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(57)【要約】
【課題】プロトコルに依存することなく、かつ、ロバス
ト性があり、未知の赤外線リモコン信号を識別できる赤
外線リモコン信号識別方法及び装置を提供する。
【解決手段】本方法及び装置は、赤外線リモコン信号の
ＨＩＧＨ状態及びＬＯＷ状態のパルス幅シーケンスの誤
差の頻度分布に関する統計モデルを用いて、未知の赤外
線リモコン信号を識別する。本方法は、パルス幅シーケ
ンスに対して、機器種別とコマンド種別のタグ付けを行
い、データベースに登録し、パルス幅シーケンス間の誤
差を算出し、算出した誤差の頻度分布に関する統計デー
タを確率分布及びパラメータで統計モデルを構築する。
未知の赤外線リモコン信号を受信し、データベースに登
録されているパルス幅シーケンスと、受信した未知の赤
外線リモコン信号のパルス幅シーケンスとの誤差を算出
し、構築した統計モデルから導き出した算出誤差の発生
確率に基づいて機器種別とコマンド種別を識別する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
赤外線リモコン信号のＨＩＧＨ状態及びＬＯＷ状態のパルス幅シーケンスの誤差の頻度
分布に関する統計モデルを用いて、未知の赤外線リモコン信号を識別することを特徴とす
る赤外線リモコン信号識別方法。
【請求項２】
異種機器及び異種コマンドの前記パルス幅シーケンスに対して、機器種別とコマンド種
別のタグ付けを行い、データベースに登録する登録ステップと、
前記データベースの前記パルス幅シーケンス間の誤差を算出する誤差算出ステップと、
算出した誤差の頻度分布に関する統計データを確率分布及びパラメータでモデル化した
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統計モデルを構築するモデル構築ステップと、
未知の赤外線リモコン信号を受信する赤外線受信ステップと、
前記データベースに登録されている前記パルス幅シーケンスと、受信した未知の赤外線
リモコン信号のパルス幅シーケンスとの誤差を算出し、前記統計モデルから導き出した算
出誤差の発生確率に基づいて機器種別とコマンド種別の少なくとも何れかの識別を行う識
別ステップ、
を備えたことを特徴とする請求項１に記載の赤外線リモコン信号識別方法。
【請求項３】
前記統計モデルは、
同一機器種別間における前記誤差の頻度分布に関する機器種別モデルと、
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同一機器種別の同一コマンド間における前記誤差の頻度分布に関する第１コマンド種別
モデルと、同一機器種別の異なるコマンド間における前記誤差の頻度分布に関する第２コ
マンド種別モデル、から構成されることを特徴とする請求項１又は２に記載の赤外線リモ
コン信号識別方法。
【請求項４】
前記パルス幅シーケンスの誤差は、
比較する２つのシーケンスが同一パルス数の場合には、並び順に対応するそれぞれのパ
ルス幅の誤差を算出し、
比較する２つのシーケンスが異なるパルス数の場合には、パルス数が多いシーケンスの
一部であってパルス数が少ないシーケンスと同一パルス数の部分シーケンスと、他方のパ
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ルス数が少ないシーケンスと比較して、並び順に対応するそれぞれのパルス幅の誤差を算
出し、全ての部分シーケンスとの比較を行い、最小誤差を算出する、
ことを特徴とする請求項１〜３の何れかに記載の赤外線リモコン信号識別方法。
【請求項５】
算出するパルス幅の誤差は、それぞれのパルス幅の絶対誤差であり、
前記パルス幅シーケンスの誤差として、平均絶対誤差と合計絶対誤差の少なくとも何れ
かを算出することを特徴とする請求項４に記載の赤外線リモコン信号識別方法。
【請求項６】
算出するパルス幅の誤差は、それぞれのパルス幅の一致度から算出した値であり、
前記パルス幅シーケンスの誤差として、平均絶対誤差と合計絶対誤差の少なくとも何れ
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かを算出することを特徴とする請求項４に記載の赤外線リモコン信号識別方法。
【請求項７】
前記機器種別モデルは、前記パルス幅シーケンスの平均絶対誤差の頻度分布にフィッテ
ィングする確率分布であり、
前記第１コマンド種別モデルと前記第２コマンド種別モデルは、共に、前記パルス幅シ
ーケンスの合計絶対誤差の頻度分布にフィッティングする確率分布である、ことを特徴と
する請求項３〜６の何れかに記載の赤外線リモコン信号識別方法。
【請求項８】
赤外線リモコン信号のＨＩＧＨ状態及びＬＯＷ状態のパルス幅シーケンスの誤差の頻度
分布に関する統計モデルを用いて、未知の赤外線リモコン信号を識別する赤外線リモコン
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信号識別装置。
【請求項９】
異種機器及び異種コマンドの前記パルス幅シーケンスが、機器種別とコマンド種別のタ
グ付けされ登録されたデータベースと、
前記データベースの前記パルス幅シーケンス間の誤差を算出する誤差算出手段と、
算出した誤差の頻度分布に関する統計データを確率分布及びパラメータでモデル化した
前記統計モデルを構築するモデル構築手段と、
未知の赤外線リモコン信号を受信する赤外線受信手段と、
前記データベースに登録されている前記パルス幅シーケンスと、受信した未知の赤外線
リモコン信号のパルス幅シーケンスとの誤差を算出し、前記統計モデルから導き出した算
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出誤差の発生確率に基づいて機器種別とコマンド種別の少なくとも何れかの識別を行う識
別手段、
を備えたことを特徴とする請求項８に記載の赤外線リモコン信号識別装置。
【請求項１０】
モニタリング対象の赤外線リモコン操作対象機器と同一空間に設置され、赤外線受信装
置を備えた端末と、
前記端末とネットワークで接続されたサーバから構成され、
前記端末は、受信した赤外線リモコン信号を前記サーバへ送信し、
前記サーバは、前記データベース及び前記識別手段を備え、前記端末から受信した赤外
線リモコン信号のパルス幅シーケンスの誤差を算出し、前記統計モデルから導き出した算
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出誤差の発生確率に基づいて機器種別とコマンド種別の少なくとも何れかの識別を行うこ
とを特徴とする請求項９に記載の赤外線リモコン信号識別装置。
【請求項１１】
請求項１０の赤外線リモコン信号識別装置における前記サーバ。
【請求項１２】
前記統計モデルは、
同一機器種別間における前記誤差の頻度分布に関する機器種別モデルと、
同一機器種別の同一コマンド間における前記誤差の頻度分布に関する第１コマンド種別
モデルと、同一機器種別の異なるコマンド間における前記誤差の頻度分布に関する第２コ
マンド種別モデル、から構成されることを特徴とする請求項８〜１０の何れかに記載の赤
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外線リモコン信号識別装置。
【請求項１３】
前記機器種別モデルは、前記パルス幅シーケンスの平均絶対誤差の頻度分布にフィッテ
ィングする確率分布であり、
前記第１コマンド種別モデルと前記第２コマンド種別モデルは、共に、前記パルス幅シ
ーケンスの合計絶対誤差の頻度分布にフィッティングする確率分布である、ことを特徴と
する請求項１２に記載の赤外線リモコン信号識別装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、赤外線リモコン信号の識別技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
近年、情報通信技術（ＩＣＴ）の進歩により、日常生活で使用されるテレビ、照明、エ
アコンなどの家電製品がネットワークに接続され、モバイル通信端末を用いて家電製品の
調整が可能になり、ユーザは、情報家電と呼ばれるこのような家電製品を遠隔から制御し
、ネットワークを通じて有用な情報を受け取ることが可能になっている。情報家電を有す
る多くのシステムは、ユーザの操作に応じてサービスを提供する。
また、今後注目を集めると予想される「人やモノの状況や変化を認識する」という概念

50

(4)

JP 2019‑16960 A 2019.1.31

のコンテキストアウェアネス（Context Awareness）をコンピュータで実現するコンテキ
スト認識システムでは、例えば、モバイル通信端末に内蔵されたセンサによって、温度や
湿度などの居住空間内のコンテキストを監視し、そのコンテキストが事前定義されたルー
ルを満たす場合には対応するサービスを提供することができる。しかしながら、このルー
ルを事前設定することは、ユーザビリティと柔軟性を低下させ、単純で柔軟性のないサー
ビスしか提供できないといった問題がある。より有用なコンテキスト認識システムを実現
するために、ユーザの嗜好やコンテキストに応じてルールを生成する仕組みが必要であり
、そのためには、ユーザの生活行動を長期間収集して、ユーザの嗜好を知ることが重要で
ある。
10

