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(57)【要約】
【課題】見える距離（見通し距離）内にいるが、相手が
自分を認識していない場合でも、相手に通信を望む者が
いることを認識させて、通信を開始することができる赤
外線通信装置に提供する。
【解決手段】全方向性赤外線信号受信部１１と呼び出し
伝達部１３とを備える。全方向性赤外線信号受信部１１
は、使用者を中心にして全方向から送信されてくる赤外
線信号を受信する。そして呼び出し伝達部１３は、全方
向性赤外線信号受信部１１が赤外線信号を受信すると、
使用者に呼び出しがあることを振動及び音響によって伝
達する伝達動作を行う。
【選択図】図２

10

(2)

JP 2009‑88803 A 2009.4.23

【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定の角度範囲内からの赤外線信号を受信する選択性赤外線信号受信部と、所定の角度
範囲に向かって赤外線信号を送信する選択性赤外線信号送信部と、前記選択性赤外線信号
受信部が受信した前記赤外線信号に基づいて音響を発生する音響発生部と、使用者の音声
を前記電気信号に変換して前記選択性赤外線送信部に出力する音声変換部とが、前記使用
者によって携帯可能に構成されている赤外線通信装置であって、
前記使用者を中心にして全方向から送信されてくる赤外線信号を受信する全方向性赤外
線信号受信部と、
前記全方向性赤外線信号受信部が前記赤外線信号を受信すると、前記使用者に呼び出し
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があることを振動、音響及び発光の少なくとも一つによって伝達する伝達動作を行う呼び
出し伝達部をさらに備えていることを特徴とする赤外線通信装置。
【請求項２】
前記呼び出し伝達部は、前記選択性赤外線信号受信部と前記全方向性赤外線信号受信部
とが同時に前記赤外線信号を受信しているときには、前記伝達動作を停止するように構成
されている請求項１に記載の赤外線通信装置。
【請求項３】
前記呼び出し伝達部は、前記全方向性赤外線信号受信部の出力に基づいて前記赤外線信
号が送信されてきた方向を検出する呼び出し方向検出部を含んでおり、前記呼び出し方向
検出部が検出した前記呼び出し方向を前記使用者に伝えるように前記伝達動作を行うよう
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に構成されている請求項１に記載の赤外線通知装置。
【請求項４】
前記選択性赤外線信号受信部と、前記選択性赤外線信号送信部と、前記音響発生部と、
前記音声変換部と、前記全方向性赤外線信号受信部と前記呼び出し伝達部とが、前記使用
者の頭部に装着されるヘッドフォン型アダプタに実装されている請求項１に記載の赤外線
通信装置。
【請求項５】
所定の角度範囲内からの赤外線信号を受信する選択性赤外線信号受信部と、所定の角度
範囲に向かって赤外線信号を送信する選択性赤外線信号送信部と、前記選択性赤外線信号
受信部が受信した前記赤外線信号に基づいて音響を発生する音響発生部と、使用者の音声
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を前記電気信号に変換して前選択性赤外線送信部に出力する音声変換部とが、前記使用者
によって携帯可能に構成されている赤外線通信装置であって、
前記使用者を中心にして全方向から送信されてくる、前記赤外線信号とは周波数が異な
る呼び出し用赤外線信号を受信する全方向性赤外線信号受信部と、
前記全方向性赤外線信号受信部が前記呼び出し用赤外線信号を受信すると、前記使用者
に呼び出しがあることを振動、音響及び発光の少なくとも一つによって伝達する伝達動作
を行う呼び出し伝達部と、
特定の操作がされた場合にのみ動作して前記呼び出し用赤外線信号を送信する呼び出し
用赤外線信号送信部とを備えていることを特徴とする赤外線通信装置。
【請求項６】
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前記選択性赤外線信号受信部と、前記選択性赤外線信号送信部と、前記音響発生部と、
前記音声変換部と、前記全方向性赤外線信号受信部、前記呼び出し伝達部と、前記呼び出
し用赤外線信号送信部とが、前記使用者の頭部に装着されるヘッドフォン型アダプタに実
装されている請求項５に記載の赤外線通信装置。
【請求項７】
前記選択性赤外線信号受信部は、前記赤外線信号を受信すると出力を出す複数のフォト
ダイオードからなり、前記複数のフォトダイオードは前記使用者が前記ヘッドフォン型ア
ダプタを装着した状態で定まる上下方向または横方向に並ぶように配置されている請求項
４または６に記載の赤外線通信装置。
【請求項８】
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前記選択性赤外線送信部は、前記赤外線信号を発生する複数の赤外線発光ダイオードを
備えており、前記複数の赤外線発光ダイオードは前記使用者が前記ヘッドフォン型アダプ
タを装着した状態で定まる上下方向に間隔をあけて配置されている請求項４または６に記
載の赤外線通信装置。
【請求項９】
前記全方向性赤外線信号受信部は、Ｘ方向の反応感度よりも該Ｘ方向と直交するＹ方向
の反応感度が悪い第１及び第２のフォトダイオードを備えており、前記第１のフォトダイ
オードと前記第２のフォトダイオードとは、それぞれ前記Ｘ方向が一致しないように、前
記ヘッドフォン型アダプタに配置されている請求項１または５に記載の赤外線通信装置。
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【請求項１０】
前記呼び出し方向検出手段は、前記第１及び第２のフォトダイオードの出力の大きさの
差に基づいて前記呼び出し方向を検出するように構成されている請求項９に記載の赤外線
通信装置。
【請求項１１】
前記選択性赤外線信号受信部が受信する前記赤外線信号の周波数と前記選択性赤外線信
号送信部が送信する前記赤外線信号の周波数とが異なる請求項１または５に記載の赤外線
通信装置。
【請求項１２】
前記選択性赤外線信号受信部は、最も信号強度の強い赤外線信号を受信する自動チュー
ニング部と、受信した前記赤外線信号の周波数から送信者を識別して識別結果を前記音響
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発生部から出力する送信者識別部とを更に備えている請求項８に記載の赤外線通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、見える距離（見通し距離）内にいるが、直接会話ができない距離にいる人と
の間で相手の姿を見ながら通信をすることを可能にする赤外線通信装置に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
Ｊ．Ｗａｔａｎａｂｅ，Ｈ．Ｎｉｉ，Ｙ．Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ及びＭ．Ｉｎａｍｉが
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Ｖｉｓｕａｌｒｅｓｏｎａｔｏｒ：ｉｎｔｅｒｆａｃｅｆｏｒｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅｃ
ｏｃｋ−ｔａｉｌｐａｒｔｙｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎ
ｔｓ

の題名で「Ｅｘｔ．Ａｂｓｔｒａｃ

ＣＨＩ２００６」の１５０５−１５１０頁に発表した論文（非特許文献１）のＦｉ

ｇ．２及びその説明文には、使用者の頭部に装着するヘッドフォン型のアダプタに、赤外
線送信部、赤外線信号受信部及びマイクロフォンを装備し、このアダプタを装着した複数
人が互いに相手を確認している状態で、赤外線を利用して通信するシステムが開示されて
いる。
【非特許文献１】Ｊ．Ｗａｔａｎａｂｅ，Ｈ．Ｎｉｉ，Ｙ．Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ及びＭ．
Ｉｎａｍｉが

Ｖｉｓｕａｌｒｅｓｏｎａｔｏｒ：ｉｎｔｅｒｆａｃｅｆｏｒｉｎｔｅｒ

ａｃｔｉｖｅｃｏｃｋ−ｔａｉｌｐａｒｔｙｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎ
Ａｂｓｔｒａｃｔｓ

