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(57)【要約】
【課題】被支援者の安全性および利便性を確保し、周囲
に拡散する雑音を抑制しつつ被支援者に対する案内を衛
生的に行うナビゲーション装置およびナビゲーション方
法を提供する。
【解決手段】ナビゲーション装置は、被支援者が判定エ
リアに存在するか否かを判定する被支援者判定部と、被
支援者を判定エリアからスウィートスポットに誘導する
被支援者誘導部と、案内音をスウィートスポットに提示
する案内音提示部とを備え、被支援者判定部は、トリガ
音を判定エリアに提示するトリガ音提示部と、トリガ音
に対するトリガ音受聴者の反応を検出する反応検出部と
を備え、被支援者誘導部は、被支援者をスウィートスポ
ットに誘導する誘導音を提示する誘導音提示部と、被支
援者の位置を検出する位置検出部と、被支援者の位置に
基づいて被支援者の誘導が完了したか否かを判定する誘
導完了判定部とを備え、案内音提示部は超音波を発生す
るパラメトリックスピーカーを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
案内音による案内を求める者である被支援者が判定エリアに存在するか否かを判定する
被支援者判定部と、
前記被支援者を前記判定エリア内の位置から案内音の提示位置であるスウィートスポッ
トに誘導する被支援者誘導部と、
案内音を前記スウィートスポットに提示する案内音提示部とを備え、
前記被支援者判定部は、
トリガ音を前記判定エリアに提示するトリガ音提示部と、
前記トリガ音提示部によって提示されたトリガ音に対するトリガ音受聴者の反応を検出
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する反応検出部とを備え、
前記被支援者誘導部は、
前記被支援者を前記スウィートスポットに誘導する誘導音を提示する誘導音提示部と、
前記被支援者の位置を検出する位置検出部と、
前記位置検出部によって検出された前記被支援者の位置に基づいて、前記被支援者の誘
導が完了したか否かを判定する誘導完了判定部とを備え、
前記案内音提示部は、
超音波を発生するパラメトリックスピーカーを備え、
前記被支援者判定部は、前記反応検出部によって検出された前記トリガ音受聴者の反応
に基づいて、前記トリガ音受聴者が前記被支援者であるか否かを判定し、
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前記トリガ音受聴者が前記被支援者であると前記被支援者判定部が判定した場合に、前
記トリガ音提示部が前記判定エリアへのトリガ音の提示を停止して、前記誘導音提示部が
誘導音の提示を開始し、
前記被支援者の誘導が完了したと前記誘導完了判定部が判定した場合に、前記誘導音提
示部が誘導音の提示を停止して、前記案内音提示部が案内音の提示を開始する、
ナビゲーション装置。
【請求項２】
前記案内音提示部が複数の前記パラメトリックスピーカーを備え、
前記案内音提示部によって前記スウィートスポットに提示される音が立体音響である、
請求項１に記載のナビゲーション装置。
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【請求項３】
前記トリガ音提示部は、前記パラメトリックスピーカーよりも低い指向性を有する第１
スピーカーを備え、
前記誘導音提示部は、前記パラメトリックスピーカーよりも低い指向性を有する第２ス
ピーカーを備える、
請求項１または請求項２に記載のナビゲーション装置。
【請求項４】
前記第１スピーカーと前記第２スピーカーとが共用スピーカーである、
請求項３に記載のナビゲーション装置。
【請求項５】
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前記トリガ音提示部が提示するトリガ音と、前記誘導音提示部が提示する誘導音とが異
なる音である、
請求項１または請求項２に記載のナビゲーション装置。
【請求項６】
前記トリガ音提示部が提示するトリガ音に含まれる単位時間当たりの情報量と、前記誘
導音提示部が提示する誘導音に含まれる単位時間当たりの情報量とは、前記案内音提示部
が提示する案内音に含まれる単位時間当たりの情報量よりも少ない、
請求項１または請求項２に記載のナビゲーション装置。
【請求項７】
前記トリガ音提示部は、前記反応検出部によって検出された前記トリガ音受聴者の反応
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に基づいて、提示するトリガ音のパターンまたは音量を変化させる、
請求項１または請求項２に記載のナビゲーション装置。
【請求項８】
前記誘導音提示部は、前記位置検出部によって検出された前記被支援者の位置に基づい
て、提示する誘導音のパターンまたは音量を変化させる、
請求項１または請求項２に記載のナビゲーション装置。
【請求項９】
案内音による案内を求める者である被支援者が判定エリアに存在するか否かを判定する
被支援者判定ステップと、
前記被支援者を前記判定エリア内の位置から案内音の提示位置であるスウィートスポッ
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トに誘導する被支援者誘導ステップと、
案内音を前記スウィートスポットに提示する案内音提示ステップとを備えるナビゲーシ
ョン方法であって、
前記被支援者判定ステップには、
トリガ音を前記判定エリアに提示するトリガ音提示ステップと、
前記トリガ音提示ステップにおいて提示されたトリガ音に対するトリガ音受聴者の反応
を検出する反応検出ステップとが含まれ、
前記被支援者誘導ステップには、
前記被支援者を前記スウィートスポットに誘導する誘導音を提示する誘導音提示ステッ
プと、
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前記被支援者の位置を検出する位置検出ステップと、
前記位置検出ステップにおいて検出された前記被支援者の位置に基づいて、前記被支援
者の誘導が完了したか否かを判定する誘導完了判定ステップとが含まれ、
前記案内音提示ステップでは、パラメトリックスピーカーが超音波を発生し、
前記被支援者判定ステップでは、前記反応検出ステップにおいて検出された前記トリガ
音受聴者の反応に基づいて、前記トリガ音受聴者が前記被支援者であるか否かが判定され
、
前記トリガ音受聴者が前記被支援者であると前記被支援者判定ステップにおいて判定さ
れた場合に、前記トリガ音提示ステップにおける前記判定エリアへのトリガ音の提示が停
止され、前記誘導音提示ステップにおける誘導音の提示が開始され、
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前記被支援者の誘導が完了したと前記誘導完了判定ステップにおいて判定された場合に
、前記誘導音提示ステップにおける誘導音の提示が停止され、前記案内音提示ステップに
おける案内音の提示が開始される、
ナビゲーション方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ナビゲーション装置およびナビゲーション方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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従来から、駅のエスカレータ等に設置されている盲導鈴、音響装置付き信号機、音声ガ
イドなどが知られている。これらは、対象物からの放送が行われるものであり、「拡散放
送型」に分類される。「拡散放送型」のナビゲーション装置によって、盲導鈴、音響装置
付き信号機、音声ガイドなどよりも詳しい案内を行う手法が考えられる。
ところで、この手法では、ナビゲーション情報を求める者（被支援者）が存在する位置
以外の場所にも、ナビゲーション装置からの音が拡散する。そのため、この手法によって
詳しい案内が行われる場合には、ナビゲーション情報が不必要な者に対して騒音を与える
ことになってしまう。
【０００３】
また、被支援者の現在地・姿勢などが各種測位手法によって取得され、音声、振動など
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によってナビゲーション情報が被支援者に提示される手法が、従来から知られている。こ
れらにおいては、スマートフォン等によるアプリケーションが用いられ、これらは「デバ
イス装着型」に分類される。「デバイス装着型」のナビゲーション装置によって、詳しい
案内を行う手法が考えられる。
ところで、この手法では、被支援者がスマートフォン等を事前に用意しておく必要があ
る。また、そのアプリケーションも、該当環境に対応している必要がある。つまり、この
手法では、汎用性が欠けているために、被支援者の利便性を十分に向上させることができ
ない。
【０００４】
また、ステレオヘッドセットなどによって立体音響が提示される手法が、従来から知ら
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れている。この手法においては、ヘッドセットが用いられ、この手法は「没入型立体音響
」に分類される。「没入型立体音響」による音響提示が行われるナビゲーション装置も考
えられる。
ところで、「没入型立体音響」による音響提示が行われるナビゲーション装置では、被
支援者の周囲の音が、遮断され、被支援者に伝わらない。そのため、被支援者の安全性を
十分に確保できないおそれがある。
また、「没入型立体音響」による音響提示が行われるナビゲーション装置では、被支援
者がヘッドセットを事前に用意し、接続などの準備をしておく必要がある。そのため、被
支援者の利便性を十分に向上させることができない。
【０００５】
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また、点字との組み合わせにより地図情報が提示される手法が、従来から知られている
。この手法においては、触地図が用いられ、この手法は「触覚提示」に分類される。
ところで、この手法では、被支援者を触地図まで誘導する必要がある。被支援者を触地
図まで誘導する手段が存在しない場合には、被支援者の利便性を十分に向上させることが
できない。
また、この手法では、被支援者が実際に触れる触地図を清潔に維持する必要がある。触
地図を清潔に維持する手段が存在しない場合には、被支援者に対する案内を衛生的に行う
ことができない。
【０００６】
特許文献１には、ユーザ位置取得部と、環境情報取得部と、道順においてユーザ位置よ
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りも先行する先行位置に仮想音源を設定した立体音響を生成する音声信号処理部とを備え
る音声ナビゲーション装置が記載されている。特許文献１に記載された音声ナビゲーショ
ン装置は、ユーザを任意の地点から目的地まで誘導する。
ところで、特許文献１に記載された技術では、ユーザが、ユーザ位置を得るための携帯
端末と、案内を受けるためのイヤホン等の音響機器とを携帯する必要がある。そのため、
特許文献１に記載された技術によっては、ユーザの利便性を十分に向上させることができ
