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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線によりデータの送受信を行なう送受信部と、
　使用者の通信相手先のデータおよび音声データを格納するデータ格納部と、
　前記音声データを再生する音声再生部と、を備え、
　前記送受信部は、定期的な通信時に、サーバ装置における前記通信相手先の音声データ
の登録を検知し、予め前記サーバ装置に登録されている前記通信相手先の音声データを取
得し、
　前記データ格納部は、前記取得した音声データを通信相手先に対応させて格納し、
　前記音声再生部は、前記送受信部が前記いずれか一つの通信相手先へ呼設定要求信号を
送信した後リングバックトーンを受信したときは、リングバックトーンに代えて前記通信
相手先に対応する音声データを前記データ格納部から読み出して再生し、
　前記通信相手先において応答が行なわれ応答信号を受信したときは、前記再生されてい
る音声データの再生を中止し、通話を開始することを特徴とする移動端末装置。
【請求項２】
　無線によりデータの送受信を行なう送受信部と、
　使用者の通信相手先のデータおよび音声データを格納するデータ格納部と、
　前記音声データを再生する音声再生部と、を備え、
　前記送受信部は、定期的な通信時に、サーバ装置における前記通信相手先の音声データ
の登録を検知し、予め前記サーバ装置に登録されている前記音声データを識別するデータ
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を取得し、
　前記データ格納部は、既に格納している複数の音声データから前記通信相手先の音声デ
ータを識別するデータに基づいていずれか一つの音声データを特定すると共に、特定した
音声データを前記通信相手先に対応させて格納し、
　前記音声再生部は、前記送受信部が前記いずれか一つの通信相手先へ呼設定要求信号を
送信した後リングバックトーンを受信したときは、リングバックトーンに代えて前記通信
相手先に対応する音声データを前記データ格納部から読み出して再生し、
　前記通信相手先において応答が行なわれ応答信号を受信したときは、前記再生されてい
る音声データの再生を中止し、通話を開始することを特徴とする移動端末装置。
【請求項３】
　無線によりデータの送受信を行なう送受信部と、
　使用者の通信相手先のデータおよび音声データを格納するデータ格納部と、
　前記音声データを再生する音声再生部と、を備え、
　前記送受信部は、定期的な通信時に、サーバ装置における前記通信相手先の音声データ
の登録を検知し、予め前記サーバ装置に登録されている前記通信相手先の音声データまた
は前記音声データを識別するデータを取得し、
　前記データ格納部は、前記取得した音声データを通信相手先に対応させて格納し、また
は既に格納している複数の音声データから前記通信相手先の音声データを識別するデータ
に基づいていずれか一つの音声データを特定すると共に、特定した音声データを前記通信
相手先に対応させて格納し、
　前記音声再生部は、前記送受信部が前記いずれか一つの通信相手先へ呼設定要求信号を
送信した後リングバックトーンを受信したときは、リングバックトーンに代えて、前記デ
ータ格納部に格納されている音声データのうち前記通信相手毎に対応付けられた音声デー
タまたは前記データ格納部に格納されている音声データからランダムに選出された音声デ
ータのいずれか一つを前記データ格納部から読み出して再生し、
　前記通信相手先において応答が行なわれ応答信号を受信したときは、前記再生されてい
る音声データの再生を中止し、通話を開始することを特徴とする移動端末装置。
【請求項４】
　請求項１または請求項２記載の移動端末装置と、
　前記移動端末装置の発信呼および着信呼を処理し、前記移動端末装置と音声データまた
はその音声データを識別するデータを送受信可能な無線チャネルを有する基地局と、
　前記音声データまたはその音声データを識別するデータを格納し、前記移動端末装置と
の定期的な通信時に前記音声データまたはその音声データを識別するデータを送信するサ
ーバ装置と、を備えることを特徴とする移動通信システム。
【請求項５】
　少なくともＩＰパケット網を備え、前記ＩＰパケット網を経由して前記音声データまた
は前記音声データを識別するデータが送受信されることを特徴とする請求項４記載の移動
通信システム。
【請求項６】
　移動端末装置のコンピュータにロードされることによって、
　データの送受信を行なう処理と、
　使用者の通信相手先のデータおよび音声データを格納する処理と、
　定期的な通信時に、サーバ装置における前記通信相手先の音声データの登録を検知し、
予めサーバ装置に登録されている前記通信相手先の音声データまたは前記音声データを識
別するデータを取得する処理と、
　前記取得した音声データを通信相手先に対応させて格納し、または既に格納している複
数の音声データから前記通信相手先の音声データを識別するデータに基づいていずれか一
つの音声データを特定すると共に、特定した音声データを前記通信相手先に対応させて格
納する処理と、
　前記いずれか一つの通信相手先へ呼設定要求信号を送信した後リングバックトーンを受
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信したときは、リングバックトーンに代えて前記通信相手先に対応する音声データを前記
データ格納部から読み出して再生し、
　前記通信相手先において応答が行なわれ、前記移動端末装置が応答信号を受信したとき
は、前記再生されている音声データの再生を中止し、通話を開始する処理と、を含む一連
の処理をコンピュータが実行し得る命令群として構成したことを特徴とする通信プログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使用者のプロファイルデータ等を通信相手先で閲覧または画像、文字、音声
データのダウンロードの可能な移動端末装置、移動通信システムおよび通信プログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、移動通信網において、特定の着信側電話機が電話着信呼を受信する場合、発信者
の画像データ等の発信者情報を提供する技術が知られている。すなわち、この技術では、
それぞれの移動端末装置が、各移動端末装置を識別するための画像データ等の発信者情報
をサービス制御局に登録する。そして、発信者情報が登録されている移動端末装置が他の
移動端末装置へ呼接続を要求した場合、発信側移動端末装置の管轄移動交換局において、
サービス制御局に発信者識別情報の検索を要請する。サービス制御局では、検索結果に応
じて登録されている画像データ等の発信者情報を移動交換局へ送信する。移動交換局は、
着信側移動端末装置のサービス基地局を介して呼び出し信号と発信者識別情報とを共に着
信側移動端末装置へ送信する。
【特許文献１】特開２００１－０７８２７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記の従来の技術では、単に発信者情報を通信相手先へ送信するに過ぎ
ないため、すべての通信相手先に同一の発信者情報が送信されることとなる。この手法で
は、通信相手先毎に異なる情報を提供したり、閲覧または画像、文字、音声データのダウ
ンロードの制限を設けたりすることはできない。近年、プライバシー保護が特に要求され
ていることから、この要求に対応できるシステムの構築が望まれている。
【０００４】
　一方、発信側がコールセットアップを行なって、リングバックトーンを鳴動させる際、
従来は、画一的な音声データが出力されていた。しかし、近年の消費者のニーズの多様化
に伴い、このリングバックトーンに代えて種々の音声データを出力可能とすることには多
様な用途が想定され、産業活性化の可能性を見出すことができる。
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、着信側移動端末装置へ提供す
る発信者のプロファイルデータに、発信者が閲覧または画像、文字、音声データのダウン
ロードの許可または不許可を設定することができる移動端末装置および移動通信システム
を提供することを目的とする。また、リングバックトーンの代わりに任意の音声データを
出力することができる移動端末装置、移動通信システムおよび通信プログラムを提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（１）また、本発明の移動端末装置は、無線によりデータの送受信を行なう送受信部と
、使用者の通信相手先のデータおよび音声データを格納するデータ格納部と、音声データ
を再生する音声再生部と、を備え、前記送受信部は、前記サーバ装置に登録されている前
記通信相手先の音声データまたは前記音声データを識別するデータを取得し、前記データ
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格納部は、前記取得した音声データを通信相手先に対応させて格納し、または既に格納し
ている複数の音声データから前記通信相手先の音声データを識別するデータに基づいてい
ずれか一つの音声データを特定すると共に、特定した音声データを前記通信相手先に対応
させて格納し、前記音声再生部は、前記送受信部が前記いずれか一つの通信相手先へ呼設
定要求信号を送信した後リングバックトーンを受信したときは、リングバックトーンに代
えて前記通信相手先に対応する音声データを前記データ格納部から読み出して再生するこ
とを特徴としている。
【０００７】
　このように、送受信部がいずれか一つの通信相手先へ呼設定要求信号を送信した後リン
グバックトーンを受信したときは、リングバックトーンに代えて通信相手先に対応する音
声データを再生するので、通信相手先が予め指定した音声データがリングバックトーンの
代わりに再生される。これにより、多様な音声データを再生することができる。すなわち
、特定の電話番号に電話をかけてきた相手に対してリングバックトーンの代わりに予め指
定した音声データを再生して聞かせるので、例えば、広告メッセージや、その特定の電話
番号に特有の音楽などを、電話をかけてきた相手に聞かせることが可能となる。なお、送
受信部は、サーバ装置に登録されている通信相手先の音声データそのものをダウンロード
することによって取得しても良いし、データ格納部に複数種類の音声データを予め格納し
ておいて、送受信部は音声データそのものではなく、サーバ装置に登録されている通信相
手先の音声データを識別するデータをダウンロード等により取得してもよい。後者の場合
、その音声データを識別するデータを取得したら、データ格納部に既に格納されている複
数の音声データからその通信相手先の音声データを識別するデータに基づいていずれか一
つの音声データを特定することとなる。
【０００８】
　（２）また、本発明の移動端末装置は、無線によりデータの送受信を行なう送受信部と
、使用者の通信相手先のデータおよび音声データを格納するデータ格納部と、前記音声デ
ータを再生する音声再生部と、前記通信相手先毎に音声データを対応付ける設定部と、を
備え、前記送受信部は、サーバ装置に格納されている音声データを取得し、前記データ格
納部は、前記取得した音声データを格納し、前記音声再生部は、前記送受信部が前記いず
れか一つの通信相手先へ呼設定要求信号を送信した後リングバックトーンを受信したとき
は、リングバックトーンに代えて、前記データ格納部に格納されている音声データのうち
前記通信相手毎に対応付けられた音声データまたは前記データ格納部に格納されている音
声データからランダムに選出された音声データのいずれか一つを前記データ格納部から読
み出して再生することを特徴としている。
【０００９】
　（３）また、本発明の移動通信システムは、上記の移動端末装置と、前記移動端末装置
の発信呼および着信呼を処理し、前記移動端末装置と前記プロファイルデータの全部また
は一部を送受信可能な無線チャネルを有する基地局と、音声データまたはその音声データ
を識別するデータを含む使用者のプロファイルデータを格納し、前記使用者の通信相手先
から前記音声データまたはその音声データを識別するデータの取得を要求する信号を受信
したときは、その通信相手先へ前記音声データまたはその音声データを識別するデータを
送信するサーバ装置と、を備えることを特徴としている。
【００１０】
　このように、送受信部がいずれか一つの通信相手先へ呼設定要求信号を送信した後リン
グバックトーンを受信したときは、リングバックトーンに代えて通信相手先に対応する音
声データを再生するので、通信相手先が予め指定した音声データがリングバックトーンの
代わりに再生される。これにより、多様な音声データを再生することができる。すなわち
、特定の電話番号に電話をかけてきた相手に対してリングバックトーンの代わりに予め指
定した音声データを再生して聞かせるので、例えば、広告メッセージや、その特定の電話
番号に特有の音楽などを、電話をかけてきた相手に聞かせることが可能となる。
【００１１】