【０００３】
一方、我々の日常生活は、家電製品や居住空間内のコンテキストに強く依存している。
例えば、テレビを見ている時間や時間帯は、ユーザによって異なり、エアコンを操作する
タイミングについても、ユーザが暑さや寒さに敏感であるか否かに関係している。また、
センサの低コスト化やモバイル通信端末の普及により、日常生活の様々な行動を収集する
ことが可能である。さらに、モバイル通信端末で情報家電を操作する場合、制御した家電
の操作ログを収集することも可能である。しかしながら、情報家電の種類は様々な製品ラ
インナップを揃えているわけでなく、しかも高価であるため、一般のユーザの殆どは、従
来の家電製品のみを有するか、或は、従来の家電製品の一部が情報家電に置き換えられた
環境下で日常生活を行っている。
そのため、一般ユーザのかかる環境下では、日常生活の中で家電製品の操作ログを収集
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することは困難である。
【０００４】
そこで、一般ユーザのこのような環境下の日常生活の中で家電製品の操作ログを収集す
る方法として、家電製品のＯＮ／ＯＦＦ状態を消費電力量から推定する方法が提案されて
いる。例えば、消費電力をディジタル計測し、計器内に通信機能を持たせた電力量計をコ
ンセントや電気パネルに取り付け、リアルタイムで消費電力量を分析し、家電製品のＯＮ
／ＯＦＦ状態を推定して家電製品の操作ログを入手するやり方である。しかしながら、こ
の方法では、家電製品のＯＮ／ＯＦＦ状態のログのみを提供するに止まり、詳細な操作ロ
グ収集ができないといった問題がある。居住者であるユーザの嗜好や居住空間内のコンテ
キストを理解するためには、家電製品のＯＮ／ＯＦＦ状態のみならず、家電製品に対する
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操作コマンドの操作ログ収集が必要である。
【０００５】
従来の家電製品の殆どは、赤外線リモコン信号によって操作することが可能である（例
えば、特許文献１を参照。）。赤外線リモコン信号を収集し分析するためには、操作され
た家電製品および操作コマンドを識別する必要がある。しかしながら、赤外線リモコン信
号のフォーマットが家電製品のメーカーによって異なるため、赤外線リモコン信号の復号
が困難である。また、同じメーカーの同じ家電製品であっても、居住空間の環境状態によ
りノイズが影響して、同じ操作の赤外線リモコン信号が異なる場合があり、さらにリモコ
ン操作の仕方によっても赤外線リモコン信号が異なる場合がある（例えば、特許文献２を
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参照。）。
【０００６】
ここで、従来の家電製品の赤外線リモコン信号について説明する。赤外線リモコン信号
とは、ピーク波長が９４０〜９５０ｎｍの範囲にある赤外線ＬＥＤを使用して数バイト分
の情報を送る信号であり、十分なＳＮ比を得ることができる強度を有する光である。１ビ
ットのデータ０／１の区別は、ビットの長さ（赤外線が出されていない期間の長さ、又は
、赤外線が出されている期間の長さ）で区別される。赤外線リモコン信号の主な通信フォ
ーマットは、パルス位置変調方式（ＰＰＭ）を採用しており、日本では以下に説明する３
種類の通信フォーマットが主流である。
【０００７】
第１番目の通信フォーマットでは、データが

１

の場合、ＨＩＧＨ状態の後にＬＯＷ
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状態がＨＩＧＨ状態の期間（Ｔ）の３倍（３Ｔ）継続し、データが

０

の場合は、ＨＩ

ＧＨ状態とＬＯＷ状態はほぼ同じ期間（Ｔ）になる仕様である。赤外線リモコン信号の受
信側である家電製品では、ＨＩＧＨ状態の後にＬＯＷ状態がどれだけあるかで判断する。
データが

１

の具体的な時間は、ＨＩＧＨ状態の期間は約０．５６ｍｓであり、ＬＯＷ

状態の期間はＨＩＧＨ状態の３倍の約１．６９ｍｓであり、合計２．２５ｍｓであり、デ
ータが

０

の具体的な時間は、ＨＩＧＨ状態の期間は約０．５６ｍｓであり、ＬＯＷ状

態の期間もＨＩＧＨ状態と同じ約０．５６ｍｓであり、合計１．１２ｍｓである。図１３
にデータ

０

とデータ

１

の赤外線リモコン信号イメージを示す。

なお、ＨＩＧＨ状態はその全ての期間連続して赤外線を出しているわけではなく、一定
の周波数（キャリア周波数）で赤外線を出している期間と出していない期間を繰り返して
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いる。このキャリア周波数は、３３〜４０ｋＨｚが標準である。ＨＩＧＨ状態の時は、デ
ューティ比が約１／３でパルスを出力して、消費電力を抑えて、信号強度を上げている。
【０００８】
第１番目の通信フォーマットでは、１つの赤外線リモコン信号は、図１４に示すように
、リーダコード、次に１６ビットのカスタムコード、次に８ビットのデータコード及びデ
ータコードの０／１を反転した８ビットのコードが続き、次にストップビット、この後に
赤外線を出さない区間（フレームスペース）があり、１フレーム（リーダコードからフレ
ームスペースまで）は約１０８ｍｓである。リーダコードは約９ｍｓのＨＩＧＨ状態が続
き、その後に約４．５ｍｓのＬＯＷ状態がある。リーダコードの部分はその後のデータコ
ード等の部分と各状態の期間が大きく異なり、容易に識別ができるようになっている。カ
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スタムコードやデータコードの部分がデータ０／１を含む部分であり、各部分はその下位
ビットから順に送信される。
【０００９】
カスタムコードは、赤外線リモコン信号を使用する家電製品のメーカーを識別するため
のものであり、１６ビットのコード長で、データコードの前につけて送信される。０００
０ｈ〜００ＦＦｈの２５６通りは各メーカーが自由に使え、これ以外のコードは通信フォ
ーマット管理会社が管理し各メーカーに割り当てている。データコードは、８ビットの家
電製品の操作コマンドデータとそのビット反転値が送信される。カスタムコード長はその
データ内容により変化するが、データコード長についてはその反転データが送信されるこ
とから、データコード及びその反転コードの部分でのデータ１の総数は常に８個であり、
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長さは固定になる。赤外線リモコン信号の受信側で、データコードの８ビットと反転した
８ビットを比較して、同じ値であることを確認することにより、ノイズ等によりビット反
転や信号エラーをチェックする。ストップビットは、カスタムコードとデータコード合わ
せて３２ビットの後に３３ビット目として送信される。ストップビットは０．５６ｍｓの
ＨＩＧＨ状態の後はＬＯＷ状態のままとなる。受信側はストップビットを受け取った時点
で受信処理を終了する。
その他、図示しないが、赤外線リモコン信号の１フレームの後、リモコンの操作ボタン
を押している間に１０８ｍｓの周期で送信されるリピート（約９ｍｓのＨＩＧＨ状態が続
き、その後に約２．２５ｍｓのＬＯＷ状態があるコード）がある。
40

【００１０】
次に、第２番目の通信フォーマットでは、１つの赤外線リモコン信号のフレームは、図
１５に示すように、リーダコード、次に１６ビットのカスタムコード、次に４ビットのパ
リティコード、次に可変長のデータコードが続き、最後にトレーラ（上述のストップコー
ドとフレームスペースに相当）があり、１フレームは通常では約１３０ｍｓ（各メーカー
によって相違）である。
データ１／０は、第１番目の通信フォーマットと同様、データが

１

の場合は、ＨＩ

ＧＨ状態の後にＬＯＷ状態がＨＩＧＨ状態の期間（Ｔ）の３倍（３Ｔ）継続し、データが
０

の場合は、ＨＩＧＨ状態とＬＯＷ状態はほぼ同じになる仕様である。データが

１

の具体的な時間は、第１番目の通信フォーマットと異なり、ＨＩＧＨ状態の期間（Ｔ）
は約０．３５〜０．５ｍｓであり（典型的には中央値０．４２５ｍｓを使用）、ＬＯＷ状
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態の期間はＨＩＧＨ状態の３倍（３Ｔ）の約１．０５〜１．５ｍｓであり、合計１．４〜
２．０ｍｓであり、データが

０

の具体的な時間は、ＨＩＧＨ状態の期間は約０．３５

〜０．５ｍｓであり、ＬＯＷ状態の期間もＨＩＧＨ状態と同じ約０．３５〜０．５ｍｓで
あり、合計０．７〜１．０ｍｓである。
また、リーダコードは一定期間のＨＩＧＨ状態の期間（８Ｔ）が続き、その後にＨＩＧ
Ｈ状態の期間の半分の期間（４Ｔ）のＬＯＷ状態がある。カスタムコードは、第１番目の
通信フォーマットと同様、１６ビットのメーカー識別データである。パリティコードは、
カスタムコードを４ビット単位でＸＯＲをとったものであり、カスタムコードのビット反
転などエラー制御するコードである。操作コマンド等のデータコードは、３バイト以上の
任意のバイト数の可変長のコードであり、エラー制御は各メーカーの実装に依存している

10

。通常はデータＮが、ＸＯＲ値、補数、ＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）、ＢＣＣ（B
lock Check Character）の機能を担っている。
【００１１】
さらに、第３番目の通信フォーマットでは、１つの赤外線リモコン信号のフレームは、
図１６（２）に示すように、リーダコード、次に７ビットのデータコード、次に数ビット
（機種によって異なる）のアドレスコードが続き、最後にトレーラ（図示せず）があり、
１フレームは約４５ｍｓである。上述の第１番目と第２番目の通信フォーマットと異なり
、リーダコードの次のデータコードで操作コマンドのデータを送り、アドレスコードで機
器の識別データを送る。
また、データ１／０の仕様が、第１番目と第２番目の通信フォーマットと異なり、図１
６（１）に示すように、データが

