
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信端末装置において所定の事象の発生をユーザに報知するための報知音として設定す
る楽曲に対応した楽曲データをサーバ装置から前記通信端末装置に配信するデータ配信シ
ステムであって、
　前記サーバ装置は、
　複数の前記楽曲データと

するための選択データとを含むデータファイルが格納される格納手段
と、
　前記通信端末装置から送信されるリクエストメッセージに応じて前記データファイルを
配信する配信手段と、を備え、
　前記通信端末装置は、前記リクエストメッセージを送信する一方、前記配信されたデー
タファイルを受信する通信手段と、
　前記データファイルを記録する記録手段と、
　前記選択データに基づきユーザが選択した楽曲データを前記データファイルから抽出し
て、当該楽曲データに対応する楽曲を前記報知音として設定する設定手段と、
　前記事象が発生した場合に前記設定された楽曲に対応する楽曲データに基づき前記報知
音を拡声する報知手段と、を備える、
　ことを特徴とするデータ配信システム。
【請求項２】
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　前記通信端末装置において報知手段は、他の装置からの要求に応じた事象の発生時に、
前記設定された楽曲に対応する楽曲データに基づき前記報知音を拡声することを特徴とす
る請求項１に記載のデータ配信システム。
【請求項３】
　前記通信端末装置において、
　前記記録手段は、前記データファイルを格納するための領域であって前記設定手段から
のみアクセス可能な第１記録領域と、前記報知音として設定された楽曲に対応する楽曲デ
ータが記録される記録領域であって前記設定手段からのアクセスが禁止される第２記憶領
域と、前記第２記録領域にアクセス可能なアクセス手段と、を備え、
　前記設定手段は、前記第１記録領域から前記データファイルを読み出してユーザが選択
した楽曲データを当該データファイルから抽出する抽出手段と、前記アクセス手段を介し
て前記抽出手段によって抽出された前記楽曲データを前記第２記録領域に記録させる制御
手段と、を備え、
　前記着信報知手段は、前記第２記録領域に記録された前記楽曲データに基づいて前記報
知音を拡声することを特徴とする請求項１に記載のデータ配信システム。
【請求項４】
　前記サーバ装置は、
　前記データファイルと一対一に対応付けられたアプリケーションが格納されるアプリケ
ーション格納手段を更に有し、
　前記サーバ装置において前記配信手段は、前記リクエストメッセージに応じて前記アプ
リケーションを前記通信端末装置に配信すると共に、当該アプリケーションに対応する前
記データファイルを配信し、
　前記通信端末装置において前記設定手段は、前記配信されたアプリケーションを実行す
ることにより、前記データファイルに含まれる複数の楽曲データに対応した楽曲の少なく
とも一つを前記報知音として設定する
　ことを特徴とする請求項１に記載のデータ配信システム。
【請求項５】
　前記データファイルは、当該データファイル内に含まれている各楽曲データに対応した
楽曲に関連する画像データ或いはテキストデータの少なくとも何れか一方のデータが当該
楽曲データと対応付けて記述されており、
　前記通信端末装置は、前記選択データに基づくユーザの指示に応じて前記画像データ或
いはテキストデータの少なくとも何れか一方を抽出し、表示装置に表示させる表示制御手
段を更に備えることを特徴とする請求項１乃至４の何れか一項に記載のデータ配信システ
ム。
【請求項６】
　前記通信端末装置は、
　前記選択データに基づいてユーザが選択した楽曲に対応する楽曲データを抽出し、当該
抽出された楽曲データに基づき当該楽曲に対応する音声を拡声することにより、前記報知
音として設定すべき楽曲を試聴させる試聴手段を更に備えることを特徴とする請求項１乃
至５の何れか一項に記載のデータ配信システム。
【請求項７】
　前記データファイルには、各楽曲の最もメインとなるフレーズ部分のみに対応した第１
楽曲データと、全フレーズに対応した第２楽曲データの双方が含まれており、
　前記報知手段は、前記第１楽曲データに基づき前記報知音を拡声する一方、
　前記試聴手段は、前記第２楽曲データに基づき当該楽曲に対応する音声を拡声すること
を特徴とする請求項６に記載のデータ配信システム。
【請求項８】
　通信端末装置において所定の事象の発生をユーザに報知するための報知音として設定す
る楽曲に対応した楽曲データを前記通信端末装置に配信するサーバ装置であって、
　複数の前記楽曲データと

10

20

30

40

50

(2) JP 3971424 B2 2007.9.5

当該各楽曲データに対応する楽曲を前記通信端末装置にて報知



するための選択データとを含むデータファイルが格納される格納手段
と、
　前記通信端末装置から送信されるリクエストメッセージに応じて前記データファイルを
配信する配信手段と、
　を備えることを特徴とするサーバ装置。
【請求項９】
　通信網を介した通信に際して所定の事象の発生をユーザに報知するための報知音を拡声
する通信端末装置であって、
　複数の前記楽曲データと

するための選択データとを含むデータファイルが格納されたデータベ
ースを有する前記サーバ装置にリクエストメッセージを送信する一方、当該メッセージに
対して返信されたデータファイルを受信する通信手段と、
　前記データファイルを記録する記録手段と、
　前記選択データに基づきユーザが選択した楽曲データを前記データファイルから抽出し
て、当該楽曲データに対応する楽曲を前記報知音として設定する設定手段と、
　前記事象が発生した場合に前記設定された楽曲に対応する楽曲データに基づき前記報知
音を拡声する報知手段と、
　を備えることを特徴とする通信端末装置。
【請求項１０】
　

【請求項１１】
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信端末装置に対して楽曲データを配信するシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯用電話機や簡易型携帯用電話機（以下、「携帯用電話機」と総称する。）の
高機能化が進み、通話着信時、或いは、電子メール着信時における着信音やアラーム設定
時の報知音をユーザの嗜好に合わせて変更する機能を有する携帯用電話機が各種提供され
ている。また、この種の携帯用電話機に対応すべく着信音等の報知音として設定する楽曲
（以下、「着信メロディ」という。）に対応した楽曲データをネットワーク上のサーバか
ら携帯用電話機にダウンロードするためのシステムも各種提案されるに至っている（例え
ば、特許文献１）。
【特許文献１】特開平１０－１７３７３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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通信網を介した通信に際して所定の事象の発生をユーザに報知するための報知音を拡声
する通信端末装置におけるコンピュータを
　複数の前記楽曲データと当該各楽曲データに対応する楽曲を前記通信端末装置にて報知
音として選択し設定するための選択データとを含むデータファイルが格納されたデータベ
ースを有する前記サーバ装置にリクエストメッセージを送信する一方、当該メッセージに
対して返信されたデータファイルを受信する通信手段、
　前記データファイルを記録する記録手段、
　前記選択データに基づきユーザが選択した楽曲データを前記データファイルから抽出し
て、当該楽曲データに対応する楽曲を前記報知音として設定する設定手段、及び
　前記事象が発生した場合に前記設定された楽曲に対応する楽曲データに基づき前記報知
音を拡声する報知手段として機能させることを特徴とするコンピュータプログラム。