(5) JP 4532537 B2 2010.8.25

10

20

30

40

50

　（４）また、本発明の移動通信システムは、少なくともＩＰパケット網を備え、前記Ｉ
Ｐパケット網を経由して前記使用者のプロファイルデータ、前記閲覧または画像、文字、
音声データのダウンロードの許可または不許可が設定された前記通信相手先のデータ、ま
たは前記音声データまたは前記音声データを識別するデータを含む使用者のプロファイル
データが送受信され、いずれかの前記移動端末装置が通信相手先へ呼設定要求信号を送信
した場合、前記呼設定要求信号と共に前記使用者のプロファイルデータが前記ＩＰパケッ
ト網を経由して前記移動端末装置へ送信され、または、いずれかの前記移動端末装置が通
信相手先へ呼設定要求信号を送信した場合、リングバックトーンに代えて前記音声データ
または前記音声データを識別するデータが前記ＩＰパケット網を経由して前記移動端末装
置へ送信されることを特徴としている。
【００１２】
　この構成により、音声通話網（回線交換網）とメール・Ｗｅｂ接続網（ＩＰパケット網
）との連携を容易に図ることが可能となる。また、携帯Ｖｏｉｐ等、音声通話がＩＰパケ
ット網で行なわれる場合においても、音声通話開始前に、プロファイルデータの受信・閲
覧が可能となるので、音声通話に関する信号情報とメール・Ｗｅｂに関する信号情報との
連携を効果的に行なうことが可能となる。
【００１３】
　（５）また、本発明の固定端末装置は、音声データを再生する音声再生部をさらに備え
、前記通信部は、前記サーバ装置に登録されている前記通信相手先の音声データまたは前
記音声データを識別するデータを取得し、前記データ格納部は、前記取得した音声データ
を通信相手先に対応させて格納し、または既に格納している複数の音声データから前記通
信相手先の音声データを識別するデータに基づいていずれか一つの音声データを特定する
と共に、特定した音声データを前記通信相手先に対応させて格納し、前記音声再生部は、
前記通信部が前記いずれか一つの通信相手先へ呼設定要求信号を送信した後リングバック
トーンを受信したときは、リングバックトーンに代えて前記通信相手先に対応する音声デ
ータを前記データ格納部から読み出して再生することを特徴としている。
【００１４】
　このように、通信部がいずれか一つの通信相手先へ呼設定要求信号を送信した後リング
バックトーンを受信したときは、リングバックトーンに代えて通信相手先に対応する音声
データを再生するので、通信相手先が予め指定した音声データがリングバックトーンの代
わりに再生される。これにより、多様な音声データを再生することができる。すなわち、
特定の電話番号に電話をかけてきた相手に対してリングバックトーンの代わりに予め指定
した音声データを再生して聞かせるので、例えば、広告メッセージや、その特定の電話番
号に特有の音楽などを、電話をかけてきた相手に聞かせることが可能となる。なお、通信
部は、サーバ装置に登録されている通信相手先の音声データそのものをダウンロードする
ことによって取得しても良いし、データ格納部に、複数種類の音声データを予め格納して
おいて、通信部は、音声データそのものではなく、サーバ装置に登録されている通信相手
先の音声データを識別するデータをダウンロード等により取得してもよい。この場合、そ
の音声データを識別するデータを取得したら、データ格納部に既に格納されている複数の
音声データからその通信相手先の音声データを識別するデータに基づいていずれか一つの
音声データを特定することとなる。
【００１５】
　（６）また、本発明の通信プログラムは、コンピュータにロードされることによって、
データの送受信を行なう処理と、使用者の通信相手先のデータおよび音声データを格納す
る処理と、サーバ装置に登録されている前記通信相手先の音声データまたは前記音声デー
タを識別するデータを取得する処理と、前記取得した音声データを通信相手先に対応させ
て格納し、または既に格納している複数の音声データから前記通信相手先の音声データを
識別するデータに基づいていずれか一つの音声データを特定すると共に、特定した音声デ
ータを前記通信相手先に対応させて格納する処理と、前記いずれか一つの通信相手先へ呼
設定要求信号を送信した後リングバックトーンを受信したときは、リングバックトーンに
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代えて前記通信相手先に対応する音声データを前記データ格納部から読み出して再生する
処理と、を含む一連の処理をコンピュータが実行し得る命令群として構成したことを特徴
としている。
【００１６】
　このように、いずれか一つの通信相手先へ呼設定要求信号を送信した後リングバックト
ーンを受信したときは、リングバックトーンに代えて通信相手先に対応する音声データを
再生するので、通信相手先が予め指定した音声データがリングバックトーンの代わりに再
生される。これにより、多様な音声データを再生することができる。すなわち、特定の電
話番号に電話をかけてきた相手に対してリングバックトーンの代わりに予め指定した音声
データを再生して聞かせるので、例えば、広告メッセージや、その特定の電話番号に特有
の音楽などを、電話をかけてきた相手に聞かせることが可能となる。なお、音声データに
ついては、サーバ装置に登録されている通信相手先の音声データそのものをダウンロード
することによって取得しても良いし、データ格納部に複数種類の音声データを予め格納し
ておいて、音声データそのものではなく、サーバ装置に登録されている通信相手先の音声
データを識別するデータをダウンロード等により取得してもよい。後者の場合、その音声
データを識別するデータを取得したら、データ格納部に既に格納されている複数の音声デ
ータからその通信相手先の音声データを識別するデータに基づいていずれか一つの音声デ
ータを特定することとなる。
【００１７】
　（Ｐ－１）上記の目的を達成するため、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわ
ち、本発明の移動端末装置は、無線によりデータの送受信を行なう送受信部と、画像デー
タまたは文字データの少なくとも一つを視認可能に表示する表示部と、使用者のプロファ
イルデータおよび前記使用者の通信相手先のデータを格納するデータ格納部と、前記使用
者のプロファイルデータの閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの許可また
は不許可を前記通信相手先のデータ毎に設定する設定部と、を備え、前記送受信部は、前
記使用者のプロファイルデータおよび前記閲覧または画像、文字、音声データのダウンロ
ードの許可または不許可が設定された前記通信相手先のデータをサーバ装置へ送信可能で
あることを特徴としている。
【００１８】
　このように、移動端末装置を使用する使用者のプロファイルデータの閲覧または画像、
文字、音声データのダウンロードの許可または不許可を通信相手先のデータ毎に設定して
これらのデータをサーバ装置へ送信可能であるので、通信相手先の端末装置がサーバ装置
へその使用者のプロファイルデータの閲覧または画像、文字、音声データのダウンロード
の要求をした場合、その使用者の意図に沿った閲覧または画像、文字、音声データのダウ
ンロードが可能となる。すなわち、閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの
許可が設定されている通信相手先にはその使用者のプロファイルデータの閲覧または画像
、文字、音声データのダウンロードがされ、閲覧または画像、文字、音声データのダウン
ロードの不許可が設定されている通信相手先にはその使用者のプロファイルデータは、閲
覧または画像、文字、音声データのダウンロードはされない。これにより、使用者が閲覧
または画像、文字、音声データのダウンロードの許可をした通信相手先のみに対してその
使用者のプロファイルデータが閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードがされ
るので、プライバシー保護に資することが可能となる。
【００１９】
　（Ｐ－２）また、本発明の移動端末装置は、前記設定部は、前記通信相手先のデータ毎
に、前記プロファイルデータの一部に対して閲覧または画像、文字、音声データのダウン
ロードの許可または不許可を設定することを特徴としている。
【００２０】
　このように、プロファイルデータの一部に対して閲覧または画像、文字、音声データの
ダウンロードの許可または不許可を設定するので、使用者が公開しても良いと考える情報
のみを通信相手先に閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードをさせることがで
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きる。例えば、第１の通信相手先にはその使用者の電話番号とＵＲＬを許可とし電子メー
ルアドレスは不許可とし、第２の通信相手先にはその使用者のＵＲＬのみを許可とする、
ということが可能となる。これにより、通信相手先に応じて閲覧または画像、文字、音声
データのダウンロードをすべき内容を選定することができる。
【００２１】
　（Ｐ－３）また、本発明の移動端末装置は、無線によりデータの送受信を行なう送受信
部と、画像データまたは文字データの少なくとも一つを視認可能に表示する表示部と、予
め付与されている自己識別データを格納するデータ格納部と、を備え、前記送受信部は、
着信を検出した場合、発信者情報に基づいて、その通信相手先のプロファイルデータの閲
覧または画像、文字、音声データのダウンロードを要求する信号を前記自己識別データと
共にサーバ装置へ送信することを特徴としている。
【００２２】
　このように、発信者情報に基づいて、その通信相手先のプロファイルデータの閲覧また
は画像、文字、音声データのダウンロードを要求する信号を自己識別データと共にサーバ
装置へ送信するので、サーバ装置では、その自己識別データに基づいてその通信相手先の
プロファイルデータの閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードを許可するかど
うかを容易に判定することが可能となる。
【００２３】
　このように、送受信部がいずれか一つの通信相手先へ呼設定要求信号を送信した後リン
グバックトーンを受信したときは、リングバックトーンに代えて音声データを再生するの
で、通信相手先が予め指定した音声データのみならず、その使用者が任意に設定した音楽
データや、ランダムに選定された音楽データがリングバックトーンの代わりに再生される
。これにより、多様な音声データを再生することができる。
【００２４】
　（Ｐ－６）また、本発明の移動通信システムは、上記のいずれかに記載の移動端末装置
と、前記移動端末装置の発信呼および着信呼を処理し、前記移動端末装置と前記プロファ
イルデータの全部または一部を送受信可能な無線チャネルを有する基地局と、使用者のプ
ロファイルデータおよび前記閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの許可ま
たは不許可が設定された前記通信相手先のプロファイルデータを格納し、前記使用者の通
信相手先から前記プロファイルデータの閲覧または画像、文字、音声データのダウンロー
ドを要求する信号を受信したときは、その通信相手先のデータから閲覧または画像、文字
、音声データのダウンロードの許可または不許可を判定し、その通信相手先に閲覧または
画像、文字、音声データのダウンロードの許可が設定されている場合は、その通信相手先
へ前記プロファイルデータの全部または一部を送信するサーバ装置と、を備えることを特
徴としている。
【００２５】
　このように、移動端末装置を使用する使用者のプロファイルデータの閲覧または画像、
文字、音声データのダウンロードの許可または不許可を通信相手先のデータ毎に設定して
これらのデータをサーバ装置へ送信可能であるので、通信相手先の端末装置がサーバ装置
へその使用者のプロファイルデータの閲覧または画像、文字、音声データのダウンロード
の要求をした場合、その使用者の意図に沿った閲覧または画像、文字、音声データのダウ
ンロードが可能となる。すなわち、閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの
許可が設定されている通信相手先にはその使用者のプロファイルデータが閲覧または画像
、文字、音声データのダウンロードがされ、閲覧または画像、文字、音声データのダウン
ロードの不許可が設定されている通信相手先にはその使用者のプロファイルデータは、閲
覧または画像、文字、音声データのダウンロードはこれにより、使用者が閲覧または画像
、文字、音声データのダウンロードの許可をした通信相手先のみに対してその使用者のプ
ロファイルデータが閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードがされるので、プ
ライバシー保護に資することが可能となる。
【００２６】
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　（Ｐ－９）また、本発明の固定端末装置は、有線によりデータの送受信を行なう通信部
と、画像データまたは文字データの少なくとも一つを視認可能に表示する表示部と、使用
者のプロファイルデータおよび前記使用者の通信相手先のデータを格納するデータ格納部
と、前記使用者のプロファイルデータの閲覧または画像、文字、音声データのダウンロー
ドの許可または不許可を前記通信相手先のデータ毎に設定する設定部と、を備え、前記通
信部は、前記使用者のプロファイルデータおよび前記閲覧または画像、文字、音声データ
のダウンロードの許可または不許可が設定された前記通信相手先のデータをサーバ装置へ
送信可能であることを特徴としている。
【００２７】
　このように、固定端末装置を使用する使用者のプロファイルデータの閲覧または画像、
文字、音声データのダウンロードの許可または不許可を通信相手先のデータ毎に設定して
これらのデータをサーバ装置へ送信可能であるので、通信相手先の端末装置がサーバ装置
へその使用者のプロファイルデータの閲覧または画像、文字、音声データのダウンロード
の要求をした場合、その使用者の意図に沿った閲覧または画像、文字、音声データのダウ
ンロードが可能となる。すなわち、閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの
許可が設定されている通信相手先にはその使用者のプロファイルデータが閲覧または画像
、文字、音声データのダウンロードがされ、閲覧または画像、文字、音声データのダウン
ロードの不許可が設定されている通信相手先にはその使用者のプロファイルデータは、閲
覧または画像、文字、音声データのダウンロードはされない。これにより、使用者が閲覧
または画像、文字、音声データのダウンロードの許可をした通信相手先のみに対してその
使用者のプロファイルデータが閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードがされ
るので、プライバシー保護に資することが可能となる。
【００２８】
　（Ｐ－１０）また、本発明の固定端末装置は、前記設定部は、前記通信相手先のデータ
毎に、前記プロファイルデータの一部に対して閲覧または画像、文字、音声データのダウ
ンロードの許可または不許可を設定することを特徴としている。
【００２９】
　このように、プロファイルデータの一部に対して閲覧または画像、文字、音声データの
ダウンロードの許可または不許可を設定するので、使用者が公開しても良いと考える情報
のみを通信相手先に閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードをさせることがで
きる。例えば、第１の通信相手先にはその使用者の電話番号とＵＲＬを許可とし電子メー
ルアドレスは不許可とし、第２の通信相手先にはその使用者のＵＲＬのみを許可とする、
ということが可能となる。これにより、通信相手先に応じて閲覧または画像、文字、音声
データのダウンロードをすべき内容を選定することができる。
【００３０】
　（Ｐ－１２）また、本発明の固定端末装置は、有線によりデータの送受信を行なう通信
部と、使用者の通信相手先のデータおよび音声データを格納するデータ格納部と、前記音
声データを再生する音声再生部と、前記通信相手先毎に音声データを対応付ける設定部と
、を備え、前記通信部は、サーバ装置に格納されている音声データを取得し、前記データ
格納部は、前記取得した音声データを格納し、前記音声再生部は、前記通信部が前記いず
れか一つの通信相手先へ呼設定要求信号を送信した後リングバックトーンを受信したとき
は、リングバックトーンに代えて、前記データ格納部に格納されている音声データのうち
前記通信相手毎に対応付けられた音声データまたは前記データ格納部に格納されている音
声データからランダムに選出された音声データのいずれか一つを前記データ格納部から読
み出して再生することを特徴としている。
【００３１】
　このように、通信部がいずれか一つの通信相手先へ呼設定要求信号を送信した後リング
バックトーンを受信したときは、リングバックトーンに代えて音声データを再生するので
、通信相手先が予め指定した音声データのみならず、その使用者が任意に設定した音楽デ
ータや、ランダムに選定された音楽データがリングバックトーンの代わりに再生される。
