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(57)【要約】
【課題】着信者の物理的状態が発信者に間接的に理解で
きるようにする。
【解決手段】電話端末において、電話端末の物理的状態
を検知できるセンサを搭載し、該センサのデータに基づ
いて携帯電話端末の物理的状態を連想させる音楽データ
を発信者に送信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電話端末の状態を表す状態データを生成するセンサと、
　着信時に、通話開始までの間に基地局へ送信する呼び出しデータ、及び状態データを記
憶するメモリと、
　着信時に基地局とデータ通信チャネルを確立し、状態データに対応する呼び出しデータ
を基地局へ送信する制御部とを備えたことを特徴とする
　電話端末。
【請求項２】
　前記状態データは加速度、温度、バッテリー残量、基地局からの電波の強さ、現在位置
、時刻のいずれかを含む
　請求項１記載の電話端末。
【請求項３】
　前記呼び出しデータは音楽又は音声データである
　請求項２に記載の電話端末。
【請求項４】
　着信時に電話端末の物理的な状態に応じて発信側の電話端末にデータを送信する通信シ
ステムであって、
　電話端末は着信時において、基地局とデータ通信チャネルを確立し、
　着信側の端末に記憶されている、状態データに対応した呼び出しデータを基地局を経由
して発信者側の電話端末装置に送信し、
　発信者側の電話端末では受信した呼び出しデータを音声に変換してスピーカから出力す
る
　通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は携帯電話端末などの電話端末及びその電話端末に関し、特に着信者が電話に出
るまでの間における発信者側端末の制御技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話のシステムでは発信者が相手に電話をかけると、相手が電話に出るまでの間発
信者にトーン信号が聞こえる。このトーン信号は携帯電話の基地局が発信者に対して送信
している。
【０００３】
　従来では例えば基地局が発信者に対してトーン信号の代わりに音楽を聞かせるサービス
がある。しかし、これはどのような音楽を選択するかは基地局が決定するか、あらかじめ
加入者が登録した音楽が選択されるかである。
　このように従来は発信者に聞こえるトーン信号の代わりに、着信者の状態を表現できる
音楽を送信することは行われていなかった。
　特開２００５－３４１１２５号公報には発信側電話機から着信側電話機へ電話をする際
、発信者側では呼び出し時に好みの音楽を聴くことができる電話機に関する記載がある。
【特許文献１】特開２００５－３４１１２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、現在では電話端末でゲームをしたり音楽を聞いたりするなど、単なる通信手段
としての機能だけでなく、エンターテイメントとしての機能も望まれている。このため電
話端末でもより多くの表現手段を提供することが望まれている。
　かかる点に鑑み、本発明は発信時に相手の物理的な状態に応じた音楽を聴くことができ
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る電話端末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】
【０００５】
　本発明は、電話端末の状態を表す状態データを生成するセンサと、着信時に、通話開始
までの間に基地局へ送信する呼び出しデータ、及び状態データを記憶するメモリとを有す
る電話端末を提供する。この電話端末は着信時に基地局とデータ通信チャネルを確立し、
状態データに対応する呼び出しデータを基地局へ送信する制御部とを備えたことを特徴と
する電話端末である。
【０００６】
　また上記の電話端末を用いて基地局との間でデータ通信チャネルを確立して、状態デー
タに対応した呼び出しデータを発信者側の電話端末に送信し、発信者側の電話端末で呼び
出しデータを音声に変換することにより、スピーカから音声を出力する通信システムを提
供する。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明により、電話端末のユーザは電話をかける際、相手が電話に出るまでの間に聞く
呼び出し音から、相手の状態を間接的に知ることができる。また、着信時には自分の現在
の状態を相手に知らせる表現手段として使用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明の一実施の形態の例を図１～図８を用いて説明する。図１は実施の形態の一例の
電話端末である。基地局と無線通信を行うアンテナ１０１は、通信回路１０２に接続して
