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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともメロディデータを含むコンテンツを着信メロディとして再生する通信端末に
対して、前記コンテンツを送信する送信手段を備えた携帯端末であって、
　前記送信手段により前記コンテンツが送信されている間、効果音を鳴動させる第１の鳴
動手段と、
　前記送信手段による前記コンテンツの送信が終了したとき、送信に成功したか失敗した
かを示す効果音を鳴動させる第２の鳴動手段と、
　前記送信手段による前記コンテンツの送信が終了したことに基づいて、前記コンテンツ
を送信した送信相手に対して音声通話の発信を行う発信手段と、
　を備え、
　前記第１の鳴動手段は、前記コンテンツの送信開始から送信完了まで、前記送信手段に
より送信されるコンテンツを送信元で再生することにより効果音を鳴動させる
ことを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　前記送信手段により送信されたコンテンツを受信する受信手段と、
　前記発信手段からの発信を受け付ける着信手段と、
　前記着信手段が発信を受け付けた場合、前記受信手段により受信されたコンテンツを再
生する再生手段と、を備えたことを特徴とする請求項１記載の携帯端末。
【請求項３】
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　前記第１の鳴動手段は、前記送信手段による送信の進捗状況に応じて、効果音のテンポ
を変動させることを特徴とする請求項１記載の携帯端末。
【請求項４】
　前記第１の鳴動手段は、前記送信手段による送信の進捗状況に応じて、効果音の音量を
変動させることを特徴とする請求項１記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記第１の鳴動手段は、前記送信手段による送信の進捗状況に応じて、効果音のピッチ
を変動させることを特徴とする請求項１記載の携帯端末。
【請求項６】
　前記第１の鳴動手段は、音声ファイルを再生することにより効果音を鳴動させることを
特徴とする請求項１記載の携帯端末。
【請求項７】
　前記第１の鳴動手段は、前記送信手段により送信されるコンテンツが動画データを含む
場合に、この動画データを再生することにより効果音を鳴動させることを特徴とする請求
項１記載の携帯端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくともメロディデータを含むコンテンツを着信メロディとして再生する
通信端末に対して、そのコンテンツを送信する機能を備えるとともに、ユーザがこの送信
の進捗状況を耳で確認することができる携帯端末に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的な携帯電話機等の携帯端末は、着信があった場合に、ユーザにより予め設定され
た着信メロディを再生させて、ユーザに対してこの着信を通知する機能を備えている。例
えば特許文献１には、ユーザが自分の好きな着信メロディを使用しながら、かつ着信の有
無を確実に知ることができる携帯電話機が記載されている。この携帯電話機は、着信があ
れば着信メロディをＲＯＭから読み出し、エンベロープ検出部で着信メロディの音量が小
さいか否かを判断し、音量が小さいと判断した時は、ＬＵＴを参照してＶＣＡの増幅度を
上げるものである。
【特許文献１】特開２００６－１４８５２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　一方で、近年、音声通話の際に、発信側がマルチメディアコンテンツを着信コンテンツ
として着信側へ送信し、着信側がそのコンテンツを受信して既存の着信メロディの代わり
に再生する機能を備えた携帯電話機が増えてきている。このような携帯電話機では、通常
の音声通話と異なり、音声通話の処理が開始される前に、発信側のユーザはファイル転送
が終了するまで待機しなければならない時間帯が発生してしまうという問題があった。