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これにより、多様な音声データを再生することができる。
【００３２】
　（Ｐ－１３）また、本発明の固定端末装置は、有線によりデータの送受信を行なう通信
部と、画像データまたは文字データの少なくとも一つを視認可能に表示する表示部と、予
め付与されている自己識別データを格納するデータ格納部と、を備え、前記通信部は、着
信を検出した場合、発信者情報に基づいて、その通信相手先のプロファイルデータの閲覧
または画像、文字、音声データのダウンロードを要求する信号を前記自己識別データと共
にサーバ装置へ送信することを特徴としている。
【００３３】
　このように、発信者情報に基づいて、その通信相手先のプロファイルデータの閲覧また
は画像、文字、音声データのダウンロードを要求する信号を自己識別データと共にサーバ
装置へ送信するので、サーバ装置では、その自己識別データに基づいてその通信相手先の
プロファイルデータの閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードを許可するかど
うかを容易に判定することが可能となる。
【００３４】
　（Ｐ－１４）また、本発明の通信プログラムは、コンピュータにロードされることによ
って、データの送受信を行なう処理と、画像データまたは文字データの少なくとも一つを
表示部に視認可能に表示する処理と、使用者のプロファイルデータおよび前記使用者の通
信相手先のデータを格納する処理と、前記使用者のプロファイルデータの閲覧または画像
、文字、音声データのダウンロードの許可または不許可を前記使用者の操作に基づいて前
記通信相手先のデータ毎に設定する処理と、前記使用者のプロファイルデータおよび前記
閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの許可または不許可が設定された前記
通信相手先のデータをサーバ装置へ送信する処理と、を含む一連の処理をコンピュータが
実行し得る命令群として構成したことを特徴としている。
【００３５】
　このように、移動端末装置または固定端末装置を使用する使用者のプロファイルデータ
の閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの許可または不許可を通信相手先の
データ毎に設定してこれらのデータをサーバ装置へ送信可能であるので、通信相手先の端
末装置がサーバ装置へその使用者のプロファイルデータの閲覧または画像、文字、音声デ
ータのダウンロードの要求をした場合、その使用者の意図に沿った閲覧または画像、文字
、音声データのダウンロードが可能となる。すなわち、閲覧または画像、文字、音声デー
タのダウンロードの許可が設定されている通信相手先にはその使用者のプロファイルデー
タが閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードがされ、閲覧または画像、文字、
音声データのダウンロードの不許可が設定されている通信相手先にはその使用者のプロフ
ァイルデータは、閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードはされない。これに
より、使用者が閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの許可をした通信相手
先のみに対してその使用者のプロファイルデータが閲覧または画像、文字、音声データの
ダウンロードがされるので、プライバシー保護に資することが可能となる。
【００３６】
　（Ｐ－１５）また、本発明の通信プログラムは、前記通信相手先のデータ毎に、前記プ
ロファイルデータの一部に対して閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの許
可または不許可を設定する処理をさらに含むことを特徴としている。
【００３７】
　このように、プロファイルデータの一部に対して閲覧または画像、文字、音声データの
ダウンロードの許可または不許可を設定するので、使用者が公開しても良いと考える情報
のみを通信相手先に閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードをさせることがで
きる。例えば、第１の通信相手先にはその使用者の電話番号とＵＲＬを許可とし電子メー
ルアドレスは不許可とし、第２の通信相手先にはその使用者のＵＲＬのみを許可とする、
ということが可能となる。これにより、通信相手先に応じて閲覧または画像、文字、音声
データのダウンロードのすべき内容を選定することができる。
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【００３８】
　（Ｐ－１７）また、本発明の通信プログラムは、コンピュータにロードされることによ
って、データの送受信を行なう処理と、使用者の通信相手先のデータおよび音声データを
格納する処理と、前記通信相手先毎に音声データを対応付ける処理と、サーバ装置に格納
されている音声データを取得して格納する処理と、前記いずれか一つの通信相手先へ呼設
定要求信号を送信した後リングバックトーンを受信したときは、リングバックトーンに代
えて、前記格納されている音声データのうち前記通信相手毎に対応付けられた音声データ
または前記データ格納部に格納されている音声データからランダムに選出された音声デー
タのいずれか一つを読み出して再生する処理と、を含む一連の処理をコンピュータが実行
し得る命令群として構成したことを特徴としている。
【００３９】
　このように、いずれか一つの通信相手先へ呼設定要求信号を送信した後リングバックト
ーンを受信したときは、リングバックトーンに代えて音声データを再生するので、通信相
手先が予め指定した音声データのみならず、その使用者が任意に設定した音楽データや、
ランダムに選定された音楽データがリングバックトーンの代わりに再生される。これによ
り、多様な音声データを再生することができる。
【発明の効果】
【００４０】
　以上説明したように、本発明によれば、移動端末装置を使用する使用者のプロファイル
データの閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの許可または不許可を通信相
手先のデータ毎に設定してこれらのデータをサーバ装置へ送信可能であるので、通信相手
先の端末装置がサーバ装置へその使用者のプロファイルデータの閲覧または画像、文字、
音声データのダウンロードの要求をした場合、その使用者の意図に沿った閲覧または画像
、文字、音声データのダウンロードが可能となる。すなわち、閲覧または画像、文字、音
声データのダウンロードの許可が設定されている通信相手先にはその使用者のプロファイ
ルデータが閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードがされ、閲覧または画像、
文字、音声データのダウンロードの不許可が設定されている通信相手先にはその使用者の
プロファイルデータは、閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードはされない。
これにより、使用者が閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの許可をした通
信相手先のみに対してその使用者のプロファイルデータが閲覧または画像、文字、音声デ
ータのダウンロードがされるので、プライバシー保護に資することが可能となる。
【００４１】
　また、プロファイルデータの一部に対して閲覧または画像、文字、音声データのダウン
ロードの許可または不許可を設定するので、使用者が公開しても良いと考える情報のみを
通信相手先に閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードをさせることができる。
例えば、第１の通信相手先にはその使用者の電話番号とＵＲＬを許可とし電子メールアド
レスは不許可とし、第２の通信相手先にはその使用者のＵＲＬのみを許可とする、という
ことが可能となる。これにより、通信相手先に応じて閲覧または画像、文字、音声データ
のダウンロードのすべき内容を選定することができる。
【００４２】
　また、送受信部がいずれか一つの通信相手先へ呼設定要求信号を送信した後リングバッ
クトーンを受信したときは、リングバックトーンに代えて通信相手先に対応する音声デー
タを再生するので、通信相手先が予め指定した音声データがリングバックトーンの代わり
に再生される。これにより、多様な音声データを再生することができる。すなわち、特定
の電話番号に電話をかけてきた相手に対してリングバックトーンの代わりに予め指定した
