルボタンや各種ボタンからなる操作パネ
ルやマイクのインターフェースである。カードインターフェース（カードＩ／Ｆ）１７は
、携帯電話機１に外部メモリカードを増設する際のカードインターフェースである。
【００１５】
ＰＣＭ復号・符号部（ＰＣＭＤＥＣ／ＥＮＣ）１８は、圧縮符号化されて転送された音声
あるいは歌唱音の圧縮符号化された音声データをデコードしたり、相手に転送する音声あ
るいは歌唱音の音声データをエンコードして圧縮符号化するデコーダ／エンコーダである
。このＰＣＭＤＥＣ／ＥＮＣ１８は、例えばＭＰ３（ＭＰＥＧレイヤ III）方式やベクト
ル量子化を用いた圧縮符号化方式とされている。ＭＩＤＩインターフェース１９は、ＭＩ
ＤＩ対応機器とされたパーソナルコンピュータ等の外部機器２５からＭＩＤＩ形態の楽音
データを受け取るためのＭＩＤＩインタフェースである。シーケンサ２１は、ＣＰＵ１０
の制御の下で転送されてＲＡＭ１１に格納された発音時間情報や次の音符までの時間情報
が付与されたＭＩＤＩイベントからなるＭＩＤＩ形態の楽音データを解釈して、時間情報
に基づくタイミングで音源パラメータを音源２２に設定することにより楽音を再生してい
る。増幅器２３は、再生されて音源２２から出力された楽音信号を増幅してスピーカ２４
から放音したり、外部出力端子２６から出力している。この場合、音源２２はポリフォニ
ック機能を有しており複数音を同時発音することができるようにされている。なお、各ブ
ロックはバス２０を介してデータや命令の授受を行っている。
【００１６】
次に、図１に示す音源２２をＰＣＭ音源とした際の音源構成の一例を図２に示す。
ＣＰＵ３０は、楽音生成プログラムを実行することにより音源２２の各部の動作を制御し
て楽音を生成する中央処理装置であり、プログラムＲＯＭ３２はＣＰＵ３０が実行する楽
音生成プログラムが格納されているＲＯＭであり、波形ＲＯＭ３１は、種々の音色別の波
形サンプルが格納されているＲＯＭである。音源ＬＳＩ３３は、音源パラメータに従って
キーオン時にその音高情報に応じて位相データを発生し、音色パラメータ等に応じた波形
をＲＯＭ３１から位相データに応じて読み出すことにより楽音を生成する音源チップであ
り、高調波成分を調整するディジタルフィルタ（ＤＣＦ）を備えている。エフェクト用Ｉ
Ｃ３４は、音源ＬＳＩ３３により生成された楽音データにリバーブ、コーラス、バリエー
ション等の効果を付与する効果回路を内蔵するＩＣである。また、ＤＡＣ３５は、エフェ
クト用ＩＣ３４から出力された楽音データを所定のサンプリング速度でアナログ信号に変
換するディジタルアナログ変換器である。
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【００１７】
このような音源２２において、ＭＩＤＩＩ／Ｆ３６を介して音源パラメータが設定される
。音源パラメータとしては、ピッチデータ、エンベロープパラメータ、ノートオン／オフ
信号、音量パラメータ、効果パラメータ等とされる。音源パラメータ中にノートオン信号
が検出されると、音源パラメータのピッチデータに応じた位相データが音源ＬＳＩ３３に
て生成されて、生成された位相データに応じて波形ＲＯＭ３１から波形サンプルが読み出
される。この際に波形ＲＯＭ３１から選択して読み出される波形は、設定された音色パラ
メータにより決定される。このようにして読み出された波形サンプルに、音源パラメータ
中の音量パラメータやエンベロープパラメータに応じたエンベロープ処理が施され、さら
に、エフェクト用ＩＣ３４にて効果パラメータに応じてエフェクトが付与される。次いで
、ＤＡＣ３５にて所定の再生タイミングごとにアナログ信号に変換され、音源２２に縦続
された増幅器２３に出力される。これにより、シーケンサ２１と音源２２によりＭＩＤＩ
形態の楽音データを再生することができる。
【００１８】
次に、図１に示す構成の携帯電話機１において、携帯電話機１と同様の構成とされた相手
側の携帯電話機にＭＩＤＩ形態の楽音データや、音声や歌唱音を圧縮符号化した音声デー
タ（以下、総称して「メッセージデータ」という）を転送する場合を例に挙げて、その動
作を説明する。以下、転送する側を発信元携帯電話機と呼び、転送を受ける側を発信先携
帯電話機と呼ぶ。
発信元携帯電話機からメッセージデータを転送する場合、▲１▼リアルタイム再生モード
、▲２▼メッセージ再生モード、▲３▼メール添付モード、▲４▼メール添付リアルタイ
ム再生モード、▲５▼メール添付メッセージ再生モードの５つの転送モードの内の選択し
た転送モードでメッセージを転送することができる。いずれの転送モードとするかは、表
示器１５を見ながら操作パネルのボタンを操作することによりユーザが任意に設定するこ
とができる。設定された転送モードに応じて発信元携帯電話機および発信先携帯電話機に
おける送受信の動作態様が異なるようになる。以下、転送モードに応じた発信元携帯電話
機および発信先携帯電話機における送受信の動作態様を転送モード別に説明する。
【００１９】
▲１▼　リアルタイム再生モード
（発信元携帯電話機）
メッセージデータを圧縮符号化した音声データとする場合は、図示しないマイクからメッ
セージ用の音声あるいは歌唱音を入力する。この音声信号はユーザＩ／Ｆ１６を介して取
り込まれ、ＰＣＭＤＥＣ／ＥＮＣ１８において圧縮符号化されてＲＡＭ１１の送信データ
格納エリアに保存される。また、メッセージデータをＭＩＤＩ形態の楽音データとする場
合は、図示しないマイクから歌唱音を入力する。この歌唱音はユーザＩ／Ｆ１６を介して
取り込まれ、ＣＰＵ１０が歌唱音をＭＩＤＩ形態の楽音データに変換するプログラムを実
行することにより、歌唱音をＭＩＤＩ形態の楽音データに変換する。変換されたＭＩＤＩ
形態の楽音データは、ＲＡＭ１１の送信データ格納エリアに保存される。この場合の歌唱
音とはハミングでもよく、本発明における歌唱音とはハミングを含むものとする。
さらに、圧縮符号化した音声データとＭＩＤＩ形態の楽音データとからなるメッセージデ
ータとする場合は、上述したようにマイクから入力したメッセージ用の音声や歌唱音を圧
縮符号化してＲＡＭ１１の送信データ格納エリアに保存すると共に、マイクから入力した
歌唱音をＭＩＤＩ形態の楽音データに変換してＲＡＭ１１の送信データ格納エリアに保存
する。
【００２０】
このようにＲＡＭ１１の送信データ格納エリアに保存されたメッセージデータを送信する
際には、操作パネルのボタンを操作して転送モードとしてリアルタイム再生モードを選択