【０００４】
　現状、このユーザの待機時間において、ファイル転送の進捗状況を示すプログレスバー
やポップアップ画面がディスプレイに表示されるが、ユーザがこの表示を確認するために
は、携帯電話機を耳に当てた状態ではなく顔の前に掲げた状態で保持する必要があった。
ファイル転送の所要時間はファイルサイズと通信状況によるが、最悪の場合には３０秒以
上かかってしまう場合もあり、この間にファイル転送の過程を目視で確認するのはユーザ
にとっては負担となっていた。また、ファイル転送の待ち動作は「ダイヤルしてから耳に
当てて通話の開始を待つ」という音声通話の慣習と異なるため、初めてこの機能を使用す
るユーザが不便さを感じる恐れがある
　本発明は、上記課題を鑑みてなされてものであり、少なくともメロディデータを含むコ
ンテンツを着信メロディとして再生する通信端末に対して、そのコンテンツを送信する機
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能を備え、ファイル転送中にファイル転送の進捗状況やファイル転送結果を音声効果で表
現することによって、ユーザが画面に注目しなくても聴覚からファイル転送状況等を把握
できる携帯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】
　上記課題を解決するために、本発明に係る携帯端末は、少なくともメロディデータを含
むコンテンツを着信メロディとして再生する通信端末に対して、前記コンテンツを送信す
る送信手段を備えた携帯端末であって、前記送信手段により前記コンテンツが送信されて
いる間、効果音を鳴動させる第１の鳴動手段と、前記送信手段による前記コンテンツの送
信が終了したとき、送信に成功したか失敗したかを示す効果音を鳴動させる第２の鳴動手
段と、前記送信手段による前記コンテンツの送信が終了したことに基づいて、前記コンテ
ンツを送信した送信相手に対して音声通話の発信を行う発信手段と、を備え、前記第１の
鳴動手段は、前記コンテンツの送信開始から送信完了まで、前記送信手段により送信され
るコンテンツを送信元で再生することにより効果音を鳴動させることを特徴とする。

【発明の効果】
【０００６】
　本発明に係る携帯端末によると、少なくともメロディデータを含むコンテンツを着信メ
ロディとして再生する通信端末に対して、そのコンテンツを送信する機能を備え、ファイ
ル転送中にファイル転送の進捗状況やファイル転送結果を音声効果で表現することによっ
て、ユーザが画面に注目しなくても聴覚からファイル転送状況等を把握することが可能と
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　本発明に係る携帯端末の実施形態について、添付図面を参照しながら説明する。本発明
に係る携帯端末として、複数の筐体が開閉自在に結合されてなるクラムシェル型の携帯電
話機１を例に挙げて説明する。図１（Ａ）は、携帯電話機１の開いた状態を示す正面図、
図１（Ｂ）は、本発明に係る携帯電話機１の開いた状態を示す側面図、図２（Ａ）は、携
帯電話機１の閉じた状態を示す正面図、図２（Ｂ）は、携帯電話機１の閉じた状態を示す
側面図である。
【０００８】
　携帯電話機１は、図１及び図２に示すように、主に、矩形の板状の上筐体１０と、この
上筐体１０とほぼ同形状をした下筐体１１とにより構成されていて、これらの上筐体１０
及び下筐体１１は、閉じた状態において相互に一面を覆うように積層されている。上筐体
１０及び下筐体１１は、ヒンジ部１２を挟むようにヒンジ結合されていて、上筐体１０は
下筐体１１に対して、ヒンジ部１２を軸にして、図１及び図２のＸ方向に所定角度だけ回
転自在なように形成されている。携帯電話機１は、上筐体１０を下筐体１１に対して回転
させることにより、閉じた状態から開いた状態に、あるいは開いた状態から閉じた状態に
変形する。
【０００９】
　上筐体１０の内面（下筐体１１に対面する側の面）には、文字や画像等を含んだ表示情
報を表示するためのディスプレイ１３が設けられている。ディスプレイ１３は、例えば液
晶パネルで形成された液晶ディスプレイ、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃ
ｅｎｃｅ）パネルで形成された有機ＥＬディスプレイなどである。また、上筐体１０の内
面には、音声を出力するスピーカ１４が設けられている。これらのディスプレイ１３、ス
ピーカ１４は、携帯電話機１が閉じた状態のときには、下筐体１１により覆われていて外
部に露出していないが、上筐体１０を下筐体１１に対して回転させて開いた状態に変形さ
せたときには外部に露出される。
【００１０】
　下筐体１１の内面（上筐体１０に対面する側の面）には、例えば、電源のＯＮ／ＯＦＦ
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を切り替えるための電源キーや発呼処理を行うための発呼キー、数字や文字を入力するた
めのテンキー、メール機能や、Ｗｅｂ閲覧機能等を起動するためのショートカットキー等
からなる操作キー１５が設けられている。また下筐体１１の内面には、音声を集音するた
めのマイクロフォン１６が設けられている。これらの操作キー１５及びマイクロフォン１
６は、携帯電話機１が閉じた状態のときには、上筐体１０により覆われていて外部に露出
していないが、上筐体１０を下筐体１１に対して回転させて開いた状態に変形させたとき
には外部に露出される。
【００１１】
　次に、携帯電話機１の機能について、図３に示すブロック図を用いて説明する。携帯電
話機１は、図３に示すように、主制御部２０、電源回路部２１、操作入力制御部２２、表
示制御部２３、音声制御部２４、通信制御部２５、及び記憶部２６が、バスによって相互
に通信可能に接続されて構成されている。
【００１２】
　主制御部２０は、様々なデータ処理や演算を行うＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）を具備し、携帯電話機１の総括的な制御を行うとともに、後述す
る画面表示処理や画面更新処理や、その他の様々な演算処理や制御処理等を行う。電源回
路部２１は、ユーザによる操作キー１５を介した入力に基づいて電源のオン／オフ状態を
切り替え、電源がオン状態の場合には電力供給源（バッテリ等）から各部に対して電力を
供給して、携帯端末１を動作可能にする。
【００１３】
　操作入力制御部２２は、操作キー１５に対する入力インタフェースを備え、操作キー１
５が押下された際、この押下されたキーを示す信号を生成して主制御部２０に伝送する。
表示制御部２３は、ディスプレイ１３に対する表示インタフェースを備え、主制御部２０
の制御に基づいて、文書データや静止画像データ、動画像データ等からなる画面をディス
プレイ１３に表示する。
【００１４】
　音声制御部２４は、主制御部２０の制御に基づいて、マイクロフォン１６で集音された
音声からアナログ音声信号を生成し、このアナログ音声信号をデジタル音声信号に変換す
る。また音声制御部２４は、デジタル音声信号を取得すると、主制御部２０の制御に基づ
いて、このデジタル音声信号をアナログ音声信号に変換し、スピーカ１４から音声として
出力する。
【００１５】
　通信制御部２５は、主制御部２０の制御に基づいて、基地局からアンテナ２５ａを介し
て受信した受信信号をスペクトラム逆拡散処理してデータを復元する。このデータは、主
制御部２０の指示により、音声制御部２４に伝送されてスピーカ１４から出力されたり、
表示制御部２３に伝送されてディスプレイ１３に表示されたり、または記憶部２６に記録
されたりする。また通信制御部２５は、主制御部２０の制御に基づいて、マイクロフォン
１６で集音された音声データや操作キー１５を介して入力されたデータや記憶部２６に記
憶されたデータを取得すると、これらのデータに対してスペクトラム拡散処理を行い、基
地局に対してアンテナ２５ａを介して送信する。
【００１６】
　記憶部２６は、主制御部２０が行う処理について、処理プログラムや処理に必要なデー
タ等を格納するＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やハードディスク、不揮発
性メモリ、データベース、主制御部２０が処理を行う際に使用されるデータを一時的に記