前記選択データには、各楽曲データを指定する指定子が対応付けられて記述された各楽
曲名を示す情報が含まれることを特徴とする請求項８に記載のサーバ装置。



　ところで、従来からＣＤ（ compact disk）等のメディアにおいては、複数の楽曲に対応
した楽曲データを一つのパッケージ商品（以下、「アルバム」という。）として販売する
ことが行われている。かかる現状の下、ユーザがアルバムに収録された複数の楽曲に対応
する楽曲データを携帯用電話機にダウンロードし、ユーザの好みに合わせて着信メロディ
を変更したいと考えることも想定される。しかし、従来のシステムは、一度に一曲分の楽
曲データしかダウンロードできなかったため、アルバム収録曲の全てに対応する楽曲デー
タをダウンロードするためには、著しく煩雑な作業をユーザに強いることとなっていた。
すなわち、かかる場合に、ユーザはダウンロードしようとする楽曲の曲数分、同一のダウ
ンロード操作を繰り返す必要があった。この発明は、以上説明した事情に鑑みてなされた
ものであり、その課題の一例としては、ユーザに煩雑な作業を行わせることなく、ユーザ
の所望する着信メロディ用の楽曲データを複数曲分、一括してダウンロードすることが可
能な、データ配信システム、サーバ装置、通信端末装置及び情報記録媒体を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上述した課題を解決するため本願の一つの観点において請求項１に記載のデータ配信シ
ステムは、通信端末装置において所定の事象の発生をユーザに報知するための報知音とし
て設定する楽曲に対応した楽曲データをサーバ装置から前記通信端末装置に配信するデー
タ配信システムであって、前記サーバ装置は、複数の前記楽曲データと

するための選択データと
を含むデータファイルが格納される格納手段と、前記通信端末装置から送信されるリクエ
ストメッセージに応じて前記データファイルを配信する配信手段と、を備え、前記通信端
末装置は、前記リクエストメッセージを送信する一方、前記配信されたデータファイルを
受信する通信手段と、前記データファイルを記録する記録手段と、前記選択データに基づ
きユーザが選択した楽曲データを前記データファイルから抽出して、当該楽曲データに対
応する楽曲を前記報知音として設定する設定手段と、前記事象が発生した場合に前記設定
された楽曲に対応する楽曲データに基づき前記報知音を拡声する報知手段と、を備える、
ことを特徴とする。
【０００５】
　この構成によれば、複数の楽曲に対応した複数の楽曲データを含むデータファイルがサ
ーバ装置から通信端末装置に配信され、通信端末装置においてデータファイルから楽曲デ
ータが抽出されて、報知音が設定されることとなる。このため、ユーザに煩雑な作業を行
わせることなく、ユーザの所望する着信メロディ用の楽曲データを複数曲分、一括してダ
ウンロードしつつ、当該楽曲データを用いて例えば着信メロディを設定することが可能と
なる。
【０００６】
　また、この場合において、前記通信端末装置の報知手段は、他の装置からの要求に応じ
た事象が発生時に、前記設定された楽曲に対応する楽曲データに基づき前記報知音を拡声
するようにしても良い（請求項２）。また更に、請求項１に記載の発明において、通信端
末装置の前記記録手段は、前記データファイルを格納するための領域であって前記設定手
段からのみアクセス可能な第１記録領域と、前記報知音として設定された楽曲に対応する
楽曲データが記録される記録領域であって前記設定手段からのアクセスが禁止される第２
記憶領域と、前記第２記録領域にアクセス可能なアクセス手段と、を備え、前記設定手段
は、前記第１記録領域から前記データファイルを読み出してユーザが選択した楽曲データ
を当該データファイルから抽出する抽出手段と、前記アクセス手段を介して前記抽出手段
によって抽出された前記楽曲データを前記第２記録領域に記録させる制御手段と、を備え
、前記着信報知手段は、前記第２記録領域に記録された前記楽曲データに基づいて前記報
知音を拡声する構成とすることも可能である（請求項３）。この構成を採用した場合、第
１記録領域及び第２記録領域に対するアクセスが制限されることとなるため、通信端末装
置に格納された各種データが外部からのアクセスに応じて破壊、改竄されることを防止し
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、もって、通信端末装置におけるセキュリティを確保することが可能となる。
【０００７】
　なお、実際にデータ配信システムを構成するに際しては、サーバ装置にデータファイル
と一対一に対応付けられたアプリケーションが格納されるアプリケーション格納手段を設
け、サーバ装置の配信手段が、リクエストメッセージに応じてアプリケーションを通信端
末装置に配信すると共に、当該アプリケーションに対応するデータファイルを配信し、通
信端末装置の設定手段が、当該配信されたアプリケーションを実行することにより、デー
タファイルに含まれる複数の楽曲データに対応した楽曲の少なくとも一つを報知音として
設定する構成としても良い（請求項４）。また、データファイル内に各楽曲データに対応
した楽曲に関連する画像データ或いはテキストデータの少なくとも何れか一方のデータを
当該楽曲データと対応付けて記述しておき、通信端末装置において、当該画像データ或い
はテキストデータを抽出し、表示装置に表示させる構成としても良い（請求項５）。この
構成によれば、ユーザは楽曲データの再生のみならず、各楽曲の歌詞等を視認することが
可能となり、もって、ユーザの利便性を向上させることが可能となる。
【０００８】
　更にまた、上記各構成の下において、選択データに基づいてユーザが選択した楽曲に対
応する楽曲データを抽出し、当該抽出された楽曲データに基づき当該楽曲に対応する音声
を拡声することにより、前記報知音として設定すべき楽曲を試聴させる試聴手段を通信端
末装置に設けても良い（請求項６）。この構成により、ユーザの任意にて楽曲データに対
応する楽曲が拡声されることとなるため、ユーザの意図に合わせて各楽曲を試聴させ、ユ
ーザが着信メロディを選択する際の利便性を向上させることが可能となる。
【０００９】
　なお、かかる構成の下では、例えば、データファイルに各楽曲の最もメインとなるフレ
ーズ部分のみに対応した第１楽曲データと、全フレーズに対応した第２楽曲データの双方
を含むようにし、報知手段が前記第１楽曲データに基づき前記報知音を拡声する一方、試
聴手段が前記第２楽曲データに基づき当該楽曲に対応する音声を拡声することも可能であ
る（請求項７）。この構成により、報知音設定時には、各楽曲の最もメインとなるフレー
ズ部分のみが拡声され、楽曲試聴時には、各楽曲の全フレーズが拡声されることとなり、
ユーザの嗜好性により合致する楽曲の拡声を行うことが可能となる。
【００１０】
　また、本願の他の観点において請求項８に記載のサーバ装置は、通信端末装置において
所定の事象の発生をユーザに報知するための報知音として設定する楽曲に対応した楽曲デ
ータを前記通信端末装置に配信するサーバ装置であって、複数の前記楽曲データと

するための選
択データとを含むデータファイルが格納される格納手段と、前記通信端末装置から送信さ
れるリクエストメッセージに応じて前記データファイルを配信する配信手段と、を備える
ことを特徴とする。この構成によれば、複数の楽曲に対応した複数の楽曲データを含むデ
ータファイルがサーバ装置から通信端末装置に配信され、通信端末装置において、このデ
ータファイルから楽曲データが抽出されて、報知音が設定されることとなる。このため、
ユーザに煩雑な作業を行わせることなく、ユーザの所望する着信メロディ用の楽曲データ
を複数曲分、一括してダウンロードしつつ、当該楽曲データを用いて例えば着信メロディ
を設定することが可能となる。
【００１１】
　また更に、本願の他の観点において請求項９に記載の通信端末装置は、通信網を介した
通信に際して所定の事象の発生をユーザに報知するための報知音を拡声する通信端末装置
であって、複数の前記楽曲データと