の題名で「Ｅｘｔ．

40

ＣＨＩ２００６」の１５０５−１５１０頁に発表した論文；Ｆｉｇ

．２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
従来提案されているシステムでは、赤外線通信を行う者同士が相手を確認（認識）して
いる状態であれば、赤外線の送受信を行うことができるため、通信を行うことが可能であ
る。しかしながら相手が自分を認識していない状態では、相手の赤外線信号受信部に赤外
線を当てることができず、通信を開始することができない問題がある。
【０００４】
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本発明の目的は、見える距離（見通し距離）内にいるが、相手が自分を認識していない
場合でも、相手に通信を望む者がいることを認識させて、通信を開始することができる赤
外線通信装置に提供することにある。
【０００５】
上記目的に加えて、本発明の他の目的は、必要以上に呼び出し伝達動作が実行されるこ
とのない赤外線通信装置を提供することにある。
【０００６】
また本発明の更に他の目的は、送受信範囲を広げることができる赤外線通信装置を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
本発明が改良の対称とする赤外線通信装置は、選択性赤外線信号受信部と、選択性赤外
線信号送信部と、音響発生部と、音声変換部とを備えて、使用者によって携帯可能に構成
されている。選択性赤外線信号受信部は、所定の角度範囲内からの赤外線信号を受信する
。また選択性赤外線信号送信部は、所定の角度範囲に向かって赤外線信号を送信する。音
響発生部は、選択性赤外線信号受信部が受信した赤外線信号に基づいて音響を発生する。
音声変換部は、使用者の音声を電気信号に変換して選択性赤外線送信部に出力する。選択
性赤外線送信部は、受け取った電気信号を赤外線信号に変換して送信する。
【０００８】
本発明では、全方向性赤外線信号受信部と呼び出し伝達部とを更に備える。全方向性赤
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外線信号受信部は、使用者を中心にして全方向から送信されてくる赤外線信号を受信する
。そして呼び出し伝達部は、全方向性赤外線信号受信部が赤外線信号を受信すると、使用
者に呼び出しがあることを振動、音響及び発光の少なくとも一つによって伝達する伝達動
作を行う。本発明では、全方向性赤外線信号受信部を設けたので、通信相手の選択性赤外
線信号受信部に対して赤外線信号を当てることができない場合でも、通信相手の全方向性
赤外線信号受信部に赤外線信号を当てることは十分に可能である。そして通信相手の全方
向性赤外線信号受信部が赤外線信号を受信したときには、呼び出し伝達部が、相手（使用
者）に呼び出しがあることを振動、音響及び発光の少なくとも一つによって伝達する伝達
動作を行う。したがって通信相手は、誰かが自分と通信を望んでいることを認識し、周囲
を見渡しながら通信相手を探すことになる。通信相手が周囲を見渡しているときに、通信
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相手の選択性赤外線信号受信部に対して赤外線信号を当てることができれば、その時点か
ら通信を開始することができる。よって本発明によれば、電話や、無線通信と同様に、通
信相手を呼び出して赤外線通信を開始することができるようになる。赤外線通信装置の携
帯を可能にするために、例えば、選択性赤外線信号受信部と、選択性赤外線信号送信部と
、音響発生部と、音声変換部と、全方向性赤外線信号受信部と呼び出し伝達部とを、使用
者の頭部に装着されるヘッドフォン型アダプタに実装するのが好ましい。なおこれら複数
の構成要素を幾つかのグループに分けて分散した状態で、使用者が携帯できるようにして
もよいのは勿論である。ヘッドフォン型アダプタを用いる場合において、呼び出し伝達部
が振動を用いて呼び出しがあることを使用者に伝達する場合には、振動発生素子をヘッド
フォンの一部に使用者の頭部と接触するように配置すればよい。呼び出し伝達部が音響に
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より呼び出しがあることを使用者に伝達する場合には、ヘッドフォンのスピーカを利用す
ればよい。さらに呼び出し伝達部が発光により呼び出しがあることを使用者に伝達する場
合には、例えばヘッドフォンに装着した音響変換部として用いるマイクロフォン部分に発
光ダイオードを配置して、この発光ダイオードを点滅させるようにすればよい。
【０００９】
なお呼び出し伝達部は、選択性赤外線信号受信部と全方向性赤外線信号受信部とが同時
に赤外線信号を受信しているときには、伝達動作を停止するように構成するのが好ましい
。このようにすれば、選択性赤外線信号受信部による受信が全方向性赤外線信号受信部に
よる受信に優先することになるため、通信相手を認識している状態または容易に認識する
ことが可能な状態において、伝達動作が頻繁に行われるのを防ぐことができる。
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【００１０】
また呼び出し伝達部は、全方向性赤外線信号受信部の出力に基づいて赤外線信号が送信
されてきた方向を検出する呼び出し方向検出部を含んでいるのが好ましい。そしてこのよ
うな呼び出し方向検出部を呼び出し伝達部が含んでいる場合には、呼び出し方向検出部が
検出した呼び出し方向を使用者に伝えるように、呼び出し伝達部が伝達動作を行えばよい
。このようにすると呼び出し方向を認識できるため、短い時間で、通信を望む相手を探す
ことができる。呼び出し方向検出部による呼び出し方向の検出は、受信した赤外線信号の
ベクトルから特定することが可能である。
【００１１】
例えば、全方向性赤外線信号受信部における赤外線センサとしては、種々のものを用い
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ることができる。しかしながら赤外線センサの感度は、全方向性にわたって等しいものは
実際上存在しない。そこで全方向性における感度をできるだけ均一化するためには、複数
種類の赤外線センサを配置するのが好ましい。携帯という観点から重量が軽くしかも感度
が高いものとなると、高感度のフォトダイオードが現時点では適していると言える。そこ
で例えば、Ｘ方向（仮想で定める一方向）の反応感度よりも該Ｘ方向と直交するＹ方向の
反応感度が悪い第１及び第２のフォトダイオードを用いて全方向性赤外線信号受信部を構
成する場合には、第１のフォトダイオードと第２のフォトダイオードとを、それぞれＸ方
向が一致しないように、ヘッドフォン型アダプタに配置する。このようにすると第１のフ
ォトダイオードと第２のフォトダイオードの感度が低い方向を互いに補って、総合的に全
方向性の感度を均等化することが可能である。なお２種類のフォトダイオードを用いて全
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方向性赤外線信号受信部を構成する場合には、前述の呼び出し方向検出手段は、第１及び
第２のフォトダイオードの出力の大きさの差に基づいて呼び出し方向を検出するように構
成するのが好ましい。すなわち一方のフォトダイオードの出力が他方のフォトダイオード
の出力よりも大きい場合には、一方のフォトダイオードが配置されている側が呼び出し方
向であると推測することができる。また２つのフォトダイオードの出力が殆ど同じである
場合には、２つのフォトダイオードの中央部を通って水平方向に延びる仮想線の延長方向
を呼び出し方向と推測することができる。
【００１２】
なお各赤外線通信装置で使用する赤外線信号の波長は、同じであっても異なっていても
よい。赤外線信号の波長が同じであっても、自分で送信した赤外線信号を自分で受信でき
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ないようにする遮蔽構造を用いれば、特に、問題はない。各赤外線通信装置で使用する赤
外線信号の波長を異ならせれば、通信相手が誰であるのかを識別することも可能になる。
【００１３】
また通信用に用いる赤外線信号と呼び出し用いる赤外線信号も周波数は同じであっても
、また異なっていてもよい。通信用に用いる赤外線信号と呼び出しに用いる赤外線信号の
周波数を同じにすれば、選択性赤外線信号送信部から呼び出し用の赤外線信号を送信すれ
ば良いので、部品点数が少なくても済む。
【００１４】
通信用に用いる赤外線信号と呼び出しに用いる赤外線信号の周波数とを別にする場合に
は、呼び出しが必要なときにだけ、呼び出し用の赤外線信号を送信するので、受信側で必
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要以上に呼び出し伝達動作が実行されるのを防止することができる。このように通信用に
用いる赤外線信号と呼び出しに用いる赤外線信号の周波数とを別にする場合には、全方向
性赤外線信号受信部を、通信用の赤外線信号とは周波数が異なる呼び出し用赤外線信号を
受信するように構成する。そして特定の操作がされた場合にのみ動作して呼び出し用赤外
線信号を送信する呼び出し用赤外線信号送信部を設ければよい。このようにすれば、全方
向性赤外線信号受信部が、呼び出しが不要なときに、通信用の赤外線信号を受信して、呼
び出されたと勘違いする回数を減らすことできる。なおこの場合には、呼び出し用赤外線
信号送信部も使用者の頭部に装着されるヘッドフォン型アダプタに実装するのが好ましい
。
【００１５】

50

(6)

JP 2009‑88803 A 2009.4.23

選択性赤外線信号受信部の構成は任意である。例えば、赤外線信号を受信すると出力を
出す複数のフォトダイオードから選択性赤外線信号受信部を構成することができる。この
場合には、使用者がヘッドフォン型アダプタを装着した状態で定まる上下方向または横方
向に並ぶように複数のフォトダイオードを配置するのが好ましい。複数のフォトダイオー
ドの受信範囲を重ねることにより、選択性（指向性）を維持して受信感度を高めることが
できる。
【００１６】
また選択性赤外線送信部は、赤外線信号を発生する複数の赤外線発光ダイオードを備え
ているのが好ましい。そしてこの場合には、使用者がヘッドフォン型アダプタを装着した
状態で定まる上下方向に間隔をあけて、複数の赤外線発光ダイオードを配置するのが好ま
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しい。このようにすると上下方向の送信範囲を広げて、通信範囲を広げることが可能にな
る。
【００１７】
なお各赤外線通信装置ごとに、赤外線信号の周波数を変える場合には、選択性赤外線信
号受信部は、最も信号強度の強い赤外線信号を受信する自動チューニング部と、受信した
赤外線信号の周波数から送信者を識別して識別結果を音響発生部から出力する送信者識別
部とを更に備えているのが好ましい。このような構成を採用すると、誰が通信をしてきた
かを確認できるので、目視により通信相手を探す時間を短縮することができたる。また通
信開始の可否の決定判断をすることができるようになる。
20

【発明の効果】
【００１８】
本発明によれば、見える距離（見通し距離）内にいるが、相手が自分を認識していない
場合でも、相手に通信を望む者がいることを認識させて、通信を開始することができる赤
外線通信を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
以下図面を参照して本発明の赤外線通信装置の実施の形態を詳細に説明する。本実施の
形態の赤外線通信装置１は、後述するヘッドフォン型アダプタに各構成要素が実装された
形態を有している。まず本実施の形態の赤外線通信装置を利用する前提について説明する
。本実施の形態の赤外線通信装置１は、図１に示すように、特に人間Ａ及びＢ同士の距離
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による知覚の変化に着目した、新たなコミュニケーションインタフェースとして利用され
る。人間のコミュニケーションの質は対人距離によって著しく変化するが、特に、知覚レ
ベルの変化は大きなものである。コミュニケーションに大きな役割を果たす視聴覚に着目
して対人距離を分類すると、下記に示した表のように大きく３つに分けられる。
【表１】

40

【００２０】
第一に、１〜２ｍ以内の距離（

接触距離

と言う）では、手の届く範囲で、お互いの

顔をつきあわせてコミュニケーションが行われ、相手の姿・声ともに生々しく知覚可能で
あり、非常に高い臨場感がある。第二に、５ｍから十数ｍ程度の距離（

見通し距離

）

では、相手の姿は見えるが、声は、はっきりと聞こえない。大声をあげる、ジェスチャを
交える等によって意思を伝えることはできるが、コミュニケーションの精度、臨場感は大
きく落ちてしまう。第三に、数十ｍ以上の距離（