設定する。次いで、転送する発信先携帯電話機の電話番号をダイヤルボタン等を操作して
設定し、送信ボタンを操作すると、図３（ａ）に示すようにＲＡＭ１１の送信データ格納
エリアからメッセージデータが読み出され、送受信Ｉ／Ｆ１３の送信機能により送信され
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るようになる。送信されるメッセージデータは圧縮符号化された音声データ、ＭＩＤＩ形
態の楽音データの何れか一方でもよいし、両方のデータでもよい。また、送信されるデー
タにはリアルタイム再生を示す情報が含まれている。なお、このＭＩＤＩ形態とされた楽
音データは、ＭＩＤＩイベントに発音時間情報および次の音符（休符）までの時間情報が
付加されているデータである。
【００２１】
（発信先携帯電話機）
発信先携帯電話機にメッセージデータが着信されると、着信データ中のリアルタイム再生
を示す情報に従って、図３（ｂ）に示すように送受信インターフェース１３の受信機能に
より受信データは復調されてＲＡＭ１１の受信データ格納エリアに書き込まれる。この際
に、ＲＡＭ１１の受信データ格納エリアに書き込まれたメッセージデータがＭＩＤＩ形態
の楽音データとされて、リアルタイム再生可能に設定されている場合は、ＲＡＭ１１から
ＭＩＤＩ形態の楽音データが読み出されてシーケンサ２１に送られる。シーケンサ２１は
、ＭＩＤＩ形態の楽音データを解釈して発音タイミングに基づくタイミングで、音源パラ
メータを音源３３に設定することにより、楽音を再生してスピーカ２４から放音する。す
なわち、ＭＩＤＩ形態の楽音データのリアルタイム再生を行うことにより、メッセージデ
ータを着信メロディとして放音することができる。
【００２２】
また、ＲＡＭ１１の受信データ格納エリアに書き込まれたメッセージデータが圧縮符号化
された音声データとされて、リアルタイム再生可能に設定されている場合は、ＲＡＭ１１
から圧縮符号化された音声データが読み出されてＰＣＭＤＥＣ／ＥＮＣ１８に送られ、Ｐ
ＣＭＤＥＣ／ＥＮＣ１８において圧縮符号化された音声データがデコードされてメッセー
ジや歌唱音の音声に復号され、増幅器２３で増幅された後、スピーカ２４からメッセージ
や歌唱音の音声が放音されるようになる。
このように、圧縮符号化された音声データのリアルタイム再生を行うことにより、音声や
歌唱音とされたメッセージを着信時にリアルタイム再生することができる。
【００２３】
さらに、ＲＡＭ１１の受信データ格納エリアに書き込まれたメッセージデータが圧縮符号
化された音声データおよびＭＩＤＩ形態の楽音データとされて、リアルタイム再生可能に
設定されている場合は、ＲＡＭ１１から圧縮符号化された音声データが読み出されてＰＣ
ＭＤＥＣ／ＥＮＣ１８に送られ、ＰＣＭＤＥＣ／ＥＮＣ１８において圧縮符号化された音
声データがデコードされて音声や歌唱音のメッセージとされる。同時に、ＲＡＭ１１から
ＭＩＤＩ形態の楽音データが読み出されてシーケンサ２１に送られる。シーケンサ２１は
、ＭＩＤＩ形態の楽音データを解釈して発音タイミングに基づくタイミングで、音源パラ
メータを音源３３に設定することにより、楽音が再生される。そして、音声や歌唱音のメ
ッセージおよび再生された楽音はミキシングされて増幅器２３で増幅された後、スピーカ
２４から放音されるようになる。このように、圧縮符号化された音声データおよびＭＩＤ
Ｉ形態の楽音データのリアルタイム再生を行うことにより、音声や歌唱音とされたメッセ
ージや楽音を着信時にリアルタイム再生することができる。
【００２４】
ところで、リアルタイム再生モードで転送されたメッセージデータは、交換機の一般電話
網に接続されているデータセンターに一時保存される。次いで、転送されたメッセージデ
ータに付随している電話番号から発信先携帯電話機を呼び出してデータセンターに保存さ
れていたリアルタイム再生を示す情報を含むメッセージデータを転送している。そこで、
メッセージデータを受け取った発信先携帯電話機が、メッセージデータを受け取った後に
着信ボタンを操作するとリアルタイム再生が停止されると共に、このことを交換機が検出
して発信元携帯電話機と発信先携帯電話機との間の回線を確立させる。同時に、データセ
ンターに保存されていた転送されたメッセージデータを消去する。これにより、リアルタ
イム再生モードで転送したメッセージデータをリアルタイム再生した後で、通話すること
ができるようになる。
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【００２５】
なお、発信先携帯電話機側でメッセージデータを受信できない状況の場合、例えば携帯電
話機の電源が投入されていない場合や電波の届かないエリアにいる場合、および、リアル
タイム再生可能と設定されていない場合は、交換機が「受信を受け付けられません。」と
の録音メッセージを発信元携帯電話機に送り、発信元携帯電話機は送信が受け付けられな
いことを確認して終了ボタンを操作する。これにより、交換機はデータセンターに保存さ
れていた当該メッセージデータを消去する。
【００２６】
▲２▼　メッセージ再生モード
（発信元携帯電話機）
メッセージデータを圧縮符号化した音声データとする場合は、マイクから入力したメッセ
ージ用の音声や歌唱音を圧縮符号化してＲＡＭ１１の送信データ格納エリアに保存する。
また、メッセージデータをＭＩＤＩ形態の楽音データとする場合は、マイクから入力した
歌唱音をＭＩＤＩ形態の楽音データに変換してＲＡＭ１１の送信データ格納エリアに保存
する。さらに、圧縮符号化した音声データとＭＩＤＩ形態の楽音データとからなるメッセ
ージデータとする場合は、マイクから入力したメッセージ用の音声や歌唱音を圧縮符号化
してＲＡＭ１１の送信データ格納エリアに保存すると共に、マイクから入力した歌唱音を
ＭＩＤＩ形態の楽音データに変換してＲＡＭ１１の送信データ格納エリアに保存する。
【００２７】
このようにＲＡＭ１１の送信データ格納エリアに保存されたメッセージデータを送信する
際には、操作パネルのボタンを操作して転送モードとしてメッセージ再生モードを選択設
定する。次いで、転送する発信先携帯電話機の電話番号をダイヤルボタン等を操作して設
定し、送信ボタンを操作すると、図３（ａ）に示すようにＲＡＭ１１の送信データ格納エ
リアからメッセージデータが読み出され、送受信Ｉ／Ｆ１３の送信機能により送信される