ない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】国際公開第２０１７／０１８２９８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
上記した問題点に鑑み、本発明は、被支援者の安全性および利便性を確保し、かつ、周
囲に拡散する雑音を抑制しつつ、被支援者に対する案内を衛生的に行うことができるナビ
ゲーション装置およびナビゲーション方法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】
【０００９】
本発明の一態様は、案内音による案内を求める者である被支援者が判定エリアに存在す
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るか否かを判定する被支援者判定部と、前記被支援者を前記判定エリア内の位置から案内
音の提示位置であるスウィートスポットに誘導する被支援者誘導部と、案内音を前記スウ
ィートスポットに提示する案内音提示部とを備え、前記被支援者判定部は、トリガ音を前
記判定エリアに提示するトリガ音提示部と、前記トリガ音提示部によって提示されたトリ
ガ音に対するトリガ音受聴者の反応を検出する反応検出部とを備え、前記被支援者誘導部
は、前記被支援者を前記スウィートスポットに誘導する誘導音を提示する誘導音提示部と
、前記被支援者の位置を検出する位置検出部と、前記位置検出部によって検出された前記
被支援者の位置に基づいて、前記被支援者の誘導が完了したか否かを判定する誘導完了判
定部とを備え、前記案内音提示部は、超音波を発生するパラメトリックスピーカーを備え
、前記被支援者判定部は、前記反応検出部によって検出された前記トリガ音受聴者の反応
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に基づいて、前記トリガ音受聴者が前記被支援者であるか否かを判定し、前記トリガ音受
聴者が前記被支援者であると前記被支援者判定部が判定した場合に、前記トリガ音提示部
が前記判定エリアへのトリガ音の提示を停止して、前記誘導音提示部が誘導音の提示を開
始し、前記被支援者の誘導が完了したと前記誘導完了判定部が判定した場合に、前記誘導
音提示部が誘導音の提示を停止して、前記案内音提示部が案内音の提示を開始する、ナビ
ゲーション装置である。
【００１０】
本発明の一態様のナビゲーション装置では、前記案内音提示部が複数の前記パラメトリ
ックスピーカーを備え、前記案内音提示部によって前記スウィートスポットに提示される
音が立体音響であってもよい。
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【００１１】
本発明の一態様のナビゲーション装置では、前記トリガ音提示部は、前記パラメトリッ
クスピーカーよりも低い指向性を有する第１スピーカーを備え、前記誘導音提示部は、前
記パラメトリックスピーカーよりも低い指向性を有する第２スピーカーを備えてもよい。
【００１２】
本発明の一態様のナビゲーション装置では、前記第１スピーカーと前記第２スピーカー
とが共用スピーカーであってもよい。
【００１３】
本発明の一態様のナビゲーション装置では、前記トリガ音提示部が提示するトリガ音と
、前記誘導音提示部が提示する誘導音とが異なる音であってもよい。
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【００１４】
本発明の一態様のナビゲーション装置では、前記トリガ音提示部が提示するトリガ音に
含まれる単位時間当たりの情報量と、前記誘導音提示部が提示する誘導音に含まれる単位
時間当たりの情報量とは、前記案内音提示部が提示する案内音に含まれる単位時間当たり
の情報量よりも少なくてもよい。
【００１５】
本発明の一態様のナビゲーション装置では、前記トリガ音提示部は、前記反応検出部に
よって検出された前記トリガ音受聴者の反応に基づいて、提示するトリガ音のパターンま
たは音量を変化させてもよい。
【００１６】
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本発明の一態様のナビゲーション装置では、前記誘導音提示部は、前記位置検出部によ
って検出された前記被支援者の位置に基づいて、提示する誘導音のパターンまたは音量を
変化させてもよい。
【００１７】
本発明の一態様は、案内音による案内を求める者である被支援者が判定エリアに存在す
るか否かを判定する被支援者判定ステップと、前記被支援者を前記判定エリアから案内音
の提示位置であるスウィートスポットに誘導する被支援者誘導ステップと、案内音を前記
スウィートスポットに提示する案内音提示ステップとを備えるナビゲーション方法であっ
て、前記被支援者判定ステップには、トリガ音を前記判定エリアに提示するトリガ音提示
ステップと、前記トリガ音提示ステップにおいて提示されたトリガ音に対するトリガ音受
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聴者の反応を検出する反応検出ステップとが含まれ、前記被支援者誘導ステップには、前
記被支援者を前記スウィートスポットに誘導する誘導音を提示する誘導音提示ステップと
、前記被支援者の位置を検出する位置検出ステップと、前記位置検出ステップにおいて検
出された前記被支援者の位置に基づいて、前記被支援者の誘導が完了したか否かを判定す
る誘導完了判定ステップとが含まれ、前記案内音提示ステップでは、パラメトリックスピ
ーカーが超音波を発生し、前記被支援者判定ステップでは、前記反応検出ステップにおい
て検出された前記トリガ音受聴者の反応に基づいて、前記トリガ音受聴者が前記被支援者
であるか否かが判定され、前記トリガ音受聴者が前記被支援者であると前記被支援者判定
ステップにおいて判定された場合に、前記トリガ音提示ステップにおける前記判定エリア
へのトリガ音の提示が停止され、前記誘導音提示ステップにおける誘導音の提示が開始さ
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れ、前記被支援者の誘導が完了したと前記誘導完了判定ステップにおいて判定された場合
に、前記誘導音提示ステップにおける誘導音の提示が停止され、前記案内音提示ステップ
における案内音の提示が開始される、ナビゲーション方法である。
【発明の効果】
【００１８】
本発明によれば、被支援者の安全性および利便性を確保し、かつ、周囲に拡散する雑音
を抑制しつつ、被支援者に対する案内を衛生的に行うことができるナビゲーション装置お
よびナビゲーション方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
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【図１】第１実施形態のナビゲーション装置の一例の概略構成などを示す図である。
【図２】第１実施形態のナビゲーション装置において実行される処理の一例を示すフロー
チャートである。
【図３】第２実施形態のナビゲーション装置の一例の概略構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
以下、添付図面を参照しつつ、本発明のナビゲーション装置およびナビゲーション方法
の実施形態について説明する。
【００２１】
＜第１実施形態＞
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図１は第１実施形態のナビゲーション装置１の一例の概略構成などを示す図である。詳
細には、図１（Ａ）は第１実施形態のナビゲーション装置１の一例の概略構成を示す図で
ある。図１（Ｂ）は第１実施形態のナビゲーション装置１の各構成要素の配置の一例を示
す図である。
図１に示す例では、ナビゲーション装置１が、被支援者判定部１１と、被支援者誘導部
１２と、案内音提示部１３とを備えている。
被支援者判定部１１は、案内音による案内を求める者である被支援者が判定エリア１１
Ａ（図１（Ｂ）参照）に存在するか否かを判定する。被支援者判定部１１は、トリガ音提
示部１１Ｂと、反応検出部１１Ｃとを備えている。トリガ音提示部１１Ｂは、トリガ音を
判定エリア１１Ａに提示する。トリガ音提示部１１Ｂは、スピーカー１１Ｂ１を備えてい
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る。スピーカー１１Ｂ１は、トリガ音提示部１１Ｂの電気信号供給部（図示せず）から供
給された電気信号を空気の振動に変換し、判定エリア１１Ａ内の被支援者などが受聴可能
なトリガ音を出力する。
【００２２】
反応検出部１１Ｃは、トリガ音提示部１１Ｂによって提示されたトリガ音に対するトリ
ガ音受聴者の反応を検出する。トリガ音受聴者には、被支援者と、被支援者以外の者とが
含まれる。反応検出部１１Ｃの一部は、例えばトリガ音に対するトリガ音受聴者のジェス
チャーなどの反応を検出するセンサである。反応検出部１１Ｃの一部を構成するセンサの
例としては、例えばカメラ、角速度センサ、加速度センサ、磁気センサなどである。
図１に示す例では、トリガ音受聴者（案内音による案内を求める被支援者）は、マーカ
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ーを装着する必要がない。この例では、反応検出部１１Ｃが、深度を検出可能なカメラを
備えている。反応検出部１１Ｃは、そのカメラが撮影した画像から、トリガ音受聴者の頭
、手、腕、脚などの部位を検出する。反応検出部１１Ｃは、トリガ音受聴者の頭、手、腕
、脚などの部位がどのように動いているかによってトリガ音受聴者の姿勢を推定する。反
応検出部１１Ｃは、機械学習によって、誰がカメラの前に立っても、「両手をあげている
」「手を振っている」などといった動作を判定できるようになっている。
他の例では、案内音による案内を求める被支援者が、マーカーを予め装着してもよい。
この例では、反応検出部１１Ｃが、複数のカメラを備えている。反応検出部１１Ｃは、光
学式モーションキャプチャの技術を用いることによって、マーカーを装着している被支援
者の位置および姿勢を記録する。被支援者判定部１１は、反応検出部１１Ｃによって検出
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されたトリガ音に対する被支援者（マーカーを装着している被支援者）の反応に基づいて
、その被支援者が案内音による案内を求めているか否かを判定する。
更に他の例では、案内音による案内を求める被支援者が、角速度センサ、加速度センサ
などを予め装着してもよい。この例では、反応検出部１１Ｃが、角速度センサ、加速度セ
ンサなどによる検出結果を取得する。反応検出部１１Ｃは、機械式モーションキャプチャ
の技術を用いることによって、角速度センサ、加速度センサなどを装着している被支援者
の位置および姿勢を記録する。被支援者判定部１１は、反応検出部１１Ｃによって検出さ
れたトリガ音に対する被支援者（角速度センサ、加速度センサなどを装着している被支援
者）の反応に基づいて、その被支援者が案内音による案内を求めているか否かを判定する
20