１

20

の場合は、ＬＯＷ状態の後にＨＩＧＨ状態がＬＯ

Ｗ状態の期間（Ｔ）の２倍（２Ｔ）継続し、データが

０

の場合は、ＬＯＷ状態とＨＩ

ＧＨ状態はほぼ同じ期間（Ｔ）になる仕様である。データが

１

の具体的な時間は、Ｌ

ＯＷ状態の期間は約０．６ｍｓであり、ＨＩＧＨ状態の期間はＬＯＷ状態の２倍の約１．
２ｍｓであり、合計１．８ｍｓであり、データが

０

の具体的な時間は、ＬＯＷ状態の

期間は約０．６ｍｓであり、ＨＩＧＨ状態の期間もＬＯＷ状態と同じ約０．６ｍｓであり
、合計１．２ｍｓである。リーダコードは一定期間のＨＩＧＨ状態の期間（４Ｔ）が続き
、第１番目と第２番目の通信フォーマットと異なり、リーダコード内にＬＯＷ状態はなく
、その後はデータコードのＬＯＷ状態が続くようになっている。
【００１２】

30

第１〜第３番目の通信フォーマットは、日本において代表的なものであるが、これら以
外にもメーカー独自フォーマットもあり、海外メーカーの家電製品も含めると多種多様で
ある。また、同じメーカーの製品であっても、テレビとオーディオ機器で通信フォーマッ
トが異なる場合もある。すなわち、赤外線リモコン信号のフォーマットが家電製品のメー
カーによって異なるため、未知の赤外線リモコン信号の復号は非常に困難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２０００−３５００５２号公報
【特許文献２】特開２００８−２１１３５７号公報

40

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
赤外線リモコン信号の受信機は、受信機がサポートしている標準プロトコルである通信
フォーマットのみデータの復号が可能であり、サポートしていない通信フォーマットの信
号は復号できない。
このような状況下、ユーザの生活行動を長期間収集して、ユーザの嗜好を知るため、一
般ユーザの居住環境下で日常生活の家電製品の操作ログを収集するには、多種多様の家電
製品の赤外線リモコン信号をデータベース化する方法が考えられるが、上述した如く、同
じメーカーの同じ家電製品であっても、居住空間の環境状態によりノイズが影響して、同
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じ操作の赤外線リモコン信号が異なる場合があり、さらにリモコン操作時の距離や環境、
操作ボタンを押す時間によっても赤外線リモコン信号の長さや信号自体が毎回異なるため
、単に赤外線リモコン信号を記憶させてデータベース化し、照会するだけでは同定するこ
とはできない。
【００１５】
かかる状況に鑑みて、本発明は、赤外線リモコン信号のプロトコルに依存することなく
、かつ、受信した信号が毎回異なる場合であっても識別できるといったロバスト性があり
、未知の赤外線リモコン信号を識別することができる赤外線リモコン信号識別方法及び装
置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】

10

【００１６】
本発明者らは、赤外線リモコン信号のプロトコルに非依存でロバスト性のある識別技術
を鋭意検討した結果、赤外線リモコン信号をＨＩＧＨ状態とＬＯＷ状態のパルス幅のシー
ケンスで表現し、そのパルス幅のシーケンスの誤差の頻度分布に関する統計モデルを用い
て、信号のプロトコルに依存することなく、かつ、受信した信号が毎回異なる場合であっ
ても、赤外線リモコン信号を識別できることの知見を得た。
【００１７】
すなわち、本発明の赤外線リモコン信号識別方法は、赤外線リモコン信号のＨＩＧＨ状
態及びＬＯＷ状態のパルス幅シーケンスの誤差の頻度分布に関する統計モデルを用いて、
未知の赤外線リモコン信号を識別する。本発明の方法によれば、信号のプロトコルに依存

20

することなく、かつ、受信した信号が毎回異なる場合であっても、赤外線リモコン信号を
識別できる。
ここで、ＨＩＧＨ状態及びＬＯＷ状態のパルス幅シーケンスとは、赤外線リモコン信号
において、ＨＩＧＨ状態とＬＯＷ状態が交互に連続して起こる各状態の時間幅の順序をい
う。そして、パルス幅とは、ＨＩＧＨ状態の時間幅とＬＯＷ状態の時間幅を意味する。ま
た、統計モデルとは、誤差の頻度分布に関する統計データを、確率分布とパラメータでモ
デル化したものである。統計モデルを用いることにより、ロバスト性を向上させることが
できる。また、誤差とは、比較する２つの赤外線リモコン信号の一連の送信コードのパル
ス幅のシーケンスにおけるパルス幅の差分や一致度を定量化したものであり、例えば、そ
れぞれのパルス幅の差分の平均値や合計値、パルス幅の一致又は不一致の数量を数値化し

30

たものである。
【００１８】
本発明の赤外線リモコン信号識別方法は、具体的には、次のステップ１）〜５）から構
成される。
１）異種機器及び異種コマンドの赤外線リモコン信号のＨＩＧＨ状態及びＬＯＷ状態の
パルス幅シーケンスに対して、機器種別とコマンド種別のタグ付けを行い、データベース
に登録する登録ステップ。
２）上記データベースのパルス幅シーケンス間の誤差を算出する誤差算出ステップ。
３）算出した誤差の頻度分布に関する統計データを確率分布及びパラメータでモデル化
した統計モデルを構築するモデル構築ステップ。

40

４）未知の赤外線リモコン信号を受信する赤外線受信ステップ。
５）上記データベースに登録されているパルス幅シーケンスと、受信した未知の赤外線
リモコン信号のパルス幅シーケンスとの誤差を算出し、構築した統計モデルから導き出し
た算出誤差の発生確率に基づいて機器種別とコマンド種別の少なくとも何れかの識別を行
う識別ステップ。
【００１９】
上記１）において、機器種別とは、例えばテレビやエアコンなど家電製品の種別やメー
カーの種別を含むものであり、コマンド種別とは、リモコン端末のＯＮ／ＯＦＦや切替え
などの操作ボタンを押下した際のコマンドの種別である。なお、コマンド種別では、ボタ
ン操作に限らず、ダイヤル操作、音声入力、振動付与、リモコン端末姿勢の変化、リモコ
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ン端末動作などのリモコン端末操作によるコマンドも含まれる。
上記２）において、パルス幅シーケンス間の誤差の算出は、２つの赤外線リモコン信号
におけるパルス幅シーケンスの個々のパルス幅を比較することにより行う。
上記３）において、誤差の頻度分布に関する統計データを確率分布及びパラメータでモ
デル化した統計モデルの構築は、例えば、逆ガウス分布、逆ガンマ分布などの確率分布を
適合させて、尤もらしいパラメータを推定してモデル化することにより行うことができる
。
上記１）〜３）の前準備を行った後に、未知の赤外線リモコン信号を受信し、信号を識
別する。
【００２０】

10

本発明の赤外線リモコン信号識別方法における統計モデルは、以下のａ）〜ｃ）の３つ
の統計モデル（１つの機器種別モデルと２つのコマンド種別モデル）から構成される。受
信した未知の赤外線リモコン信号のパルス幅シーケンスとの誤差を算出し、３つの統計モ
デルから導き出した算出誤差の発生確率に基づいて、未知の赤外線リモコン信号の機器種
別とコマンド種別を高い精度で識別することができる。
ａ）同一機器種別間における誤差の頻度分布に関する機器種別モデル、
ｂ）同一機器種別の同一コマンド間における誤差の頻度分布に関する第１コマンド種別モ
デル、
ｃ）同一機器種別の異なるコマンド間における誤差の頻度分布に関する第２コマンド種別
モデル。

20

なお、異なる機器種別間における誤差の頻度分布に関する確率分布を含めていないのは
、異なる機器種別間における誤差の頻度分布のモデル化が困難であったことと、機器種別
の識別が上記ａ）の機器種別モデルだけで精度よく行えることが分ったためである。
【００２１】
本発明の赤外線リモコン信号識別方法におけるパルス幅シーケンスの誤差は、比較する
２つのシーケンスが同一パルス数の場合と、比較する２つのシーケンスが異なるパルス数
の場合とで、算出の仕方が分れる。ここで、パルス幅シーケンスにおけるパルス数とは、
交互に連続するＨＩＧＨ状態とＬＯＷ状態の時間幅（パルス幅）の順序の集合数であり、
本明細書ではパルス幅シーケンスの長さと同意である。
まず、比較する２つのシーケンスが同一パルス数の場合には、並び順に対応するそれぞ