ようになる。送信されるメッセージデータは圧縮符号化された音声データ、ＭＩＤＩ形態
の楽音データの何れか一方でもよいし、両方のデータでもよい。また、送信されるデータ
にはメッセージ再生を示す情報が含まれている。なお、このＭＩＤＩ形態とされた楽音デ
ータは、ＭＩＤＩイベントに発音時間情報および次の音符（休符）までの時間情報が付加
されているデータである。
【００２８】
（発信先携帯電話機）
メッセージ再生可能と設定された発信先携帯電話機にメッセージデータが着信されると、
予め設定された着信音で着信が報知される。ここで、ユーザが着信ボタンを操作すると、
着信データ中のメッセージ再生を示す情報に従って、図３（ｂ）に示すように送受信イン
ターフェース１３の受信機能により受信データは復調されてＲＡＭ１１の受信データ格納
エリアに書き込まれる。この際に、ＲＡＭ１１の受信データ格納エリアに書き込まれたメ
ッセージデータがＭＩＤＩ形態の楽音データとされている場合は、ＲＡＭ１１からＭＩＤ
Ｉ形態の楽音データが読み出されてシーケンサ２１に送られる。シーケンサ２１は、ＭＩ
ＤＩ形態の楽音データを解釈して発音タイミングに基づくタイミングで、音源パラメータ
を音源３３に設定することにより、楽音を再生してスピーカ２４から放音する。このよう
に、ＭＩＤＩ形態の楽音データが着信ボタンを操作することにより再生され、楽音とされ
たメッセージが再生されるようになる。
【００２９】
また、着信ボタンを操作した際にＲＡＭ１１の受信データ格納エリアに書き込まれたメッ
セージデータが圧縮符号化された音声データとされている場合は、ＲＡＭ１１から圧縮符
号化された音声データが読み出されてＰＣＭＤＥＣ／ＥＮＣ１８に送られ、ＰＣＭＤＥＣ
／ＥＮＣ１８において圧縮符号化された音声データがデコードされて音声や歌唱音のメッ
セージに復号され、増幅器２３で増幅された後、スピーカ２４から音声や歌唱音のメッセ
ージが放音されるようになる。
このように、圧縮符号化された音声データを着信ボタンを操作して再生することにより、
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音声や歌唱音とされたメッセージを再生することができる。
【００３０】
さらに、着信ボタンを操作した際にＲＡＭ１１の受信データ格納エリアに書き込まれたメ
ッセージデータが圧縮符号化された音声データおよびＭＩＤＩ形態の楽音データとされて
いる場合は、ＲＡＭ１１から圧縮符号化された音声データが読み出されてＰＣＭＤＥＣ／
ＥＮＣ１８に送られ、ＰＣＭＤＥＣ／ＥＮＣ１８において圧縮符号化された音声データが
デコードされて音声や歌唱音のメッセージとされる。同時に、ＲＡＭ１１からＭＩＤＩ形
態の楽音データが読み出されてシーケンサ２１に送られる。シーケンサ２１は、ＭＩＤＩ
形態の楽音データを解釈して発音タイミングに基づくタイミングで、音源パラメータを音
源３３に設定することにより、楽音が再生される。そして、音声や歌唱音のメッセージお
よび再生された楽音はミキシングされて増幅器２３で増幅された後、スピーカ２４から放
音されるようになる。
このように、ＭＩＤＩ形態の楽音データおよび音声データを着信ボタンを操作して再生す
ることにより、楽音および音声や歌唱音とされたメッセージを再生することができる。
【００３１】
ところで、メッセージ再生モードで転送されたメッセージデータは、交換機の一般電話網
に接続されているデータセンターに一時保存される。次いで、転送されたメッセージデー
タに付随している電話番号の発信先携帯電話機を呼び出して、メッセージデータ中のメッ
セージ再生を示す情報に従って着信信号を送る。発信先携帯電話機が着信ボタンを操作す
ると、このことを交換機が検出して発信元携帯電話機と発信先携帯電話機との間の回線を
確立させる。同時に、データセンターに保存されていたメッセージ再生を示す情報を含む
メッセージデータを発信先携帯電話機に転送する。
なお、発信先携帯電話機側で着信ボタンを操作しない場合はメッセージ再生を示す情報に
従って所定時間待機するが、メッセージ再生可能と設定されていれば、着信ボタンが操作
されなくとも交換機はメッセージデータを発信先携帯電話機に転送して自動受信させるよ
うにしてもよい。これにより、転送されたメッセージデータが発信先携帯電話機のＲＡＭ
１１の受信データ格納エリアに書き込まれ、発信先携帯電話機ではメッセージデータを受
信した表示を見ることにより、後でメッセージデータを再生することができるようになる
。
【００３２】
また、発信先携帯電話機側でメッセージデータを受信できない状況の場合、例えば携帯電
話機の電源が投入されていない場合や電波の届かないエリアにいる場合、および、メッセ
ージ再生可能と設定されていない場合は、交換機が「受信を受け付けられません。」との
録音メッセージを発信元携帯電話機に送り、発信元携帯電話機は送信が受け付けられない
ことを確認して終了ボタンを操作する。これにより、交換機はデータセンターに保存され
ていた当該メッセージデータを消去する。
【００３３】
▲３▼　メール添付モード
（発信元携帯電話機）
まず、メール作成モードとしてメールを作成する。メール作成モードにおいてユーザが文
字データを入力すべくダイヤルボタン等を操作すると、この操作データがユーザＩ／Ｆ１
６を介して取り込まれ、文字データに変換されてそのテキストが表示器１５に入力に従っ
て表示される。入力されたメール本文の文字列のテキストデータは図３（ａ）に示すよう
にＲＡＭ１１の送信データ格納エリアに保存される。このようにして、作成したメールに
メッセージデータを添付して転送するのがメール添付モードにおける発信元携帯電話機の
動作である。
メールに添付するメッセージデータを圧縮符号化した音声データとする場合は、図示しな
いマイクからメッセージ用の音声や歌唱音を入力する。この音声信号はユーザＩ／Ｆ１６
を介して取り込まれ、ＰＣＭＤＥＣ／ＥＮＣ１８において圧縮符号化されてＲＡＭ１１の
送信データ格納エリアに保存される。
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【００３４】
また、メールに添付するメッセージデータをＭＩＤＩ形態の楽音データとする場合は、図
示しないマイクから歌唱音を入力する。この歌唱音はユーザＩ／Ｆ１６を介して取り込ま
れ、ＣＰＵ１０が歌唱音をＭＩＤＩ形態の楽音データに変換するプログラムを実行するこ