。
更に他の例では、案内音による案内を求める被支援者が、磁気コイルを予め装着しても
よい。この例では、反応検出部１１Ｃが、判定エリア１１Ａ（図１（Ｂ）参照）に磁界を
発生させる。反応検出部１１Ｃは、被支援者に装着された磁気コイルが磁界内で動くこと
によって生じる歪みを取得する。反応検出部１１Ｃは、磁気式モーションキャプチャの技
術を用いることによって、磁気コイルを装着している被支援者の位置および姿勢を記録す
る。被支援者判定部１１は、反応検出部１１Ｃによって検出されたトリガ音に対する被支
援者（磁気コイルを装着している被支援者）の反応に基づいて、その被支援者が案内音に
よる案内を求めているか否かを判定する。
【００２３】
図１に示す例では、被支援者判定部１１は、反応検出部１１Ｃによって検出されたトリ
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ガ音受聴者の反応に基づいて、そのトリガ音受聴者が被支援者であるか否かを判定する。
トリガ音受聴者が被支援者であると被支援者判定部１１が判定した場合、図１（Ｂ）に
実線矢印で示すように、被支援者誘導部１２は、判定エリア１１Ａ内に位置する被支援者
を、案内音の提示位置であるスウィートスポット１３Ａに誘導する。
図１に示す例では、スウィートスポット１３Ａが、判定エリア１１Ａ内に存在するが、
他の例では、スウィートスポット１３Ａが、判定エリア１１Ａ外に存在してもよい。
【００２４】
図１に示す例では、被支援者誘導部１２が、誘導音提示部１２Ａと、位置検出部１２Ｂ
と、誘導完了判定部１２Ｃとを備えている。
誘導音提示部１２Ａは、判定エリア１１Ａ内に位置する被支援者をスウィートスポット