遠隔距離

）では、お互いの姿・声と
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もに知覚することができず、何らかの道具を介することなくコミュニケーションを成立さ
せることはできない。この距離の分類の中で、遠隔距離でのコミュニケーションについて
は、携帯電話、テレビ電話、無線機をはじめ、これまでも各種の通信装置が提案されてい
る。しかし図１に示すように、ある人Ａが、交差点の向こうにいる友人Ｂに声を掛けたり
、レストランでウェイターを呼ぶ時のような、見通し距離のコミュニケーションに使用可
能な通信装置は数少ない。本実施の形態の赤外線通信装置は、この見通し距離におけるコ
ミュニケーションの質を向上させる。
【００２１】
図２は、本発明赤外線通信装置の一実施の形態の構成の一例を示すブロック図である。
また図３は、この実施の形態をヘッドフォン型アダプタに実装した場合の構成の一例を示
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す斜視図である。本実施の形態の赤外線通信装置１は、選択性赤外線信号受信部３と、選
択性赤外線信号送信部５と、音響発生部７と、音声変換部９と、全方向性赤外線信号受信
部１１と呼び出し伝達部１３とを備えている。選択性赤外線信号受信部３は、所定の角度
範囲内からの赤外線信号を受信する。選択性赤外線受信部３は、ヘッドフォン型アダプタ
２のアーム部２Ａに間隔あけて取り付けられた２つの選択性赤外線センサ３Ａ及び３Ｂに
よって構成されている。これらの選択性赤外線センサ３Ａ及び３Ｂで用いる赤外線センサ
としては、例えば、感度の高い１０ｍｍ×１０ｍｍの大型フォトダイオード（浜松フォト
ニクス製Ｓ３５９０−０１）を使用することができる。本実施の形態では、図３に示すよ
うに方向選択性を付加するために、金属の筒４でフォトダイオードへの導光路の周囲を覆
った。筒４の長さを変えることにより、方向選択の範囲を変化させることが可能である。
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試作機では方向選択の範囲は、３０度程度となるように設計した。本実施の形態では、２
つの選択性赤外線センサ３Ａ及び３Ｂを横に並べて配置したが、更に多くの選択性赤外線
センサを使用者がヘッドフォン型アダプタ２を装着した状態で定まる上下方向または横方
向に並べてもよい。複数のフォトダイオードの受信範囲を重ねることにより、選択性（指
向性）を維持して受信感度を高めることができる。
【００２２】
また選択性赤外線信号送信部５は、所定の角度範囲に向かって赤外線信号を送信する。
図３に示すように、本実施の形態では、選択性赤外線送信部５は、赤外線信号を発生する
３つの赤外線発光ダイオード５Ａ乃至５Ｃを備えている。これら３つの赤外線発光ダイオ
ード５Ａ乃至５Ｃは、使用者がヘッドフォン型アダプタ２を装着した状態で定まる上下方
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向に間隔をあけて配置されている。このようにすると上下方向の送信範囲を広げて、通信
範囲を広げることが可能になる。
【００２３】
音響発生部７は、ヘッドフォン型アダプタ２の左右のスピーカ部７Ａ及び７Ｂによって
構成されている。音響発生部７は、選択性赤外線信号受信部３が受信した赤外線信号に基
づいて音響を発生する。この場合、通常の音響は、通信相手の音声である。
【００２４】
また音声変換部９は、使用者の音声を電気信号に変換して選択性赤外線送信部５に出力
する。音声変換部９は、マイクロフォンである。なお音声変換部９からの電気信号を赤外
線信号に変換するための処理回路は、図３の例では、各発光ダイオード５Ａ乃至５Ｃの後
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方のボックス部内に配置されている。
【００２５】
全方向性赤外線信号受信部１１は、使用者を中心にして全方向から送信されてくる赤外
線信号を受信する。本実施の形態では、全方向性赤外線信号受信部１１は第１及び第２の
赤外線センサ１１Ａ及び１１Ｂによって構成されている。第１及び第２の赤外線センサ１
１Ａ及び１１Ｂについても、前述のフォトダイオードと同様に、感度の高い１０ｍｍ×１
０ｍｍの大型フォトダイオード（浜松フォトニクス製Ｓ３５９０−０１）を使用すること
ができる。なおこの場合には、選択性赤外線信号受信部３を構成する赤外線センサ３Ａ及
び３Ｂのように、筒体４を設けていないので、全方向性からの赤外線信号を受信できる。
【００２６】
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浜松フォトニクス製Ｓ３５９０−０１のフォトダイオードを全方向性赤外線信号受信部
１１の赤外線センサ（図４では全方向性センサと略称）として用いる場合と、選択性赤外
線信号受信部３の赤外線センサ（図４では選択性センサと略称）として用いる場合の、両
者の反応範囲を測定したデータを図４に示す。この測定データは、中心にセンサを設置し
、発信機を徐々に近づけながら受信部が動作し始める距離及び角度を計測した。この図よ
り、実際に全方向性に反応する全方向性センサは指向性が無く、一方、選択性センサは前
方の方向にみに指向性を持っていることが分かる。図４から判るように、全方向性の赤外
線センサであっても、全方向性にわたって感度が等しいわけではない。そこで本実施の形
態では、全方向における感度を均一化するために、第１及び第２のフォトダイオード１１
Ａ及び１１Ｂを次のように組み合わせている。すなわちＸ方向（図４に示す仮想で定めた
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一方向）の反応感度よりも該Ｘ方向と直交するＹ方向の反応感度が悪い第１及び第２のフ
ォトダイオード１１Ａ及び１１Ｂを用いて全方向性赤外線信号受信部１１を構成する場合
に、第１のフォトダイオード１１Ａと第２のフォトダイオード１１Ｂとを、それぞれＸ方
向が一致しないように（具体的には、それぞれのフォトダイオードのＸ方向が直交するよ
うに）、ヘッドフォン型アダプタ２に配置している。このようにすることにより第１のフ
ォトダイオード１１Ａと第２のフォトダイオード１１Ｂの感度が低い方向を互いに補って
、総合的に全方向性の感度を均等化している。本実施の形態のように、全方向性赤外線信
号受信部１１を設ければ、通信相手の選択性赤外線信号受信部３に対して赤外線信号を当
てることができない場合でも、通信相手の全方向性赤外線信号受信部１１に赤外線信号を
当てることは十分に可能になる。
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【００２７】
本実施の形態では、さらに呼び出し伝達部１３を設けている。呼び出し伝達部１３は、
全方向性赤外線信号受信部１１が赤外線信号を受信すると、アダプタ２を装着した使用者
に呼び出しがあることを、振動発生素子１７による振動と及び音響発生部７からの音響に
よって伝達する伝達動作を行う。図３に示すように、本実施の形態では、振動発生素子１
７をスピーカ部７Ａに設けている。本実施の形態では、さらに呼び出し方向検出部１５を
設けているので、振動発生素子１７で振動を発生して使用者に呼び出しがあったことを伝
達した後に、音響発生部７から呼び出しがあった方向を音声で知らせる。本実施の形態で
は、第１及び第２のフォトダイオード１１Ａ及び１１Ｂを用いて全方向性赤外線信号受信
部１１を構成しているので、呼び出し方向検出手段１５は、第１及び第２のフォトダイオ
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ード１１Ａ及び１１Ｂの出力の大きさの差に基づいて呼び出し方向を検出するように構成
されている。すなわち一方のフォトダイオード１１Ａまたは１１Ｂの出力が他方のフォト
ダイオードの出力よりも大きい場合には、一方のフォトダイオードが配置されている側が
呼び出し方向であると推測することができる。また２つのフォトダイオード１１Ａ及び１
１Ｂの出力が殆ど同じである場合には、２つのフォトダイオードの中央部を通って水平方
向に延びる仮想線の延長方向（アダプタを付けた使用者の前後方向）を呼び出し方向と推
測することができる。なお呼び出し方向の検出には、その他の手段または技術を用いて、
呼び出し方向を検出してもよい。
【００２８】
本実施の形態によれば、全方向性赤外線信号受信部１１が赤外線信号を受信したときに
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は、呼び出し伝達部１３が、使用者に呼び出しがあることを振動によって伝達し、音響に
よって呼び出し方向を伝達する伝達動作を行う。したがって使用者は、誰かが自分と通信
を望んでいることを認識し、周囲を見渡しながら通信相手を探すことになる。通信相手（
使用者）が周囲を見渡しているときに、通信相手の選択性赤外線信号受信部３に対して赤
外線信号を当てることができれば、その時点から通信を開始することができる。よって本
実施の形態によれば、電話や、無線通信と同様に、通信相手を呼び出して赤外線通信を開
始することができる。
【００２９】
なお本実施の形態では、呼び出し伝達部１３は、選択性赤外線信号受信部３と全方向性
赤外線信号受信部１１とが同時に赤外線信号を受信しているときには、伝達動作を停止す
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るように構成してある。このようにすれば、選択性赤外線信号受信部３による受信が全方
向性赤外線信号受信部１１による受信に優先することになる。そのため、通信相手を認識
している状態または容易に認識することが可能な状態において、選択性赤外線信号受信部
３及び全方向性赤外線信号受信部１１の両方が、赤外線信号を受信した場合であって、選
択性赤外線信号受信部３の受信が優先されるため、振動発生素子１７が振動することがな
く、伝達動作が頻繁に行われるのを防ぐことができる。
【００３０】
本実施の形態では、各赤外線通信装置で使用する赤外線信号の波長は、同じである。使
用する赤外線信号の波長が同じであっても、自分で送信した赤外線信号を自分で受信でき
ないようにする遮蔽構造（図３の筒体４等）を用いれば、特に、問題はない。なお各赤外
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線通信装置で使用する赤外線信号の波長を異ならせれば、通信相手が誰であるのかを識別
することも可能になる。
【００３１】
図３に示した実際の実施の形態では、ＦＭ変調型コードレスヘッドフォン（オーディオ
テクニカＡＴＨ−ＣＬ３３）に赤外線センサやマイクアンプを加えた。具体的には、図５
に示すように大きく３つの部分から構成される。第一に図５（Ａ）に示す、全方向性に反
応するフォトダイオード（１１Ａ，１１Ｂ）を通じて、赤外線信号が到着した瞬間に振動