とにより、歌唱音をＭＩＤＩ形態の楽音データに変換する。変換されたＭＩＤＩ携帯の楽
音データは、ＲＡＭ１１の送信データ格納エリアに保存される。この場合の歌唱音とはハ
ミングでもよく、本発明における歌唱音とはハミングを含むものとする。
さらに、圧縮符号化した音声データとＭＩＤＩ形態の楽音データとからなるメッセージデ
ータをメールに添付する場合は、上述したようにマイクから入力したメッセージ用の音声
を圧縮符号化してＲＡＭ１１の送信データ格納エリアに保存すると共に、マイクから入力
した歌唱音をＭＩＤＩ形態の楽音データに変換してＲＡＭ１１の送信データ格納エリアに
保存する。
【００３５】
このようにＲＡＭ１１の送信データ格納エリアに保存されたメッセージデータをメールに
添付して送信する際には、操作パネルのボタンを操作してメール転送モードとする。メー
ルに添付するメッセージデータは圧縮符号化された音声データ、ＭＩＤＩ形態の楽音デー
タの何れか一方でもよいし、両方のデータでもよい。例えば、メールに添付するメッセー
ジデータを圧縮符号化された音声データのメッセージおよびＭＩＤＩ形態の楽音データと
設定した場合は、発信先携帯電話機の電話機の電話番号をダイヤルして送信ボタンを操作
すると、図３（ａ）に示すようにＲＡＭ１１の送信データ格納エリアからメール本文、Ｍ
ＩＤＩ形態の楽音データおよび圧縮符号化された音声データが読み出され、送受信Ｉ／Ｆ
１３の送信機能により送信されるようになる。送信されるデータにはメール添付を示す情
報が含まれている。なお、このＭＩＤＩ形態とされた楽音データは、ＭＩＤＩイベントに
発音時間情報および次の音符（休符）までの時間情報が付加されているデータである。
【００３６】
（発信先携帯電話機）
メッセージ再生可能と設定された発信先携帯電話機にメールが着信されると、メール着信
を報知する着信音が報知されると共に、メール添付を示す情報に従って図３（ｂ）に示す
ように送受信インターフェース１３の受信機能により受信データが復調されてＲＡＭ１１
の受信データ格納エリアに書き込まれる。この際に、ＭＩＤＩ形態の楽音データおよび圧
縮符号化された音声データがメールに添付されていた場合は、ＭＩＤＩ形態の楽音データ
および圧縮符号化された音声データが分離されて図３（ｂ）に示すようにそれぞれＲＡＭ
１１の受信データ格納エリアのそれぞれに書き込まれる。ここで、受信したユーザがメー
ルを開く操作を行うと、ＲＡＭ１１の受信データ格納エリアに書き込まれたメール本文が
読み出されて表示器１５にメールが表示される一方、メッセージデータが再生されて放音
される。
【００３７】
この際に、ＲＡＭ１１の受信データ格納エリアに書き込まれたメッセージデータがＭＩＤ
Ｉ形態の楽音データとされている場合は、ＲＡＭ１１からＭＩＤＩ形態の楽音データが読
み出されてシーケンサ２１に送られる。シーケンサ２１は、ＭＩＤＩ形態の楽音データを
解釈して発音タイミングに基づくタイミングで、音源パラメータを音源３３に設定するこ
とにより、楽音を再生してスピーカ２４から放音する。このように、ＭＩＤＩ形態の楽音
データがメールを開く操作をすることにより再生され、楽音とされたメッセージが再生さ
れるようになる。
また、メールを開く操作をした際にＲＡＭ１１の受信データ格納エリアに書き込まれたメ
ッセージデータが圧縮符号化された音声データとされている場合は、ＲＡＭ１１から圧縮
符号化された音声データが読み出されてＰＣＭＤＥＣ／ＥＮＣ１８に送られ、ＰＣＭＤＥ
Ｃ／ＥＮＣ１８において圧縮符号化された音声データがデコードされて音声や歌唱音のメ
ッセージに復号され、増幅器２３で増幅された後、スピーカ２４から音声や歌唱音のメッ
セージが放音されるようになる。このように、圧縮符号化された音声データがメールを開
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く操作をすることにより再生され、音声や歌唱音とされたメッセージが再生されるように
なる。
【００３８】
さらに、メールを開く操作をした際にＲＡＭ１１の受信データ格納エリアに書き込まれた
メッセージデータが圧縮符号化された音声データおよびＭＩＤＩ形態の楽音データとされ
ている場合は、ＲＡＭ１１から圧縮符号化された音声データが読み出されてＰＣＭＤＥＣ
／ＥＮＣ１８に送られ、ＰＣＭＤＥＣ／ＥＮＣ１８において圧縮符号化された音声データ
がデコードされて音声や歌唱音のメッセージとされる。同時に、ＲＡＭ１１からＭＩＤＩ
形態の楽音データが読み出されてシーケンサ２１に送られる。シーケンサ２１は、ＭＩＤ
Ｉ形態の楽音データを解釈して発音タイミングに基づくタイミングで、音源パラメータを
音源３３に設定することにより、楽音が再生される。そして、音声や歌唱音のメッセージ
および再生された楽音はミキシングされて増幅器２３で増幅された後、スピーカ２４から
放音されるようになる。このように、ＭＩＤＩ形態の楽音データおよび音声データがメー
ルを開く操作をすることにより再生され、楽音および音声や歌唱音とされたメッセージが
再生されるようになる。
【００３９】
ところで、メール添付モードで転送されたメールと添付されたメッセージデータは、交換
機の一般電話網に接続されているデータセンターに一時保存される。次いで、転送された
メッセージデータに付随している電話番号から発信先携帯電話機を呼び出して、メッセー
ジデータ中のメール添付を示す情報に従ってメール着信信号を送ると共に、データセンタ
ーに保存されていたメールとメッセージデータを転送している。発信先携帯電話機におけ
るメール添付を示す情報に従って自動受信が完了すると、このことを交換機が検出してデ
ータセンターに保存されていた転送されたメールとメッセージデータを消去する。
【００４０】
なお、発信先携帯電話機側でメールと添付したメッセージデータを受信できない状況の場
合、例えば携帯電話機の電源が投入されていない場合や電波の届かないエリアにいる場合
は、交換機が「受信を受け付けられません。」との録音メッセージを発信元携帯電話機に
送り、発信元携帯電話機は送信が受け付けられないことを確認して終了ボタンを操作する
。交換機は発信先携帯電話機が位置登録された際に、発信先携帯電話機がメールと添付し
たメッセージデータを受信できる状況となったと判定して、データセンターに保存されて
いた当該メッセージデータを発信先携帯電話機に転送する。これにより、転送されたメー
ルとメッセージデータが発信先携帯電話機におけるＲＡＭ１１の受信データ格納エリアに