40

１３Ａに誘導する誘導音を提示する。誘導音提示部１２Ａは、スピーカー１２Ａ１を備え
ている。スピーカー１２Ａ１は、誘導音提示部１２Ａの電気信号供給部（図示せず）から
供給された電気信号を空気の振動に変換し、被支援者が受聴可能な誘導音を出力する。
詳細には、トリガ音受聴者が被支援者であると被支援者判定部１１が判定した場合に、
トリガ音提示部１１Ｂが判定エリア１１Ａへのトリガ音の提示を停止して、誘導音提示部
１２Ａが誘導音の提示を開始する。
図１（Ｂ）に示す例では、トリガ音を出力するスピーカー１１Ｂ１と、誘導音を出力す
るスピーカー１２Ａ１とが、共用スピーカーである。そのため、トリガ音を出力するスピ
ーカー１１Ｂ１と誘導音を出力するスピーカー１２Ａ１とが別個に設けられる場合よりも
、ナビゲーション装置１全体のコストを抑制することができる。
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他の例では、トリガ音を出力するスピーカー１１Ｂ１と、誘導音を出力するスピーカー
１２Ａ１とが、別個に設けられてもよい。
【００２５】
図１に示す例では、位置検出部１２Ｂが、誘導音によって誘導される被支援者の位置を
検出する。位置検出部１２Ｂは、カメラを備えている。位置検出部１２Ｂは、そのカメラ
が撮影した画像から、被支援者の位置を検出する。
図１（Ｂ）に示す例では、反応検出部１１Ｃのカメラと、位置検出部１２Ｂのカメラと
が、共用カメラである。そのため、反応検出部１１Ｃのカメラと位置検出部１２Ｂのカメ
ラとが別個に設けられる場合よりも、ナビゲーション装置１全体のコストを抑制すること
ができる。
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他の例では、反応検出部１１Ｃのカメラと、位置検出部１２Ｂのカメラとが、別個に設
けられてもよい。
【００２６】
図１に示す例では、誘導完了判定部１２Ｃが、位置検出部１２Ｂによって検出された被
支援者の位置に基づいて、スウィートスポット１３Ａ（図１（Ｂ）参照）への被支援者の
誘導が完了したか否かを判定する。
案内音提示部１３は、スウィートスポット１３Ａに位置する被支援者に案内音を提示す
る。案内音提示部１３は、超音波を発生するパラメトリックスピーカー１３Ｂを備えてい
る。
詳細には、スウィートスポット１３Ａへの被支援者の誘導が完了したと誘導完了判定部

20

１２Ｃが判定した場合に、誘導音提示部１２Ａが誘導音の提示を停止して、案内音提示部
１３が案内音の提示を開始する。
図１（Ｂ）に示す例では、案内音提示部１３が複数（例えば２個）のパラメトリックス
ピーカー１３Ｂを備えており、ステレオパラメトリックスピーカーを構成する。図１（Ｂ
）に破線矢印で示すように、案内音提示部１３の２個のパラメトリックスピーカー１３Ｂ
のそれぞれが、スウィートスポット１３Ａに位置する被支援者に案内音を提示する。つま
り、スウィートスポット１３Ａに位置する被支援者に対して案内音提示部１３によって提
示される音が、立体音響（奥行きや広がりをもって再生される音）である。そのため、判
定エリア１１Ａ内に位置する被支援者以外の者に与える騒音を抑制しつつ、スウィートス
ポット１３Ａに位置する被支援者に対して詳しい情報を提示することができる。
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【００２７】
上述したように、被支援者がマーカー、角速度センサ、加速度センサ、磁気コイルなど
のいずれも予め装着しない例では、特許文献１に記載された技術のように被支援者が端末
装置を携帯する等の事前準備の必要なく、被支援者をスウィートスポット１３Ａ（図１（
Ｂ）参照）に誘導することができる。つまり、事前準備が必要な場合よりも、被支援者の
利便性を向上させることができる。
また、上述したように、案内音提示部１３がパラメトリックスピーカー１３Ｂを備える
例では、特許文献１に記載された技術のように被支援者がイヤホンなどの音響機器を携帯
する必要なく、案内音提示部１３が提示する案内音による案内を受けることができる。つ
まり、イヤホンなどの音響機器の携帯が必要な場合よりも、被支援者の利便性を向上させ
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ることができる。
また、上述したように、パラメトリックスピーカー１３Ｂが案内音を提示する例では、
被支援者に提示される案内音が、案内を求めない者にとって騒音になってしまうおそれを
抑制することができる。つまり、被支援者の周囲に拡散する雑音を抑制することができる
。
また、パラメトリックスピーカー１３Ｂが案内音を提示する例では、被支援者に対する
案内音の提示が、没入型立体音響による音響提示ではないため、被支援者の周囲の音が遮
断されない。その結果、被支援者への周囲の音が遮断される場合よりも、被支援者の安全
性を向上させることができる。
また、パラメトリックスピーカー１３Ｂが案内音を提示する例では、被支援者が触地図
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などに接触する必要なく案内を受けることができる。そのため、被支援者に対する案内を
衛生的に行うことができる。
すなわち、上述した例では、晴眼者が地図などを見て把握することができる情報と同程
度の直感性を持った情報を、パラメトリックスピーカー１３Ｂによって被支援者に提示す
ることができる。パラメトリックスピーカー１３Ｂによって案内音で提示される情報の例
としては、例えば判定エリア１１Ａの周囲の位置関係を示す地図情報などがある。
【００２８】
図２は第１実施形態のナビゲーション装置１において実行される処理の一例を示すフロ
ーチャートである。
図２に示す例では、ステップＳ１１において、被支援者判定部１１は、被支援者が判定
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エリア１１Ａ（図１（Ｂ）参照）に存在するか否かを判定する。
次いで、ステップＳ１２において、被支援者誘導部１２は、被支援者をスウィートスポ
ット１３Ａ（図１（Ｂ）参照）に誘導する。
次いで、ステップＳ１３において、案内音提示部１３は、案内音をスウィートスポット
１３Ａに提示する。
【００２９】
詳細には、図２に示す例では、ステップＳ１１に含まれるステップＳ１１Ａにおいて、
トリガ音提示部１１Ｂが、トリガ音を判定エリア１１Ａに提示する。
次いで、ステップＳ１１に含まれるステップＳ１１Ｂでは、反応検出部１１Ｃは、ステ
ップＳ１１Ａにおいて提示されたトリガ音に対するトリガ音受聴者の反応を検出する。

