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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠隔通信端末でメッセージを受信する工程と、
　（ｉ）前記メッセージの主題および（ｉｉ）前記メッセージの内容のうちの１つ、又は
両方に基づいて、前記メッセージが何であるかを決定するとともに、
　前記メッセージの意味内容に基づいて、音楽作品のプロパティの値を決定する工程とを
含み、
　前記音楽作品が、前記メッセージの到着を前記遠隔通信端末のユーザに通知するための
ものであり、
　前記音楽作品のメロディが、ピッチ、音色、和声、およびリズムのうちの１つである前
記プロパティから独立している方法。
【請求項２】
　前記プロパティが、前記音楽作品全体の音量、および前記音楽作品全体のテンポのうち
の１つである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記音楽作品が、複数のボーカルから成り、前記プロパティが前記ボーカルの言語であ
る、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記音楽作品が複数のボーカルから成り、および前記プロパティが前記ボーカルの性別
である、請求項１に記載の方法。
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【請求項５】
　前記音楽作品の前記プロパティの前記値が前記メッセージの送信者にも基づくものであ
る、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記音楽作品の前記プロパティの前記値の決定が、前記メッセージの送信者と関連する
ユーザ範ちゅうにも基づいてなされるものである、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記音楽作品の前記プロパティの前記値の決定が優先順位にも基づいてなされるもので
ある、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記音楽作品の前記プロパティの前記値の決定が、主題にも基づいてなされるものであ
る請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記音楽作品の前記プロパティの前記値の決定が、前記メッセージの送信元にも基づい
てなされるものである請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に遠隔通信に関し、より詳細には、遠隔通信端末のユーザにメッセージ
の到着をインテリジェントに通知するための技法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、従来技術による（例えば、無線電話、有線電話、ＰＤＡ（personal digital a
ssistant）などの）遠隔通信端末１００を示す。遠隔通信端末１００は、ＰＳＴＮ（公衆
電話交換網）やセルラ（cellular）無線ネットワーク、無線ローカル・エリア・ネットワ
ークなどのネットワークを介して、他の遠隔通信端末から（例えば、音声電話通話、Ｅメ
ール・メッセージ、ＳＭＳ（ショート・メッセージ・サービス）メッセージなどの）メッ
セージを受信することができる。
【０００３】
　遠隔通信端末１００は、メッセージを受信すると、スピーカ１１０を介して（例えば、
曲や一連のビープ音などの）「着信音」を再生する（play）ことにより、また表示装置１
１１を介して、（例えば、テキストや画像などの）視覚情報を表示することにより、メッ
セージの到着を端末のユーザに通知する。遠隔通信端末１００は、着信メッセージのすべ
てに対して特定の着信音を、（例えば、仕事の取引先用の着信音、友達用の着信音、家族
用の着信音などの）ある範疇の発呼者に関連する着信音を、あるいは個々の発呼者に関連
する着信音を再生することもできる。同様に、遠隔通信端末１００は、（例えば、「着信
」、「着信：Ｍｏｍ」、「着信：555-555-5555」などの）テキスト・メッセージ、または