音声データを再生して聞かせるので、例えば、広告メッセージや、その特定の電話番号に
特有の音楽などを、電話をかけてきた相手に聞かせることが可能となる。
【００４３】
　また、音声通話網（回線交換網）とメール・Ｗｅｂ接続網（ＩＰパケット網）との連携
を容易に図ることが可能となる。また、携帯Ｖｏｉｐ等、音声通話がＩＰパケット網で行
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なわれる場合においても、音声通話開始前に、プロファイルデータの受信・閲覧が可能と
なるので、音声通話に関する信号情報とメール・Ｗｅｂに関する信号情報との連携を効果
的に行なうことが可能となる。
【００４４】
　また、発信者情報に基づいて、その通信相手先のプロファイルデータの閲覧または画像
、文字、音声データのダウンロードを要求する信号を自己識別データと共にサーバ装置へ
送信するので、サーバ装置では、その自己識別データに基づいてその通信相手先のプロフ
ァイルデータの閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードを許可するかどうかを
容易に判定することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　図１は、本実施の形態に係る移動通信装置としての携帯電話機の概略構成を示すブロッ
ク図である。携帯電話機１００において、送受信部１０１は、図示しないアンテナを備え
ており、無線によりデータの送受信を行なう。そして、一つの呼出チャネルを介して伝送
されるデータフレームを受信して発信者識別情報を検出し、そのデータフレームに含まれ
た着信側携帯電話機の識別情報が自己の識別情報と同一である場合、伝送データを受信し
てデータの種類別に出力する。また、このとき、受信した伝送データを元の音声信号、文
字信号、または画像信号になるよう各々復元する。
【００４６】
　表示部１０２は、画像データおよび文字データを使用者に対して視認可能に表示する。
この表示部１０２は、画像データまたは文字データの少なくとも一つを表示しても良いが
、本実施の形態では、両者を表示することが可能である。表示部１０２は、例えば、液晶
ディスプレイ（ＬＣＤ）や有機ＥＬディスプレイなどで構成される。データ格納部１０３
は、いわゆる不揮発性メモリとして、携帯電話機１００を使用する使用者のプロファイル
データおよびその使用者の通信相手先のデータを「アドレス帳」として格納する。設定部
１０４は、その使用者によるボタン操作に基づいて、上記メモリ領域内でその使用者のプ
ロファイルデータの閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの許可または不許
可を通信相手先のデータ毎に設定する。
【００４７】
　音声再生部１０５は、図示しないスピーカを備えており、復元された音声データまたは
データ格納部１０３に格納されている音声データを再生する。ここで、音声データとは、
可聴音を電子化したものであって、人の肉声のみならずあらゆる音源から発生した音を電
子データにしたものをいう。上記の各構成要素は、制御バスＬを介して接続され、相互に
データの送受信が可能である。なお、携帯電話機１００は、その他、使用者が操作するた
めの操作ボタン、電力を供給するバッテリ、外部と有線によりデータを送受信するための
インターフェイスなどを備えている。
【００４８】
　図２は、本実施の形態に係る移動通信システムの概略構成を示す図である。この移動通
信システムは、画像データおよび文字データを表示できる表示部を備えた複数の携帯電話
機１００ａ～１００ｎと、携帯電話機１００ａ～１００ｎに対する発信呼または着信呼を
処理し、各携帯電話機１００ａ～１００ｎに画像データまたは文字データを伝送できるよ
うに無線チャネルを準備している基地局１０６とを備えている。また、発信側携帯電話機
に対応するプロファイルデータを、ＩＰパケット網１０８を介していずれかの携帯電話機
１００ａ～１００ｎへ伝送するサーバ装置１１０と、を備えている。サーバ装置１１０は
、データを格納するデータベース１１０ａを備えている。また、基地局１０６は、一般の
有線電話網である電話網（公衆交換網）１０９に接続されている。なお、以上の説明では
、サーバ装置１１０は、ＩＰパケット網１０８に接続されている例を示したが、サーバ装
置１１０は、電話網１０９に接続されていても良い。
【００４９】
　携帯電話機１００ａ～１００ｎは、上記のように、画像データおよび文字データを視認
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可能に表示する表示部１０２と、音声データを出力するスピーカを有する音声再生部１０
５とを備える。サーバ装置１１０は、画像データ、文字データ、および音声データを携帯
電話機１００ａ～１００ｎの使用者毎に格納および管理することが可能である。従って、
発信側の携帯電話機が電話発信呼を伝送する場合、画像データのみを提供したり、画像デ
ータ、音声データまたは文字データのうち選択的に組み合われた発信者のプロファイルデ
ータを提供することもできる。
【００５０】
　現在、常用化されているコード分割多重接続（Ｃｏｄｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ：以下「ＣＤＭＡ」という。）方式のセルラー移動通信網では、一
周波数当たり６４のチャネルが割り当てられている。６４のチャネルのうち一つは、パイ
ロットチャネル、他の一つは同期チャネル、七つが呼出チャネル、そして、残りが通話チ
ャネルである。ここで、呼出チャネルはメッセージを通して基地局から携帯電話機へ情報
を伝達する。重要メッセージとしてシステム情報、呼出、命令、そして、チャネル割当な
どがある。
【００５１】
　この移動通信システムでは、基地局１０６で一つの呼出チャネルを用いて呼出信号と画
像データ、文字データ、または音声データを選択的に伝送することができ、二つの呼出チ
ャネルを用いて必要な情報を伝送することもできる。ここで、二つの呼出チャネルを使用
する場合、主呼出チャネルは呼出信号を伝送するためのものであり、予備呼出チャネルは
文字データ、画像データ、または音声データの少なくとも一つを伝送するためのものであ
る。画像データが予備呼出チャネルを介して伝送される場合、主呼出チャネルを介して伝
送される呼出信号に、画像データが予備呼出チャネルを介して伝送されることを知らせる
メッセージが含まれる。また、画像データは、移動通信網で提供される一つの通話チャネ
ルを介して着信側の携帯電話機へ伝送される通話データと共に伝送されるようにすること
ができる。そのとき画像データは通話データの一番前の部分で伝達されるのが好ましい。
【００５２】
　また、この移動通信システムでは、発信者のプロファイルデータのうち、画像データを
格納および伝送するために画像圧縮技術が用いられるが、画像データの解像度が一定の大
きさを有し、格納および伝送時、最小限のデータ量を有するように（例えば、６４×６４
ビット）画像の大きさを固定して使用することが可能である。また、他の方法として、元
の画像データを２００×２００ビット程の基準大きさに圧縮して伝送することにより、着
信側携帯電話機が有する表示部に合うように画像の大きさを変換することができる。
【００５３】
　サーバ装置１１０は、データベース１１０ａの他、ＩＰパケット網１０８を介して基地
局１０６とデータ通信を実行するためのデータ送受信部１１０ｂと、データ送受信部１１
０ｂの出力信号から特定の発信側携帯電話機の利用者を検出する発信者識別部１１０ｃと
を備えている。また、データ送受信部１１０ｂから提供される特定の携帯電話機の発信者
情報がデータベース１１０ａに格納されるように制御し、かつ格納した発信者情報を選択
的に出力させる制御部１１０ｄと、制御部１１０ｄの制御により選択的に出力される発信
者識別情報を入力して、データ送受信部１１０ｂに提供する発信側識別情報提供部１１０
ｅと、制御部１１０ｄの制御によって各携帯電話機の利用者をデータベース１１０ａに管
理する利用者管理部１１０ｆとを備えている。上記データベース１１０ａは、制御部１１
０ｄの制御によって画像データ、文字データまたは音声データを格納し、かつ格納した特
定のデータを出力する。
【００５４】
　次に、以上のように構成された本実施の形態に係る移動通信システムの動作について、
図３から図１０を参照して説明する。図３は、本実施の形態に係る移動通信システムの概
念を示す図である。発信者の携帯電話機１００は、予めＩＰパケット網２０１を介してサ
ーバ装置１１０に発信者のプロファイルデータとアドレス帳に存在する通信相手先のデー
タを送信する。これらのデータは、例えば、図４に示すようにテーブル化されている。す