20

次いで、ステップＳ１１に含まれるステップＳ１１Ｃにおいて、被支援者判定部１１は
、被支援者が判定エリア１１Ａに存在するか否かを判定する。詳細には、ステップＳ１１
Ｃでは、被支援者判定部１１は、ステップＳ１１Ｂにおいて検出されたトリガ音受聴者の
反応に基づいて、トリガ音受聴者が被支援者であるか否かを判定する。
被支援者が判定エリア１１Ａに存在する（トリガ音受聴者が被支援者である）と被支援
者判定部１１が判定した場合には、ステップＳ１１に含まれるステップＳ１１Ｄに進む。
一方、被支援者が判定エリア１１Ａに存在しない（トリガ音受聴者が被支援者ではない）
と被支援者判定部１１が判定した場合には、ステップＳ１１Ａに戻る。
ステップＳ１１に含まれるステップＳ１１Ｄにおいて、トリガ音提示部１１Ｂは、判定
エリア１１Ａへのトリガ音の提示を停止する。
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【００３０】
次いで、ステップＳ１２に含まれるステップＳ１２Ａにおいて、誘導音提示部１２Ａは
、被支援者をスウィートスポット１３Ａに誘導する誘導音を提示する（誘導音の提示を開
始する）。
次いで、ステップＳ１２に含まれるステップＳ１２Ｂにおいて、位置検出部１２Ｂは、
被支援者の位置を検出する。
次いで、ステップＳ１２に含まれるステップＳ１２Ｃでは、誘導完了判定部１２Ｃは、
ステップＳ１２Ｂにおいて検出された被支援者の位置に基づいて、スウィートスポット１
３Ａへの被支援者の誘導が完了したか否かを判定する。スウィートスポット１３Ａへの被
支援者の誘導が完了したと誘導完了判定部１２Ｃが判定した場合には、ステップＳ１２に

40

含まれるステップＳ１２Ｄに進む。一方、スウィートスポット１３Ａへの被支援者の誘導
が完了していないと誘導完了判定部１２Ｃが判定した場合には、ステップＳ１２Ａに戻る
。
ステップＳ１２に含まれるステップＳ１２Ｄにおいて、誘導音提示部１２Ａは、誘導音
の提示を停止する。
【００３１】
次いで、ステップＳ１３において、案内音提示部１３が、スウィートスポット１３Ａの
被支援者に案内音を提示する（案内音の提示を開始する）。詳細には、ステップＳ１３に
おいて、案内音提示部１３のパラメトリックスピーカー１３Ｂが、超音波を発生する。
【００３２】
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図１（Ｂ）に示す例では、トリガ音提示部１１Ｂのスピーカー１１Ｂ１は、案内音提示
部１３のパラメトリックスピーカー１３Ｂよりも低い指向性を有する。そのため、トリガ
音提示部１１Ｂのスピーカー１１Ｂ１は、スウィートスポット１３Ａより広い判定エリア
１１Ａの全域にトリガ音を提示することができる。
図１（Ｂ）に示す例では、トリガ音提示部１１Ｂのスピーカー１１Ｂ１と誘導音提示部
１２Ａのスピーカー１２Ａ１とが共用スピーカーであるため、誘導音提示部１２Ａのスピ
ーカー１２Ａ１も、案内音提示部１３のパラメトリックスピーカー１３Ｂより低い指向性
を有する。その結果、誘導音提示部１２Ａのスピーカー１２Ａ１は、スウィートスポット
１３Ａより広い判定エリア１１Ａの全域に誘導音を提示することができる。
つまり、図１（Ｂ）に示す例では、スウィートスポット１３Ａよりも広い判定エリア１
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１Ａ内の任意の位置からスウィートスポット１３Ａに、被支援者を誘導することができる
。
トリガ音提示部１１Ｂのスピーカー１１Ｂ１と誘導音提示部１２Ａのスピーカー１２Ａ
１とが別個のスピーカーである例においても、トリガ音提示部１１Ｂのスピーカー１１Ｂ
１が、案内音提示部１３のパラメトリックスピーカー１３Ｂより低い指向性を有し、誘導
音提示部１２Ａのスピーカー１２Ａ１が、案内音提示部１３のパラメトリックスピーカー
１３Ｂより低い指向性を有してもよい。
【００３３】
図１および図２に示す例では、トリガ音提示部１１Ｂが提示するトリガ音と、誘導音提
示部１２Ａが提示する誘導音とが異なる音である。そのため、図２のステップＳ１１Ｄに
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おいて、トリガ音提示部１１Ｂが、判定エリア１１Ａへのトリガ音の提示を停止し、次い
で、ステップＳ１２Ａにおいて、誘導音提示部１２Ａが、誘導音の提示を開始する場合に
、被支援者は、被支援者を探す段階（ステップＳ１１Ｄ）から、被支援者をスウィートス
ポット１３Ａに誘導する段階（ステップＳ１２Ａ）に移行したことを容易に把握すること
ができる。
他の例では、トリガ音提示部１１Ｂが提示するトリガ音と、誘導音提示部１２Ａが提示
する誘導音とが異ならなくてもよい。
【００３４】
図１および図２に示す例では、図２のステップＳ１１Ａにおいてトリガ音提示部１１Ｂ
が提示するトリガ音に含まれる単位時間当たりの情報量と、ステップＳ１２Ａにおいて誘
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導音提示部１２Ａが提示する誘導音に含まれる単位時間当たりの情報量とは、ステップＳ
１３において案内音提示部１３が提示する案内音に含まれる単位時間当たりの情報量より
も少ない。そのため、低い指向性を有するトリガ音提示部１１Ｂのスピーカー１１Ｂ１が
出力するトリガ音、および、低い指向性を有する誘導音提示部１２Ａのスピーカー１２Ａ
１が出力する誘導音が被支援者以外の者に騒音を与えてしまうおそれを抑制しつつ、高い
指向性を有する案内音提示部１３のパラメトリックスピーカー１３Ｂが出力する案内音に
よって被支援者に詳しい情報を提示することができる。
他の例では、トリガ音に含まれる単位時間当たりの情報量および／または誘導音に含ま
れる単位時間当たりの情報量が、案内音に含まれる単位時間当たりの情報量と同等であっ
てもよい。