するための選択データとを含むデータファイルが格納された
データベースを有する前記サーバ装置にリクエストメッセージを送信する一方、当該メッ
セージに対して返信されたデータファイルを受信する通信手段と、前記データファイルを
記録する記録手段と、前記選択データに基づきユーザが選択した楽曲データを前記データ
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当該各
楽曲データに対応する楽曲を前記通信端末装置にて報知音として選択し設定

当該各楽曲データに対応する楽曲を前記通信端末装置
にて報知音として選択し設定



ファイルから抽出して、当該楽曲データに対応する楽曲を前記報知音として設定する設定
手段と、前記事象が発生した場合に前記設定された楽曲に対応する楽曲データに基づき前
記報知音を拡声する報知手段と、を備えることを特徴とする。この構成によれば、複数の
楽曲に対応した複数の楽曲データを含むデータファイルがサーバ装置から通信端末装置に
配信され、通信端末装置において、このデータファイルから楽曲データが抽出されて、報
知音が設定されることとなる。このため、ユーザに煩雑な作業を行わせることなく、ユー
ザの所望する着信メロディ用の楽曲データを複数曲分、一括してダウンロードしつつ、当
該楽曲データを用いて例えば着信メロディを設定することが可能となる。
【００１２】
　更に、本願の他の観点において請求項１０に記載の は、

【発明の効果】
【００１３】
　請求項１に記載のデータ配信システムによれば、ユーザに煩雑な作業を行わせることな
く、ユーザの所望する着信メロディ用の楽曲データを複数曲分、一括してダウンロードし
つつ、当該楽曲データを用いて例えば着信メロディを設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】
【００１４】
　［１］
　［１．１］
　以下、図１を参照しつつ本実施形態にかかるデータ配信システムＳの構成について説明
することとする。なお、図１は、本実施形態にかかるデータ配信システムＳの構成を示す
ブロック図である。
【００１５】
　同図に示すように、本実施形態にかかるデータ配信システムＳは、複数の携帯用電話機
ＭＰ -ｋ（ｋ＝１，２，・・・，ｎ）と、楽曲配信サーバＴＳと、インターネットと移動
パケット通信網とが中継関門交換局を介して相互接続されたネットワークＮＥＴと、を有
している。このデータ配信システムＳは、携帯用電話機ＭＰ -ｋにおいて着信音等の報知
音として設定される楽曲（すなわち、着信メロディ）に対応した楽曲データを楽曲配信サ
ーバＴＳから携帯用電話機ＭＰ -ｋに配信するためのものとなっている。
【００１６】
　ここで、本実施形態において特徴的な事項として、このデータ配信システムＳにおいて
楽曲配信サーバＴＳは、携帯用電話機ＭＰ -ｋに楽曲データを配信するに際して、例えば
、アルバム収録曲に対応した複数の楽曲に対応した楽曲データを一つのパッケージにパッ
ケージングして、一括にて配信するようになっている。一方、このように複数の楽曲に対
応した楽曲データを一つにパッケージングして、携帯用電話機ＭＰ -ｋに配信する構成を
採用した場合、当該パッケージングされたデータ（以下、「パッケージファイルＰＦｌ（
ｌ＝１，２，・・・，ｍ）」という。）に含まれる楽曲の中から着信メロディとして設定
すべき楽曲を携帯用電話機ＭＰ -ｋにおいて如何にして選択するかが問題となる。
【００１７】
　そこで、本実施形態においては、次のような方法を採用することとした。まず、楽曲配
信サーバＴＳの保有する各パッケージファイルＰＦｌと一対一に対応付けて複数のアプリ
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コンピュータプログラム 通信網
を介した通信に際して所定の事象の発生をユーザに報知するための報知音を拡声する通信
端末装置におけるコンピュータを複数の前記楽曲データと当該各楽曲データに対応する楽
曲を前記通信端末装置にて報知音として選択し設定するための選択データとを含むデータ
ファイルが格納されたデータベースを有する前記サーバ装置にリクエストメッセージを送
信する一方、当該メッセージに対して返信されたデータファイルを受信する通信手段、前
記データファイルを記録する記録手段、前記選択データに基づきユーザが選択した楽曲デ
ータを前記データファイルから抽出して、当該楽曲データに対応する楽曲を前記報知音と
して設定する設定手段、及び前記事象が発生した場合に前記設定された楽曲に対応する楽
曲データに基づき前記報知音を拡声する報知手段として機能させることを特徴とする。