(13) JP 4532537 B2 2010.8.25

10

20

30

40

50

なわち、発信者１のプロファイルデータとして、名前、電話番号、電子メールアドレスの
他、顔写真などの画像データ、発信者の住所や自己のプロフィールを表した文字データな
どが含まれる。また、アドレス帳に存在する通信相手先のデータとして、各通信相手先の
名前、電話番号、住所、電子メールアドレスなどの文字データや画像データが含まれる。
さらに、いわゆる「着メロ」や人の肉声によるメッセージなどの音声データをも含む。
【００５５】
　これらのアドレス帳に存在する通信相手先のデータには、発信者１の判断により、発信
者１のプロファイルデータの閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードを許可す
るか、または不許可とするかを設定することができる。閲覧または画像、文字、音声デー
タのダウンロードの許可欄Ａには、発信者１のアドレス帳に存在する通信相手先毎に、閲
覧または画像、文字、音声データのダウンロードの許可をする場合は「○」、閲覧または
画像、文字、音声データのダウンロードを不許可とする場合は「×」を設定する。発信者
１は、携帯電話機１００の各操作ボタンを操作することによってこれらの設定をすること
が可能である。図４においては、アドレス帳に存在する「○山○男」と「×川×子」には
発信者１のプロファイルデータの閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードが許
可されている。一方、「ＡＬＬ ＵＳＥＲ」に対しては、閲覧または画像、文字、音声デ
ータのダウンロードの不許可が設定されている。なお、「ＡＬＬ ＵＳＥＲ」とは、上記
アドレス帳に存在するデータのみならず、不特定の通信相手先を含む概念である。
【００５６】
　次に、発信者の携帯電話機１００において上記の設定動作を図５および図６に示すフロ
ーチャートを用いて説明する。図５は、アドレス帳に存在する各通信相手先を個々に呼び
出して設定する場合を示す。まず、呼び出す名前を設定し（ステップＳ１）、次に、該当
する名前を表示させる（ステップＳ２）。次に、閲覧または画像、文字、音声データのダ
ウンロードの許可をするかどうかを判断し、不許可とする場合は、該当する名前の閲覧ま
たは画像、文字、音声データのダウンロードのフラグをＯＦＦに設定して（ステップＳ４
）、終了する。この場合、アドレス帳の閲覧または画像、文字、音声データのダウンロー
ドの許可欄Ａには、「×」が表示される。一方、ステップＳ３において、閲覧または画像
、文字、音声データのダウンロードの許可をする場合は、該当する名前の閲覧または画像
、文字、音声データのダウンロードのフラグをＯＮに設定して（ステップＳ５）、終了す
る。この場合、アドレス帳の閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの許可欄
Ａには、「○」が表示される。
【００５７】
　一方、図６は、アドレス帳に存在する「ＡＬＬ ＵＳＥＲ」を呼び出す場合を示す。こ
こでは、すべての名前リストの閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの許可
または不許可のフラグを同一に設定する。図６において、「ＡＬＬ ＵＳＥＲ」の同一設
定を選択し（ステップＴ１）、閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの許可
をするかどうかを判断する（ステップＴ２）。閲覧または画像、文字、音声データのダウ
ンロードを不許可とする場合は、すべての名前に対して閲覧または画像、文字、音声デー
タのダウンロードのフラグをＯＦＦに設定して（ステップＴ３）、終了する。この場合、
アドレス帳の「ＡＬＬ ＵＳＥＲ」の閲覧または画像、文字、音声データのダウンロード
の許可欄Ａには、「×」が表示される。一方、ステップＴ２において、閲覧または画像、
文字、音声データのダウンロードの許可をする場合は、全名前に対して閲覧または画像、
文字、音声データのダウンロードのフラグをＯＮに設定して（ステップＴ４）、終了する
。この場合、この場合、アドレス帳の「ＡＬＬ ＵＳＥＲ」の閲覧または画像、文字、音
声データのダウンロードの許可欄Ａには、「○」が表示される。
【００５８】
　なお、上記の設定の際に、通信相手先のデータ毎に、プロファイルデータの一部に対し
て閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの許可または不許可を設定すること
も可能である。例えば、着信者が「○山○男」である場合は、プロファイルデータのうち
、電話番号と電子メールアドレスのみを閲覧または画像、文字、音声データのダウンロー
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ドを許可とし、「×川×子」である場合は、プロファイルデータのうち、顔写真（画像デ
ータ）と電子メールアドレスを閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの許可
とすることができる。また、「ＡＬＬ ＵＳＥＲ」に対する設定と、個別の通信先相手の
設定との優先順位を設定することも可能である。例えば、「○山○男」には閲覧または画
像、文字、音声データのダウンロードを不許可とし、「ＡＬＬ ＵＳＥＲ」に対しては許
可とする場合には、「○山○男」を除く「ＡＬＬ ＵＳＥＲ」に対して許可とすることが
できる。
【００５９】
　このように、プロファイルデータの一部に対して閲覧または画像、文字、音声データの
ダウンロードの許可または不許可を設定するので、使用者（発信者）が公開しても良いと
考える情報のみを通信相手先（着信者）に閲覧または画像、文字、音声データのダウンロ
ードをさせることができる。これにより、通信相手先に応じて閲覧または画像、文字、音
声データのダウンロードのすべき内容を選定することができる。
【００６０】
　以上のように、発信者の携帯電話機１００において、アドレス帳の各通信相手先に発信
者のプロファイルデータの閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの許可また
は不許可が設定されると、携帯電話機１００は、サーバ装置１１０に対してプロファイル
データおよびアドレス帳のデータを送信する。サーバ装置１１０は、受信したこれらのデ
ータを処理し、データベース１１０ａに格納する。
【００６１】
　次に、図３において、発信者が携帯電話機１００から電話網２００を介して着信者の携
帯電話機１２０に対してコールセットアップを行なったとする。着信者の携帯電話機１２
０には、発信者番号が通知される。着信者の携帯電話機１２０は、発信者番号に基づいて
、サーバ装置１１０に対して、発信者のプロファイルデータの閲覧または画像、文字、音
声データのダウンロードを要求する。この閲覧または画像、文字、音声データのダウンロ
ードの要求の動作を図７に示す。図７では、呼設定が電話網（固定電話網、移動電話網）
にて行なわれる場合、通話終了後に着信者が発信者のプロファイルデータを取得する場合
を示している。着信者側端末（着信者の携帯電話機１２０）は、発信者ＩＤおよび着信者
ＩＤを同時にサーバ装置１１０へ送信して発信者のプロファイルデータの取得要求を行な
う（ステップＲ１）。サーバ装置１１０は、着信者側端末から発信者のプロファイルデー
タの取得要求を受信すると、データベース１１０ａに対して、発信者のＩＤ（例えば、画
像データ、音声データ、電話番号、電子メールアドレス、ＵＲＬ、住所等）に基づいて、
該当する発信者のプロファイルデータの取得要求を行なう（ステップＲ２）。データベー
ス１１０ａは、その着信者側端末に閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの
許可が設定されている場合は、発信者のプロファイルデータをサーバ装置１１０に送信す
る。一方、その着信者側端末に閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの不許
可が設定されている場合は、要求拒否を示すデータをサーバ装置１１０に送信する。サー
バ装置１１０は、閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードが許可とされている
場合は、その発信者のプロファイルデータを着信者側端末に送信し、一方、閲覧または画
像、文字、音声データのダウンロードが不許可とされている場合は、閲覧または画像、文
字、音声データのダウンロードの拒否を示すデータを着信側端末へ送信する。
【００６２】
　着信側端末では、その発信者のプロファイルデータを受信したときは、そのデータが表
示部に表示される。また、閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの拒否を示
すデータを受信したときは、閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードが拒否さ
れたことを表示する。
【００６３】
　一方、呼設定がＩＰパケット網において行なわれ（例えば、Ｖｏｉｐ等）、通話開始前
に発信者のプロファイルデータを取得し着信者の携帯電話機にそのデータを表示する場合
を説明する。上記と同様に、図３において、発信者が携帯電話機１００から電話網２００