書き込まれ、発信先携帯電話機ではメールを表示することができると共に、メッセージデ
ータを再生することができるようになる。
【００４１】
▲４▼　メール添付リアルタイム再生モード
（発信元携帯電話機）
まず、▲３▼メール添付モードと同様にメール作成モードとしてメールを作成する。メー
ル作成モードにおいて入力されたメール本文の文字列のデータは図３（ａ）に示すように
ＲＡＭ１１の送信データ格納エリアに保存される。このようにして、作成したメールにメ
ッセージデータを添付して転送する。
メールに添付するメッセージデータは、圧縮符号化された音声データ、ＭＩＤＩ形態の楽
音データの何れか一方でもよいし、両方のデータでもよいが、圧縮符号化された音声デー
タ、ＭＩＤＩ形態の楽音データは、▲３▼メール添付モードと同様にして作成され、それ
ぞれのメッセージデータが図３（ａ）に示すようにＲＡＭ１１の送信データ格納エリアに
それぞれ保存される。
【００４２】
ＲＡＭ１１の送信データ格納エリアに保存されたメッセージデータをメールに添付して送
信する際には、操作パネルのボタンを操作してメール添付リアルタイム再生モードとする
。メールに添付するメッセージデータは圧縮符号化された音声データ、ＭＩＤＩ形態の楽
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音データの何れか一方でもよいし、両方のデータでもよい。例えば、メールに添付するメ
ッセージデータを圧縮符号化された音声データのメッセージおよびＭＩＤＩ形態の楽音デ
ータと設定した場合は、発信先携帯電話機の電話機の電話番号をダイヤルして送信ボタン
を操作すると、図３（ａ）に示すようにＲＡＭ１１の送信データ格納エリアからメール本
文、ＭＩＤＩ形態の楽音データおよび圧縮符号化された音声データが読み出され、送受信
Ｉ／Ｆ１３の送信機能により送信されるようになる。送信されるデータにはメール添付リ
アルタイム再生を示す情報が含まれている。なお、このＭＩＤＩ形態とされた楽音データ
は、ＭＩＤＩイベントに発音時間情報および次の音符（休符）までの時間情報が付加され
ているデータである。
【００４３】
（発信先携帯電話機）
発信先携帯電話機にメールとメッセージデータが着信されると、そのメッセージデータ中
のメール添付リアルタイム再生を示す情報に従って図３（ｂ）に示すように送受信インタ
ーフェース１３の受信機能により受信データは復調されてＲＡＭ１１の受信データ格納エ
リアに書き込まれる。この際に、ＭＩＤＩ形態の楽音データおよび圧縮符号化された音声
データがメールに添付されていた場合は、メール本文とＭＩＤＩ形態の楽音データおよび
圧縮符号化された音声データとが分離されて図３（ｂ）に示すようにそれぞれＲＡＭ１１
の受信データ格納エリアに書き込まれる。そして、ＲＡＭ１１の受信データ格納エリアに
書き込まれたメッセージデータがＭＩＤＩ形態の楽音データとされて、リアルタイム再生
可能に設定されている場合は、ＲＡＭ１１からＭＩＤＩ形態の楽音データが読み出されて
シーケンサ２１に送られる。シーケンサ２１は、ＭＩＤＩ形態の楽音データを解釈して発
音タイミングに基づくタイミングで、音源パラメータを音源３３に設定することにより、
楽音を再生してスピーカ２４から放音する。すなわち、ＭＩＤＩ形態の楽音データのリア
ルタイム再生を行うことにより、着信メロディとして放音することができる。
【００４４】
また、ＲＡＭ１１の受信データ格納エリアに書き込まれたメッセージデータが圧縮符号化
された音声データとされて、リアルタイム再生可能に設定されている場合は、ＲＡＭ１１
から圧縮符号化された音声データが読み出されてＰＣＭＤＥＣ／ＥＮＣ１８に送られ、Ｐ
ＣＭＤＥＣ／ＥＮＣ１８において圧縮符号化された音声データがデコードされてメッセー
ジや歌唱音の音声に復号され、増幅器２３で増幅された後、スピーカ２４から音声や歌唱
音のメッセージが放音されるようになる。このように、圧縮符号化された音声データのリ
アルタイム再生を行うことにより、音声や歌唱音とされたメッセージを着信時にリアルタ
イム再生することができる。
【００４５】
さらに、ＲＡＭ１１の受信データ格納エリアに書き込まれたメッセージデータが圧縮符号
化された音声データおよびＭＩＤＩ形態の楽音データとされて、リアルタイム再生可能に
設定されている場合は、ＲＡＭ１１から圧縮符号化された音声データが読み出されてＰＣ
ＭＤＥＣ／ＥＮＣ１８に送られ、ＰＣＭＤＥＣ／ＥＮＣ１８において圧縮符号化された音
声データがデコードされて音声や歌唱音のメッセージとされる。同時に、ＲＡＭ１１から
ＭＩＤＩ形態の楽音データが読み出されてシーケンサ２１に送られる。シーケンサ２１は
、ＭＩＤＩ形態の楽音データを解釈して発音タイミングに基づくタイミングで、音源パラ
メータを音源３３に設定することにより、楽音が再生される。そして、音声や歌唱音のメ
ッセージおよび再生された楽音はミキシングされて増幅器２３で増幅された後、スピーカ
２４から放音されるようになる。このように、圧縮符号化された音声データおよびＭＩＤ
Ｉ形態の楽音データのリアルタイム再生を行うことにより、音声や歌唱音とされたメッセ
ージや楽音を着信時にリアルタイム再生することができる。
【００４６】
ところで、メール添付リアルタイム再生を示す情報が含まれるメールとメッセージデータ
は、交換機の一般電話網に接続されているデータセンターに一時保存される。次いで、転
送されたメッセージデータに付随している電話番号の発信先携帯電話機を呼び出して、メ
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ッセージデータ中のメール添付リアルタイム再生を示す情報に従ってデータセンターに保
存されていたメールとメッセージデータを転送している。そこで、メッセージデータ中の
メール添付リアルタイム再生を示す情報に従ってメールとメッセージデータを自動受信し
た発信先携帯電話機が、メールとメッセージデータを受け取った後にメッセージデータを
リアルタイム再生して報知された着信音を停止すべく着信ボタンを操作すると、このこと
を交換機が検出して発信元携帯電話機と発信先携帯電話機との間の回線を確立させる。同
時に、データセンターに保存されていた転送されたメッセージデータを消去する。これに
より、メール添付リアルタイム再生モードで転送したメッセージデータをリアルタイム再
生した後で、通話することができるようになる。