30

れのパルス幅の誤差を算出する。
次に、比較する２つのシーケンスが異なるパルス数の場合には、パルス数が多いシーケ
ンスの一部であってパルス数が少ないシーケンスと同一パルス数の部分シーケンスと、他
方のパルス数が少ないシーケンスと比較して、並び順に対応するそれぞれのパルス幅の誤
差を算出し、全ての部分シーケンスとの比較を行い、最小誤差を算出する。
【００２２】
上述の本発明の赤外線リモコン信号識別方法におけるパルス幅シーケンスの誤差を算出
するために、算出するそれぞれのパルス幅の誤差は、パルス幅の絶対誤差であり、そして
、パルス幅シーケンスの誤差として、平均絶対誤差（ＭＡＥ；Mean Absolute error）と
合計絶対誤差（ＳＡＥ；Sum Absolute error）の少なくとも何れかを算出する。

40

算出するパルス幅の誤差は、それぞれのパルス幅の一致度から算出した値であっても構
わない。ここで、一致度とは、パルス幅シーケンスにおける並び順のそれぞれのパルス幅
を比較して、パルス幅が完全に一致しているもの、ほぼ一致しているもののパルスの個数
を誤差として用いることをいう。パルス幅がほぼ一致しているとは、パルス幅に±αの許
容値を設けて許容範囲内のあるものをいう。
【００２３】
上述の本発明の赤外線リモコン信号識別方法における機器種別モデルは、パルス幅シー
ケンスの平均絶対誤差の頻度分布にフィッティングする確率分布であることが好ましい。
また、第１コマンド種別モデルと第２コマンド種別モデルは、共に、パルス幅シーケンス
の合計絶対誤差の頻度分布にフィッティングする確率分布であることが好ましい。
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このように機器種別モデル、第１コマンド種別モデル及び第２コマンド種別モデルのモ
デリングを行うことにより、受信した未知の赤外線リモコン信号の機器種別とコマンド種
別をより精度良く識別することができる。
【００２４】
次に、本発明の赤外線リモコン信号識別装置について説明する。
本発明の赤外線リモコン信号識別装置は、赤外線リモコン信号のＨＩＧＨ状態及びＬＯ
Ｗ状態のパルス幅シーケンスの誤差の頻度分布に関する統計モデルを用いて、未知の赤外
線リモコン信号を識別する。本発明の装置によれば、信号のプロトコルに依存することな
く、かつ、受信した信号が毎回異なる場合であっても、赤外線リモコン信号を識別できる
10

。
【００２５】
本発明の赤外線リモコン信号識別装置は、具体的には、次の１）〜５）から構成される
。
１）異種機器及び異種コマンドの赤外線リモコン信号のＨＩＧＨ状態及びＬＯＷ状態の
パルス幅シーケンスが、機器種別とコマンド種別のタグ付けされ登録されたデータベース
。
２）上記データベースのパルス幅シーケンス間の誤差を算出する誤差算出手段。
３）算出した誤差の頻度分布に関する統計データを確率分布及びパラメータでモデル化
した統計モデルを構築するモデル構築手段。
４）未知の赤外線リモコン信号を受信する赤外線受信手段。

20

５）上記データベースに登録されているパルス幅シーケンスと、受信した未知の赤外線
リモコン信号のパルス幅シーケンスとの誤差を算出し、構築した統計モデルから導き出し
た算出誤差の発生確率に基づいて機器種別とコマンド種別の少なくとも何れかの識別を行
う識別手段。
【００２６】
上述の本発明の赤外線リモコン信号識別装置は、モニタリング対象の赤外線リモコン操作
対象機器と同一空間に設置され、赤外線受信装置を備えた端末と、その端末とネットワー
クで接続されたサーバから構成されるのが好ましい態様である。端末は、受信した赤外線
リモコン信号をサーバへ送信する。サーバは、上記１）のデータベース及び上記５）の識
別手段を備え、端末から受信した赤外線リモコン信号のパルス幅シーケンスの誤差を算出

30

し、統計モデルから導き出した算出誤差の発生確率に基づいて機器種別とコマンド種別の
少なくとも何れかの識別を行う。
【００２７】
本発明の赤外線リモコン信号識別装置における統計モデルは、以下の３つの統計モデル
（１つの機器種別モデルと２つのコマンド種別モデル）から構成される。これらの３つの
統計モデルから導き出した算出誤差の発生確率に基づいて、未知の赤外線リモコン信号の
機器種別とコマンド種別を高い精度で識別することができる。
・同一機器種別間における誤差の頻度分布に関する機器種別モデル
・同一機器種別の同一コマンド間における誤差の頻度分布に関する第１コマンド種別モデ
40

ル
・同一機器種別の異なるコマンド間における誤差の頻度分布に関する第２コマンド種別モ
デル
【００２８】
上記の本発明の赤外線リモコン信号識別装置における機器種別モデルは、パルス幅シー
ケンスの平均絶対誤差の頻度分布にフィッティングする確率分布であることが好ましく、
また、第１コマンド種別モデルと第２コマンド種別モデルは、共に、パルス幅シーケンス
の合計絶対誤差の頻度分布にフィッティングする確率分布であることが好ましい。このよ
うにモデリングすることにより、受信した未知の赤外線リモコン信号の機器種別とコマン
ド種別をより精度良く識別することができる。
【発明の効果】
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【００２９】
本発明によれば、赤外線リモコン信号のプロトコルに依存することなく、かつ、受信し
た信号が毎回異なる場合であっても識別できるといったロバスト性を持ち、未知の赤外線
リモコン信号を識別することができるといった効果がある。
特に、１つの機器種別モデルと２つのコマンド種別モデルの３つの統計モデルを用いる
ことにより、未知の赤外線リモコン信号の機器種別とコマンド種別を高い精度で識別する
ことができ、どの家電が操作されたか、またどのような操作がされたかが識別できるとい
った効果がある。
【図面の簡単な説明】
10

【００３０】
【図１】赤外線リモコン信号識別方法の一実施形態の処理フロー図
【図２】赤外線リモコン信号のＨＩＧＨ状態及びＬＯＷ状態のシーケンスの模式図
【図３】同じパルス数の２つのパルス幅シーケンス間の誤差の算出の具体例の説明図
【図４】異なるパルス数の２つのパルス幅シーケンス間の誤差の算出の具体例の説明図
【図５】機器種別に関するパルス幅シーケンスの誤差の頻度分布グラフ
【図６】コマンド種別に関するパルス幅シーケンスの誤差の頻度分布グラフ
【図７】同一機器種別に関する誤差の頻度分布にフィッティングした確率分布グラフ
【図８】同一コマンド種別に関する誤差の頻度分布にフィッティングした確率分布グラフ
【図９】異なるコマンド種別に関する誤差の頻度分布にフィッティングした確率分布グラ

20

フ
【図１０】データベースの登録数による識別精度の推移を示したグラフ
【図１１】赤外線リモコン信号識別装置の機能ブロック図
【図１２】赤外線リモコン信号識別装置（小型端末とサーバ）のシステム構成図
【図１３】データ

０

とデータ

１

の赤外線リモコン信号イメージ

【図１４】赤外線リモコン信号の通信フォーマットの説明図（１）
【図１５】赤外線リモコン信号の通信フォーマットの説明図（２）
【図１６】赤外線リモコン信号の通信フォーマットの説明図（３）
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
以下、本発明の実施形態の一例を、図面を参照しながら詳細に説明していく。なお、本
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発明の範囲は、以下の実施例や図示例に限定されるものではなく、幾多の変更及び変形が
可能である。
【実施例１】
【００３２】
赤外線リモコン信号識別方法の一実施形態の処理フローを説明する。
赤外線リモコン信号識別方法では、図１に示すように、統計モデル構築ステップ（前準
備段階）と受信信号識別ステップ（識別段階）の２つの段階に分けられる。統計モデル構
築ステップは、以下のステップＳ０１〜Ｓ０５により、未知の赤外線リモコン信号を識別
するための前準備を行う。また、受信信号識別ステップは、以下のステップＳ０６〜Ｓ０
８により、未知の赤外線リモコン信号を識別する。以下、それぞれのステップについて詳

40

細に説明する。
【００３３】
先ず、統計モデル構築ステップは、既知の赤外線リモコン信号を受信し（図１のステッ
プＳ０１）、受信した信号のＨＩＧＨ状態及びＬＯＷ状態のパルス幅シーケンスを取得す
る（図１のステップＳ０２）。
例えば、ユーザの居室空間に、数種の家電製品が備え付けられており、同じ家電製品で
も異なるメーカー製の機器が存在する場合を想定する。下記表１に示すように、家電製品
（機器）としては、テレビ、エアコン、照明機器、掃除ロボット、換気ファン、オーディ
オ機器、加湿器、空気清浄器及びキッチン用フードの９種類の機器があり、また、テレビ
、エアコン及び照明機器は、異なるメーカー製のものが３種、３種、２種それぞれ用意さ
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れ、それらの機器に標準で備えられている赤外線リモコンを用いて、ボタン操作の赤外線
リモコン信号を予め受信する。赤外線リモコンにはＯＮ／ＯＦＦのボタンやボリュームを
増減するボタンやチャンネルを切替えるボタンなどが多数存在するが、それら赤外線リモ
コンの操作ボタンの全ての信号を受信する。
また、同じ家電製品、同じ操作ボタンであっても、リモコン操作時の距離や環境、操作
ボタンを押す時間によって赤外線リモコン信号が異なるため、それぞれの信号を１回では
なく、複数回にわたり信号を受信する。ここでは１つのリモコン操作について１０回ずつ
信号を受信する。
下記表１に示す機器は、家電種別だけでなくメーカーの種別も違いに含めて１４種類に
なり、それぞれリモコンにより操作ボタンの種類は異なる。表１では、例えば、テレビ（