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を介して着信者の携帯電話機１２０に対してコールセットアップを行なったとする。着信
者の携帯電話機１２０には、発信者番号が通知される。着信者の携帯電話機１２０は、発
信者番号に基づいて、ＩＰパケット網２０１を介してサーバ装置１１０に対して、発信者
のプロファイルデータの閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードを要求する。
この閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの要求の動作を図８に示す。
【００６４】
　図８において、着信者側端末（着信者の携帯電話機１２０）は、該当する発信者の電話
番号、電子メールアドレス、ＵＲＬ、住所等と要求元ＩＤ、すなわち、着信者側の電話番
号、電子メールアドレス、ＵＲＬ、住所等を同時にサーバ装置１１０へ送信して、発信者
のプロファイルデータの取得要求を行なう（ステップＰ１）。次に、サーバ装置１１０は
、データベース１１０ａを参照して、該当する発信者のデータテーブルを検索する（ステ
ップＰ２）。そして、サーバ装置１１０は、要求元（着信側ＩＤ）には発信者のプロファ
イルデータの閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの許可が設定されている
かどうかを判断する（ステップＰ３）。このとき、「ＡＬＬ ＵＳＥＲ」に閲覧または画
像、文字、音声データのダウンロードの許可が設定されている場合は、このステップＰ３
における判断はすべて「ＹＥＳ」となる。
【００６５】
　サーバ装置１１は、ステップＰ３において、その要求元（着信側ＩＤ）が閲覧または画
像、文字、音声データのダウンロードが不許可である場合は、要求拒否を示すデータを送
信し（ステップＰ４）、着信側端末は閲覧または画像、文字、音声データのダウンロード
が拒否された旨のデータを受信して、その表示がなされる（ステップＰ５）。一方、サー
バ装置１１０は、ステップＰ３において、その要求元（着信側ＩＤ）が、閲覧または画像
、文字、音声データのダウンロードが許可である場合は、該当する発信者のプロファイル
データを送信し（ステップＰ６）、着信側端末では、該当する発信者プロファイルデータ
を受信し、表示部にそのデータが表示され、またはデータ格納部にそのデータが格納され
る（ステップＰ７）。
【００６６】
　なお、着信側端末は、メモリ内に予め付与されている自己識別データを格納しておき、
着信を検出した場合、発信者情報に基づいて、その通信相手先のプロファイルデータの閲
覧または画像、文字、音声データのダウンロードを要求する信号を自己識別データと共に
サーバ装置へ送信してもよい。このように、発信者情報に基づいて、その通信相手先のプ
ロファイルデータの閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードを要求する信号を
自己識別データと共にサーバ装置へ送信することによって、サーバ装置では、その自己識
別データに基づいてその通信相手先のプロファイルデータの閲覧または画像、文字、音声
データのダウンロードを許可するかどうかを容易に判定することが可能となる。
【００６７】
　以上のように、発信者のプロファイルデータを、ＩＰパケット網を介して送受信するこ
とによって、音声通話網（回線交換網）とメール・Ｗｅｂ接続網（ＩＰパケット網）との
連携を容易に図ることが可能となる。また、携帯Ｖｏｉｐ等、音声通話がＩＰパケット網
で行なわれる場合においても、音声通話に関する信号情報とメール・Ｗｅｂに関する信号
情報との連携を効果的に行なうことが可能となる。
【００６８】
　なお、発信者のプロファイルデータに画像データが含まれている場合は、その画像デー
タを送受信する際に、圧縮して行なうことが好ましい。すなわち、一般に、停止映像の標
準化圧縮方式は既存のＪＰＥＧまたは現在進行中のＪＰＥＧ－２０００がある。既存のＪ
ＰＥＧはＤＣＴ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｃｏｓｉｎｅ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）を使用して２
次元映像を変換させた後、量子化過程を経て圧縮効率を増加させている。しかし、この方
式は変換領域に順方向、逆方向への変換過程が必要となる短所がある。一方、ＪＰＥＧ－
２０００ではウェーブレット（ｗａｖｅｌｅｔ）技法を用いた方式が標準化方式となる可
能性が多く、計算量が既存のＪＰＥＧ方式より多い。ＪＰＥＧ方式の圧縮率は略２０－８
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０：１程度であり、ウェーブレットを用いたＪＰＥＧ－２０００は１００：１程度に圧縮
することができる。
【００６９】
　携帯電話機の使用者を識別可能であり、かつ、計算量を最大限減らせる方式としてはＤ
Ｍ（Ｄｅｌｔａ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ， 略４：１の圧縮率）、ＤＰＣＭ（Ｄｉｆｆｅ
ｒｅｎｔｉａｌ Ｐｕｌｓｅ Ｃｏｄｉｎｇ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ，略６：１の圧縮率）
、またはＡＤＰＣＭ（Ａｄａｐｔｉｖｅ Ｐｕｌｓｅ Ｃｏｄｉｎｇ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏ
ｎ， 略８：１の圧縮率）などを考えることができる。このような方式を使用する場合は
その階層的構造のため、雑音などによるエラーに強いロバスト（ｒｏｂｕｓｔ）処理を共
に考慮する必要がある。
【００７０】
　本実施の形態では、画像データは６４×６４ビットの元の画像を圧縮して伝送すること
もでき、２００ビット×２００ビットのより大きな元の画像を圧縮して伝送することもで
きる。２００ビット×２００ビットの画像を圧縮して伝送した場合は、受信した画像の大
きさを表示部のディスプレイサイズに合致するように修正することができる。
【００７１】
　以上のように、本発明の実施の形態によれば、携帯電話機１００を使用する使用者のプ
ロファイルデータの閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの許可または不許
可を通信相手先のデータ毎に設定してこれらのデータをサーバ装置１１０へ送信可能であ
るので、通信相手先の携帯電話機がサーバ装置１１０へその使用者のプロファイルデータ
の閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの要求をした場合、その使用者の意
図に沿った閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードが可能となる。すなわち、
閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの許可が設定されている通信相手先に
はその使用者のプロファイルデータが閲覧または画像、文字、音声データのダウンロード
がされ、閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの不許可が設定されている通
信相手先にはその使用者のプロファイルデータは、閲覧または画像、文字、音声データの
ダウンロードはされない。これにより、使用者が閲覧または画像、文字、音声データのダ
ウンロードの許可をした通信相手先のみに対してその使用者のプロファイルデータが閲覧
または画像、文字、音声データのダウンロードがされるので、プライバシー保護に資する
ことが可能となる。
【００７２】
　次に、本発明の他の形態について説明する。本発明の他の形態では、電話をかけてきた
相手にリングバックトーンの代わりに着信者が選択した音声データを聞かせる。すなわち
、図９に示すように、着信者の携帯電話機１２０は、予めサーバ装置１１０に対して、電
話をかけてきた相手毎に音声データを登録しておく。または、すべての相手に対して同一
の音声データを登録し、同一の音声データを再生するようにしてもよい。音声データは、
着信者の肉声をそのまま録音したものでも良いし、音楽を録音したものでも良い。また、
動物の鳴き声やエフェクト音などを録音したものでも良い。発信者の携帯電話機１００は
、位置登録等のために定期的に基地局と通信をしているので、着信者が音声データをサー
バ装置１１０に登録したことを検知することができる。発信者の携帯電話機１００は、着
信者が音声データをサーバ装置１１０に登録したことを検知すると、予め着信者が指定し
た音声データをサーバ装置１１０からダウンロードしてデータ格納部に格納しておく。こ
のとき、発信者の携帯電話機１００に複数種類の音声データが格納されており、着信者が
指定した音声データがその携帯電話機１００内に存在している場合は、着信者が指定した
音声データを識別する識別データのみをダウンロードしてもよい。
【００７３】
　次に、発信者が携帯電話機１００から着信者の携帯電話機１２０に対してコールセット
アップを行うと、電話網２００から携帯電話機１００に対してリングバックトーンが送信
されてくる。携帯電話機１００は、リングバックトーンを受信すると、そのリングバック
トーンの代わりに、着信者が指定した音声データを再生する。