40

【００３５】
図１に示す例では、トリガ音提示部１１Ｂは、反応検出部１１Ｃによって検出されたト
リガ音受聴者の反応に基づいて、提示するトリガ音のパターン（「パターン」には、単位
時間当たりの音の発生回数なども含まれる。）または音量を変化させる。
例えばトリガ音提示部１１Ｂによって提示されたトリガ音に対し、判定エリア１１Ａ内
の複数のトリガ音受聴者のいずれもが無反応であった場合に、トリガ音提示部１１Ｂは、
提示するトリガ音のパターンを変化させる。
このようにすることにより、実際には案内音による案内を求める被支援者が判定エリア
１１Ａに存在するにもかかわらず、被支援者が判定エリア１１Ａに存在しないと被支援者
判定部１１に誤って判定されてしまうおそれを抑制することができる。
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例えばトリガ音提示部１１Ｂによって提示されたトリガ音に対し、耳を塞ぐ反応を示し
たトリガ音受聴者が、反応検出部１１Ｃによって検出された場合に、トリガ音提示部１１
Ｂは、提示するトリガ音の音量を減少させる。
このようにすることにより、トリガ音提示部１１Ｂが提示するトリガ音が、判定エリア
１１Ａ内に位置する被支援者以外の者にとって騒音になってしまうおそれを抑制すること
ができる。
他の例では、トリガ音提示部１１Ｂが、反応検出部１１Ｃによって検出されたトリガ音
受聴者の反応に基づいて、提示するトリガ音のパターンまたは音量を変化させなくてもよ
い。
【００３６】

10

図１に示す例では、誘導音提示部１２Ａは、位置検出部１２Ｂによって検出された被支
援者の位置に基づいて、提示する誘導音のパターンまたは音量を変化させる。
例えば誘導音提示部１２Ａによって提示された誘導音に対して被支援者が無反応であっ
た場合、誘導音によって提示される情報の意味内容を被支援者が理解できていないおそれ
がある。そのため、そのような場合に、誘導音提示部１２Ａは、提示する誘導音のパター
ンを変化させる。
また、誘導音提示部１２Ａによって提示された誘導音に対して被支援者が無反応であっ
た場合、被支援者が誘導音を聴き取れていないおそれもある。そのため、誘導音提示部１
２Ａは、提示する誘導音のパターンを変化させる前または後に、提示する誘導音の音量を
増加させる。

20

このようにすることにより、被支援者をスウィートスポット１３Ａに誘導できない事態
になるおそれを抑制することができる。
また、被支援者の位置に応じて、誘導音提示部１２Ａが提示する誘導音のパターンまた
は音量が変化することにより、被支援者は、自分がスウィートスポット１３Ａに近づいて
いるか否かを容易に把握することができる。具体的には、被支援者がスウィートスポット
１３Ａに近づいている場合に誘導音提示部１２Ａが提示する誘導音のパターンまたは音量
と、被支援者がスウィートスポット１３Ａに近づいていない場合に誘導音提示部１２Ａが
提示する誘導音のパターンまたは音量とを異ならせることによって、被支援者は、自分が
スウィートスポット１３Ａに近づいているか否かを容易に把握することができる。
【００３７】

30

上述したように、第１実施形態のナビゲーション装置１では、位置検出部１２Ｂによっ
て、被支援者の位置が検出される。また、誘導音提示部１２Ａが提示する誘導音によって
、被支援者がスウィートスポット１３Ａに誘導される。図１に示す例では、複数のパラメ
トリックスピーカー１３Ｂが、定位感を有するステレオ音響信号をスウィートスポット１
３Ａに（つまり、ピンポイントに）提示する。また、パラメトリックスピーカー１３Ｂが
実際に配置されている位置と、得られる定位感とが異なる。つまり、立体音響が提示可能
なスウィートスポット１３Ａに位置する被支援者の両耳に対して、案内音提示部１３によ
って立体音響信号が再生される。案内音提示部１３が立体音響信号を再生するトリガとし
て、被支援者の特定のジェスチャーが利用されてもよい。
【００３８】