発生素子１７を振動を発生させ、着信を知らせる（着信振動は例えば、２秒程度で停止す
るようにしている）。フォトダイオード（１１Ａ，１１Ｂ）の出力は、信号検出器（sign
al detector）で検出された後に着信制御器（ringtone control）を介して圧電振動素子
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または携帯電話の着信表示用に使用されている振動モータ等を利用した振動発生素子１７
を振動させる。第二に図５（Ｂ）に示すように、特定方向からの赤外線信号をＦＭ復調器
（FM demodulator）により音声信号に変換し、装着者のヘッドフォンへ送る。第三に図５
（Ｃ）に示すように、音声を音声変換部９としてのマイクロフォンで電気信号に変換し、
この電気信号を発光ダイオードで赤外線信号に変換して、発光ダイオードの出力により特
定方向に送信する。マイクロフォンより集音されたオーディオ信号は、ＦＭ変調器（FM m
odulater）によりＦＭ変調をかけられ、赤外線送信部５の赤外線発光用の発光ダイオード
５Ａ〜５Ｃから装着者の前方にのみ送信される。ＦＭ変調及び復調を用いると、お互いの
距離に関係なく同一音量で通話が可能となる。なお送信部５の発光ダイオード５Ａ〜５Ｃ
は縦方向に並べられているので、縦方向の指向性は広くとられている。
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【００３２】
また通信用に用いる赤外線信号と呼び出し用いる赤外線信号も周波数は同じであっても
、また異なっていてもよい。本実施の形態では、通信用に用いる赤外線信号と呼び出しに
用いる赤外線信号の周波数を同じにしている。そのため、選択性赤外線信号送信部５から
呼び出し用の赤外線信号を送信すれば良いので、部品点数が少なくなっている。
【００３３】
本実施の形態の赤外線通信装置１を用いると、装置１の装着者同士は、お互い直接声が
届かない距離にいても、自分がコミュニケーションをとりたい相手の方向を向き、話しか
けることで、相手に呼びかけることができる。お互いが向かい合っていない場合、呼びか
けられた側は、着信振動から呼びかけに気付き、発信者を探す。そして、お互い向かい合
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うことで会話を開始する。本実施の形態の赤外線通信装置１の装着者は、見通し距離にい
ても、「向かい合って声を掛ける」という接触距離でのプロトコルで、会話を行うことが
できる。
【００３４】
本実施の形態の赤外線通信装置を用いる以外の方法で、見通し距離のコミュニケーショ
ンの質を向上させる方法としては、ジェスチャで視覚情報を増大させる方法や、トランシ
ーバや携帯電話を使用して聴覚情報を送信する方法が考えられる。そこでトランシーバ、
携帯電話を用いる場合と、本実施の形態の赤外線通信装置（本システム）を用いる場合と
を比較した結果を図６に示す。図６に示すように、通話相手の選択について考えると、ト
ランシーバは全員に同じ情報が送信されるため、相手を選択して会話することはできず、
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関係のない会話も聞こえてくる。携帯電話は、あらかじめ相手の電話番号を知っていれば
、選択的に発信することができる。また、受信側も通話ボタンを押さない限り会話は開始
されず、発信者・受信者に明確な選択が存在する。一方、本実施の形態の赤外線通信装置
を用いるシステムでは、お互いが相手の方向を向くという直感的な選択方式で、排他的な
会話を行うことができる。ただし、通話を続けるには相手の方向を向き続けなければなら
ない、というデメリットもある。次に、通話発信トリガについて考えると、トランシーバ
においては送話ボタンを、携帯電話においては電話番号を押す必要がある。そのため、会
話をしようとする度にボタンを押す必要があり、見える位置にいる相手であっても簡単に
連絡が取れない場合がある。本実施の形態の赤外線通信装置を用いるシステムでは、声を
出して話しかけることが通話発信のトリガとなるので、公知の２つのシステムとは異なり
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、ハンズフリーでコミュニケーションを行うことが可能である。
【００３５】
本実施の形態の赤外線通信装置を用いたシステムの既存システムに対する大きな特徴は
、頭部方向によって直感的に通話相手を選択して排他的に会話が可能であること、そして
ハンズフリーで簡単に会話を開始できることである。このシステムの具体的な応用として
、「お互い視認できる距離で会話する」、「相手を選んで会話する」、「手を使わず会話
する」という要素を持った環境が考えられる。具体的には、工事現場での意志伝達や、警
護業務における警備員間の通信、コンサート会場での連絡等が考えられる。また、レスト
ランでの注文や、ボートの上で釣りをしながら、スキー場、多人数でのゲーム等の普段の
生活、エンタテインメントでの応用も考えられる。
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【００３６】
図７は、本発明の他の実施の形態の構成を示している。この実施の形態では、通信用に
用いる赤外線信号と呼び出しに用いる赤外線信号の周波数とを別にする。そのため呼び出
しが必要なときだけ、呼び出し用の赤外線信号を送信するので、受信側で必要以上に呼び
出し伝達動作が実行されるのを防止することができる。図７に示した実施の形態では、図
２に示した実施の形態と同じ部分には、図２示した符号と同じ符号を付して説明を省略す
る。本実施の形態では、全方向性赤外線信号受信部１１を、通信用の赤外線信号とは周波
数が異なる呼び出し用赤外線信号を受信するように構成する。そして操作スイッチ２０が
操作された場合にのみ動作して呼び出し用赤外線信号を送信する呼び出し用赤外線信号送
信部２１を設けている。操作スイッチ２０は、図３に示したヘッドフォンのスピーカ部の
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外面に設ければよい。また呼び出し用赤外線信号送信部２１は、図３に示した発光ダイオ
ード５Ａ乃至５Ｃを設けた位置に、周波数の異なる赤外線信号を出力する別の呼び出しに
用いる発光ダイオードを設ければよい。音声変換部９′は、呼び出しスイッチ２０が操作
されているときにだけ、音声信号を呼び出し用赤外線信号送信部２１に出力し、それ以外
のときには音声信号を選択性赤外線信号送信部に音声信号を出力するように構成されてい
る。このようにすれば、全方向性赤外線信号受信部１１が、呼び出しが不要なときに、通
信用の赤外線信号を受信して、呼び出されたと勘違いする回数を減らすことできる。
【００３７】
またこの別の実施の形態では、赤外線通信装置ごとに、赤外線信号の周波数を変えてい
る。そこで選択性赤外線信号受信部３′は、最も信号強度の強い赤外線信号を受信する自
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動チューニング部１８と、受信した赤外線信号の周波数から送信者を識別して識別結果を
音響発生部から出力する送信者識別部１９とを更に備えている。このような構成を採用す
ると、誰が通信をしてきたかを確認できるので、目視により通信相手を探す時間を短縮す
ることができる。また通信開始の可否の決定判断をすることができるようになる。
【００３８】
なお上記実施の形態において、複数の構成要素を幾つかのグループに分けて分散した状
態で、使用者が携帯できるようにしてもよいのは勿論である。ヘッドフォン型アダプタを
用いる場合において、呼び出し伝達部が音響により呼び出しがあることを使用者に伝達す
る場合には、ヘッドフォンのスピーカを利用すればよい。さらに呼び出し伝達部が発光に
より呼び出しがあることを使用者に伝達する場合には、例えばヘッドフォンに装着した音
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響変換部９として用いるマイクロフォン部分に発光ダイオードを配置して、この発光ダイ
オードを点滅させるようにすればよい。いずれにしても、振動、音響及び発光の少なくと
も一つを用いて呼び出しの有無を伝達すればよい。
【００３９】
図３に示した実施の形態の赤外線通信装置は、通信距離約１５ｍで使用可能であり、そ
の重さはヘッドフォン部５１０ｇ、外部バッテリも合計して約１．５ｋｇであった。外部
バッテリは、ズボンのベルトに装着しても、またシャツの胸ポケットに入れてもよい。実
際に本実施の形態の赤外線通信装置を、２０歳代の被験者６人に使用してもらった。２人
の被験者が試作インタフェースを装着し、５ｍあるいは１０ｍ離れて背中合わせに立ち、
片方の被験者が振り返り、声を掛けるという方法で会話を開始した。その後、短い会話を
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行ってもらい、その体験に関するコメントを得た。まず、相手の呼び出しについては、「
相手の方向を向いて呼び出しを開始すると、相手がすぐに気がつき会話を開始することが
できた。」というコメントが全ての被験者から得られ、本実施の形態の赤外線通信装置が
、通信インターフェースとして十分機能していたと考えられる。また「相手を覗き込み話
しかける動作によって、相手がすぐに振り向くと、自分の視線が強化されるような感覚を
覚えた。」というコメントが得られた。さらに、通信を受信する側の感覚として、「自分
が見られていることを強く意識する」というコメントがあった。例えば、後ろから覗き込
み話しかけると、背中の方向からであっても、自分が見られたこと（正確には話しかけら
れたこと）がすぐにわかるというのは非常に新しい感覚である。このようなコメントから
本実施の形態の赤外線通信装置は十分に実用が可能であることが確認された。
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【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の赤外線通信装置の使用状況を説明するための図である。
【図２】本発明の赤外線通信装置の一実施の形態の構成の一例を示すブロック図である。
【図３】図２の実施の形態をヘッドフォン型アダプタに実装した場合の構成の一例を示す
斜視図である。
【図４】赤外線センサの反応範囲を測定した結果を示す図である。
【図５】（Ａ）乃至（Ｃ）は各部の具体例を示す図である。
【図６】他の通信システムとの対比を示す図である。
【図７】本発明の赤外線通信装置の一実施の形態の構成の一例を示すブロック図である。
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【符号の説明】
【００４１】
１