いる。通信回路１０２は、受信した信号の復調、送信する信号の変調などの受信処理及び
送信処理を行う通信処理手段である。受信して得たデータパケット中の音声データについ
ては、アナログ音声信号としてスピーカ１０４に供給して、出力させる。
【０００９】
　また、マイクロフォン１０３が拾って得た音声信号を、通信回路１０２に供給して、伝
送用の音声データとし、その音声データを送信データパケット化して、基地局側に送信す
る。通信回路１０２と各部とのデータ伝送は、データライン１６０を使用して行われる。
【００１０】
　また、通信回路１０２は、制御ライン１５０を介して制御部１２０とデータ転送を行う
構成としてあり、制御部１２０からの指示に基づいて受信や送信が行われる。また、音声
データ以外の受信データは、制御部１２０に送るようにしてあり、必要によりメモリ１０
５に記憶される。送信する必要のあるデータについても、制御部１２０又はメモリ１０５
から、通信回路１０２に送られ、送信処理される。後述する音楽データを送信する際にも
、メモリ１０５（又は後述する外部記憶装置７５０）に蓄積された音楽データが、通信回
路１０２に送られて無線送信される。
【００１１】
　また、この携帯電話端末１００に配置された操作キーなどの操作手段で構成される操作
部１０６の操作データが、制御部１２０に供給され、液晶表示パネルなどの表示手段で構
成される表示部１０７での表示についても、制御部１２０の制御で実行される。操作部１
０６として配置された操作手段には電話番号等を入力するプッシュボタンも含まれる。
【００１２】
　そして携帯電話端末１００は、音楽データ制御部８１０を備え、その音楽データ制御部
８１０の制御で、内蔵されたメモリ１０５又は外部装置接続部７０１に接続された外部記
憶装置７５０に記憶された音楽データを、アナログ音声信号として音楽用スピーカ１２４
から出力させることができる。外部記憶装置１２２としては、例えばメモリカードなどの
記憶（記録）手段が使用される。
【００１３】
　メモリ１０５又は外部記憶装置７５０への音楽データの記憶としては、例えば通信回路
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１０２を使用した無線通信で音楽データの配信を行っているサーバにアクセスして、その
サーバからダウンロードした音楽データなどが想定される。又は、使用者が例えばＣＤプ
レーヤなどから録音した音楽データや、パーソナルコンピュータを介して音楽データを転
送することなどが想定される。
【００１４】
　携帯電話端末１００はさらに加速度センサ９０１、温度センサ９０２を有する。これら
のセンサのデータは制御部１２０により、時間の経過とともにメモリ１０５に記録される
。よってメモリ１０５にはデータが時系列で記録される。また、データが一定量に達する
と、最も古いデータから順に上書きされて、常に一定量のデータが保存されることが好ま
しい。
【００１５】
　また図示しないが、携帯電話端末１００は例えば電池の残量、基地局からの電波の強さ
、基地局又は全地球的測位システムいわゆるＧＰＳなどによる現在位置、時刻など、携帯
電話端末１００の現在の物理的な状態を記録しても良い。
【００１６】
　このように携帯電話端末１００は自身の現在の物理的な状態を表すデータをメモリに時
系列的に記憶することができる。しかし、このデータは必ずしもメモリ１０５に記憶しな
ければならないものではなく、各センサから出力されるデータを、メモリ１０５を介さず
に制御部１２０等で処理しても良い。以後このような、携帯電話端末１００の物理的な状
態を示すデータを「状態データ」と称する。
【００１７】
　次に携帯電話端末１００がどのような状態にあるとき、どのような呼び出しデータを送
信するかという、状態データと呼び出しデータとの関連付けを行う。呼び出しデータとは
、発信者が電話をかけたとき、相手が電話に出るまでの間に聞く音声データである。また
、映像を表示できる電話端末の場合は、相手が電話に出るまでの間に発信者の端末に映像
を表示することもできるので、映像データも呼び出しデータとなる。さらに発光ダイオー
ドなどの点滅を呼び出しデータに使用することもできる。
【００１８】
　関連付けは、例えば大きな加速度が一定間隔以上連続している場合はスポーツをしてい
ることが類推できる。この場合はロック音楽などの激しくて気分が盛り上がる音楽を選択
する。また、ユーザが安静にしているときは、携帯電話端末１００は大きな加速度を検出
しないので、例えばクラシック音楽などの静かな曲を選択する。
　同様に温度センサ９０２が高い温度を検出しているときは、南国をイメージさせる音楽
を選択し、低い温度を検出しているときは、冬をイメージさせる音楽を選択する。
【００１９】
　つまり携帯電話端末１００の状態と音楽のカテゴリを対応付ける。これは詳細は後述す
るが一覧表のような形態でメモリ１０５に保存することが好ましい。このような関連付け