また、メールとメッセージデータを受け取った発信先携帯電話機が、メールとメッセージ
データを受け取った後にメッセージデータをリアルタイム再生して報知された着信音を停
止すべくボタンを操作した際に、ＲＡＭ１１の受信データ格納エリアに書き込まれたメー
ル本文を読み出して表示器１５にメールを表示するようにしてもよい。なお、メール添付
リアルタイム再生モードではメールを開く操作を行うことによりメール本文は表示器１５
に表示される。
【００４７】
なお、発信先携帯電話機側でメッセージデータを受信できない状況の場合、例えば携帯電
話機の電源が投入されていない場合や電波の届かないエリアにいる場合、および、リアル
タイム再生可能と設定されていない場合は、交換機が「受信を受け付けられません。」と
の録音メッセージを発信元携帯電話機に送り、発信元携帯電話機は送信が受け付けられな
いことを確認して終了ボタンを操作する。これにより、メッセージデータ中のメール添付
リアルタイム再生を示す情報に従って交換機は、データセンターに保存されていたメッセ
ージデータのみを消去する。交換機は発信先携帯電話機が位置登録された際に、発信先が
受信できる状況となったと判定して、データセンターに保存されていた当該メールのみを
発信先携帯電話機に転送する。これにより、転送されたメールがＲＡＭ１１の受信データ
格納エリアに書き込まれ、発信先ではメールを表示することができるようになる。
【００４８】
▲５▼　メール添付メッセージ再生モード
（発信元携帯電話機）
まず、▲３▼メール添付モードと同様にメール作成モードとしてメールを作成する。メー
ル作成モードにおいて入力されたメール本文の文字列のデータは図３（ａ）に示すように
ＲＡＭ１１の送信データ格納エリアに保存される。このようにして、作成したメールにメ
ッセージデータを添付して転送する。
メールに添付するメッセージデータは、圧縮符号化された音声データ、ＭＩＤＩ形態の楽
音データの何れか一方でもよいし、両方のデータでもよいが、圧縮符号化された音声デー
タ、ＭＩＤＩ形態の楽音データは、▲３▼メール添付モードと同様にして作成され、それ
ぞれのメッセージデータが図３（ａ）に示すようにＲＡＭ１１の送信データ格納エリアに
それぞれ保存される。
【００４９】
ＲＡＭ１１の送信データ格納エリアに保存されたメッセージデータをメールに添付して送
信する際には、操作パネルのボタンを操作してメール添付メッセージ再生モードとする。
メールに添付するメッセージデータは圧縮符号化された音声データ、ＭＩＤＩ形態の楽音
データの何れか一方でもよいし、両方のデータでもよい。例えば、メールに添付するメッ
セージデータを圧縮符号化された音声データのメッセージおよびＭＩＤＩ形態の楽音デー
タと設定した場合は、発信先携帯電話機の電話機の電話番号をダイヤルして送信ボタンを
操作すると、図３（ａ）に示すようにＲＡＭ１１の送信データ格納エリアからメール本文
、ＭＩＤＩ形態の楽音データおよび圧縮符号化された音声データが読み出され、送受信Ｉ
／Ｆ１３の送信機能により送信されるようになる。送信されるデータにはメール添付メッ
セージ再生を示す情報が含まれている。なお、このＭＩＤＩ形態とされた楽音データは、
ＭＩＤＩイベントに発音時間情報および次の音符（休符）までの時間情報が付加されてい
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るデータである。
【００５０】
（発信先携帯電話機）
メッセージ再生可能と設定された発信先携帯電話機にメールとメッセージデータが着信さ
れると、予め設定された着信音で着信が報知される。ここで、ユーザが着信ボタンを操作
すると、メッセージデータ中のメール添付メッセージ再生を示す情報に従って図３（ｂ）
に示すように送受信インターフェース１３の受信機能により受信データは復調されてＲＡ
Ｍ１１の受信データ格納エリアに書き込まれる。この際に、ＭＩＤＩ形態の楽音データお
よび圧縮符号化された音声データがメールに添付されていた場合は、メールからＭＩＤＩ
形態の楽音データおよび圧縮符号化された音声データが分離されて図３（ｂ）に示すよう
にそれぞれＲＡＭ１１の受信データ格納エリアに書き込まれる。
そして、ＲＡＭ１１の受信データ格納エリアに書き込まれたメッセージデータがＭＩＤＩ
形態の楽音データとされていた場合は、ＲＡＭ１１からＭＩＤＩ形態の楽音データが読み
出されてシーケンサ２１に送られる。シーケンサ２１は、ＭＩＤＩ形態の楽音データを解
釈して発音タイミングに基づくタイミングで、音源パラメータを音源３３に設定すること
により、楽音を再生してスピーカ２４から放音する。このように、ＭＩＤＩ形態の楽音デ
ータが着信ボタンを操作することにより再生され、楽音とされたメッセージが再生される
ようになる。
【００５１】
また、ＲＡＭ１１の受信データ格納エリアに書き込まれたメッセージデータが圧縮符号化
された音声データとされている場合は、ＲＡＭ１１から圧縮符号化された音声データが読
み出されてＰＣＭＤＥＣ／ＥＮＣ１８に送られ、ＰＣＭＤＥＣ／ＥＮＣ１８において圧縮
符号化された音声データがデコードされて音声や歌唱音のメッセージに復号され、増幅器
２３で増幅された後、スピーカ２４から音声や歌唱音のメッセージが放音されるようにな
る。このように、圧縮符号化された音声データが着信ボタンを操作することにより再生さ
れ、音声や歌唱音とされたメッセージが再生されるようになる。
【００５２】
さらに、ＲＡＭ１１の受信データ格納エリアに書き込まれたメッセージデータが圧縮符号
化された音声データおよびＭＩＤＩ形態の楽音データとされている場合は、ＲＡＭ１１か
ら圧縮符号化された音声データが読み出されてＰＣＭＤＥＣ／ＥＮＣ１８に送られ、ＰＣ
ＭＤＥＣ／ＥＮＣ１８において圧縮符号化された音声データがデコードされて音声や歌唱
音のメッセージとされる。同時に、ＲＡＭ１１からＭＩＤＩ形態の楽音データが読み出さ
れてシーケンサ２１に送られる。シーケンサ２１は、ＭＩＤＩ形態の楽音データを解釈し
て発音タイミングに基づくタイミングで、音源パラメータを音源３３に設定することによ
り、楽音が再生される。そして、音声や歌唱音のメッセージおよび再生された楽音はミキ
シングされて増幅器２３で増幅された後、スピーカ２４から放音されるようになる。この
ように、圧縮符号化された音声データおよびＭＩＤＩ形態の楽音データが着信ボタンを操
作することにより再生され、音声や歌唱音とされたメッセージや楽音とされたメッセージ
