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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の露光ラインを有するイメージセンサを用いて、被写体から情報を取得する情報通
信方法であって、
　前記イメージセンサの各露光ラインの露光を順次異なる時刻で開始し、かつ、前記各露
光ラインの露光時間が、隣接する露光ラインとの間で、部分的に時間的な重なりを持つよ
うに、第１の露光時間で撮影を行うことにより第１の画像データを取得する通常撮影ステ
ップと、
　前記各露光ラインの露光を順次異なる時刻で開始し、かつ、前記各露光ラインの露光時
間が、隣接する露光ラインとの間で、部分的に時間的な重なりを持つように、前記第１の
露光時間よりも短い第２の露光時間で撮影を行うことにより第２の画像データを取得し、
前記第２の画像データに現れる、前記各露光ラインに対応する輝線パターンを復調するこ
とにより情報を取得する可視光通信ステップと、を有し、
　前記可視光通信ステップは、前記第２の露光時間を、１／４８０秒以下に設定すること
により、前記輝線パターンを前記第２の画像データに発生させ、前記輝線パターンから特
定の周波数を復調することにより情報を取得することを特徴とする
　情報通信方法。
【請求項２】
　複数の露光ラインを有するイメージセンサを用いて、被写体から情報を取得する情報通
信装置であって、



(2) JP 5521125 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

　前記イメージセンサの各露光ラインの露光を順次異なる時刻で開始し、かつ、前記各露
光ラインの露光時間が、隣接する露光ラインとの間で、部分的に時間的な重なりを持つよ
うに、第１の露光時間で撮影を行うことにより第１の画像データを取得する通常撮影手段
と、
　前記各露光ラインの露光を順次異なる時刻で開始し、かつ、前記各露光ラインの露光時
間が、隣接する露光ラインとの間で、部分的に時間的な重なりを持つように、前記第１の
露光時間よりも短い第２の露光時間で撮影を行うことにより第２の画像データを取得し、
前記第２の画像データに現れる、前記各露光ラインに対応する輝線パターンを復調するこ
とにより情報を取得する可視光通信手段と、を有し、
　前記可視光通信手段は、前記第２の露光時間を、１／４８０秒以下に設定することによ
り、前記輝線パターンを前記第２の画像データに発生させ、前記輝線パターンから特定の
周波数を復調することにより情報を取得することを特徴とする
　情報通信装置。
【請求項３】
　複数の露光ラインを有するイメージセンサを用いて、被写体から情報を取得するための
プログラムであって、
　前記イメージセンサの各露光ラインの露光を順次異なる時刻で開始し、かつ、前記各露
光ラインの露光時間が、隣接する露光ラインとの間で、部分的に時間的な重なりを持つよ
うに、第１の露光時間で撮影を行うことにより第１の画像データを取得する通常撮影ステ
ップと、
　前記各露光ラインの露光を順次異なる時刻で開始し、かつ、前記各露光ラインの露光時
間が、隣接する露光ラインとの間で、部分的に時間的な重なりを持つように、前記第１の
露光時間よりも短い第２の露光時間で撮影を行うことにより第２の画像データを取得し、
前記第２の画像データに現れる、前記各露光ラインに対応する輝線パターンを復調するこ
とにより情報を取得する可視光通信ステップと、をコンピュータに実行させ、
　前記可視光通信ステップは、前記第２の露光時間を、１／４８０秒以下に設定すること
により、前記輝線パターンを前記第２の画像データに発生させ、前記輝線パターンから特
定の周波数を復調することにより情報を取得することを特徴とする
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スマートフォン、タブレット、携帯電話等の携帯端末と、エアコン、照明機
器、炊飯器などの家電機器との通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のホームネットワークでは、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）や無線ＬＡＮ（Ｌｏｃ
ａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）でのＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）接
続によるＡＶ家電の連携に加え、環境問題に対応した電力使用量の管理や、宅外からの電
源ＯＮ／ＯＦＦといった機能を持つホームエネルギーマネジメントシステム（ＨＥＭＳ）
によって、多様な家電機器がネットワークに接続される家電連携機能の導入が進んでいる
。しかしながら、通信機能を有するには、演算力が十分ではない家電や、コスト面で通信
機能の搭載が難しい家電などもある。
【０００３】
　このような問題を解決するため、特許文献１では、光を用いて自由空間に情報を伝達す
る光空間伝送装置において、照明光の単色光源を複数用いた通信を行うことで、限られた
送信装置のなかで、効率的に機器間の通信を実現する技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開２００２－２９０３３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記従来の方式では、適用される機器が照明のような３色光源を持つ場
合に限定される。本発明は、このような課題を解決し、演算力が少ないような機器を含む
多様な機器間の通信を可能とする情報通信方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一形態に係る情報通信方法は、複数の露光ラインを有するイメージセンサを用
いて、被写体から情報を取得する情報通信装置であって、前記イメージセンサの各露光ラ
インの露光を順次異なる時刻で開始し、かつ、前記各露光ラインの露光時間が、隣接する
露光ラインとの間で、部分的に時間的な重なりを持つように、第１の露光時間で撮影を行
うことにより第１の画像データを取得する通常撮影手段と、前記各露光ラインの露光を順
次異なる時刻で開始し、かつ、前記各露光ラインの露光時間が、隣接する露光ラインとの
間で、部分的に時間的な重なりを持つように、前記第１の露光時間よりも短い第２の露光
時間で撮影を行うことにより第２の画像データを取得し、前記第２の画像データに現れる
、前記各露光ラインに対応する輝線パターンを復調することにより情報を取得する可視光
通信手段と、を有し、前記可視光通信手段は、前記第２の露光時間を、１／４８０秒以下
に設定することにより、前記輝線パターンを前記第２の画像データに発生させ、前記輝線
パターンから特定の周波数を復調することにより情報を取得することを特徴とする。
【０００７】
　なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュー
タプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体で実現され
てもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な
組み合わせで実現されてもよい。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、演算力が少ないような機器を含む多様な機器間の通信を可能とする情
報通信方法を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施の形態１における宅内の環境の例を示す図である。
【図２】実施の形態１における家電機器とスマートフォンの通信の例を示す図である。
【図３】実施の形態１における送信側装置の構成の１例を示す図である。
【図４】実施の形態１における受信側装置の構成の１例を示す図である。
【図５】実施の形態１における送信側装置のＬＥＤの点滅によって受信側装置に情報を送
信する処理の流れを示す図である。
【図６】実施の形態１における送信側装置のＬＥＤの点滅によって受信側装置に情報を送
信する処理の流れを示す図である。
【図７】実施の形態１における送信側装置のＬＥＤの点滅によって受信側装置に情報を送
信する処理の流れを示す図である。
【図８】実施の形態１における送信側装置のＬＥＤの点滅によって受信側装置に情報を送
信する処理の流れを示す図である。
【図９】実施の形態１における送信側装置のＬＥＤの点滅によって受信側装置に情報を送
信する処理の流れを示す図である。
【図１０】実施の形態２における可視光を用いてユーザと機器の通信を行う手順を説明す
るための図である。
【図１１】実施の形態２における可視光を用いてユーザと機器の通信を行う手順を説明す
るための図である。
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【図１２】実施の形態２におけるユーザが機器を購入して、機器の初期設定を行うまでの
手順を説明するための図である。
【図１３】実施の形態２における機器が故障した場合の、サービスマン専用のサービスに
ついて説明するための図である。
【図１４】実施の形態２における掃除機と可視光通信を用いた、掃除状況を確認するため
のサービスについて説明するための図である。
【図１５】実施の形態３における光通信を用いた宅配サービス支援の概略図である。
【図１６】実施の形態３における光通信を用いた宅配サービス支援を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図１７】実施の形態３における光通信を用いた宅配サービス支援を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図１８】実施の形態３における光通信を用いた宅配サービス支援を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図１９】実施の形態３における光通信を用いた宅配サービス支援を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図２０】実施の形態３における光通信を用いた宅配サービス支援を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図２１】実施の形態３における光通信を用いた宅配サービス支援を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図２２】実施の形態４におけるサーバへユーザと使用中の携帯電話を登録する処理を説
明するための図である。
【図２３】実施の形態４におけるユーザ音声特性の解析を行う処理を説明するための図で
ある。
【図２４】実施の形態４における音声認識処理の準備を行う処理を説明するための図であ
る。
【図２５】実施の形態４における周辺の集音機器からの集音を行う処理を説明するための
図である。
【図２６】実施の形態４における環境音特性の解析処理を説明するための図である。
【図２７】実施の形態４における周辺に存在する音声出力機器からの音声をキャンセルす
る処理を説明するための図である。
【図２８】実施の形態４における調理メニューの選択と電子レンジへの運転内容設定を行
う処理を説明するための図である。
【図２９】実施の形態４における電子レンジ用の通知音をサーバ等のＤＢから取得し電子
レンジへ設定する処理を説明するための図である。
【図３０】実施の形態４における電子レンジの通知音の調整を行う処理を説明するための
図である。
【図３１】実施の形態４における電子レンジに設定する通知音の波形の例を示す図である
。
【図３２】実施の形態４における調理内容の表示を行う処理を説明するための図である。
【図３３】実施の形態４における電子レンジの通知音の認識を行う処理を説明するための
図である。
【図３４】実施の形態４における周辺の集音機器からの集音と電子レンジ通知音の認識を
行う処理を説明するための図である。
【図３５】実施の形態４における電子レンジの運転終了をユーザへ通知する処理を説明す
るための図である。
【図３６】実施の形態４における携帯電話操作状態の確認を行う処理を説明するための図
である。
【図３７】実施の形態４におけるユーザ位置の追跡を行う処理を説明するための図である
。
【図３８】音声出力装置からの音声をキャンセルしつつ、家電の通知音を認識し、通信可
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能な電子機器にユーザ（操作者）の現在位置を認識させ、ユーザ位置の認識結果から、ユ
ーザ位置に近い位置にある機器にユーザへの通知を行わせることを示した図である。
【図３９】実施の形態４におけるサーバ、または、携帯電話、または、電子レンジに保持
するデータベースの内容を示す図である。
【図４０】実施の形態４におけるユーザが携帯電話に表示された調理手順を基に調理を行
い、また、「次へ」「戻る」等の音声によって携帯電話の表示内容をユーザが操作するこ
とを示す図である。
【図４１】実施の形態４における電子レンジの運転を開始し、運転終了を待っている間や
、煮物を煮込んでいる間等の時間に、ユーザが他の場所へ移動していることを示す図であ
る。
【図４２】ネットワークを介して携帯電話と接続されており、かつ、カメラやマイクや人
感センサ等の、ユーザの位置の認識やユーザが存在していることを認識することができる
機器に対して、携帯電話からユーザを探知する命令を送信することを示す図である。
【図４３】実施の形態４におけるユーザの探知の例として、テレビに付属したカメラでユ
ーザの顔を認識し、また、エアコンの人感センサでユーザの移動や存在を認識しているこ
とを示す図である。
【図４４】ユーザを探知した機器から、ユーザを探知したことや、探知した機器からユー
ザまでの相対位置を、携帯電話に送信することを示す図である。
【図４５】実施の形態４における電子レンジの運転終了音を、携帯電話が認識することを
示す図である。
【図４６】電子レンジの運転終了を認識した携帯電話が、ユーザを探知している機器のう
ち、画面表示機能や音声出力機能を持った機器に、電子レンジの運転終了をユーザへ通知
させる命令を送信することを示す図である。
【図４７】実施の形態４における命令を受け取った機器が、通知内容をユーザへ通知する
ことを示す図である。
【図４８】電子レンジの運転終了音を、ネットワークを介して携帯電話と接続されており
、マイクを備えており、電子レンジの付近に存在する機器が認識することを示す図である
。
【図４９】電子レンジの運転終了を、これを認識した機器から携帯電話へ通知することを
示す図である。
【図５０】携帯電話が電子レンジの運転終了の通知受け取ったとき、携帯電話がユーザの
付近にあれば、携帯電話の画面表示や音声出力等を用いて、電子レンジの運転終了をユー
ザへ通知することを示す図である。
【図５１】電子レンジの運転終了をユーザへ通知することを示す図である。
【図５２】電子レンジの運転終了の通知を受けたユーザがキッチンに移動することを示す
図である。
【図５３】電子レンジから無線通信で携帯電話に、運転終了等の情報を送信し、携帯電話
から、ユーザの見ているテレビに通知命令を行い、テレビの画面表示や音声でユーザに通
知を行うことを示す図である。
【図５４】電子レンジから無線通信で、ユーザの見ているテレビに運転終了などの情報を
送信し、テレビの画面表示や音声を用いてユーザに通知を行うことを示す図である。
【図５５】テレビの画面表示や音声でユーザに通知を行うことを示す図である。
【図５６】遠隔地にいるユーザへ情報の通知を行うことを示す図である。
【図５７】電子レンジから、ハブとなる携帯電話へ直接通信が行えない場合に、パソコン
等を経由して、携帯電話に情報を送信することを示した図である。
【図５８】図５７の通信を受けた携帯電話から、情報通信経路を逆に辿って電子レンジに
操作命令等の情報を送信することを示す図である。
【図５９】情報ソース機器であるエアコンから、ハブとなる携帯電話に直接の通信が不可
能である場合に、ユーザに情報の通知を行なうことを示した図である。
【図６０】７００～９００ＭＨｚの電波を用いた通信装置を利用したシステムについて説