（例えば、鳴っている電話を動画化したアイコン、発呼者の写真などの）画像、あるいは
その両方を表示して、着信メッセージのあることを示すこともできる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、遠隔通信端末が、メッセージの１つまたは複数の属性に基づくプロパ
ティを有する音響信号または視覚信号を介して、メッセージの到着をこの遠隔通信端末の
ユーザに通知できるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　具体的には、例示の実施形態では、着信メッセージの１つまたは複数の属性（誰がメッ
セージの送信者か、メッセージに関連する優先順位、メッセージに関連する主題、メッセ
ージの意味内容（semantic content）、メッセージの送信元のロケーションなど）に基づ
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いて、着信音の１つまたは複数のプロパティの値（例えば、テンポ、音量、ピッチ（pitc
h）、リズムなど）を設定する。例えば、メッセージが到着したとき、遠隔通信端末がビ
ートルズの歌「ハロー・グッドバイ（Hello Goodbye）」を再生した場合、メッセージの
属性に応じてこの歌を様々な方法で再生することができる。すなわち、
　・メッセージが高い優先順位を有するとき、速いテンポで、
　・Ｅメールの主題に「緊急」の語が含まれているとき、大きな音量で、
　・発呼者（すなわち、メッセージの送信者）がピアニストのマレイ・ペライア（Murray
 Perahia）であるとき、ピアノ版で、
　・Ｅメールのテキストにしかめ面の顔文字（smiley）（すなわち、「：（」文字の組合
せ）を含むとき、長音階和声（harmony）ではなく、短音階和声で、
　・発呼者が、グロリア・スタイネム（Gloria Steinem）であるとき、男性の声ではなく
女性の歌う声で、
　・通話がフランスからのものであるとき、歌詞をフランス語で歌って、あるいは
　・発呼者がフリオ・イグレシアス（Julio Iglesias）であるときは、ラテン・リズムで
再生する。当業者であれば理解されるように、音量やテンポなどのプロパティの値を修正
しても、その歌の基本的な識別は変わらない。つまり、歌のメロディは、これらのプロパ
ティから独立しており、したがってその歌は引き続き認識可能である。
【０００６】
　例示の実施形態では、同様にして（すなわち、そのメッセージの１つまたは複数の属性
に基づいて）、着信したメッセージをユーザに通知するために表示されるテキストのプロ
パティ値（例えば、フォント・サイズ、フォント・スタイル、色、明滅など動的な挙動、
など）、および画像のプロパティ値（輝度、サイズ、コントラスト、解像度など）をまた
設定する。例えば、高い優先順位を有するメッセージを受信したとき、テキストによる通
知を明滅させもしくはボールド・フォントで表示し、静止画像を高輝度で表示し、動画像
を高速で動かすこともできる。
【０００７】
　例示の実施形態では、（ａ）遠隔通信端末でメッセージを受信する工程と、（ｂ）この
メッセージの属性に基づいて、音楽作品（musical composition）のプロパティの値を決
定する工程とを含み、この音楽作品は、メッセージの到着を遠隔通信端末のユーザに通知
するためのものであり、音楽作品のメロディは、そのプロパティから独立している。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本説明および添付の特許請求の範囲では、下記の用語は以下の定義によって使用する。
　明細書および特許請求の範囲では、「音楽作品」の語を、１つの曲または（例えば、１
つまたは複数のビープ音などの）音響効果として定義する。
【０００９】
　図２は、本発明の例示的な実施形態による遠隔通信端末２００を示す。図２で示すよう
に、遠隔通信端末２００は、スピーカ２１０と表示装置２１１を含む。スピーカ２１０は
、遠隔通信端末１００のスピーカ１１０と同様に、周知の方法で（例えば、着信音などの
）音響信号を生成することができる。表示装置２１１は、遠隔通信端末１００の表示装置
１１１と同様に、周知の方法で（例えば、テキストや画像などの）視覚信号を表示するこ