憶するＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等から構成される。また、
主制御部２０が後述する転送監視処理を行う際の処理プログラムは、例えばＲＯＭに記憶
されているものとする。
【００１７】
　携帯電話機１は、音声通話を行う際に、発信側で少なくともメロディデータを含むコン
テンツを着信コンテンツとして着信側へ送信し、着信側がこの着信コンテンツを受信して
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既存の着信メロディのかわりに再生する機能を備えている。携帯電話機１における音声発
信の際に、着信コンテンツを送信して着信側の携帯電話機で着信メロディとして再生させ
る方法は、着信側の携帯電話機の既存の着信メロディを用いる方法とは異なり、音声通話
の処理が開始される前に、発信側の携帯電話機１のユーザにはファイル転送が終了するま
で待機しなければならない時間帯が発生してしまう。
【００１８】
　そこで携帯電話機１は、ファイル転送の過程において、スピーカ１４からファイル転送
の進捗状況を示す音声効果、ファイル転送結果を示す音声効果を再生させる機能を備えて
いる。図４は、携帯電話機１が音声ファイルの転送を伴う音声発信処理を行う際の手順を
示す概略図である。
【００１９】
　携帯電話機１が音声発信する場合、発信側の携帯電話機１のユーザが例えば操作キー１
５を用いて着信側の携帯電話機１Ａに着信メロディとして再生させるための音声ファイル
などの着信コンテンツを指定する（Ｓ１）。そして発信側の携帯電話機１は着信側の携帯
電話機１Ａに対して通信を開始し、着信側の携帯電話機１Ａとのセッションネゴシエーシ
ョンを完了する（Ｓ２）。発信側の携帯電話機１はパケットサービスを利用して指定され
た着信コンテンツを着信側の携帯電話機１Ａに送信する（Ｓ３）。
【００２０】
　この送信中に、発信側の携帯電話機１の画面上にはファイル転送の進捗状況を示すプロ
グレスバーが表示されるのと同時に、スピーカ１４からファイル送信中状態、あるいはフ
ァイル転送進捗状況を示すトーンを鳴動させる（Ｓ４）。この際のトーンの音を、その後
で鳴動される音声通話のトーンの音と近似させることによって、通常の音声通話の状態を
模擬することができ、ユーザに違和感を与えないように音声ファイルを送信することがで
きる。またトーンの音程（ピッチ）やテンポをファイル転送の進捗状況に応じて変化させ
ることも可能とする。これによって、発信側の携帯電話機１のユーザが聴覚を介してファ
イル転送状況を把握できる。ファイル転送が終了したとき、ファイル転送に成功したか失
敗したかの転送結果についても、それぞれ異なる効果音をスピーカ１４から鳴動させるこ
とにより、ユーザに対して通知する（Ｓ５）。
【００２１】
　そしてその後、発信側の携帯電話機１は着信側の携帯電話機１Ａに対して通常の音声発
信を行う（Ｓ６）。着信側の携帯電話機１Ａは、この着信を受けて、着信コンテンツの受
信に成功した場合には、この受信した着信コンテンツを着信メロディとして再生する（Ｓ
７）。
【００２２】
　携帯電話機１が、このファイル転送を伴った音声発信処理を行う手順について、図５に
示すフローチャートに基づいて説明する。なお、発信側の携帯電話機１が着信側の携帯電
話機１Ａに対して、着信コンテンツとして音声ファイルを送信する例について説明するが
、送信されるコンテンツは少なくともメロディデータを含んでいれば良く、動画データを
含んだ映像ファイルであっても良い。以下、例えば「ステップＳ１０１」を「Ｓ１０１」
のように、「ステップ」の語句を省略して説明する。
【００２３】
　まず主制御部２０は、電話発信が開始されたか否かを判断する（Ｓ１０１）。電話発信
が開始されていない場合（Ｓ１０１のＮｏ）は、主制御部２０はそのまま待機する。電話
発信が開始された場合は（Ｓ１０１のＹｅｓ）、主制御部２０は、着信コンテンツの転送
を行うか否かを判断する（Ｓ１０３）。
【００２４】
　すなわち、電話発信を行う際、相手の携帯電話機の設定に従って着信メロディを再生す
るか、送信側の携帯電話機１から着信側の携帯電話機１Ａに音声ファイルを送信して、着
信側の携帯電話機１Ａで受信した音声ファイルを再生するかにより、着信メロディの再生