赤外線通信装置

２

ヘッドフォン型アダプタ

３，３′

選択性赤外線信号受信部

５

選択性赤外線信号送信部

７

音響発生部

９，９′

音声変換部

１１

全方向性赤外線信号受信部

１３

呼び出し伝達部

１７

振動発生素子
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図７】

【図１】

【手続補正書】
【提出日】平成20年11月28日(2008.11.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定の角度範囲内からの赤外線信号を受信する選択性赤外線信号受信部と、所定の角度
範囲に向かって赤外線信号を送信する選択性赤外線信号送信部と、前記選択性赤外線信号
受信部が受信した前記赤外線信号に基づいて音響を発生する音響発生部と、使用者の音声
を電気信号に変換して前記選択性赤外線送信部に出力する音声変換部とが、前記使用者に
よって携帯可能に構成されている赤外線通信装置であって、
前記使用者を中心にして全方向から送信されてくる赤外線信号を受信する全方向性赤外
線信号受信部と、
前記全方向性赤外線信号受信部が前記赤外線信号を受信すると、前記使用者に呼び出し
があることを振動、音響及び発光の少なくとも一つによって伝達する伝達動作を行う呼び
出し伝達部とを備え、
前記呼び出し伝達部は、前記選択性赤外線信号受信部と前記全方向性赤外線信号受信部
とが同時に前記赤外線信号を受信しているときには、前記伝達動作を停止するように構成
され、
前記呼び出し伝達部は、更に前記全方向性赤外線信号受信部の出力に基づいて前記赤外
線信号が送信されてきた呼び出し方向を検出する呼び出し方向検出部を含んでおり、前記
呼び出し方向検出部が検出した前記呼び出し方向を前記使用者に伝えるように前記伝達動
作を行うように構成され、
前記選択性赤外線信号受信部と、前記選択性赤外線信号送信部と、前記音響発生部と、
前記音声変換部と、前記全方向性赤外線信号受信部と前記呼び出し伝達部とが、前記使用
者の頭部に装着されるヘッドフォン型アダプタに実装され、
前記選択性赤外線信号受信部は、前記赤外線信号を受信すると出力を出す複数のフォト
ダイオードからなり、前記複数のフォトダイオードは前記使用者が前記ヘッドフォン型ア
ダプタを装着した状態で定まる上下方向または横方向に並ぶように配置され、
前記選択性赤外線信号受信部は、最も信号強度の強い赤外線信号を受信する自動チュー
ニング部と、受信した前記赤外線信号の周波数から送信者を識別して識別結果を前記音響
発生部から出力する送信者識別部とを更に備え、
前記選択性赤外線送信部は、前記赤外線信号を発生する複数の赤外線発光ダイオードを
備えており、前記複数の赤外線発光ダイオードは前記使用者が前記ヘッドフォン型アダプ
タを装着した状態で定まる上下方向に間隔をあけて配置され、
前記全方向性赤外線信号受信部は、Ｘ方向の反応感度よりも該Ｘ方向と直交するＹ方向
の反応感度が悪い第１及び第２のフォトダイオードを備えており、前記第１のフォトダイ
オードと前記第２のフォトダイオードとは、それぞれ前記Ｘ方向が一致しないように、前
記ヘッドフォン型アダプタに配置され、
前記呼び出し方向検出部は、前記第１及び第２のフォトダイオードの出力の大きさの差
に基づいて前記呼び出し方向を検出するように構成されていることを特徴とする赤外線通
信装置。
【請求項２】
前記全方向性赤外線信号受信部が受信する前記赤外線信号が、前記使用者を中心にして
全方向から送信されてくる、前記赤外線信号とは周波数が異なる呼び出し用赤外線信号で
あり、
特定の操作がされた場合にのみ動作して前記呼び出し用赤外線信号を送信する呼び出し
用赤外線信号送信部を更に備えている請求項１に記載の赤外線通信装置。
【請求項３】
前記選択性赤外線信号受信部が受信する前記赤外線信号の周波数と前記選択性赤外線信
号送信部が送信する前記赤外線信号の周波数とが異なる請求項１または２に記載の赤外線
通信装置。
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【請求項４】
所定の角度範囲内からの赤外線信号を受信する選択性赤外線信号受信部と、所定の角度
範囲に向かって赤外線信号を送信する選択性赤外線信号送信部と、前記選択性赤外線信号
受信部が受信した前記赤外線信号に基づいて音響を発生する音響発生部と、使用者の音声
を電気信号に変換して前記選択性赤外線送信部に出力する音声変換部とが、前記使用者に
よって携帯可能に構成されている赤外線通信装置であって、
前記使用者を中心にして全方向から送信されてくる赤外線信号を受信する全方向性赤外
線信号受信部と、
前記全方向性赤外線信号受信部が前記赤外線信号を受信すると、前記使用者に呼び出し
があることを振動、音響及び発光の少なくとも一つによって伝達する伝達動作を行う呼び
出し伝達部をさらに備えていることを特徴とする赤外線通信装置。
【請求項５】
前記呼び出し伝達部は、前記選択性赤外線信号受信部と前記全方向性赤外線信号受信部
とが同時に前記赤外線信号を受信しているときには、前記伝達動作を停止するように構成
されている請求項４に記載の赤外線通信装置。
【請求項６】
前記呼び出し伝達部は、前記全方向性赤外線信号受信部の出力に基づいて前記赤外線信
号が送信されてきた呼び出し方向を検出する呼び出し方向検出部を含んでおり、前記呼び
出し方向検出部が検出した前記呼び出し方向を前記使用者に伝えるように前記伝達動作を
行うように構成されている請求項４に記載の赤外線通知装置。
【請求項７】
前記選択性赤外線信号受信部と、前記選択性赤外線信号送信部と、前記音響発生部と、
前記音声変換部と、前記全方向性赤外線信号受信部と前記呼び出し伝達部とが、前記使用
者の頭部に装着されるヘッドフォン型アダプタに実装されている請求項４に記載の赤外線
通信装置。
【請求項８】
所定の角度範囲内からの赤外線信号を受信する選択性赤外線信号受信部と、所定の角度
範囲に向かって赤外線信号を送信する選択性赤外線信号送信部と、前記選択性赤外線信号
受信部が受信した前記赤外線信号に基づいて音響を発生する音響発生部と、使用者の音声
を電気信号に変換して前記選択性赤外線送信部に出力する音声変換部とが、前記使用者に
よって携帯可能に構成されている赤外線通信装置であって、
前記使用者を中心にして全方向から送信されてくる、前記赤外線信号とは周波数が異な
る呼び出し用赤外線信号を受信する全方向性赤外線信号受信部と、
前記全方向性赤外線信号受信部が前記呼び出し用赤外線信号を受信すると、前記使用者
に呼び出しがあることを振動、音響及び発光の少なくとも一つによって伝達する伝達動作
を行う呼び出し伝達部と、
特定の操作がされた場合にのみ動作して前記呼び出し用赤外線信号を送信する呼び出し
用赤外線信号送信部とを備えていることを特徴とする赤外線通信装置。
【請求項９】
前記選択性赤外線信号受信部と、前記選択性赤外線信号送信部と、前記音響発生部と、
前記音声変換部と、前記全方向性赤外線信号受信部、前記呼び出し伝達部と、前記呼び出
し用赤外線信号送信部とが、前記使用者の頭部に装着されるヘッドフォン型アダプタに実
装されている請求項８に記載の赤外線通信装置。
【請求項１０】
前記選択性赤外線信号受信部は、前記赤外線信号を受信すると出力を出す複数のフォト
ダイオードからなり、前記複数のフォトダイオードは前記使用者が前記ヘッドフォン型ア
ダプタを装着した状態で定まる上下方向または横方向に並ぶように配置されている請求項
７または９に記載の赤外線通信装置。
【請求項１１】
前記選択性赤外線送信部は、前記赤外線信号を発生する複数の赤外線発光ダイオードを
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備えており、前記複数の赤外線発光ダイオードは前記使用者が前記ヘッドフォン型アダプ
タを装着した状態で定まる上下方向に間隔をあけて配置されている請求項７または９に記
載の赤外線通信装置。
【請求項１２】
前記全方向性赤外線信号受信部は、Ｘ方向の反応感度よりも該Ｘ方向と直交するＹ方向
の反応感度が悪い第１及び第２のフォトダイオードを備えており、前記第１のフォトダイ
オードと前記第２のフォトダイオードとは、それぞれ前記Ｘ方向が一致しないように、前
記ヘッドフォン型アダプタに配置されている請求項４または８に記載の赤外線通信装置。
【請求項１３】
前記呼び出し方向検出部は、前記第１及び第２のフォトダイオードの出力の大きさの差
に基づいて前記呼び出し方向を検出するように構成されている請求項１２に記載の赤外線
通信装置。
【請求項１４】
前記選択性赤外線信号受信部が受信する前記赤外線信号の周波数と前記選択性赤外線信
号送信部が送信する前記赤外線信号の周波数とが異なる請求項４または８に記載の赤外線
通信装置。
【請求項１５】
前記選択性赤外線信号受信部は、最も信号強度の強い赤外線信号を受信する自動チュー
ニング部と、受信した前記赤外線信号の周波数から送信者を識別して識別結果を前記音響
発生部から出力する送信者識別部とを更に備えている請求項１１に記載の赤外線通信装置
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、見える距離（見通し距離）内にいるが、直接会話ができない距離にいる人と
の間で相手の姿を見ながら通信をすることを可能にする赤外線通信装置に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
Ｊ．Ｗａｔａｎａｂｅ，Ｈ．Ｎｉｉ，Ｙ．Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ及びＭ．Ｉｎａｍｉが
Ｖｉｓｕａｌｒｅｓｏｎａｔｏｒ：ｉｎｔｅｒｆａｃｅｆｏｒｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅｃ
ｏｃｋ−ｔａｉｌｐａｒｔｙｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎ
ｔｓ

の題名で「Ｅｘｔ．Ａｂｓｔｒａｃ

ＣＨＩ２００６」の１５０５−１５１０頁に発表した論文（非特許文献１）のＦｉ

ｇ．２及びその説明文には、使用者の頭部に装着するヘッドフォン型のアダプタに、赤外
線送信部、赤外線信号受信部及びマイクロフォンを装備し、このアダプタを装着した複数
人が互いに相手を確認している状態で、赤外線を利用して通信するシステムが開示されて
いる。
【非特許文献１】Ｊ．Ｗａｔａｎａｂｅ，Ｈ．Ｎｉｉ，Ｙ．Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ及びＭ．
Ｉｎａｍｉが

Ｖｉｓｕａｌｒｅｓｏｎａｔｏｒ：ｉｎｔｅｒｆａｃｅｆｏｒｉｎｔｅｒ

ａｃｔｉｖｅｃｏｃｋ−ｔａｉｌｐａｒｔｙｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎ
Ａｂｓｔｒａｃｔｓ