とができる。
【００１０】
　図３は、本発明の例示的な実施形態による、遠隔通信端末２００の主な構成要素のブロ
ック図を示す。図３で示すように、遠隔通信端末２００は、図示のように相互接続された
受信装置３０１、プロセッサ３０２、メモリ３０３、送信装置３０４、スピーカ２１０、
および表示装置２１１を含む。
【００１１】
　受信装置３０１は、周知の方法で、（例えば、ＰＳＴＮ（公衆電話交換網）やＣＤＭＡ
（符号分割多元接続）基地局などを介して）他の遠隔通信端末から送られた信号を受信し
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、これらの信号中に符号化された情報をプロセッサ３０２に送る。本開示を読んだ後は、
受信装置３０１をどのように作成し使用するかが当業者には明らかになるであろう。
【００１２】
　プロセッサ３０２は、周知の方法でメモリ３０３からデータを読み取りかつメモリ３０
３にデータを書き込むとともに、スピーカ２１０および表示装置２１１に信号を送ること
ができ、以下で図４から図７に関して説明するタスクを実行することができる汎用プロセ
ッサである。本発明のいくつかの代替実施形態では、プロセッサ３０２は専用プロセッサ
でもよい。いずれにせよ、本開示を読んだ後は、プロセッサ３０２をどのように作成し使
用するかが当業者には明らかになるであろう。
【００１３】
　メモリ３０３は、当技術分野で周知のようにデータおよび実行可能命令を記憶するもの
であり、ＲＡＭ（ランダム・アクセス・メモリ）、フラッシュ・メモリ、ディスク・ドラ
イブなどの任意の組合せでよい。本開示を読んだ後は、メモリ３０３をどのように作成し
使用するかが当業者には明らかになるであろう。
【００１４】
　送信装置３０４は、周知の方法でプロセッサ３０２から情報を受信し、この情報を符号
化した信号を（例えば、ＰＳＴＮ（公衆電話交換網）やＣＤＭＡ（符号分割多元接続）基
地局などを介して）他の遠隔通信端末に送信する。本開示を読んだ後は、送信装置３０４
をどのように作成し使用するかが当業者には明らかになるであろう。
【００１５】
　図４は、本発明の例示的な実施形態による、メッセージを受信したときの遠隔通信端末
２００の操作の流れ図を示す。図４で示すどのタスクが同時に実行可能であり、あるいは
どのタスクが図示とは異なる順序で実行可能であるかは、当業者には明らかであろう。
【００１６】
　タスク４１０で、遠隔通信端末２００の受信装置３０１は、周知の方法で着信メッセー
ジを受信し、このメッセージをプロセッサ３０２に送る。
【００１７】
　タスク４２０で、プロセッサ３０２は、従来技術による遠隔通信端末１００と同様に、
着信メッセージをユーザに通知するために、何の音楽作品（すなわち、着信音）を、何の
画像を、また何のテキストを出力するかを決定する。前述のように、いくつかの実施形態
では、遠隔通信端末２００は、着信メッセージのすべてに対して特定の音楽作品を、ある
いはある範疇の発呼者に関連する音楽作品を、あるいは個々の発呼者に関連する音楽作品
を再生することもできる。同様に、いくつかの実施形態では、遠隔通信端末２００は、着
信メッセージが到着したことの合図を表示するためのテキスト・メッセージおよび画像の
一方または両方を決定することもできる。当業者には理解されるように、いくつかの実施
形態では、遠隔通信端末２００は、ユーザが設定した好み（preference）、バッテリ・パ
ワー、表示装置２１１の能力などに基づいて、１つまたは複数の着信音、画像、およびテ
キストを出力させないこともできる。
【００１８】
　タスク４３０で、プロセッサ３０２は、以下で図５に関して詳細に説明するように、着
信メッセージの１つまたは複数の属性に基づいて、タスク４２０で選択された音楽作品の
１つまたは複数のプロパティの値を決定する。
【００１９】
　タスク４４０で、プロセッサ３０２は、以下で図６に関して説明するように、着信メッ
セージの１つまたは複数の属性に基づいて、タスク４２０で選択された画像の１つまたは
複数のプロパティの値を決定する。
【００２０】
　タスク４５０で、プロセッサ３０２は、以下で図７に関して説明するように、着信メッ
セージの１つまたは複数の属性に基づいて、タスク４２０からのテキストの１つまたは複