が行われる。ユーザは、通話相手に音声ファイルを送信したい場合には、操作キー１５を
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介して、発呼が開始される前に複数の音声ファイルの中から送信対象の音声ファイルを選
択する。
【００２５】
　着信コンテンツの転送を行わない場合（Ｓ１０３のＮｏ）は、主制御部２０は、通常の
音声通話の処理を開始する（Ｓ１０５）。着信コンテンツの転送を行う場合（Ｓ１０３の
Ｙｅｓ）は、主制御部２０は、着信コンテンツの転送を開始する（Ｓ１０７）。この際、
主制御部２０は、ユーザにより選択された音声ファイルや予め指定された音声ファイルを
送信する。
【００２６】
　また主制御部２０は、ファイル転送の進捗状況に応じて、スピーカ１４から効果音（ト
ーン）を鳴動させる（Ｓ１０９）。このとき、図６に示すように、例えば音声ファイルの
転送を開始したときに転送中である旨を示す効果音を鳴動させ始め、ファイル転送の経過
とともにこの効果音の鳴動間隔（テンポ）を上げていく（あるいは下げていく）と良い。
または、音声ファイルの転送を開始したときに転送中である旨を示す効果音を小さい音量
（あるいは大きい音量）で鳴動させ、ファイル転送の経過とともにこの効果音の音量を上
げていっても（あるいは下げていっても）良い。または、または、音声ファイルの転送を
開始したときに転送中である旨を示す効果音を低い音程（あるいは高い音程）で鳴動させ
、ファイル転送の経過とともにこの効果音の音程を上げていっても（あるいは下げていっ
ても）良い。
【００２７】
　主制御部２０は、ファイル転送に成功したか否かを判断する（Ｓ１１１）。例えばネゴ
シエーションで失敗した場合や、発信側の携帯電話機１または着信側の携帯電話機１Ａの
電波状態が弱い場合には、転送に失敗し、着信側の携帯電話機１Ａに音声ファイルが転送
されないため、着信側の携帯電話機１Ａでこの音声ファイルを着信メロディとして使用す
ることができない。
【００２８】
　ファイル転送に成功した場合（Ｓ１１１のＹｅｓ）は、主制御部２０は、転送中である
旨を示す効果音の鳴動を停止して、ファイル転送に成功した旨を示す効果音を鳴動させる
（Ｓ１１３）。このときの効果音は、例えば図６に示すように、転送中である旨を示す効
果音とは異なった音にすると良い。
【００２９】
　ファイル転送に失敗した場合（Ｓ１１１のＮｏ）は、主制御部２０は、転送中である旨
を示す効果音の鳴動を停止して、ファイル転送に失敗した旨を示す効果音を鳴動させる（
Ｓ１１５）。このときの効果音は、例えば図６に示すように、転送中である旨を示す効果
音とは異なった音にすると良い。
【００３０】
　そして主制御部２０は、電話相手に対して音声発信して、音声通話を開始する（Ｓ１０
５）。このとき、ステップＳ１１１にてファイル転送に成功した場合には、着信側の携帯
電話機１Ａは、ステップＳ１０５乃至Ｓ１１１にて転送された音声ファイルを着信メロデ
ィとして再生する。
【００３１】
　このようにして発信側の携帯電話機１は、着信側の携帯電話機１Ａに対して音声発信を
するときに、着信側の携帯電話機１Ａにおいて着信音として再生される着信コンテンツ（
例えば音声ファイル）を送信する場合、この着信コンテンツの送信中に送信の進捗状況を
表す効果音を鳴動させることにより、ユーザに対して送信の進捗情報を音で通知する。こ
れにより発信側の携帯電話機１のユーザは、携帯電話機１を耳に当てた状態で、送信の進
捗状況を確認することができる。
【００３２】
　また、着信側の携帯電話機１Ａに対して音声発信をするときに、着信側の携帯電話機１
Ａにおいて着信音として再生される着信コンテンツ（例えば音声ファイル）を送信する場
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合、この着信コンテンツの送信終了時に、送信結果（送信に成功したか否か）を表す効果
音を鳴動させることにより、ユーザに対して送信結果を音で通知する。これにより発信側
の携帯電話機１のユーザは、携帯電話機１を耳に当てた状態で、送信結果を確認すること
ができる。
【００３３】