実施形態
実施形態の構成



ケーションプログラム（以下、「設定アプリケーション」という。）を設ける。この設定
アプリケーションは、対応付けられたパッケージファイルＰＦｌをダウンロードするため
の専用ダウンローダとして機能すると共に、当該パッケージファイルＰＦｌに基づいて着
信メロディを設定するための専用アプリケーションとして機能する。そして、携帯用電話
機ＭＰ -ｋにおいて着信メロディを設定する場合、この設定アプリケーションを用いてユ
ーザが選択した楽曲に対応する楽曲データＴＵＤ -ｉ（図２参照）をパッケージファイル
ＰＦｌから抽出して、着信メロディ用として設定することとしたのである。
【００１８】
　以下、かかる機能を実現するため各要素についてより詳細に説明することとする。
【００１９】
　まず、楽曲配信サーバＴＳは、ＩＰ（ Information Provider）の保有するＨＴＴＰ（ Hy
pertext Transfer Protocol）サーバであり、ネットワークＮＥＴからＨＴＴＰのＧＥＴ
要求を受信すると、当該ＧＥＴ要求に含まれているＵＲＬに基づき、例えば、パッケージ
ファイルＰＦｌのダウンロードページに対応したＨＴＭＬデータや上述した設定アプリケ
ーション、パッケージファイルＰＦｌを返信する。かかる機能を実現するため、この楽曲
配信サーバＴＳは、アプリケーションデータベース１１（以下、「データベース」を「Ｄ
Ｂ」と略称する。）と、パッケージファイルＤＢ１２と、を有しており、このパッケージ
ファイルＤＢ１２には各アルバムに対応した複数のパッケージファイルＰＦｌが格納され
、アプリケーションＤＢ１１には各パッケージファイルＰＦｌに対応付けられた設定アプ
リケーションが格納されている。
【００２０】
　なお、パッケージファイルＰＦｌや設定アプリケーションを如何なる形態にて両ＤＢ１
１及び１２に保有させるかは任意であるが、本実施形態においては楽曲配信サーバＴＳに
おける記録領域削減等の観点から各データは圧縮して保存することとしている。
【００２１】
　ここで、このパッケージファイルＤＢ１２に格納されるパッケージファイルＰＦｌのデ
ータ構成について図２を参照しつつ詳細に説明する。同図に示すように、本実施形態にお
いて、パッケージファイルＰＦｌには、選択データＩＮＤと、データユニットＤＵ -ｉ（
ｉ＝１，２，・・・，ｊ）が含まれている。
【００２２】
　これらのデータ中、データユニットＤＵ -ｉは、各楽曲毎に設けられた単位データであ
り、楽曲データＴＵＤ -ｉと、当該楽曲の歌詞を表すテキストデータ（以下、「歌詞デー
タＴＥＤ -ｉ」という。）と、当該楽曲に関連する画像（例えば、コンサートの写真等）
を表す画像データＰＤ -ｉと、を含んでいる。このデータユニットＤＵ -ｉに含まれている
楽曲データＴＵＤ -ｉは、携帯用電話機ＭＰ -ｋにおいて楽曲を拡声するためのデータとな
っており、携帯用電話機ＭＰ -ｋにおいて着信メロディを設定する際に利用される。なお
、楽曲データＴＵＤ -ｉとして各楽曲の全フレーズに対応したデータを用いるか否かは任
意であるが、着信メロディとして設定する場合、当該楽曲の最もメインとなるフレーズ部
分（すなわち、サビ部分）のみを拡声した方がユーザにとって魅力的であると考えられる
ため、本実施形態においては当該楽曲のサビ部分のみに対応した楽曲データＴＵＤ -ｉを
用いるものとする。また、楽曲データＴＵＤ -ｉのデータ形式は任意であり、例えば、Ｍ
ＬＤ（ music for imode）ＭＩＤＩ（ Musical Instrument Digital Interface ）、ＭＰ３
（ MPEG Audio Layer-3）等の形式のデータであっても良い。
【００２３】
　一方、選択データＩＮＤは、例えば、ＨＴＭＬ（ Hyper Text Markup Language）形式に
て記述されたデータであり、当該パッケージファイルＰＦｌに含まれる楽曲データＴＵＤ
-ｉに対応した楽曲名を示すテキストや写真に対応した画像データを含んでいる。この選
択データＩＮＤに記述された各楽曲名には当該楽曲に対応したデータユニットＤＵ -ｉに
含まれる楽曲データＴＵＤ -ｉや歌詞データＴＥＤ -ｉ、画像データＰＤ -ｉを指定する指
定子（例えば、ＨＴＭＬデータにおけるタグ）が対応付けて記述されており、当該楽曲名
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（テキスト）を選択することで対応する楽曲データＴＵＤ -ｉ等が抽出されるようになっ
ている。
【００２４】
　かかる構成を有するパッケージファイルＰＦｌが携帯用電話機ＭＰ -ｋによってダウン
ロードされた場合、携帯用電話機ＭＰ -ｋにおいては設定アプリケーションに従って選択
データＩＮＤに対応した画像（以下、「インデックス画像」という。）として、例えば、
楽曲名の一覧が表示される。そして、当該画面に従いユーザが行った入力操作に応じて、
楽曲データＴＵＤ -ｉ等が抽出され、当該データに基づく処理が実行されることとなる。
【００２５】
　次に、携帯用電話機ＭＰ -ｋは、ネットワークＮＥＴに収容された基地局ＢＳとデータ
の授受を行い、ネットワークＮＥＴを介したデータ通信を行う。本実施形態において、ユ
ーザは、かかる携帯用電話機ＭＰ -ｋの機能を利用することにより、楽曲配信サーバＴＳ
から設定アプリケーションとパッケージファイルＰＦｌをダウンロードし、当該ダウンロ
ードされたパッケージファイルＰＦｌに含まれる楽曲データＴＵＤ -ｉを用いて着信メロ
ディを変更することができるようになっている。そして、携帯用電話機ＭＰ -ｋは、この
ようにして、着信メロディが設定されると、通話着信時、或いは、電子メール着信時、そ
の他報知音拡声時に当該着信メロディを拡声して、ユーザに着信等の事象発生を報知する
ようになる。
【００２６】
　かかる機能を有する携帯用電話機ＭＰ -ｋの具体的な構成について、図３を参照しつつ
説明する。なお、図３は、本実施形態にかかる携帯用電話機ＭＰ -ｋの構成を示すブロッ
ク図である。
【００２７】
　まず、図３において通信部２１は、制御部２６による制御の下、ネットワークＮＥＴの
基地局ＢＳと無線通信を行う。操作部２２は、ＰＢ（プッシュボタン）等の各種ボタン及
びカーソルキーからなり、ユーザによって入力操作が行われると、当該入力操作に対応し
た操作信号を制御部２６に供給する。表示部２３は、例えば、液晶パネルや有機ＥＬ（ el
ectroluminescence）パネル等の表示装置から構成されており、制御部２６の制御の下に
、各種情報を表示する。音声入力部２４は、例えば、マイクロホンやＤ／Ａ変換器を有し
、ユーザの発話音声等の各種音声が入力されると、当該音声に対応した音声データを生成
して通信部２１に出力する。拡声部２５は、スピーカを有しており、通信部２１から供給
される音声データに対応する音声を当該スピーカを用いて拡声する。また、この拡声部２
５は、制御部２６から楽曲データＴＵＤ -ｉが供給された場合、当該楽曲データＴＵＤ -ｉ
に対応する楽曲を拡声するようになっている。制御部２６は、例えば、ＣＰＵ、ＲＯＭ、
ＲＡＭ等を有しており、携帯用電話機ＭＰ -ｋの各部を制御する。ＲＯＭには、各種制御
情報と共に、制御プログラムやＯＳ（オペレーティングシステム）、ＷＷＷ（ World Wide
 Web）ブラウザといった各種のアプリケーションプログラムが記録されている。また、こ
のＲＯＭには、各種の形式（例えば、Ｊａｖａ（登録商標））にて作成されたのプログラ
ムをＯＳにより提供される環境下において実行するためのプログラム（例えば、Ｊ２ＭＥ
ＣＬＤＣ（ Connected Limited Device Configuration）準拠の実行環境等）が記録されて
いる。ＣＰＵはＲＯＭに格納されている各種プログラムを実行することにより携帯用電話
機ＭＰ -ｋの各部を制御し、ＲＡＭはワークエリアとして用いられる。
【００２８】
　次いで、図３に示す記録部２７は、例えば、ＥＥＰＲＯＭ（ Electrically Erasable Pr