数のプロパティの値を決定する。
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【００２１】
　タスク４６０で、プロセッサ３０２は、（ｉ）タスク４３０で決定されたプロパティ値
に従って、タスク４２０で選択された音楽作品を再生するための信号をスピーカ２１０に
送り、（ｉｉ）周知の方法で、タスク４４０と４５０、それぞれで決定されたプロパティ
値に従って、タスク４２０による画像およびテキストを表示するための信号を表示装置２
１１に送る。タスク４６０の後、図４の方法は終了する。
【００２２】
　図５は、本発明の例示的な実施形態による、タスク４３０の詳細な流れ図を示す。図５
で示すどのタスクが同時に実施可能であり、あるいはどのタスクが図示とは異なる順序で
実行可能であるかは、当業者には明らかであろう。
【００２３】
　タスク５１０で、プロセッサ３０２は、メッセージの送信者の識別やメッセージに関連
する優先順位、メッセージに関連する主題、メッセージの意味内容、メッセージの送信元
のロケーションなど、着信メッセージの１つまたは複数の属性に基づいて、音楽作品の音
量を決定する。当業者には理解されるように、メッセージの送信元のロケーションに基づ
いて音量を決定することは、このような情報を端末に提供する遠隔通信システム中でのみ
可能である。
【００２４】
　タスク５２０で、プロセッサ３０２は、着信メッセージの１つまたは複数の属性に基づ
いて、音楽作品のテンポを決定する。
【００２５】
　タスク５３０で、プロセッサ３０２は、着信メッセージの１つまたは複数の属性に基づ
いて音楽作品のピッチ（すなわち、調号）を決定する。
【００２６】
　タスク５４０で、プロセッサ３０２は、着信メッセージの１つまたは複数の属性に基づ
いて、音楽作品の音色（例えば、曲を演奏する楽器など）を決定する。
【００２７】
　タスク５５０で、プロセッサ３０２は、着信メッセージの１つまたは複数の属性に基づ
いて、音楽作品の追加のプロパティの値（例えば、和声、リズム、声楽曲での性別、声楽
曲の言語など）を決定する。
【００２８】
　タスク５６０で、プロセッサ３０２は、音楽作品と、タスク５１０～５５０で決定され
たプロパティの値とに基づいて、周知の方法で出力信号を生成する。タスク５６０の後、
次に進んでタスク４４０で実行を継続する。
【００２９】
　図６は、本発明の例示的な実施形態による、タスク４４０の詳細な流れ図を示す。図６
で示すどのタスクが同時に実行可能であり、あるいはどのタスクが図示とは異なる順序で
実行可能であるかは、当業者には明らかであろう。
【００３０】
　タスク６１０で、プロセッサ３０２は、メッセージの送信者の識別やメッセージに関連
する優先順位、メッセージに関連する主題、メッセージの意味内容、メッセージの送信元
のロケーションなど、着信メッセージの１つまたは複数の属性に基づいて、画像のサイズ
を決定する。当業者には理解されるように、メッセージの送信元のロケーションに基づい
て画像サイズを決定することは、このような情報を端末に提供する遠隔通信システム中で
のみ可能である。
【００３１】
　タスク６２０で、プロセッサ３０２は、着信メッセージの１つまたは複数の属性に基づ
いて、画像の輝度を決定する。
【００３２】
　タスク６３０で、プロセッサ３０２は、着信メッセージの１つまたは複数の属性に基づ
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いて、画像のコントラストを決定する。
【００３３】
　タスク６４０で、プロセッサ３０２は、着信メッセージの１つまたは複数の属性に基づ
いて、画像の解像度を決定する。
【００３４】
　タスク６５０で、プロセッサ３０２は、着信メッセージの１つまたは複数の属性に基づ
いて、画像の追加のプロパティ値（例えば、色相、彩度、表示装置２１１上の位置、動画
の速度など）を決定する。
【００３５】
　タスク６６０で、プロセッサ３０２は、画像と、タスク６１０～６５０で決定されたプ
ロパティ値とに基づいて、周知の方法で出力信号を生成する。タスク６６０の後、次に進
んでタスク４５０で実行を継続する。
【００３６】
　図７は、本発明の例示的な実施形態によるタスク４５０の詳細な流れ図を示す。図７で