(6) JP 5521125 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

明するための図である。
【図６１】遠隔地の携帯電話がユーザに情報を通知することを示す図である。
【図６２】遠隔地の携帯電話がユーザへ情報の通知を行うことを示す図である。
【図６３】図６２と同様の場合において、通知認識機器と情報通知機器の中継を行う機器
に代わって、２階のテレビが中継機器の役割を果たした場合の図である。
【図６４】実施の形態５における宅内の環境の例を示す図である。
【図６５】実施の形態５における家電機器とスマートフォンの通信の例を示す図である。
【図６６】実施の形態５における送信側装置の構成を示す図である。
【図６７】実施の形態５における受信側装置の構成を示す図である。
【図６８】図６４において、送信側端末（ＴＶ）が受信側端末（タブレット）と光通信を
用いて無線ＬＡＮ認証を行う場合のシーケンス図である。
【図６９】実施の形態５におけるアプリケーションでの認証を行う場合のシーケンス図で
ある。
【図７０】実施の形態５における送信側端末の動作を表すフローチャートである。
【図７１】実施の形態５における受信側端末の動作を表すフローチャートである。
【図７２】実施の形態６におけるモバイルＡＶ端末１がモバイルＡＶ端末２にデータを送
信するシーケンス図である。
【図７３】実施の形態６におけるモバイルＡＶ端末１がモバイルＡＶ端末２にデータを送
信する場合の画面遷移図である。
【図７４】実施の形態６におけるモバイルＡＶ端末１がモバイルＡＶ端末２にデータを送
信する場合の画面遷移図である。
【図７５】実施の形態６におけるモバイルＡＶ端末１がデジタルカメラである場合のシス
テム概略図である。
【図７６】実施の形態６におけるモバイルＡＶ端末１がデジタルカメラである場合のシス
テム概略図である。
【図７７】実施の形態６におけるモバイルＡＶ端末１がデジタルカメラである場合のシス
テム概略図である。
【図７８】実施の形態７における発光部の輝度の観測方法の一例を示す図である。
【図７９】実施の形態７における発光部の輝度の観測方法の一例を示す図である。
【図８０】実施の形態７における発光部の輝度の観測方法の一例を示す図である。
【図８１】実施の形態７における発光部の輝度の観測方法の一例を示す図である。
【図８２】実施の形態７における発光部の輝度の観測方法の一例を示す図である。
【図８３】実施の形態７における信号変調方式の一例を示す図である。
【図８４】実施の形態７における信号変調方式の一例を示す図である。
【図８５】実施の形態７における信号変調方式の一例を示す図である。
【図８６】実施の形態７における信号変調方式の一例を示す図である。
【図８７】実施の形態７における信号変調方式の一例を示す図である。
【図８８】実施の形態７における信号変調方式の一例を示す図である。
【図８９】実施の形態７における信号変調方式の一例を示す図である。
【図９０】実施の形態７における信号変調方式の一例を示す図である。
【図９１】実施の形態７における信号変調方式の一例を示す図である。
【図９２】実施の形態７における信号変調方式の一例を示す図である。
【図９３】実施の形態７における信号変調方式の一例を示す図である。
【図９４】実施の形態７における信号変調方式の一例を示す図である。
【図９５】実施の形態７における信号変調方式の一例を示す図である。
【図９６】実施の形態７における信号変調方式の一例を示す図である。
【図９７】実施の形態７における信号変調方式の一例を示す図である。
【図９８】実施の形態７における信号変調方式の一例を示す図である。
【図９９】実施の形態７における発光部の検出方法の一例を示す図である。
【図１００】実施の形態７における発光部の検出方法の一例を示す図である。
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【図１０１】実施の形態７における発光部の検出方法の一例を示す図である。
【図１０２】実施の形態７における発光部の検出方法の一例を示す図である。
【図１０３】実施の形態７における発光部の検出方法の一例を示す図である。
【図１０４】実施の形態７における送信信号のタイムラインと、発光部を撮像した画像を
示す図である。
【図１０５】実施の形態７における位置パターンによる信号の伝送の一例を示す図である
。
【図１０６】実施の形態７における受信装置の一例を示す図である。
【図１０７】実施の形態７における送信装置の一例を示す図である。
【図１０８】実施の形態７における送信装置の一例を示す図である。
【図１０９】実施の形態７における送信装置の一例を示す図である。
【図１１０】実施の形態７における送信装置の一例を示す図である。
【図１１１】実施の形態７における送信装置の一例を示す図である。
【図１１２】実施の形態７における送信装置の一例を示す図である。
【図１１３】実施の形態７における送信装置の一例を示す図である。
【図１１４】実施の形態７における送信装置の一例を示す図である。
【図１１５】実施の形態７における発光部の構造の一例を示す図である。
【図１１６】実施の形態７における信号搬送波の一例を示す図である。
【図１１７】実施の形態７における撮像部の一例を示す図である。
【図１１８】実施の形態７における受信装置の位置の推定の一例を示す図である。
【図１１９】実施の形態７における受信装置の位置の推定の一例を示す図である。
【図１２０】実施の形態７における受信装置の位置の推定の一例を示す図である。
【図１２１】実施の形態７における受信装置の位置の推定の一例を示す図である。
【図１２２】実施の形態７における受信装置の位置の推定の一例を示す図である。
【図１２３】実施の形態７における送信情報の設定の一例を示す図である。
【図１２４】実施の形態７における送信情報の設定の一例を示す図である。
【図１２５】実施の形態７における送信情報の設定の一例を示す図である。
【図１２６】実施の形態７における受信装置の構成要素の一例を示すブロック図である。
【図１２７】実施の形態７における送信装置の構成要素の一例を示すブロック図である。
【図１２８】実施の形態７における受信の手順の一例を示す図である。
【図１２９】実施の形態７における自己位置推定の手順の一例を示す図である。
【図１３０】実施の形態７における送信制御の手順の一例を示す図である。
【図１３１】実施の形態７における送信制御の手順の一例を示す図である。
【図１３２】実施の形態７における送信制御の手順の一例を示す図である。
【図１３３】実施の形態７における駅構内での情報提供の一例を示す図である。
【図１３４】実施の形態７における乗車サービスの一例を示す図である。
【図１３５】実施の形態７における店舗内サービスの一例を示す図である。
【図１３６】実施の形態７における無線接続の確立の一例を示す図である。
【図１３７】実施の形態７における通信範囲の調整の一例を示す図である。
【図１３８】実施の形態７における屋内での利用の一例を示す図である。
【図１３９】実施の形態７における屋外での利用の一例を示す図である。
【図１４０】実施の形態７における道順の指示の一例を示す図である。
【図１４１】実施の形態７における複数の撮像装置の利用の一例を示す図である。
【図１４２】実施の形態７における送信装置自律制御の一例を示す図である。
【図１４３】実施の形態７における送信情報の設定の一例を示す図である。
【図１４４】実施の形態７における送信情報の設定の一例を示す図である。
【図１４５】実施の形態７における送信情報の設定の一例を示す図である。
【図１４６】実施の形態７における２次元バーコードとの組み合わせの一例を示す図であ
る。
【図１４７】実施の形態７における地図の作成と利用の一例を示す図である。
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【図１４８】実施の形態７における電子機器の状態取得と操作の一例を示す図である。
【図１４９】実施の形態７における電子機器の認識の一例を示す図である。
【図１５０】実施の形態７における拡張現実オブジェクトの表示の一例を示す図である。
【図１５１】実施の形態７におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。
【図１５２】実施の形態７におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。
【図１５３】実施の形態７におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。
【図１５４】実施の形態７におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。
【図１５５】実施の形態７におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。
【図１５６】実施の形態７におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。
【図１５７】実施の形態７におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。
【図１５８】実施の形態７におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。
【図１５９】実施の形態７におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。
【図１６０】実施の形態７におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。
【図１６１】実施の形態７におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。
【図１６２】実施の形態７におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。
【図１６３】実施の形態７におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。
【図１６４】実施の形態７におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。
【図１６５】実施の形態７におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。
【図１６６】実施の形態７におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。
【図１６７】実施の形態７におけるユーザインタフェースの一例を示す図である。
【図１６８】実施の形態８におけるＩＴＳへの応用例を示す図である。
【図１６９】実施の形態８におけるＩＴＳへの応用例を示す図である。
【図１７０】実施の形態８における位置情報報知システムおよび施設システムへの応用例
を示す図である。
【図１７１】実施の形態８におけるスーパーマーケットのシステムへの応用例を示す図で
ある。
【図１７２】実施の形態８における携帯電話端末とカメラの通信への応用例を示す図であ
る。
【図１７３】実施の形態８における水中通信への応用例を示す図である。
【図１７４】実施の形態９におけるユーザへのサービス提供例を説明するための図である
。
【図１７５】実施の形態９におけるユーザへのサービス提供例を説明するための図である
。
【図１７６】実施の形態９における受信機が送信機から受信した複数の信号を同時に処理
する場合を示すフローチャートである。
【図１７７】実施の形態９における相互通信により機器間のコミュニケーションを実現す
る場合の一例を示す図である。
【図１７８】実施の形態９における指向性の特性を利用したサービスを説明するための図
である。
【図１７９】実施の形態９におけるユーザへのサービス提供例の別の例を説明するための
図である。
【図１８０】実施の形態９における送信機が発する光源に含まれる信号のフォーマット例
を示す図である。
【図１８１】実施の形態１０の原理を示す図である。
【図１８２】実施の形態１０の動作の一例を示す図である。
【図１８３】実施の形態１０の動作の一例を示す図である。
【図１８４】実施の形態１０の動作の一例を示す図である。
【図１８５】実施の形態１０の動作の一例を示す図である。
【図１８６】実施の形態１０の動作の一例を示す図である。
【図１８７】実施の形態１０の動作の一例を示す図である。
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【図１８８】実施の形態１０の動作の一例を示す図である。
【図１８９】実施の形態１０の動作の一例を示す図である。
【図１９０】実施の形態１０の動作の一例を示す図である。
【図１９１】実施の形態１０の動作の一例を示す図である。
【図１９２】実施の形態１０の動作の一例を示す図である。
【図１９３】実施の形態１０の動作の一例を示す図である。
【図１９４】実施の形態１０の動作の一例を示す図である。
【図１９５】実施の形態１１の情報通信装置における送信信号のタイミング図である。
【図１９６】実施の形態１１における送信信号と受信信号の関係を示す図である。
【図１９７】実施の形態１１における送信信号と受信信号の関係を示す図である。
【図１９８】実施の形態１１における送信信号と受信信号の関係を示す図である。
【図１９９】実施の形態１１における送信信号と受信信号の関係を示す図である。
【図２００】実施の形態１１における送信信号と受信信号の関係を示す図である。
【図２０１】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２０２】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２０３】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２０４】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２０５】実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図２０６】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２０７】実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図２０８】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２０９】実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図２１０】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２１１】実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図２１２】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２１３】実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図２１４】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２１５】実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図２１６】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２１７】実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図２１８】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２１９】実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図２２０】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２２１】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２２２】実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図２２３】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２２４】実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図２２５】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２２６】実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャ
ートである。
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【図２２７】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２２８】実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図２２９】実施の形態１２における受信機の状態を示す図である。
【図２３０】実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２３１】実施の形態１２における受信機の状態を示す図である。
【図２３２】実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２３３】実施の形態１２における受信機の状態を示す図である。
【図２３４】実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２３５】実施の形態１２における受信機の状態を示す図である。
【図２３６】実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２３７】実施の形態１２における受信機の状態を示す図である。
【図２３８】実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２３９】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２４０】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２４１】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２４２】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２４３】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２４４】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２４５】実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図２４６】実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図２４７】実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図２４８】実施の形態１２における送信機の輝度変化を示す図である。
【図２４９】実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２５０】実施の形態１２における送信機の輝度変化を示す図である。
【図２５１】実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２５２】実施の形態１２における送信機の輝度変化を示す図である。
【図２５３】実施の形態１２における送信機の処理動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２５４】実施の形態１２における送信機の輝度変化を示す図である。
【図２５５】実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２５６】実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２５７】実施の形態１２における送信機の処理動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２５８】実施の形態１２における送信機の構成例を示す図である。
【図２５９】実施の形態１２における送信機の構成例を示す図である。
【図２６０】実施の形態１２における送信機の構成例を示す図である。
【図２６１】実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートであ
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る。
【図２６２】実施の形態１２における受信機と送信機による表示と撮影の例を示す図であ
る。
【図２６３】実施の形態１２における送信機の処理動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２６４】実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２６５】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２６６】実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図２６７】実施の形態１２における受信機の状態を示す図である。
【図２６８】実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２６９】実施の形態１２における受信機の状態を示す図である。
【図２７０】実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２７１】実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２７２】実施の形態１２における送信機の波長の一例を示す図である。
【図２７３】実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャ
ートである。
【図２７４】実施の形態１２における受信機と送信機を含むシステムの構成例を示す図で
ある。
【図２７５】実施の形態１２におけるシステムの処理動作の一例を示すフローチャートで
ある。
【図２７６】実施の形態１２における受信機と送信機を含むシステムの構成例を示す図で
ある。
【図２７７】実施の形態１２におけるシステムの処理動作の一例を示すフローチャートで
ある。
【図２７８】実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２７９】実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２８０】実施の形態１２における受信機と送信機を含むシステムの構成例を示す図で
ある。
【図２８１】実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２８２】実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【図２８３】実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２８４】実施の形態１２における受信機と送信機を含むシステムの構成例を示す図で
ある。
【図２８５】実施の形態１２におけるシステムの処理動作の一例を示すフローチャートで
ある。
【図２８６】実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートであ
る。
【図２８７Ａ】実施の形態１２における送信機の構成の一例を示す図である。
【図２８７Ｂ】実施の形態１２における送信機の構成の他の例を示す図である。
【図２８８】実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチャ
ートである。
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【図２８９】実施の形態１３における受信機と送信機に関する処理動作の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図２９０】実施の形態１３における受信機と送信機に関する処理動作の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図２９１】実施の形態１３における受信機と送信機に関する処理動作の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図２９２】実施の形態１３における受信機と送信機に関する処理動作の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図２９３】実施の形態１３における受信機と送信機に関する処理動作の一例を示すフロ
ーチャートである。
【図２９４】実施の形態１３における送信機の適用例を示す図である。
【図２９５】実施の形態１３における送信機の適用例を示す図である。
【図２９６】実施の形態１３における送信機の適用例を示す図である。
【図２９７】実施の形態１３における送信機と受信機の適用例を示す図である。
【図２９８】実施の形態１３における送信機と受信機の適用例を示す図である。
【図２９９】実施の形態１３における送信機と受信機の適用例を示す図である。
【図３００】実施の形態１３における送信機と受信機の適用例を示す図である。
【図３０１Ａ】実施の形態１３における送信信号の例を示す図である。
【図３０１Ｂ】実施の形態１３における送信信号の他の例を示す図である。
【図３０２】実施の形態１３における送信信号の例を示す図である。
【図３０３Ａ】実施の形態１３における送信信号の例を示す図である。
【図３０３Ｂ】実施の形態１３における送信信号の他の例を示す図である。
【図３０４】実施の形態１３における送信信号の例を示す図である。
【図３０５Ａ】実施の形態１３における送信信号の例を示す図である。
【図３０５Ｂ】実施の形態１３における送信信号の例を示す図である。
【図３０６】実施の形態１３における送信機の適用例を示す図である。
【図３０７】実施の形態１３における送信機の適用例を示す図である。
【図３０８】実施の形態１３における撮像素子を説明するための図である。
【図３０９】実施の形態１３における撮像素子を説明するための図である。
【図３１０】実施の形態１３における撮像素子を説明するための図である。
【図３１１Ａ】各実施の形態の変形例に係る受信装置（撮像装置）の処理動作を示すフロ
ーチャートである。
【図３１１Ｂ】各実施の形態の変形例に係る通常撮像モードとマクロ撮像モードとを対比
して示す図である。
【図３１２】各実施の形態の変形例に係る、映像などを表示する表示装置を示す図である
。
【図３１３】各実施の形態の変形例に係る表示装置の処理動作の一例を示す図である。
【図３１４】各実施の形態の変形例に係る表示装置における信号を送信する部分の例を示
す図である。
【図３１５】各実施の形態の変形例に係る表示装置の処理動作の他の例を示す図である。
【図３１６】各実施の形態の変形例に係る表示装置における信号を送信する部分の他の例
を示す図である。
【図３１７】各実施の形態の変形例に係る表示装置による処理動作のさらに他の例を示す
図である。
【図３１８】各実施の形態の変形例に係る送信機および受信機を含む通信システムの構成
を示す図である。
【図３１９】各実施の形態の変形例に係る通信システムの処理動作を示すフローチャート
である。
【図３２０】各実施の形態の変形例に係る信号伝送の例を示す図である。
【図３２１】各実施の形態の変形例に係る信号伝送の例を示す図である。
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【図３２２】各実施の形態の変形例に係る信号伝送の例を示す図である。
【図３２３Ａ】各実施の形態の変形例に係る信号伝送の例を示す図である。
【図３２３Ｂ】各実施の形態の変形例に係る信号伝送の例を示す図である。
【図３２３Ｃ】各実施の形態の変形例に係る信号伝送の例を示す図である。
【図３２３Ｄ】各実施の形態の変形例に係る、ディスプレイまたはプロジェクタと受信機
とを含む通信システムの処理動作を示すフローチャートである。
【図３２４】各実施の形態の変形例に係る送信信号の例を示す図である。
【図３２５】各実施の形態の変形例に係る送信信号の例を示す図である。
【図３２６】各実施の形態の変形例に係る送信信号の例を示す図である。
【図３２７Ａ】各実施の形態の変形例に係る受信機の撮像素子の一例を示す図である。
【図３２７Ｂ】各実施の形態の変形例に係る受信機の撮像装置の内部回路の構成例を示す
図である。
【図３２７Ｃ】各実施の形態の変形例に係る送信信号の例を示す図である。
【図３２７Ｄ】各実施の形態の変形例に係る送信信号の例を示す図である。
【図３２８Ａ】本発明の一態様に係る情報通信方法のフローチャートである。
【図３２８Ｂ】本発明の一態様に係る情報通信装置のブロック図である。
【図３２９】本発明の一態様に係る情報通信方法によって得られる画像の一例を示す図で
ある。
【図３３０Ａ】本発明の他の態様に係る情報通信方法のフローチャートである。
【図３３０Ｂ】本発明の他の態様に係る情報通信装置のブロック図である。
【図３３１Ａ】本発明のさらに他の態様に係る情報通信方法のフローチャートである。
【図３３１Ｂ】本発明のさらに他の態様に係る情報通信装置のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の一態様に係る情報通信方法は、被写体から情報を取得する情報通信方法であっ
て、イメージセンサによる前記被写体の撮像によって得られる画像に、前記イメージセン
サに含まれる露光ラインに対応する輝線が前記被写体の輝度変化に応じて生じるように、
前記イメージセンサの露光時間を設定する露光時間設定ステップと、前記イメージセンサ
が、輝度変化する前記被写体を、設定された前記露光時間で撮像することによって、前記
輝線を含む画像を取得する撮像ステップと、取得された前記画像に含まれる前記輝線のパ
ターンによって特定されるデータを復調することにより情報を取得する情報取得ステップ
と、を含む。
【００１１】
　これにより、被写体の輝度変化によって送信される情報が、イメージセンサの露光ライ
ンの露光によって取得されるため、例えば無線通信を行うための特別な通信デバイスを必
要とすることなく、多様な機器間の通信を可能とすることができる。なお、露光ラインは
、イメージセンサに含まれる、同時に露光する複数の画素からなる列または行である。ま
た、輝線は、例えば後述の図７９などによって示される撮像画像中に含まれる線である。
【００１２】
　例えば、前記撮像ステップでは、前記イメージセンサに含まれる複数の露光ラインのそ
れぞれを互いに異なるタイミングで順次露光する。
【００１３】
　これにより、ローリングシャッター方式の撮像が行われることによって生じる輝線が、
画像内における各露光ラインに対応する位置に含まれるため、被写体から多くの情報を取
得することができる。
【００１４】
　ここで、前記情報取得ステップでは、前記輝線のパターンのうち、前記露光ラインに垂
直な方向のパターンによって特定される前記データを復調してもよい。
【００１５】
　これにより、輝度変化に対応する情報を適切に取得することができる。
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【００１６】
　また、前記露光時間設定ステップでは、前記露光時間を１０ミリ秒よりも短く設定して
もよい。
【００１７】
　これにより、画像中に輝線をより確実に生じさせることができる。
【００１８】
　ここで、前記撮像ステップでは、２００Ｈｚ以上の周波数で輝度変化する前記被写体を
撮像してもよい。
【００１９】
　これにより、例えば後述の図３０５Ａおよび図３０５Ｂに示すように、人がちらつきを
感じることなく、多くの情報を被写体から取得することができる。
【００２０】
　また、前記撮像ステップでは、前記露光ラインに平行な輝線を含む前記画像を取得して
もよい。
【００２１】
　これにより、輝度変化に対応する情報を適切に取得することができる。
【００２２】
　ここで、前記情報取得ステップでは、取得された前記画像内における、前記イメージセ
ンサに含まれる各露光ラインに対応する領域ごとに、当該領域に輝線があるか否かによっ
て特定される０または１を示す前記データを復調してもよい。
【００２３】
　これにより、ＰＰＭ変調された多くの情報を被写体から取得することができる。例えば
後述の図７９に示すように、１秒あたりの画像の数（フレームレート）がｆ、１画像を構
成する露光ライン数がｌのとき、各露光ラインが一定以上の光を受光しているかどうかで
情報を取得すると、最大でｆｌビット毎秒の速度で情報を取得することができる。
【００２４】
　また、前記情報取得ステップでは、前記領域ごとに、当該領域の輝度値が閾値以上であ
るか否かに応じて、当該領域に輝線があるか否かを特定してもよい。
【００２５】
　これにより、被写体から適切に情報を取得することができる。
【００２６】
　ここで、前記撮像ステップでは、所定の期間ごとに、当該所定の期間に対応する一定の
周波数で輝度変化する前記被写体を撮像し、前記情報取得ステップでは、前記所定の期間
ごとに、当該所定の期間に対応する一定の周波数の輝度変化に応じて生成される前記輝線
のパターンによって特定される前記データを復調してもよい。
【００２７】
　これにより、ＦＭ変調された多くの情報を被写体から取得することができる。例えば後
述の図１８８に示すように、周波数ｆ１に対応する輝線のパターンと、周波数ｆ２に対応
する輝線のパターンとによって、適切な情報を取得することができる。
【００２８】
　また、前記撮像ステップでは、輝度の立ち上がりおよび立ち下りのうちの一方の変化と
次の前記一方の変化との間の時間を調整することによって信号を送信するように輝度変化
する前記被写体を撮像し、前記情報取得ステップでは、前記輝線のパターンによって特定
される、前記時間に対応付けられた符号である前記データを復調してもよい。
【００２９】
　これにより、例えば後述の図２４８に示すように、被写体から送信される情報の内容を
変えることなく、ＰＷＭ制御によって、人が感じる被写体（例えば照明機器）の明るさを
調整することができる。
【００３０】
　ここで、前記撮像ステップでは、前記輝度変化に対して５ミリ秒以上の幅で移動平均し
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たときの各輝度値が予め定められた範囲に収まるように輝度変化する前記被写体を撮像し
てもよい。
【００３１】
　これにより、人がちらつきを感じることなく、多くの情報を被写体から取得することが
できる。例えば後述の図８５に示すように、変調後の信号が０のときは非発光、１のとき
は発光とし、送信信号に偏りはないとすると、移動平均したときの各輝度値を発光時の輝
度値の約７５％にすることができる。その結果、人がちらつきを感じることを防ぐことが
できる。
【００３２】
　また、前記輝線のパターンは前記イメージセンサの露光時間に応じて異なり、前記情報
取得ステップでは、設定された前記露光時間に応じた前記パターンによって特定される前
記データを復調してもよい。
【００３３】
　これにより、例えば後述の図９１に示すように、露光時間に応じて異なる情報を被写体
から取得することができる。
【００３４】
　ここで、前記情報通信方法は、さらに、前記イメージセンサを備える撮像装置の状態を
検出し、前記情報取得ステップでは、前記被写体の位置を示す前記情報を取得し、さらに
、取得された前記情報と、検出された前記状態とに基づいて、前記撮像装置の位置を算出
してもよい。
【００３５】
　これにより、例えば後述の図１８５に示すように、ＧＰＳなどを使うことができなくて
も、またはＧＰＳなどを使った場合よりも、撮像装置の位置を正確に特定することができ
る。
【００３６】
　また、前記撮像ステップでは、前記露光ラインに沿うように配列された複数の領域を含
み、領域ごとに輝度変化する前記被写体を撮像してもよい。
【００３７】
　これにより、例えば後述の図２５８に示すように、多くの情報を被写体から取得するこ
とができる。
【００３８】
　ここで、前記撮像ステップでは、メタメリックな複数種の光を互いに異なるタイミング
で発する前記被写体を撮像してもよい。
【００３９】
　これにより、例えば後述の図２７２に示すように、人がちらつきを感じることなく、多
くの情報を被写体から取得することができる。
【００４０】
　また、前記情報通信方法は、さらに、前記イメージセンサを備える撮像装置が存在する
場所を推定し、前記情報取得ステップでは、前記被写体の識別情報を前記情報として取得
するとともに、前記場所および前記識別情報に関連付けられた関連情報をサーバから取得
してもよい。
【００４１】
　これにより、例えば後述の図２８２および図２８３に示すように、複数の照明機器から
同じ識別情報が輝度変化によって送信されるような場合であっても、撮像装置が存在する
場所（建物）、つまり照明機器が存在する場所（建物）に応じて適切な関連情報を取得す
ることができる。
【００４２】
　ここで、本発明の一態様に係る情報通信方法は、輝度変化によって信号を送信する情報
通信方法であって、送信対象の信号を変調することによって、輝度変化のパターンを決定
する決定ステップと、発光体が、決定された前記パターンにしたがって輝度変化すること
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によって前記送信対象の信号を送信する第１の送信ステップと、前記発光体が、前記送信
対象の信号を送信してから３３ミリ秒以内に、決定された前記パターンと同一のパターン
にしたがって輝度変化することによって前記送信対象の信号と同一の信号を送信する第２
の送信ステップとを含み、前記決定ステップでは、前記輝度変化に対して５ミリ秒以上の
幅で移動平均したときの各輝度値が予め定められた範囲に収まるように前記パターンを決
定する。
【００４３】
　これにより、輝度変化に対して５ミリ秒以上の幅で移動平均したときの各輝度値が予め
定められた範囲に収まるように輝度変化のパターンが決定されるため、人がちらつきを感
じるのを防ぎならが、輝度変化によって信号を送信することができる。さらに、例えば後
述の図３０１Ｂに示すように、３３ミリ秒以内に同じ信号が送信されるため、信号を受信
する受信機にブランキングがあっても、確実に信号をその受信機に送信することができる
。
【００４４】
　また、前記決定ステップでは、２ビットによって示される信号のそれぞれを、同じ値を
示す３つのビットと他の値を示す１つのビットとからなる４ビットによって示される信号
に変調する方式にしたがって、前記送信対象の信号を変調してもよい。
【００４５】
　これにより、例えば後述する図８５に示すように、変調後の信号が０のときは非発光、
１のときは発光とし、送信信号に偏りはないとすると、移動平均したときの各輝度値を発
光時の輝度値の約７５％にすることができる。その結果、人がちらつきを感じることをよ
り確実に防ぐことができる。
【００４６】
　ここで、前記決定ステップでは、輝度の立ち上がりおよび立ち下りのうちの一方の変化
と次の前記一方の変化との間の時間を、前記送信対象の信号に応じて調整することによっ
て、前記輝度変化のパターンを決定してもよい。
【００４７】
　これにより、例えば後述の図２４８に示すように、送信対象の信号の内容を変えること
なく、ＰＷＭ制御によって、人が感じる発光体（例えば照明機器）の明るさを調整するこ
とができる。
【００４８】
　また、前記第１の送信ステップおよび前記第２の送信ステップでは、輝度変化する前記
発光体を撮像するイメージセンサの露光時間に応じて異なる信号が、前記イメージセンサ
を備える撮像装置に取得されるように輝度変化してもよい。
【００４９】
　これにより、例えば後述の図９１に示すように、露光時間に応じて異なる信号を撮像装
置に送信することができる。
【００５０】
　ここで、前記第１の送信ステップおよび前記第２の送信ステップでは、複数の発光体が
同調して輝度変化することによって、前記複数の発光体が共通の情報を送信し、前記共通
の情報が送信された後に、発光体ごとに輝度変化することによって、当該発光体ごとに異
なる情報を送信してもよい。
【００５１】
　これにより、例えば後述の図９８に示すように、複数の発光体が共通の情報を同時に送
信することで、複数の発光体を一つの大きな発光体とみなすことができ、その共通の情報
を受信する撮像装置で発光体を大きく撮像することができるため、情報をより速く、より
遠くからでも送信することができる。さらに、例えば後述の図１８６に示すように、複数
の発光体が共通の情報を送信することによって、発光体ごとに送信される個別の情報の情
報量を抑えることができる。
【００５２】
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　また、前記情報通信方法は、さらに、前記送信対象の信号の変調を行うか否かの指示を
受け付ける指示受付ステップを含み、前記変調を行うことを示す指示が受け付けられた場
合には、前記決定ステップ、前記第１の送信ステップおよび前記第２の送信ステップを実
行し、前記変調を行わないことを示す指示が受け付けられた場合には、前記決定ステップ
、前記第１の送信ステップおよび前記第２の送信ステップを実行することなく、前記発光
体は点灯または消灯してもよい。
【００５３】
　これにより、例えば後述の図１８６に示すように、変調を行うか否かが切り替えられる
ため、他の発光体の輝度変化に対してノイズとして与える影響を抑えることができる。
【００５４】
　ここで、前記発光体は、当該発光体を撮像するイメージセンサの露光ラインに沿うよう
に配列された複数の領域を含み、前記第１の送信ステップおよび前記第２の送信ステップ
では、前記発光体の領域ごとに輝度変化してもよい。
【００５５】
　これにより、例えば後述の図２５８に示すように、多くの情報を送信することができる
。
【００５６】
　また、前記第１の送信ステップおよび前記第２の送信ステップでは、前記発光体は、メ
タメリックな複数種の光を互いに異なるタイミングで発することによって輝度変化しても
よい。
【００５７】
　これにより、例えば後述の図２７２に示すように、人がちらつきを感じることなく、多
くの情報を送信することができる。
【００５８】
　ここで、前記第１の送信ステップおよび前記第２の送信ステップでは、前記送信対象の
信号または前記同一の信号として前記発光体の識別情報を送信してもよい。
【００５９】
　これにより、例えば後述の図２８２に示すように、発光体の識別情報が送信されるため
、その識別情報を受信した撮像装置は、その識別情報に関連付けられたより多くの情報を
、インターネットなどの通信回線を介してサーバなどから取得することができる。
【００６０】
　また、本発明の一態様に係る情報通信方法は、輝度変化によって信号を送信する情報通
信方法であって、送信対象の信号を変調することによって複数の周波数を決定する決定ス
テップと、発光体が、決定された前記複数の周波数のうちの何れかの一定の周波数にした
がって輝度変化することによって信号を送信する送信ステップと、前記輝度変化に用いら
れる周波数を、決定された複数の周波数のうちの他の周波数に３３ミリ秒以上の周期で順
に変更する変更ステップとを含み、前記送信ステップでは、前記発光体は、前記輝度変化
に対して５ミリ秒以上の幅で移動平均したときの各輝度値が予め定められた範囲に収まる
ように輝度変化してもよい。
【００６１】
　これにより、輝度変化に対して５ミリ秒以上の幅で移動平均したときの各輝度値が予め
定められた範囲に収まるように輝度変化のパターンが決定されるため、人がちらつきを感
じるのを防ぎならが、輝度変化によって信号を送信することができる。さらに、ＦＭ変調
された多くの信号を送信することができる。例えば後述の図１８８に示すように、輝度変
化の周波数（ｆ１、ｆ２など）が３３ミリ秒以上の周期で変更されることによって、適切
な情報を送信することができる。
【００６２】
　なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュー
タプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体で実現され
てもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたは記録媒体の任意な
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組み合わせで実現されてもよい。