は状態データ及び呼び出しデータを数学的な方法により処理して自動的に行うことができ
る。またユーザがあらかじめ自分で行っても良い。
【００２０】
　このように状態データからユーザの状態を類推して、発信者に着信者の状態を連想させ
るような呼び出しデータを送信する。つまり状態データと呼び出しデータを関連付けるこ
とが必要となる。この方法はさまざまな方法が提案されており、例えば主成分分析やニュ
ーラルネットワークを用いた数学的な方法で関連付けることができる。さらに、数学的な
方法以外にユーザが自分で関連付けを行うこともできる。この場合、ユーザは自分の好み
の音楽を発信者に聞かせることができる。
【００２１】
　図３は携帯電話端末１００のユーザが自分で状態データと音楽データ４００を関連付け
る際の携帯電話端末１００の表示部１０７に表示されるメニュー画面の一例である。例え
ば図のように状態メニュー１０１からは「運動中」、「電車の中」、「運転中」、「就寝
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中」、「会議中」のようなメニュー一覧が表示され、この中の１つを選択する。図では運
動中を選択している。次に音楽メニュー１０２からロック、ジャズ、クラシック等の音楽
のカテゴリを選択する。図ではロックを選択している。
【００２２】
　次にファイルメニュー１０３からメモリ１０５又は外部記憶装置７５０に記憶されてい
る音楽データ４００を選択する。最後に登録ボタン１０４をクリックすることによって登
録が完了する。ここで、音楽メニューでは１つのカテゴリに複数の曲が存在するので、上
記のように１つの音楽データ４００を登録したら、再度ファイルメニュー１０３で異なる
曲を選択して登録ボタン１０４をクリックする。
【００２３】
　図３は登録を変更、削除する場合のメニュー画面の一例である。削除画面では状態メニ
ュー１０１から任意の状態を選択する。例えば就寝中１０１’を選択する。次にこれに対
応する音楽のカテゴリをポップスに変更する場合は音楽メニュー１０２でポップス１０２
’を選択する。
【００２４】
　次にファイルメニュー１０３で音楽データ４００’を選択する。最後に変更ボタン１０
５をクリックする。また曲を削除するときはファイルメニュー１０３で例えばｍｕｓｉｃ
３を選択し、削除ボタン１０４をクリックする。これによってある音楽カテゴリに属して
いる音楽データ４００’を削除することができる。
【００２５】
　また音楽のカテゴリを変更、削除するときは、音楽メニュー１０２でカテゴリを選択し
、次にファイルメニュー１０３は選択せずに変更ボタン１０５又は削除ボタン１０４をク
リックする。
【００２６】
　このような表示部に表示される画面又は操作手順は任意に形成することができ、本実施
例に限定されるものではない。よって例えば登録、変更、削除の各ボタンを１つの画面に
表示して、登録、変更、削除を１つの画面で操作できるようにしても良い。
　つまり状態データと呼び出しデータとの関連付けをマニュアル操作によって行うことが
できれば、どのような操作画面、操作方法でも本実施の形態の携帯電話端末１００に含ま
れる。
【００２７】
　関連付けられたデータは表の形態でメモリ１０５に保存できる。表の一例を図４に示し
た。図のように、携帯電話端末１００の状態を表す状態欄１０と各状態に対応する音楽の
カテゴリを表す音楽欄１１、及び映像欄１２で構成される。
【００２８】
　このように、各状態に対応する音楽のカテゴリ及び映像が関連付けられており、例えば
運動中に対応する音楽はロックであり、映像はテニスの映像である。また、就寝中であれ
ばこれに対応する音楽のカテゴリはクラシックであり、映像は星空の映像である。
【００２９】
　音楽欄１１、映像欄１２にはさらに１つ又は複数の音楽データ４００、映像データが対
応している。音楽欄１１、映像欄１２から音楽データ４００、映像データを選択するとき
は、乱数等を用いてランダムに選択してもよいし、現在の状態データに最もふさわしい音
楽データ４００、映像データを選択しても良い。
【００３０】
　次に本実施の形態の例の携帯電話端末１００を用いた通信システムを説明する。以下に
説明する通信システムは発信側は上記本実施の形態ではない電話端末を使用することを想
定している。よって以降、発信側の電話端末を「発信者端末」と称する。
【００３１】
　図５は携帯電話端末１００を用いた通信システムの概略を示したブロック図である。ま
ず、発信者端末３００で発呼Ｓ３１を行うと、発信者端末３００が位置するセルの基地局
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２０では、発信者端末３００が正規のユーザであるか否かの認証Ｓ３２を行う。正規のユ
ーザであることが確認されると、基地局２０は携帯電話端末１００と通信チャンネルＳ２
１を確立する。
【００３２】