ＣＨＩ２００６」の１５０５−１５１０頁に発表した論文；Ｆｉｇ

．２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】

の題名で「Ｅｘｔ．
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従来提案されているシステムでは、赤外線通信を行う者同士が相手を確認（認識）して
いる状態であれば、赤外線の送受信を行うことができるため、通信を行うことが可能であ
る。しかしながら相手が自分を認識していない状態では、相手の赤外線信号受信部に赤外
線を当てることができず、通信を開始することができない問題がある。
【０００４】
本発明の目的は、見える距離（見通し距離）内にいるが、相手が自分を認識していない
場合でも、相手に通信を望む者がいることを認識させて、通信を開始することができる赤
外線通信装置を提供することにある。
【０００５】
上記目的に加えて、本発明の他の目的は、必要以上に呼び出し伝達動作が実行されるこ
とのない赤外線通信装置を提供することにある。
【０００６】
また本発明の更に他の目的は、送受信範囲を広げることができる赤外線通信装置を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明が改良の対称とする赤外線通信装置は、選択性赤外線信号受信部と、選択性赤外
線信号送信部と、音響発生部と、音声変換部とを備えて、使用者によって携帯可能に構成
されている。選択性赤外線信号受信部は、所定の角度範囲内からの赤外線信号を受信する
。また選択性赤外線信号送信部は、所定の角度範囲に向かって赤外線信号を送信する。音
響発生部は、選択性赤外線信号受信部が受信した赤外線信号に基づいて音響を発生する。
音声変換部は、使用者の音声を電気信号に変換して選択性赤外線送信部に出力する。選択
性赤外線送信部は、受け取った電気信号を赤外線信号に変換して送信する。
【０００８】
本発明では、全方向性赤外線信号受信部と呼び出し伝達部とを更に備える。全方向性赤
外線信号受信部は、使用者を中心にして全方向から送信されてくる赤外線信号を受信する
。そして呼び出し伝達部は、全方向性赤外線信号受信部が赤外線信号を受信すると、使用
者に呼び出しがあることを振動、音響及び発光の少なくとも一つによって伝達する伝達動
作を行う。本発明では、全方向性赤外線信号受信部を設けたので、通信相手の選択性赤外
線信号受信部に対して赤外線信号を当てることができない場合でも、通信相手の全方向性
赤外線信号受信部に赤外線信号を当てることは十分に可能である。そして通信相手の全方
向性赤外線信号受信部が赤外線信号を受信したときには、呼び出し伝達部が、相手（使用
者）に呼び出しがあることを振動、音響及び発光の少なくとも一つによって伝達する伝達
動作を行う。したがって通信相手は、誰かが自分と通信を望んでいることを認識し、周囲
を見渡しながら通信相手を探すことになる。通信相手が周囲を見渡しているときに、通信
相手の選択性赤外線信号受信部に対して赤外線信号を当てることができれば、その時点か
ら通信を開始することができる。よって本発明によれば、電話や、無線通信と同様に、通
信相手を呼び出して赤外線通信を開始することができるようになる。赤外線通信装置の携
帯を可能にするために、例えば、選択性赤外線信号受信部と、選択性赤外線信号送信部と
、音響発生部と、音声変換部と、全方向性赤外線信号受信部と呼び出し伝達部とを、使用
者の頭部に装着されるヘッドフォン型アダプタに実装するのが好ましい。なおこれら複数
の構成要素を幾つかのグループに分けて分散した状態で、使用者が携帯できるようにして
もよいのは勿論である。ヘッドフォン型アダプタを用いる場合において、呼び出し伝達部
が振動を用いて呼び出しがあることを使用者に伝達する場合には、振動発生素子をヘッド
フォンの一部に使用者の頭部と接触するように配置すればよい。呼び出し伝達部が音響に
より呼び出しがあることを使用者に伝達する場合には、ヘッドフォンのスピーカを利用す
ればよい。さらに呼び出し伝達部が発光により呼び出しがあることを使用者に伝達する場
合には、例えばヘッドフォンに装着した音響変換部として用いるマイクロフォン部分に発
光ダイオードを配置して、この発光ダイオードを点滅させるようにすればよい。
【０００９】
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なお呼び出し伝達部は、選択性赤外線信号受信部と全方向性赤外線信号受信部とが同時
に赤外線信号を受信しているときには、伝達動作を停止するように構成するのが好ましい
。このようにすれば、選択性赤外線信号受信部による受信が全方向性赤外線信号受信部に
よる受信に優先することになるため、通信相手を認識している状態または容易に認識する
ことが可能な状態において、伝達動作が頻繁に行われるのを防ぐことができる。
【００１０】
また呼び出し伝達部は、全方向性赤外線信号受信部の出力に基づいて赤外線信号が送信
されてきた呼び出し方向を検出する呼び出し方向検出部を含んでいるのが好ましい。そし
てこのような呼び出し方向検出部を呼び出し伝達部が含んでいる場合には、呼び出し方向
検出部が検出した呼び出し方向を使用者に伝えるように、呼び出し伝達部が伝達動作を行
えばよい。このようにすると呼び出し方向を認識できるため、短い時間で、通信を望む相
手を探すことができる。呼び出し方向検出部による呼び出し方向の検出は、受信した赤外
線信号のベクトルから特定することが可能である。
【００１１】
例えば、全方向性赤外線信号受信部における赤外線センサとしては、種々のものを用い
ることができる。しかしながら赤外線センサの感度は、全方向性にわたって等しいものは
実際上存在しない。そこで全方向性における感度をできるだけ均一化するためには、複数
種類の赤外線センサを配置するのが好ましい。携帯という観点から重量が軽くしかも感度
が高いものとなると、高感度のフォトダイオードが現時点では適していると言える。そこ
で例えば、Ｘ方向（仮想で定める一方向）の反応感度よりも該Ｘ方向と直交するＹ方向の
反応感度が悪い第１及び第２のフォトダイオードを用いて全方向性赤外線信号受信部を構
成する場合には、第１のフォトダイオードと第２のフォトダイオードとを、それぞれＸ方
向が一致しないように、ヘッドフォン型アダプタに配置する。このようにすると第１のフ
ォトダイオードと第２のフォトダイオードの感度が低い方向を互いに補って、総合的に全
方向性の感度を均等化することが可能である。なお２種類のフォトダイオードを用いて全
方向性赤外線信号受信部を構成する場合には、前述の呼び出し方向検出部は、第１及び第
２のフォトダイオードの出力の大きさの差に基づいて呼び出し方向を検出するように構成
するのが好ましい。すなわち一方のフォトダイオードの出力が他方のフォトダイオードの
出力よりも大きい場合には、一方のフォトダイオードが配置されている側が呼び出し方向
であると推測することができる。また２つのフォトダイオードの出力が殆ど同じである場
合には、２つのフォトダイオードの中央部を通って水平方向に延びる仮想線の延長方向を
呼び出し方向と推測することができる。
【００１２】
なお各赤外線通信装置で使用する赤外線信号の波長は、同じであっても異なっていても
よい。赤外線信号の波長が同じであっても、自分で送信した赤外線信号を自分で受信でき
ないようにする遮蔽構造を用いれば、特に、問題はない。各赤外線通信装置で使用する赤
外線信号の波長を異ならせれば、通信相手が誰であるのかを識別することも可能になる。
【００１３】
また通信用に用いる赤外線信号と呼び出し用いる赤外線信号も周波数は同じであっても
、また異なっていてもよい。通信用に用いる赤外線信号と呼び出しに用いる赤外線信号の
周波数を同じにすれば、選択性赤外線信号送信部から呼び出し用の赤外線信号を送信すれ
ば良いので、部品点数が少なくても済む。
【００１４】
通信用に用いる赤外線信号と呼び出しに用いる赤外線信号の周波数とを別にする場合に
は、呼び出しが必要なときにだけ、呼び出し用の赤外線信号を送信するので、受信側で必
要以上に呼び出し伝達動作が実行されるのを防止することができる。このように通信用に
用いる赤外線信号と呼び出しに用いる赤外線信号の周波数とを別にする場合には、全方向
性赤外線信号受信部を、通信用の赤外線信号とは周波数が異なる呼び出し用赤外線信号を
受信するように構成する。そして特定の操作がされた場合にのみ動作して呼び出し用赤外
線信号を送信する呼び出し用赤外線信号送信部を設ければよい。このようにすれば、全方
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向性赤外線信号受信部が、呼び出しが不要なときに、通信用の赤外線信号を受信して、呼
び出されたと勘違いする回数を減らすことできる。なおこの場合には、呼び出し用赤外線
信号送信部も使用者の頭部に装着されるヘッドフォン型アダプタに実装するのが好ましい
。
【００１５】
選択性赤外線信号受信部の構成は任意である。例えば、赤外線信号を受信すると出力を
出す複数のフォトダイオードから選択性赤外線信号受信部を構成することができる。この
場合には、使用者がヘッドフォン型アダプタを装着した状態で定まる上下方向または横方
向に並ぶように複数のフォトダイオードを配置するのが好ましい。複数のフォトダイオー
ドの受信範囲を重ねることにより、選択性（指向性）を維持して受信感度を高めることが
できる。
【００１６】
また選択性赤外線送信部は、赤外線信号を発生する複数の赤外線発光ダイオードを備え
ているのが好ましい。そしてこの場合には、使用者がヘッドフォン型アダプタを装着した
状態で定まる上下方向に間隔をあけて、複数の赤外線発光ダイオードを配置するのが好ま
しい。このようにすると上下方向の送信範囲を広げて、通信範囲を広げることが可能にな
る。
【００１７】
なお各赤外線通信装置ごとに、赤外線信号の周波数を変える場合には、選択性赤外線信
号受信部は、最も信号強度の強い赤外線信号を受信する自動チューニング部と、受信した
赤外線信号の周波数から送信者を識別して識別結果を音響発生部から出力する送信者識別
部とを更に備えているのが好ましい。このような構成を採用すると、誰が通信をしてきた
かを確認できるので、目視により通信相手を探す時間を短縮することができたる。また通
信開始の可否の決定判断をすることができるようになる。
【発明の効果】
【００１８】
本発明によれば、見える距離（見通し距離）内にいるが、相手が自分を認識していない
場合でも、相手に通信を望む者がいることを認識させて、通信を開始することができる赤
外線通信を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
以下図面を参照して本発明の赤外線通信装置の実施の形態を詳細に説明する。本実施の
形態の赤外線通信装置１は、後述するヘッドフォン型アダプタに各構成要素が実装された
形態を有している。まず本実施の形態の赤外線通信装置を利用する前提について説明する
。本実施の形態の赤外線通信装置１は、図１に示すように、特に人間Ａ及びＢ同士の距離
による知覚の変化に着目した、新たなコミュニケーションインタフェースとして利用され
る。人間のコミュニケーションの質は対人距離によって著しく変化するが、特に、知覚レ
ベルの変化は大きなものである。コミュニケーションに大きな役割を果たす視聴覚に着目
して対人距離を分類すると、下記に示した表のように大きく３つに分けられる。
【表１】

【００２０】
第一に、１〜２ｍ以内の距離（

接触距離

と言う）では、手の届く範囲で、お互いの
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顔をつきあわせてコミュニケーションが行われ、相手の姿・声ともに生々しく知覚可能で
あり、非常に高い臨場感がある。第二に、５ｍから十数ｍ程度の距離（