【００６３】
　以下、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。
【００６４】
　なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものであ
る。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び
接続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではな
い。また、以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記
載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
【００６５】
　（実施の形態１）
　以下では、機器が備えるＬＥＤの点滅パターンとして情報を送信することで、スマート
フォンのカメラを用いて通信する処理の流れについて述べる。
【００６６】
　図１は、本実施の形態における宅内の環境の例を示す図である。図１に示す環境では、
テレビ１１０１や電子レンジ１１０６、空気清浄機１１０７に対して、スマートフォン１
１０５などもユーザの回りにある。
【００６７】
　図２は、本実施の形態における家電機器とスマートフォンの通信の例を示す図である。
図２は、情報通信の例であり、図１のテレビ１１０１や電子レンジ１１０６のような各機
器の出力する情報をユーザが保有するスマートフォン１２０１で取得することで、情報を
得る構成を示す図である。図２に示すとおり、各機器はＬＥＤの点滅パターンを用いて情
報を送信し、スマートフォン１２０１はカメラなどによる撮像機能を用いて情報を受け取
る。
【００６８】
　図３は、本実施の形態における送信側装置１３０１の構成の１例を示す図である。
【００６９】
　この送信側装置１３０１は、ユーザがボタンを押したり、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ Ｆｉｅｌ
ｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）などによって送信指示を送ったり、装置内部の故障な
どのステートの変化を検知することで、情報を光の点滅パターンとして送信する。このと
き一定時間送信を繰り返す。送信される情報は、あらかじめ登録されている機器間であれ
ば、短縮ＩＤを用いてもよい。また、無線ＬＡＮや特定省電力無線といった無線通信部を
有する場合は、その接続に必要な認証情報を点滅パターンとして送信することもできる。
【００７０】
　また、送信速度判定部１３０９は、機器内部のクロック発生装置の性能を把握すること
で、クロック発生装置が廉価なもので精度の悪い場合は、送信速度を遅くして、高い場合
は送信速度を早くする処理を行うことができる。クロック発生装置の性能が悪い場合は、
又は送信される情報自体を短く区切ることで長時間通信することでの点滅間隔のずれの蓄
積によるエラーを減らすことも可能である。
【００７１】
　図４は、本実施の形態における受信側装置１４０１の構成の１例を示すである。
【００７２】
　この受信側装置１４０１は、画像取得部１４０４が取得したフレーム画像から、光の点
滅が見られるエリアを判定する。このとき点滅は、一定以上の輝度の高低が観測されるエ
リアを追尾するような方法をとることもできる。
【００７３】
　点滅情報取得部１４０６は、点滅のパターンから、送信された情報を取得し、その中に
機器ＩＤなどの機器関連が含まれている場合は、その情報を用いてクラウド上の関連サー
バに付随する情報を問い合わせるか、又は事前に保管されている無線通信エリア内の機器
か又は受信側装置内部に保管されている情報を用いて補間する。これによって、光の発光
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パターンを撮像するときのノイズによるエラー補正や、すでに入手した情報を取得するた
めに、ユーザがスマートフォンを送信側装置の発光部にかざす時間を削減するなどの効果
が得られる。
【００７４】
　以下、図５を解説する。
【００７５】
　図５は、本実施の形態における送信側装置のＬＥＤの点滅によってスマートフォンなど
の受信側装置に情報を送る処理の流れを示す図である。ここでは、ＮＦＣによってスマー
トフォンと通信する機能を有する送信側装置と、その送信側装置が持つＮＦＣ用の通信マ
ークの一部に埋め込まれたＬＥＤの発光パターンによって情報を送信する状況を想定する
。
【００７６】
　まず、ステップ１００１ａで、ユーザが家電機器を購入し初めてコンセントに電源を差
し、通電状態になる。
【００７７】
　次に、ステップ１００１ｂで、初期設定情報が書き込み済みかどうかを確認する。Ｙｅ
ｓの場合は図中の丸３に進む。一方、Ｎｏの場合はステップ１００１ｃに進み、ユーザが
理解しやすい点滅速度（例：１～２／５）で、マークが点滅する。
【００７８】
　次に、ステップ１００１ｄで、ユーザがＮＦＣ通信よりスマートフォンをマークにタッ
チすることで家電の機器情報を取得するかどうかを確認する。ここで、Ｙｅｓの場合は、
ステップ１００１ｅに進み、スマートフォンがクラウドのサーバに機器情報を受信し、ク
ラウドに登録する。続いて、ステップ１００１ｆで、クラウドからスマートフォンのユー
ザのアカウントに関連づけられた短縮ＩＤを受信し、家電に送信し、ステップ１００１ｇ
に進む。なお、ステップ１００１ｄで、Ｎｏの場合はステップ１００１ｇに進む。
【００７９】
　次に、ステップ１００１ｇで、ＮＦＣでの登録があるかどうか確認する。Ｙｅｓの場合
は、ステップ１００１ｊへ進み、青の点滅２回後、ステップ１００１ｋで、点滅が終了す
る。
【００８０】
　一方、ステップ１００１ｇで、Ｎｏの場合はステップ１００１ｈへ進む。続いて、ステ
ップ１００１ｈで、３０秒過ぎたかどうかを確認する。ここで、Ｙｅｓの場合は、ステッ
プ１００１ｉへ進み、ＬＥＤ部分が光の点滅によって機器情報（機器の型番、ＮＦＣでの
登録処理有無、機器の固有ＩＤ）を出力して、図６の丸２へ進む。
【００８１】
　なお、ステップ１００１ｈで、Ｎｏの場合はステップ１００１ｄへ戻る。
【００８２】
　次に、図６～図９を用いて、本実施の形態における送信側装置のＬＥＤの点滅によって
受信側装置に情報を送信する処理の流れを説明する。ここで、図６～図９は、送信側装置
のＬＥＤの点滅によって受信側装置に情報を送信する処理の流れを示す図である。
【００８３】
　以下、図６を解説する。
【００８４】
　まず、ステップ１００２ａで、ユーザがスマートフォンの光点滅情報を取得するアプリ
を起動する。
【００８５】
　次に、ステップ１００２ｂで、画像取得部分が光の点滅を取得する。そして、点滅エリ
ア判定部が画像の時系列上の変化から点滅しているエリアを判定する。
【００８６】
　次に、ステップ１００２ｃで、点滅情報取得部が点滅エリアの点滅パターンを判定し、
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プリアンブル検出を待つ。
【００８７】
　次に、ステップ１００２ｄで、プリアンブルの検出出来た場合、その点滅エリアの情報
を取得する。
【００８８】
　次に、ステップ１００２ｅで、機器ＩＤの情報が取得出来た場合、受信継続状態におい
ても、クラウド側のサーバに情報を送り情報補間部がクラウド側から入手した情報と点滅
情報取得部の情報とを比べつつ補間する。
【００８９】
　次に、ステップ１００２ｆで、補間した情報も含めて全ての情報がそろったらスマート
フォンかユーザに通知する。この時クラウドから入手した関連サイトやＧＵＩを表示する
事でよりリッチで分かり易い通知が可能となり、図７の丸４へ進む。
【００９０】
　以下、図７を解説する。
【００９１】
　まず、ステップ１００３ａで、家電が故障やユーザに通知する使用回数、室温などのメ
ッセージを生成した場合、情報送信モードを開始する。
【００９２】
　次に、ステップ１００３ｂで、マークを１～２／ｓで点滅させる。同時にＬＥＤも情報
発信を始める。
【００９３】
　次に、ステップ１００３ｃで、ＮＦＣでの通信が開始されたかどうかを確認する。なお
、Ｎｏの場合は、図９の丸７へ進む。Ｙｅｓの場合は、ステップ１００３ｄへ進み、ＬＥ
Ｄの点滅を停止する。
【００９４】
　次に、ステップ１００３ｅで、スマートフォンがクラウドのサーバにアクセスして、関
連情報を表示する。
【００９５】
　次に、ステップ１００３ｆで、現地対応が必要な故障の場合、サーバ側でサポートする
サービスマンを検索。家電、設置場所、位置情報を利用する。
【００９６】
　次に、ステップ１００３ｇで、サービスマンがあらかじめ決められた順に家電のボタン
を押すことでサポートモードにする。
【００９７】
　次に、ステップ１００３ｈで、マーカ以外の家電のＬＥＤでマーカの点滅がスマートフ
ォンから見える場合に同時に見えるＬＥＤの一部または全てが情報を補間する様点滅し、
図８の丸５へ進む。
【００９８】
　以下、図８を解説する。
【００９９】
　まず、ステップ１００４ａで、サービスマンは所有する受信端末の性能が高速（例：１
０００／ｓ回）の点滅を検出可能な場合、その設定ボタンを押す。
【０１００】
　次に、ステップ１００４ｂで、家電のＬＥＤが高速モード点滅して、丸６に進む。
【０１０１】
　以下、図９を解説する。
【０１０２】
　まず、ステップ１００５ａで、点滅を継続する。
【０１０３】
　次に、ステップ１００５ｂで、ユーザがスマートフォンでＬＥＤの点滅情報を取りに来
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る。
【０１０４】
　次に、ステップ１００５ｃで、ユーザがスマートフォンの光点滅情報を取得するアプリ
を起動する。
【０１０５】
　次に、ステップ１００５ｄで、画像取得部分が光の点滅を取得する。そして、点滅エリ
ア判定部が画像の時系列上の変化から点滅しているエリアを判定する。
【０１０６】
　次に、ステップ１００５ｅで、点滅情報取得部が点滅エリアの点滅パターンを判定し、
プリアンブル検出を待つ。
【０１０７】
　次に、ステップ１００５ｆで、プリアンブルの検出出来た場合、その点滅エリアの情報
を取得する。
【０１０８】
　次に、ステップ１００５ｇで、機器ＩＤの情報が取得出来た場合、受信継続状態におい
ても、クラウド側のサーバに情報を送り情報補間部がクラウド側から入手した情報と点滅
情報取得部の情報とを比べつつ補間する。
【０１０９】
　次に、ステップ１００５ｈで、補間した情報も含めて全ての情報がそろったらスマート
フォンかユーザに通知する。この時クラウドから入手した関連サイトやＧＵＩを表示する
事でよりリッチで分かり易い通知が可能となる。
【０１１０】
　そして、図７のステップ１００３ｆへ進む。
【０１１１】
　このようにして、家電機器などの送信装置が、ＬＥＤの点滅によってスマートフォンに
情報を送信することができる。無線機能やＮＦＣといった通信手段がないような機器でも
、情報を発信することができて、スマートフォンを経由してクラウド上のサーバにあるリ
ッチな情報をユーザに提供することもできる。
【０１１２】
　また、本実施の形態に示すように、少なくとも一つの持ち運び可能な機器を含む２つの
機器間で、双方向通信（例えばＮＦＣ通信）と片方向通信（例えばＬＥＤの輝度変化によ
る通信）の両方の通信方法でデータの送受信を行う機能を有する場合において、片方の機
器からもう片方の機器に片方向通信にてデータの送信をしているときにおいて、双方向通
信でデータ送受信が実現した場合に、片方向の通信をとめることが可能である。これによ
り、片方向通信に必要となる消費電力の無駄を省くことが出来るため効率的である。
【０１１３】
　以上、実施の形態１によれば、演算力が少ないような機器を含む多様な機器間の通信を
可能とする情報通信装置を実現することができる。
【０１１４】
　具体的には、本実施の形態の情報通信装置は、自らのユニークなＩＤと機器の状態情報
を含む機器情報を管理する情報管理部と、発光素子と、前記発光素子の点滅パターンとし
て情報を送信する光送信部とを有し、前記光送信部は、前記機器の内部の状態に変化があ
った場合に、前記機器情報を光の点滅パターンに変換して送信する。
【０１１５】
　ここで、例えば、さらに、自らの起動状態やユーザの使用履歴といった機器内部のセン
シングされた情報を保存する起動履歴管理部を備え、前記光送信部は、利用するクロック
発生装置のあらかじめ登録された性能情報を取得し、送信速度を変更するとしてもよい。
【０１１６】
　また、例えば、前記光送信部は、光の点滅によって情報を送信するための第一の発光素
子の周囲に、第二の発光素子を配置されており、前記第二の発光素子は、前記第一の発光
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素子の点滅による情報発信が一定回数繰り返される場合に、情報発信の終了と開始の間に
発光するとしてもよい。
【０１１７】
　なお、これらの全般的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュー
タプログラムまたは記録媒体で実現されてもよく、システム、方法、集積回路、コンピュ
ータプログラムまたは記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
【０１１８】
　（実施の形態２）
　本実施の形態では、掃除機を例にとって、可視光通信を用いた機器とユーザの通信手順
、及び、可視光通信を用いた初期設定から故障時の修理対応サービス、掃除機を用いたサ
ービス連携について説明する。
【０１１９】
　図１０と図１１は、本実施の形態における可視光を用いてユーザと機器の通信を行う手
順を説明するための図である。
【０１２０】
　以下、図１０について解説する。
【０１２１】
　まず、丸１において、開始する。
【０１２２】
　次に、ステップ２００１ａで、ユーザが電源投入する。
【０１２３】
　次に、ステップ２００１ｂで、起動処理として、設置設定、ＮＷ設定等の初期設定がさ
れているかを確認する。
【０１２４】
　ここで、初期設定がされている場合は、ステップ２００１ｆへ進み、通常動作を開始し
て、丸３に示すように終了する。
【０１２５】
　一方、初期設定がされてない場合、ステップ２００１ｃへ進み、「ＬＥＤ通常発光」「
ブザー音」によってユーザに初期設定が必要なことを通知する。
【０１２６】
　次に、ステップ２００１ｄで、機器情報（製品番号と製造番号）を収集して可視光通信
の準備をする。
【０１２７】
　次に、ステップ２００１ｅで、機器情報（製品番号と製造番号）可視光通信が可能な事
を「ＬＥＤ通信発光」「ディスプレイへのアイコン表示」「ブザー音」「複数のＬＥＤを
発光」でユーザに通知する。
【０１２８】
　そして、丸２に示すように終了する。
【０１２９】
　続いて、図１１について解説する。
【０１３０】
　まず、丸２に示すように開始する。
【０１３１】
　次に、ステップ２００２ａで、可視光受信端末の接近を「近接センサ」、「照度センサ
」及び「人感センサ」で感知する。
【０１３２】
　次に、ステップ２００２ｂで、感知した事をトリガーとして可視光通信を開始する。
【０１３３】
　次に、ステップ２００２ｃで、ユーザは可視光受信端末で機器情報を取得する。
【０１３４】
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　続いて、丸４に示すように終了する。あるいは、ステップ２００２ｆ～ステップ２００
２ｉのいずれかに進む。
【０１３５】
　ステップ２００２ｆに進んだ場合、「感度センサ」による感知、及び、「調光機器との
連携」で部屋が消灯された事を感知して機器情報の発光を停止して、丸５に示すように終
了する。また、ステップ２００２ｇに進んだ場合、可視光受信端末は機器情報を取得感感
知した事を「ＮＦＣ通信」及び「ＮＷ通信」で通知して、終了する。ステップ２００２ｈ
に進んだ場合、可視光受信端末の離脱を感知して機器情報を停止して、終了する。ステッ
プ２００２ｉに進んだ場合、一定時間の経過を持って、機器情報の発光を停止して、終了
する。
【０１３６】
　なお、ステップ２００２ａで、感知しなかった場合は、ステップ２００２ｄに進み、一
定時間の経過を持って可視光通信が可能な通知を「明るくする」「音を大きくする」「ア
イコンを動かす」などで強化して通知する。ここで、ステップ２００２ｄへ戻る。あるい
は、ステップ２００２ｅへ進み、さらに一定時間経過後に、ステップ２００２ｉへ進む。
【０１３７】
　図１２は、本実施の形態におけるユーザが機器を購入して、機器の初期設定を行うまで
の手順を説明するための図である。
【０１３８】
　図１２において、まず、丸４に示すように開始する。
【０１３９】
　次に、ステップ２００３ａで、機器情報を受信したスマホの位置情報をＧＰＳ（Ｇｌｏ
ｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）で取得する。
【０１４０】
　次に、ステップ２００３ｂで、スマホにユーザ情報があれば、ユーザ名、電話番号、メ
ールアドレスなどのユーザ情報を端末内で収集する。または、ステップ２００３ｃで、ス
マホにユーザ情報がなければＮＷを通して周辺機器からユーザ情報を収集する。
【０１４１】
　次に、ステップ２００３ｄで、機器情報とユーザ情報と位置情報をクラウドサーバに送
信する。
【０１４２】
　次に、ステップ２００３ｅで、機器情報と位置情報を用いて初期設定に必要な情報とア
クティベーション情報を収集する。
【０１４３】
　次に、ステップ２００３ｆで、ユーザ登録済みの機器との連携に設定に必要なＩＰや認
証方式や利用可能サービスといった連係情報を収集する。あるいは、ステップ２００３ｇ
で、ユーザ登録済みの機器に対してＮＷを通して機器情報と設定情報を送信して周辺機器
との連携設定を行う。
【０１４４】
　次に、ステップ２００３ｈで、機器情報とユーザ情報を用いてユーザ設定を行う。
【０１４５】
　次に、ステップ２００３ｉで、初期設定情報とアクティビティ情報と連携設定情報をス
マホに送信する。
【０１４６】
　次に、ステップ２００３ｊで、初期設定情報とアクティベーション情報と連携設定情報
をＮＦＣで家電に送信する。
【０１４７】
　次に、ステップ２００３ｋで、初期設定情報とアクティベーション情報と連携設定情報
で機器の設定をする。
【０１４８】
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　そして、丸６に示すように終了する。
【０１４９】
　図１３は、本実施の形態における機器が故障した場合の、サービスマン専用のサービス
について説明するための図である。
【０１５０】
　図１３において、まず、丸３に示すように開始する。
【０１５１】
　次に、ステップ２００４ａで、機器の通常動作中に発生した動作ログ、ユーザ操作ログ
といった履歴情報をローカル記憶媒体に記録する。
【０１５２】
　次に、ステップ２００４ｂで、故障発生と同時に、エラーコード、エラー詳細といった
エラー情報を記録し、可視光通信が可能なことをＬＥＤ異常発光で通知する。
【０１５３】
　次に、ステップ２００４ｃで、サービスマンの特殊コマンド実行でＬＥＤ高速発光モー
ドとなり可視光の高速通信を開始する。
【０１５４】
　次に、ステップ２００４ｄで、近接した端末が通常スマホなのか、サービスマンの専用
受信端末かを判別する。ここで、ステップ２００４ｅに進んだ場合、スマホの場合はエラ
ー情報を取得して終了する。
【０１５５】
　一方、ステップ２００４ｆに進んだ場合、サービスマンの場合は、専用受信端末では、
エラー情報と履歴情報を取得する。
【０１５６】
　次に、ステップ２００４ｇで、クラウドに機器情報とエラー情報と履歴情報を送信し、
修理方法を取得する。ここで、ステップ２００４ｈに進んだ場合、サービスマンの特殊コ
マンド実行でＬＥＤ高速発光モードを解除して、終了する。
【０１５７】
　一方、ステップ２００４ｉに進んだ場合、クラウドサーバから機器情報の関連商品、類
似商品の商品情報、最寄店舗の販売価格、新商品情報を取得する。
【０１５８】
　次に、ステップ２００４ｊで、ユーザのスマホとサービスマンの専用端末で可視光通信
を通して、ユーザ情報を取得して、クラウドサーバに通して最寄店舗に商品を発注する。
【０１５９】
　そして、丸９に示すように終了する。
【０１６０】
　図１４は、本実施の形態における掃除機と可視光通信を用いた、掃除状況を確認するた
めのサービスについて説明するための図である。
【０１６１】
　まず、丸３に示すように、開始する。
【０１６２】
　次に、ステップ２００５ａで、機器の通常動作中の掃除情報を記録する。
【０１６３】
　次に、ステップ２００５ｂで、間取り情報と組み合わせて汚れ情報を作成し、暗号化圧
縮する。
【０１６４】
　ここで、ステップ２００５ｃに進んだ場合、汚れ情報の圧縮をトリガーとして、汚れ情
報をローカル記憶媒体に記録する。あるいは、ステップ２００５ｄに進んだ場合、掃除の
一時停止（吸込処理停止）をトリガーとして汚れ情報を照明器具に可視光通信で送信する
。あるいは、ステップ２００５ｅに進んだ場合、汚れ情報の記録をトリガーとして、汚れ
情報を家庭内ローカルサーバ及びクラウドサーバにＮＷで送信する。
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【０１６５】
　次に、ステップ２００５ｆで、汚れ情報の送信及び記録をトリガーとして、機器情報、
保存箇所、復号キーを可視光通信でスマホに送信する。
【０１６６】
　次に、ステップ２００５ｇで、ＮＷ及びＮＦＣを通して、汚れ情報を取得して復号する
。
【０１６７】
　そして、丸１０に示すように終了する。
【０１６８】
　以上のように、実施の形態１によれば、演算力が少ないような機器を含む多様な機器間
の通信を可能とする情報通信装置を含む可視光通信システムを実現することができる。
【０１６９】
　具体的には、本実施の形態の情報通信装置を含む可視光通信システム（図１０）は、可
視光送信の準備が完了したかを判定するための可視光送信可否判定部と、可視光送信中で
あることをユーザに通知する可視光送信通知部と、を搭載しており、可視光通信が可能な
状態になったときに、ユーザに視覚的、及び、聴覚的に通知する可視光通信システムであ
る。それにより、ユーザにＬＥＤの発光モードを「発光色」「音」「アイコン表示」「複
数ＬＥＤ発光」によって可視光受信が可能な状況を通知する事で、ユーザの利便性を向上
できる。
【０１７０】
　好ましくは、図１１で説明したように、可視光受信端末の接近を感知する端末近接感知
部と、可視光受信端末の位置によって可視光送信の開始と停止を判断する可視光送信判定
部と、を搭載しており、端末近接感知部により可視光受信端末の近接を感知したことをト
リガーにして可視光送信を開始する可視光通信システムであってもよい。
【０１７１】
　ここで、例えば図１１で説明したように、端末近接感知部により可視光受信端末の離脱
を感知したことをトリガーにして可視光送信を停止する可視光通信システムとしてもよい
。また、例えば図１１で説明したように、部屋の消灯を感知する周辺照度感知部と、を搭
載しており、周辺照度感知部により部屋の消灯を感知したことをトリガーにして可視光送
信を停止する可視光通信システムとしてもよい。それにより、可視光受信端末の接近と離
脱、及び、部屋の消灯を感知することで、可視光通信が可能な状況のみ可視光通信を開始
することで、不必要な可視光通信を省いて省エネ化できる。
【０１７２】
　さらに、例えば図１１で説明したように、可視光送信を行っている時間を計測する可視
光通信時間監視部と、可視光送信中であることをユーザに通知する可視光送信通知部と、
を搭載しており、可視光通信が一定以上行われているが可視光受信端末の接近がないこと
をトリガーとして、ユーザへの視覚的、及び、聴覚的な通知をより強化する可視光通信シ
ステムとしてもよい。また、例えば図１１で説明したように、可視光送信通知部が通知を
強化してからも可視光送信時間が一定以上行われているが可視光受信端末の接近がないこ
とをトリガーとして、可視光送信を停止する可視光通信システムとしてもよい。
【０１７３】
　それにより、一定以上の可視光送信時間がたってもユーザによる受信がされなかった場
合にユーザへの可視光受信を要求と停止を行うことで、受信し忘れと消し忘れを防ぎユー
ザの利便性を向上できる。
【０１７４】
　また、本実施の形態の情報通信装置を含む可視光通信システム（図１２）は、可視光通
信を受信したことを判定する可視光受信判定部と、端末位置を取得するための受信端末位
置取得部と、機器情報と位置情報を取得して機器設定情報を収集する機器設定情報収集部
と、を搭載しており、可視光受信したことをトリガーとして受信端末の位置を取得して、
機器設定に必要な情報を収集する可視光通信システムとしてもよい。それにより、可視光
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通信により機器情報を取得することをトリガーにして、機器設定、及び、ユーザ登録に必
要な位置情報とユーザ情報を自動収集して設定することで、ユーザによる入力と登録手続
きを省略して利便性を向上できる。
【０１７５】
　ここで、さらに図１４で説明したように、機器情報を管理する機器情報管理部と、機器
と機器の類似性を管理する機器関係管理部と、機器を販売する店舗情報を管理する店舗情
報管理部と、位置情報から最寄店舗を検索する最寄店舗検索部と、を搭載しており、機器
情報と位置情報を受信することをトリガーとして類似機器が販売されている最寄店舗及び
価格を取得する可視光通信システムとしてもよい。それにより、機器情報に応じて関連す
る機器の販売状況及び販売店舗を収集して、機器を検索する手間を省くことで、ユーザの
利便性向上ができる。
【０１７６】
　また、本実施の形態の情報通信装置を含む可視光通信システム（図１２）は、ユーザ情
報が端末内に保存されていることを監視するユーザ情報監視部と、ＮＷを通して周辺機器
からユーザ情報を収集するユーザ情報収集部と、ユーザ情報と機器情報を取得してユーザ
登録をするユーザ登録処理部と、を搭載しており、ユーザ情報がないことをトリガーとし
てアクセス可能な周辺機器からユーザ情報を収集し、機器情報と共にユーザ登録を行う可
視光通信システムとしてもよい。それにより、可視光通信により機器情報を取得すること
をトリガーにして、機器設定、及び、ユーザ登録に必要な位置情報とユーザ情報を自動収
集して設定することで、ユーザによる入力と登録手続きを省略して利便性を向上できる。
【０１７７】
　また、本実施の形態の情報通信装置を含む可視光通信システム（図１３）は、特殊コマ
ンドを受け付けるコマンド判定部と、可視光通信の周波数、複数ＬＥＤ連携を操作する可
視光通信速度調整部と、を搭載しており、特殊コマンドを受け付けることで可視光通信の
周波数の調整と送信ＬＥＤ数をすることで可視光通信を高速化する可視光通信システムと
してもよい。ここで、例えば、図１４で説明したように、近接端末の種別をＮＦＣ通信で
判別する端末種別判定部と、端末種別によって送信する情報を判別する送信情報種別判定
部と、を搭載しており、近接した端末によって送信する情報の量と可視光通信速度を変更
する可視光通信システムとしてもよい。それにより、受信端末に応じて可視光通信の周波
数や送信ＬＥＤ数を調整して可視光通信の速度と送信情報を変更することで、高速通信を
可能にしてユーザの利便性を向上できる。
【０１７８】
　また、本実施の形態の情報通信装置を含む可視光通信システム（図１４）は、掃除情報
を記録する掃除情報記録部と、間取り情報を記録する間取り情報記録部と、間取り情報と
掃除情報を重畳することで汚れ箇所情報を生成する情報合成部と、通常動作の停止を監視
する動作監視部と、を搭載しており、機器の停止の感知をトリガーとすることで汚れ箇所
情報を可視光送信する可視光通信システムとしてもよい。
【０１７９】
　なお、これらの全般的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュー
タプログラムまたは記録媒体で実現されてもよく、システム、方法、集積回路、コンピュ
ータプログラムまたは記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
【０１８０】
　（実施の形態３）
　本実施の形態では、宅配サービスを例に挙げて、光通信を用いたＷｅｂ情報、及び、機
器の連携について説明する。
【０１８１】
　図１５に本実施の形態の概要を示す。すなわち、図１５は、本実施の形態における光通
信を用いた宅配サービス支援の概略図である。
【０１８２】
　具体的には、注文者は、モバイル端末３００１ａを用いて商品購入サイトから商品の注
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文を行う。注文完了時に、商品購入サイトより注文番号が発行される。注文番号を受信し
たモバイル端末３００１ａをドアホン宅内器３００１ｂに注文番号をＮＦＣ通信を用いて
送信する。
【０１８３】
　ドアホン宅内器３００１ｂは、モバイル端末３００１ａより受信した注文番号を自機器
のモニタに表示する等して、ユーザに送信完了した旨を示す。
【０１８４】
　ドアホン宅内器３００１ｂは、ドアホン宅外器３００１ｃに対して、ドアホン宅外器３
００１ｃに内蔵されたＬＥＤの点滅指示と点滅パターンを送信する。点滅パターンは、モ
バイル端末３００１ａより受信した注文番号に応じてドアホン宅内器３００１ｂにより生
成される。
【０１８５】
　ドアホン宅外器３００１ｃは、ドアホン宅内器３００１ｂより指定された点滅パターン
に応じてＬＥＤを点滅させる。
【０１８６】
　モバイル端末の代わりとして、ＰＣ等のＷＷＷ３００１ｄにある商品購入サイトへアク
セス可能な環境であっても良い。
【０１８７】
　モバイル端末３００１ａからドアホン宅内器３００１ｂへの送信手段としては、ＮＦＣ
通信の他に、宅内ネットワークを用いても良い。
【０１８８】
　モバイル端末３００１ａは、ドアホン宅内器３００１ｂを仲介せずに直接ドアホン宅外
器３００１ｃへ注文番号を送信しても良い。
【０１８９】
　注文者より注文があった場合、宅配注文受信サーバ３００１ｅから宅配者モバイル端末
３００１ｆに対して注文番号を送信する。宅配者が宅配先に到着した際、宅配者モバイル
端末３００１ｆとドアホン宅外器３００１ｃの双方向で注文番号を基に生成されたＬＥＤ
点滅パターンを用いた光通信を行う。
【０１９０】
　次に、図１６～図２１を用いて説明する。図１６～図２１は、発明の実施３の形態にお
ける光通信を用いた宅配サービス支援を説明するためのフローチャートである。
【０１９１】
　図１６は、注文者が注文を行い、注文番号が発行されるまでのフローを示している。以
下、図１６について解説する。
【０１９２】
　注文者モバイル端末３００１ａは、ステップ３００２ａで、スマホのＷｅｂブラウザま
たはアプリで宅配の予約を実施する。そして、図１７の丸１へ進む。
【０１９３】
　また、注文者モバイル端末３００１ａは、図１７の丸２に続いて、ステップ３００２ｂ
で、注文番号送信待ち状態で待機する。続いて、ステップ３００２ｃで、注文番号送信先
機器にタッチされたかを確認する。Ｙｅｓの場合は、ステップ３００２ｄへ進み、注文番
号をドアホン室内器にＮＦＣタッチして送信（ドアホンがスマホと同一ネットワークに存
在する場合はネットワーク経由で送信する方法もある）する。一方、Ｎｏの場合は、ステ
ップ３００２ｂに戻る。
【０１９４】
　ドアホン宅内器３００１ｂは、まず、ステップ３００２ｅで、他端末よりＬＥＤ点滅の
要求待つ。続いて、ステップ３００２ｆで、スマホより注文番号を受信する。続いて、ス
テップ３００２ｇで、受信した注文番号に応じてドアホン室外機のＬＥＤ点滅指示を出す
る。そして、図１９の丸３へ進む。
【０１９５】
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　ドアホン宅外器３００１ｃは、まず、ステップ３００２ｈで、ドアホン宅内器よりＬＥ
Ｄ点滅指示待つ。そして、図１９の丸７へ進む。
【０１９６】
　宅配者モバイル端末３００１ｆは、ステップ３００２ｉで、注文通知待ち状態で待機す
る。続いて、ステップ３００２ｊで、注文通知　宅配注文サーバより通知されたか否かを
確認する。ここで、Ｎｏの場合は、ステップ３００２ｉに戻る。Ｙｅｓの場合は、ステッ
プ３００２ｋへ進み、注文番号、宅配先住所等の情報を受信する。続いて、ステップ３０
０２ｎで、ユーザが受信した注文番号のＬＥＤ発光指示または、他機器のＬＥＤ発光認識
のためにカメラ起動されるまで待機する。そして、図１８の丸５へ進む。
【０１９７】
　図１７は、注文者が注文者モバイル端末３００１ａにて宅配注文を行うまでのフローを
示している。以下、図１７について解説する。
【０１９８】
　宅配注文サーバ３００１ｅは、まず、ステップ３００３ａで、受注番号待つ。続いて、
ステップ３００３ｂで、宅配注文受信したか否かを確認する。ここで、Ｎｏの場合は、ス
テップ３００３ａへ戻る。Ｙｅｓの場合は、ステップ３００３ｃへ進み、受信した宅配注
文に対して注文番号を発行する。続いて、ステップ３００３ｄで、宅配者に対して宅配注
文受信したことを通知して、終了する。
【０１９９】
　注文者モバイル端末３００１ａは、図１６の丸１に続いてステップ３００３ｅで、注文
内容を宅配注文サーバが提示するメニューから選択する。続いて、ステップ３００３ｆで
、注文を確定して宅配サーバへ送信する。続いて、ステップ３００３ｇで、注文番号を受
信したか否かを確認する。ここで、Ｎｏの場合は、ステップ３００３ｆに戻る。Ｙｅｓの
場合は、ステップ３００３ｈへ進み、受信した注文番号を表示してドアホン宅内器へのタ
ッチを促す表示を行う。そして、図１６の丸２へ進む。
【０２００】
　図１８は、宅配者が宅配者モバイル端末３００１ｆを用いて、宅配先のドアホン宅外器
３００１ｃと光通信を行うフローを示している。以下、図１８について解説する。
【０２０１】
　宅配者モバイル端末３００１ｆは、図１６の丸５に続いて、ステップ３００４ａで、宅
配先のドアホン宅外器３００１ｃのＬＥＤを認識するためにカメラを起動するか否かを確
認する。ここで、Ｎｏの場合は、図１６の丸５へ戻る。
【０２０２】
　一方、Ｙｅｓの場合は、ステップ３００４ｂへ進み、宅配先ドアホン宅外器のＬＥＤ点
滅を宅配者モバイル端末のカメラにて確認する。
【０２０３】
　次に、ステップ３００４ｃで、ドアホン宅外器のＬＥＤ発光を認識して注文番号と照合
する。
【０２０４】
　次に、ステップ３００４ｄで、ドアホン宅外器のＬＥＤ点滅が注文番号と合致するか否
かを確認する。ここで、Ｙｅｓの場合は、図２０の丸６へ進む。
【０２０５】
　なお、Ｎｏの場合は、カメラ内に他のＬＥＤ点滅を確認できるか否かを確認する。そし
て、Ｙｅｓの場合は、ステップ３００４ｃへ戻り、Ｎｏの場合は、終了する。
【０２０６】
　図１９は、ドアホン宅内器３００１ｂとドアホン宅外器３００１ｃ間の注文番号照合を
行うフローを示している。以下、図１９について解説する。
【０２０７】
　ドアホン宅外器３００１ｃは、図１６の丸７に続いて、ステップ３００５ａで、ＬＥＤ
点滅の指示がドアホン宅内器よりあったか否かを確認する。Ｎｏの場合は、図１６の丸へ
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戻る。Ｙｅｓの場合は、ステップ３００５ｂへ進み、ドアホン宅内器より指示されるＬＥ
Ｄ点滅に従ってＬＥＤを点滅させる。そして、図２０の丸８へ進む。
【０２０８】
　また、ドアホン宅外器３００１ｃは、図２０の丸９に続いて、ステップ３００５ｃで、
ドアホン宅外器のカメラにて認識したＬＥＤ点滅をドアホン宅内器へ通知する。そして、
図２１の丸１０へ進む。
【０２０９】
　ドアホン宅内器３００１ｃは、図１６の丸３に続いて、ステップ３００５ｄで、ドアホ
ン宅外器に対して注文番号に応じたＬＥＤ点滅指示を実施する。次に、ステップ３００５
ｅで、ドアホン宅外器のカメラが宅配者モバイル端末のＬＥＤ点滅を認識するまで待機す
る。次に、ステップ３００５ｆで、ドアホン宅外器よりＬＥＤ点滅を認識したことを通知
されたか否かを確認する。ここで、Ｎｏの場合は、ステップ３００５ｅへ戻る。Ｙｅｓの
場合は、ステップ３００５ｇで、ドアホン宅外器のＬＥＤ点滅と注文番号を照合する。次
に、ステップ３００５ｈで、ドアホン宅外器のＬＥＤ点滅と注文番号が合致したか否かを
確認する。Ｙｅｓの場合は、図２１の丸１１へ進む。一方、Ｎｏの場合は、ステップ３０
０５ｉで、ドアホン宅外器へＬＥＤ点滅の中止を指示して、終了する。
【０２１０】
　図２０は、注文番号照合後におけるドアホン宅外器３００１ｃと宅配者モバイル端末３
００１ｆ間のフローを示している。以下、図２０について解説する。
【０２１１】
　宅配者モバイル端末３００１ｆは、図１８の丸６に続いて、ステップ３００６ａで、宅
配者モバイル端末の保持する注文番号に応じてＬＥＤ点滅を開始する。
【０２１２】
　次に、ステップ３００６ｂで、ＬＥＤ点滅部分をドアホン宅外器からカメラが撮影でき
る範囲に配置する。
【０２１３】
　次に、ステップ３００６ｃで、ドアホン宅外器のカメラが撮影した宅配者モバイル端末
のＬＥＤ点滅とドアホン宅内器の保持する注文番号が合致したかについてドアホン宅外器
ＬＥＤ点滅が示しているか否かを確認する。
【０２１４】
　ここで、Ｎｏの場合は、ステップ３００６ｂへ戻る。一方、Ｙｅｓの場合は、ステップ
３００６ｅへ進み、合致した是非を宅配者モバイル端末に表示して、終了する。
【０２１５】
　また、図２０に示すように、ドアホン宅外器３００１ｃは、図１９の丸８に続いて、ス
テップ３００６ｆで、ドアホン宅外器のカメラにて宅配者モバイル端末のＬＥＤ点滅を認
識したか否かを確認する。ここで、Ｙｅｓの場合は、図１９の丸９へ進む。Ｎｏの場合は
、図１９の丸へ戻る。
【０２１６】
　図２１は、注文番号照合後におけるドアホン宅外器３００１ｃと宅配者モバイル端末３
００１ｆ間のフローを示している。以下、図２１について解説する。
【０２１７】
　ドアホン宅外器３００１ｃは、図１９の丸１１に続いて、ステップ３００７ａで、ドア
ホン宅内器の通知したＬＥＤ点滅が注文番号と合致したかについて通知あったか否かを確
認する。ここで、Ｎｏの場合は図１９の丸１１へ戻る。一方、Ｙｅｓの場合は、ステップ
３００７ｂへ進み、ドアホン宅外器にて合致の是非を示すＬＥＤ点滅を行い、終了する。
【０２１８】
　また、図２１に示すように、ドアホン宅内器３００１ｂは、図１９の丸１０に続いて、
ステップ３００７ｃで、ドアホン宅内器で配送者が到着したことの表示を呼出し音出力に
て注文者に通知する。次に、ステップ３００７ｄで、ドアホン宅外器へＬＥＤ点滅の中止
と注文番号と合致したことを示すＬＥＤ点滅を指示する。そして、終了する。
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【０２１９】
　なお、マンションでは宅配先が不在の場合、宅配物を収納する宅配ボックスが玄関等に
設置されることがある。宅配者は、宅配時に注文者が不在の場合、宅配ボックスに宅配物
を収納する。宅配者モバイル端末３００１ｆのＬＥＤを用いてドアホン宅外器３００１ｃ
のカメラに対して、光通信を行い宅配物のサイズを送信することで、ドアホン宅外器３０
０１ｃが自動で宅配物のサイズに見合った宅配ボックスのみを利用可能にすることもでき
る。
【０２２０】
　以上のように、実施の形態３によれば、光通信を用いたＷｅｂ情報、及び、機器の連携
を実現することができる。
【０２２１】
　（実施の形態４）
　以下、実施の形態４について説明する。
【０２２２】
　（サーバへユーザと使用中の携帯電話を登録）
　図２２は、本実施の形態におけるサーバへユーザと使用中の携帯電話を登録する処理を
説明するための図である。以下、図２２を解説する。
【０２２３】
　まず、ステップ４００１ｂで、ユーザがアプリケーションを起動する。
【０２２４】
　次に、ステップ４００１ｃで、このユーザと携帯電話の情報をサーバに照会する。
【０２２５】
　次に、ステップ４００１ｄで、ユーザ情報と使用中の携帯電話の情報がサーバのＤＢに
登録されているかどうかを確認する。
【０２２６】
　Ｙｅｓの場合は、ステップ４００１ｆへ進み、並行処理として（処理ａ）ユーザ音声特
性の解析を開始し、図２４のＢへ進む。
【０２２７】
　一方、Ｎｏの場合は４００１ｅへ進み、ＤＢの携帯電話テーブルに携帯電話ＩＤとユー
ザＩＤを登録し、図２４のＢへ進む。
【０２２８】
　（処理ａ：ユーザ音声特性の解析）
　図２３は、本実施の形態におけるユーザ音声特性の解析を行う処理を説明するための図
である。以下、図２３を解説する。
【０２２９】
　まず、ステップ４００２ａで、マイクから集音を行う。
【０２３０】
　次に、ステップ４００２ｂで、音声認識の結果集音した音声はユーザの声と推定される
かどうかを確認する。ここで、Ｎｏの場合はステップ４００２ａに戻る。
【０２３１】
　Ｙｅｓの場合はステップ４００２ｃへ進み、発生内容はこのアプリケーションで使用す
るキーワードか（「次へ」「戻る」等）どうかを確認する。Ｙｅｓの場合は、ステップ４
００２ｆへ進み、音声データをサーバのユーザキーワード音声テーブルに登録し、ステッ
プ４００２ｄへ進む。一方、Ｎｏの場合は、ステップ４００２ｄへ進む。
【０２３２】
　次に、ステップ４００２ｄで、音声特性（周波数、音圧、発話速度）を解析する。
【０２３３】
　次に、ステップ４００２ｅで、解析結果を携帯電話とサーバのユーザ音声特性テーブル
に登録する。
【０２３４】
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　（音声認識処理の準備）
　図２４は、本実施の形態における音声認識処理の準備を行う処理を説明するための図で
ある。以下、図２４を解説する。
【０２３５】
　まず、図中のＢに続いて、ステップ４００３ａで、（ユーザ操作）調理メニュー一覧を
表示させる操作を行う。
【０２３６】
　次に、ステップ４００３ｂで、調理メニュー一覧をサーバから取得する。
【０２３７】
　次に、ステップ４００３ｃで、調理メニュー一覧を携帯画面に表示する。
【０２３８】
　次に、ステップ４００４ｄで、携帯電話に接続されたマイクから集音を開始する。
【０２３９】
　次に、ステップ４００３ｅで、並行処理として（処理ｂ）周辺の集音機器からの集音を
開始する。
【０２４０】
　次に、ステップ４００３ｆで、並行処理として（処理ｃ）環境音特性の解析を開始する
。
【０２４１】
　次に、ステップ４００３ｇで、並行処理として（処理ｄ）周辺に存在する音声出力機器
からの音声のキャンセルを開始する。
【０２４２】
　次に、ステップ４００３ｈで、ユーザ音声特性をサーバのＤＢから取得する。
【０２４３】
　最後に、ステップ４００３ｉで、ユーザ音声の認識を開始し、図２８のＣへ進む。
【０２４４】
　（処理ｂ：周辺の集音機器からの集音）
　図２５は、本実施の形態における周辺の集音機器からの集音を行う処理を説明するため
の図である。以下、図２５を解説する。
【０２４５】
　まず、ステップ４００４ａで、携帯電話から通信可能で、集音が可能な機器（集音機器
）を探索する。
【０２４６】
　次に、ステップ４００４ｂで、集音機器を発見したかどうかを確認する。
【０２４７】
　ここで、Ｎｏの場合は終了する。Ｙｅｓの場合は、ステップ４００４ｃへ進み、集音器
機の位置情報とマイク特性情報をサーバから取得する。
【０２４８】
　次に、ステップ４００４ｄで、サーバに情報が存在するかどうかを確認する。
【０２４９】
　Ｙｅｓの場合は、ステップ４００４ｅへ進み、集音機器の設置位置は携帯電話の位置か
ら十分近くでありユーザの音声を集音できそうかどうかを確認する。なお、ステップ４０
０４ｅでＮｏの場合は、ステップ４００４ａへ戻る。一方、ステップ４００４ｅでＹｅｓ
の場合は、ステップ４００４ｆへ進み、集音機器に集音を開始させる。続いて、ステップ
４００４ｇで、集音処理終了の命令があるまで集音機器で集音した音声を携帯電話に送信
させる。なお、集音した音声をそのまま携帯電話に送信させず音声認識を行った結果を携
帯電話に送信させるとしても良い。また、携帯に送信された音声は携帯電話に接続された
マイクから集音された音声と同様に処理して、ステップ４００４ａへ戻る。
【０２５０】
　なお、ステップ４００４ｄで、Ｎｏの場合は、ステップ４００４ｈへ進み、集音機器に
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集音を開始させる。続いて、ステップ４００４ｉで、携帯電話から信号音を出力する。続
いて、ステップ４００４ｊで、集音機器で集音した音声を携帯電話に送信させる。続いて
、ステップ４００４ｋで、集音機器から送られた音声から信号音を認識できたかどうかを
確認する。ここで、Ｙｅｓの場合は、ステップ４００４ｇへ進み、Ｎｏの場合は、ステッ
プ４００４ａへ戻る。
【０２５１】
　（処理ｃ：環境音特性の解析）
　図２６は、本実施の形態における環境音特性の解析処理を説明するための図である。以
下、図２６を解説する。
【０２５２】
　まず、ステップ４００５ｆで、このユーザの所有する機器のうち位置が電子レンジの位