　ここで、携帯電話機１は、ファイルの転送中である旨を示す効果音、転送に成功または
失敗した旨を示す効果音を鳴動させる時に、ユーザにより予め指定されて記憶部２６に記
憶されている音声ファイルや、通話相手に送信している音声ファイルを再生させるように
しても良い。携帯電話機１がこのときのファイル転送を伴った音声発信処理を行う手順に
ついて、図７に示すフローチャートに基づいて説明する。
【００３４】
　なお、例えばユーザが前もって操作キー１５を介して、記憶部２６に記憶されている複
数の音声ファイルの中から、ファイル転送中である旨を示す音声ファイル、転送に成功し
た旨を示す音声ファイル、転送に失敗した旨を示す音声ファイルを指定しておくことによ
り、これらの音声ファイルは予め設定されているものとする。
【００３５】
　まず主制御部２０は、電話発信が開始されたか否かを判断する（Ｓ２０１）。電話発信
が開始されていない場合（Ｓ２０１のＮｏ）は、主制御部２０はそのまま待機する。電話
発信が開始された場合は（Ｓ２０１のＹｅｓ）、主制御部２０は、着信コンテンツの転送
を行うか否かを判断する（Ｓ２０３）。
【００３６】
　着信コンテンツの転送を行わない場合（Ｓ２０３のＮｏ）は、主制御部２０は、通常の
音声通話の処理を開始する（Ｓ２０５）。着信コンテンツの転送を行う場合（Ｓ２０３の
Ｙｅｓ）は、主制御部２０は、設定に基づいて、ファイル転送中である旨を示す音声ファ
イル、転送に成功した旨を示す音声ファイル、転送に失敗した旨を示す音声ファイルを記
憶部２６から取得する（Ｓ２０７）。
【００３７】
　そして主制御部２０は、着信コンテンツの転送を開始する（Ｓ２０９）。この際、主制
御部２０は、ユーザにより選択された音声ファイルや予め指定された音声ファイルを送信
する。また主制御部２０は、ファイル転送の進捗状況に応じて、スピーカ１４からステッ
プＳ２０７にて取得したファイル転送中である旨を示す音声ファイルを再生する（Ｓ２１
１）。このとき、例えば音声ファイルの転送を開始したときに転送中である旨を示す音声
ファイルを再生し始め、ファイル転送の経過とともにこの音楽のテンポを上げていく（あ
るいは下げていく）と良い。または、音声ファイルの転送を開始したときに転送中である
旨を示す音楽を小さい音量（あるいは大きい音量）で再生し始め、ファイル転送の経過と
ともにこの音楽の音量を上げていっても（あるいは下げていっても）良い。
【００３８】
　主制御部２０は、ファイル転送に成功したか否かを判断する（Ｓ２１３）。ファイル転
送に成功した場合（Ｓ２１３のＹｅｓ）は、主制御部２０は、転送中である旨を示す音声
ファイルの再生を停止して、ステップＳ２０７にて取得したファイル転送に成功した旨を
示す音声ファイルを再生する（Ｓ２１５）。
【００３９】
　ファイル転送に失敗した場合（Ｓ２１３のＮｏ）は、主制御部２０は、転送中である旨
を示す音声ファイルの再生を停止して、ステップＳ２０７にて取得したファイル転送に失
敗した旨を示す音声ファイルを再生する（Ｓ２１７）。
【００４０】
　そして主制御部２０は、電話相手に対して音声発信して、音声通話を開始する（Ｓ２０
５）。このとき、ステップＳ２１３にてファイル転送に成功した場合には、着信側の携帯
電話機１Ａは、ステップＳ２０７乃至Ｓ２１３にて転送された音声ファイルを着信メロデ
ィとして再生する。
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【００４１】
　このようにして発信側の携帯電話機１は、着信側の携帯電話機１Ａに対して音声発信を
するときに、着信側の携帯電話機１Ａにおいて着信音として再生される着信コンテンツ（
例えば音声ファイル）を送信する場合、この着信コンテンツの送信中に送信の進捗状況を
表す音声ファイルを再生することにより、ユーザに対して送信の進捗情報を音で通知する
。これにより発信側の携帯電話機１のユーザは、携帯電話機１を耳に当てた状態で、送信
の進捗状況を確認することができる。
【００４２】
　また、着信側の携帯電話機１Ａに対して音声発信をするときに、着信側の携帯電話機１
Ａにおいて着信音として再生される着信コンテンツ（例えば音声ファイル）を送信する場