見通し距離

）

では、相手の姿は見えるが、声は、はっきりと聞こえない。大声をあげる、ジェスチャを
交える等によって意思を伝えることはできるが、コミュニケーションの精度、臨場感は大
きく落ちてしまう。第三に、数十ｍ以上の距離（

遠隔距離

）では、お互いの姿・声と

もに知覚することができず、何らかの道具を介することなくコミュニケーションを成立さ
せることはできない。この距離の分類の中で、遠隔距離でのコミュニケーションについて
は、携帯電話、テレビ電話、無線機をはじめ、これまでも各種の通信装置が提案されてい
る。しかし図１に示すように、ある人（人間Ａ）が、交差点の向こうにいる友人（人間Ｂ
）に声を掛けたり、レストランでウェイターを呼ぶ時のような、見通し距離のコミュニケ
ーションに使用可能な通信装置は数少ない。本実施の形態の赤外線通信装置は、この見通
し距離におけるコミュニケーションの質を向上させる。
【００２１】
図２は、本発明の赤外線通信装置の一実施の形態の構成の一例を示すブロック図である
。また図３は、この実施の形態をヘッドフォン型アダプタに実装した場合の構成の一例を
示す斜視図である。本実施の形態の赤外線通信装置１は、選択性赤外線信号受信部３と、
選択性赤外線信号送信部５と、音響発生部７と、音声変換部９と、全方向性赤外線信号受
信部１１と呼び出し伝達部１３とを備えている。選択性赤外線信号受信部３は、所定の角
度範囲内からの赤外線信号を受信する。選択性赤外線受信部３は、ヘッドフォン型アダプ
タ２のアーム部２Ａに間隔あけて取り付けられた２つの選択性赤外線センサ３Ａ及び３Ｂ
によって構成されている。これらの選択性赤外線センサ３Ａ及び３Ｂで用いる赤外線セン
サとしては、例えば、感度の高い１０ｍｍ×１０ｍｍの大型フォトダイオード（浜松フォ
トニクス製Ｓ３５９０−０１）を使用することができる。本実施の形態では、図３に示す
ように方向選択性を付加するために、金属の筒４でフォトダイオードへの導光路の周囲を
覆った。筒４の長さを変えることにより、方向選択の範囲を変化させることが可能である
。試作機では方向選択の範囲は、３０度程度となるように設計した。本実施の形態では、
２つの選択性赤外線センサ３Ａ及び３Ｂを横に並べて配置したが、更に多くの選択性赤外
線センサを使用者がヘッドフォン型アダプタ２を装着した状態で定まる上下方向または横
方向に並べてもよい。複数のフォトダイオードの受信範囲を重ねることにより、選択性（
指向性）を維持して受信感度を高めることができる。
【００２２】
また選択性赤外線信号送信部５は、所定の角度範囲に向かって赤外線信号を送信する。
図３に示すように、本実施の形態では、選択性赤外線送信部５は、赤外線信号を発生する
３つの赤外線発光ダイオード５Ａ乃至５Ｃを備えている。これら３つの赤外線発光ダイオ
ード５Ａ乃至５Ｃは、使用者がヘッドフォン型アダプタ２を装着した状態で定まる上下方
向に間隔をあけて配置されている。このようにすると上下方向の送信範囲を広げて、通信
範囲を広げることが可能になる。
【００２３】
音響発生部７は、ヘッドフォン型アダプタ２の左右のスピーカ部７Ａ及び７Ｂによって
構成されている。音響発生部７は、選択性赤外線信号受信部３が受信した赤外線信号に基
づいて音響を発生する。この場合、通常の音響は、通信相手の音声である。
【００２４】
また音声変換部９は、使用者の音声を電気信号に変換して選択性赤外線送信部５に出力
する。音声変換部９は、マイクロフォンである。なお音声変換部９からの電気信号を赤外
線信号に変換するための処理回路は、図３の例では、各発光ダイオード５Ａ乃至５Ｃの後
方のボックス部内に配置されている。
【００２５】
全方向性赤外線信号受信部１１は、使用者を中心にして全方向から送信されてくる赤外
線信号を受信する。本実施の形態では、全方向性赤外線信号受信部１１は第１及び第２の
フォトダイオード１１Ａ及び１１Ｂによって構成されている。第１及び第２のフォトダイ
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オード１１Ａ及び１１Ｂについても、前述のフォトダイオードと同様に、感度の高い１０
ｍｍ×１０ｍｍの大型フォトダイオード（浜松フォトニクス製Ｓ３５９０−０１）を使用
することができる。なおこの場合には、選択性赤外線信号受信部３を構成する赤外線セン
サ３Ａ及び３Ｂのように、筒体４を設けていないので、全方向性からの赤外線信号を受信
できる。
【００２６】
浜松フォトニクス製Ｓ３５９０−０１のフォトダイオードを全方向性赤外線信号受信部
１１の赤外線センサ（図４では全方向性センサと略称）として用いる場合と、選択性赤外
線信号受信部３の赤外線センサ（図４では選択性センサと略称）として用いる場合の、両
者の反応範囲を測定したデータを図４に示す。この測定データは、中心にセンサを設置し
、発信機を徐々に近づけながら受信部が動作し始める距離及び角度を計測した。この図よ
り、実際に全方向性に反応する全方向性センサは指向性が無く、一方、選択性センサは前
方の方向にみに指向性を持っていることが分かる。図４から判るように、全方向性の赤外
線センサであっても、全方向性にわたって感度が等しいわけではない。そこで本実施の形
態では、全方向における感度を均一化するために、第１及び第２のフォトダイオード１１
Ａ及び１１Ｂを次のように組み合わせている。すなわちＸ方向（図４に示す仮想で定めた
一方向）の反応感度よりも該Ｘ方向と直交するＹ方向の反応感度が悪い第１及び第２のフ
ォトダイオード１１Ａ及び１１Ｂを用いて全方向性赤外線信号受信部１１を構成する場合
に、第１のフォトダイオード１１Ａと第２のフォトダイオード１１Ｂとを、それぞれＸ方
向が一致しないように（具体的には、それぞれのフォトダイオードのＸ方向が直交するよ
うに）、ヘッドフォン型アダプタ２に配置している。このようにすることにより第１のフ
ォトダイオード１１Ａと第２のフォトダイオード１１Ｂの感度が低い方向を互いに補って
、総合的に全方向性の感度を均等化している。本実施の形態のように、全方向性赤外線信
号受信部１１を設ければ、通信相手の選択性赤外線信号受信部３に対して赤外線信号を当
てることができない場合でも、通信相手の全方向性赤外線信号受信部１１に赤外線信号を
当てることは十分に可能になる。
【００２７】
本実施の形態では、さらに呼び出し伝達部１３を設けている。呼び出し伝達部１３は、
全方向性赤外線信号受信部１１が赤外線信号を受信すると、ヘッドフォン型アダプタ２を
装着した使用者に呼び出しがあることを、振動発生素子１７による振動と及び音響発生部
７からの音響によって伝達する伝達動作を行う。図３に示すように、本実施の形態では、
振動発生素子１７をスピーカ部７Ａに設けている。本実施の形態では、さらに呼び出し方
向検出部１５を設けているので、振動発生素子１７で振動を発生して使用者に呼び出しが
あったことを伝達した後に、音響発生部７から呼び出しがあった方向を音声で知らせる。
本実施の形態では、第１及び第２のフォトダイオード１１Ａ及び１１Ｂを用いて全方向性
赤外線信号受信部１１を構成しているので、呼び出し方向検出部１５は、第１及び第２の
フォトダイオード１１Ａ及び１１Ｂの出力の大きさの差に基づいて呼び出し方向を検出す
るように構成されている。すなわち一方のフォトダイオード１１Ａまたは１１Ｂの出力が
他方のフォトダイオード１１Ｂまたは１１Ａの出力よりも大きい場合には、一方のフォト
ダイオード１１Ａまたは１１Ｂが配置されている側が呼び出し方向であると推測すること
ができる。また２つのフォトダイオード１１Ａ及び１１Ｂの出力が殆ど同じである場合に
は、２つのフォトダイオード１１Ａ及び１１Ｂの中央部を通って水平方向に延びる仮想線
の延長方向（ヘッドフォン型アダプタ２を付けた使用者の前後方向）を呼び出し方向と推
測することができる。なお呼び出し方向の検出には、その他の手段または技術を用いて、
呼び出し方向を検出してもよい。
【００２８】
本実施の形態によれば、全方向性赤外線信号受信部１１が赤外線信号を受信したときに
は、呼び出し伝達部１３が、使用者に呼び出しがあることを振動によって伝達し、音響に
よって呼び出し方向を伝達する伝達動作を行う。したがって使用者は、誰かが自分と通信
を望んでいることを認識し、周囲を見渡しながら通信相手を探すことになる。通信相手（
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使用者）が周囲を見渡しているときに、通信相手の選択性赤外線信号受信部３に対して赤
外線信号を当てることができれば、その時点から通信を開始することができる。よって本
実施の形態によれば、電話や、無線通信と同様に、通信相手を呼び出して赤外線通信を開
始することができる。
【００２９】
なお本実施の形態では、呼び出し伝達部１３は、選択性赤外線信号受信部３と全方向性
赤外線信号受信部１１とが同時に赤外線信号を受信しているときには、伝達動作を停止す
るように構成してある。このようにすれば、選択性赤外線信号受信部３による受信が全方
向性赤外線信号受信部１１による受信に優先することになる。そのため、通信相手を認識
している状態または容易に認識することが可能な状態において、選択性赤外線信号受信部
３及び全方向性赤外線信号受信部１１の両方が、赤外線信号を受信した場合であって、選
択性赤外線信号受信部３の受信が優先されるため、振動発生素子１７が振動することがな
く、伝達動作が頻繁に行われるのを防ぐことができる。
【００３０】
本実施の形態では、各赤外線通信装置で使用する赤外線信号の波長は、同じである。使
用する赤外線信号の波長が同じであっても、自分で送信した赤外線信号を自分で受信でき
ないようにする遮蔽構造（図３の筒体４等）を用いれば、特に、問題はない。なお各赤外
線通信装置で使用する赤外線信号の波長を異ならせれば、通信相手が誰であるのかを識別
することも可能になる。
【００３１】
図３に示した実際の実施の形態では、ＦＭ変調型コードレスヘッドフォン（オーディオ
テクニカＡＴＨ−ＣＬ３３）に赤外線センサやマイクアンプを加えた。具体的には、図５
に示すように大きく３つの部分から構成される。第一に図５（Ａ）に示す、全方向性に反
応するフォトダイオード（１１Ａ，１１Ｂ）を通じて、赤外線信号が到着した瞬間に振動
発生素子１７で振動を発生させ、着信を知らせる（着信振動は例えば、２秒程度で停止す