置から十分遠いものを除いた機器のリストを取得する。これらの機器の発する音のデータ
をＤＢから取得する。
【０２５３】
　次に、ステップ４００５ｇで、取得した音データの特性（周波数、音圧等）を解析し環
境音特性として保持する。なお、電子レンジの近くにある炊飯器等の発する音は特に誤認
識が起こりやすいため高い重要度を設定して保持する。
【０２５４】
　次に、ステップ４００５ａで、マイクから集音する。
【０２５５】
　次に、ステップ４００５ｂで、集音した音声はユーザの声かどうかを確認し、Ｙｅｓの
場合は、ステップ４００５ａへ戻る。Ｎｏの場合は、ステップ４００５ｃへ進み、集音し
た音声の特性（周波数、音圧）を解析する。
【０２５６】
　次に、ステップ４００５ｄで、解析結果から環境音特性を更新する。
【０２５７】
　次に、ステップ４００５ｅで、終了フラグが立っているかどうかを確認し、Ｙｅｓの場
合は、終了する。Ｎｏの場合は、ステップ４００５ａへ戻る。
【０２５８】
　（処理ｄ：周辺に存在する音声出力機器からの音声をキャンセル）
　図２７は、本実施の形態における周辺に存在する音声出力機器からの音声をキャンセル
する処理を説明するための図である。以下、図２７を解説する。
【０２５９】
　まず、ステップ４００６ａで、通信可能な機器で、音声出力の可能な機器（音声出力機
器）を探索する。
【０２６０】
　次に、ステップ４００６ｂで、音声出力機器を発見したかどうかを確認し、Ｎｏの場合
は、終了する。Ｙｅｓの場合は、ステップ４００６ｃへ進み、様々な周波数を含んだ信号
音を音声出力機器に出力させる。
【０２６１】
　次に、ステップ４００６ｄで、携帯電話、及び、図２５の集音機器（各集音機器）で集
音を行い音声出力機器から出力させた信号音を集音する。
【０２６２】
　次に、ステップ４００６ｅで、信号音を集音・認識できたかどうかを確認して、Ｎｏの
場合は、終了する。Ｙｅｓの場合は、ステップ４００６ｆへ進み、音声出力機器から各集
音機器までの伝送特性（周波数毎の出力音量と集音される音量の関係、及び、信号音出力
から集音までの遅延時間）を解析する。
【０２６３】
　次に、ステップ４００６ｇで、音声出力機器が出力している音声データは携帯電話から
アクセス可能かどうかを確認する。
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【０２６４】
　ここで、Ｙｅｓの場合は、ステップ４００６ｈへ進み、キャンセル処理終了の命令があ
るまで音声出力機器から出力している音声ソース、出力箇所、音量を取得し伝送特性を考
慮しつつ各集音機器で集音した音声から音声出力機器で出力した音声をキャンセルする。
ステップ４００６ａへ戻る。一方、Ｎｏの場合は、ステップ４００６ｉへ進み、キャンセ
ル処理終了の命令があるまで音声出力機器から出力している音声を取得し伝送特性を考慮
しつつ各集音機器で集音した音声から音声出力機器で出力した音声をキャンセルして、ス
テップ４００６ａへ戻る。
【０２６５】
　（調理メニューの選択と電子レンジへの運転内容設定）
　図２８は、本実施の形態における調理メニューの選択と電子レンジへの運転内容設定を
行う処理を説明するための図である。以下、図２８を解説する。
【０２６６】
　まず、図中のＣに続いて、ステップ４００７ａで、（ユーザ操作）調理したいメニュー
を選択する。
【０２６７】
　次に、ステップ４００７ｂで、（ユーザ操作）レシピパラメータ（調理する分量、味の
濃さ、焼き加減等）を設定する。
【０２６８】
　次に、ステップ４００７ｃで、レシピパラメータに合わせたレシピデータ、電子レンジ
運転内容設定コマンドをサーバから取得する。
【０２６９】
　次に、ステップ４００７ｄで、電子レンジに埋め込まれた非接触ＩＣタグに携帯電話を
タッチさせるようユーザへ促す。
【０２７０】
　次に、ステップ４００７ｅで、電子レンジへのタッチを検知するかどうかを確認する。
【０２７１】
　ここで、Ｎｏの場合は、ステップ４００７ｅへ戻る。Ｙｅｓの場合は、ステップ４００
７ｆへ進み、サーバから取得しておいた電子レンジの設定コマンドを電子レンジに送信す
る。これにより、このレシピに必要な電子レンジの設定は全て行われユーザは電子レンジ
の運転開始ボタンを押すだけで調理が可能となる。
【０２７２】
　次に、ステップ４００７ｇで、（処理ｅ）電子レンジ用の通知音をサーバ等のＤＢから
取得し電子レンジへ設定する。
【０２７３】
　次に、ステップ４００７ｈで、（処理ｆ）電子レンジの通知音の調整し、図３２のＤへ
進む。
【０２７４】
　（処理ｅ：電子レンジ用の通知音をサーバ等のＤＢから取得し電子レンジへ設定）
　図２９は、本実施の形態における電子レンジ用の通知音をサーバ等のＤＢから取得し電
子レンジへ設定する処理を説明するための図である。以下、図２９を解説する。
【０２７５】
　まず、ステップ４００８ａで、ユーザが、電子レンジに埋め込まれた非接触ＩＣタグに
携帯電話を近づける（＝タッチする）。
【０２７６】
　次に、ステップ４００８ｂで、この携帯電話向けの通知音データ（電子レンジの操作時
や運転終了時に出力する音のデータ）が電子レンジに登録されているかどうかを電子レン
ジに問い合わせる。
【０２７７】
　次に、ステップ４００８ｃで、この携帯電話向けの通知音データが電子レンジに登録さ
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れているかどうかを確認する。
【０２７８】
　ここで、Ｙｅｓの場合は、終了する。Ｎｏの場合は、ステップ４００８ｄへ進み、この
携帯電話向けの通知音データが携帯に登録されているかどうかを確認する。Ｙｅｓの場合
は、ステップ４００８ｈへ進み、携帯電話に登録されている通知音データを電子レンジに
登録して、終了する。一方、Ｎｏの場合は、ステップ４００８ｅへ進み、サーバまたは携
帯電話または電子レンジのＤＢを参照する。
【０２７９】
　次に、ステップ４００８ｆで、この携帯電話向けの通知音データ（この携帯電話が認識
しやすい通知音のデータ）がＤＢにある場合そのデータを、ない場合は、一般的な携帯電
話向けの通知音データ（一般的に携帯電話が認識しやすい通知音のデータ）をＤＢから取
得する。
【０２８０】
　次に、ステップ４００８ｇで、取得した通知音データを携帯電話に登録する。
【０２８１】
　次に、ステップ４００８ｈで、携帯電話に登録されている通知音データを電子レンジに
登録して、終了する。
【０２８２】
　（処理ｆ：電子レンジの通知音の調整）
　図３０は、本実施の形態における電子レンジの通知音の調整を行う処理を説明するため
の図である。以下、図３０を解説する。
【０２８３】
　まず、ステップ４００９ａで、携帯電話に登録されているこの電子レンジの通知音デー
タを取得する。
【０２８４】
　次に、ステップ４００９ｂで、この端末用の通知音の周波数と環境音の周波数との重な
りが一定以上か　どうかを確認する。
【０２８５】
　ここで、Ｎｏの場合は、終了する。
【０２８６】
　一方、Ｙｅｓの場合は、ステップ４００９ｃへ進み、通知音の音量を環境音に比べて十
分大きな音量に設定する。または通知音の周波数を変更する。
【０２８７】
　ここで、周波数を変更した通知音の作成方法の一例を挙げると、電子レンジが図３１の
（ｃ）の音を出力可能であれば（ｃ）のパターンで通知音を作成して、終了する。（ｃ）
が不可で（ｂ）が可能であれば（ｂ）のパターンで通知音を作成して、終了する。（ａ）
のみ可能であれば（ａ）のパターンで通知音を作成して、終了する。
【０２８８】
　図３１は、本実施の形態における電子レンジに設定する通知音の波形の例を示す図であ
る。
【０２８９】
　図３１の（ａ）に示す波形は単純な矩形波で、ほとんどの音声出力装置で出力可能であ
る。通知音以外の音声と混同しやすいため、数回出力し、そのうちの幾つかを認識できれ
ば、その通知音が鳴ったと認識する等の対応をすべきである。
【０２９０】
　図３１の（ｂ）に示す波形は、短時間の矩形波により、（ａ）の波形を細かく区切った
ような波形であり、音声出力装置の動作クロックが十分に速ければ出力可能である。この
音は、人間の耳には（ａ）の音と同様に聞こえるが、機械認識においては、（ａ）よりも
情報量が多く、通知音以外の音と混同しにくいという性質がある。
【０２９１】
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　図３１の（ｃ）に示す波形は、音声出力部分の時間的長さを変えたものであり、ＰＷＭ
波形と呼ばれる。（ｂ）よりも出力することは難しいが、（ｂ）よりも情報量が多く、認
識率を向上させたり、電子レンジから携帯電話に伝えたい情報を同時に伝えることも可能
である。
【０２９２】
　なお、図３１の（ｂ）（ｃ）の波形は、図３１の（ａ）よりも誤認識の可能性は低いが
、図３１の（ａ）と同様に、同じ波形を数回繰り返すことで、より認識率を向上させるこ
とが出来る。
【０２９３】
　（調理内容の表示）
　図３２は、本実施の形態における電子レンジに設定する通知音の波形の例を示す図であ
る。以下、図３２を解説する。
【０２９４】
　まず、図中のＤに続いて、ステップ４０１１ａで、調理内容を表示する。
【０２９５】
　次に、ステップ４０１１ｂで、調理内容が電子レンジの運転かどうかを確認する。
【０２９６】
　ここで、Ｙｅｓの場合は、ステップ４０１１ｃへ進み、電子レンジに食材を入れ運転開
始ボタンを押下するようユーザへ通知して、図３３のＥへ進む。
【０２９７】
　一方、Ｎｏの場合は、ステップ４０１１ｄへ進み、調理内容を表示して、図中のＦに進
むか、ステップ４０１１ｅに進む。
【０２９８】
　ステップ４０１１ｅでは、ユーザの操作がどうなのかを確認する。アプリケーション終
了の場合は、終了する。
【０２９９】
　一方、表示内容の変更操作・手入力（ボタン押下等）・音声入力（「次へ」「前へ」等
）の場合は、ステップ４０１１ｆへ進み、表示内容変更の結果調理が終了かどうかを確認
する。ここで、Ｙｅｓの場合は、ステップ４０１１ｇへ進み、調理終了をユーザへ通知し
て、終了する。Ｎｏの場合は、ステップ４０１１ａへ進む。
【０３００】
　（電子レンジの通知音の認識）
　図３３は、本実施の形態における電子レンジの通知音の認識を行う処理を説明するため
の図である。以下、図３３を解説する。
【０３０１】
　まず、図中のＥに続いて、ステップ４０１２ａで、並行処理として（処理ｇ）周辺の集
音機器からの集音と電子レンジ通知音の認識を開始する。
【０３０２】
　次に、ステップ４０１２ｆで、並行処理として（処理ｉ）携帯電話操作状態の確認を開
始する。
【０３０３】
　次に、ステップ４０１２ｇで、並行処理として（処理ｊ）ユーザ位置の追跡を開始する
。
【０３０４】
　次に、ステップ４０１２ｂで、認識内容について確認する。
【０３０５】
　ここで、ボタン押下の通知音を認識した場合は、ステップ４０１２ｃへ進み、設定変更
を登録し、ステップ４０１２ｂへ戻る。ユーザによる操作を認識した場合は、図３２のＦ
へ進む。電子レンジに食材を入れ運転開始ボタンを押下するように表示してから運転時間
経過後に（運転終了の通知音または電子レンジの扉を開く音）を認識した場合は、ステッ
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プ４０１２ｅで、（処理ｈ）電子レンジの運転終了をユーザへ通知し、図３２のＧへ進む
。運転開始の通知音を認識した場合は、ステップ４０１２ｄへ進み、運転時間が経過する
まで待機し、ステップ４０１２ｅへ進み、（処理ｈ）電子レンジの運転終了をユーザへ通
知して、図３２のＧへ進む。
【０３０６】
　（処理ｇ：周辺の集音機器からの集音と電子レンジ通知音の認識）
　図３４は、本実施の形態における周辺の集音機器からの集音と電子レンジ通知音の認識
を行う処理を説明するための図である。以下、図３４を解説する。
【０３０７】
　まず、ステップ４０１３ａで、携帯電話から通信可能で、集音が可能な機器（集音機器
）を探索する。
【０３０８】
　次に、ステップ４０１３ｂで、集音機器を発見したかどうかを確認する。
【０３０９】
　ここで、Ｎｏの場合は、終了する。一方、Ｙｅｓの場合は、ステップ４０１３ｃへ進み
、集音器機の位置情報とマイク特性情報をサーバから取得する。
【０３１０】
　次に、ステップ４０１３ｄで、サーバに情報が存在するかどうかを確認する。
【０３１１】
　Ｙｅｓの場合は、ステップ４０１３ｒへ進み、集音機器の設置位置は電子レンジから十
分近く通知音を集音できそうかどうかを確認する。
【０３１２】
　ここで、ステップ４０１３ｒにおいて、Ｎｏの場合は、ステップ４０１３ａへ戻る。Ｙ
ｅｓの場合は、ステップ４０１３ｓへ進み、集音機器の演算装置は音声認識が可能かどう
かを確認する。ステップ４０１３ｓにおいて、Ｙｅｓの場合は、ステップ４０１３ｕで、
電子レンジの通知音認識のための情報を集音機器に送信する。続いて、ステップ４０１３
ｖで、集音機器に集音と音声認識を開始させ認識結果を携帯電話に送信させる。続いて、
ステップ４０１３ｑで、次の調理段階に進むまで電子レンジの通知音の認識処理を行わせ
認識結果を携帯電話へ送信させる。一方、ステップ４０１３ｓで、Ｎｏの場合は、ステッ
プ４０１３ｔへ進み、集音機器に集音を開始させ集音音声を携帯電話に送信させる。続い
て、ステップ４０１３ｊで、次の調理段階に進むまで集音した音声を携帯電話へ送信させ
、携帯電話で電子レンジの通知音を認識する。
【０３１３】
　なお、ステップ４０１３ｄで、Ｎｏの場合は、ステップ４０１３ｅへ進み、集音機器の
演算装置は音声認識が可能かどうかを確認する。
【０３１４】
　Ｙｅｓの場合は、ステップ４０１３ｋへ進み、電子レンジの通知音認識のための情報を
集音機器に送信する。続いて、ステップ４０１３ｍで、集音機器に集音と音声認識を開始
させ、認識結果を携帯電話に送信させる。続いて、ステップ４０１３ｎで、電子レンジの
通知音を鳴らす。続いて、ステップ４０１３ｐで、集音機器で前記通知音を認識できたか
どうかを確認する。ステップ４０１３ｐで、Ｙｅｓの場合は、４０１３ｑへ進み、次の調
理段階に進むまで電子レンジの通知音の認識処理を行わせ認識結果を携帯電話へ送信させ
て、ステップ４０１３ａへ戻る。ステップ４０１３ｐでＮｏの場合は、ステップ４０１３
ａへ戻る。
【０３１５】
　また、ステップ４０１３ｅで、Ｎｏの場合は、ステップ４０１３ｆへ進み、集音機器に
集音を開始させ集音音声を携帯電話に送信させる。続いて、ステップ４０１３ｇで、電子
レンジの通知音を鳴らす。続いて、ステップ４０１３ｈで、集音機器から送られた音声に
認識処理を行う。続いて、ステップ４０１３ｉで、前記通知音を認識できたか？どうかを
確認する。ここで、Ｙｅｓの場合は、４０１３ｊへ進み、次の調理段階に進むまで集音し
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た音声を携帯電話へ送信させ、携帯電話で電子レンジの通知音を認識して、ステップ４０
１３ａへ戻る。Ｎｏの場合は、ステップ４０１３ａへ戻る。
【０３１６】
　（処理ｈ：電子レンジの運転終了をユーザへ通知）
　図３５は、本実施の形態における電子レンジの運転終了をユーザへ通知する処理を説明
するための図である。以下、図３５を解説する。
【０３１７】
　まず、ステップ４０１３ａで、携帯電話を使用中またはセンサデータにより携帯電話が
移動中と判断可能かどうかを確認する。なお、Ｙｅｓの場合は、ステップ４０１４ｍへ進
み、携帯電話の画面表示や音声や振動等を用いてユーザへ電子レンジの運転終了を通知し
て、終了する。
【０３１８】
　一方、ステップ４０１３ａで、Ｎｏの場合は、ステップ４０１４ｂへ進み、ユーザがロ
グインしているＰＣ等で操作中の機器（ユーザ操作中機器）を探索する。
【０３１９】
　次に、ステップ４０１４ｃで、ユーザ操作中機器を発見したかどうかを確認する。なお
、Ｙｅｓの場合は、ユーザ操作中機器の画面表示等を用いてユーザへ電子レンジの運転終
了を通知し、終了する。
【０３２０】
　一方、ステップ４０１４ｃで、Ｎｏの場合は、ステップ４０１４ｅへ進み、携帯電話か
ら通信可能で、画像取得が可能な機器（撮像機器）を探索する。
【０３２１】
　次に、ステップ４０１４ｆで、撮像機器を発見したかどうかを確認する。
【０３２２】
　ここで、Ｙｅｓの場合は、ステップ４０１４ｐへ進み、撮像機器に撮像させ、撮像機器
にユーザの顔データを送信しユーザの顔認識を行う。または撮像画像を携帯電話またはサ
ーバへ送らせ画像の送信先でユーザの顔認識を行う。
【０３２３】
　続いて、ステップ４０１４ｑで、ユーザの顔を認識したかどうかを確認する。Ｎｏの場
合は、ステップ４０１４ｅへ戻る。Ｙｅｓの場合は、ステップ４０１４ｒへ進み、ユーザ
を発見した機器（発見機器）に表示装置や発声装置があるかどうかを確認する。ステップ
４０１４ｒでＹｅｓの場合は、ステップ４０１４ｓへ進み、機器に付属の装置を用いてユ
ーザへ電子レンジの運転終了を通知して、終了する。
【０３２４】
　また、ステップ４０１４ｆで、Ｎｏの場合は、ステップ４０１４ｇへ進み、携帯電話か
ら通信可能で、集音が可能な機器（集音機器）を探索する。
【０３２５】
　また、ステップ４０１４ｈで、Ｎｏの場合は、ステップ４０１４ｉへ進み、その他機器
の操作や歩行振動等の手段でユーザの位置を特定可能な機器を発見する。続いて、ステッ
プ４０１４ｍへ進み、携帯電話の画面表示や音声や振動等を用いてユーザへ電子レンジの
運転終了を通知して、終了する。
【０３２６】
　なお、ステップ４０１４ｉで、Ｙｅｓの場合は、ステップ４０１４ｒへ進み、ユーザを
発見した機器（発見機器）に表示装置や発声装置があるかどうかを確認する。ここで、Ｎ
ｏの場合は、ステップ４０１４ｔへ進み、発見機器の位置情報をサーバから取得する。
【０３２７】
　続いて、ステップ４０１４ｕで、発見機器の近くにあり、表示装置や発声装置のある機
器（通知機器）を探索する。続いて、ステップ４０１４ｖで、通知機器からユーザまでの
距離を考慮し、画面表示、または、十分な音量の音声でユーザへ電子レンジの運転終了を
通知して、終了する。
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【０３２８】
　（処理ｉ：携帯電話操作状態の確認）
　図３６は、本実施の形態における携帯電話操作状態の確認を行う処理を説明するための
図である。以下、図３６を解説する。
【０３２９】
　まず、ステップ４０１５ａで、携帯電話を操作中か、または携帯電話が移動しているか
、または携帯電話に接続された入出力装置に入出力があるか、または映像や音楽を再生中
か、または携帯電話から近い位置にある機器が操作中か、または携帯電話から近い位置に
ある機器のカメラや各種センサでユーザが認識されているかどうかを確認する。
【０３３０】
　ここで、Ｙｅｓの場合は、ステップ４０１５ｂへ進み、ユーザの位置はこの携帯電話か
ら近い確率が高いと認識して、ステップ４０１５ａへ戻る。
【０３３１】
　一方、Ｎｏの場合は、ステップ４０１５ｃへ進み、携帯電話から遠い位置にある機器が
操作中か、または携帯電話から遠い位置にある機器のカメラや各種センサでユーザが認識
されているか、または充電中かどうかを確認する。
【０３３２】
　ステップ４０１５ｃにおいて、Ｙｅｓの場合は、ステップ４０１５ｄへ進み、ユーザの
位置はこの携帯電話から遠い確率が高いと認識して、ステップ４０１５ａへ戻る。ステッ
プ４０１５ｃにおいて、Ｎｏの場合は、ステップ４０１５ａへ戻る。
【０３３３】
　（処理ｊ：ユーザ位置の追跡）
　図３７は、本実施の形態におけるユーザ位置の追跡を行う処理を説明するための図であ
る。以下、図３７を解説する。
【０３３４】
　まず、ステップ４０１６ａで、方位センサや位置センサや加速度センサにより携帯電話
が移動されていると判断されるかどうかを確認する。
【０３３５】
　ステップ４０１６ａでＹｅｓの場合は、ステップ４０１６ｂへ進み、携帯電話とユーザ
の位置をＤＢに登録し、ステップ４０１６ａへ戻る。
【０３３６】
　一方、ステップ４０１６ａでＮｏの場合は、ステップ４０１６ｃへ進み、携帯電話から
通信可能で、カメラやマイクや人感センサ等のユーザの位置やユーザが存在することを検
知することが可能な機器（ユーザ探知機器）を探索する。
【０３３７】
　次に、ステップ４０１６ｄで、集音機器を発見するかどうかを確認する。ステップ４０
１６ｄで、Ｎｏの場合は、ステップ４０１６ａへ戻る。
【０３３８】
　ステップ４０１６ｄで、Ｙｅｓの場合は、ステップ４０１６ｅへ進み、ユーザ探知機器
でユーザを探知するかどうかを確認する。ステップ４０１６ｅでＮｏの場合は、ステップ
４０１６ａへ戻る。
【０３３９】
　ステップ４０１６ｅでＹｅｓの場合は、ステップ４０１６ｆへ進み、ユーザの探知を携
帯電話へ送信させる。
【０３４０】
　次に、ステップ４０１６ｇで、ユーザ探知機器の付近にユーザが存在することをＤＢに
登録する。
【０３４１】
　次に、ステップ４０１６ｈで、ＤＢにユーザ探知機器の位置情報があれば取得しユーザ
の位置を特定して、ステップ４０１６ａへ戻る。
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【０３４２】
　図３８は、音声出力装置からの音声をキャンセルしつつ、家電の通知音を認識し、通信
可能な電子機器にユーザ（操作者）の現在位置を認識させ、ユーザ位置の認識結果から、
ユーザ位置に近い位置にある機器にユーザへの通知を行わせることを示した図である。ま
た、図３９は、本実施の形態におけるサーバ、または、携帯電話、または、電子レンジに
保持するデータベースの内容を示す図である。
【０３４３】
　図３９に示すように、電子レンジテーブル４０４０ａには、電子レンジの機種と、出力
可能な音を特定するデータ（スピーカ特性、変調方式等）と、各種携帯電話機種毎に、そ
の携帯電話が認識しやすい特性を持った通知音のデータと、一般的な携帯電話が平均して
認識しやすい通知音データとを対応付けて保持する。
【０３４４】
　携帯テーブル４０４０ｂには、携帯電話の各個体と、その携帯電話の機種と、その携帯
電話を使用するユーザと、その携帯電話の位置を示すデータとを対応付けて保持する。
【０３４５】
　携帯機種テーブル４０４０ｃでは、携帯電話の機種と、その携帯電話機種に付属のマイ
ク等の集音特性とを対応付けて保持する。
【０３４６】
　ユーザ音声特性テーブル４０４０ｄでは、ユーザと、そのユーザの声の音響特性とを対
応付けて保持する。
【０３４７】
　ユーザキーワード音声テーブル４０４０ｅでは、ユーザと、「次へ」「戻る」などの携
帯電話が認識しようとするキーワードをそのユーザが発声したときの音声波形データを対
応づけて保持する。なお、このデータは、音声波形データそのものではなく、これを扱い
やすい形に解析・変形したものとしても良い。
【０３４８】
　ユーザ所有機器位置テーブル４０４０ｆでは、ユーザと、ユーザの所有する機器と、そ
の機器の位置データとを対応付けて保持する。
【０３４９】
　ユーザ所有機器位置テーブル４０４０ｇでは、ユーザと、ユーザの所有する機器と、そ
の機器の発する通知音や運転音等の音のデータとを対応付けて保持する。
【０３５０】
　ユーザ位置テーブル４０４０ｈでは、ユーザと、ユーザの位置のデータを対応付けて保
持する。
【０３５１】
　また、図４０は、本実施の形態におけるユーザが携帯電話に表示された調理手順を基に
調理を行い、また、「次へ」「戻る」等の音声によって携帯電話の表示内容をユーザが操
作することを示す図である。図４１は、本実施の形態における電子レンジの運転を開始し
、運転終了を待っている間や、煮物を煮込んでいる間等の時間に、ユーザが他の場所へ移
動していることを示す図である。図４２は、ネットワークを介して携帯電話と接続されて
おり、かつ、カメラやマイクや人感センサ等の、ユーザの位置の認識やユーザが存在して
いることを認識することができる機器に対して、携帯電話からユーザを探知する命令を送
信することを示す図である。図４３は、ユーザの探知の例として、テレビに付属したカメ
ラでユーザの顔を認識し、また、エアコンの人感センサでユーザの移動や存在を認識して
いることを示す図である。なお、この認識処理は、テレビやエアコンで行なっても良いし
、画像データ等を携帯電話やサーバに送信し、送信先で認識処理を行なっても良い。ただ
し、プライバシ保護の観点からは、ユーザのデータを外部サーバに送信すべきではない。
【０３５２】
　図４４は、ユーザを探知した機器から、ユーザを探知したことや、探知した機器からユ
ーザまでの相対位置を、携帯電話に送信することを示す図である。
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【０３５３】
　このように、ユーザを探知した機器の位置情報がＤＢに存在すれば、ユーザの位置を特
定することが可能である。
【０３５４】
　図４５は、本実施の形態における電子レンジの運転終了音を、携帯電話が認識すること
を示す図である。図４６は、電子レンジの運転終了を認識した携帯電話が、ユーザを探知
している機器のうち、画面表示機能や音声出力機能を持った機器（本図ではユーザの正面
にあるテレビ）に、電子レンジの運転終了をユーザへ通知させる命令を送信することを示
す図である。
【０３５５】
　図４７は、前記の命令を受け取った機器が、通知内容をユーザへ通知する（本図では、
テレビの画面に、電子レンジの運転が終了したことを表示する）ことを示す図である。図
４８は、電子レンジの運転終了音を、ネットワークを介して携帯電話と接続されており、
マイクを備えており、電子レンジの付近に存在する機器が認識することを示す図である。
図４９は、電子レンジの運転終了を、これを認識した機器から携帯電話へ通知することを
示す図である。図５０は、携帯電話が電子レンジの運転終了の通知受け取ったとき、携帯
電話がユーザの付近にあれば、携帯電話の画面表示や音声出力等を用いて、電子レンジの
運転終了をユーザへ通知することを示す図である。
【０３５６】
　図５１は、電子レンジの運転終了をユーザへ通知することを示す図である。具体的には
、図５１は、携帯電話が電子レンジの運転終了の通知受け取ったとき、携帯電話がユーザ
の付近になければ、ユーザを探知している機器のうち、画面表示機能や音声出力機能を持
った機器（本図ではユーザの正面にあるテレビ）に、電子レンジの運転終了をユーザへ通
知させる命令を送信し、その命令を受け取った機器が、電子レンジの運転終了をユーザへ
通知することを示す図である。携帯電話が充電器に接続されているときは、携帯電話は電
子レンジの近くにも、ユーザの近くにも存在しないことが多く、本図に示す状況が起こり
やすいことを示している。
【０３５７】
　図５２は、電子レンジの運転終了の通知を受けたユーザがキッチンに移動することを示
す図である。なお、このとき、携帯電話は次の調理内容を表示している。また、携帯電話
は、音声等によりユーザがキッチンへ移動したことを認識し、ちょうど良いタイミングで
次の調理手順の解説を始めても良い。
【０３５８】
　図５３は、電子レンジから無線通信で携帯電話に、運転終了等の情報を送信し、携帯電
話から、ユーザの見ているテレビに通知命令を行い、テレビの画面表示や音声でユーザに
通知を行うことを示す図である。
【０３５９】
　なお、情報ソース機器（本図では電子レンジ）と携帯電話との通信、及び、携帯電話と
ユーザに通知を行う機器（本図ではテレビ）との通信は、家庭内ＬＡＮや、直接の無線通
信、特に、７００ＭＨｚ～９００ＭＨｚ台の無線通信等が利用できる。また、ここでは携
帯電話をハブとして利用しているが、通信能力を持つ他の機器を携帯電話の代わりに利用
しても良い。
【０３６０】
　図５４は、電子レンジから無線通信で、ユーザの見ているテレビに運転終了などの情報
を送信し、テレビの画面表示や音声を用いてユーザに通知を行うことを示す図である。こ
れは、図５３でハブとしての役割を担っていた携帯電話を介さない場合の動作を示す。
【０３６１】
　図５５は、１階のエアコンが何らかの情報通知を行う場合に、２階のエアコンに情報を
送信し、２階のエアコンから携帯電話に情報を送信し、携帯電話からユーザの見ているテ
レビに通知命令を行い、テレビの画面表示や音声でユーザに通知を行うことを示す図であ
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る。これは、情報ソース機器（本図では１階のエアコン）からハブとなる携帯電話に直接
通信ができない場合に、通信が可能な他の機器に情報を送信し、携帯電話までの通信を行
うことを示している。
【０３６２】
　図５６は、遠隔地にいるユーザへ情報の通知を行うことを示す図である。具体的には、
図５６は、電子レンジから音声や光や無線通信等を介して通知を受けた携帯電話から、イ
ンターネットやキャリア通信を通して、遠隔地にいるユーザへ情報の通知を行うことを示
している。図５７は、電子レンジから、ハブとなる携帯電話へ直接通信が行えない場合に
、パソコン等を経由して、携帯電話に情報を送信することを示した図である。図５８は、
図５７の通信を受けた携帯電話から、情報通信経路を逆に辿って電子レンジに操作命令等
の情報を送信することを示す図である。
【０３６３】
　なお、携帯電話は、図５７の情報を受けて自動で情報を送信しても良いし、その情報を
ユーザに通知し、その通知を受けてユーザが行った操作の情報を送信しても良い。
【０３６４】
　図５９は、情報ソース機器であるエアコンから、ハブとなる携帯電話に直接の通信が不
可能である場合に、ユーザに情報の通知を行なうことを示した図である。具体的には、図
５９は、情報ソース機器であるエアコンから、ハブとなる携帯電話に直接の通信が不可能
である場合に、まず、丸１でパソコン等の、携帯電話への通信のステップとなる機器に情
報を送信し、丸２と丸３で、インターネットやキャリア通信網を通じてパソコンから携帯
電話へ情報を送信し、携帯電話は自動でその情報を処理し、或いは、携帯電話を持ってい
るユーザの操作を受けて、丸４と丸５で、インターネットやキャリア通信網通じて情報を
パソコンに送信し、丸６で、パソコンは通知したいユーザに通知が可能な機器（本図では
テレビ）に通知命令を送信し、丸７で、テレビの画面表示や音声を用いてユーザに情報の
通知を行なうことを示している。
【０３６５】
　このような状況は、エアコンからの通知情報を受取るべきユーザと、携帯電話を使用し
ているユーザが異なる場合に起こりやすい。
【０３６６】
　なお、本図では、パソコンと携帯電話の間の通信にインターネットやキャリア通信網を
介しているが、家庭内ＬＡＮや直接通信等で通信を行なっても良い。
【０３６７】
　図６０は、７００～９００ＭＨｚの電波を用いた通信装置を利用したシステムについて
説明するための図である。具体的には、図６０の構成では、７００～９００ＭＨｚの電波
（以下Ｇ電波と呼ぶ）を用いた通信装置（以下Ｇ装置と呼ぶ）を利用したシステムについ
て説明しており、Ｇ装置付きの電子レンジからＧ装置付きの３階の携帯電話にＧ電波を用
いて情報を送信し、Ｇ装置付きの３階の携帯電話から、家庭内ネットワークを利用してＧ
装置のない２階の携帯電話に情報を送信し、２階の携帯電話からユーザへ情報の通知を行
うことを示している。
【０３６８】
　なお、Ｇ装置付きの機器間の通信の登録・認証には、両機器に付属のＮＦＣを用いた方
法が考えられる。また、いずれかの機器にＮＦＣがない場合には、登録モードとして、１
０～２０ｃｍ程度の距離でのみ通信が可能となるようにＧ電波の出力を下げ、双方の機器
を近づけ、通信が成功した場合に、Ｇ装置間の通信の登録・認証を行う方法が考えられる
。
【０３６９】
　また、情報ソース機器（本図では電子レンジ）は、Ｇ装置を備えていれば、電子レンジ
以外の機器であっても良い。
【０３７０】
　また、情報ソース機器と情報通知機器（本図では２階の携帯電話）の中継を行う機器（
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本図では３階の携帯電話）は、Ｇ電波と家庭内ネットワークにアクセス可能であれば、携
帯電話ではなく、パソコンやエアコンやスマートメータ等の機器でも良い。
【０３７１】
　また、情報通知機器は、家庭内ネットワークにアクセス可能であり、画面表示や音声出
力等を用いてユーザへの通知が可能であれば、携帯電話ではなく、パソコンやテレビ等の
機器でも良い。
【０３７２】
　図６１は、遠隔地の携帯電話がユーザに情報を通知することを示す図である。具体的に
は、図６１は、Ｇ装置付きのエアコンからＧ装置付きの宅内の携帯電話に情報を送信し、
宅内の携帯電話から、インターネットやキャリア通信網を通じて、遠隔地の携帯電話に情
報を送信し、遠隔地の携帯電話でユーザに情報を通知することを示している。
【０３７３】
　なお、情報ソース機器（本図ではエアコン）は、Ｇ装置を備えていれば、電子レンジ以
外の機器であっても良い。
【０３７４】
　また、情報ソース機器と情報通知機器（本図では遠隔地の携帯電話）の中継を行う機器
（本図では宅内の携帯電話）は、Ｇ電波とインターネットやキャリア通信網にアクセス可
能であれば、携帯電話ではなく、パソコンやエアコンやスマートメータ等の機器でも良い
。
【０３７５】
　なお、情報通知機器は、インターネットやキャリア通信網にアクセス可能であり、画面
表示や音声出力等を用いてユーザへの通知が可能であれば、携帯電話ではなく、パソコン
やテレビ等の機器でも良い。
【０３７６】
　図６２は、遠隔地の携帯電話がユーザへ情報の通知を行うことを示す図である。具体的
には、図６２は、Ｇ装置のない電子レンジの通知音をＧ装置付きのテレビが認識し、テレ
ビがＧ電波を介してＧ装置付きの宅内の携帯電話に情報を送信し、宅内の携帯電話からイ
ンターネットやキャリア通信網を介して遠隔地の携帯電話に情報を送信し、遠隔地の携帯
電話がユーザへ情報の通知を行うことを示している。
【０３７７】
　なお、情報ソース機器（本図では電子レンジ）は、他の機器でも同様であり、情報ソー
ス機器の通知を、通知認識機器（本図ではテレビ）が認識する方法は、音声ではなく、発
光状態等であっても同様である。
【０３７８】
　また、通知認識機器も、Ｇ装置付きの他の機器であっても同様である。また、通知認識
機器と情報通知機器（本図では遠隔地の携帯電話）の中継を行う機器（本図では宅内の携
帯電話）は、Ｇ電波とインターネットやキャリア通信網にアクセス可能であれば、携帯電
話ではなく、パソコンやエアコンやスマートメータ等の機器でも良い。
【０３７９】
　なお、情報通知機器は、インターネットやキャリア通信網にアクセス可能であり、画面
表示や音声出力等を用いてユーザへの通知が可能であれば、携帯電話ではなく、パソコン
やテレビ等の機器でも良い。
【０３８０】
　また、図６３は、図６２と同様の場合において、通知認識機器（本図では２階のテレビ
）と情報通知機器（本図では遠隔地の携帯電話）の中継を行う機器（図６２では宅内の携
帯電話）に代わって、２階のテレビが中継機器の役割を果たした場合の図である。
【０３８１】
　以上により、本実施の形態の装置は、以下の機能を実現する。
・アプリケーションの利用を通じて、ユーザの音声特性を学習する機能
・携帯電話から通信可能で、集音機能を持つ機器のうち、携帯電話から発した音を集音可
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能な集音機器を見つけ出す機能
・携帯電話から通信可能で、集音機能を持つ機器のうち、電子機器から発した音を集音可
能な集音機器を見つけ出す機能
・集音機器で集音した音声をそのまま、あるいは、音声認識結果を携帯電話に送信させる
機能
・環境音の特性を解析し、音声認識の精度を向上させる機能
・ユーザの所有する機器から出力され得る音声をＤＢから取得し、音声認識の精度を向上
させる機能
・携帯電話から通信可能で、音声出力機能を持つ機器のうち、その機器が発した音声を携
帯電話や集音機器が集音可能な音声出力機器を見つけ出す機能
・音声出力機器から出力される音声データを取得し、伝送特性を考慮して集音音声から差
し引くことで、集音音声から不要な音声をキャンセルする機能
・調理レシピのパラメータ入力を受け、ユーザに指示を行う調理手順と、調理機器をコン
トロールするためのコントロールデータをサーバから取得する機能
・機器の出力可能な音のデータを基に、機器の発する通知音を、携帯電話や集音機器が認
識しやすいように設定する機能
・ユーザの音声特性を基に認識機能を調整することで、ユーザ音声の認識精度を向上させ
る機能
・複数の集音機器を用いてユーザの音声を認識する機能
・複数の集音機器を用いて電子機器の通知音を認識する機能
・携帯電話と電子機器の非接触ＩＣカード等を介して、一度の操作だけで、一連の作業を
行うために、電子機器から必要な情報を得、電子レンジに設定を行う機能
・携帯電話から通信可能な機器で、カメラやマイクや人感センサ等のユーザを探知するこ
とができる機器を用い、ユーザを探し、ユーザの現在位置を携帯電話へ送信させ、または
、ＤＢに保存させる機能
・ＤＢに保存されたユーザ位置を用いて、近くに存在する機器からユーザに通知を行う機
能
・携帯電話の状態（操作状態、センサ値、充電状態、データリンク状態等）から、携帯電
話の付近にユーザが存在するかどうかを推定する機能
【０３８２】
　なお、図２２から図５２の処理では、音データを発光データ（周波数や輝度等）、音声
出力を発光、集音を受光とそれぞれ読み替えても同様の機能を実現可能である。
【０３８３】
　また、本実施の形態では電子レンジを例としたが、認識する通知音を発する電子機器は
、電子レンジではなく、洗濯機や炊飯器、掃除機、冷蔵庫、空気清浄機、ポット、食器洗
い乾燥機、エアコン、パソコン、携帯電話、テレビ、自動車、電話、メール着信装置等に
変えても、同様の効果がある。
【０３８４】
　また、本実施の形態では、電子レンジと、携帯電話と、テレビ等のユーザへ通知を行う
機器とは直接に通信を行なっているが、直接の通信に不都合がある場合には、他の機器を
通して間接的に通信を行なっても良い。
【０３８５】
　また、本実施の形態では、主に家庭ＬＡＮを利用した通信を想定しているが、機器同士
の直接無線通信や、インターネットや、キャリア通信網を介した通信の場合であっても、
同様の機能を実現可能である。
【０３８６】
　また、本実施の形態では、使用者の場所を、携帯電話からの一斉の問い合わせにより、
ＴＶのカメラ等で人物識別をして、本人の携帯電話に暗号化して送るため、個人情報の漏
洩が防げるという効果がある。家の中に複数の人間がいる場合でも、エアコンや空気清浄
機、冷蔵庫の人感センサのデータを携帯等の位置管理データベースにおくることにより、
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一回認識した操作者の移動に伴い、センサで追跡することにより、操作者の位置を推定す
ることができる。
【０３８７】
　なお、ユーザがジャイロや方位計を持つ携帯電話を所持する場合は、特定した位置デー
タをユーザ位置データベースに登録すると良い。
【０３８８】
　また、操作者が携帯を置いたきは、まず、物理センサの動きが一定期間静止することか
ら、これを検知できる。次に離れたことは、家電や照明器具の人感センサやボタン操作、
ＴＶ等のカメラ、携帯のマイク等を用いて検知する。そしてその位置は携帯もしくは、家
内のサーバのユーザ位置データベースに登録する。
【０３８９】
　以上のように、実施の形態４によれば、機器間の通信を可能とする情報通信装置（認識
装置）を実現することができる。
【０３９０】
　具体的には、本実施の形態の情報通信装置は、操作端末から通信可能な電子機器のうち
、集音機能を持つ電子機器（集音機器）を探索し、前記集音機器の集音機能を利用して別
の電子機器の通知音を認識する認識装置を含んでいてもよい。
【０３９１】
　ここで、この認識装置は、さらに、操作端末から発した信号音を集音可能な集音機器の
みの集音機能を利用する認識装置であってもよい。
【０３９２】
　また、本実施の形態の情報通信装置は、操作端末から通信可能な電子機器のうち、音声
出力機能を持つ電子機器（音声出力機器）を探索し、前記音声出力機器と前記集音機器と
の間の音声伝送特性を解析し、前記音声出力機器の出力音声データを取得し、前記音声伝
送特性と前記出力音声データから、集音音声から前記音声出力機器から出力された音声を
キャンセルする集音装置を含んでいてもよい。
【０３９３】
　また、本実施の形態の情報通信装置は、環境音に埋もれないように、通知音を認識した
い電子機器の通知音を調整する認識装置を含んでいてもよい。
【０３９４】
　また、本実施の形態の情報通信装置は、ユーザの保有する電子機器（保有電子機器）と
保有電子機器が出力する音のデータと保有電子機器の位置データをデータベースに保持し
、保有電子機器の出力する音声と通知音を認識したい電子機器の通知音とを区別しやすい
ように、前記認識したい電子機器の前記通知音を調整する認識装置を含んでいてもよい。
【０３９５】
　ここで、この認識装置は、さらに、保有電子機器の出力する音声と通知音を認識したい
電子機器の通知音とを区別しやすいように、音声認識処理を調整する認識装置であっても
よい。
【０３９６】
　また、本実施の形態の情報通信装置は、操作端末の操作状態と、物理センサのセンサ値
と、データリンク状態と、充電状態とを利用して、前記操作端末と操作者との位置が近い
かどうかを認識する認識装置を含んでいてもよい。
【０３９７】
　ここで、この認識装置は、さらに、前記操作端末から通信可能な電子機器の操作状態、
カメラと、マイクと、人感センサと、データベースに保持された前記電子機器の位置デー
タを利用して、ユーザの位置を認識する認識装置であってもよい。
【０３９８】
　また、この前記認識装置は、さらに、前記ユーザ位置の認識結果と、データベースに保
持された、画面表示や音声出力等の手段により前記ユーザに通知が可能な機能を持つ電子
機器（通知機器）の位置データとを利用し、前記ユーザに通知が可能な前記通知機器を用
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いてユーザに情報の通知を行う情報通知装置に含まれていてもよい。
【０３９９】
　なお、これらの全般的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュー
タプログラムまたは記録媒体で実現されてもよく、システム、方法、集積回路、コンピュ
ータプログラムまたは記録媒体の任意な組み合わせで実現されてもよい。
【０４００】
　（実施の形態５）
　現在、無線通信において様々な簡単認証方式が検討されている。例えば、Ｗｉ―Ｆｉア
ライアンスで策定されている、無線ＬＡＮのＷＰＳにおいては、プッシュボタン方式、Ｐ
ＩＮ入力方式、ＮＦＣ方式などが規定されている。無線における様々な簡単認証方式では
、機器を使用しているユーザが認証を行おうとしているかどうかを、時間を限定するか双
方の機器に直接触れる事ができる距離にいるということを特定することで判断し、認証を
行っている。
【０４０１】
　しかし、時間を限定する方法はある程度近接した距離に悪意あるユーザがいた場合には
、安全とはいえない。また、家電機器などの据え置き機器においては、直接ふれることが
困難もしくは面倒な場合がある。
【０４０２】
　そこで、本実施の形態においては、可視光を用いた通信を無線認証に使用することによ
って、認証をしようしているユーザが確実に部屋内にいることを特定し、家電機器の無線
認証を簡単かつ安全に行う方法を説明する。
【０４０３】
　図６４は、本実施の形態における宅内の環境の例を示す図である。図６５は、本実施の
形態における家電機器とスマートフォンの通信の例を示す図である。図６６は、本実施の
形態における送信側装置の構成を示す図である。図６７は、本実施の形態における受信側
装置の構成を示す図である。図６４～図６７は、図１～図４と同様の図面であり詳細な説
明は省略する。
【０４０４】
　宅内環境は、図６４に示したような、ユーザがキッチンにおいて持っているタブレット
とリビングにおいているＴＶとを認証するような環境を考える。双方、無線ＬＡＮに接続
は可能な端末であり、ＷＰＳモジュールを実装していると仮定する。
【０４０５】
　図６８は、図６４において、送信側端末（ＴＶ）が受信側端末（タブレット）と光通信
を用いて無線ＬＡＮ認証を行う場合のシーケンス図である。以下、図６８について解説す
る。
【０４０６】
　まず、例えば図６６に示すような送信側端末は、乱数を作成する（ステップ５００１ａ
）。続いて、ＷＰＳのレジストラに登録する（ステップ５００１ｂ）。さらに、レジスト
ラに登録した乱数のパターンどおりに発光素子を発光させる（ステップ５００１ｃ）。
【０４０７】
　一方、送信側装置の発光素子が発光している間に、例えば図６７に示すような受信側装
置では光認証モードでカメラを起動させる。ここで、光認証モードとは発光素子が認証用
に光っているということを認識できるモードであり、発光側の周期とあわせて撮影可能な
動画撮影モードのことをいう。
【０４０８】
　すなわち、まず、ユーザは送信側端末の発光素子を撮影する（ステップ５００１ｄ）。
次に、受信側端末は撮影により、乱数を受光する（ステップ５００１ｅ）。続いて、乱数
を受光した受信側端末は乱数をＷＰＳのＰＩＮとして入力する（ステップ５００１ｆ）。
【０４０９】
　ここで、双方でＰＩＮが共有された状態になった送受信端末はＷＰＳでの規定にしたが