10

メーカーＡ）のリモコンの操作ボタン数は１７個であり、エアコン（メーカーＢ）のリモ
コンの操作ボタン数は５個、加湿器（メーカーは不明）のリモコンの操作ボタン数は６個
であることを表している。表１の全ての家電製品の操作ボタンの総数は１４０個である。
【００３４】
【表１】
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【００３５】
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赤外線リモコン信号は、図２に示すように、時系列にＨＩＧＨ状態及びＬＯＷ状態が交
互に繋がるシーケンスである。図２に示すパルス幅シーケンスは、ＨＩＧＨ状態が時間幅
（ｓ０）継続し、次にＬＯＷ状態が時間幅（ｓ１）継続し、次にＨＩＧＨ状態が時間幅（
ｓ２）継続し、次にＬＯＷ状態が時間幅（ｓ３）継続し、次にＨＩＧＨ状態が時間幅（ｓ
４）継続し、最後にＬＯＷ状態が時間幅（ｓｎ）だけ続くものである。

このＨＩＧＨ状態及びＬＯＷ状態のシーケンスは、対象となる家電製品の標準プロトコ
ルに合致した通信フォーマットに従っている。また、対象となる家電製品の標準リモコン
の操作ボタンによって、通信フォーマット内のデータコードのビットデータが異なる。
すなわち、家電製品やメーカーが異なれば、赤外線リモコン信号のＨＩＧＨ状態及びＬ
ＯＷ状態のパルス幅シーケンス、すなわち、ＨＩＧＨ状態とＬＯＷ状態が交互に連続して
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起こる各状態の時間幅の順序が異なる。また、同じ家電製品であっても、リモコンの操作
ボタンによって、データコードのビットデータが異なることから、データビットに関連す
る部分シーケンスで、ＨＩＧＨ状態とＬＯＷ状態の時間幅の順序が異なる。さらに、同じ
家電製品で同じ操作ボタンであっても、居住空間の環境状態によりノイズが影響して、赤
外線リモコン信号のＨＩＧＨ状態及びＬＯＷ状態のパルス幅シーケンスが異なる場合があ
る。
また、リモコン操作時の距離や環境、操作ボタンを押す時間によって、信号がリピート
される場合には、赤外線リモコン信号のＨＩＧＨ状態及びＬＯＷ状態のパルス幅シーケン
スの長さが異なる。
【００３６】
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ここでは、赤外線リモコン信号のＨＩＧＨ状態及びＬＯＷ状態のパルス幅シーケンスの
長さ、すなわち、ＨＩＧＨ状態とＬＯＷ状態が交互に連続して起こる各時間幅の順序の最
大を２５６とする。図２で示すシーケンスでは、ＨＩＧＨ状態とＬＯＷ状態の各時間幅の
順序の集合Ｓとすると、Ｓ＝｛ｓ０，ｓ１，ｓ２，ｓ３，ｓ４，・・・，ｓｎ｝、集合数
が２５６以下となる。なお、集合数は２５６以下に限定されるものではなく、５１２以下
、１０２４以下など自由に設定することができる。また、パルス幅は０より大きく２５５
以下の数値で表現される。
【００３７】
このように１つの赤外線リモコン信号は、ＨＩＧＨ状態及びＬＯＷ状態のパルス幅シー
ケンスで表現することが可能である。上記表１に示した家電製品、操作ボタン毎に、赤外
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線リモコン信号のパルス幅シーケンスを取得する。上記表１の全ての家電製品の操作ボタ
ンの総数は１４０個であり、１つのリモコン操作について１０回ずつ操作が行われ、赤外
線リモコン信号を受信すると、１４００個のパルス幅シーケンスを取得できる。１つのリ
モコン操作について繰り返し行われる操作回数は、特に１０回に限定されないが、統計デ
ータによれば６回以上であれば精度良く識別できることがわかっている。
【００３８】
上述の１４００個の既知の赤外線リモコン信号を受信し、取得したＨＩＧＨ状態及びＬ
ＯＷ状態の１４００個のパルス幅シーケンスに対して、各々、機器種別とコマンド種別の
タグ付けを行って、それらをデータベースに登録する（図１のステップＳ０３）。
登録した赤外線リモコン信号のパルス幅シーケンスの例を下記表２に示す。
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【００３９】
【表２】
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【００４０】
例えば、テレビ（メーカーＡ）の標準リモコンのＯＮ／ＯＦＦ操作ボタンを操作して、
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赤外線リモコン信号を受信し、ＨＩＧＨ状態とＬＯＷ状態のパルス幅シーケンスを取得し
たとする。なお、説明の便宜上、実際のパルス幅シーケンスを簡略化したシーケンスで説
明する。
テレビ（メーカーＡ）の標準リモコンのＯＮ／ＯＦＦ操作ボタンを操作して、受信した
赤外線リモコン信号のパルス幅シーケンスが｛２０，３０，１１，１２，２３｝とすると
、そのパルス幅シーケンスは、機器種別としてテレビ（メーカーＡ）のタグ付けを、コマ
ンド種別としてＯＮ／ＯＦＦのタグ付けがなされ、データベースに登録される。テレビ（
メーカーＡ）の標準リモコンのＯＮ／ＯＦＦ操作について１０回ずつ操作が行われ、それ
ぞれの操作の赤外線リモコン信号を受信し、それぞれ取得したパルス幅シーケンスに同様
に機器種別とコマンド種別のタグ付けを行い、それらをデータベースに登録する。表２に
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示すように、テレビ（メーカーＡ）の標準リモコンの１０回目のＯＮ／ＯＦＦ操作ボタン
では、取得したパルス幅シーケンスは｛２０，３２，１０，１０｝である。このように、
同じ家電製品、同じ操作ボタンであっても、リモコン操作時の距離や環境、操作ボタンを
押す時間によって赤外線リモコン信号が異なる。
また、表２に示すように、エアコン（メーカーＦ）のタイマーＯＮの操作ボタンでは、
取得したパルス幅シーケンスは｛９，３，１００，２２２，１｝であり、そのパルス幅シ
ーケンスは、機器種別としてエアコン（メーカーＦ）のタグ付けを、コマンド種別として
タイマーＯＮのタグ付けがなされ、データベースに登録される。
【００４１】
既知の赤外線リモコン信号のパルス幅シーケンスに関する上記のデータベースを構築し
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た後、データベース内の全てのパルス幅シーケンス間の誤差を算出する（図１のステップ
Ｓ０４）。
誤差の算出は、２つの赤外線リモコン信号におけるパルス幅シーケンスの個々のパルス
幅を比較することにより行う。ここで、比較する２つのシーケンスが同一パルス数の場合
と、比較する２つのシーケンスが異なるパルス数の場合とによって、誤差の算出の仕方が
分れる。ここで、パルス数は、前述の如く、交互に連続するＨＩＧＨ状態とＬＯＷ状態の
時間幅（パルス幅）の順序の集合数であり、パルス幅シーケンスの長さと同意である。
【００４２】
比較する２つのパルス幅シーケンスが同一パルス数（同一シーケンス長）の場合には、
並び順に対応するそれぞれのパルス幅の誤差を算出する。例示として、図３に示す２つの
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パルス幅シーケンスの誤差を算出する場合について説明する。図３では、上記表２のデー
タベースに登録されているテレビ（メーカーＡ）の異なるコマンドの２つの信号（Ｓ１，
Ｓ２）のパルス幅シーケンスを比較する。２つのパルス幅シーケンスは、同一パルス数（
同一シーケンス長）であり、パルス数（シーケンス長）は共に６である。
２つの信号（Ｓ１，Ｓ２）のパルス幅シーケンスを比較する場合、並び順に対応するそ
れぞれのパルス幅の誤差を算出する。順序数が１のパルス幅の誤差は１０と表現する。こ
こで、誤差の表現としては、絶対誤差に限定されるわけではなく、相対誤差や、一致／不
一致など他の表現でも良い。このようにパルス幅シーケンスの要素で、並び順に対応する
同士の誤差を算出する。そして、パルス幅シーケンスの誤差として、平均絶対誤差（ＭＡ
Ｅ）と合計絶対誤差（ＳＡＥ）を算出する。図３に示す２つの信号（Ｓ１，Ｓ２）のパル
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ス幅シーケンス間の誤差の場合、ＭＡＥは１６であり（（１０＋１１＋０＋１０＋１０＋
５５）／６＝１６）、ＳＡＥは９６である。
【００４３】
次に、比較する２つのパルス幅シーケンスが異なるパルス数（異なるシーケンス長）の
場合には、パルス数が多いシーケンスの一部であってパルス数が少ないシーケンスと同一
パルス数の部分シーケンスと、他方のパルス数が少ないシーケンスと比較して、並び順に
対応するそれぞれのパルス幅の誤差を算出し、全ての部分シーケンスとの比較を行い、最
小誤差を算出する。例示として、図４に示す２つのパルス幅シーケンスの誤差を算出する
場合について説明する。図４では、上記表２のデータベースに登録されているテレビ（メ
ーカーＡ）のＯＮ／ＯＦＦの２つの信号（Ｓ３，Ｓ４）のパルス幅シーケンスを比較する
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。２つのパルス幅シーケンスは、異なるパルス数（異なるシーケンス長）であり、信号Ｓ
３のパルス数（シーケンス長）は５であり、信号Ｓ４のパルス数（シーケンス長）は４で
ある。
【００４４】
２つの信号（Ｓ３，Ｓ４）のパルス幅シーケンスを比較する場合、パルス数が多いシー
ケンス（信号Ｓ３）の一部であってパルス数が少ないシーケンス（信号Ｓ４）と同一パル
ス数、すなわち、パルス数（シーケンス長）が４である部分シーケンスは｛２０，３０，
１１，１２｝と｛３０，１１，１２，２３｝の２つ存在し、信号Ｓ３の２つの部分シーケ
ンスと、パルス数が少ないシーケンス（信号Ｓ４）をそれぞれ比較する。
【００４５】
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すなわち、２つの信号（Ｓ３，Ｓ４）のパルス幅シーケンスを比較する場合、並び順に
対応するそれぞれのパルス幅の誤差は、信号Ｓ３の２つの部分シーケンスに対してそれぞ
れ算出する。信号Ｓ３の一方の部分シーケンス｛２０，３０，１１，１２｝と信号Ｓ４の
シーケンス｛２０，３２，１０，１０｝との間の誤差は、｛０，２，１，２｝となり、信
号Ｓ３の他方の部分シーケンス｛３０，１１，１２，２３｝と信号Ｓ４のシーケンス｛２
０，３２，１０，１０｝との間の誤差は、｛１０，２１，２，１３｝となる。並び順に対
応するそれぞれのパルス幅の誤差を算出し、全ての部分シーケンス（上記の場合は２つの
部分シーケンス）との比較を行い、最小誤差を算出する。
先ほどと同様に、パルス幅シーケンス間の誤差｛０，２，１，２｝に対して、ＭＡＥと
ＳＡＥを算出する。２つの信号（Ｓ３，Ｓ４）のパルス幅シーケンス間の誤差の場合、Ｍ
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ＡＥは１６であり（（０＋２＋１＋２）／４＝１．２５）、ＳＡＥは５である。また、パ
ルス幅シーケンス間の誤差｛１０，２１，２，１３｝に対して、ＭＡＥとＳＡＥを算出す
る。２つの信号（Ｓ３，Ｓ４）のパルス幅シーケンス間の誤差の場合、ＭＡＥは１１．５
であり（（１０＋２１＋２＋１３）／４＝１１．５）、ＳＡＥは４６である。パルス幅シ
ーケンス間の最小誤差は｛０，２，１，２｝になる。
【００４６】
誤差を算出した後、算出した誤差の頻度分布に関する統計データを確率分布及びパラメ
ータでモデル化した統計モデルを構築する（図１のステップＳ０５）。誤差の頻度分布は
、機器種別に関し、同一機器の間でのパルス幅シーケンスの誤差の頻度分布と、異なる機
器の間でのパルス幅シーケンスの誤差の頻度分布を求める。また、同一機器種別における
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コマンド種別に関し、同一機器の同一コマンドの間でのパルス幅シーケンスの誤差の頻度
分布と、同一機器の異なるコマンド間でのパルス幅シーケンスの誤差の頻度分布を求める
。これらの誤差の頻度分布は、ＭＡＥとＳＡＥの頻度分布として求める。なお、頻度分布
において、それぞれの誤差の値の合計が１になるように正規化し、機器種別に関する誤差
とコマンド種別に関する誤差のそれぞれの分類毎にヒストグラムを作成している。
【００４７】
まず、同一機器の間でのパルス幅シーケンスの誤差の頻度分布と、異なる機器の間での
パルス幅シーケンスの誤差の頻度分布について説明する。同一機器とは、機器種別が同じ
ものであり、メーカー名と機器名が同一のものである。例えば、メーカーＡのテレビ同士
は同一であるが、メーカーＡのテレビとメーカーＢのテレビ、メーカーＡのテレビとメー