が再生されるようになる。
【００５３】
ところで、メール添付リアルタイム再生モードで転送されたメールとメッセージデータは
、交換機の一般電話網に接続されているデータセンターに一時保存される。次いで、転送
されたメッセージデータに付随している電話番号の発信先携帯電話機を呼び出してメッセ
ージデータ中のメール添付メッセージ再生を示す情報に従って着信信号を送る。発信先携
帯電話機が、着信音を聴いて着信ボタンを操作すると、このことを交換機が検出してデー
タセンターに保存されていたメールとメッセージデータを発信先携帯電話機に転送する。
メールとメッセージデータを受け取った発信先携帯電話機が、メールとメッセージデータ
を受け取った後にメールを開く操作をすると、ＲＡＭ１１の受信データ格納エリアに書き
込まれたメール本文が読み出されて表示器１５にメールが表示される。この場合のメール
を開く操作は、再生されたメッセージデータを終了させるボタン操作であってもよい。
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【００５４】
なお、発信先携帯電話機側でメッセージデータを受信できない状況の場合、例えば携帯電
話機の電源が投入されていない場合や電波の届かないエリアにいる場合、および、リアル
タイム再生可能と設定されていない場合は、交換機が「受信を受け付けられません。」と
の録音メッセージを発信元携帯電話機に送り、発信元携帯電話機は送信が受け付けられな
いことを確認して終了ボタンを操作する。交換機は発信先携帯電話機が位置登録された際
に、発信先携帯電話機が受信できる状況となったと判定して、データセンターに保存され
ていた当該メールとメッセージデータを発信先携帯電話機に転送する。これにより、転送
されたメールとメッセージデータが発信先携帯電話機におけるＲＡＭ１１の受信データ格
納エリアに書き込まれ、発信先携帯電話機ではメールを表示したりメッセージデータを再
生することができるようになる。
以上説明したメッセージデータの５つの転送モードは、携帯電話機間の転送に限られるも
のではなく、携帯電話機１と同様の機能を有する一般電話機間との転送であってもよい。
【００５５】
ところで、本発明の電話端末装置では、音声を圧縮した圧縮符号化データと音声を変換し
たＭＩＤＩ形態の楽音データとをオーサリングできるようにされている。この際の構成を
機能ブロックで図４に示す。
図４において、入力信号である音声信号は、サンプリング部（ＡＤＣ）４０にてサンプリ
ングされてディジタル信号に変換される。コントローラ４１はユーザの設定に応じてＡＤ
Ｃ４０にて変換されたディジタル信号を圧縮符号化するか、ＭＩＤＩ形態の楽音データに
変換するかを制御しており、圧縮符号化する際にはディジタル信号を圧縮部４２ａに供給
して圧縮符号化する。この際の圧縮符号化は、ベクトル量子化を用いた圧縮符号化やＭＰ
３の圧縮符号化が行われる。なお、ＭＰ３の圧縮符号化では、サブバンド符号化、心理聴
覚重み付けビット割り当て、インテンシティステレオ、適応ブロック長変換符号化、ハフ
マン符号化を行うことによりデータが圧縮されている。
【００５６】
また、ＭＩＤＩ形態の楽音データに変換する際には、ディジタル信号をＭＩＤＩ変換部４
２ｂに供給して圧縮符号化する。この際のＭＩＤＩ変換部４２ｂでは、歌唱音やハミング
とされた入力音声を解析して、ピッチ軌跡やアンプ軌跡をとり、発音時間情報および次の
音符までの時間情報を付加したＭＩＤＩイベントに変換する。変換されたＭＩＤＩイベン
トと時間情報からなるデータ列でＭＩＤＩ形態の楽音データが生成される。
圧縮部４２ａから出力される圧縮符号化データと、ＭＩＤＩ変換部４２ｂから出力される
ＭＩＤＩ形態の楽音データとは、オーサリング部４３に供給されてデータの編集（オーサ
リング）が行われる。編集後のデータを出力する出力部４４の出力形態としては、圧縮符
号化データのみ、ＭＩＤＩ形態の楽音データのみ、圧縮符号化データとＭＩＤＩ形態の楽
音データとの３形態があり、出力部４４からはチャンクの形態でデータが出力される。こ
の際に、チャンクにおけるチャンクフラグでいずれの出力形態かが示される。なお、出力
部４４は図１に示す携帯電話機１の構成におけるＲＡＭ１１に相当しており、前記したよ
うにメール転送モードあるいはメッセージ転送モードにおいて、出力部４４から指定され
たデータが読み出されて転送されるようになる。
【００５７】
オーサリング部４３におけるオーサリング機能の説明を行うと、第１のオーサリング機能
では、出力データを繰り返す（ループ）編集が行われる。このループ編集の動作を図５に
フローチャートで示す。ループ編集が起動されると、図５におけるステップＳ１にて繰り
返し数 Loop_CがＮとされる。このＮはユーザが設定することができる。次いで、ステップ
Ｓ２にて出力部４４から指定されたデータが出力され、ステップＳ３にて繰り返し数 Loop
_Cが１だけデクリメントされる。次いで、ステップＳ４にて繰り返し数 Loop_Cが０（ゼロ
）になったか否かが判定され、０になっていないと判定された場合は、ステップＳ２に戻
りステップＳ２ないしステップＳ４のステップが、繰り返し数 Loop_Cが０になるまで繰り
返し実行される。これにより、繰り返し数 Loop_Cだけ圧縮符号化データあるいはＭＩＤＩ
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形態の楽音データが繰り返えされたデータとされる。
【００５８】
第２のオーサリング機能では、圧縮部４２ａにより圧縮された音声の圧縮符号化データに
ＲＡＭ等に蓄積されている楽音データを、背景音として合成することができる。この場合
、図示されていないが背景音は予めＲＡＭ等に蓄積されているデータの何れかが選択され
てオーサリング部４３に供給されていると共に、オーサリング部４３にはマイクから入力
された音声が高能率圧縮符号化されて供給されている。オーサリング部４３において背景
音が合成されたメッセージデータは、相手側の電話端末装置に送信後、再生されて出力さ
れる。この場合、背景音は会話の内容に沿った曲調や雰囲気のデータを選択して合成する
ことが可能とされている。
【００５９】
第３のオーサリング機能では、ＭＩＤＩ変換部４２ｂより変換されたＭＩＤＩ形態の楽音
データに所望の伴奏をアレンジすることができる。この伴奏は、音程、リズム、テンポを
任意に設定することができ、ＭＩＤＩ形態の楽音データに伴奏をアレンジすることにより