るようにしている）。フォトダイオード（１１Ａ，１１Ｂ）の出力は、信号検出器（sign
al detector）で検出された後に着信制御器（ringtone control）を介して圧電振動素子
または携帯電話の着信表示用に使用されている振動モータ等を利用した振動発生素子１７
を振動させる。第二に図５（Ｂ）に示すように、特定方向からの赤外線信号をＦＭ復調器
（FM demodulator）により音声信号に変換し、装着者のヘッドフォンへ送る。第三に図５
（Ｃ）に示すように、音声を音声変換部９としてのマイクロフォンで電気信号に変換し、
この電気信号を発光ダイオードで赤外線信号に変換して、発光ダイオードの出力により特
定方向に送信する。マイクロフォンより集音されたオーディオ信号は、ＦＭ変調器（FM m
odulator）によりＦＭ変調をかけられ、赤外線送信部５の赤外線発光用の発光ダイオード
５Ａ〜５Ｃから装着者の前方にのみ送信される。ＦＭ変調及び復調を用いると、お互いの
距離に関係なく同一音量で通話が可能となる。なお送信部５の発光ダイオード５Ａ〜５Ｃ
は縦方向に並べられているので、縦方向の指向性は広くとられている。
【００３２】
また通信用に用いる赤外線信号と呼び出し用いる赤外線信号も周波数は同じであっても
、また異なっていてもよい。本実施の形態では、通信用に用いる赤外線信号と呼び出しに
用いる赤外線信号の周波数を同じにしている。そのため、選択性赤外線信号送信部５から
呼び出し用の赤外線信号を送信すれば良いので、部品点数が少なくなっている。
【００３３】
本実施の形態の赤外線通信装置１を用いると、装置１の装着者同士は、お互い直接声が
届かない距離にいても、自分がコミュニケーションをとりたい相手の方向を向き、話しか
けることで、相手に呼びかけることができる。お互いが向かい合っていない場合、呼びか
けられた側は、着信振動から呼びかけに気付き、発信者を探す。そして、お互い向かい合
うことで会話を開始する。本実施の形態の赤外線通信装置１の装着者は、見通し距離にい
ても、「向かい合って声を掛ける」という接触距離でのプロトコルで、会話を行うことが
できる。
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【００３４】
本実施の形態の赤外線通信装置を用いる以外の方法で、見通し距離のコミュニケーショ
ンの質を向上させる方法としては、ジェスチャで視覚情報を増大させる方法や、トランシ
ーバや携帯電話を使用して聴覚情報を送信する方法が考えられる。そこでトランシーバ、
携帯電話を用いる場合と、本実施の形態の赤外線通信装置（本システム）を用いる場合と
を比較した結果を図６に示す。図６に示すように、通話相手の選択について考えると、ト
ランシーバは全員に同じ情報が送信されるため、相手を選択して会話することはできず、
関係のない会話も聞こえてくる。携帯電話は、あらかじめ相手の電話番号を知っていれば
、選択的に発信することができる。また、受信側も通話ボタンを押さない限り会話は開始
されず、発信者・受信者に明確な選択が存在する。一方、本実施の形態の赤外線通信装置
を用いるシステムでは、お互いが相手の方向を向くという直感的な選択方式で、排他的な
会話を行うことができる。ただし、通話を続けるには相手の方向を向き続けなければなら
ない、というデメリットもある。次に、通話発信トリガについて考えると、トランシーバ
においては送話ボタンを、携帯電話においては電話番号を押す必要がある。そのため、会
話をしようとする度にボタンを押す必要があり、見える位置にいる相手であっても簡単に
連絡が取れない場合がある。本実施の形態の赤外線通信装置を用いるシステムでは、声を
出して話しかけることが通話発信のトリガとなるので、公知の２つのシステムとは異なり
、ハンズフリーでコミュニケーションを行うことが可能である。
【００３５】
本実施の形態の赤外線通信装置を用いたシステムの既存システムに対する大きな特徴は
、頭部方向によって直感的に通話相手を選択して排他的に会話が可能であること、そして
ハンズフリーで簡単に会話を開始できることである。このシステムの具体的な応用として
、「お互い視認できる距離で会話する」、「相手を選んで会話する」、「手を使わず会話
する」という要素を持った環境が考えられる。具体的には、工事現場での意志伝達や、警
護業務における警備員間の通信、コンサート会場での連絡等が考えられる。また、レスト
ランでの注文や、ボートの上で釣りをしながら、スキー場、多人数でのゲーム等の普段の
生活、エンタテインメントでの応用も考えられる。
【００３６】
図７は、本発明の他の実施の形態の構成を示している。この実施の形態では、通信用に
用いる赤外線信号と呼び出しに用いる赤外線信号の周波数とを別にする。そのため呼び出
しが必要なときだけ、呼び出し用の赤外線信号を送信するので、受信側で必要以上に呼び
出し伝達動作が実行されるのを防止することができる。図７に示した実施の形態では、図
２に示した実施の形態と同じ部分には、図２に示した符号と同じ符号を付して説明を省略
する。本実施の形態では、全方向性赤外線信号受信部１１を、通信用の赤外線信号とは周
波数が異なる呼び出し用赤外線信号を受信するように構成する。そして操作スイッチ２０
が操作された場合にのみ動作して呼び出し用赤外線信号を送信する呼び出し用赤外線信号
送信部２１を設けている。操作スイッチ２０は、図３に示したヘッドフォンのスピーカ部
の外面に設ければよい。また呼び出し用赤外線信号送信部２１は、図３に示した発光ダイ
オード５Ａ乃至５Ｃを設けた位置に、周波数の異なる赤外線信号を出力する別の呼び出し
に用いる発光ダイオードを設ければよい。音声変換部９′は、操作スイッチ２０が操作さ
れているときにだけ、音声信号を呼び出し用赤外線信号送信部２１に出力し、それ以外の
ときには音声信号を選択性赤外線信号送信部５に音声信号を出力するように構成されてい
る。このようにすれば、全方向性赤外線信号受信部１１が、呼び出しが不要なときに、通
信用の赤外線信号を受信して、呼び出されたと勘違いする回数を減らすことできる。
【００３７】
またこの別の実施の形態では、赤外線通信装置ごとに、赤外線信号の周波数を変えてい
る。そこで選択性赤外線信号受信部３′は、最も信号強度の強い赤外線信号を受信する自
動チューニング部１８と、受信した赤外線信号の周波数から送信者を識別して識別結果を
音響発生部７から出力する送信者識別部１９とを更に備えている。このような構成を採用
すると、誰が通信をしてきたかを確認できるので、目視により通信相手を探す時間を短縮
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することができる。また通信開始の可否の決定判断をすることができるようになる。
【００３８】
なお上記実施の形態において、複数の構成要素を幾つかのグループに分けて分散した状
態で、使用者が携帯できるようにしてもよいのは勿論である。ヘッドフォン型アダプタ２
を用いる場合において、呼び出し伝達部１３が音響により呼び出しがあることを使用者に
伝達する場合には、ヘッドフォンのスピーカを利用すればよい。さらに呼び出し伝達部１
３が発光により呼び出しがあることを使用者に伝達する場合には、例えばヘッドフォンに
装着した音声変換部９として用いるマイクロフォン部分に発光ダイオードを配置して、こ
の発光ダイオードを点滅させるようにすればよい。いずれにしても、振動、音響及び発光
の少なくとも一つを用いて呼び出しの有無を伝達すればよい。
【００３９】
図３に示した実施の形態の赤外線通信装置は、通信距離約１５ｍで使用可能であり、そ
の重さはヘッドフォン部５１０ｇ、外部バッテリも合計して約１．５ｋｇであった。外部
バッテリは、ズボンのベルトに装着しても、またシャツの胸ポケットに入れてもよい。実
際に本実施の形態の赤外線通信装置を、２０歳代の被験者６人に使用してもらった。２人
の被験者が試作インタフェースを装着し、５ｍあるいは１０ｍ離れて背中合わせに立ち、
片方の被験者が振り返り、声を掛けるという方法で会話を開始した。その後、短い会話を
行ってもらい、その体験に関するコメントを得た。まず、相手の呼び出しについては、「
相手の方向を向いて呼び出しを開始すると、相手がすぐに気がつき会話を開始することが
できた。」というコメントが全ての被験者から得られ、本実施の形態の赤外線通信装置が
、通信インタフェースとして十分機能していたと考えられる。また「相手を覗き込み話し
かける動作によって、相手がすぐに振り向くと、自分の視線が強化されるような感覚を覚
えた。」というコメントが得られた。さらに、通信を受信する側の感覚として、「自分が
見られていることを強く意識する」というコメントがあった。例えば、後ろから覗き込み
話しかけると、背中の方向からであっても、自分が見られたこと（正確には話しかけられ
たこと）がすぐにわかるというのは非常に新しい感覚である。このようなコメントから本
実施の形態の赤外線通信装置は十分に実用が可能であることが確認された。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の赤外線通信装置の使用状況を説明するための図である。
【図２】本発明の赤外線通信装置の一実施の形態の構成の一例を示すブロック図である。
【図３】図２の実施の形態をヘッドフォン型アダプタに実装した場合の構成の一例を示す
斜視図である。
【図４】赤外線センサの反応範囲を測定した結果を示す図である。
【図５】（Ａ）乃至（Ｃ）は各部の具体例を示す図である。
【図６】他の通信システムとの対比を示す図である。
【図７】本発明の赤外線通信装置の他の実施の形態の構成の一例を示すブロック図である
。
【符号の説明】
【００４１】
１

赤外線通信装置

２

ヘッドフォン型アダプタ

３，３′

選択性赤外線信号受信部

５

選択性赤外線信号送信部

７

音響発生部

９，９′

音声変換部

１１

全方向性赤外線信号受信部

１３

呼び出し伝達部

１７

振動発生素子

【手続補正３】
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【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図５】
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