ogrammable ROM）等の不揮発性のメモリにより構成され、制御部２６による制御の下、各
種データが格納されるようになっている。この記録部２７は、複数の記録領域に分割され
ると共に各領域毎に異なるデータが記録される。
【００２９】
　この記録部２７の記録領域の構成について図４を参照しつつ説明する。なお、図４は、
記録部２７の記録領域の関係を示すブロック図である。同図に示すように、本実施形態に
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かかる記録部２７は、大別してアプリケーション記録領域ＡＰＭと、ローカルデータ記録
領域ＤＭと、設定情報記録領域ＳＭと、に分割されている。
【００３０】
　アプリケーション記録領域ＡＰＭは、所定の記録容量（例えば、３０ kbyte）を有する
複数の個別領域ＡＰＭ -ｆ（ｆ＝１，２，・・・，ｙ）に分割されており、各個別領域Ａ
ＰＭ -ｆには、ネットワークＮＥＴ上のサーバ（例えば、楽曲配信サーバＴＳ）からダウ
ンロードされたアプリケーションが記録される。例えば、楽曲配信サーバＴＳから設定ア
プリケーションがダウンロードされた場合、当該設定アプリケーションは一つの個別領域
ＡＰＭ -ｆを用いて記録されるようになっている。
【００３１】
　次いで、ローカルデータ記録領域ＤＭは、アプリケーション記録領域ＡＰＭに記録され
ているアプリケーションの実行に際して、必要となるデータ（以下、「ローカルデータ」
という。）を格納するための領域であり、各々、異なるアプリケーションに割り当てられ
る複数の領域ＤＭ -ｆ（ｆ＝１，２，・・・，ｙ）に分割されている。また、各領域ＤＭ -
ｆはセキュリティ上の観点から割当先のアプリケーション以外のアプリケーションや制御
プログラム、或いは、ＯＳから隔離されており、割当先のアプリケーション固有のローカ
ルデータのみが格納されることとなる。例えば、設定アプリケーションを用いてダウンロ
ードされるパッケージファイルＰＦｌは、当該設定アプリケーションに割り当てられた領
域ＤＭ -ｆに格納され、このパッケージファイルＰＦｌには当該設定アプリケーション以
外のプログラムがアクセスできない状態に保持されることとなる。
【００３２】
　一方、設定情報記録領域ＳＭは、携帯用電話機ＭＰ -ｋの設定状態を示す各種の設定情
報を記録するための領域となっており、携帯用電話機における着信待受時に表示される画
面（所謂、待ち受け画面）等の設定状態を示す設定情報が記録される。この設定記録領域
ＳＭは、アプリケーション記録領域ＡＰＭに記録されたアプリケーションによりデータの
破壊、改竄等が行われることを防止するため、ＯＳからのみアクセス可能な領域とされて
いる。また、この設定情報記録領域ＳＭには、着信時やアラーム時刻の到来等の事象発生
時に拡声される楽曲（すなわち、着信メロディ）に対応した楽曲データＴＵＤ -ｉを記録
する着信メロディ設定記録領域ＭＳＭが設けられており、例えば、本実施形態において設
定アプリケーションを用いてパッケージファイルＰＦｌから抽出された着信メロディ用の
楽曲データＴＵＤ -ｉは、この着信メロディ設定記録領域ＭＳＭに格納されることとなる
。
【００３３】
　［１．２］
　次に、上記構成を有する本実施形態にかかるデータ配信システムＳの具体的な動作につ
いて説明する。まず、ユーザが携帯用電話機ＭＰ -ｋの操作部２２に、例えば、楽曲配信
サーバＴＳのダウンロードページに対応したＵＲＬを入力して、ＷＷＷブラウザを実行す
る旨の入力操作を行う。すると、制御部２６は、操作部２２から供給される操作信号に従
い、制御部２６は、図示せぬＲＯＭからＷＷＷブラウザを読み出して、当該ＵＲＬを含む
ＧＥＴ要求をネットワークＮＥＴに送出する。ここで、ダウンロードページとは、楽曲サ
ーバＴＳにおいて、所望する楽曲に対応したパッケージファイルＰＦｌをダウンロードす
るために開設されたＷｅｂページである。
【００３４】
　このようにして、携帯用電話機ＭＰ -ｋからネットワークＮＥＴへと送出されたＧＥＴ
要求が楽曲配信サーバＴＳによって受信されると、楽曲配信サーバＴＳは、当該ＧＥＴ要
求に含まれるＵＲＬに従って、上記ダウンロードページに対応したＨＴＭＬデータをネッ
トワークＮＥＴに返信する。
【００３５】
　次に、このＨＴＭＬデータが携帯用電話機ＭＰ -ｋの通信部２１によって受信されると
携帯用電話機ＭＰ -ｋの制御部２６は、この受信したＨＴＭＬデータを図示せぬＲＡＭに
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格納すると共に表示部２３に対して当該ＨＴＭＬデータに対応した画像を表示させる。こ
の際、携帯用電話機ＭＰ -ｋの表示部２３に表示される画像の一例を図５（ａ）に示す。
なお、図５は、ダウンロードページに対応したＨＴＭＬデータの受信後における画面の遷
移状態を示す図であり、図５においては、（ａ）、（ｂ）の順に画像が遷移するものとし
て示している。
【００３６】
　同図に示すように、この際、携帯用電話機ＭＰ -ｋの表示部２３には、例えば、タイト
ル画像が表示されると共に「ダウンロードを希望するアーティスト名を入力してください
」等の文字列と、当該アーティスト名を入力するための入力ボックス、更には、「検索開
始」なるボタンが表示される。この状態においてユーザが携帯用電話機ＭＰ -ｋの操作部
２２にアーティスト名を入力して「検索開始」なるボタンを選択する旨の入力操作を行う
。すると、携帯用電話機ＭＰ -ｋの制御部２６は楽曲配信サーバＴＳのＵＲＬを指定した
ＧＥＴ要求に対してユーザが入力したアーティスト名を付加してネットワークＮＥＴに送
信する。
【００３７】
　このようにして、携帯用電話機ＭＰ -ｋから送信されたＧＥＴ要求が楽曲配信サーバＴ
Ｓによって受信されると、楽曲配信サーバＴＳは当該ＧＥＴ要求に含まれるアーティスト
名に基づいて検索を行い、検索結果に対応したＨＴＭＬデータを生成してネットワークＮ
ＥＴに送信する。なお、この際の検索方法については任意であり、例えば、パッケージフ
ァイルＰＦｌ検索用のＤＢを別個に設けるようにしても良い。
【００３８】
　次いで、このＨＴＭＬデータが通信部２１によって受信されると携帯用電話機ＭＰ -ｋ
においては、制御部２６が当該ＨＴＭＬデータに基づいて表示処理を実行することにより
、表示部２３に表示される画像を上記図５の（ａ）に示したものから、（ｂ）に示したも
のに切り換える。この結果、携帯用電話機ＭＰ -ｋの表示部２３には、ユーザの指定した
アーティスト名と、各アルバム名、各アルバムの紹介文や各アルバムに収録されている楽
曲の曲名が各々対応付けて表示されると共に、各アルバムに対応したパッケージファイル
ＰＦｌ等をダウンロードするためのボタンが表示される。このダウンロードボタンには、
当該アルバムに対応した設定アプリケーションの格納位置を示すＵＲＬが対応付けられて
おり、ユーザが所望のアルバムに対応したダウンロードボタンを選択すると、制御部２６
は当該ダウンロードボタンに対応付けられているＵＲＬを含むＧＥＴ要求をネットワーク
ＮＥＴに送信する。
【００３９】
　一方、このようにして、送信されたＧＥＴ要求が楽曲配信サーバＴＳによって受信され
ると楽曲配信サーバＴＳにおいては、このＧＥＴ要求に付加されているＵＲＬに基づいて
、携帯用電話機ＭＰ -ｋに配信すべき設定アプリケーションを特定し、当該設定アプリケ
ーションをネットワークＮＥＴに返信する。
【００４０】
　次いで、この設定アプリケーションが携帯用電話機ＭＰ -ｋの通信部２１によって受信
されると、制御部２６は、ＷＷＷブラウザに従い当該設定アプリケーションを記録部２７
のアプリケーション記録領域ＡＰＭの個別領域ＡＰＭ -ｆに記録した後、当該設定アプリ
ケーションを実行してパッケージファイルＰＦｌのダウンロードを開始する。この処理に
おいて制御部２６は、まず、実行中の設定アプリケーションに基づいてパッケージファイ
ルＰＦｌのＵＲＬを含むＧＥＴ要求をネットワークＮＥＴに送信し、パッケージファイル
ＰＦｌのダウンロード完了を待機する状態となる。