40

カーＡのエアコンは、異なる機器である。
【００４８】
上述の表２のデータベースに登録された１４００個のパルス幅シーケンスの中から、総
当たりで２つのパルス幅シーケンス間の誤差を算出する。そして、同一機器同士の誤差の
頻度分布と、異なる機器同士の誤差の頻度分布を取得する。図５は、同一機器（Same app
liance）と異なる機器（Other appliance）の機器種別に関するパルス幅シーケンスの誤
差の頻度（Normalized Frequency）分布を示しており、図５（ａ）はＭＡＥの頻度分布を
、図５（ｂ）はＳＡＥの頻度分布を示している。また、それぞれの頻度分布では、同一機
器同士の誤差の頻度分布のヒストグラムと、異なる機器同士の誤差の頻度分布のヒストグ
ラムを重ねてプロットしている。同一機器同士の誤差と異なる機器同士の誤差のそれぞれ
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の誤差の値の合計が１になるように正規化して表記している。
【００４９】
図５（ａ）と（ｂ）を比較すると、図５（ａ）のＭＡＥの方が、図５（ｂ）のＳＡＥよ
りも、同一機器（Same appliance）の誤差の頻度分布と異なる機器（Other appliance）
の誤差の頻度分布と重なる領域が少なく、ＭＡＥの方がＳＡＥよりも、同一機器と異なる
機器を正しく区別できる可能性が高いことがわかる。また、図５（ａ）（ｂ）共に、同一
機器同士の誤差のヒストグラムではピークが１つしかなく、逆に、異なる機器同士の誤差
の頻度分布ではフラットに広がり、幾つかのピークが確認できる。それらの結果から、同
一機器の赤外線リモコン信号のパルス幅シーケンスの誤差の頻度分布であって、特にＭＡ
Ｅの頻度分布で統計モデルを構築する。同一機器種別間における誤差の頻度分布に関する
統計モデルを、

機器種別モデル

10

とする。

【００５０】
適切な統計モデルを構築するために、ＭＡＥの頻度分布に、逆ガウス分布、ガンマ分布
、逆ガンマ分布、ワイブル分布、Ｃｈｉ分布、およびＦ分布の６つの確率分布を適合させ
た。これらの確率分布は、非負の連続数を扱うことができ、ランダム変数の最大値は無限
大だからである。それぞれの確率分布のパラメータは、最尤推定法によって決定した。各
統計モデルを評価した結果から、逆ガンマ分布とＦ分布が確率分布における最良適合の統
計モデルであることがわかった。ここで、Ｆ分布は、逆ガンマ分布よりも多くのパラメー
タを必要とするため、逆ガンマ分布を用いて統計モデルを構築することにした。なお、誤
差の頻度分布のモデリングに関しては、上述した以外の確率分布を適合させることでも構

20

わない。
【００５１】
次に、同一機器種別におけるコマンド種別に関し、同一機器の同一コマンドの間でのパ
ルス幅シーケンスの誤差の頻度分布と、同一機器の異なるコマンド間でのパルス幅シーケ
ンスの誤差の頻度分布について説明する。同一機器の同一コマンドとは、機器種別が同じ
もので、コマンド種別の同じものである。例えば、メーカーＡのテレビにおいてリモコン
の操作ボタンが同じものである。
通常、同一機器では、同じ赤外線リモコンが使用され、同じリモコンから送信された赤
外線リモコン信号は、同じ通信フォーマットに従うので、同じリモコンの各コマンド間の
パルス幅シーケンスの誤差は小さいものと推察される。

30

【００５２】
上述の表２のデータベースに登録された１４００個のパルス幅シーケンスの中から、同
一機器であるという制約下で、全てのコマンドに関する２つのパルス幅シーケンス間の誤
差を算出する。他の機器に関しても、同様に、同一機器であるという制約下で、全てのコ
マンドに関する２つのパルス幅シーケンス間の誤差を算出する。そして、同一機器の同一
コマンドの間でのパルス幅シーケンスの誤差の頻度分布と、同一機器の異なるコマンド間
でのパルス幅シーケンスの誤差の頻度分布を取得する。図６は、同一コマンド（Same com
mand）と異なるコマンド（Other command）のコマンド種別に関するパルス幅シーケンス
の誤差の頻度（Normalized Frequency）分布を示しており、図６（ａ）はＭＡＥの頻度分
布を、図６（ｂ）はＳＡＥの頻度分布を示している。それぞれの頻度分布では、同一コマ