(17) JP 4532537 B2 2010.8.25

10

20

30

40

50

【００７４】
　この動作を、図１０を参照して説明する。まず、発端末（発信者の携帯電話機１００）
は、発側交換機へ呼設定を要求する（ステップＱ１）。発側交換機は、着側交換機に対し
て呼設定を要求する（ステップＱ２）。着側交換機は、発側交換機から呼設定を要求され
ると、着端末（着信者の携帯電話機１２０）に対して呼設定を要求する（ステップＱ３）
と共に、発側交換機に対してリングバックトーン（呼び出し音）を発信する。このリング
バックトーンは、発側交換機を経由して発側端末へ送信される。
【００７５】
　発側端末では、リングバックトーンを受信すると、そのリングバックトーンの代わりに
、記憶装置としてのデータ格納部１０３に予め格納されている「その着信者が指定した音
声データ（いわゆる「着メロ」など）」を読み出して、スピーカを有する音声再生部１０
５がその音声データを再生する（ステップＱ５）。
【００７６】
　着側端末において、応答が行なわれると、応答信号が着側交換機へ送信され（ステップ
Ｑ６）、さらに発側交換機へ送信され（ステップＱ７）、発側端末に到達する（ステップ
Ｑ８）。発信者が応答すると、発側端末は音声データの再生を中止し、通話が開始される
（ステップＱ８）。
【００７７】
　このように、発信者の携帯電話機１００がいずれか一つの通信相手先へ呼設定要求信号
を送信した後リングバックトーンを受信したときは、リングバックトーンに代えて通信相
手先に対応する音声データを再生するので、通信相手先が予め指定した音声データがリン
グバックトーンの代わりに再生される。これにより、多様な音声データを再生することが
できる。すなわち、特定の電話番号に電話をかけてきた相手に対してリングバックトーン
の代わりに予め指定した音声データを再生して聞かせるので、例えば、広告メッセージや
、その特定の電話番号に特有の音楽などを、電話をかけてきた相手に聞かせることが可能
となる。なお、携帯電話機１００の送受信部は、サーバ装置１１０（データベース１１０
ａ）に登録されている通信相手先の音声データそのものをダウンロードすることによって
取得することとなる。また、上記のように、携帯電話機１００に複数種類の音声データが
存在し、着信者が指定する音声データも予め存在する場合は、着信者が指定する音声デー
タを識別するデータのみをダウンロードすればよい。
【００７８】
　なお、リングバックトーンを受信したときに、携帯電話機１００の使用者が任意に指定
した音声データをリングバックトーンに代えて再生してもよい。これにより、通信相手先
が予め指定した音声データのみならず、その使用者が任意に設定した音楽データや、ラン
ダムに選定された音楽データがリングバックトーンの代わりに再生される。これにより、
多様な音声データを再生することができる。
【００７９】
　また、以上の説明では、移動端末装置の場合を示したが、固定端末装置であっても当然
に適用することが可能である。
【００８０】
　以上のような本発明の特徴的な動作は、コンピュータを備えた移動端末装置または固定
端末装置において通信プログラムを実行させることにより行われる。すなわち、この通信
プログラムは、コンピュータにロードされることによって、データの送受信を行なう処理
と、画像データまたは文字データの少なくとも一つを表示部に視認可能に表示する処理と
、使用者のプロファイルデータおよび前記使用者の通信相手先のデータを格納する処理と
、前記使用者のプロファイルデータの閲覧または画像、文字、音声データのダウンロード
の許可または不許可を前記使用者の操作に基づいて前記通信相手先のデータ毎に設定する
処理と、前記使用者のプロファイルデータおよび前記閲覧または画像、文字、音声データ
のダウンロードの許可または不許可が設定された前記通信相手先のデータをサーバ装置へ
送信する処理と、を含む一連の処理をコンピュータが実行し得る命令群として構成したこ
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とを特徴としている。
【００８１】
　このように、移動端末装置または固定端末装置を使用する使用者のプロファイルデータ
の閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの許可または不許可を通信相手先の
データ毎に設定してこれらのデータをサーバ装置へ送信可能であるので、通信相手先の端
末装置がサーバ装置へその使用者のプロファイルデータの閲覧または画像、文字、音声デ
ータのダウンロードの要求をした場合、その使用者の意図に沿った閲覧または画像、文字
、音声データのダウンロードが可能となる。すなわち、閲覧または画像、文字、音声デー
タのダウンロードの許可が設定されている通信相手先にはその使用者のプロファイルデー
タが閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードがされ、閲覧または画像、文字、
音声データのダウンロードの不許可が設定されている通信相手先にはその使用者のプロフ
ァイルデータは、閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードはされない。これに
より、使用者が閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの許可をした通信相手
先のみに対してその使用者のプロファイルデータが閲覧または画像、文字、音声データの
ダウンロードがされるので、プライバシー保護に資することが可能となる。
【００８２】
　また、本発明の通信プログラムは、前記通信相手先のデータ毎に、前記プロファイルデ
ータの一部に対して閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードの許可または不許
可を設定する処理をさらに含むことを特徴としている。
【００８３】
　このように、プロファイルデータの一部に対して閲覧または画像、文字、音声データの
ダウンロードの許可または不許可を設定するので、使用者が公開しても良いと考える情報
のみを通信相手先に閲覧または画像、文字、音声データのダウンロードをさせることがで
きる。例えば、第１の通信相手先にはその使用者の電話番号とＵＲＬを許可とし電子メー
ルアドレスは不許可とし、第２の通信相手先にはその使用者のＵＲＬのみを許可とする、
ということが可能となる。これにより、通信相手先に応じて閲覧または画像、文字、音声
データのダウンロードのすべき内容を選定することができる。
【００８４】
　また、本発明の通信プログラムは、コンピュータにロードされることによって、データ
の送受信を行なう処理と、使用者の通信相手先のデータおよび音声データを格納する処理
と、サーバ装置に登録されている前記通信相手先の音声データまたは前記音声データを識
別するデータを取得する処理と、前記取得した音声データを通信相手先に対応させて格納
し、または既に格納している複数の音声データから前記通信相手先の音声データを識別す
るデータに基づいていずれか一つの音声データを特定すると共に、特定した音声データを
前記通信相手先に対応させて格納する処理と、前記いずれか一つの通信相手先へ呼設定要
求信号を送信した後リングバックトーンを受信したときは、リングバックトーンに代えて
前記通信相手先に対応する音声データを前記データ格納部から読み出して再生する処理と
、を含む一連の処理をコンピュータが実行し得る命令群として構成したことを特徴として
いる。
【００８５】
　このように、いずれか一つの通信相手先へ呼設定要求信号を送信した後リングバックト
ーンを受信したときは、リングバックトーンに代えて通信相手先に対応する音声データを
再生するので、通信相手先が予め指定した音声データがリングバックトーンの代わりに再
生される。これにより、多様な音声データを再生することができる。すなわち、特定の電
話番号に電話をかけてきた相手に対してリングバックトーンの代わりに予め指定した音声
データを再生して聞かせるので、例えば、広告メッセージや、その特定の電話番号に特有
の音楽などを、電話をかけてきた相手に聞かせることが可能となる。なお、音声データに
ついては、サーバ装置に登録されている通信相手先の音声データそのものをダウンロード
することによって取得しても良いし、データ格納部に複数種類の音声データを予め格納し
ておいて、音声データそのものではなく、サーバ装置に登録されている通信相手先の音声
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データを識別するデータをダウンロード等により取得してもよい。後者の場合、その音声
データを識別するデータを取得したら、データ格納部に既に格納されている複数の音声デ
ータからその通信相手先の音声データを識別するデータに基づいていずれか一つの音声デ
ータを特定することとなる。
【００８６】
　また、本発明の通信プログラムは、コンピュータにロードされることによって、データ
の送受信を行なう処理と、使用者の通信相手先のデータおよび音声データを格納する処理
と、前記通信相手先毎に音声データを対応付ける処理と、サーバ装置に格納されている音
声データを取得して格納する処理と、前記いずれか一つの通信相手先へ呼設定要求信号を
送信した後リングバックトーンを受信したときは、リングバックトーンに代えて、前記格
納されている音声データのうち前記通信相手毎に対応付けられた音声データまたは前記デ
ータ格納部に格納されている音声データからランダムに選出された音声データのいずれか
一つを読み出して再生する処理と、を含む一連の処理をコンピュータが実行し得る命令群
として構成したことを特徴としている。
【００８７】
　このように、いずれか一つの通信相手先へ呼設定要求信号を送信した後リングバックト
ーンを受信したときは、リングバックトーンに代えて音声データを再生するので、通信相
手先が予め指定した音声データのみならず、その使用者が任意に設定した音楽データや、
ランダムに選定された音楽データがリングバックトーンの代わりに再生される。これによ
り、多様な音声データを再生することができる。
【００８８】
　なお、以上説明したプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ等の記録媒体に記録された状
態で入手することができる。また、このようなプログラムは、ネットワークを構成する公
衆電話回線、専用電話回線、ケーブルテレビ回線、無線通信回線等により構成される通信
網等の伝達媒体を介して、送信装置であるコンピュータにより送信された信号を受信する
ことで入手することもできる。この信号は、プログラムを含む所定の搬送波に具現化され
たコンピュータデータ信号である。この送信の際、伝達媒体中には上記プログラムを構成
するすべてのデータが、一時に伝送媒体上に存在している必要はない。また、上記コンピ
ュータからプログラムを送信する送信方法には、プログラムを構成するデータを連続的に
送信する場合も、断続的に送信する場合も含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００８９】
【図１】本実施の形態に係る移動通信装置としての携帯電話機の概略構成を示すブロック
図である。
【図２】本実施の形態に係る移動通信システムの概略構成を示す図である。
【図３】本実施の形態に係る移動通信システムの概念を示す図である。
【図４】発信者のプロファイルデータとアドレス帳を示す図である。
【図５】アドレス帳に存在する各通信相手先を個々に呼び出して閲覧または画像、文字、
音声データのダウンロードの許可または不許可を設定する動作を示すフローチャートであ
る。
【図６】アドレス帳に存在するすべての通信相手先に一括して閲覧または画像、文字、音
声データのダウンロードの許可または不許可を設定する動作を示すフローチャートである
。
【図７】呼設定が電話網（固定電話網、移動電話網）にて行なわれる場合、通話終了後に
着信者が発信者のプロファイルデータを取得する場合を示すシーケンスチャートである。
【図８】呼設定がＩＰパケット網において行なわれ、通話開始前に発信者のプロファイル
データを取得し着信者の携帯電話機にそのデータを表示する場合を示すフローチャートで
ある。
【図９】本実施の形態に係る移動通信システムの概念を示す図である。
【図１０】発信者の携帯電話機がリングバックトーンを受信したときに、リングバックト
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ーンの代わりに音声データを再生する様子を示すシーケンスチャートである。
【符号の説明】
【００９０】
　１００…携帯電話機、１００ａ～１００ｎ…携帯電話機、１０１…送受信部、１０２…
表示部、１０３…データ格納部、１０４…設定部、１０５…音声再生部、１０６…基地局
、１０８…ＩＰパケット網、１１０…サーバ装置、１１０ａ…データベース、１１０ｂ…
データ送受信部、１１０ｃ…発信者識別部、１１０ｄ…制御部、１１０ｅ…発信側識別情
報提供部、１１０ｆ…利用者管理部、１２０…携帯電話機、２００…電話網、２０１…Ｉ
Ｐパケット網

【図１】

【図２】

【図３】
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