示すどのタスクが同時に実行可能であり、あるいはどのタスクが図示とは異なる順序で実
行可能であるかは、当業者には明らかであろう。
【００３７】
　タスク７１０で、プロセッサ３０２は、メッセージの送信者の識別やメッセージに関連
する優先順位、メッセージに関連する主題、メッセージの意味内容、メッセージの送信元
のロケーションなど、着信メッセージの１つまたは複数の属性に基づいて、テキストのフ
ォントを決定する。当業者には理解されるように、メッセージの送信元のロケーションに
基づいてフォントを決定することは、このような情報を端末に提供する遠隔通信システム
中でのみ可能である。
【００３８】
　タスク７２０で、プロセッサ３０２は、着信メッセージの１つまたは複数の属性に基づ
いて、（例えば、ボールドやイタリックなどの）フォント・スタイルを決定する。
【００３９】
　タスク７３０で、プロセッサ３０２は、着信メッセージの１つまたは複数の属性に基づ
いて、フォント・サイズを決定する。
【００４０】
　タスク７４０で、プロセッサ３０２は、着信メッセージの１つまたは複数の属性に基づ
いて、テキストの色を決定する。
【００４１】
　タスク７５０で、プロセッサ３０２は、着信メッセージの１つまたは複数の属性に基づ
いて、テキストの追加のプロパティ値（例えば、背景色、表示装置２１１上の位置、動的
挙動、動的挙動の速度など）を決定する。
【００４２】
　タスク７６０で、プロセッサ３０２は、テキストと、タスク７１０～７５０で決定され
たテキストのプロパティ値とに基づいて、周知の方法で出力信号を生成する。タスク７６
０の後、次に進んでタスク４６０で、実行を継続する。
【００４３】
　前述の実施形態は本発明を単に例示するものにすぎず、当業者であれば、本発明の範囲
を逸脱せずに、前述の実施形態の多くの変形形態を考案できることを理解されたい。例え
ば、本明細書では、本発明の例示的な実施形態の十分な説明と理解を提供するために、特
有の詳細を数多く提供している。しかし、当業者であれば、これらの１つまたは複数の詳
細を使用せずに、あるいは他の方法、材料、構成要素などを使用して本発明を実施できる
ことが理解されよう。
【００４４】
　さらに、場合によっては、よく知られた構造、材料、または操作については、例示的な
実施形態の諸側面があいまいにならないように、詳細に図示しあるいは説明しない。図示
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の様々な実施形態は、説明のためのものであり、必ずしも一定の縮尺で描かれていないこ
とを理解されたい。本明細書中で、「一実施形態」、「実施形態」または「いくつかの実
施形態」への言及は、実施形態に関して述べられた特定の特徴、構造、材料、または特性
が、本発明の少なくとも１つの実施形態中には含まれるが、必ずしもすべての実施形態中
に含まれないことを意味する。したがって、本明細書を通して様々な箇所にあげられる句
である「一実施形態中に」、「実施形態中に」または「いくつかの実施形態中に」は、必
ずしもすべて同じ実施形態を指すものではない。さらに、特定の特徴、構造、材料、ある
いは特性を、１つまたは複数の実施形態中に適切な任意の方法で組み合わせることができ
る。したがって、かかる変形形態は、添付の特許請求の範囲およびその均等な形態の範囲
に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】従来技術の遠隔通信端末を示す図である。
【図２】本発明の例示的な実施形態による遠隔通信端末を示す図である。
【図３】本発明の例示的な実施形態による、図２で示す遠隔通信端末２００の主な構成要
素のブロック図である。
【図４】本発明の例示的な実施形態による、メッセージを受信したときの、図２で示す遠
隔通信端末２００の操作の流れ図である。
【図５】本発明の例示的な実施形態による、図４で示すタスク４３０の詳細な流れ図であ
る。
【図６】本発明の例示的な実施形態による、図４で示すタスク４４０の詳細な流れ図であ
る。
【図７】本発明の例示的な実施形態による、図４で示すタスク４５０の詳細な流れ図であ
る。

【図１】 【図２】
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