40

ンド同士の誤差の頻度分布のヒストグラムと、異なるコマンド同士の誤差の頻度分布のヒ
ストグラムを重ねてプロットしている。同一コマンド同士の誤差と異なるコマンド同士の
誤差のそれぞれの誤差の値の合計が１になるように正規化して表記している。
【００５３】
図６（ａ）と（ｂ）を比較すると、図５の機器種別に関する頻度分布と異なり、図６（
ａ）のＭＡＥのヒストグラムと図６（ｂ）のＳＡＥのヒストグラムは、同一コマンド（Sa
me command）の誤差のヒストグラムと異なるコマンド（Other command）の誤差のヒスト
グラムと重なる領域が殆ど同じであるが、図６（ｂ）のＳＡＥのヒストグラムの方が、図
６（ａ）のＭＡＥのヒストグラムよりも、大きなピークの山の数が少ないことがわかる。
それらの結果から、同一機器種別の同一コマンド間における赤外線リモコン信号のパルス
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幅シーケンスの誤差の頻度分布は、ＳＡＥの頻度分布で統計モデルを構築する。同様に、
同一機器種別の異なるコマンド間における赤外線リモコン信号のパルス幅シーケンスの誤
差の頻度分布も、ＳＡＥの頻度分布で統計モデルを構築する。そして、同一機器種別の同
一コマンド間における誤差の頻度分布に関する統計モデルを、

第１コマンド種別モデル

、同一機器種別の異なるコマンド間における誤差の頻度分布に関する統計モデルを、
第２コマンド種別モデル

とする。

【００５４】
第１コマンド種別モデルと第２コマンド種別モデルに対して、適切な統計モデルを構築
するために、ＳＡＥの頻度分布に、逆ガウス分布、逆ガンマ分布、およびＦ分布の３つの
確率分布をフィッティングさせた。それぞれの確率分布をフィッティングする際には、最

10

尤推定法によってパラメータを決定した。具体的なパラメータの計算方法は割愛するが、
受信し観測されたパルス列シーケンスのデータ列に対して、パラメータを変数とし、統計
モデルの尤度を算出する式を構築して求めた。各統計モデルを評価した結果では、上記の
３つの確率分布に大きな違いはなかったため、機器種別モデルと同様に、逆ガンマ分布を
用いて統計モデルを構築することにした。
【００５５】
図７は、同一機器（Same appliance）種別に関するＭＡＥの頻度分布に、逆ガンマ分布
（Inverse gamma）をフィッティングしたグラフを示している。また、図８は、同一機器
種別の同一コマンド（Same command）種別に関するＳＡＥの頻度分布に、逆ガンマ分布（
Inverse gamma）をフィッティングしたグラフを示し、図９は、同一機器種別の異なるコ

20

マンド（Other command）種別に関するＳＡＥの頻度分布に、逆ガンマ分布（Inverse gam
ma）をフィッティングしたグラフを示している。
【００５６】
図７においてフィッティングされた逆ガンマ分布は、観測されたパルス列シーケンスの
誤差の値に対して、その誤差が同じ機器種別である確率を求める機器種別モデルである。
図８においてフィッティングされた逆ガンマ分布は、観測されたパルス列シーケンスの誤
差の値に対して、その誤差が同じコマンド種別である確率を求める第１コマンド種別モデ
ルである。図９においてフィッティングされた逆ガンマ分布は、観測されたパルス列シー
ケンスの誤差の値に対して、その誤差が異なるコマンド種別である確率を求める第２コマ
ンド種別モデルである。

30

【００５７】
以上が、統計モデル構築ステップ（前準備段階）であり、次に、受信信号識別ステップ
（識別段階）について説明する。
受信信号識別ステップは、未知の赤外線リモコン信号を受信し（図１のステップＳ０６
）、データベースに登録されているパルス幅シーケンスと、受信した未知の信号のパルス
幅シーケンスとの誤差を算出する（図１のステップＳ０７）。
そして、統計モデルの機器種別モデルから導き出した算出誤差の発生確率に基づいて、
受信した未知の信号の機器種別を識別する。また、統計モデルのコマンド種別モデルから
導き出した算出誤差の発生確率に基づいて、受信した未知の信号のコマンド種別を識別す
る（図１のステップＳ０８）。

40

【００５８】
機器種別モデルでは、未知の信号のパルス幅シーケンスのＭＡＥが、上側信頼限界９５
％の信頼区間内にある場合は、赤外線リモコン信号が同一機器のものであると識別する。
ここで、上限信頼区間について説明する。構築した機器種別モデルは、誤差を入力すると
その誤差が発生する確率を返す数式である。この数式を−∞から閾値ａまで積分を行って
、積分した値が０．９５になるａの値を探索する。得られた値は、機器種別を判定する際
の閾値ａとなる。この閾値ａが上側信頼限界９５％を意味する。２つの信号のパルス幅シ
ーケンスを比較したとき、閾値ａ以下の値であったら「同一機器種別」、閾値ａより大き
ければ「異なる機器種別」と判定する。図７のグラフ、すなわち、同一機器種別に関する
ＭＡＥの頻度分布に逆ガンマ分布をフィッティングしたグラフについて、上側信頼限界９
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５％となる閾値ａを求めると、３．７５付近の値が得られた。このように、機器種別の識
別に用いる閾値は、誤差データの統計モデルに基づいて決定しているのである。
なお、上側信頼限界９５％以外に、例えば、９０％や９７．５％などを上側信頼限界と
することも可能である。統計において、９５％の信頼区間が慣習であり、それを使用して
いる。
【００５９】
具体的に説明すると、機器種別に関して、受信した赤外線リモコン信号をデータベース
内の複数の信号と比較し、それぞれで誤差を算出する。算出した誤差が統計モデルの機器
種別モデルの上側信頼限界９５％の信頼区間に入っていたら、「同一機器種別」と判定し
、上側信頼限界９５％の信頼区間に入っていなければ「異なる機器種別」と判定する。こ

10

のとき、同一機器種別と判定されたデータベースの信号の機器種別を見ると、例えば、「
テレビ」，「テレビ」，「エアコン，「音楽プレーヤ」のような結果が得られるとすると
、最も数が多い機器種別を受信した信号の機器種別と決定する（例では「テレビ」と決定
）。なお、最も数が多い機器種別が複数ある場合は、未判定（不一致）と判定し、どの機
器種別とも判定されなければ未判定（不一致）と判定する。このようにして、機器種別の
判定を行う。
【００６０】
また、コマンド種別に関して、機器種別の場合と同様のやり方でコマンド種別の判定を
行う。コマンド種別の際、機器種別の場合と異なり、比較するデータベースのパルス幅シ
ーケンスは、既に判定した機器種別と同一の機器種別のシーケンスを用いる。コマンド種

20

別モデルでは、未知の信号のパルス幅シーケンスのＳＡＥを用いて、第１コマンド種別モ
デルと第２コマンド種別モデルの２つのモデルからベイズの決定則によって、コマンド種
別を識別する。ベイズ決定則は、統計モデルから得られる確率を元に「結果」の決定を行
う手法である。コマンド種別の識別の場合、「同じコマンド」，「異なるコマンド」とい
う結果の決定を行う。ベイズ決定則の他、ネイマン・ピアソン決定則その他の決定則を用
いることもできる。ベイズ決定則では、２つの統計モデルから得た２つの確率の比を求め
、比が大きい方を用いて決定するのに対し、ネイマン・ピアソン決定則では、確率の比に
よる判断を閾値により調整することができる。異常判定のような誤りが多くても、検出数
を上げたい場合などの要求にネイマン・ピアソン決定則は有効である。上述のコマンド種
別に関しては、ある結果の検出を多くしたい又は少なくしたいのような意図がないことか

30

ら、ベイズ決定則を用いた。
【００６１】
次に、赤外線リモコン識別方法による識別精度を評価する。評価は１０分割評価検定で
行った。各テストデータは、算出された全ての誤差からランダムに抽出された誤差で構成
される。なお、真と偽のデータの数は互いに等しい。
まず、機器種別モデルの評価結果について説明する。機器種別モデルの評価結果を下記
表３に示す。同一機器と異なる機器を識別する精度は、真と予測したデータの内、実際に
真であるものの割合を示す適合率（Ｐｒｅｃｉｓｉｏｎ）、実際に真であるものの内、真
であると予測されたものの割合を示す再現率（Ｒｅｃａｌｌ）、適合率と再現率の調和平
均であるＦスコア（Ｆ ｓｃｏｒｅ）の何れも、約９５％と高い値であり、高い精度で機
種種別を識別できることが確認できた。
【００６２】
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【表３】