40

第１実施形態のナビゲーション装置１によれば、視覚障害者や、日本語を理解できない
外国人旅行者などが直感的に把握したい情報を、複数のパラメトリックスピーカー１３Ｂ
が出力する案内音（立体音響）によって提示することができる。ナビゲーション装置１が
提示する情報には、例えばスウィートスポット１３Ａの周囲の地図情報などが含まれる。
また、第１実施形態のナビゲーション装置１によれば、被支援者に対して情報がピンポ
イント再生されるため、周囲に拡散する雑音を抑制することができる。
【００３９】
＜第１実施形態のナビゲーション装置１の適用例＞
第１実施形態のナビゲーション装置１は、例えば街中や駅などに設置されている地図看
板に組み込まれる。この適用例では、地図看板が、図１（Ｂ）に示す判定エリア１１Ａ内
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に配置される。地図看板に記載された情報を理解しようとする視覚障害者、外国人旅行者
などが、第１実施形態のナビゲーション装置１によって支援される被支援者に該当する。
視覚障害者、外国人旅行者などが案内音による案内を求めているか否かが被支援者判定部
１１によって判定される。視覚障害者、外国人旅行者などが案内音による案内を求めてい
る場合には、視覚障害者、外国人旅行者などが、被支援者誘導部１２によってスウィート
スポット１３Ａ（図１（Ｂ）参照）に誘導される。次いで、案内音提示部１３が提示する
地図情報が、立体音響として視覚障害者、外国人旅行者などに可聴される。
他の適用例では、第１実施形態のナビゲーション装置１が、出入り口、トイレなどへの
被支援者の誘導に活用されてもよい。
更に他の適用例では、総合的に騒音を低減するために、ゲームセンターや展覧会など複

10

数のユーザが存在する環境において、第１実施形態のナビゲーション装置１によって各ユ
ーザに対するメディア提示が行われる。
【００４０】
＜第２実施形態＞
以下、添付図面を参照しつつ、本発明のナビゲーション装置およびナビゲーション方法
の第２実施形態について説明する。
第２実施形態のナビゲーション装置１は、後述する点を除き、上述した第１実施形態の
ナビゲーション装置１と同様に構成されている。従って、第２実施形態のナビゲーション
装置１によれば、後述する点を除き、上述した第１実施形態のナビゲーション装置１と同
様の効果を奏することができる。
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【００４１】
図３は第２実施形態のナビゲーション装置１の一例の概略構成を示す図である。詳細に
は、図３は、被支援者が求める情報量が図１に示す例よりも少ない場合などに適用される
ナビゲーション装置１の一例を示している。
図３に示す例では、図１に示す例と同様に、ナビゲーション装置１が、被支援者判定部
１１と、被支援者誘導部１２と、案内音提示部１３とを備えている。被支援者判定部１１
は、案内音による案内を求める者である被支援者が判定エリア１１Ａ（図１（Ｂ）参照）
に存在するか否かを判定する。また、被支援者判定部１１は、トリガ音提示部１１Ｂと、
反応検出部１１Ｃとを備えている。トリガ音提示部１１Ｂは、トリガ音を判定エリア１１
Ａに提示する。トリガ音提示部１１Ｂは、スピーカー１１Ｂ１を備えている。スピーカー
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１１Ｂ１は、判定エリア１１Ａ内の被支援者などが受聴可能なトリガ音を出力する。反応
検出部１１Ｃは、トリガ音提示部１１Ｂによって提示されたトリガ音に対するトリガ音受
聴者の反応を検出する。
【００４２】
図３に示す例では、図１に示す例と同様に、案内音による案内を求める被支援者が、マ
ーカーを装着する必要がない。反応検出部１１Ｃは、深度を検出可能なカメラを備えてい
る。また、反応検出部１１Ｃは、そのカメラが撮影した画像に基づいて、トリガ音提示部
１１Ｂによって提示されたトリガ音に対するトリガ音受聴者（被支援者など）の反応を検
出する。被支援者判定部１１は、反応検出部１１Ｃによって検出されたトリガ音受聴者の
反応に基づいて、そのトリガ音受聴者が被支援者であるか否かを判定する。
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第２実施形態のナビゲーション装置１が適用される他の例では、案内音による案内を求
める被支援者が、マーカーを予め装着してもよい。この例では、反応検出部１１Ｃが、複
数のカメラを備えている。反応検出部１１Ｃは、光学式モーションキャプチャの技術を用
いることによって、マーカーを装着している被支援者の位置および姿勢を記録する。被支
援者判定部１１は、反応検出部１１Ｃによって検出されたトリガ音に対する被支援者（マ
ーカーを装着している被支援者）の反応に基づいて、その被支援者が案内音による案内を
求めているか否かを判定する。
第２実施形態のナビゲーション装置１が適用される更に他の例では、案内音による案内
を求める被支援者が、角速度センサ、加速度センサなどを予め装着してもよい。この例で
は、反応検出部１１Ｃが、角速度センサ、加速度センサなどによる検出結果を取得する。
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反応検出部１１Ｃは、機械式モーションキャプチャの技術を用いることによって、角速度
センサ、加速度センサなどを装着している被支援者の位置および姿勢を記録する。被支援
者判定部１１は、反応検出部１１Ｃによって検出されたトリガ音に対する被支援者（角速
度センサ、加速度センサなどを装着している被支援者）の反応に基づいて、その被支援者
が案内音による案内を求めているか否かを判定する。
第２実施形態のナビゲーション装置１が適用される更に他の例では、案内音による案内
を求める被支援者が、磁気コイルを予め装着してもよい。この例では、反応検出部１１Ｃ
が、判定エリア１１Ａ（図１（Ｂ）参照）に磁界を発生させる。反応検出部１１Ｃは、被
支援者に装着された磁気コイルが磁界内で動くことによって生じる歪みを取得する。反応
検出部１１Ｃは、磁気式モーションキャプチャの技術を用いることによって、磁気コイル
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を装着している被支援者の位置および姿勢を記録する。被支援者判定部１１は、反応検出
部１１Ｃによって検出されたトリガ音に対する被支援者（磁気コイルを装着している被支
援者）の反応に基づいて、その被支援者が案内音による案内を求めているか否かを判定す
る。
【００４３】
図３に示す例では、図１に示す例と同様に、トリガ音受聴者が被支援者であると被支援
者判定部１１が判定した場合に、被支援者誘導部１２は、判定エリア１１Ａ（図１（Ｂ）
参照）内に位置する被支援者を、案内音の提示位置であるスウィートスポット１３Ａ（図
１（Ｂ）参照）に誘導する。被支援者誘導部１２は、誘導音提示部１２Ａと、位置検出部
１２Ｂと、誘導完了判定部１２Ｃとを備えている。誘導音提示部１２Ａは、判定エリア１
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１Ａ内に位置する被支援者をスウィートスポット１３Ａに誘導する誘導音を提示する。誘
導音提示部１２Ａは、スピーカー１２Ａ１を備えている。スピーカー１２Ａ１は、被支援
者が受聴可能な誘導音を出力する。詳細には、トリガ音受聴者が被支援者であると被支援
者判定部１１が判定した場合に、トリガ音提示部１１Ｂが判定エリア１１Ａへのトリガ音
の提示を停止して、誘導音提示部１２Ａが誘導音の提示を開始する。位置検出部１２Ｂは
、誘導音によって誘導される被支援者の位置を検出する。位置検出部１２Ｂは、カメラを
備えている。位置検出部１２Ｂは、そのカメラが撮影した画像から、被支援者の位置を検
出する。誘導完了判定部１２Ｃは、位置検出部１２Ｂによって検出された被支援者の位置
に基づいて、スウィートスポット１３Ａへの被支援者の誘導が完了したか否かを判定する
30