【００４１】
　一方、このＧＥＴ要求が送信されてくると、楽曲配信サーバＴＳは当該ＧＥＴ要求に含
まれているＵＲＬに基づいて、パッケージファイルＤＢ１２に格納されているパッケージ
ファイルＰＦｌを読み出して、携帯用電話機ＭＰ -ｋに配信する。
【００４２】
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　このようにして楽曲配信サーバＴＳから配信されたパッケージファイルＰＦｌの全デー
タが通信部２１によって受信されると、制御部２６は実行中の設定アプリケーションに割
り当てられた領域ＤＭ -ｆ（ローカルデータ記録領域ＤＭ）を特定し、当該領域ＤＭ -ｆに
パッケージファイルＰＦｌを格納して、処理を終了する。
【００４３】
　かかる一連の処理を終えて、設定アプリケーションとパッケージファイルＰＦｌが記録
部２７に記録された状態となると、携帯用電話機ＭＰ -ｋにおいては当該パッケージファ
イルＰＦｌを用いて着信メロディの設定が可能な状態となる。この状態において、ユーザ
が携帯用電話機ＭＰ -ｋの操作部２２に対して、設定アプリケーションを実行する旨の入
力操作を行うと制御部２６は当該入力操作に基づいてアプリケーション記録領域ＡＰＭか
ら設定アプリケーションを読み出し、図６に示す処理を開始する。
【００４４】
　この処理において、制御部２６は、まず、当該設定アプリケーションに対応する領域Ｄ
Ｍ -ｆを特定し、パッケージファイルＰＦｌを読み出した後（ステップＳ１）、このパッ
ケージファイルＰＦｌの解凍処理を実行し（ステップＳ２）、当該解凍後のパッケージフ
ァイルＰＦｌから選択データＩＮＤを抽出して、当該選択データＩＮＤに基づいてインデ
ックス画面を表示部２３に表示させる（ステップＳ３）。この際、表示部２３に表示され
るインデックス画面の画像の一例を図７（ａ）に示す。同図に示すように、この際、携帯
用電話機ＭＰ -ｋの表示部２３には、楽曲名の一覧と、各楽曲を選択するためのチェック
ボックスが表示されると共に、「再生」、「保存」、「歌詞表示」、「画像表示」なる４
つのボタンが表示される。ここで、「再生」ボタンはチェックボックスにて選択されてい
る楽曲に対応する楽曲データＴＵＤ -ｉを再生し、当該楽曲を拡声部２５から拡声させる
ためのボタンであり、「保存」ボタンは選択されている楽曲に対応したデータを着信メロ
ディとして設定するためのボタンとなっている。また、「歌詞表示」ボタンは選択されて
いる楽曲に対応する歌詞の描画された画面を表示するためのものであり、「画像表示」ボ
タンは選択されている楽曲に関連する画像データＰＤ -ｉに対応した画像を表示するため
のものとなっている。
【００４５】
　次いで、制御部２６は、処理を終了するか否かを判定する状態となり（ステップＳ４）
、この判定において、「ｙｅｓ」と判定すると処理を終了するのに対し、「ｎｏ」と判定
すると、ユーザが何れかのボタンを選択したか否かを判定する状態となり（ステップＳ５
）、このステップＳ５において「ｎｏ」と判定するとステップＳ４にリターンしてステッ
プＳ４及びＳ５の処理を繰り返す。なお、この際、処理の終了を如何にして判定するかに
ついては任意であり、例えば、インデックス画面上に終了ボタンを表示させ、このボタン
が選択された場合に処理を終了するものと判定するようにしても良い。
【００４６】
　一方、ユーザがインデックス画面に表示された「再生」等のボタンを選択する旨の入力
操作を行うと、制御部２６はステップＳ５において「ｙｅｓ」と判定し、ユーザによって
選択されたボタンが如何なるボタンであったのかを判定する状態となる。そして、この判
定結果に応じて、制御部２６は、以下の処理を実行することとなる。
【００４７】
　＜ ＞
　「再生」ボタンが選択された場合、制御部２６はチェックボックスにおいて選択されて
いる楽曲に対応する楽曲データＴＵＤ -ｉを選択データＩＮＤに含まれている指定子に基
づいて特定し（ステップＳ７）、当該特定された楽曲データＴＵＤ -ｉを抽出して拡声部
２５に供給すると共に、表示処理を行う（ステップＳ８）。この結果、表示部２３に表示
される画像が図７（ａ）から（ｂ）のように変更されると共に、拡声部２５において楽曲
データＴＵＤ -ｉが処理されて当該楽曲データＴＵＤ -ｉに対応する楽曲が拡声部２５のス
ピーカから拡声されることとなる。なお、図７（ｂ）における「保存」ボタンは上記（ａ
）における「保存」ボタンと同様に着信メロディ設定用のボタンであり、「戻る」ボタン
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は楽曲データＴＵＤ -ｉに基づく拡声を中止し、インデックス画面（図７（ａ））の表示
状態に戻すためのボタンとなっている。次いで、制御部２６はユーザが「保存」ボタンを
選択する旨の入力操作を行ったか否かを判定する状態となり（ステップＳ９）、「ｙｅｓ
」と判定すると次述するステップＳ１１～Ｓｂ１３の処理を実行する一方、「ｎｏ」と判
定すると再生を終了すべきか否かを判定する（ステップＳ１０）。この際、制御部２６は
、上記図７（ｂ）の画面上において「戻る」ボタンが選択された場合や、楽曲データＴＵ
Ｄ -ｉに基づく拡声が完了した時点で「ｙｅｓ」と判定する。そして、この判定の結果、
「ｎｏ」と判定すると制御部２６はステップＳ９にリターンする一方、「ｙｅｓ」と判定
するとステップＳ３にリターンして、再度、選択データＩＮＤに基づきインデックス画面
を表示させる。
【００４８】
　＜ ＞
　「保存」ボタンが選択された場合、制御部２６は選択されている楽曲に対応する楽曲デ
ータＴＵＤ -ｉを選択データＩＮＤに基づいて特定し（ステップＳ１１）、当該特定され
た楽曲データＴＵＤ -ｉを抽出して着信メロディ設定記録領域ＭＳＭに格納させる（ステ
ップＳ１２）。この際、設定アプリケーションは、当該抽出した楽曲データをＯＳを介し
て着信メロディ設定記録領域ＭＳＭに記録させる。この結果、着信メロディ設定記録部Ｍ
ＳＭに記録された楽曲データＴＵＤ -ｉが変更され携帯用電話機ＭＰ -ｋに対する通話着信
等が発生した場合に拡声される着信メロディが変更されることとなる。そして、制御部２
６は楽曲データＴＵＤ -ｉの保存完了を待機する状態となり（ステップＳ１３「ｎｏ」）
、保存が完了した時点でステップＳ１３において「ｙｅｓ」と判定してステップＳ３にリ
ターンする。
【００４９】
　＜ ＞
　「画像表示」ボタンが選択された場合、制御部２６は選択されている楽曲に対応する画
像データＰＤ -ｉを選択データＩＮＤに基づいて特定し（ステップＳ１４）、当該特定さ
れた画像データＰＤ -ｉを抽出して、当該データＰＤ -ｉに基づいて表示処理を実行する（
ステップＳ１５）。この結果、携帯用電話機ＭＰ -ｋにおいては、表示部２３に表示され
ている画像が図７（ａ）から（ｃ）のように変更されることとなる。次いで、制御部２６
は、表示の終了するか否かを判定する状態となり（ステップＳ１６）、ユーザによって「
戻る」ボタンが選択する旨の入力操作が行われるまで同ステップの処理を繰り返し、「戻
る」ボタンが選択された時点で処理をステップＳ３にリターンする。
【００５０】
　＜ ＞
　「歌詞表示」ボタンが選択された場合、制御部２６は選択されている楽曲に対応する歌
詞データＴＥＤ -ｉを選択データＩＮＤに基づいて特定し（ステップＳ１７）、当該特定
された歌詞データＴＥＤ -ｉに基づいて表示処理を実行する（ステップＳ１８）。この結
果、携帯用電話機ＭＰ -ｋにおいては、表示部２３に表示されている画像が図７（ａ）か
ら（ｄ）のように変更されることとなる。次いで、制御部２６は、表示の終了するか否か
を判定する状態となり（ステップＳ１９）、ユーザによって「戻る」ボタンが選択された
時点で処理をステップＳ３にリターンする。
【００５１】
　以上の処理の後に、ステップＳ３にリターンし、インデックス画面が表示された状態に
おいてユーザが操作部２２に終了する旨の入力操作を行うと、制御部２６は、ステップＳ
４において「ｙｅｓ」と判定し、処理を終了することとなる。
【００５２】