10

【００６３】
次に、コマンド種別モデルの評価結果について説明する。コマンド種別モデルの評価結
果を下記表４に示す。同一機器において、同一コマンドと異なるコマンドを識別する精度
は、真と予測したデータの内、実際に真であるものの割合を示す適合率（Ｐｒｅｃｉｓｉ
ｏｎ）、実際に真であるものの内、真であると予測されたものの割合を示す再現率（Ｒｅ
ｃａｌｌ）、適合率と再現率の調和平均であるＦスコア（Ｆ ｓｃｏｒｅ）の何れも、約
９２％と高い値であり、高い精度でコマンド種別を識別できることが確認できた。

20

コマンド種別モデルの識別精度（約９２％）は、機器種別モデルの識別精度（約９５％
）よりも僅かに低い値となっているが、これは、同一機器の赤外線リモコン信号が非常に
似ていることが影響し、同一機器のコマンド種別によって大きな違いは現れないと推察す
る。
本方法によれば、データベースに登録されたものと同じコマンド種別であるか否かを、
十分に高い精度で識別することができることがわかった。
【００６４】
【表４】
30

40
【００６５】
統計モデルを用いる識別精度は、データベース内の信号データの登録数によって影響さ
れる。そこで、データベースの登録数の影響を確認するためのシミュレーションによる検
証を行った。シミュレーションでは、まず、上述の表１に示す１４機種の家電製品から、
機器種別の識別が行われる赤外線リモコン信号をランダムに１０個（コマンド種別が重な
ることを許容、全１４機種あるので全部で１４０個の信号）選択した。そして、残りの赤
外線リモコン信号でデータベースの構築を行った。データベースは、各家電製品からｎ個
（ｎは１〜１０の自然数）の赤外線リモコン信号をランダムに取り出して構築を行った。
ｎの個数は１から１０まで増やしていき、これをｎの個数ごとに１０回検証を実施した。
すなわち、ｎの値ごとに１４０×１０回＝１４００回検証を実施した。なお、機器種別の
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識別が行われる赤外線リモコン信号は、データベースの構築ごとに選択し直した。
【００６６】
図１０は、データベースの登録数による識別精度の推移を示したグラフを示している。
シミュレーションではコマンド種別の識別までは行っておらず、図１０のグラフは、機器
種別の識別精度の推移を示している。
図１０において、横軸は、データベースの各家電製品からランダムに取り出した信号の
個数（ｎの個数）を示している。例えば、ｎ＝２の場合、上述の表１に示す１４種類の機
器種別の識別が行われる信号を１４０個（機種毎にランダムに１０個）選択し、残りの信
号（１４００個−１４０個の信号）を用いて各家電製品（１４種類の機器）の信号から、
２個ずつランダムに取り出してデータベースを構築する。そして、機器種別の識別が行わ

10

れる１４０個の信号全ての機種種別の識別を行って１回の検証を実施する。１回の検証の
識別が終わったらデータベースを空にして、機器種別の識別が行われる信号を１４０個再
選択し、再び検証を行い、これらの検証を繰り返して１０回の検証を実施する。
【００６７】
図１０は、識別の結果、１）信号の機器種別が正しく一致していたもの（Correct matc
h）と、２）信号の機器種別を誤り、正しく一致しなかったもの（wrong match）と、３）
一致した信号が無かったと判定したもの及び複数の機器種別に一致すると判定したもの（
No match）を示している。図１０のグラフ中の折れ線プロットで示す
t

wrong match coun

（グラフの右縦軸がカウント値を示す）から、ｎ＝１〜１０の場合において、機器種

別を誤った信号数は、何れの場合も１１個以下であり、また、ｎ＝６以上であれば、機器
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種別を誤った信号数は、３個以下なっていることがわかる。また、ｎ＝６以上であれば、
１４００個の信号の内、２／３程度の数の信号の機器種別を正しく識別でき、機器種別を
誤った信号数が３個以下にできる。すなわち、各家電製品からランダムに取り出す信号数
が６以上となるようにデータベースを構築することにより、データベースの信号間（パル
ス幅シーケンス間）の誤差を算出して、誤差の頻度分布をモデル化した統計モデルを用い
た信号識別の正しさは、非常に安定していることがわかる。
これらの結果から、識別が行われる機器種別毎に６個以上の信号を収集してデータベー
スを構築することにより、機器種別を正確に識別でき、かつ、機器種別を誤る信号数を非
常に少なく、赤外線リモコン信号を識別できることが分った。
【実施例２】
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【００６８】
赤外線リモコン信号識別装置について説明する。図１１は、赤外線リモコン信号識別装
置の機能ブロック図を示している。
赤外線リモコン信号識別装置１は、異種機器及び異種コマンドの赤外線リモコン信号の
パルス幅シーケンスが、機器種別とコマンド種別のタグ付けされ登録されたデータベース
であるパルス幅シーケンスＤ／Ｂ１１を備える。このパルス幅シーケンスＤ／Ｂ１１は、
赤外線リモコン信号識別装置１に予め構築されている場合と、赤外線リモコン信号識別装
置１が学習により自身が構築していく場合がある。
【００６９】
そして、赤外線リモコン信号識別装置１は、パルス幅シーケンスＤ／Ｂ１１に登録され
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ている機器種別及びコマンド種別のタグ付けされたパルス幅シーケンスを取り出し、取り
出したパルス幅シーケンス間の誤差を算出する誤差算出手段１２を有する。そして、モデ
ル構築手段１３により、算出した誤差の頻度分布に関する統計データを確率分布及びパラ
メータでモデル化した統計モデル１４を構築する。統計モデル１４は、機器種別モデル１
４ａとコマンド種別モデル１４ｂが含まれる。
【００７０】
赤外線リモコン信号識別装置１は、赤外線受信手段１５により、未知の赤外線リモコン
から発信された赤外線リモコン信号６を受信し、識別手段１６によって、パルス幅シーケ
ンスＤ／Ｂ１１に登録されているパルス幅シーケンスと、受信した未知の赤外線リモコン
信号のパルス幅シーケンス７との誤差を算出し、構築した統計モデル１４から導き出した
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算出誤差の発生確率に基づいて機器種別とコマンド種別を識別する。
【実施例３】
【００７１】
次に、赤外線リモコン信号識別装置が、小型端末とサーバで構成されるシステム構成に
ついて説明する。図１２は、赤外線リモコン信号識別装置（小型端末とサーバ）のシステ
ム構成図を示している。小型端末（２ａ，２ｂ，２ｃ）とサーバ３は、ネットワーク４を
介して接続されている。小型端末（２ａ，２ｂ，２ｃ）は、例えば、小型端末（２ａ，２
ｂ，２ｃ）が複数の居住空間のそれぞれの居室に設置されている場合を想定する。各居室
における家電製品の操作については、各居室に設置されている小型端末（２ａ，２ｂ，２
ｃ）が、赤外線リモコン操作の操作信号（赤外線リモコン信号）を赤外線受信手段１５に
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より受信する。受信した赤外線リモコン信号のパルス幅シーケンス（７ａ，７ｂ，７ｃ）
は、データ列として、ネットワークＩ／Ｆ２１によってサーバ３に送られる。サーバ３で
は、小型端末（２ａ，２ｂ，２ｃ）から送られるパルス幅シーケンス（７ａ，７ｂ，７ｃ
）を受信し、受信したパルス幅シーケンス７を識別手段１６に転送する。識別手段１６で
は、パルス幅シーケンスＤ／Ｂ１１に登録されているパルス幅シーケンスと、パルス幅シ
ーケンス７との誤差を算出し、構築した統計モデル１４の機器種別モデル１４ａ及びコマ
ンド種別モデル１４ｂから導き出した算出誤差の発生確率に基づいて機器種別とコマンド
種別を識別する。
【００７２】
サーバ３には、識別した機器種別とコマンド種別は、時間情報を付加してデータとして
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、操作ログＤ／Ｂ３５に操作ログとして蓄積する。このようなシステム構成によって、日
常生活の中で家電製品の操作ログを収集し、居住者であるユーザの嗜好や居住空間内のコ
ンテキストをデータ化していく。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
本発明は、コンテキスト認識システムにおける赤外線リモコンの信号識別装置に有用で
ある。また、住宅内や施設内のユーザの行動認識の分析システムに利用できる可能性があ
る。本発明によれば、簡便に機器種別やコマンド種別を識別できることから、ユーザの行
動データを利用した宅内サービスを提供できる可能性がある。
30

【符号の説明】
【００７４】
１

赤外線リモコン信号識別装置

２ａ，２ｂ，２ｃ

小型端末

３

サーバ

４

ネットワーク

５

赤外線リモコン

６

赤外線リモコン信号

７

パルス幅シーケンス

１１

パルス幅シーケンスＤ／Ｂ

１２

誤差算出手段

１３

モデル構築手段

１４

統計モデル

１４ａ

機器種別モデル

１４ｂ

コマンド種別モデル

１５

赤外線受信手段

１６

識別手段

２１

ネットワークＩ／Ｆ

３１

ネットワークＩ／Ｆ

３５

操作ログＤ／Ｂ

40

50

(21)
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図７】

【図６】

【図８】

JP 2019‑16960 A 2019.1.31

(22)
【図９】

【図１１】

【図１０】

【図１２】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１３】

JP 2019‑16960 A 2019.1.31