１つの曲となるよう編集される。
以上の第１ないし第３のオーサリング機能はそれぞれの機能のオーサリングとすることは
もちろんのこと、２つ以上の機能を組み合わせたオーサリングをオーサリング部４３で実
行するようにしてもよい。このようなオーサリングは、図１に示す携帯電話機１において
行うことができ、オーサリングを実行する際には、ＣＰＵ１０がオーサリングプログラム
を実行することによりオーサリングが行われるようになる。オーサリングにより編集され
たデータは、第２のオーサリング機能を実行した場合を除いて、前述したようにメールに
添付されて相手側の電話機に転送される。
【００６０】
このようなオーサリングが行われたデータが送信されて受信された際の受信側の動作を、
図６に示す受信部の機能ブロックで説明する。
図６において、受信されたチャンクのチャンクフラグを検出することにより圧縮データと
楽音データとに分離されて、入力部５０に分離された音声の圧縮符号化データやＭＩＤＩ
形態の楽音データ（ＭＩＤＩ）が蓄積される。楽音データはシーケンサ５１に送られ、シ
ーケンサ５１は、ＭＩＤＩ形態の楽音データを解釈して発音タイミングに基づくタイミン
グで、音源パラメータを音源（ＴＧ）５２に設定することにより、音源５２から再生され
た楽音が出力される。また、音声の圧縮符号化データは、デコーダ５３により伸長されて
音声にデコードされる。再生された楽音とデコードされた音声は、加算器５４において合
成されて出力される。なお、入力部５０は図１に示す携帯電話機１の構成におけるＲＡＭ
１１に相当する。
これにより、▲１▼リアルタイム転送モード、▲２▼メッセージ再生モード、▲３▼メー
ル添付モード、▲４▼メール添付リアルタイム再生モード、▲５▼メール添付メッセージ
再生モードの５つの転送モードのいずれかで音声の圧縮符号化データやＭＩＤＩ形態の楽
音データが転送された際には、音声の圧縮符号化データやＭＩＤＩ形態の楽音データを再
生することができる。また、背景音としてＭＩＤＩ形態の楽音データが受信された場合は
、シーケンサ５１および音源５２により再生されて、デコードされた音声と合成されて出
力されるようになる。
【００６１】
なお、本発明の電話端末装置において、内蔵される音源の音源方式としては、ＦＭ音源方
式、波形メモリ音源（ＰＣＭ音源）方式、物理モデル音源方式等とすることができ、音源
の構成としてはＤＳＰ等を用いたハードウェア音源でも、音源プログラムを実行させるソ
フトウェア音源でもよい。
また、楽音データは時間情報を付加したＭＩＤＩ形態データとして転送すると説明したが
、本発明はこれに限ることはなく、ＳＭＦ（ Standard MIDI File）形式の楽音データとし
て転送するようにしてもよい。
【００６２】
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【発明の効果】
本発明は以上説明したように、入力された音声や歌唱音を圧縮符号化した圧縮符号化デー
タ、および／または、歌唱音を変換した楽音データをメッセージデータとして転送するこ
とができる。そして、転送されたメッセージデータをリアルタイムで再生すると、メッセ
ージデータを着信音として出力することができる。これにより、音声や楽音データのメッ
セージを転送できると共に、着信時にメッセージデータを聴くことにより相手の確認がで
きたり、メッセージの内容を把握することができるようになる。
また、転送されたメッセージデータを受信した側においては、転送されたメッセージデー
タを自動受信してリアルタイムで再生するモード、着信ボタンを操作したときに転送され
たメッセージデータを受信して再生するモードを有している。
【００６３】
さらに、メールにメッセージデータを添付して転送することができるようにされている。
この際に、転送されたメールとメッセージデータを受信した側においては、転送されたメ
ールとメッセージデータを自動受信してリアルタイムで再生するモード、着信ボタンを操
作したときに転送されたメールとメッセージデータを受信して再生するモードを有してい
る。このように種々の再生モードでメッセージデータやメールを再生することができる。
さらにまた、圧縮符号化データあるいは楽音データを所定回数ループさせたり、圧縮符号
化データに背景音を合成したり、楽音データに伴奏をアレンジしたりして種々のメッセー
ジデータの形態で転送することができる。
このように本発明では、メール以外のメッセージを伝達できる情報を転送することができ
ると共に、このような情報を受信した際には種々の再生モードで再生することができるよ
うになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の電話端末装置を携帯電話機に適用した際の実施の形態の構成例示す図
である。
【図２】　本発明の電話端末装置における音源をＰＣＭ音源とした際の音源構成の一例を
示す図である。
【図３】　本発明の電話端末装置におけるＲＡＭに格納されるデータを説明するための図
である。
【図４】　本発明の電話端末装置におけるオーサリングを行う構成を示すブロック図であ
る。
【図５】　本発明の電話端末装置における第１のオーサリング機能を示すフローチャート
である。
【図６】　本発明の電話端末装置におけるオーサリングが行われたデータを受信する受信
部の構成を示す機能ブロック図である。
【符号の説明】
１　携帯電話機、１ａ　アンテナ、１０　ＣＰＵ、１１　ＲＡＭ、１２　ＲＯＭ、１３　
送受信インターフェース、１４　ＤＥＣ／ＥＮＣ、１５　表示器、１６ユーザＩ／Ｆ、１
７　カードＩ／Ｆ、１８　ＰＣＭＤＥＣ／ＥＮＣ、１９　ＭＩＤＩインターフェース、２
０　バス、２１　シーケンサ、２２，３３　音源、２３　増幅器、２４　スピーカ、２５
　外部機器、２６　外部出力端子、３０　ＣＰＵ、３１　波形ＲＯＭ、３２　プログラム
ＲＯＭ、３３　音源ＬＳＩ、３４エフォクト用ＩＣ、３５　ＤＡＣ、３６　ＭＩＤＩＩ／
Ｆ、３７　バス、４０サンプリング部、４１　コントローラ、４２ａ　圧縮部、４２ｂ　
ＭＩＤＩ変換部、４３　オーサリング部、４４　出力部、５０　入力部、５１　シーケン
サ、５２　ＴＧ、５３　デコーダ、５４　加算器
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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