(46) JP 5521125 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

い、認証処理を行う（ステップ５００１ｇ）。
【０４１０】
　次に、認証が完了したら、送信側端末はレジストラから乱数を削除し、複数の端末から
の認証を受け付けないようにする（５００１ｈ）。
【０４１１】
　なお、本方式は無線ＬＡＮの認証に限らず、共有鍵を用いた無線の認証方式すべてに適
応可能である。
【０４１２】
　また、本方式は無線の認証方式に限定されないものである。例えばＴＶとタブレット間
の双方で搭載しているアプリケーションの認証にも適応することが可能である。
【０４１３】
　図６９は、本実施の形態におけるアプリケーションでの認証を行う場合のシーケンス図
である。以下、図６９を解説する。
【０４１４】
　まず、送信側端末は端末の状態に応じて送信側ＩＤを作成する（ステップ５００２ａ）
。ここで、送信側ＩＤは乱数でもよいし、暗号化のための鍵でもよい。また、送信側端末
の端末ＩＤ（ＭＡＣアドレス、ＩＰアドレス）を含んでもよい。続いて、送信側端末は送
信側ＩＤのパターンどおりに発光する（ステップ５００２ｂ）。
【０４１５】
　一方、受信側装置は無線認証の場合と同じ手順で送信側ＩＤを受光する（ステップ５０
０２ｆ）。続いて、受信側装置は送信側ＩＤを受信すると、送信側ＩＤを受信したことが
証明可能な受信側ＩＤを作成する（ステップ５００２ｇ）。例えば、送信側ＩＤで暗号化
されている受信側端末の端末ＩＤであってもよい。また、受信側端末で起動しているアプ
リのプロセスＩＤやパスワードを含んでもよい。続いて、受信側端末は受信側ＩＤを無線
でブロードキャストする（ステップ５００２ｈ）。なお、送信側ＩＤに送信側端末の端末
ＩＤが含まれていた場合には、ユニキャストしてもよい。
【０４１６】
　次に、無線で受信側ＩＤを受信した５００２ｃ送信側端末は、受信した受信側ＩＤを送
ってきた端末と相互に共有されている送信側ＩＤを用いて認証を行う（ステップ５００２
ｄ）。
【０４１７】
　図７０は、本実施の形態における送信側端末の動作を表すフローチャートである。以下
、図７０について解説する。
【０４１８】
　まず、送信側端末は端末の状態に応じたＩＤを発光する（ステップ５００３ａ）。
【０４１９】
　次に、ＩＤに応じたパターンで発光する（ステップ５００３ｂ）。
【０４２０】
　次に、発光したＩＤに対応する無線応答があるかどうかを確認する（ステップ５００３
ｃ）。応答があった場合には（ステップ５００３ｃでＹｅｓ）、応答してきた端末に対し
て認証処理を行う（ステップ５００３ｄ）。なお、ステップ５００３ｃにおいて、応答が
無かった場合には、タイムアウト時間待って（ステップ５００３ｉ）、応答無しを表示し
て終了する（ステップ５００３ｊ）。
【０４２１】
　次に、ステップ５００３ｅにおいて認証処理が成功したかを確認し、認証処理が成功し
た場合には（ステップ５００３ｅでＹｅｓ）、発光したＩＤに認証以外のコマンドが含ま
れていれば（ステップ５００３ｆでＹｅｓ）、コマンドに従った処理を行う（ステップ５
００３ｇ）。
【０４２２】
　なお、ステップ５００３ｅで、認証が失敗した場合には、認証エラーを表示して（ステ
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ップ５００３ｈ）、終了する。
【０４２３】
　図７１は、本実施の形態における受信側端末の動作を表すフローチャートである。以下
、図７１について解説する。
【０４２４】
　まず、受信側端末は光認証モードでカメラを起動する（ステップ５００４ａ）。
【０４２５】
　次に、特定パターンで光を受光できたかを確認し（ステップ５００４ｂ）、確認できた
場合には（ステップ５００４ｂでＹｅｓ）、送信側ＩＤを受信したことが証明可能な受信
側ＩＤを作成する（ステップ５００４ｃ）。なお、確認できなかった場合には（ステップ
５００４ｂでＮｏ）、タイムアウト時間を待って（ステップ５００４ｉでＹｅｓ）、タイ
ムアウトを表示し（ステップ５００４ｊ）、終了する。
【０４２６】
　次に、送信側端末に送信端末のＩＤが含まれているかを確認する（ステップ５００４ｋ
）、含まれている場合には（ステップ５００４ｋでＹｅｓ）、その端末に受信側ＩＤをユ
ニキャストする（ステップ５００４ｄ）。一方、含まれていない場合には（ステップ５０
０４ｋでＮｏ）、ブロードキャストする（ステップ５００４ｌ）。
【０４２７】
　次に、送信端末側から認証処理が開始され（ステップ５００４ｅ）、認証処理が成功し
た場合には（ステップ５００４ｅでＹｅｓ）、受光したＩＤにコマンドが含まれているか
どうかを判断する（ステップ５００４ｆ）。ステップ５００４ｆで、含まれていたと判断
した場合には（ステップ５００４ｆでＹＥＳ）、ＩＤに応じた処理を行う（ステップ５０
０４ｇ）。
【０４２８】
　なお、ステップ５００４ｅで、認証に失敗した場合には（ステップ５００４ｅでＮｏ）
、認証エラーを表示し（ステップ５００４ｈ）、終了する。
【０４２９】
　以上、本実施の形態によれば、可視光を用いた通信を無線認証に使用することによって
、認証をしようしているユーザが確実に部屋内にいることを特定し、家電機器の無線認証
を簡単かつ安全に行うことができる。
【０４３０】
　（実施の形態６）
　上述した実施の形態では、ＮＦＣ通信、及び、高速無線通信を用いてデータ交換する際
のフローを説明したがそれに限らない。本実施の形態は、例えば図７２～図７４に示され
るようなフローにすることも当然可能である。
【０４３１】
　図７２は、本実施の形態におけるモバイルＡＶ端末１がモバイルＡＶ端末２にデータを
送信するシーケンス図である。具体的には、図７２は、ＮＦＣ・無線ＬＡＮ無線通信を用
いたデータ送受信のシーケンス図を示している。以下、図７２を解説する。
【０４３２】
　モバイルＡＶ端末１は、まず画面上にモバイルＡＶ端末２へ送信する対象となるデータ
を表示する。
【０４３３】
　ここで、モバイルＡＶ端末１とモバイルＡＶ端末２が互いの機器を接触させることによ
ってＮＦＣ通信を行うと、モバイルＡＶ端末１は、画面上にデータ送信を行うか否かの確
認画面を出す。この確認画面は、「データを送信しますか？」という文字と共に、「Ｙｅ
ｓ／Ｎｏ」の選択をユーザに要求するものであっても良いし、モバイルＡＶ端末１の画面
をもう一度タッチすることでデータ送信を開始するようなインターフェイスにしても良い
。
【０４３４】
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　データ送信意思確認でＯＫの場合、モバイルＡＶ端末１とモバイルＡＶ端末２はＮＦＣ
通信によって、送信するデータの情報および高速無線通信を確立するための情報をやりと
りする。送信するデータの情報は無線ＬＡＮ通信によって行なっても良い。無線ＬＡＮ通
信確立に関する情報は、通信チャネルやＳＳＩＤ、暗号キー情報をであっても良いし、ラ
ンダムに生成されたＩＤ情報を交換し、この情報によって、セキュアな通信路を確立する
方式であっても良い。
【０４３５】
　無線ＬＡＮ通信が確立すると、モバイルＡＶ端末１とモバイルＡＶ端末２は無線ＬＡＮ
通信によるデータ通信を行い、モバイルＡＶ端末１の送信対象のデータをモバイルＡＶ端
末２へ送信する。
【０４３６】
　次に、図７３、図７４を用いて、モバイルＡＶ端末１およびモバイルＡＶ端末２の画面
の遷移を中心にした説明を行う。図７３は、本実施の形態におけるモバイルＡＶ端末１が
モバイルＡＶ端末２にデータを送信する場合の画面遷移図である。図７４は、本実施の形
態におけるモバイルＡＶ端末１がモバイルＡＶ端末２にデータを送信する場合の画面遷移
図である。
【０４３７】
　図７３および図７４において、モバイルＡＶ端末１においてユーザはまず動画静止画を
再生するアプリを起動する。このアプリはモバイルＡＶ端末１内にある静止画や動画デー
タを表示する。
【０４３８】
　ここで、モバイルＡＶ端末１とモバイルＡＶ端末２を準接触させることによってＮＦＣ
通信を行う。このＮＦＣ通信はモバイルＡＶ端末１で静止画や動画データの交換を開始す
るための処理である。
【０４３９】
　まず、モバイルＡＶ端末１とモバイルＡＶ端末２がＮＦＣ通信によりデータ交換の開始
を認識すると、モバイルＡＶ端末１の画面にはデータ送信してもよいかどうかの確認画面
が表示される。なお、この確認画面は図７３のように、データ送信開始にはユーザに画面
をタッチさせるようなインターフェイスにしてもよいし、データ送信可否をＹｅｓ／Ｎｏ
でユーザに選択させるインターフェイスにしてもよい。データ送信開始判断でＹｅｓの場
合、すなわちモバイルＡＶ端末１がモバイルＡＶ端末２へデータを送信する場合、モバイ
ルＡＶ端末１はモバイルＡＶ端末２へ交換するデータの情報と、無線ＬＡＮによる高速無
線通信開始に関する情報を送信する。なお、この交換するデータの情報は高速無線通信を
用いて行なっても良い。
【０４４０】
　次に、モバイルＡＶ端末１およびモバイルＡＶ端末２は無線ＬＡＮによる高速無線通信
開始に関する情報を送受信すると、無線ＬＡＮ通信のコネクションを確立するための処理
を行う。この処理は、どのようなチャネルで通信を行うか、通信トポロジ上どちらが親端
末になり、どちらが子端末になるか、パスワード情報やお互いのＳＳＩＤや端末情報の交
換などが含まれる。
【０４４１】
　次に、無線ＬＡＮ通信のコネクションが確立すると、モバイルＡＶ端末１およびモバイ
ルＡＶ端末２は無線ＬＡＮ通信によるデータを送信する。データ送信中、モバイルＡＶ端
末１は通常通り動画の再生画面を表示し、データを受信する側であるモバイルＡＶ端末２
は、データ受信中を示す画面を表示させる。これは、モバイルＡＶ端末１にとってデータ
送信中の画面を表示すると、その他の処理ができなくなるため、データ送信はバックグラ
ウンドで行うことで、ユーザの利便性が向上するというメリットがある。またモバイルＡ
Ｖ端末２はデータを受信中であり、受信したデータをすぐさま表示できるように、画面に
データ受信中を示す画面を表示することで、データの受信完了時に直ちに受診したデータ
を表示できるメリットがある。
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【０４４２】
　最後に、モバイルＡＶ端末２はデータの受信が完了すると、受診したデータを画面に表
示させる。
【０４４３】
　図７５～図７７は、本実施の形態におけるモバイルＡＶ端末１がデジタルカメラである
場合のシステム概略図である。
【０４４４】
　図７５に示すように、モバイルＡＶ端末１がデジタルカメラであっても、本実施の携帯
は適用可能であることは言うまでもない。
【０４４５】
　また、モバイルＡＶ端末１がデジタルカメラの場合、一般的にデジタルカメラは、無線
ＬＡＮによるインターネットアクセスの手段は持っていても、携帯通信によるインターネ
ットアクセスの手段を持っていないことが多い。
【０４４６】
　このため、図７６や図７７のように、デジタルカメラ（モバイルＡＶ端末１）は、無線
ＬＡＮ通信が行うことができる環境下においては、無線ＬＡＮによって撮影した画像デー
タを写真共有サービスに送信し、無線ＬＡＮ通信を行うことができない環境ではモバイル
ＡＶ端末２へまず無線ＬＡＮを用いてデータを送信し、モバイルＡＶ端末２は受診したデ
ータをそのまま携帯電話通信によって写真共有サービスに送信する構成にすることが望ま
しい。
【０４４７】
　無線ＬＡＮ通信は携帯電話通信と比較して高速であるため、無線ＬＡＮ通信が可能であ
る場合は無線ＬＡＮ通信を行うことで高速に写真を写真共有サービスに送信することがで
きる。また、携帯電話通信網は、無線ＬＡＮ通信網より、サービスエリアが一般的に広い
ため、無線ＬＡＮ環境がない場合は、モバイルＡＶ端末２を中継して携帯電話通信によっ
て写真共有サービスにデータを送信することができる機能を持たせることで、さまざまな
場所で即座に写真を写真共有サービスに送信することが可能となる。
【０４４８】
　以上、本実施の形態によれば、ＮＦＣ通信、及び、高速無線通信を用いてデータ交換す
ることができる。
【０４４９】
　以上、本発明の一つまたは複数の態様に係る情報通信装置等について、実施の形態に基
づいて説明したが、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨
を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、異なる実
施の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、本発明の一つまたは複数の
態様の範囲内に含まれてもよい。
【０４５０】
　なお、上記各実施の形態において、各構成要素は、専用のハードウェアで構成されるか
、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい
。各構成要素は、ＣＰＵまたはプロセッサなどのプログラム実行部が、ハードディスクま
たは半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行
することによって実現されてもよい。
【０４５１】
　（実施の形態７）
　以下、実施の形態７について説明する。
【０４５２】
　（発光部の輝度の観測）
　ＣＭＯＳセンサ等の撮像素子は、１度に全ての画素の露光を行うのではなく、図７８の
ように、ライン（露光ライン）ごとに時間差で露光を行い、１枚の撮像画像を完成させる
。
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【０４５３】
　撮像素子の全面に発光部が写されている状態で、点滅する発光部を撮像している場合、
図７９のように、各露光ラインが発光部の光を写しているかどうかによって、撮像フレー
ムレートを上回る速度で点滅する発光部の点滅の様子を認識することができる。
【０４５４】
　この方法によって、撮像フレームレートを超える速度で情報の伝送を行う。
【０４５５】
　一枚の撮像画像中に、露光時間が重ならない露光ラインが２０ラインあり、撮像のフレ
ームレートが３０ｆｐｓのときは、１ミリ秒周期の輝度変化を認識できる。露光時間が重
ならない露光ラインが１０００ラインある場合は、３万分の１秒（約３３マイクロ秒）周
期の輝度変化を認識できる。なお、露光時間は例えば１０ミリ秒よりも短く設定される。
【０４５６】
　図７９は、一つの露光ラインの露光が完了してから次の露光ラインの露光が開始される
場合を示している。
【０４５７】
　この場合、１秒あたりのフレーム数（フレームレート）がｆ、１画像を構成する露光ラ
イン数がｌのとき、各露光ラインが一定以上の光を受光しているかどうかで情報を伝送す
ると、最大でｆｌビット毎秒の速度で情報を伝送することができる。
【０４５８】
　なお、ラインごとではなく、画素ごとに時間差で露光を行う場合は、さらに高速で通信
が可能である。
【０４５９】
　このとき、露光ラインあたりの画素数がｍ画素であり、各画素が一定以上の光を受光し
ているかどうかで情報を伝送する場合には、伝送速度は最大でｆｌｍビット毎秒となる。
【０４６０】
　図８０のように、発光部の発光による各露光ラインの露光状態を複数のレベルで認識可
能であれば、発光部の発光時間を各露光ラインの露光時間より短い単位の時間で制御する
ことで、より多くの情報を伝送することができる。
【０４６１】
　露光状態をＥｌｖ段階で認識可能である場合には、最大でｆｌＥｌｖビット毎秒の速度
で情報を伝送することができる。
【０４６２】
　また、各露光ラインの露光のタイミングと少しずつずらしたタイミングで発光部を発光
させることで、発信の基本周期を認識することができる。
【０４６３】
　図８１は、一つの露光ラインの露光が完了する前に次の露光ラインの露光が開始される
場合を示している。
【０４６４】
　この場合は、各露光ラインの明るさから露光時間を算出し、発光部の発光の状態を認識
する。
【０４６５】
　なお、各露光ラインの明るさを、輝度が閾値以上であるかどうかの２値で判別する場合
には、発光していない状態を認識するために、発光部は発光していない状態を各ラインの
露光時間以上の時間継続しなければならない。
【０４６６】
　図８２のように、撮像装置によっては、露光を行わない時間（ブランキング）が存在す
ることがある。
【０４６７】
　ブランキングが存在する場合には、その時間の発光部の輝度は観察できない。
【０４６８】
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　発光部が同じ信号を２回以上繰り返して送信する、または、誤り訂正符号を付加するこ
とで、ブランキングによる伝送損失を防ぐことができる。
【０４６９】
　発光部は、同じ信号が常にブランキングの間に送信されることを防ぐために、画像を撮
像する周期と互いに素となる周期、または、画像を撮像する周期より短い周期で信号を送
信する。
【０４７０】
　（信号変調方式）
　搬送波に可視光を用いる場合、人間の視覚の時間分解能（５ミリ秒から２０ミリ秒程度
）を窓幅としたときの発光部の輝度の移動平均値を一定に保つように発光部を発光させる
ことで、図８３のように、人間には送信装置の発光部が一様な輝度で発光しているように
見えると同時に、受信装置は発光部の輝度変化を観察することができる。
【０４７１】
　人間の視覚の時間分解能を窓幅としたときの発光部の輝度の移動平均値を一定に保つよ
うに発光部を発光させるような変調方式として、図８４に示す変調方法がある。変調後の
信号が０のときは非発光、１のときは発光とし、送信信号に偏りはないとすると、発光部
の輝度の平均値は、発光時の輝度の約５０％になる。
【０４７２】
　なお、発光／非発光の切り替えは人間の視覚の時間分解能と比べて十分に高速であると
する。
【０４７３】
　人間の視覚の時間分解能を窓幅としたときの発光部の輝度の移動平均値を一定に保つよ
うに発光部を発光させるような変調方式として、図８５に示す変調方法がある。変調後の
信号が０のときは非発光、１のときは発光とし、送信信号に偏りはないとすると、発光部
の輝度の平均値は発光時の輝度の約７５％になる。
【０４７４】
　図８４の変調方式と比較して、符号化効率は０．５で同等であるが、平均輝度を高くす
ることができる。
【０４７５】
　人間の視覚の時間分解能を窓幅としたときの発光部の輝度の移動平均値を一定に保つよ
うに発光部を発光させるような変調方式として、図８６に示す変調方法がある。変調後の
信号が０のときは非発光、１のときは発光とし、送信信号に偏りはないとすると、発光部
の輝度の平均値は発光時の輝度の約８７．５％になる。
【０４７６】
　図８４、図８５に示す変調方式と比較して、符号化効率は０．３７５と劣るが、平均輝
度を高く保つことができる。
【０４７７】
　以下同様にして、符号化効率とトレードオフで平均輝度を高くする変調が可能である。
【０４７８】
　人間の視覚の時間分解能を窓幅としたときの発光部の輝度の移動平均値を一定に保つよ
うに発光部を発光させるような変調方式として、図８７に示す変調方法がある。
【０４７９】
　変調後の信号が０のときは非発光、１のときは発光とし、送信信号に偏りはないとする
と、発光部の輝度の平均値は発光時の輝度の約２５％になる。
【０４８０】
　図８５に示す変調方式等と組み合わせ、周期的に変調方式を交代することで、人間や露
光時間が長い撮像装置にとっては、発光部が点滅しているように見せることができる。
【０４８１】
　同様に、変調方法を変化させることで、人間や露光時間が長い撮像装置にとっては、発
光部が任意の輝度変化をしながら発光しているように見せることができる。
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【０４８２】
　搬送波に可視光を用いる場合、人間の視覚の時間分解能を窓幅としたときの発光部の輝
度の移動平均値を周期的に変化させるように発光部を発光させることで、図８８のように
、人間には発信装置の発光部が点滅、または、任意のリズムで変化しているように見える
と同時に、受信装置は発光信号を観察することができる。
【０４８３】
　ＬＥＤ光源をバックライトに使用した液晶ＴＶのＬＥＤ部を発光させても同様の効果が
得られる。この場合、少なくとも、光通信部の画面部分のコントラストを落とし、白色に
近づけることにより、誤り率の少ない光通信が可能となる。全面、もしくは、通信に使用
する画面部分を白色にするとより通信速度を上げられる。
【０４８４】
　テレビのディスプレイ等を発光部として用いる場合、人間の視覚の時間分解能を窓幅と
したときの発光部の輝度の移動平均値を人間に見せたい画像の輝度になるように調整する
ことで、図８９のように、人間には通常通りのテレビの映像が見えると同時に、受信装置
は発光信号を観察することができる。
【０４８５】
　撮像画像１フレームあたりの時間程度の窓幅としたときの発光部の輝度の移動平均値を
、撮像フレーム毎に信号を伝送する場合の信号の値に調節することで、図９０のように、
近距離から撮像した場合には露光ライン毎に送信装置の発光状態を観察し、遠距離から撮
像した場合には撮像フレーム毎に送信装置の発光状態を観察することで、２種類の速度で
信号伝搬が可能である。
【０４８６】
　なお、近距離から撮像した場合には、遠距離から撮像した場合に受信可能な信号も受信
可能である。
【０４８７】
　図９１は、露光時間ごとに発光がどのように観察されるかを示す図である。
【０４８８】
　撮像した画素の輝度は、撮像素子を露光していた時間の撮像対象の平均輝度に比例する
ため、露光時間が短ければ２２１７ｂのように発光パターン２２１７ａがそのまま観察さ
れ、露光時間が長ければ、２２１７ｃ、２２１７ｄ、２２１７ｅのように観察される。
【０４８９】
　なお、２２１７ａは、図８５に示す変調方式をフラクタル的に繰り返し用いた変調方式
となっている。
【０４９０】
　このような発光パターンを利用することで、露光時間が短い撮像装置を持つ受信装置に
は多くの情報を、露光時間が長い撮像装置を持つ受信装置には少ない情報を同時に送信す
ることができる。
【０４９１】
　受信装置は、露光ラインの１ラインまたは一定数のラインにわたって、発光部推定位置
の画素の輝度が一定以上であれば１、一定以下であれば０を受信したと認識する。
【０４９２】
　１が続く場合は通常の（信号を送信しておらず常に光っている）発光部と区別がつかず
、０が続く場合は発光部が存在していない場合と区別がつかない。
【０４９３】
　そのため、送信装置は、同じ数字が一定数連続した場合は異なる数字を送信しても良い
。
【０４９４】
　また、図９２のように、必ず１と０を含むヘッダ部と、信号を送信するボディ部に分け
て送信しても良い。この場合、同じ数字は５回を超えて連続では現れない。
【０４９５】
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　発光部が１部の露光ラインに映らない位置にある場合や、ブランキングが存在する場合
は、発光部の全ての様子を受信装置の撮像装置で捉えることはできない。
【０４９６】
　そのため、その信号が全体のどの部分の信号であるかを示す必要がある。
【０４９７】
　それには、図９３のように、データ部と、データの位置を示すアドレス部をまとめて送
信する方法がある。
【０４９８】
　なお、受信装置で信号の受信を容易にするためには、発光パターンが受信装置で一枚の
撮像画像中に撮像されるように、データ部とアドレス部を合わせた大きさ発光パターンの
長さを十分に短く設定することが望ましい。
【０４９９】
　図９４のように、送信装置は基準部とデータ部を送信し、受信装置は基準部を受信した
ときの時刻との差からデータの位置を認識する方法がある。
【０５００】
　図９５のように、送信装置は基準部とアドレスパターン部とデータ部を送信し、受信装
置は基準部の次にあるアドレスパターン部から、データ部のデータとその位置のパターン
を得、そのパターンと、基準部を受信した時刻と各データを受信したときの時刻との差か
らデータの位置を認識する方法がある。
【０５０１】
　複数の種類のアドレスパターンが利用できることで、一様にデータを送信するだけでは
なく、重要性が高いデータや先に処理すべきデータを先に送信したり、他のデータより繰
り返し回数を増やしたりすることができる。
【０５０２】
　発光部が全部の露光ラインには映らない場合や、ブランキングが存在する場合は、発光
部の全ての様子を受信装置の撮像装置で捉えることはできない。
【０５０３】
　図９６のように、ヘッダ部を付加することで、信号の区切りを検出し、アドレス部やデ
ータ部を検出することができる。
【０５０４】
　ヘッダ部の発光パターンには、アドレス部やデータ部に現れないパターンを用いる。
【０５０５】
　例えば、表２２００．２ａの変調方式を用いる場合には、ヘッダ部の発光パターンを「
００１１」とすることができる。
【０５０６】
　また、ヘッダ部のパターンを「１１１１００１１」とすると、平均輝度が他の部分と等
しくなり、人間の目で見た時のチラツキを抑えることができる。このヘッダ部は冗長性が
高いため、ここにも情報を重畳することが可能である。例えば、ヘッダ部のパターンが「
１１１００１１１」の場合は、送信装置間で通信する内容を送信していることを示すこと
などが可能である。
【０５０７】
　なお、受信装置で信号の受信を容易にするためには、発光パターンが受信装置で一枚の
撮像画像中に撮像されるように、データ部とアドレス部とヘッダ部を合わせた大きさ発光
パターンの長さを十分に短く設定することが望ましい。
【０５０８】
　図９７では、送信装置は、優先度によって情報の送信順序を決定する。
【０５０９】
　例えば、送信回数を優先度に比例させる。
【０５１０】
　受信装置は、送信装置の発光部が受信装置の撮像部いっぱいに写っていない場合やブラ
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ンキングがある場合には信号を連続して受信できないため、送信される頻度が高いほど早
く受信されやすい。
【０５１１】
　図９８は、近くに存在する複数の送信装置が同調して情報を送信するパターンを示す。
【０５１２】
　複数の送信装置が共通情報を同時に送信することで、一つの大きな送信装置とみなすこ
とができ、受信装置の撮像部で大きく撮像することができるため、情報をより速く、より
遠くからでも受信可能となる。
【０５１３】
　送信装置は、近くに存在する送信装置の発光パターンと混同されないように、近くの送
信装置の発光部が一様発光（信号を送信していない）時間帯に、個別情報を送信する。
【０５１４】
　送信装置は、近くに存在する送信信号の発光パターンを受光部で受光することで、近く
に存在する送信装置の発光パターンを学習し、自身の発光パターンを定めるとしても良い
。また、送信装置は、近くに存在する送信信号の発光パターンを受光部で受光することで
、他の送信装置の命令によって自身の発光パターンを定めるとしても良い。また、送信装
置は、集中制御装置の命令に従って、発光パターンを定めるとしても良い。
【０５１５】
　（発光部の検出）
　撮像画像のどの部分に発光部が撮像されているかを判断する方法として、図９９のよう
に、露光ラインに垂直な方向に、発光部が撮像されたライン数を数え、最も多く発光部が
撮像された列を発光部の存在する列とする方法がある。
【０５１６】
　発光部の端に近い部分は、受光の度合いにゆらぎがあり、発光部が撮像されているかど
うかの判断を誤りやすいため、最も多く発光部が撮像された列の中でも中央の列の画素の
撮像結果から信号を取り出す。
【０５１７】
　撮像画像のどの部分に発光部が撮像されているかを判断する方法として、図１００のよ
うに、露光ライン毎に発光部を撮像した部分の中点を求め、求めた点を結ぶ近似線（直線
、または、二次曲線）上に発光部が存在すると推定する方法がある。
【０５１８】
　図１０１のように、前のフレームにおける発光部の推定位置を事前確率とし、現在のフ
レームの情報から発光部の推定位置を更新しても良い。
【０５１９】
　なお、この間の加速度センサやジャイロセンサの値から、現在の発光部の推定位置を更
新しても良い。
【０５２０】
　図１０２を解説すると、撮像範囲が２２１２ａのとき、発光部２２１２ｂを撮像すると
、撮像画像２２１２ｃ、２２１２ｄ、２２１２ｅのような画像が撮像される。
【０５２１】
　撮像画像２２１２ｃ、２２１２ｄ、２２１２ｅの発光部分の和を取ると、合成画像２２
１２ｆが得られ、撮像画像中の発光部位置を特定することができる。
【０５２２】
　受信装置は、特定した発光部の位置から、発光部の発光のオンオフを検出する。
【０５２３】
　なお、図８５に示す調方式を用いる場合、発光確率は０．７５であるため、ｎ枚の画像
の和をとった時に、合成画像２２１２ｆ中の発光部が発光して見える確率は、１－０．２
５ｎである。ここで、例えば、ｎ＝３のとき、この確率は約０．９８４となる。
【０５２４】
　なお、ジャイロセンサや加速度センサや磁気センサのセンサ値から撮像部の姿勢を推定
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し、撮像方向の補償を行った上で画像を合成したほうが精度は高くなる。しかし、合成画
像数が少ない場合は撮像時間が短いため、撮像方向の補償を行わなくても悪影響は少ない
。
【０５２５】
　図１０３は、受信装置が複数の発光部を撮像した場合を示す図である。
【０５２６】
　複数の発光部が同じ信号を発している場合は、両方の発光パターンから一つの送信信号
を取得する。複数の発光部が異なる信号を発している場合は、別々の発光パターンから別
々の送信信号を取得する。
【０５２７】
　送信信号の同じアドレスのデータ値が異なる場合は、異なる信号が送信されている。な
お、送信信号のヘッダ部のパターンによって、近くの送信装置と同じ、または、異なる信
号を送信していると判断しても良い。
【０５２８】
　発光部がほぼ隣接している場合は、同じ信号を送信しているとみなしても良い。
【０５２９】
　図１０４に、このときの送信信号のタイムラインと、発光部を撮像した画像を示す。
【０５３０】
　（位置パターンによる信号の伝送）
　図１０５で、発光部２２１６ａ、２２１６ｃ、２２１６ｅは一様に発光しており、発光
部２２１６ｂ、２２１６ｄ、２２１６ｆは、発光パターンにより信号を発信している。な
お、発光部２２１６ｂ、２２１６ｄ、２２１６ｆは、単純に、受信装置が露光ラインごと
に撮像すれば縞模様に見えるように発光しているだけでも良い。
【０５３１】
　図１０５では、発光部２２１６ａ～２２１６ｆは、同一の送信装置の発光部でも、別々
の送信装置でも良い。
【０５３２】
　送信装置は、信号を送信している発光部の位置と、送信していない発光部の位置のパタ
ーン（位置パターン）によって、送信する信号を表現する。
【０５３３】
　図１０５では、６個の発信部があるため、２の６乗＝６４値の信号を送信可能である。
異なる方向から見れば同一に見える位置パターンは使用するべきではないが、受信装置の
磁気センサなどにより撮像方向を特定することで、上記のようなパターンを識別すること
もできる。なお、どの発光部が信号を送信しているかを時刻によって変化させることで、
より多くの信号を送信しても良い。
【０５３４】
　送信装置は、一部の時間帯に位置パターンによる信号送信を行い、別の時間帯には発光
パターンで信号を送信することもできる。例えば、一部の時間帯で、全ての発光部を同調
させて送信装置のＩＤや位置情報を発光パターンで送信することができる。
【０５３５】
　発光部の配置パターンはほぼ無限に存在するため、受信装置が全ての位置パターンを予
め記憶しておくことは困難である。
【０５３６】
　そこで、受信装置は、送信装置が発光パターンによって送信した送信装置のＩＤや位置
情報や、無線基地局による受信装置の推定位置や、ＧＰＳやジャイロセンサや加速度セン
サや磁気センサによって推定した受信装置の位置情報をキーに、サーバから、付近に存在
する位置パターンのリストを取得し、そのリストを基に位置パターンを解析する。
【０５３７】
　この方式によれば、位置パターンで表現する信号は全世界でユニークである必要はなく
、同じ位置パターンが近く（半径数メートルから３００メートル程度）に存在しなければ
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良く、発光部が少ない送信装置は表現できる位置パターンの数が少ないという問題を解決
できる。
【０５３８】
　発光部の大きさや形状や位置情報をサーバから取得し、これらの情報と、撮像した位置
パターンの大きさや形状と、撮像部のレンズ特性から、受信装置の位置を推定することが
できる。
【０５３９】
　（受信装置）
　主に受信を行う通信装置としては、図１０６のように、携帯電話やデジタルスチルカメ
ラやデジタルビデオカメラやヘッドマウントディスプレイやロボット（掃除用、介護用、
産業用等）や監視カメラ等が考えられる。ただし、受信装置はこれらに限定されない。
【０５４０】
　なお、受信装置とは、主に信号を受信する通信装置であって、本実施の形態の方式やそ
の他の方式によって信号の送信を行うこともある。
【０５４１】
　（送信装置）
　主に送信を行う通信装置としては、図１０７のように、照明（家庭用、店舗用、オフィ
ス用、地下街用、街路用等）、懐中電灯、家電、ロボット、その他電子機器が考えられる
。ただし、送信装置はこれらに限定しない。
【０５４２】
　なお、送信装置とは、主に信号を送信する通信装置であって、本実施の形態の方式やそ
の他の方式によって信号の受信を行うこともある。
【０５４３】
　発光部は、図１０８に示すように、ＬＥＤ照明やＬＥＤバックライトを用いた液晶等の
ように、発光／非発光のスイッチングが高速であるものが望ましい。ただし、発光部はこ
れらに限定するものではない。
【０５４４】
　発光部には、上記の他、蛍光灯や白熱電灯や水銀灯や有機ＥＬディスプレイなどの照明
が考えられる。
【０５４５】
　なお、発光部が大きく撮像されるほうが、伝送効率が高くなるため、送信装置は、図１
０９のように、同期して発光する発光部を複数備えても良い。また、撮像素子の露光ライ
ンと垂直の方向に大きく映るほど伝送効率は高くなるため、発光部は一列に並べて設置し
ても良い。また、受信装置を自然に構えた場合に露光ラインと垂直に発光部を並べても良
い。また、複数の向きから撮像されることが予想される場合には、図１１０のように、十
字形に発光部を配置しても良い。また、複数の向きから撮像されることが予想される場合
には、図１１１のように、円形の発光部を用いたり、円形に発光部を配置したりしても良
い。また、大きく撮像するほうが、伝送効率が高くなるため、送信装置は、図１１２のよ
うに、発光部に散光板をかぶせても良い。
【０５４６】
　図１１３のように、異なる信号を送信する発光部は、同時に撮像されないように距離を
離して配置する。また、図１１４のように、異なる信号を送信する発光部は、同時に撮像
されないように、間に信号を送信しない発光部を配置する。
【０５４７】
　（発光部の構造）
　図１１５は、発光部の望ましい構造を示す図である。
【０５４８】
　２３１１ａのように、発光部とその周囲の素材を反射率の低いものにすることで、発光
部周辺に光があたっている場合でも、受信装置が発光の様子を認識することを容易にする
ことができる。また、２３１１ｂのように、外光を妨げるかさを設けることで、発光部周
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辺に光が当たらす、受信装置が発光の様子を認識することを容易にすることができる。ま
た、２３１１ｃのように、奥まった部分に発光部を設けることで、発光部周辺に光が当た
らす、受信装置が発光の様子を認識することを容易にすることができる。
【０５４９】
　（信号搬送波）
　信号を搬送する光（電磁波）は、受信装置が受光可能な、図１１６に示す近赤外線帯～
可視光帯～近紫外線帯の周波数帯の光（電磁波）を用いる。
【０５５０】
　（撮像部）
　図１１７では、受信装置の撮像部は、撮像範囲２３１０ａの中にパターン発光をしてい
る発光部２３１０ｂを検出する。
【０５５１】
　撮像制御部は、他の露光ラインを用いる代わりに、発光部の中心位置の露光ライン２３
１０ｃを繰り返し用いて撮像画像２３１０ｄを取得する。
【０５５２】
　撮像画像２３１０ｄは、露光時間の異なる同じ場所の画像となる。撮像画像２３１０ｄ
の発光部が写っている画素を露光ラインと垂直方向に走査することで、発光部の発光パタ
ーンを観察できる。
【０５５３】
　この方法により、発光部が撮像画像中の一部分にしか存在しない場合でも、発光部の輝
度変化をより長い時間観察できる。そのため、小さな発光部や、発光部を遠くから撮像し
た場合でも信号を読み取ることが可能となる。
【０５５４】
　ブランキングがない場合には、この方法により、撮像装置の一部分にでも発光部が写っ
ていれば、発光部の輝度変化を全て観察することができる。
【０５５５】
　一つのラインを露光する時間が、次のラインを露光し始めるまでの時間より長い場合は
、発光部の中心の複数の露光ラインを用いて撮像することで、同様の効果が得られる。
【０５５６】
　なお、画素単位での制御が可能である場合は、発光部の中心に最も近い点のみ、あるい
はその付近の複数の点のみを用いて撮像を行う。このとき、各画素の露光開始時刻をずら
すことで、さらに細かい周期で発光部の発光状態を検出することができる。
【０５５７】
　なお、主に２３１０ｃの露光ラインを使用しつつ、まれに別の露光ラインを使用して撮
像し、撮像画像を合成することで、通常より解像度やフレームレートは劣るものの、通常
通り撮像した撮像画像と類似した画像（映像）を合成できる。この合成画像をユーザに表
示することでユーザに受信装置を操作させたり、手振れの補正に利用したりすることがで
きる。
【０５５８】
　なお、手振れの補正には、ジャイロセンサや加速度センサや磁気センサなどのセンサ値
を利用したり、発光部を撮影している撮像装置とは別の撮像装置で撮像した画像を利用し
たりすることもできる。
【０５５９】
　なお、発光部の端よりも中心に近いほうが、手振れ時に発光部が露光ラインや露光画素
から外れにくいため、発光部の中心に近い部分を露光ラインや露光画素とすることが望ま
しい。
【０５６０】
　なお、発光部の辺縁部は発光輝度が低いため、なるべく発光部の周囲から遠く、輝度が
高い部分を露光ラインや露光画素とすることが望ましい。
【０５６１】
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　（受信装置の位置の推定）
　図１１８では、送信装置は自身の設置されている位置情報と、発光装置の大きさと、発
光装置の形状と、送信装置のＩＤとを送信する。ここで、位置情報には、発光装置の中心
部分の緯度や、経度や、標高や、床面からの高さ等が含まれる。
【０５６２】
　受信装置は、磁気センサとジャイロセンサと加速度センサから得た情報により撮像方向
を推定する。受信装置は、送信装置から送信された発光装置の大きさと形状と、撮像され
た画像中の発光装置の大きさと形状と、撮像装置の情報から、受信装置から発光装置まで
の距離を推定する。ここで、撮像装置の情報には、レンズの焦点距離や、レンズの歪みや
、撮像素子の大きさや、レンズと撮像素子間の距離や、基準サイズの物体の撮像画像中の
大きさと撮像装置から撮像物体までの距離の対照表等が含まれる。
【０５６３】
　また、受信装置は、送信装置から送信された情報と、撮像方向と、受信装置から発光装
置までの距離とから、受信装置の位置情報を推定する。
【０５６４】
　図１１９では、送信装置は自身の設置されている位置情報と、発光部の大きさと、発光
部の形状と、送信装置のＩＤとを送信する。ここで、位置情報には、発光部の中心部分の
緯度や、経度や、標高や、床面からの高さ等が含まれる。
【０５６５】
　受信装置は、磁気センサとジャイロセンサと加速度センサから得た情報により撮像方向
を推定する。受信装置は、送信装置から送信された発光部の大きさと形状と、撮像された
画像中の発光部の大きさと形状と、撮像装置の情報から、受信装置から発光部までの距離
を推定する。ここで、撮像装置の情報には、レンズの焦点距離や、レンズの歪みや、撮像
素子の大きさや、レンズと撮像素子間の距離や、基準サイズの物体の撮像画像中の大きさ
と撮像装置から撮像物体までの距離の対照表等が含まれる。
【０５６６】
　また、受信装置は、送信装置から送信された情報と、撮像方向と、受信装置から発光部
までの距離とから、受信装置の位置情報を推定する。受信装置は、磁気センサとジャイロ
センサと加速度センサから得た情報により、移動方向と移動距離を推定する。受信装置は
、複数の地点で推定した位置情報と、移動方向と移動距離から推定したその地点間の位置
関係を用いて、受信装置の位置情報を推定する。
【０５６７】
　例えば、地点
【数１】