　実際には、発信者端末３００の基地局２０は複数の基地局（エリア）を管理する、いわ
ゆるホームロケーションレジスタ（図１には示されていない）に携帯電話端末１００が位
置しているエリアを問い合わせる。つまり、厳密には図１の基地局２０はホームロケーシ
ョンレジスタを介して２つ存在することになる。なお、ホームロケーションレジスタにつ
いては実施の形態の説明に影響がないのでここでは省略する。
【００３３】
　基地局２０と携帯電話端末１００と通信チャネルＳ２１を確立すると、詳細は後述する
が所定の処理Ｓ１１０を行って状態パラメータ又はこれに対応するデータを基地局２０に
送信Ｓ１２する。データの送信にはデータ送信用の通信チャネルを使用する。これは図４
に示されているように通信チャネルＳ２１を確立するに際して、基地局２０と携帯電話端
末１００との間でデータ通信チャネルＳ２２を確立する。
【００３４】
　基地局２０は受け取ったデータを呼び出しデータとして発信者端末３０に送信Ｓ３３す
る。呼び出しデータは例えば音楽データ、又はメッセージ等を録音した音声データである
。この呼び出しデータの形式は例えばデジタル化された音声を圧縮する音声圧縮フォーマ
ットであるＭＰ３（MPEG-1 Audio Layer-3）、デジタル化された音声を記述するフォーマ
ットであるＷＡＶなどの形式でよい。基地局２０は携帯電話端末１００からデータの送信
Ｓ１２があると、発信者端末３０とデータ通信チャネルＳ２２を確立する。その後、呼び
出しデータの送信３３を行う。
　呼び出しデータに音楽データを使用すると、発信者端末３０では呼び出しのトーンの代
わりに音楽を聴くことができる。また、携帯電話端末１００では着信音が鳴る。
【００３５】
　以上のような携帯電話端末１００を用いた通信システムの形態を以下に説明する。各実
施の形態では呼び出しデータに音楽データを想定する。また通信システムとしては次の３
通りを想定する。
（１）音楽データ４００は携帯電話端末１００に格納されており、携帯電話端末１００か
ら音楽データ４００を送信する。
（２）音楽データ４００は基地局２０に格納されており、基地局２０が音楽を再生して発
信者端末３００に送信する。
（３）音楽データ４００は発信者端末３００に格納されており、発信者端末３００で音楽
を再生する。
　上記それぞれの実施の形態について以下に説明する。
【００３６】
（第１の形態）
　図６は第１の形態を概念的に表した図であり、以下に図５、図６を用いて説明する。第
１の形態では携帯電話端末１００に音楽データが格納されている例である。最初に上記の
ように発信者端末３０の発呼Ｓ３１により基地局２０を経由して携帯電話端末１００と通
信チャネルＳ２１が確立する。このとき、基地局２０は着信側の携帯電話端末１００と通
常の音声通信で使用するチャネルのほかにパケット通信などに用いるデータ通信チャネル
Ｓ２２も確立する。つまり、図２の通信チャネルＳ２１にはパケット通信用のデータ通信
チャネルＳ２２も含まれる。
【００３７】
　このデータ通信チャネルＳ２２は必ずしも通信チャネルＳ２１の確立に際して行う必要
はなく、図６において携帯電話端末１００のデータの送信Ｓ２１より前であれば、どの時
点でデータ通信チャネルＳ２２を確立しても良い。よって処理Ｓ１１０の後でデータ通信
チャネルＳ２２を確立しても良い。またデータ通信チャネルＳ２２は例えば携帯電話端末
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１００を用いてインターネットを使用したり、メールを送受信したりするときに使用する
方式でよい。
【００３８】
　次に、携帯電話端末１００は状態データから音楽データ４００を選択する処理Ｓ１１０
を行う。具体的には、メモリ１０５に記憶されている状態データに基づいて、メモリ１０
５又は外部記憶装置７０５に記憶されている音楽の中から適切な音楽データ４００を選ぶ
。
【００３９】
　このような処理Ｓ１１０が終わると携帯電話端末１００は状態データに対応する音楽デ
ータ４００を、データ通信チャネルＳ２２を用いて基地局２０に送信する。基地局２０は
データを受け取ると、音楽データ４００受け取るためにデータ通信チャネルＳ２２を発信
者端末３０と確立し、音楽データ４００を送信する。発信者端末３０は受け取った音楽デ
ータ４００を再生する。
【００４０】
　このようにして発信者に音楽データ４００を送信することによって、発信者は着信側の
状態を音楽によって推測できる。このように携帯電話端末１００、発信者端末３０間で確
立されるデータ通信チャネルＳ２２は、インターネットやメールを使用するときに用いら
れる方式でよいので課金を伴う場合がある。
【００４１】
（第２の形態）
　図７は携帯電話端末１００を用いた通信システムの第２の形態である。本形態では音楽
データ４００は基地局２０に格納されている。よってユーザはあらかじめ基地局２０に音
楽データ４００を送信しておかなければならない。音楽データ４００の送信は例えば携帯