。
【００４４】
図３に示す例では、図１に示す例と同様に、案内音提示部１３が、スウィートスポット
１３Ａ（図１（Ｂ）参照）に位置する被支援者に案内音を提示する。詳細には、スウィー
トスポット１３Ａへの被支援者の誘導が完了したと誘導完了判定部１２Ｃが判定した場合
に、誘導音提示部１２Ａが誘導音の提示を停止して、案内音提示部１３が案内音の提示を
開始する。
図１に示す例では、案内音提示部１３が、超音波を発生する２個のパラメトリックスピ
ーカー１３Ｂを備えているが、図３に示す例では、案内音提示部１３が、超音波を発生す
る１個のパラメトリックスピーカー１３Ｂを備えている。つまり、案内音提示部１３の１
個のパラメトリックスピーカー１３Ｂが、スウィートスポット１３Ａに位置する被支援者

40

に案内音を提示する。そのため、案内音提示部１３が２個のパラメトリックスピーカー１
３Ｂを備える場合よりも、ナビゲーション装置１全体のコストを抑制することができる。
一方、図３に示す例では、被支援者が求める情報量が図１に示す例より少ないため、１個
のパラメトリックスピーカー１３Ｂによって、被支援者の要求を十分に満足させることが
できる。
すなわち、図３に示す例では、判定エリア１１Ａ内に位置する被支援者以外の者に与え
る騒音を抑制しかつナビゲーション装置１全体のコストを抑制しつつ、スウィートスポッ
ト１３Ａに位置する被支援者に対して必要十分な情報を提示することができる。
【００４５】
＜第１または第２実施形態のナビゲーション装置１の変形例＞
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図１〜図３に示す例では、反応検出部１１Ｃの一部を構成するセンサに、ＬＩＤＡＲ（
Light Detection And Ranging）、ＲＡＤＡＲ（Radio Detecting and Ranging）などが含
まれないが、第１または第２実施形態のナビゲーション装置１の変形例では、反応検出部
１１Ｃの一部を構成するセンサに、上述した各種センサに加えて、ＬＩＤＡＲ、ＲＡＤＡ
Ｒなどが含まれてもよい。
【００４６】
図１〜図３に示す例では、反応検出部１１Ｃが、被支援者によって所持されている白杖
を検出しないが、第１または第２実施形態のナビゲーション装置１の変形例では、反応検
出部１１Ｃが、被支援者によって所持されている白杖を検出してもよい。この例では、反
応検出部１１Ｃが白杖を検出した場合に、被支援者判定部１１は、その白杖を所持するト

10

リガ音受聴者が被支援者であると判定する。
【００４７】
図１〜図３に示す例では、反応検出部１１Ｃが、被支援者によって所持されている識別
情報（被支援者であることを示す識別情報）を検出しないが、第１または第２実施形態の
ナビゲーション装置１の変形例では、反応検出部１１Ｃが、被支援者によって所持されて
いる識別情報を検出してもよい。
識別情報がＲＦ（Radio Frequency）タグである例では、反応検出部１１Ｃが、その識
別情報を読み取るリーダ機能を有する。被支援者判定部１１は、反応検出部１１Ｃが読み
取った識別情報に基づいて、その識別情報を所持するトリガ音受聴者が被支援者であると
判定する。
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【００４８】
図１〜図３に示す例では、位置検出部１２Ｂがカメラを備えているが、第１または第２
実施形態のナビゲーション装置１の変形例では、位置検出部１２Ｂがカメラ以外にＬＩＤ
ＡＲ、ＲＡＤＡＲなどを備えていてもよい。この例では、位置検出部１２Ｂが、カメラに
よって撮影された画像から被支援者の位置を検出できない場合などに、ＬＩＤＡＲ、ＲＡ
ＤＡＲなどの機能を用いることによって、被支援者の位置を検出する。
【００４９】
図１〜図３に示す例では、被支援者が、例えば携帯電話などの自己位置情報発信手段を
所持していないが、第１または第２実施形態のナビゲーション装置１の変形例では、位置
検出部１２Ｂが、カメラによって撮影された画像から被支援者の位置を検出できない場合
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などに、上述した自己位置情報を用いることによって被支援者の位置を検出してもよい。
【００５０】
図１〜図３に示す例では、パラメトリックスピーカー１３Ｂが提示する案内音に含まれ
る情報が、例えば地図情報であるが、第１または第２実施形態のナビゲーション装置１の
変形例では、パラメトリックスピーカー１３ＢがＡＲ（拡張現実）デバイスの一部として
機能してもよい。
【００５１】
以上、本発明を実施するための形態について実施形態を用いて説明したが、本発明はこ
うした実施形態に何等限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内におい
て種々の変形及び置換を加えることができる。上述した各実施形態および各例に記載の構
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成を適宜組み合わせてもよい。
【００５２】
なお、上述した実施形態におけるナビゲーション装置１が備える各部の機能全体あるい
はその一部は、これらの機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な
記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読
み込ませ、実行することによって実現しても良い。なお、ここでいう「コンピュータシス
テム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気
ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ−ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハー
ドディスク等の記憶部のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」と
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は、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信
する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合の
サーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時
間プログラムを保持しているものも含んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能
の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステ
ムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
【符号の説明】
【００５３】
１…ナビゲーション装置、１１…被支援者判定部、１１Ａ…判定エリア、１１Ｂ…トリガ
音提示部、１１Ｂ１…スピーカー、１１Ｃ…反応検出部、１２…被支援者誘導部、１２Ａ
…誘導音提示部、１２Ａ１…スピーカー、１２Ｂ…位置検出部、１２Ｃ…誘導完了判定部
、１３…案内音提示部、１３Ａ…スウィートスポット、１３Ｂ…パラメトリックスピーカ
ー

【図１】

【図２】
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【図３】
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