で推定した受信装置の位置情報の確率場を
【数２】

地点
【数３】

から地点
【数４】

へ移動したときに推定した移動方向と移動距離の確率場を



(59) JP 5521125 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

【数５】

とすると、最終的に推定される位置情報の確率場は
【数６】

と計算できる。
【０５６８】
　また、図１１９では、送信装置は自身の設置されている位置情報と、送信装置のＩＤと
を送信してもよい。ここで、位置情報には、発光装置の中心部分の緯度や、経度や、標高
や、床面からの高さ等が含まれる。
【０５６９】
　この場合、受信装置は、磁気センサとジャイロセンサと加速度センサから得た情報によ
り撮像方向を推定する。受信装置は、三点測量の方法で受信装置の位置情報を推定する。
【０５７０】
　図１２０では、送信装置は送信装置のＩＤを送信する。
【０５７１】
　受信装置は送信装置のＩＤを受信し、インターネットから送信装置の設置されている位
置情報と、発光装置の大きさと、発光装置の形状等を得る。ここで、位置情報には、発光
装置の中心部分の緯度や、経度や、標高や、床面からの高さ等が含まれる。
【０５７２】
　受信装置は、磁気センサとジャイロセンサと加速度センサから得た情報により撮像方向
を推定する。受信装置は、送信装置から送信された発光装置の大きさと形状と、撮像され
た画像中の発光装置の大きさと形状と、撮像装置の情報から、受信装置から発光装置まで
の距離を推定する。ここで、撮像装置の情報には、レンズの焦点距離や、レンズの歪みや
、撮像素子の大きさや、レンズと撮像素子間の距離や、基準サイズの物体の撮像画像中の
大きさと撮像装置から撮像物体までの距離の対照表等が含まれる。
【０５７３】
　また、受信装置は、インターネットから得た情報と、撮像方向と、受信装置から発光装
置までの距離とから、受信装置の位置情報を推定する。
【０５７４】
　図１２１では、送信装置は自身の設置されている位置情報と、送信装置のＩＤとを送信
する。ここで、位置情報には、発光装置の中心部分の緯度や、経度や、標高や、床面から
の高さ等が含まれる。
【０５７５】
　受信装置は、磁気センサとジャイロセンサと加速度センサから得た情報により撮像方向
を推定する。受信装置は、三角測量の方法で受信装置の位置情報を推定する。
【０５７６】
　図１２２では、送信装置は自身の設置されている位置情報と、送信装置のＩＤとを送信
する。位置情報には、発光装置の中心部分の緯度や、経度や、標高や、床面からの高さ等
が含まれる。
【０５７７】
　受信装置は、磁気センサとジャイロセンサと加速度センサから得た情報により撮像方向
を推定する。受信装置は、三角測量の方法で受信装置の位置情報を推定する。また、受信
装置は、ジャイロセンサや加速度センサや磁気センサから、受信装置の姿勢変化や移動を
推定する。なお、受信装置は、同時に、磁気センサの零点調整やキャリブレーションを行
なっても良い。
【０５７８】
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　（送信情報の設定）
　図１２３では、受信装置２６０６ｃで送信装置２６０６ｂの発光パターンを撮像して送
信された信号を取得し、受信装置の位置を推定する。
【０５７９】
　受信装置２６０６ｃは、移動されている間に、撮像画像の変化や、磁気センサや加速度
センサやジャイロセンサのセンサ値から、移動の距離と方向を推定する。
【０５８０】
　受信装置は、送信装置２６０６ａの受光部を撮像し、発光部の中心位置を推定し、その
位置を送信装置に送信する。
【０５８１】
　発光部の位置推定には、発光装置の大きさの情報が必要であるため、送信装置は、送信
する情報の一部が欠けている場合でも、発光部の大きさ情報を送信しているほうが望まし
い。なお、発光部の大きさがわからない場合は、受信装置に位置推定に利用した送信装置
２６０６ｂと受信装置２６０６ｃとの間の距離から天井の高さを推定し、その結果を利用
して送信装置２６０６ａと受信装置２６０６ｃとの間の距離を推定する。
【０５８２】
　送信には、発光パターンによる送信や、音のパターンによる送信や、無線電波による送
信方式がある。送信装置の発光パターンとその時刻を記憶しておき、あとで送信装置や集
中制御装置へ送信するとしても良い。
【０５８３】
　送信装置や集中制御装置は、発光パターンとその時刻から、受信装置が撮像していた送
信装置を特定し、位置情報を送信装置へ記憶させる。
【０５８４】
　図１２４では、受信装置の撮像した画像中の点として送信装置の一点を指定することで
、位置を設定する点を指定する。
【０５８５】
　受信装置は、位置設定点から送信装置の発光部の中心への位置関係を計算し、設定する
位置にその位置関係を加えた位置を送信装置へ送信する。
【０５８６】
　図１２５では、受信装置は、送信装置を撮像することで、送信された信号を受信する。
受信した信号を基に、サーバや電子機器と通信を行う。
【０５８７】
　例えば、受信装置は、信号に含まれる送信装置のＩＤをキーに、サーバから、送信装置
の情報や、送信装置の位置・大きさや、その位置に関連するサービス情報等を取得する。
【０５８８】
　また、例えば、受信装置は、信号に含まれる送信装置の位置から受信装置の位置を推定
し、サーバから、地図情報や、その位置に関連するサービス情報等を取得する。
【０５８９】
　また、例えば、受信装置は、現在の大まかな位置をキーに、サーバから、付近の送信装
置の変調方式を取得する。
【０５９０】
　また、例えば、受信装置は、信号に含まれる送信装置のＩＤをキーに、サーバに、受信
装置や送信装置の位置情報や、付近の情報や、受信装置が付近で行った処理の情報をサー
バに登録する。
【０５９１】
　また、例えば、受信装置は、信号に含まれる送信装置のＩＤをキーに、電子機器の操作
を行う。
【０５９２】
　（受信装置のブロック図）
　図１２６は、受信装置を示す構成図である。受信装置はこの全部、または、撮像部と信
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号解析部を含む一部から構成される。なお、図１２６で同じ名称のブロックは、同一のも
のが兼ねても良いし、異なるものであっても良い。
【０５９３】
　狭義の受信装置２４００ａｆは、スマートフォンやデジタルカメラ等に備えられる。入
力部２４００ｈは、ユーザ操作入力部２４００ｉや、照度センサ２４００ｊや、マイクロ
フォン２４００ｋや、計時部２４００ｎや、位置推定部２４００ｍや、通信部２４００ｐ
の全部、または、一部から構成される。
【０５９４】
　撮像部２４００ａは、レンズ２４００ｂや、撮像素子２４００ｃや、フォーカス制御部
２４００ｄや、撮像制御部２４００ｅや、信号検出部２４００ｆや、撮像情報記憶部２４
００ｇの全部、または、一部から構成される。撮像部２４００ａは、ユーザの操作や、照
度の変化や、音や声のパターンや、特定の時刻になったことや、特定の場所に受信装置が
移動してきたことや、通信部を介して他の装置に命令されることで、撮像を開始する。
【０５９５】
　フォーカス制御部２４００ｄは、送信装置の発光部２４００ａｅにフォーカスを合わせ
たり、送信装置の発光部２４００ａｅが大きく映るようにぼかすようにフォーカスを合わ
せたりといった制御を行う。
【０５９６】
　露光制御部２４００ａｋは、露光時間と露光ゲインを設定する。
【０５９７】
　撮像制御部２４００ｅは、撮像する位置を特定の画素に限定する。
【０５９８】
　信号検出部２４００ｆは、撮像画像中から、送信装置の発光部２４００ａｅが含まれる
画素や、発光による信号送信が含まれる画素を検出する。
【０５９９】
　撮像情報記憶部２４００ｇは、フォーカス制御部２４００ｄの制御情報や、撮像制御部
２４００ｅの制御情報や、信号検出部２４００ｆで検出した情報を記憶する。撮像装置が
複数ある場合には、同時に撮像を行い、一方を受信装置の位置や姿勢の推定に利用しても
良い。
【０６００】
　発光制御部２４００ａｄは、入力部２４００ｈからの入力により、発光部２４００ａｅ
の発光パターンを制御することで、信号を送信する。発光制御部２４００ａｄは、発光部
２４００ａｅを発光させた時刻を計時部２４００ａｃから取得して記録する。
【０６０１】
　撮像画像記憶部２４００ｗは、撮像部２４００ａで撮像した画像を記憶する。
【０６０２】
　信号解析部２４００ｙは、撮像素子のラインごとの露光時間の違いを利用して、撮像さ
れた送信装置の発光部２４００ａｅの発光パターンから、変調方式記憶部２４００ａｆに
記憶された変調方式を基に、送信された信号を取得する。
【０６０３】
　受信信号記憶部２４００ｚは、信号解析部２４００ｙで解析された信号を記憶する。
【０６０４】
　センサ部２４００ｑは、ＧＰＳ２４００ｒや、磁気センサ２４００ｔや、加速度センサ
２４００ｓや、ジャイロセンサ２４００ｕの全部、または一部から構成される。
【０６０５】
　位置推定部は、センサ部からの情報や、撮像画像や、受信した信号から、受信装置の位
置や姿勢を推定する。
【０６０６】
　演算部２４００ａａは、受信した信号や、受信装置の推定位置や、これらを基にネット
ワーク２４００ａｈから得た情報（地図や場所に関連した情報や送信装置に関連した情報
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等）を表示部２４００ａｂに表示させる。
【０６０７】
　演算部２４００ａａは、受信した信号や、受信装置の推定位置から、入力部２４００ｈ
に入力された情報を基に、送信装置の制御を行う。
【０６０８】
　通信部２４００ａｇは、ピアツーピアで接続する方式（ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなど）を用
いる場合は、ネットワーク２４００ａｈを介さずに端末同士で通信を行う。
【０６０９】
　電子機器２４００ａｊは、受信装置に制御される。
【０６１０】
　サーバ２４００ａｉは、送信装置の情報や送信装置の位置や送信装置の位置に関連した
情報を、送信装置のＩＤと紐付けて記憶している。
【０６１１】
　サーバ２４００ａｉは、送信装置の変調方式を、位置に紐付けて記憶している。
【０６１２】
　（送信装置のブロック図）
　図１２７は、送信装置を構成するブロック図である。
【０６１３】
　送信装置は、本構成図の全部、または、発光部と送信信号記憶部と変調方式記憶部と演
算部を含めた一部で構成される。
【０６１４】
　狭義の送信装置２４０１ａｂは、電灯や電子機器やロボットに備えられる。
【０６１５】
　照明制御スイッチ２４０１ｎは、照明のオンオフを切り替えるスイッチである。
【０６１６】
　散光板２４０１ｐは、発光部２４０１ｑの光を散光させるために発光部２４０１ｑの近
くに取り付けられる部材である。
【０６１７】
　発光部２４０１ｑは、図１２６の受信装置の撮像素子のラインごとの露光時間の違いを
利用して、ラインごとに発光パターンが検出される速度で点灯・消灯を行う。
【０６１８】
　発光部２４０１ｑは、高速に点灯・消灯が可能なＬＥＤや蛍光灯等の光源で構成される
。
【０６１９】
　発光制御部２４０１ｒは、発光部２４０１ｑの点灯と消灯を制御する。
【０６２０】
　受光部２４０１ｓは、受光素子や撮像素子で構成される。受光部２４０１ｓは、受光し
た光の強さを電気信号に変換する。なお、受光部２４０１ｓの代わりに、撮像部を用いて
も良い。
【０６２１】
　信号解析部２４０１ｔは、受光部２４０１ｓが受光した光のパターンから信号を取得す
る。
【０６２２】
　演算部２４０１ｕは、送信信号記憶部２４０１ｄに記憶されている送信信号を、変調方
式記憶部２４０１ｅに記憶されている変調方式に従って発光パターンに変換する。演算部
２４０１ｕは、信号解析部２４０１ｔから得た信号を基に、記憶部２４０１ａの情報を編
集したり、発光制御部２４０１ｒを制御したりして通信の制御を行う。演算部２４０１ｕ
は、取り付け部２４０１ｗからの信号を基に、記憶部２４０１ａの情報を編集したり、発
光制御部２４０１ｒを制御したりして通信の制御を行う。演算部２４０１ｕは、通信部２
４０１ｖからの信号を基に、記憶部２４０１ａの情報を編集するなど発光制御部２４０１
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ｒの制御を行う。
【０６２３】
　また、演算部２４０１ｕは、取り付け装置２４０１ｈの記憶部２４０１ｂの情報を編集
する。演算部２４０１ｕは、取り付け装置２４０１ｈの記憶部２４０１ｂの情報を、記憶
部２４０１ａにコピーする。
【０６２４】
　演算部２４０１ｕは、定められた時刻に発光制御部２４０１ｒを制御する。演算部２４
０１ｕは、ネットワーク２４０１ａａを介して電子機器２４０１ｚｚの制御を行う。
【０６２５】
　記憶部２４０１ａは、送信信号記憶部２４０１ｄ、形状記憶部２４０１ｆ、変調方式記
憶部２４０１ｅ、機器状態記憶部２４０１ｇの全部、または、一部から構成される。
【０６２６】
　送信信号記憶部２４０１ｄは、発光部２４０１ｑから送信する信号を記憶する。
【０６２７】
　変調方式記憶部２４０１ｅは、送信信号を発光パターンに変換する変調方式を記憶する
。
【０６２８】
　形状記憶部２４０１ｆは、送信装置と発光部２４０１ｑの形状を記憶する。
【０６２９】
　機器状態記憶部２４０１ｇは、送信装置の状態を記憶する。
【０６３０】
　取り付け部２４０１ｗは、取付金具や電力供給口で構成される。
【０６３１】
　取り付け装置２４０１ｈの記憶部２４０１ｂは、記憶部２４０１ａに記憶する情報を記
憶する。記憶部２４０１ａは備えず、取り付け装置２４０１ｈの記憶部２４０１ｂや、集
中制御装置２４０１ｍの記憶部２４０１ｃを用いても良い。
【０６３２】
　通信部２４０１ｖは、ピアツーピアで接続する方式（ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなど）を用い
る場合は、ネットワーク２４０１ａａを介さずに端末同士で通信を行う。
【０６３３】
　サーバ２４０１ｙは、送信装置の情報や送信装置の位置や送信装置の位置に関連した情
報を、送信装置のＩＤと紐付けて記憶している。また、サーバ２４０１ｙは、送信装置の
変調方式を、位置に紐付けて記憶している。
【０６３４】
　（受信の手順）
　図１２８を解説すると、ステップ２８００ａで、受信装置に撮像装置が複数あるかどう
かを確認する。Ｎｏの場合はステップ２８００ｂへ進み、使用する撮像装置を選択し、ス
テップ２８００ｃへ進む。一方、Ｙｅｓの場合はステップ２８００ｃへ進む。
【０６３５】
　ステップ２８００ｃでは、露光時間（＝シャッタースピード）を設定（なお、露光時間
は短いほうが望ましい）する。
【０６３６】
　次に、ステップ２８００ｄで、露光ゲインを設定する。
【０６３７】
　次に、ステップ２８００ｅで、撮像する。
【０６３８】
　次に、ステップ２８００ｆで、露光ライン毎に、輝度が一定の閾値を超える画素が一定
数以上続く部分を判定し、その部分の中心位置を求める。
【０６３９】
　次に、ステップ２８００ｇで、上記の中心位置を結ぶ、１次または２次の近似線を計算
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する。
【０６４０】
　次に、ステップ２８００ｈで、各露光ラインの近似線上の画素の輝度値を、各露光ライ
ンの信号値とする。
【０６４１】
　次に、ステップ２８００ｉで、撮像フレームレート、解像度、ブランキング時間等によ
って構成される撮像情報から、露光ライン１ラインあたりの担当時間を計算する。
【０６４２】
　次に、ステップ２８００ｊで、ブランキング時間が一定以下であれば、ある撮像フレー
ムの最後の露光ラインの次の露光ラインはその次のフレームの最初の露光ラインであると
みなす。そうでない場合は、ある撮像フレームの最後の露光ラインとその次のフレームの
最初の露光ラインの間には、ブランキング時間を１露光ラインあたりの担当時間で除した
数の、観測できない露光ラインが存在するとみなす。
【０６４３】
　次に、ステップ２８００ｋで、デコード情報から、基準位置パターン、アドレスパター
ンを読み込む。
【０６４４】
　次に、ステップ２８００ｍで、各露光ラインの信号値から、信号の基準位置を示すパタ
ーンを検出する。
【０６４５】
　次に、ステップ２８００ｎで、検出した基準位置を基に、データ部、アドレス部を計算
する。
【０６４６】
　次に、ステップ２８００ｐで、送信信号を得る。
【０６４７】
　（自己位置推定の手順）
　図１２９を解説すると、まず、ステップ２８０１ａで、受信装置の現在位置として認識
している位置または現在位置の確率マップを、自己位置の事前情報とする。
【０６４８】
　次に、ステップ２８０１ｂで、受信装置の撮像部を送信装置の発光部へ向ける。
【０６４９】
　次に、ステップ２８０１ｃで、加速度センサとジャイロセンサと磁気センサのセンサ値
から、撮像装置が向けられている方位と仰角を計算する。
【０６５０】
　次に、ステップ２８０１ｄで、発光パターンを撮像し、送信信号を取得する。
【０６５１】
　次に、ステップ２８０１ｅで、送信信号に含まれる発光部の大きさや形状の情報と、撮
像した発光部の大きさと、撮像装置の撮像の倍率とから、撮像装置と発光部の間の距離を
計算する。
【０６５２】
　次に、ステップ２８０１ｆで、撮像画像中の発光部の位置と、レンズ特性から、撮像部
から発光部への方向と撮像面の法線との相対角度を計算する。
【０６５３】
　次に、ステップ２８０１ｇで、これまでに計算した数値から、撮像装置と発光部の相対
位置関係を計算する。
【０６５４】
　次に、ステップ２８０１ｈで、送信信号に含まれる発光部の位置と、撮像装置と発光部
の相対位置関係から、受信装置の位置を計算する。なお、送信装置が複数観察できる場合
は、各送信装置に含まれる信号から撮像装置の座標を計算することで、受信装置の位置を
高精度に計算できる。なお、送信装置が複数観察できる場合は、三角測量の手法を用いる
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ことができる。
【０６５５】
　次に、ステップ２８０１ｉで、自己位置の事前情報と、受信装置の位置の計算結果から
、受信装置の現在位置または現在位置の確率マップを更新する。
【０６５６】
　次に、ステップ２８０１ｊで、撮像装置を移動させる。
【０６５７】
　次に、ステップ２８０１ｋで、加速度センサとジャイロセンサと磁気センサのセンサ値
から、移動の方向と距離を計算する。
【０６５８】
　次に、ステップ２８０１ｍで、撮像画像と撮像装置の姿勢とから、移動の方向と距離を
計算し、ステップ２８０１ａへ戻る。
【０６５９】
　（送信制御の手順１）
　図１３０を解説すると、まず、ステップ２８０２ａで、ユーザがボタン押下する。
【０６６０】
　次に、ステップ２８０２ｂで、発光部を発光させる。なお、発光パターンで信号を表し
ても良い。
【０６６１】
　次に、ステップ２８０２ｃで、発光開始時刻や、終了時刻や、特定のパターンを送信し
た時刻を記録する。
【０６６２】
　次に、ステップ２８０２ｄで、撮像装置で撮像する。
【０６６３】
　次に、ステップ２８０２ｅで、撮像画像中に存在する送信装置の発光パターンを撮像し
、送信された信号を取得する。なお、記録した時刻を利用して同期的に発光パターンを解
析しても良い。そして、終了する。
【０６６４】
　（送信制御の手順２）
　図１３１を解説すると、まず、ステップ２８０３ａで、受光装置で受光、または、撮像
装置で撮像する。
【０６６５】
　次に、ステップ２８０３ｂで、特定のパターンであったかどうかを確認する。
【０６６６】
　Ｎｏの場合は、ステップ２８０３ａへ戻る。一方、Ｙｅｓの場合は、ステップ２８０３
ｃへ進み、受信パターンを受光または撮像した開始時刻や、終了時刻や、特定のパターン
が現れた時刻を記録する。
【０６６７】
　次に、ステップ２８０３ｄで、記憶部から送信信号を読み出し、発光パターンへ変換す
る。
【０６６８】
　次に、ステップ２８０３ｅで、前記発光パターンに従って発光部を発光させ、終了する
。なお、記録した時刻から一定時間が経過してから発光させ、終了するとしても良い。
【０６６９】
　（送信制御の手順３）
　図１３２を解説すると、まず、ステップ２８０４ａで、受光装置で受光し、受光した光
エネルギーを電気に変換して蓄電する。
【０６７０】
　次に、ステップ２８０４ｂで、蓄電エネルギーが一定以上となったかどうかを確認する
。