電話端末１００で行っても良いし、パーソナルコンピュータ（図示せず）を使用してイン
ターネットにより行っても良い。
【００４２】
　発信者端末３００の発呼Ｓ３１から処理Ｓ１１０までの動作（図２参照）は第１の形態
と同様である。よって携帯電話端末１００の処理Ｓ１１０の後から説明する。
　図３において、携帯電話端末１００は選曲された曲を識別するためのデータを基地局２
０に送信する。このデータは音楽データ４００を識別できるデータであればよい。よって
例えば曲のタイトルに対応するテキストデータや、任意に音楽データ４００に付与するイ
ンデックス番号でよい。
【００４３】
　基地局２０では送信されたデータに基づいて曲を再生し、発信者端末３０に送信する。
これによって発信者端末３００では呼び出しのトーンの代わりに音楽を聴くことができる
。基地局２０が発信者端末３００に音楽を送信する場合は、基地局側で音楽データ４００
を音声に変換し発信者端末３００に送信する。このようにすると発信者側はデータ通信チ
ャネルＳ２２を基地局２０と確立しなくもよいので、発信者への課金はなくなる。
　しかし、基地局２０が発信者端末３０とデータ通信チャネルＳ２２を確立し、基地局２
０発信者端末３０に音楽データ４００を送信して発信者端末３０で音楽を再生するように
しても良い。
【００４４】
　本実施の形態では携帯電話端末１００が送信するデータは曲を識別するためのデータな
ので、音楽データ４００と比較してデータ量が少ない。よって上記第１の実施の形態と比
較すると、データ通信チャネルＳ２２において、パケット通信などの通信費用を安くする
ことができる。また携帯電話端末１００に音楽データ４００を格納する必要がないので、
メモリ１０５の大部分が音楽データ４００で占められることも防止できる。
【００４５】
（第３の形態）
　次に第３の形態を説明する。本実施の形態でも発信者端末３００の発呼Ｓ３１から処理
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Ｓ１１０までは第１の形態と同じなので説明は省略する。第３の形態では音楽データ４０
０は発信者端末３０が有している。
　処理Ｓ１１０（図５参照）において選曲が終わると携帯電話端末１００は曲を識別する
データを基地局２０に送信する。基地局２０では曲を識別するデータを発信者端末３０に
送信する。この時発信者端末３０は携帯電話端末１００が選曲したデータを受け取るため
に図１において、認証Ｓ３２と基地局２０のデータの送信Ｓ３３の間で、データ通信チャ
ネルＳ２２を確立しなければならない。これは携帯電話端末１００と基地局２０との間で
確立されるデータ通信チャネルＳ２２と同じでよい。
【００４６】
　発信者端末３０は曲を識別するデータを受け取ると、このデータに対応する曲を再生す
る。もし、発信者端末３０に、受信したデータに対応する曲がなければ最も近い曲を再生
する。例えば曲を識別するデータがロック音楽を示している場合には、同じジャンルであ
るロック音楽の中から曲を選択する。
【００４７】
　本実施の形態では音楽データ４００は発信者端末３０に格納されているので、発信者の
好みの音楽を再生することができる。また、本実施の形態の場合、音楽データ４００を識
別するデータを受信したとき、このデータを発信者端末３０で処理しなければならない。
よって、発信者端末３０にはこのデータを処理することができるソフトウエア等を組み込
んでおく。これは例えばいわゆるＪＡＶＡ（登録商標）アプリケーションなどが適してい
る。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の実施の形態の一例のブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態を含めた通信システムの概略的なブロック図である。
【図３】状態データと呼び出しデータを関連付ける画面の一例である。
【図４】状態データと呼び出しデータの関連付けを変更又は削除する画面の一例である。
【図５】状態データと呼び出しデータを関連付けた表の一例である。
【図６】本発明の実施の形態を含めた通信システムの第１の形態である。
【図７】本発明の実施の形態を含めた通信システムの第２の形態である。
【図８】本発明の実施の形態を含めた通信システムの第３の形態である。
【符号の説明】
【００４９】
　２０・・・基地局、２１・・・通信チャネル、２２・・・データ通信チャネル、３０・
・・発信者端末、３３・・・呼び出しデータの送信、１００・・・携帯電話端末、４００
・・・音楽データ



(9) JP 2008-270901 A 2008.11.6

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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