　このようにして、本実施形態にかかるデータ配信システムＳは、楽曲配信サーバＴＳに
楽曲データＴＵＤ -ｉと選択データＩＮＤを含むパッケージファイルＰＦｌを保有させ、
当該パッケージファイルＰＦｌを携帯用電話機ＭＰ -ｋに配信すると共に、携帯用電話機
ＭＰ -ｋにおいては、当該パッケージファイルＰＦｌが設定アプリケーションに基づき処
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理され、当該パッケージファイルＰＦｌに含まれる任意の楽曲データＴＵＤ -ｉを用いて
着信メロディが設定されることとなる。
【００５３】
　このため、ユーザに煩雑な作業を行わせることなく、ユーザの所望する着信メロディ用
の楽曲データＴＵＤ -ｉを複数曲分、一括してダウンロードしつつ、当該楽曲データＴＵ
Ｄ -ｉを用いて着信メロディを設定することが可能となる。
【００５４】
　また、本実施形態においては、携帯用電話機ＭＰ -ｋの記録部２７に複数の領域ＤＭ -ｆ
に分割されたローカルデータ記録領域ＤＭと設定記録領域ＳＭを設け、各領域ＤＭ -ｆに
関しては、対応するアプリケーション以外からのアクセスを禁止すると共に、設定記録領
域ＳＭに関してはＯＳからのみアクセス可能な構成を採用している。このため、携帯用電
話機ＭＰ -ｋに格納された各種データが他のアプリケーションによって破壊、改竄される
ことを防止し、もって、携帯用電話機ＭＰ -ｋにおけるセキュリティを確保することが可
能となる。
【００５５】
　また更に、本実施形態にかかるパッケージファイルＰＦｌは、歌詞データＴＥＤ -ｉや
画像データＰＤ -ｉを含んでおり、ユーザの入力操作に応じ、携帯用電話機ＭＰ -ｋにおい
て歌詞データＴＥＤ -ｉ或いは画像データＰＤ -ｉに対応した画像が表示部２３に表示され
るようになっている。このため、ユーザは楽曲データＴＵＤ -ｉの再生のみならず、各楽
曲の歌詞等を視認することが可能となり、もって、ユーザの利便性を向上させることが可
能となる。
【００５６】
　更に、本実施形態において携帯用電話機ＭＰ -ｋは、着信メロディ設定時に各楽曲デー
タＴＵＤ -ｉを再生する構成となっているため、ユーザの意図に合わせて各楽曲を試聴さ
せ、ユーザが着信メロディを選択する際の利便性を向上させることが可能となる。
【００５７】
　なお、上記実施形態においては、パッケージファイルＰＦｌに歌詞データＴＥＤ -ｉや
画像データＰＤ -ｉを含ませる構成を採用していた。しかし、パッケージファイルＰＦｌ
には、選択データＩＮＤと楽曲データＴＵＤ -ｉが含まれていれば良く、歌詞データＴＥ
Ｄ -ｉ及び画像データＰＤ -ｉは必ずしも必要とならない。この場合、選択データＩＮＤ中
には、各楽曲データＴＵＤ -ｉを指定する指定子を記述すれば良い。
【００５８】
　また、画像データＰＤ -ｉの設け方についても任意であり、必ずしも本実施形態のよう
に楽曲毎に設けることは必要とならず、各楽曲と無関係に画像データＰＤ -ｉを設けるよ
うにしても良い。この場合、インデックス画面上に各画像を選択するためのチェックボッ
クスを設け、当該チェックボックスにより選択された画像を表示するようにすれば良い。
【００５９】
　また更に、上記実施形態においては携帯用電話機ＭＰ -ｋにおいて着信メロディを設定
する場合を例に説明を行ったが、着信音を拡声する機器であれば、どのような機器に対し
ても適用可能である。例えば、家庭用の固定電話機やファクシミリ（複写電送装置）、Ｐ
ＤＡ（ Personal Digital Assistant）のような着信の発生する各種電子機器についても、
本実施形態における携帯用電話機ＭＰ -ｋと同様の構成を採用することにより着信メロデ
ィをユーザの任意に設定することが可能である。
【００６０】
　更に、上記実施形態においては、楽曲データＴＵＤ -ｉの再生時に、表示画面をインデ
ックス画面（例えば、図７（ａ））から他の画面（例えば、図７（ｂ））に遷移させる構
成を採用していた。しかし、楽曲データＴＵＤ -ｉ再生時の表示画面については任意であ
り、例えば、インデックス画面上に、図７（ｂ）のような再生画面を重畳表示するように
しても良いし、インデックス画面から画面を遷移させることなく、インデックス画面上に
おいて楽曲データＴＵＤ -ｉを再生するようにしても良い。
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【００６１】
　更にまた、上記実施形態においては、着信等の事象が発生した場合に楽曲を着信メロデ
ィとして拡声する構成を採用していたが、楽曲に限らず、音声であればどのようなもので
あっても良い。また、パッケージファイルＰＦｌに含まれている画像データＰＤ -ｉを用
いて、携帯用電話機ＭＰ -ｋの待ち受け画面を設定するようにしても良い。
【００６２】
　また更に、上記実施形態においては、携帯用電話機ＭＰ -ｋ単体にてネットワークＮＥ
Ｔを介したデータ通信を行う構成となっていたが、ＳＩＭ（ Subscriber Identify Module
）内に携帯用電話機ＭＰ -ｋのユーザの加入者情報を記録すると共に、当該ＳＩＭを携帯
用電話機ＭＰ -ｋに接続して、当該ＳＩＭ内に記録された加入者情報を用いてネットワー
クＮＥＴを介したデータ通信を行うようにしても良い。
【００６３】
　［１．３］
　（１）
　上記実施形態においては、パッケージファイルＰＦｌと設定アプリケーションを一対一
に対応付けて楽曲配信サーバＴＳに保有させ、設定アプリケーションのダウンロード後、
当該設定アプリケーションを用いて対応付けられたパッケージファイルＰＦｌを一括にて
ダウンロードする構成を採用していた。これは、携帯用電話機ＭＰ -ｋにおいて、一つの
アプリケーションに割り当てられる領域ＤＭ -ｆが予め設定されているため、一つの設定
アプリケーションを用いてダウンロード可能なローカルデータのデータ量が限られてしま
うことに起因している。
【００６４】
　しかしながら、各アプリケーションに対して割り当てられる領域ＤＭ -ｉの記録容量を
大きくすることができる場合には、一つの設定アプリケーションを用いて、複数のパッケ
ージファイルＰＦｌをダウンロードする構成を採用することも可能である。この場合、携
帯用電話機ＭＰ -ｋを用いて、設定アプリケーションを事前にダウンロードしておき、当
該設定アプリケーションをダウンローダとして用いて、楽曲配信サーバＴＳのダウンロー
ドページに対応したＨＴＭＬデータを取得する。そして、このＨＴＭＬデータに基づき携
帯用電話機ＭＰ -ｋにおいてダウンロードページを表示させ、当該ページ上においてユー
ザにパッケージファイルＰＦｌを選択させる。このようにして選択されたパッケージファ
イルＰＦｌが設定アプリケーションを利用してダウンロードされ、携帯用電話機ＭＰ -ｋ
の当該設定アプリケーションに対応した領域ＤＭ -ｉに記録されることとなる。
【００６５】
　なお、この場合における処理方法及びデータ格納方法については、一つの設定アプリケ
ーションに対応した領域ＤＭ -ｆに複数のパッケージファイルＰＦｌが記録される点を除
き、上記実施形態と同様であるため詳細は省略する。
【００６６】
　以上のように、本方法によれば各パッケージファイルＰＦｌ毎に設定アプリケーション
を設けなくとも、パッケージファイルＰＦｌをダウンロードすることにより複数の楽曲デ
ータＴＵＤ -ｉを一括にてダウンロードすることが可能となり、もって、ダウンロード経
費の削減、ネットワークＮＥＴの通信帯域の有効活用を図ることが可能となる。
【００６７】
　また、上記方法以外にも、次のような方法を採用して複数の楽曲データＴＵＤ -ｉをパ
ッケージングして携帯用電話機ＭＰ -ｋにダウンロードさせることも可能である。
【００６８】
　まず、設定アプリケーションを、例えば、アルバム毎に設け、当該設定アプリケーショ
ンを、
（ファイル１）アプリケーション本体からなるアプリケーションファイルと、
（ファイル２）当該アプリケーション実行時に利用されるデータから構成されるデータフ
ァイル、