(66) JP 5521125 B2 2014.6.11

10

20

30

40

50

【０６７１】
　Ｎｏの場合は、ステップ２８０４ａへ戻る。一方、Ｙｅｓの場合は、ステップ２８０４
ｃへ進み、受光した光を解析し、特定のパターンが現れた時刻を記録する。
【０６７２】
　次に、ステップ２８０４ｄで、記憶部から送信信号を読み出し、発光パターンへ変換す
る。
【０６７３】
　次に、ステップ２８０４ｅで、上記発光パターンに従って発光部を発光させ、終了する
。なお、記録した時刻から一定時間が経過してから発光させ、終了するとしても良い。
【０６７４】
　（駅構内での情報提供）
　図１３３は、駅構内で情報提供を受ける状況を説明する図である。
【０６７５】
　受信装置２７００ａは、駅施設に設置された照明を撮像し、発光パターンや位置パター
ンを読み取ることで、照明装置が送信している情報を受信する。
【０６７６】
　受信装置２７００ａは、受信した情報を基にサーバから照明や施設の情報を取得し、さ
らに、撮像された照明の大きさや形から、受信装置２７００ａの現在位置を推定する。
【０６７７】
　例えば、受信装置２７００ａは、施設ＩＤや位置情報にもとづいて得た情報を表示する
（２７００ｂ）。受信装置２７００ａは、施設ＩＤを基に施設の地図をダウンロードし、
ユーザが購入した乗車券情報から、乗車場所へのナビゲートを行う（２７００ｃ）。
【０６７８】
　なお、図１３３は鉄道の駅での例を示しているが、空港や港やバス停等の施設でも同様
である。
【０６７９】
　（乗車サービス）
　図１３４は、乗り物内での利用の様子を示す図である。
【０６８０】
　乗客の持つ受信装置２７０４ａと、販売員の持つ受信装置２７０４ｂは、照明２７０４
ｅが送信する信号を受信し、自身の現在位置を推定する。
【０６８１】
　なお、各受信装置は、自己位置推定に必要な情報を、照明２７０４ｅから取得しても良
いし、照明２７０４ｅから送信された情報をキーにサーバから取得しても良いし、乗車駅
や改札の位置情報等を基に事前に取得しても良い。
【０６８２】
　なお、受信装置２７０４ａは、ユーザ（乗客）が購入した乗車券の乗車時間情報と現在
時刻から、現在位置が乗り物内であることを認識し、その乗り物と関連付けられた情報を
ダウンロードしても良い。
【０６８３】
　各受信装置は、自身の現在の位置をサーバへ通知する。受信装置２７０４ａは、ユーザ
（乗客）ＩＤや、受信装置のＩＤや、ユーザ（乗客）が購入した乗車券の情報をサーバへ
通知することで、サーバは、座席に座っている人物が乗車権利や指定席権利を持つ人物で
あることを確認する。
【０６８４】
　受信装置２７０４ａは、販売員の現在位置を表示することで、ユーザ（乗客）は、車内
販売の購入タイミングを検討できる。
【０６８５】
　乗客が受信装置２７０４ａを介して車内販売の注文を行ったとき、受信装置２７０４ａ
は、自身の位置と注文内容と課金情報を販売員の受信装置２７０４ｂやサーバに通知する
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。販売員の受信装置２７０４ｂは、注文者の位置を示す地図２７０４ｄを表示させる。
【０６８６】
　なお、乗客は受信装置２７０４ａを介して、指定席券や乗り継ぎ乗車券の購入もできる
。
【０６８７】
　受信装置２７０４ａは空席情報２７０４ｃを表示する。受信装置２７０４ａは、ユーザ
（乗客）が購入した乗車券の乗車区間情報と、自身の現在位置から、指定席券や乗り継ぎ
乗車券の購入情報や課金情報をサーバへ通知する。
【０６８８】
　なお、図１３４は鉄道内での例を示しているが、飛行機や船やバス停等の乗り物でも同
様である。
【０６８９】
　（店舗内サービス）
　図１３５は、店舗内での利用の様子を示す図である。
【０６９０】
　受信装置２７０７ｂ、２７０７ｃ、２７０７ｄは、照明２７０７ａが送信する信号を受
信し、自身の現在位置を推定し、サーバへ通知する。
【０６９１】
　なお、各受信装置は、自己位置推定に必要な情報やサーバのアドレスを、照明２７０７
ａから取得しても良いし、照明２７０７ａから送信された情報をキーに別のサーバから取
得しても良いし、会計システムから取得しても良い。
【０６９２】
　会計システムは、会計情報と受信装置２７０７ｄとを関連付け、受信装置２７０７ｄの
現在位置を表示させて（２７０７ｃ）注文された商品を届ける。
【０６９３】
　受信装置２７０７ｂは、照明２７０７ａから送信された情報を基に商品情報を表示する
。購入者が表示された商品情報から注文を行うと、受信装置２７０７ｂは、商品情報と課
金情報と現在位置をサーバへ通知する。
【０６９４】
　このように、販売者は受信装置２７０７ｂの位置情報を基に注文された商品を届けるこ
とが可能であり、購入者は席に座ったままで商品の購入が可能である。
【０６９５】
　（無線接続の確立）
　図１３６は、無線接続の認証状を通信し、無線接続を確立する状況を示している図であ
る。
【０６９６】
　電子機器（デジタルカメラ）２７０１ｂは、無線接続のアクセスポイントとして動作し
、その接続に必要な情報として、ＩＤやパスワードを発光パターンとして送信する。
【０６９７】
　電子機器（スマートフォン）２７０１ａは、発光パターンから送信情報を取得し、無線
接続を確立する。
【０６９８】
　なお、ここでは無線接続としたが、確立するコネクションは有線接続ネットワークであ
っても良い。
【０６９９】
　なお、二つの電子機器との間の通信は、第３の電子機器を介して行なっても良い。
【０７００】
　（通信範囲の調整）
　図１３７は、発光パターンや位置パターンによる通信の範囲を示す図である。
【０７０１】
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　電波を利用した通信方式では、壁で区切られた隣室にも電波が到達してしまい、通信範
囲を制限することが難しい。
【０７０２】
　一方、発光パターンや位置パターンを用いた通信では、可視光とその周辺領域の波長を
利用するため、遮蔽物を用いて通信範囲を区切ることが容易である。また、可視光を使う
場合、通信範囲が人間の目でも確認できるという利点がある。
【０７０３】
　（屋内での利用）
　図１３８は、地下街等の屋内での利用の様子を示す図である。
【０７０４】
　受信装置２７０６ａは、照明２７０６ｂの送信する信号を受信し、自身の現在位置を推
定する。また、受信装置２７０６ａは、地図上に現在位置を表示して道案内を行ったり、
付近の店舗の情報を表示したりする。
【０７０５】
　緊急時には照明２７０６ｂから災害情報や避難情報を送信することで、通信が混雑して
いる場合や、通信基地局が故障した場合や、通信基地局からの電波が届かない場所にいる
場合であっても、これらの情報を得ることができる。これは、緊急放送を聞き逃した場合
や、緊急放送を聞くことができない聴覚障害者に有効である。
【０７０６】
　（屋外での利用）
　図１３９は、街路などの屋外での利用の様子を示す図である。
【０７０７】
　受信装置２７０５ａは、街灯照明２７０５ｂの送信する信号を受信し、自身の現在位置
を推定する。また、受信装置２７０５ａは、地図上に現在位置を表示して道案内を行った
り、付近の店舗の情報を表示したりする。
【０７０８】
　緊急時には照明２７０５ｂから災害情報や避難情報を送信することで、通信が混雑して
いる場合や、通信基地局が故障した場合や、通信基地局からの電波が届かない場所にいる
場合であっても、これらの情報を得ることができる。
【０７０９】
　また、他の車両や歩行者の移動を地図上に表示したり、向かってくる車両や歩行者が存
在することをユーザに知らせることで、事故防止に役立てることができる。
【０７１０】
　（道順の指示）
　図１４０は、道順の指示の様子を示す図である。
【０７１１】
　送信装置２７０３ａ、２７０３ｂ、２７０３ｃから送信された情報を利用して、受信装
置２７０３ｅは、付近の地図をダウンロードしたり、自身の位置を誤差１ｃｍから数１０
ｃｍの精度で推定したりすることができる。
【０７１２】
　受信装置２７０３ｅの正確な位置がわかることで、車椅子２７０３ｄを自動運転したり
、視覚障害者が安全に通行を行ったりすることができる。
【０７１３】
　（複数の撮像装置の利用）
　図１４１の受信装置は、インカメラ２７１０ａと、タッチパネル２７１０ｂと、ボタン
２７１０ｃと、アウトカメラ２７１０ｄと、フラッシュ２７１０ｅを備える。
【０７１４】
　アウトカメラで送信装置を撮像するとき、インカメラの撮像画像から、受信装置の移動
や姿勢を推定することで、手ブレの補正を行うことができる。
【０７１５】
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　インカメラで他の送信装置からの信号を受信することで、複数の装置からの信号を同時
に受信したり、受信装置の自己位置推定の精度を高めたりすることができる。
【０７１６】
　（送信装置自律制御）
　図１４２では、送信装置１は、送信装置２の発光部の発光を受光部で受光し、送信装置
２の送信している信号と送信のタイミングを取得する。
【０７１７】
　送信装置１の記憶部に、送信する信号が記憶されていない場合は、送信装置２の発光と
同調して同じパターンで発光して信号を送信する。
【０７１８】
　一方、送信装置１の記憶部に、送信する信号が記憶されている場合は、送信装置２の送
信信号と共通部分は送信装置２の発光と同調して同じパターンで発光して信号を送信する
。共通でない部分は、送信装置２が信号を送信していない時間に送信する。送信装置２が
信号を送信していない時間がない場合は、適当に周期を定め、その周期に従って共通でな
い部分を送信する。この場合、送信装置２は、受光部で送信装置１の発光を受光し、同じ
時刻に異なる信号が送信されていることを検知し、送信装置１が信号を送信していない時
刻に、共通でない部分の信号を送信する。
【０７１９】
　発光による信号送信の衝突の回避には、ＣＳＭＡ／ＣＤ　（Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｓｅｎｓ
ｅ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ　ｗｉｔｈ　Ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ　Ｄｅｔｅｃｔｉ
ｏｎ）の方式を利用する。
【０７２０】
　送信装置１は、自身の情報を発光パターンとして発光部を発光させる。
【０７２１】
　送信装置２は、送信装置１の情報を受光部から取得する。
【０７２２】
　送信装置は、通信可能な送信装置同士で互いの情報を交換することで、送信装置の配置
地図を作成する。また、送信装置は、発光による信号送信が衝突しないように全体として
最適な発光パターンを求める。また、送信装置は、他の送信装置が得た情報を、送信装置
間の通信によって取得する。
【０７２３】
　（送信情報の設定）
　図１４３では、送信装置は、送信装置が取り付け装置に取り付けられたときや、取り付
け装置の記憶部に記憶された情報が変更されたときに、取り付け装置の記憶部に記憶され
ている情報を送信装置の記憶部に記憶する。取り付け装置や送信装置の記憶部に記憶され
ている情報には、送信信号や送信のタイミングが含まれる。
【０７２４】
　送信装置は、記憶部に記憶されている情報が変更された場合には、取り付け装置の記憶
部にその情報を記憶させる。集中制御装置や配電盤から、取り付け装置の記憶部や送信装
置の記憶部の情報を編集する。配電盤からの操作では、電力線通信を用いる。
【０７２５】
　送信装置の形状記憶部は、送信装置の取り付け部と発光部の中心位置の位置関係が記憶
している。
【０７２６】
　送信装置は、位置情報を送信するときには、記憶部に記憶された位置情報にこの位置関
係を加えた位置情報を送信する。
【０７２７】
　取り付け装置の記憶部には、建造物の施工時等に、情報を記憶させる。位置情報を記憶
させる場合は、建造物の設計図やＣＡＤデータを利用することで、正確な位置を記憶させ
る。建造物の建造時には、送信装置から位置情報を送信させることで、位置を確認するこ
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とができ、建造の自動化や、材料の利用位置の確認等に利用することができる。
【０７２８】
　取り付け装置は、送信装置の情報を集中制御装置に通知する。取り付け装置は、送信装
置以外の機器が取り付けられたことを集中制御装置に通知する。
【０７２９】
　図１４４では、送信装置は、受光部で光を受光し、信号解析部で光のパターンから情報
を取得し、記憶部に記憶する。送信装置は、受光したときに、記憶部に記憶した情報を発
光パターンに変換して発光部を発光させる。
【０７３０】
　送信装置の形状に関する情報は、形状記憶部に記憶する。
【０７３１】
　図１４５では、送信装置は、通信部で受信した信号を記憶部に記憶する。送信装置は、
受信したときに、記憶部に記憶した情報を発光パターンに変換して発光部を発光させる。
【０７３２】
　送信装置の形状に関する情報は、形状記憶部に記憶する。
【０７３３】
　送信装置は、記憶部に送信信号が記憶されていない場合は、適当な信号を発光パターン
に変換して発光部を発光させる。
【０７３４】
　受信装置は、送信装置が送信している信号を撮像部から取得し、その信号と送信装置に
記憶させたい情報とを、通信部を介して送信装置や集中制御装置に伝える。
【０７３５】
　送信装置や集中制御装置は、受信装置から撮像部から取得した信号と同一の信号を送信
した送信装置の記憶部に、送信された情報を記憶する。
【０７３６】
　なお、受信装置は、送信装置が送信している信号を撮像した時刻を合わせて送信し、送
信装置や集中制御装置は、その時刻を利用して受信装置が撮像した送信装置を特定しても
良い。
【０７３７】
　なお、受信装置の通信部を発光部とし、送信装置の通信部を受光部または撮像部とし、
発光パターンを用いて受信装置から送信装置へ情報を送信しても良い。
【０７３８】
　なお、受信装置の通信部を発音部とし、送信装置の通信部を収音部とし、音声パターン
を用いて受信装置から送信装置へ情報を送信しても良い。
【０７３９】
　（２次元バーコードとの組み合わせ）
　図１４６は、２次元バーコードと組み合わせて利用する場合を示す図である。
【０７４０】
　ユーザは、通信機器２７１４ａと通信機器２７１４ｄを相対させる。
【０７４１】
　通信機器２７１４ａは、ディスプレイに２次元バーコード２７１４ｃとして送信情報を
表示させる。
【０７４２】
　通信機器２７１４ｄは、２次元バーコード読取部２７１４ｆで、２次元バーコード２７
１４ｃを読み取る。通信機器２７１４ｄは、発光部２７１４ｅの発光パターンとして送信
情報を表現する。
【０７４３】
　通信機器２７１４ａは、撮像部２７１４ｂで発光部を撮像し、信号を読み取る。この方
式により、双方向の直接通信が可能となり、伝送するデータ量が少ない場合にはサーバを
介した通信よりも高速で通信が可能である。
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【０７４４】
　（地図の作成と利用）
　図１４７は、地図作成とその利用の様子を示す図である。
【０７４５】
　ロボット２７１５ａは、照明２７１５ｄや電子機器２７１５ｃの送信する信号を基に自
己位置推定を行うことで、部屋の地図２７１５ｆを作成し、地図情報と位置情報と照明２
７１５ｄや電子機器２７１５ｃのＩＤとをサーバ２７１５ｅへ記憶させる。
【０７４６】
　受信装置２７１５ｂも同様に、照明２７１５ｄや電子機器２７１５ｃの送信する信号や
、移動中の撮像画像や、ジャイロセンサや加速度センサや磁気センサのセンサ値から、部
屋の地図２７１５ｆを作成し、地図情報と位置情報と照明２７１５ｄや電子機器２７１５
ｃのＩＤとをサーバ２７１５ｅへ記憶させる。
【０７４７】
　ロボット２７１５ａは、サーバ２７１５ｅから取得した地図２７１５ｆを基に、効率良
く掃除や配膳を行う。
【０７４８】
　受信装置２７１５ｂは、サーバ２７１５ｅから取得した地図２７１５ｆを基に、ロボッ
ト２７１５ａへ掃除場所や移動場所を指示したり、受信装置を向けている方向にある電子
機器を操作したりする。
【０７４９】
　（電子機器の状態取得と操作）
　図１４８は、電子機器の状態取得と操作の様子を示す図である。
【０７５０】
　通信装置２７１６ａは、制御情報を発光パターンに変換し、発光部を電子機器２７１６
ｂの受光部２７１６ｄへ向けて発光させる。
【０７５１】
　電子機器２７１６ｂは、その発光パターンから制御情報を読み取り、制御情報通りに動
作を行う。電子機器２７１６ｂは、受光部２７１６ｄで受光したときに、電子機器の状態
を示す情報を発光パターンに変換し、発光部２７１６ｃを発光させる。また、電子機器２
７１６ｂは、運転終了時やエラー発生時など、ユーザへ通知したい情報がある場合に、そ
の情報を発光パターンに変換し、発光部２７１６ｃを発光させる。
【０７５２】
　通信装置２７１６ａは、発光部２７１６ｃを撮像し、送信された信号を取得する。
【０７５３】
　（電子機器の認識）
　図１４９は、撮像している電子機器を認識する様子を示す図である。
【０７５４】
　通信装置２７１７ａは、電子機器２７１７ｂと電子機器２７１７ｅへの通信路を持ち、
各電子機器へＩＤ表示命令を送信する。
【０７５５】
　電子機器２７１７ｂは、ＩＤ表示命令を受信して、発光部２７１７ｃの発光パターンで
ＩＤ信号を送信する。
【０７５６】
　電子機器２７１７ｅは、ＩＤ表示命令を受信して、発光部２７１７ｆ、２７１７ｇ、２
７１７ｈ、２７１７ｉを用いて位置パターンでＩＤ信号を送信する。
【０７５７】
　なお、ここで各電子機器が送信するＩＤ信号は、電子機器の持つＩＤであっても良いし
、通信装置２７１７ａに指示された内容であっても良い。
【０７５８】
　通信装置２７１７ａは、撮像画像中に存在する発光部の発光パターンや位置パターンか
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ら、撮像されている電子機器と、その電子機器と受信装置との位置関係を認識する。
【０７５９】
　なお、電子機器と受信装置との位置関係を認識するためには、電子機器は発光部を３点
以上備えることが望ましい。
【０７６０】
　（拡張現実オブジェクトの表示）
　図１５０は、拡張現実オブジェクトを表示する様子を示す図である。
【０７６１】
　拡張現実を表示させる舞台２７１８ｅは、発光部２７１８ａ、２７１８ｂ、２７１８ｃ
、２７１８ｄの発光パターンや位置パターンで、拡張現実オブジェクトの情報や、拡張現
実オブジェクトを表示させる基準位置を送信する。
【０７６２】
　受信装置は、受信した情報を基に、拡張現実オブジェクト２７１８ｆを撮像画像に重畳
して表示させる。
【０７６３】
　（ユーザインタフェース）
　発光部が撮像範囲の中央付近から外れている場合には、撮像範囲の中心を発光部のほう
へ向けさせるため、図１５１のように、撮像範囲の中心を発光部のほうへ向けさせるよう
にユーザを促すような表示を行う。
【０７６４】
　発光部が撮像範囲の中央付近から外れている場合には、撮像範囲の中心を発光部のほう
へ向けさせるため、図１５２のように、撮像範囲の中心を発光部のほうへ向けさせるよう
にユーザを促すような表示を行う。
【０７６５】
　撮像範囲に発光部が確認できない場合であっても、それ以前の撮像結果や撮像端末に付
属の加速度センサやジャイロセンサやマイクロフォンや位置センサ等の情報から発光部の
位置が推定可能な場合には、図１５３のように、撮像範囲の中心を発光部のほうへ向けさ
せるようにユーザを促すような表示を行う。
【０７６６】
　撮像範囲の中心を発光部のほうへ向けさせるため、図１５４のように、撮像範囲を移動
させたい距離に応じて表示する図形の大きさを調整する。
【０７６７】
　発光部の写りが小さい場合には、より大きく撮像させるために、図１５５のように、よ
り発光部に近づいて撮像するようにユーザを促すような表示を行う。
【０７６８】
　発光部が撮像範囲の中央から外れており、かつ、写りの大きさが十分でない場合には、
図１５６のように、撮像範囲の中心を発光部のほうへ向けさせるようにユーザを促し、か
つ、より発光部に近づいて撮像するようにユーザを促すような表示を行う。
【０７６９】
　発光部と撮像範囲のなす角度を変化させることで発光部の信号を受信しやすくなる場合
には、図１５７のように、撮像範囲を回転させるようにユーザを促すような表示を行う。
【０７７０】
　発光部が撮像範囲の中央から外れており、かつ、発光部と撮像範囲のなす角度を変化さ
せることで発光部の信号を受信しやすくなる場合には、図１５８のように、撮像範囲の中
心を発光部のほうへ向けさせるようにユーザを促し、かつ、撮像範囲を回転させるように
ユーザを促すような表示を行う。
【０７７１】
　発光部の写りの大きさが十分ではなく、かつ、発光部と撮像範囲のなす角度を変化させ
ることで発光部の信号を受信しやすくなる場合には、図１５９のように、より発光部に近
づいて撮像するようにユーザを促し、かつ、撮像範囲を回転させるようにユーザを促すよ
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うな表示を行う。
【０７７２】
　発光部が撮像範囲の中央から外れており、かつ、発光部の写りの大きさが十分ではなく
、かつ、発光部と撮像範囲のなす角度を変化させることで発光部の信号を受信しやすくな
る場合には、図１６０のように、撮像範囲の中心を発光部のほうへ向けさせるようにユー
ザを促し、かつ、より発光部に近づいて撮像するようにユーザを促し、かつ、撮像範囲を
回転させるようにユーザを促すような表示を行う。
【０７７３】
　信号を受信中には、図１６１のように、信号を受信していることを伝える表示や、受信
した信号の情報量を表示する。
【０７７４】
　受信する信号のサイズが判明している場合には、信号を受信中には、図１６２のように
、プログレスバーで受信が完了した信号の割合や情報量を表示する。
【０７７５】
　信号を受信中には、図１６３のように、プログレスバーで受信が完了した信号の割合や
受信箇所や受信した信号の情報量を表示する。
【０７７６】
　信号を受信中には、図１６４のように、発光部に重畳するようにして受信が完了した信
号の割合や情報量を表示する。
【０７７７】
　発光部が検出された場合には、図１６５のように、例えば、発光部を点滅させる等の表
示により、その物体が発光部であることを表示する。
【０７７８】
　発光部からの信号を受信中には、図１６６のように、例えば、発光部を点滅させる等の
表示により、その発光部から信号を受信していることを表示する。
【０７７９】
　図１６７では、複数の発光部が検出された場合に、いずれかの発光部をユーザにタップ
させることで、信号を受信したり、操作をおこなったりする送信装置をユーザに指定させ
る。
【０７８０】
　（実施の形態８）
　（ＩＴＳへの応用）
　以下、本発明の適用例として、ＩＴＳ（Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ
　Ｓｙｓｔｅｍｓ：高度道路交通システム）を説明する。本実施の形態では、可視光通信
の高速通信を実現しており、ＩＴＳ分野への適応が可能である。
【０７８１】
　図１６８は、可視光通信機能を搭載した交通システムと車両や歩行者との通信を説明し
ている図である。信号機６００３は、本実施の形態の可視光通信機能を搭載し、車両６０
０１および歩行者６００２との通信が可能である。
【０７８２】
　車両６００１および歩行者６００２から信号機６００３との情報送信は、ヘッドライト
や歩行者が持つ携帯端末のフラッシュ発光部などで行う。信号機６００３から車両６００
１および歩行者６００２への情報送信は、信号の照明を、信号機６００３が持つカメラセ
ンサーや、車両６００１が持つカメラセンサーで行う。
【０７８３】
　なお、以降も道路照明や道路情報板など、路上に設置された交通支援の物体と車両６０
０１や歩行者６００２と通信を行うことによる機能を説明するが通信方式に関しては同じ
物が適用できるため、説明は割愛する。
【０７８４】
　図１６８に示すように、信号機６００３は、車両６００１へ道路交通情報を提供する。
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ここで、道路交通情報とは渋滞情報や事故情報、周辺サービスエリアの情報など、運転を
補助するような情報のことである。
【０７８５】
　信号機６００３は、ＬＥＤ照明を搭載しているため、このＬＥＤ照明による通信を行う
ことで新たな装置を搭載することなく車両６００１への情報提供が可能になる。また、車
両６００１は一般的に高速移動しているため、従来の可視光通信技術では送信できるデー
タ量が少なかったが、本実施の形態により通信速度が向上したため、車両に送信すること
ができるデータサイズが多くなるという効果がある。
【０７８６】
　また、信号機６００３や、照明６００４では、信号や照明ごとに異なる情報を提供する
ことが可能である。これによって、例えば右折レーンを走行している車両に対してのみ情
報送信を行うなど、車両の位置に応じた情報を送信することが可能である。
【０７８７】
　また、同様に歩行者６００２に対しても、特定のスポットにいる歩行者６００２に対し
てのみ情報を提供することが可能になるため、例えば特定の交差点の横断歩道で信号待ち
をしている歩行者のみ、例えば事故が多い交差点であるとった情報や、街中スポット情報
などを送信することができる。
【０７８８】
　さらに、信号機６００３と別の信号機６００５も通信することが可能である。これによ
って、例えば信号機６００３が提供する情報を変更する場合に、新たに信号機に信号線や
通信機を通すことなく、信号機同士の通信のリレーによって、信号機が配信する情報を変
更することが可能である。本方式によって、可視光通信の通信速度が大きく向上するため
、より短時間での配信情報の変更が可能になる。これによって、例えば１日に数回配信情
報を変更することができるようになる。また、積雪や降雨情報などを即座に配信すること
が可能になる。
【０７８９】
　さらに、照明が現在の位置情報を配信することで、車両６００１や歩行者６００２に対
して、位置情報を提供することも可能である。商店街やトンネルなど屋上に屋根がある施
設は、ＧＰＳを用いた位置情報取得が困難である場合があるが、可視光通信を用いれば、
このような状況でも位置情報を取得することが可能であるというメリットがある。また、
本実施の形態により通信速度が従来と比較してより高速化することが可能であるため、例
えば店舗や交差点など特定のスポットを通過する間に情報を受信することが可能となる。
【０７９０】
　なお、本実施の形態は可視光通信を高速化するものであるため、その他の可視光通信を
用いたＩＴＳシステム全般に応用可能であることは言うまでもない。
【０７９１】
　図１６９は、車両同士が可視光通信を用いて通信を行う、車車間通信に本発明を適用し
た場合の概略図である。
【０７９２】
　車両６００１はブレーキランプやその他ＬＥＤ照明を通じて後方の車両６００１ａへ情
報を伝達する。また、ヘッドライトやその他前方を照らすライトを通じて対向する車両６
００１ｂへデータを送信することも可能である。
【０７９３】
　このように、車両間を可視光で通信することで車両同士の情報を共有することが可能で
ある。例えば、前方交差点での事故情報を後方車両にリレー形式で伝達することによって
、渋滞情報や注意喚起の情報を後方車両に伝えることが可能である。
【０７９４】
　また、同様に対向する車両に渋滞情報やブレーキのセンサ情報から取得した急ブレーキ
情報を伝えることで対向車に対しても、運転を補助する情報を伝えることが可能である。
【０７９５】
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　本発明により可視光通信の通信速度が向上したため、対向車とすれ違いながら情報を送
信することができるという利点がある。また、後方車両に対しても情報送信の間隔が短く
なるためより短い期間で多くの車両に情報を伝達することが可能となる。また、通信速度
があがることで、音声や画像情報を送ることも可能である。これによって、より豊かな情
報を車車間で共有することが出来る。
【０７９６】
　（位置情報報知システムおよび施設システム）
　図１７０に、本実施の形態の可視光通信技術を用いた位置情報報知システムおよび施設
システムの概略図を示す。例えば病院内で、患者のカルテや搬送物、薬品などをロボット
で配送するシステムを代表として説明する。
【０７９７】
　ロボット６１０１は、可視光通信機能を搭載している。照明は位置情報を配信している
。ロボット６１０１は、照明の位置情報を取得することで特定の病室に薬やその他物品を
届けることが可能となる。これによって、医師の負担が減る。また、照明は隣の部屋に漏
れることがないため、ロボット６１０１が部屋を間違えることが無いという効果がある。
【０７９８】
　なお、本実施の形態の可視光通信を用いたシステムは、病院内に限定されるものではな
く、照明器具を用いて位置情報を配信するシステムに適応可能である。例えば、屋内のシ
ョッピングモールにおいて、案内表示板の照明から位置および案内情報をホ送信する仕組
みにしても良いし、空港内でのカートの移動に用いても良い。
【０７９９】
　また、店舗の照明に可視光通信技術を搭載することで、クーポン情報やセール情報を配
信することも可能である。可視光に情報を重畳することで、ユーザはその店舗の光から情
報を貰っているということが直感的に理解できるため、ユーザの利便性が向上するという
効果がある。
【０８００】
　また、部屋の中／外である情報を送信する場合、無線ＬＡＮを用いて位置情報を配信す
ると、隣接する部屋や廊下に電波が漏れてしまうため、部屋の外に電波が飛ばないように
するように外壁に電波を遮断する機能が必要であった。まだ外壁で電波を遮断すると、携
帯電話等の外部と通信する機器が使えないという課題があった。
【０８０１】
　本実施の形態の可視光通信を用いて位置情報を送信すると、照明の届く範囲のみで通信
可能であるため、例えば特定の部屋の位置情報を利用者に送信することが容易であるとい
う効果がある。また、外壁は通常光を遮るため、特別な装置が必要ないという効果がある
。
【０８０２】
　また、ビルや大規模施設、一般家屋において、通常照明の位置は変わることが無いため
、各照明が送信する位置情報は頻繁に変わることが無い。各照明の位置情報のデータベー
スの更新頻度が低いので、位置情報管理のメンテナンスコストが低いという効果がある。
【０８０３】
　（スーパーマーケットのシステム）
　図１７１に、商店において、本実施の形態の通信方式を搭載した機器をショッピングカ
ートに搭載し、商品だなの照明もしくは、屋内照明から位置情報を取得するスーパーマー
ケットのシステムを説明する。
【０８０４】
　カート６２０１は本実施の形態の通信方式を用いたした可視光通信機器を搭載している
。照明６１００は、可視光通信によって、位置情報をおよびその棚の情報を配信している
。カートは、照明から配信される商品情報を受け取る事ができる。また位置情報を受け取
る事で、自分がどの棚にいるか把握することができるため、例えば、カートに棚の位置情
報を記憶させておけば、ユーザが行きたい棚もしくは欲しい商品をカートに指定するだけ
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で、どこの方向に行けば良いかカートに表示させることが可能となる。
【０８０５】
　可視光通信によって、棚の位置が分かる程度の高精度な位置情報を得ることができるた
め、カートの移動情報を取得し、活用することができる。例えば、カートが照明から取得
した位置情報を、データベース化することも可能である。
【０８０６】
　可視光通信を用いて照明にカートの情報と共に送信する、あるいは無線ＬＡＮ等を用い
てサーバに送信する。あるいは、カートにメモリを搭載しておき、店舗の閉店後にデータ
を集める等によって、カートがどの様な経路を通ったかということをサーバに集約する。
【０８０７】
　カートの移動情報を集めることで、どの棚に人気があるか、どの通路が最も通られてい
るかを把握することができるため、マーケティングに使えるという効果がある。
【０８０８】
　（携帯電話端末とカメラの通信）
　図１７２に、本実施の形態の可視光通信を用いた応用例を示す。
【０８０９】
　携帯電話端末６３０１は、フラッシュライトを用いて、カメラ６３０２にデータを送信
する。カメラ６３０２は撮像部で受信した光情報から携帯電話端末６３０１が送信したデ
ータを受信する。
【０８１０】
　あらかじめ、携帯電話端末６３０１において、カメラの撮影設定をしておき、カメラ６
３０２に送信する。これによって、携帯電話端末の豊かなユーザインターフェースを利用
して、カメラの設定を行うことができる。
【０８１１】
　また、カメラの撮影センサを利用することで、カメラと携帯電話端末を通信する際に、
無線ＬＡＮ等の新たな通信機器を搭載することなく、携帯電話端末からカメラに設定情報
を送信することが可能となる。
【０８１２】
　（水中通信）
　図１７３に、本実施の形態の通信方式を水中通信に適応した場合の概略図を示す。水は
電波を通さないため、水中のダイバー同士や海上の船と海中の船は無線を通じて通信をす
ることができない。本実施の形態の可視光通信では水中でも利用可能である。
【０８１３】
　なお、本実施の形態の可視光通信方式は、光を発するオブジェや建造物からデータを送
信することが可能となる。建物に対して受光部を向けるとその建物の案内情報や詳細情報
を取得することができるため、観光客に有益な情報を提供することができる。
【０８１４】
　なお、本実施の形態の可視光通信方式は、灯台から船舶との通信に適用可能である。従
来より大容量の通信を行うことができるため、より詳細な情報をやり取りすることができ
る。
【０８１５】
　なお、本実施の形態の可視光通信は、光を用いるため、特定の部屋のみで通信を行うと
いった部屋単位での通信制御を行うことができる。例えば図書館で特定の部屋のみで閲覧
可能な情報へアクセスする場合に本実施の形態の通信方式を用いる、または本実施の形態
の通信方式を鍵情報のやりとりに、用いて、実際の通信は無線ＬＡＮ等の通信を用いて行
うなどの用途に適用可能である。
【０８１６】
　なお、本実施の形態の通信方式はＬＥＤによる通信及びＭＯＳセンサを備える撮像装置
すべてに転用可能であり、例えばデジタルカメラやスマートフォンに適用可能であること
は言うまでもない。
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【０８１７】
　（実施の形態９）
　（サービス提供例）
　以下、本実施の形態では、本発明の適用例として、図１７４を用いて、ユーザへのサー
ビス提供例を説明する。図１７４は、実施の形態９におけるユーザへのサービス提供例を
説明するための図である。図１７４には、ネットサーバ４０００ａと、送信機４０００ｂ
、４０００ｄ、４０００ｅと、受信機４０００ｃ、４０００ｆと、建物４０００ｇとが示
されている。
【０８１８】
　受信機４０００ｃ、４０００ｆが家屋内外にある複数の送信機４０００ｂ、４０００ｄ
、４０００ｅから信号を受信し、処理することでユーザへサービスを提供できる。なお、
送信機、および、受信機は単独で信号を処理し、ユーザへサービスを提供できてもよいし
、ネットワークを構成するネットサーバ４０００ａと連携してネットワークからの指示に
従い、それらの挙動や発信する信号を変化させながら、ユーザへサービスを提供できても
よい。
【０８１９】
　なお、送信機、および、受信機は人や車両など動く物体に備え付けられていてもよいし
、静止している物体に備え付けられてもよいし、既存する物体にあとから備え付けること
ができてもよい。
【０８２０】
　図１７５は、実施の形態９におけるユーザへのサービス提供例を説明するための図であ
る。図１７５には、送信機４００１ａと、受信機４００１ｂとが示されている。
【０８２１】
　図１７５のように、受信機４００１ｂは複数の送信機４００１ａが発信した信号を受信
し、信号に含まれる情報を処理することでユーザへサービスを提供する。なお、信号に含
まれる内容には、機器を一意に示す機器ＩＤ、位置情報、地図、標識、観光情報、交通情
報、地域サービス、クーポン、広告、商品説明、キャラクター、音楽、動画、写真、音声
、メニュー、放送、緊急案内、時刻表、ガイド、アプリケーション、ニュース、掲示板、
機器へのコマンド、個人を識別する情報、金券、クレジットカード、セキュリティ、ＵＲ
Ｌなどに関する情報がある。
【０８２２】
　ユーザは、これら信号に含まれる情報を利用するための登録処理などを事前にネットサ
ーバ上で実施しておき、実際に送信機４００１ａが信号を発信する場所でこれらの信号を
ユーザが受信機４００１ｂで受信することでサービスの提供を受けることができてもよい
し、ネットサーバを介在せずにサービスの提供を受けることができてもよい。
【０８２３】
　図１７６は、本実施の形態における受信機が送信機から受信した複数の信号を同時に処
理する場合を示すフローチャートである。
【０８２４】
　まず、ステップ４００２ａで開始する。次に、ステップ４００２ｂで受信機が複数の光
源からの信号を受信する。次に、ステップ４００２ｃで受信した結果から、それぞれの光
源が表示される領域を判定し、それぞれの光源から信号を抽出する。
【０８２５】
　ステップ４００２ｄで取得した信号の数分の処理を数が０個になるまでステップ４００
２ｅで信号に含まれる情報を元に処理を繰り返す。処理すべき数が０個になった段階で、
ステップ４００２ｆで終了する。
【０８２６】
　図１７７は、実施の形態９における相互通信により機器間のコミュニケーションを実現
する場合の一例を示す図である。図１７５には送信機、および、受信機を持つ複数の送受
信機４００３ａ、送受信機４００３ｂ、送受信機４００３ｃが相互に通信することにより
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機器間のコミュニケーションを実現する場合の一例が示されている。なお、送受信機は図
１７５のように同一機器間でのみ通信できてもよいし、異なる機器間で通信できてもよい
。
【０８２７】
　また、本実施の形態はアプリケーションを本実施の形態が提供する通信手段や他のネッ
トワーク、着脱式のストレージを利用して、携帯電話、スマートフォン、パソコン、ゲー
ム機などへアプリケーションを配信し、それらアプリケーションから既に備え付けてある
機器のデバイス（ＬＥＤ、フォトダイオード、イメージセンサー）を利用することで、ユ
ーザへサービスを提供することができる。なお、アプリケーションははじめから機器に搭
載されていてもよい。
【０８２８】
　（指向性を利用したサービスの例）
　また、本発明の適用例として、本実施の形態の指向性の特性を利用したサービスについ
て説明する。具体的には、映画館、コンサートホール、博物館、病院、公民館、学校、会
社、商店街、デパート、役所、フードショップなどのような公共施設で本発明を利用する
場合の例である。本発明は、従来の可視光通信と比較して、送信機が受信機へ発生する信
号の指向性を低くすることができるため、公共施設に存在する多数の受信機へ情報を同時
に発信することができる。
【０８２９】
　図１７８は、実施の形態９における指向性の特性を利用したサービスを説明するための
図である。図１７８には、スクリーン４００４ａと、受信機４００４ｂと、照明４００４
ｃとが示されている。
【０８３０】
　図１７８のように、映画館で本実施の形態を利用することで、映画の上映中にユーザが
他のユーザの快適な映画の視聴妨害に繋がる機器（携帯電話、スマートフォン、パソコン
、ゲーム機など）の利用を抑制することができる。送信機は、映画を表示するスクリーン
４００４ａに投影される映像内や施設に備え付けてある照明４００４ｃなどが発する光を
信号とし、それら信号内に受信機４００４ｂを制御するコマンドを含ませる。受信機４０
０４ｂがこのコマンドを受信することで、受信機４００４ｂの動作を制御し、他のユーザ
の映画視聴を阻害するような行為を防止することができる。受信機４００４ｂを制御する
コマンドは電源や受信が発する音、通信機能、ＬＥＤの表示、バイブレーションなどのＯ
Ｎ、ＯＦＦ、レベル調整などがある。
【０８３１】
　また、受信機が、送信機の送信する信号を光源の強さなどを利用して、フィルタリング
することで、指向性の強さを制御することができる。本実施の形態では、指向性を低く設
定することで、施設に存在する受信機へ一斉にコマンドや情報を送信することかできる。
【０８３２】
　なお、指向性を高くしたい場合は、送信機側が光源の量を制限してもよいし、受信機側
で光源を受光する感度を下げたり、受光した光源の量を信号処理したりすることで、制約
をかけてもよい。
【０８３３】
　なお、本実施の形態をフードショップ、役所などのようにユーザからの注文を受け、そ
の場で注文を処理するような店舗などで利用する場合は、ユーザの手元にある送信機で発
信した注文を含む信号を、店舗を見渡せる場所に配置してある受信機が受信することで、
どの席のユーザが何のメニューを注文したかを検出することができる。サービス提供者は
時間軸を設けて注文を処理することで、ユーザへ公平性の高いサービスを提供できる。
【０８３４】
　なお、発信機と受信機間であらかじめ設定された秘密鍵や公開鍵を利用し、信号に含ま
れる情報を暗号化・復号化することで、信号を送信できる送信機、信号を受信できる受信
機を制約してもよい。また、送信機、および、受信機間の送信路をインターネットにおい
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て標準で利用されるＳＳＬなどのプロトコルを利用して、他の機器からの信号の傍受を抑
制してもよい。
【０８３５】
　（実世界とインターネット上の世界の融合によるサービス例）
　また、本発明の適用例として、カメラに撮像された実世界とインターネット上の世界の
情報を重畳してユーザへサービスを提供するサービスについて説明する。
【０８３６】
　図１７９は、実施の形態９におけるユーザへのサービス提供例の別の例を説明するため
の図である。具体的には、図１７９は、携帯電話、スマートフォン、ゲーム機などに受信
機に搭載されたカメラ４００５ａを利用して本実施の形態を活用する場合のサービスの一
例を示している。ここで、図１７９には、カメラ４００５ａと、光源４００５ｂと、重畳
する内容４００５ｃとが示されている。
【０８３７】
　カメラ４００５ａの撮像結果から複数の光源４００５ｂが発信する信号４００５ｄを抽
出し、それらの信号４００５ｄに含まれる情報をカメラ４００５ａへ重畳して表示する。
なお、カメラ４００５ａに重畳する内容４００５ｃは文字列、画像、動画、キャラクター
、アプリケーション、ＵＲＬなどがある。なお、カメラとの重畳だけでなく、音声、バイ
ブレーションなどを利用して、信号に含まれる情報を処理してもよい。
【０８３８】
　図１８０は、送信機が発する光源に含まれる信号のフォーマット例を示す図である。図
１８０には、光源の特性４００６ａと、サービス種別４００６ｂと、サービスに関する情
報４００６ｃとが示されている。
【０８３９】
　受信機が受信した信号をカメラに重畳するサービスに関する情報４００６ｃは、送信機
が発する信号に含まれるサービス種別４００６ｂなどの情報やカメラから光源までの距離
に応じて、信号から取得できる情報をフィルタリングした結果である。なお、受信機がフ
ィルタリングする内容は、あらかじめ設定された受信機の設定に従ってもよいし、ユーザ
が受信機に設定したユーザの嗜好に従ってもよい。
【０８４０】
　また、受信機は、信号を発する発信機までの距離を推定し、光源までの距離を表示でき
る。受信機がカメラに撮像された発信機が発する光量をデジタル信号処理することで発信
機までの距離を推定する。
【０８４１】
　しかし、受信機がカメラで撮像したそれぞれの発信機の光量は、光源の位置や強さによ
り異なるため、撮像した発信機の光量のみで距離を推定すると、大幅にずれる場合がある
。
【０８４２】
　これを解決するために、発信機が発する信号内に、光源の強さや色、種類などを示す光
源の特性４００６ａを含ませる。受信機は信号に含まれる光源の特性を加味したデジタル
信号処理を行うことで、精度の高い距離を推定することができる。受信機が撮像した発信
機の光源が複数ある場合、全ての光源の強さが同一である場合は、光源の光量で距離を推
定する。受信機が撮像した光源の強さが同一でない送信機がある場合は、光源量のみで距
離を推測せず、その他の距離測定手段と組み合わせ、送信機から受信機までの距離を推測
する。
【０８４３】
　その他の距離測定手段としては、二眼レンズで撮像される映像の視差を利用して距離を
推定してもよいし、赤外線やミリ波レーダなどを用いて、距離を推定してもよいし、受信
機の移動量を加速度センサや受信機に搭載されている撮像したなどで取得し、移動した距
離と三角測量とを組み合わせ距離を推定してもよい。
【０８４４】
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　なお、受信機が、送信機側で発生する信号の強さや距離を利用して、信号をフィルタリ
ングし、表示するだけでなく、受信機が送信機から受信する信号の指向性を調整するため
の手段として利用してもよい。
【０８４５】
　（実施の形態１０）
　図１８１は、実施の形態１０の原理を示す図である。図１８２～図１９４は、実施の形
態１０の動作の一例を示す図である。
【０８４６】
　図１８１の（ａ）に示すようにカメラ用のＣＭＯＳ型等のイメージセンサは、各ライン
１の露光時間はライン毎に遅れを生じる。通常のシャッタ速度では時間的に各ラインは重
なる部分を持つため、同一時間の光信号は各ラインに混合されるため判別できない。ここ
でシャッタの開時間を短くする場合、ある一定のシャッタ速度以下に露光時間が短くなる
と図１８１の（ａ）のように重ならなくなるため、ライン毎に光信号を時間的に分離して
読むことができる。
【０８４７】
　この状態で図１８１の（ａ）の上部のような「１０１１０１１」の光信号を与えると、
最初の「１」の光信号はライン１のシャッタ開時間に入光するためライン１で光電変換さ
れ、図１８１の（ｂ）の電気信号２ａの「１」として出力される。同様にして次の光信号
「０」は（ｂ）の電気信号「０」となり、７ｂｉｔの「１０１１０１１」の光信号は正確
に電気信号に変換される。
【０８４８】
　実際には、図１８１の（ｂ）のように垂直ブランキング時間により不感時間があるため
、一部の時間帯の光信号は取り出せない。これを解決するため、本実施の形態では「通常
の撮影モード」から「光信号の読み出しモード」に切り換わった時にＣＭＯＳ等の撮像デ
バイスのアクセスアドレスを変更して一番下にある最後の読み出しライン１ｈの次に、最
初の読み出しライン１ａを読み出すことによりブランク期間の問題を解決している。画質
に若干悪い影響を与えるが、連続的に（シームレスに）読み出せるという効果が得られ伝
送効効率が大幅に向上する。
【０８４９】
　本実施の形態では１ラインに最高で１個のシンボルを割り当てることができるため、後
に述べるような同期方式をとった場合、１０００ラインで３０ｆｐｓの撮像素子を用いた