合、この着信コンテンツの送信終了時に、送信結果（送信に成功したか否か）を表す音声
ファイルを再生することにより、ユーザに対して送信結果を音で通知する。これにより発
信側の携帯電話機１のユーザは、携帯電話機１を耳に当てた状態で、送信結果を確認する
ことができる。
【００４３】
　なお、ファイル転送中である旨を示す音声ファイルとして、実際に着信側の携帯電話機
１Ａに対して転送する音声ファイルが再生されることで、ユーザは、転送を行う音声ファ
イルが正しく選択されているかどうかを耳で確認することができる。このとき、転送され
るコンテンツが動画データを含んでいる場合には、この動画データが再生されると良い。
【００４４】
　また、転送結果を示す効果音を発生させるのと並行させて、もしくはその代替で、携帯
電話機１を振動させるようにしても良い。この場合には、振動のテンポや強弱を、転送の
進捗状況に応じて変動させることにより、ユーザに対して転送の進捗状況を通知すること
ができる。これにより発信側の携帯電話機１のユーザは、携帯電話機１を耳に当てた状態
で、着信コンテンツの転送の進捗状況を確認することができる。
【００４５】
　さらに発信側の携帯電話機１において、ファイル転送中である旨を示す音声ファイル、
転送に成功した旨を示す音声ファイル、転送に失敗した旨を示す音声ファイルをユーザが
指定できるようにすることで、着信側の携帯電話機１Ａにおいて着信音として再生される
着信コンテンツ（例えば音声ファイル）を送信している間、ユーザにより指定された音声
ファイルが再生されるため、ユーザは待機時間を快適に過ごすことができる。
【００４６】
　本発明に係る携帯端末（携帯電話機１）によると、発信側がマルチメディアコンテンツ
を着信コンテンツとして着信側へ送信し、着信側がそのコンテンツを既存の着信メロディ
のかわりに再生する機能を備え、ファイル転送中にファイル転送の進捗状況やファイル転
送結果を音声効果で表現することによって、ユーザが画面に注目しなくても聴覚からファ
イル転送状況等を把握することが可能となる。
【００４７】
　本発明の説明として、携帯電話機１について説明したが、これに限らず、ＰＨＳ（Ｐｅ
ｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）、小型テレビ機器、デジタルカメラ、ビデオカメ
ラ、携帯オーディオ機器、携帯ビデオ機器等、通話機能及びデータ通信機能を備えた携帯
端末であれば、任意の携帯端末であって良い。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】（Ａ）は、本発明に係る携帯端末（携帯電話機）の開いた状態を示す正面図、（
Ｂ）は、本発明に係る携帯電話機の開いた状態を示す側面図。
【図２】（Ａ）は、本発明に係る携帯端末（携帯電話機）の閉じた状態を示す正面図、（
Ｂ）は、本発明に係る携帯電話機の閉じた状態を示す側面図。
【図３】本発明に係る携帯端末（携帯電話機）のブロック図。
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【図４】本発明に係る携帯端末（携帯電話機）がファイル転送を伴う電話発信処理を行う
際の手順を説明するための概略図。
【図５】本発明に係る携帯端末（携帯電話機）がファイル転送を伴う電話発信処理を行う
際の手順を示すフローチャート。
【図６】本発明に係る携帯端末（携帯電話機）がファイル転送処理を行う際の効果音の再
生方法を示す概略図。
【図７】本発明に係る携帯端末（携帯電話機）がファイル転送を伴う電話発信処理を行う
際の手順を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００４９】
　１、１Ａ…携帯電話機，１０…上筐体，１１…下筐体，１２…ヒンジ部，１３…ディス
プレイ，１４…スピーカ，１５…操作キー，１６…マイクロフォン，２０…主制御部，２
１…電源回路部，２２…操作入力制御部，２３…表示制御部，２４…音声制御部，２５…
通信制御部，２５ａ…アンテナ，２６…記憶部。

【図１】

【図２】

【図３】
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