10

20

30

40

50

(14) JP 3971424 B2 2007.9.5

変形例
変形例１



の２つのファイルにより構成する。また、選択データＩＮＤと、楽曲データＴＵＤ -ｉと
、歌詞データＴＥＤ -ｉと、画像データＰＤ -ｉと、をデータファイル内に記述するように
し、設定アプリケーションをダウンロードする場合にはユーザがダウンロードページにお
いて選択したアルバムに対応した設定アプリケーションを携帯用電話機ＭＰ -ｋにダウン
ロードさせ、携帯用電話機ＭＰ -ｋの個別領域ＡＰＭ -ｆに記録させる。そして、設定アプ
リケーションの実行時にデータファイルに含まれる選択データＩＮＤを抽出して、インデ
ックス画面を表示させると共に当該画面上に従ってユーザが行った入力操作に応じて楽曲
データＴＵＤ -ｉ等のデータを抽出して、当該データに従った処理を実行する。なお、こ
の際の他の処理に関しては、上記実施形態と同一であるため詳細は省略する。
【００６９】
　このように、以上の方法によっても、複数の楽曲に対応した楽曲データを一括してダウ
ンロードさせることが可能となり、もって、ユーザの利便性を確保することが可能となる
。
【００７０】
　（２）
　上記実施形態においては、各楽曲のサビ部分に対応した楽曲データＴＵＤ -ｉのみをパ
ッケージファイルＰＦｌに設け、この楽曲データＴＵＤ -ｉを用いて、着信メロディを設
定する構成を採用していた。しかし、実際の使用を考慮した場合、（ａ）着信メロディと
して設定する場合にはサビ部分のみを再生するようにした方がユーザにとってより魅力的
である一方、（ｂ）楽曲データＴＵＤ -ｉを再生する場合、楽曲の全フレーズを聴取した
いと考える可能性が高い。
【００７１】
　そこで、本変形例においては、各楽曲に対して着信メロディ用楽曲データと、再生専用
楽曲データの双方を設け、インデックス画面上において「再生」ボタンが選択された場合
には再生専用楽曲データを再生して全フレーズに対応した音声を拡声する一方、「保存」
ボタンが選択された場合には着信メロディ用楽曲データを着信メロディ設定記録領域ＭＳ
Ｍに記録する構成を採用することとした。この場合、選択データＩＮＤ中において「再生
」ボタンに対して再生専用楽曲データを指定する指定子を対応付けると共に、「保存」ボ
タンに対して着信メロディ用楽曲データを指定する指定子を対応付けるようにする。そし
て、ユーザが選択したボタンによって利用する楽曲データを変更するようにすれば良い。
【００７２】
　このようにして、本変形例によれば、着信メロディ設定時に拡声される楽曲と、再生時
に拡声される楽曲のフレーズ数を変化させ、ユーザの嗜好性により合致する楽曲の拡声を
行うことが可能となる。
【００７３】
　（３）
　上記実施形態においては、インデックス画面にて「歌詞表示」ボタンが選択された場合
にパッケージファイルＰＤｌから歌詞データＴＥＤ -ｉを抽出して、当該データＴＥＤ -ｉ
に基づき歌詞を表示する方法を採用していた。すなわち、上記実施形態においては、楽曲
データＴＵＤ -ｉの再生と無関係に歌詞を表示する方法が採用されていた。これに対して
本変形例においては、楽曲データＴＵＤ -ｉの再生と、歌詞データＴＥＤ -ｉに基づく歌詞
表示をリンクさせる構成を採用する。より具体的には、インデックス画面上において「再
生」ボタンが選択された場合に楽曲データＴＵＤ -ｉの再生と合わせて、当該楽曲データ
ＴＵＤ -ｉに対応する歌詞データＴＥＤ -ｉを抽出し、当該楽曲に対応する歌詞を表示部２
３に表示するのである。
【００７４】
　なお、かかる歌詞表示に際して、如何なる表示方法を採用するかは、任意である。例え
ば、楽曲データＴＵＤ -ｉの再生に合わせて歌詞の表示画面をスクロール表示させるよう
にしても良い。また、楽曲データＴＵＤ -ｉの再生に合わせて歌詞の表示色を変更するこ
とも可能である。この場合、歌詞データＴＥＤ -ｉ中に各歌詞の表示時刻を管理するため
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の管理データを記述すると共に、楽曲データＴＵＤ -ｉの再生時間数を管理することが必
要となる。そして、楽曲データＴＵＤ -ｉの再生時間数に基づき歌詞データＴＥＤ -ｉ上の
どの位置を表示すべきかを特定し、この特定された箇所に対応する歌詞を表示させ、或い
は、表示色を変更するようにすれば良い。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】実施形態におけるデータ配信システムＳの構成を示すブロック図である。
【図２】同実施形態におけるパッケージファイルＰＦｌのデータ構成を示す図である。
【図３】同実施形態における携帯用電話機ＭＰ -ｋの構成を示すブロック図である。
【図４】同実施形態における携帯用電話機ＭＰ -ｋの記録部２７の記録領域の関係を示す
ブロック図である。
【図５】同実施形態においてパッケージファイルＰＦｌ及び設定アプリケーションのダウ
ンロードを行う際に携帯用電話機ＭＰ -ｋの表示部２３に表示される画面の遷移状態を示
す図である。
【図６】同実施形態における携帯用電話機ＭＰ -ｋの制御部２６が設定アプリケーション
に従って実行する処理を示すフローチャートである。
【図７】同実施形態における携帯用電話機ＭＰ -ｋの表示部２３に表示されるインデック
ス画面及びその後における画面の遷移状態を示す図である。
【符号の説明】
【００７６】
　Ｓ・・・データ配信システム
　ＭＰ -ｋ・・・携帯用電話機
　ＮＥＴ・・・ネットワーク
　ＴＳ・・・楽曲配信サーバ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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