とき、最大で３０ｋｂｐｓの伝送が理論上可能となる。
【０８５０】
　なお、同期をとる場合は、図１８２のようにカメラの受光素子の信号を見て、最もコン
トラストが得られるように、もしくは、データのエラーレートが低くなるようにラインの
アクセス用のクロックを上下に変更することにより同期をとることができる。光信号より
イメージセンサのラインのクロックが速い場合は、図１８２のように２ラインもしくは３
ラインのｎラインで光信号の１シンボルを受信することにより、同期をとることができる
。
【０８５１】
　また、図１８３のＴＶや図１８４の左図のＴＶのようなディスプレイや、縦にｎ個例え
ば１０個分割された光源を、携帯電話のカメラで本発明の高速電子シャッタやブランキン
グ無し等の検出モードに切り替えて撮影すると、図１８４の右図のように本実施の形態特
有のストライプ状のパターンがそれぞれ独立して１０本検出できるため、１０倍（ｎ倍）
の転送レートとなる。
【０８５２】
　例えば３０ｆｐｓ１０００ラインのイメージセンサを１０分割した場合、３００ｋｂｐ
ｓとなる。ＨＤ映像では水平に１９８０ピクセルあるため、５０本に分割できる。すると
１．５Ｍｂｐｓとなり、動画の映像データが受信可能となる。２００本ならＨＤ映像が伝
送できる。
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【０８５３】
　本実施の形態での効果を得るためには、検出できる最も長い露出時間をＴ０とすると、
Ｔ０以下にシャッタ時間を短くする必要がある。図１８１の右上図のようにフレーム同波
数をｆｐとすると、シャッタ時間は１／ｆｐの半分以下にすれば、２値を検出できる。
【０８５４】
　しかし、チラツキを抑えるためには４値ＰＰＭ等が必要なため、１（ｆｐ×２×４）分
の１、つまり、８ｆｐ分の１となる。通常の携帯電話のカメラはｆｐ＝３０、６０である
ため、１／２４０、１／４８０、つまり、１／４８０以下のシャッタ速度に設定すれば、
互換性を保ちながら、本実施の形態の可視光の光通信が携帯電話等のカメラを用いて受信
できる。
【０８５５】
　実際には、本実施の形態での同期方式を採用していない携帯電話が世の中に数多く存在
するため、当初は非同期型の通信となる。この場合は、光信号のクロックの２倍以上、具
体的な２～１０倍の走査ラインを用いて１シンボルを受信することにより、情報レートは
落ちるが互換性のある通信が実現する。
【０８５６】
　チラツキを防ぐ必要がある照明機器の場合、４値ＰＰＭ、つまり４つのｂｉｔのうち１
つの時間帯に消灯もしくは減光して発光させる。この場合ビットレートは半分に落ちるが
、チラツキがなくなるため、照明機器に使用でき明かりとデータを送ることができる。
【０８５７】
　図１８５は屋内で共通時間帯に全体の照明機から共通信号をおくり、個別時間帯に、個
別の照明機Ｌ４から個別の副情報が送られている状況で、光信号を受信する状況を示して
いる。Ｌ４は面積が狭いため大量のデータを送るには時間がかかる。従って個別時間帯に
数ビットのＩＤだけ送り、共通時間帯にＬ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４、Ｌ５の全てが同じ内容
の共通情報を送る。
【０８５８】
　図１８６を用いて詳しく説明すると、図１８６下の時間帯Ａでは共通情報である、「部
屋の基準位置の位置情報、各ＩＤの個別機器の配置情報（基準位置からの差分位置情報）
、サーバのＵＲＬ、データ放送、ＬＡＮ送信データ」を部屋の中の全ての照明である主領
域Ｍの２本の照明と、その一部にあるＳ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４が一斉に同じ光信号を発信
させる。部屋中が同一の光信号で照らされるため、共通時間帯に、携帯のカメラ部が確実
にデータ受信できるという効果がある。
【０８５９】
　一方、時間帯Ｂでは、右上の上面図に示すように、主領域Ｍは点滅しないで、通常の１
／ｎの光量で連続的に発光する。４値ＰＰＭの場合、通常の３／４つまり７５％で発光す
ると平均光量が変わらないためチラツキが防げる。平均光量が変わらない範囲で点滅すれ
ばチラツキはないが、時間帯Ｂにおける部分領域Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４の受信にノイズ
となるため好ましくない。時間帯Ｂにおいては、Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４が各々別のデー
タ内容の光信号を送る。主領域Ｍは変調信号を送らないため、右上の携帯の画面のように
、位置的に分離されている。このため、例えばＳ１の領域の画像を取り出した場合、ノイ
ズが少ないため、領域の中に発生するストライプを検出することが容易になるため、安定
してデータが得られる。
【０８６０】
　例えば、図１８７に示すようにカメラが横方向（水平方向）の走査をしている時は４値
ＰＰＭの場合、照明Ｌ２がフェースカメラにより撮影され、右側のように3本のストライ
プが見えると「０１０１」つまりフレームあたり４ｂｉｔのデータが復調できる。この中
にＩＤのデータがあるため、共通データの基準位置情報と、個別データの各ＩＤとの距離
差情報もしくは配置情報を演算することにより、高速つまり短時間に携帯端末の位置を検
出できるという効果がある。このように例えば２ｂｉｔのＩＤを送るだけで４つの光源の
データと位置を１枚のフレーム情報で瞬時に認識できる。
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【０８６１】
　図１８８を用いて、この個別光源の低ビットのＩＤ情報を使った例を説明する。
【０８６２】
　本実施の形態では図１８８の共通データ１０１で、図に示すように基準位置、サーバの
ＵＲＬ、各ＩＤの配置情報。エリア別データ放送の大容量データが全ての照明を用いて共
通時間帯に送られる。
【０８６３】
　前述のように図１８８の（ａ）のＬ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４～Ｌ８の個別ＩＤが３ｂｉｔ
復調できる。
【０８６４】
　図１８８の（ｂ）のように周波数ｆ１と周波数ｆ２の信号を送っても各照明部に本発明
特有のストライプが検出され、周波数に対応したＩＤや変調データに対応したＩＤデータ
に変換される。このパターンを、配置情報を用いて演算するとどの位置から撮影したかわ
かる。つまり、Ｌ０から各ＩＤの配置情報と基準位置情報が得られるため、端末の位置を
特定できる。
【０８６５】
　図１８８の（ｂ）のように、周波数ｆ１，ｆ２を各ＩＤに割り当て、例えば、ｆ１＝１
０００Ｈｚ，ｆ２＝１１００Ｈｚ，…，ｆ１６＝２５００Ｈｚとすることで、１６値つま
り４ビットの値を周波数によって表現できる。送信周波数を一定時間ごとに変化させるこ
とで、さらに多くの信号を送信することができる。周波数を変更する際や変調を開始／終
了する際には、変更の前後で平均輝度を一定に保つことで、人間の目にちらつきを感じさ
せないという効果を得る。
【０８６６】
　なお、受信機は信号の周期から周波数を求めるため、周波数を等間隔に信号に割り当て
るよりも、周波数の逆数や対数が等間隔になるように信号を割り当てるほうが、受信エラ
ーを低減できる。
【０８６７】
　例えば、１／１５秒ごとに信号を変化させると、６０ビット毎秒で送信できる。一般的
な撮像装置は、１秒間に３０フレームの画像を撮影するため、１／１５秒間同じ周波数で
信号を送信すると、送信機が撮像画像の１部にしか写っていなくても、確実に撮像を行う
ことができる。
【０８６８】
　また、１／１５秒間同じ周波数で信号を送信することで、受信機の負荷が高く処理でき
ないフレームがある場合や、１秒間に１５フレームの画像しか撮影できない撮像装置の場
合でも、信号を受信することができる。
【０８６９】
　露光ラインに垂直な方向に輝度値をフーリエ変換等により周波数解析を行うと、送信信
号の周波数がピークとして現れる。周波数の切替部分など、複数の周波数が１フレーム内
に撮像された場合は、単一周波数信号をフーリエ変換した場合よりも弱いピークとして、
複数のピークが得られる。周波数の切替部分には、前後の周波数がまじりあうことをさけ
るために、保護部分を設けても良い。
【０８７０】
　この方法によれば、一つの画面内に複数の周波数で順次送信している光を撮像した場合
でも、送信周波数を解析することができ、１／１５秒や、１／３０秒より短い時間で送信
信号の周波数を変更しても、受信することができる。
【０８７１】
　送信信号の順序を認識するためには、１画面よりも短い範囲でフーリエ変換を行えば良
い。また、撮像した画面を連結して、１画面より長い範囲でフーリエ変換を行なっても良
い。この場合は、撮像のブランキング時間の輝度値は不明として扱う。保護部分は、特定
の周波数の信号とするか、輝度変化をさせない（周波数０Ｈｚ）とする。
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【０８７２】
　図１８８の（ｂ）のように、周波数ｆ２のＦＭ変調信号を送信し、続けてＰＰＭ変調信
号を送信し、ＦＭ変調信号とＰＰＭ変調信号を交互に送信することで、どちらかの方法に
しか対応していない受信機でも受信が可能になり、また、重要度の高い情報を比較的受信
の容易なＦＭ変調信号に割り当てることで、重要度の高い情報を優先的に送信することが
できる。
【０８７３】
　本実施の形態では、各機器のＩＤと画面上の位置が同時に得られるため、照明とリンク
したＵＲＬにあるクラウド型のサーバのデータベースの中の、照明の各ＩＤにリンクした
画像情報、位置情報やアプリプログラムをダウンロードし、ＡＲの手法を用いて関連した
商品等の画像をＩＤの照明を持つ機器の映像上に重ねて表示することができる。この場合
、本実施の形態の復調モードを撮影モードに切り替えることにより美しい映像の上に重量
されたＡＲ画像が得られるという効果がある。
【０８７４】
　さて、図１８５に示すように時間帯Ａに、各ＩＤの光源と基準位置との東西南北の距離
差ｄを送ることにより、照明Ｌ４のｃｍ単位の正確な位置がわかる。次に天井の高さＨ、
携帯電話の持ち主の身長より高さｈを求め、携帯電話の姿勢情報を磁気センサ、加速度セ
ンサ、角速度センサにより補正して、正確なカメラ方向の角度θ２と照明と携帯電話との
角度θ１を求め、ｄ＝（Ｈ－ｈ）×ａｒcｔａｎ・θ１等の演算により、ｄを算出する。
【０８７５】
　こうして、携帯電話の位置を高い精度で求めることができる。このように時間帯Ａに共
通光信号を送り、時間帯Ｂに個別光信号を送ることにより、確実に大容量の共通情報と、
ＩＤ等の小容量の個別情報を、ほぼ同時に送ることができるという効果が得られる。
【０８７６】
　図１８６の右上部の携帯端末のように個別光源Ｓ１～Ｓ４が撮影される。図１８６の下
のタイムチャートのように、時間Ｃでは、Ｓ１のみが光信号を送る。図１８９のｔ＝Ｃの
ように１つだけストライプが発生するため、ノイズの影響を受けることなく検出できると
いう効果がある。
【０８７７】
　また、ｔ＝Ｄ、Ｅのように２つの個別データを送ってもよい。ｔ＝Ｈ、Ｉのように、最
も空間的に離れた個別データを送ることにより画面上で分離しやすいためエラー率が低く
なるという効果がある。
【０８７８】
　図１８９のｔ＝Ｃの状況下においては、Ｓ１だけ復調すればよいため、他の領域のイメ
ージセンサの走査は不要である。従ってｔ＝ＣのようＳ１の領域が入るように走査本数を
減少させることにより、Ｓ１領域だけ走査され、データを復調できる。このため、高速化
するだけでなくＳ１の狭い領域だけで大容量のデータを復調することができるという効果
がある。
【０８７９】
　ただし、この場合、手振れにより領域Ｓ１がイメージセンサの走査範囲内からはずれる
恐れがある。
【０８８０】
　従って、図１９０に示すような手振れ補正が重要となる。携帯電話に内蔵されているジ
ャイロセンサは手振れのような範囲の狭い微細な回転は通常検出できない。
【０８８１】
　従って、図１９０の左図のようにＬ２の光信号をフェースカメラで受信する場合は、走
査を限定した場合など、フェースカメラからの画像を使って画像から手振れを検出するこ
とは難しい。従ってインカメラをＯＮにしてインカメラの画像から手振れを検出し、走査
範囲もしくは検出範囲を補正することにより手振れの影響を軽減できる。これはフェース
カメラの手振れとインカメラの手振れは同一だからである。
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【０８８２】
　フェースカメラの光信号パターン以外の走査領域のシャッタ速度を遅くして、正常な画
像をこの領域から得て、この画像から手振れ補正することができる。この場合、１つのカ
メラで手振れ検出と信号検出ができる。このことは図１９０、右図のインカメラを使った
場合にも同様の効果がある。
【０８８３】
　図１９１は、フェースカメラで光信号検出を行ない、まず、端末の位置情報を入手する
。
【０８８４】
　この時の地点から移動距離ｌ２を求める場合、携帯電話用の加速度センサは精度が悪い
ため、実用的でない。この場合、フェースカメラと反対のインカメラを使って、端末の姿
勢と床面の模様の変化から図１９１のようにして移動距離ｌ２を求めることができる。フ
ェースカメラで天井の模様を検出してもよい。
【０８８５】
　以下、実際の応用例を説明する。
【０８８６】
　図１９２は駅の構内で天井の照明から共通データであるデータ放送を受信し、個別デー
タから自分の位置を入手している様子を示す図である。
【０８８７】
　図１９３に示すように、コーヒー店でバーコードの表示された携帯端末から認証情報を
表示して、店の端末が読みとった後、店の端末の発光部から発光させ、携帯端末が本発明
を用いて受信し、相互認証を行ない、セキュリティを向上させることができる。認証は逆
に行っても良い。
【０８８８】
　その携帯端末を持った客がテーブルに座ると入手した位置情報を店の端末に無線ＬＡＮ
等で送信するため、店員の端末に客の位置が表示されるため、注文した飲物を注文した客
の位置情報のテーブルへと店員は運搬することができる。
【０８８９】
　図１９４は、列車や航空機の中で乗客は自分の位置を、本実施の形態の方法を用いて知
り、端末で食物等の商品を注文する。搭乗員はカートに本発明の端末があり、画面の注文
した客の位置に注文した商品のＩＤナンバーが表示されるため客のところへ注文したIDの
商品が的確に配達される。
【０８９０】
　図１８４はＴＶ等のディスプレイのバックライトに本実施の形態の方法または装置を用
いた場合を示す図である。蛍光灯やＬＥＤや有機ＥＬは低迷の輝度変調をかけることがで
きるため、本実施の形態の送信が可能である。ただし、特性上、走査方向が重要である。
スマートフォンのように縦で使う場合は水平方向に走査されるため、画面の下部に横長の
発光領域を設け、TV等の映像のコントラストをうすく、白色に近づけることにより容易に
信号を受信できるという効果がある。
【０８９１】
　デジタルカメラのように垂直方向に走査される場合は、図１８３の画面右側のようなタ
テ長の表示を設ける。
【０８９２】
　これらの２つをひとつの画面内に設け、両者から同一の光信号を発光させることにより
、どちらの走査方向のイメージセンサでも信号を受信することができる。
【０８９３】
　なお、水平方向に走査するイメージセンサで垂直方向の発光部を受信しようとした場合
、端末の画面に「横方向に回転させて撮影して下さい」のような表示を出すことにより、
より的確で高速に受信することを使用者に促すことができる。
【０８９４】
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　なお、図１８２のように発光部の発光パターンにカメラのイメージセンサの走査ライン
読み取りクロックを制御して同期をとることにより通信速度を大幅に上げることができる
。
【０８９５】
　図１８２の（ａ）のように発光パターンの１シンボルを２ラインで検出する場合、左の
ようなパターンでは同期している。中図のようなパターンの場合、イメージセンサの読み
取りが早いため、映像素子の読み出しクロックを低速化して同期させる。右図のようなパ
ターンの場合、高速化し同期させる。
【０８９６】
　図１８２の（ｂ）の１シンボルを３つのラインで検出する場合は中図のようなパターン
では低速化し、右図では高速化させる。
【０８９７】
　こうして高速な光通信が可能となる。
【０８９８】
　なお、双方向通信する場合は、発光部の照明機器に人感センサとして赤外線受光部が設
けられているので、これを受信に兼用することにより照明機において双方向受信が部品の
追加なしでできる。端末側は、カメラ用のストロボライトを用いて送信することもできる
し、別途安価な赤外発光部を設けても良い。こうして部品をあまり追加することなしに双
方向通信が実現する。
【０８９９】
　（実施の形態１１）
　（位相変調による信号伝送）
　図１９５は、実施の形態１１の情報通信装置における送信信号のタイミング図である。
【０９００】
　図１９５において、基準波形（ａ）は周期Ｔのクロック信号であり、送信信号のタイミ
ングの基準となる。送信シンボル（ｂ）は、送信するデータ列に基づいて作成されるシン
ボル列を示している。ここでは、一例として１シンボル当たり１ビットの場合を示してい
るため、送信データのバイナリと同一となっている。送信波形（ｃ）は、基準波形に対し
て送信シンボルに従って位相変調した送信波形であり、この波形に従って送信光源が駆動
される。位相変調は、基準波形についてシンボルに対応して位相をずらすことで実施され
ており、この例においては、シンボル０は位相０°、シンボル１は位相１８０°の割り当
てとなっている。
【０９０１】
　図１９６は、実施の形態１１における送信信号と受信信号の関係を示す図である。
【０９０２】
　送信信号は図１９５と同様であり、送信信号が１の期間だけ光源が発光しており、この
発光期間が右下がり斜線の領域で示されている。右上がり斜線で塗られた帯は、イメージ
センサの画素が露光される期間（露光時間ｔＥ）を表しており、発光期間を示す右下がり
斜線と重なる領域でイメージセンサの画素の信号電荷が生成される。画素値ｐは、この重
複領域の面積に比例している。ここで、露光時間ｔＥと周期Ｔとの間には、式１の関係が
成り立つ。
【０９０３】
　ｔＥ＝Ｔ／２×（２ｎ＋１）　　ｎ：自然数　　（式１）
【０９０４】
　なお、図１９６～図２００は、ｎ＝２の場合を示す。即ちｔＥ＝２．５Ｔ。
【０９０５】
　受信波形は、各ラインの画素値ｐを示している。ここで画素値軸の値は、１周期分の受
光量を１として正規化されている。上述の通り露光時間ｔＥは、Ｔ（ｎ＋１／２）の区間
を持つため、画素値ｐは、常にｎ≦ｐ≦ｎ＋１の範囲に存在し、図１９６の例については
、２≦ｐ≦３となる。
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【０９０６】
　図１９７～図１９９は、図１９６とはそれぞれ異なるシンボル列について送信信号と受
信信号の関係を示した図である。
【０９０７】
　送信信号は、（図示されていない）連続する同一のシンボル列（例えば連続するシンボ
ル０の列）を含むプリアンブルを持ち、受信側は、このプリアンブル中の連続するシンボ
ル列により、受信のための基準信号を作成して、受信波形からシンボル列を読み出すタイ
ミング信号としている。具体的には、連続するシンボル０について、図１９６で示してい
る通り、受信波形は２→３→２を繰り返す一定の波形を返し、この画素値３が出力される
タイミングを基にクロック信号を基準信号として生成する。
【０９０８】
　次に、受信波形からのシンボルの読み出しは、上記基準信号の１区間における受信信号
を読み出して、画素値３の場合はシンボル０、画素値２の場合はシンボル１として読み出
すことができる。図１９７～図１９９においては、第４周期に位置するシンボルが読み出
される様子を示している。
【０９０９】
　図２００は、図１９６～図１９９をまとめた図であり、ラインが密に並んだ状態である
ため、ライン方向の画素の区切りは省略して連続化して作図されている。ここでは、第４
周期から第８周期のシンボル値が読み出される様子を示している。
【０９１０】
　かかる構成により、本実施の形態においては、基準波の周期より十分長い時間について
光信号の強度の平均を取った場合、常に一定となる。そして、基準波の周波数を適度に高
く設定すれば、その時間を人が光量変化を知覚する時間より短く設定することができるた
め、人の目から送信発光源を観察した場合、光源は一定に光っているように知覚される。
そのため、光源のちらつきとして知覚されることはなく、前実施の形態における人に煩わ
しさを感じさせることがなくなる利点を持つ。
【０９１１】
　また、各ラインの露光時間が長く、隣接ラインの露光期間と重複する時間が長くなる状
況において、前述の実施の形態における振幅変調（オンオフ変調）では、信号の周波数（
シンボルレート）を高めることができずに十分な信号伝送速度が得られない課題が生じる
が、本実施の形態においては、このような状況においても信号の立ち上がり、立ち下りエ
ッジを検出可能であるため、信号の周波数を高めることができ、高い信号伝送速度を実現
することができる。
【０９１２】
　なお、ここで記述している「位相変調」は、基準信号波形に対する位相変調を意味して
いる。本来の意味では、搬送波は光であり、これを振幅変調（オンオフ変調）して伝送し
ているため、この信号伝送における変調方式は振幅変調の一種である。
【０９１３】
　また、上述の送信信号は一例であり、シンボル当りのビット数は２以上に設定すること
も可能であり、また、シンボルと位相シフトの対応も０°、１８０°に限るものではなく
、オフセットを有してもよい。
【０９１４】
　なお、上記では説明を省略したが、図１～図７７で説明した実施の形態１～６で説明し
た光信号発生手段と光信号受信手段の構成および動作、効果は、図７８以降の図面を用い
て、実施の形態７以降で説明した、高速型の光発光手段と光信号受信手段と置き換えて構
成し動作させても、同様の効果があることは言うまでもない。また、逆に実施の形態７以
降の高速型の光発光手段や受信手段を低速型の光発光手段や受信手段に置き換えても同様
である。
【０９１５】
　例えば、図１９１、で、携帯電話の表示部側のカメラであるフェースカメラと、図１９
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０では反対側にあるインカメラを使って照明機からの光信号からの位置情報等のデータを
受信する例を示した。この場合、加速度センサを使うことにより、重力で上下方向を検出
できる。
【０９１６】
　図１９３のように、レストランでテーブルの上にある携帯電話で光信号を受信する場合
、加速度センサの信号に応じて携帯電話の表側が上を向いている場合は、フェースカメラ
を作動させ、下を向いている場合は、インカメラに切り替えて光信号を受信することによ
り、電力消費を削減したり、迅速に光信号を受信したりすることができ、無駄なカメラの
動作を停止することができる。この場合、カメラの明るさから、テーブルの上にあるカメ
ラの向きを検知し同様の動作をさせることもできる。また、カメラが撮影モードから光信
号の受信モード時に切り替わるときにシャッタ速度を早くするコマンドを送るとともに、
撮像素子の感度を高めるコマンドを撮像回路部に送ると感度があがり、画像が明るくなる
という効果がある。感度を高めるとノイズが増えるがホワイトノイズである。一方、光信
号は特定の周波数域にあるため、周波数フィルターで分離もしくは除去することにより、
検出感度を高めることができる。このため、暗い照明機器からの光信号を検出することが
できる。
【０９１７】
　本発明は主に屋内にある空間の照明機器から光信号を発生させ、通信部と音声マイクと
音声スピーカーと表示部とインカメラとフェースカメラのカメラ部を持つ携帯端末のカメ
ラ部により光信号を受信し、位置情報等を得るが、屋内から屋外に出ると、衛星を利用し
たＧＰＳにより位置情報を検知できる。このため、光信号領域からの境界の位置情報を得
て、ＧＰＳからの信号受信を起動し、この切り替えを自動的に行うことにより、シームレ
スに位置検知ができるという効果がある。
【０９１８】
　屋外から屋内に移動する時は、ＧＰＳ等の位置情報により境界を検知して光信号の位置
情報への自動切り替えを行う。また、携帯電話の表示部にバーコードを表示させ商店や、
航空機の搭乗口のＰＯＳ端末で認証を行う場合、サーバを使うと応答時間がかかるため、
現実的でないため片方向の認証しかできない。
【０９１９】
　しかし、本発明を用いてＰＯＳ等の端末の読み取り機の発光部から携帯電話のフェース
カメラ部に光信号を送信することにより相互認証が行えるため、セキュリティが向上する
。
【０９２０】
　（実施の形態１２）
　本実施の形態では、上記実施の形態１～１１におけるスマートフォンなどの受信機と、
ＬＥＤの点滅パターンとして情報を送信する送信機とを用いた各適用例について説明する
。
【０９２１】
　図２０１は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【０９２２】
　例えばレストランのサイネージである送信機７００１ａは、送信機７００１ａの識別情
報（ＩＤ）を例えばスマートフォンとして構成される受信機７００１ｂに送信する。受信
機７００１ｂは、そのＩＤに対応付けられた情報をサーバから取得して表示する。その情
報は、例えばレストランまでの経路、空席状況、およびクーポンなどである。
【０９２３】
　図２０２は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【０９２４】
　例えば映画のサイネージである送信機７０４２ｂは、送信機７０４２ｂの識別情報（Ｉ
Ｄ）を例えばスマートフォンとして構成される受信機７０４２ａに送信する。受信機７０
４２ａは、そのＩＤに対応付けられた情報をサーバから取得して表示する。その情報は、
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例えば、映画の予約を促す画像７０４２ｃ、映画の上映時刻を示す画像７０４２ｄ、空席
状況を示す画像７０４２ｅ、および予約完了を通知する画像７０４２ｆである。
【０９２５】
　図２０３は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【０９２６】
　例えばドラマのサイネージである送信機７０４３ｂは、送信機７０４３ｂの識別情報（
ＩＤ）を例えばスマートフォンとして構成される受信機７０４３ａに送信する。受信機７
０４３ａは、そのＩＤを受信すると、そのＩＤに対応付けられた情報をサーバから取得し
て表示する。その情報は、例えば、ドラマの録画予約を促す画像７０４３ｃ、ドラマを録
画するレコーダの選択を促す画像７０４３ｄ、および予約完了を通知する画像７０４３ｅ
である。
【０９２７】
　図２０４は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【０９２８】
　例えば店舗の屋根看板または路上に置かれた看板として構成されるサイネージである送
信機７０４４ｂまたは７０４４ｃは、送信機７０４４ｂまたは７０４４ｃの識別情報（Ｉ
Ｄ）を例えばスマートフォンとして構成される受信機７０４４ａに送信する。受信機７０
４４ａは、そのＩＤに対応付けられた情報をサーバから取得して表示する。その情報は、
例えば、その店舗の空席状況およびクーポンなどを示す画像７０４４ｂである。
【０９２９】
　図２０５は、実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチ
ャートである。なお、このフローチャートは、図２０１～図２０４に示す適用例に対応す
るものである。
【０９３０】
　まず、送信機のＩＤと、ＩＤを受信した受信機に渡す情報とを関連付けてサーバに記憶
する（７１０１ａ）。ここで、受信機に渡す情報には、店舗名や、商品名や、店舗への地
図情報や、空席情報や、クーポン情報や、商品の在庫数や、映画や劇の上映時刻や、予約
情報や、予約や購入を行うサーバのＵＲＬなどの情報を含んでも良い。
【０９３１】
　次に、送信機からＩＤを送信する（Ｓ７１０１ｂ）。受信機のカメラを送信機に向け、
ＩＤを受信する（Ｓ７１０１ｃ）。
【０９３２】
　受信機は受信したＩＤをサーバに送信し、ＩＤに関連する情報を受信機に記憶する（Ｓ
７１０１ｄ）。
【０９３３】
　受信機は、端末ＩＤやユーザＩＤを合わせてサーバへ保存する（Ｓ７１０１ｅ）。さら
に、受信機は、受信機に表示するものとしてサーバに記憶されていた情報を表示する（Ｓ
７１０１ｆ）。
【０９３４】
　受信機は、受信機やサーバに保存されたユーザプロファイルに基いて、表示内容を調整
する（Ｓ７１０１ｇ）。例えば、文字の大きさを変更したり、年齢制限コンテンツを非表
示としたり、過去のユーザの行動から好まれると推定されたコンテンツを優先的に表示し
たりといった制御を行う。
【０９３５】
　受信機は、現在位置から店舗や商品売場までの道順を表示する（Ｓ７１０１ｈ）。受信
機は、適宜サーバから情報を取得し、空席情報や予約情報を更新して表示する（Ｓ７１０
１ｉ）。受信機は、取得した情報を保存するためのボタンや、表示内容を保存することを
取りやめるためのボタンを表示する（Ｓ７１０１ｊ）。
【０９３６】
　ユーザは、受信機が取得した情報を保存するためのボタンをタップする（Ｓ７１０１ｋ
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）。受信機は、ユーザの操作によって再表示できるように、取得した情報を保存する（Ｓ
７１０１ｍ）。店舗の読み取り機は、受信機の送信する情報を読取る（Ｓ７１０１ｎ）。
送信方法としては、可視光通信、ｗｉｆｉやｂｌｕｅｔｏｏｔｈを介した通信、２次元バ
ーコードによる通信などがある。送信情報には、受信機のＩＤやユーザＩＤを含めても良
い。
【０９３７】
　店舗の読取り装置は、読み取った情報と店舗のＩＤをサーバへ保存する（Ｓ７１０１ｐ
）。サーバは、送信機と、受信機と、店舗とを関連付けて保存する（Ｓ７１０１ｑ）。こ
れにより、サイネージの広告効果を分析することが可能となる。
【０９３８】
　図２０６は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【０９３９】
　例えば複数の店舗を示すサイネージである送信機７００２ａは、送信機７００２ａの識
別情報（ＩＤ）を例えばスマートフォンとして構成される受信機７００２ｂに送信する。
受信機７００２ｂは、そのＩＤを受信すると、そのＩＤに対応付けられた情報をサーバか
ら取得して、サイネージと同一の表示内容を表示する。ユーザが所望の店舗を選択するた
めのタップ選択や音声入力を行なうと、受信機７００２ｂはその店舗の内容を表示する。
【０９４０】
　図２０７は、実施の形態１２における受信機７００２ｂと送信機７００２ａの処理動作
の一例を示すフローチャートである。
【０９４１】
　送信機７００２ａのＩＤと、ＩＤを受信した受信機７００２ｂに渡す情報とを関連付け
てサーバに記憶する（７１０２ａ）。受信機７００２ｂに渡す情報には、店舗名や、商品
名や、店舗への地図情報や、空席情報や、クーポン情報や、商品の在庫数や、映画や劇の
上映時刻や、予約情報や、予約や購入を行うサーバのＵＲＬなどの情報を含んでも良い。
送信機７００２ａに表示する内容の位置関係をサーバに記憶する。
【０９４２】
　サイネージなどの送信機７００２ａからＩＤを送信する（７１０２ｂ）。受信機７００
２ｂのカメラを送信機７００２ａに向け、ＩＤを受信する（７１０２ｃ）。受信機７００
２ｂは受信したＩＤをサーバに送信し、ＩＤに関連する情報を得る（７１０２ｄ）。受信
機７００２ｂは、受信機７００２ｂに表示するものとしてサーバに記憶されていた情報を
表示する（７１０２ｅ）。その情報である画像は、送信機７００２ａに表示された画像の
位置関係を保ったまま受信機７００２ｂに表示されてもよい。
【０９４３】
　ユーザは、画面のタップや音声による指定で、受信機７００２ｂに表示された情報を選
択する（７１０２ｆ）。受信機７００２ｂは、ユーザに指定された情報の詳細を表示する
（７１０２ｇ）。
【０９４４】
　図２０８は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【０９４５】
　例えば複数の店舗を示すサイネージである送信機７００３ａは、送信機７００３ａの識
別情報（ＩＤ）を例えばスマートフォンとして構成される受信機７００３ｂに送信する。
受信機７００３ｂは、そのＩＤを受信すると、そのＩＤに対応付けられた情報をサーバか
ら取得し、サイネージの表示内容のうち、受信機７００３ｂのカメラの撮影画像の中心に
近い部分（例えば最も近い部分）の内容を表示する。
【０９４６】
　図２０９は、実施の形態１２における受信機７００３ｂと送信機７００３ａの処理動作
の一例を示すフローチャートである。
【０９４７】
　送信機７００３ａのＩＤと、ＩＤを受信した受信機７００３ｂに渡す情報とを関連付け
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てサーバに記憶する（７１０３ａ）。受信機７００３ｂに渡す情報には、店舗名や、商品
名や、店舗への地図情報や、空席情報や、クーポン情報や、商品の在庫数や、映画や劇の
上映時刻や、予約情報や、予約や購入を行うサーバのＵＲＬなどの情報を含んでも良い。
送信機７００３ａに表示する内容の位置関係をサーバに記憶する。
【０９４８】
　サイネージなどの送信機７００３ａからＩＤを送信する（７１０３ｂ）。受信機７００
３ｂのカメラを送信機７００３ａに向け、ＩＤを受信する（７１０３ｃ）。受信機７００
３ｂは受信したＩＤをサーバに送信し、ＩＤに関連する情報を得る（７１０３ｄ）。受信
機７００３ｂは、サイネージの表示内容のうち、撮像画像の中心または指定部分と位置的
に最も近い内容を表示する（７１０３ｅ）。
【０９４９】
　図２１０は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【０９５０】
　例えば複数の店舗を示すサイネージである送信機７００４ａは、送信機７００４ａの識
別情報（ＩＤ）を例えばスマートフォンとして構成される受信機７００４ｂに送信する。
受信機７００４ｂは、そのＩＤを受信すると、そのＩＤに対応付けられた情報をサーバか
ら取得し、サイネージの表示内容のうち、受信機７００４ｂのカメラの撮影画像の中心に
近い部分の内容（例えば店舗「Ｂカフェ」の内容を示す画像）を表示する。ここで、ユー
ザが左方向にフリックすると、受信機７００４ｂは、サイネージで店舗「Ｂカフェ」の右
側にある店舗「Ｃ書店」の内容を示す画像を表示する。つまり、受信機７００４ｂは、送
信元のサイネージと同じ位置関係の画像を表示する。
【０９５１】
　図２１１は、実施の形態１２における受信機７００４ｂと送信機７００４ａの処理動作
の一例を示すフローチャートである。
【０９５２】
　送信機７００４ａのＩＤと、ＩＤを受信した受信機７００４ｂに渡す情報とを関連付け
てサーバに記憶する（７１０４ａ）。受信機７００４ｂに渡す情報には、店舗名や、商品
名や、店舗への地図情報や、空席情報や、クーポン情報や、商品の在庫数や、映画や劇の
上映時刻や、予約情報や、予約や購入を行うサーバのＵＲＬなどの情報を含んでも良い。
送信機７００４ａに表示する内容の位置関係をサーバに記憶する。
【０９５３】
　サイネージなどの送信機７００４ａからＩＤを送信する（７１０４ｂ）。受信機７００
４ｂのカメラを送信機７００４ａに向け、ＩＤを受信する（７１０４ｃ）。受信機７００
４ｂは受信したＩＤをサーバに送信し、ＩＤに関連する情報を得る（７１０４ｄ）。受信
機７００４ｂに表示するとしてサーバに記憶されていた情報を表示する（７１０４ｅ）。
【０９５４】
　ユーザは、受信機７００４ｂに対してフリック操作を行う（７１０４ｆ）。受信機７０
０４ｂは、ユーザ操作に応じて、送信機７００４ａに表示された情報と同じ位置関係とな
るように表示内容を変更する（７１０４ｇ）。例えば、ユーザが画面を左方向にフリック
して現在表示している部分の右側を表示しようとした場合は、送信機７００４ａの表示に
おいて、現在受信機７００４ｂに表示している内容の右側に表示されている内容を、受信
機７００４ｂに表示させる。
【０９５５】
　図２１２は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【０９５６】
　例えば複数の店舗を示すサイネージである送信機７００５ａは、送信機７００５ａの識
別情報（ＩＤ）を例えばスマートフォンとして構成される受信機７００５ｂに送信する。
受信機７００５ｂは、そのＩＤを受信すると、そのＩＤに対応付けられた情報をサーバか
ら取得し、サイネージの表示内容のうち、受信機７００５ｂのカメラの撮影画像の中心に
近い部分の内容（例えば店舗「Ｂカフェ」の内容を示す画像）を表示する。ここで、ユー
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ザが受信機７００５ｂの画面の左端（または左向きの矢印）をタップすると、受信機７０
０５ｂは、サイネージで店舗「Ｂカフェ」の左側にある店舗「Ａレストラン」の内容を示
す画像を表示する。また、ユーザが受信機７００５ｂの画面の下端（または下向きの矢印
）をタップすると、受信機７００５ｂは、サイネージで店舗「Ｂカフェ」の下側にある店
舗「Ｅ事務所」の内容を示す画像を表示する。また、ユーザが受信機７００５ｂの画面の
右端（または右向きの矢印）をタップすると、受信機７００５ｂは、サイネージで店舗「
Ｂカフェ」の右側にある店舗「Ｃ書店」の内容を示す画像を表示する。つまり、受信機７
００４ｂは、送信元のサイネージと同じ位置関係の画像を表示する。
【０９５７】
　図２１３は、実施の形態１２における受信機７００５ｂと送信機７００５ａの処理動作
の一例を示すフローチャートである。
【０９５８】
　送信機７００５ａのＩＤと、ＩＤを受信した受信機７００５ｂに渡す情報とを関連付け
てサーバに記憶する（７１０５ａ）。受信機７００５ｂに渡す情報には、店舗名や、商品
名や、店舗への地図情報や、空席情報や、クーポン情報や、商品の在庫数や、映画や劇の
上映時刻や、予約情報や、予約や購入を行うサーバのＵＲＬなどの情報を含んでも良い。
送信機７００５ａに表示する内容の位置関係をサーバに記憶する。
【０９５９】
　サイネージなどの送信機７００５ａからＩＤを送信する（７１０５ｂ）。受信機７００
５ｂのカメラを送信機７００５ａに向け、ＩＤを受信する（７１０５ｃ）。受信機７００
５ｂは受信したＩＤをサーバに送信し、ＩＤに関連する情報を得る（７１０５ｄ）。受信
機７００５ｂに表示するとしてサーバに記憶されていた情報を表示する（７１０５ｅ）。
【０９６０】
　ユーザは、受信機７００５ｂに表示された端の部分、または、受信機７００５ｂに表示
された上下左右の方向を示す部分をタップする（７１０５ｆ）。受信機７００５ｂは、ユ
ーザ操作に応じて、送信機７００５ａに表示された情報と同じ位置関係となるように表示
内容を変更する（７１０５ｇ）。例えば、ユーザが画面の右端や右方向を示す部分をタッ
プした場合は、送信機７００５ａの表示において、現在受信機７００５ｂに表示している
内容の右側に表示されている内容を、受信機７００５ｂに表示させる。
【０９６１】
　図２１４は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。なお、
図２１４は自動車を後ろから見た図である。
【０９６２】
　例えば車の２つのテールランプ（発光部またはライト）を有する送信機（車）７００６
ａは、送信機７００６ａの識別情報（ＩＤ）を例えばスマートフォンとして構成される受
信機に送信する。受信機は、そのＩＤを受信すると、そのＩＤに対応付けられた情報をサ
ーバから取得する。例えば、その情報は、その車または送信機のＩＤ、発光部間の距離、
発光部の大きさ、車の大きさ、車の形状、車の重さ、車のナンバー、前方の様子、または
危険の有無を示す情報である。また、受信機はこれらの情報を送信機７００６ａから直接
取得してもよい。
【０９６３】
　図２１５は、実施の形態１２における受信機と送信機７００６ａの処理動作の一例を示
すフローチャートである。
【０９６４】
　送信機７００６ａのＩＤと、ＩＤを受信した受信機に渡す情報とを関連付けてサーバに
記憶する（７１０６ａ）。受信機に渡す情報には、送信機７００６ａとなる発光部の大き
さや、発光部間の距離や、送信機７００６ａを構成要素の一部とする物体の形状や、重量
や、車体ナンバー等の識別番号や、受信機から観察しづらい場所の様子や危険の有無など
の情報を含めても良い。
【０９６５】
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　送信機７００６ａは、ＩＤを送信する（７１０６ｂ）。送信内容には、前記サーバのＵ
ＲＬや、前記サーバに記憶させるとした情報を含めても良い。
【０９６６】
　受信機は、送信されたＩＤ等の情報を受信する（７１０６ｃ）。受信機は、受信したＩ
Ｄに紐付いた情報をサーバから取得する（７１０６ｄ）。受信機は、受信した情報やサー
バから取得した情報を表示する（７１０６ｅ）。
【０９６７】
　受信機は、発光部の大きさ情報と撮像した発光部の見えの大きさから、または、発光部
間の距離情報と撮像した発光部間の距離から三角測量の要領で、受信機と発光部との距離
を計算する（７１０６ｆ）。受信機は、受信機から観察しづらい場所の様子や危険の有無
などの情報を基に、危険の警告などを行う（７１０６ｇ）。
【０９６８】
　図２１６は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【０９６９】
　例えば車の２つのテールランプ（発光部またはライト）を有する送信機（車）７００７
ｂは、送信機７００７ｂの情報を例えば駐車場の送受信装置として構成される受信機７０
０７ａに送信する。送信機７００７ｂの情報は、送信機７００７ｂの識別情報（ＩＤ）、
車のナンバー、車の大きさ、車の形状、または車の重さを示す。受信機７００７ａは、そ
の情報を受信すると、駐車の可否、課金情報、または駐車位置を送信する。なお、受信機
７００７ａは、ＩＤを受信して、ＩＤ以外の情報をサーバから取得してもよい。
【０９７０】
　図２１７は、実施の形態１２における受信機７００７ａと送信機７００７ｂの処理動作
の一例を示すフローチャートである。なお、送信機７００７ｂは、送信だけでなく受信も
行なうとため、車載送信機と車載受信機とを備える。
【０９７１】
　送信機７００７ｂのＩＤと、ＩＤを受信した受信機７００７ａに渡す情報とを関連付け
てサーバ（駐車場管理サーバ）に記憶する（７１０７ａ）。受信機７００７ａに渡す情報
には、送信機７００７ｂを構成要素の一部とする物体の形状や、重量や、車体ナンバー等
の識別番号や、送信機７００７ｂのユーザの識別番号や支払いのための情報を含めても良
い。
【０９７２】
　送信機７００７ｂ（車載送信機）は、ＩＤを送信する（７１０７ｂ）。送信内容には、
前記サーバのＵＲＬや、前記サーバに記憶させる情報を含めても良い。駐車場の受信機７
００７ａ（駐車場の送受信装置）は、受信した情報を、駐車場を管理するサーバ（駐車場
管理サーバ）に送信する（７１０７ｃ）。駐車場管理サーバは、送信機７００７ｂのＩＤ
をキーに、ＩＤに紐付けられた情報を取得する（７１０７ｄ）。駐車場管理サーバは、駐
車場の空き状況を調査する（７１０７ｅ）。
【０９７３】
　駐車場の受信機７００７ａ（駐車場の送受信装置）は、駐車の可否や、駐車位置情報、
または、これらの情報を保持するサーバのアドレスを送信する（７１０７ｆ）。または、
駐車場管理サーバは、これらの情報を別のサーバに送信する。送信機（車載受信機）７０
０７ｂは、上記で送信された情報を受信する（７１０７ｇ）。または、車載システムは、
別のサーバからこれらの情報を取得する。
【０９７４】
　駐車場管理サーバは、駐車を行いやすいように駐車場の制御を行う（７１０７ｈ）。例
えば、立体駐車場の制御を行う。駐車場の送受信装置は、ＩＤを送信する（７１０７ｉ）
。車載受信機（送信機７００７ｂ）は、車載受信機のユーザ情報と受信したＩＤとを基に
、駐車場管理サーバに問い合わせを行う（７１０７ｊ）。
【０９７５】
　駐車場管理サーバは、駐車時間等に応じて課金を行う（７１０７ｋ）。駐車場管理サー
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バは、駐車された車両にアクセスしやすいように駐車場の制御を行う（７１０７ｍ）。例
えば、立体駐車場の制御を行う。車載受信機（送信機７００７ａ）は、駐車位置への地図
を表示し、現在地からのナビゲーションを行う（７１０７ｎ）。
【０９７６】
　図２１８は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【０９７７】
　例えば店舗の屋根看板または路上に置かれた看板として構成されるサイネージである送
信機７００８ａまたは７００８ｂは、送信機７００８ａまたは７００８ｂの識別情報（Ｉ
Ｄ）を例えばスマートフォンとして構成される受信機７００８ｃに送信する。受信機７０
０８ｃは、そのＩＤを受信すると、そのＩＤに対応付けられた情報をサーバから取得して
表示する。その情報は、例えば、その店舗の空席状況、クーポンおよび２次元バーコード
などを示す画像である。
【０９７８】
　図２１９は、実施の形態１２における受信機７００８ｃと送信機７００８ａまたは７０
０８ｂの処理動作の一例を示すフローチャートである。なお、以下、送信機７００８ａお
よび７００８ｂのうち、送信機７００８ａを例にあげて説明するが、送信機７００８ｂの
処理動作も送信機７００８ａの処理動作と同じである。
【０９７９】
　まず、送信機７００８ａのＩＤと、ＩＤを受信した受信機７００８ｃに渡す情報とを関
連付けてサーバに記憶する（７１０８ａ）。受信機７００８ｃに渡す情報には、店舗名や
、商品名や、店舗への地図情報や、空席情報や、クーポン情報や、商品の在庫数や、映画
や劇の上映時刻や、予約情報や、予約や購入を行うサーバのＵＲＬなどの情報を含んでも
良い。
【０９８０】
　サイネージなどの送信機７００８ａからＩＤを送信する（７１０８ｂ）。受信機７００
８ｃのカメラを送信機７００８ａに向け、ＩＤを受信する（７１０８ｃ）。受信機７００
８ｃは受信したＩＤをサーバに送信し、ＩＤに関連する情報を受信機７００８ｃに記憶す
る（７１０８ｄ）。受信機７００８ｃは、端末ＩＤやユーザＩＤを合わせてサーバへ保存
する（７１０８ｅ）。
【０９８１】
　受信機７００８ｃは、受信機７００８ｃに表示するものとしてサーバに記憶されていた
情報を表示する（７１０８ｆ）。受信機７００８ｃは、現在位置から店舗や商品売場まで
の道順を表示する（７１０８ｇ）。受信機７００８ｃは、適宜サーバから情報を取得し、
空席情報や予約情報を更新して表示する（７１０８ｈ）。
【０９８２】
　受信機７００８ｃは、座席や商品を予約、または、注文するボタンを表示する（７１０
８ｉ）。ユーザは、受信機７００８ｃに表示された予約ボタンや注文ボタンをタップする
（７１０８ｊ）。受信機７００８ｃは、予約や注文の情報を、これらを管理するサーバへ
送信する（７１０８ｋ）。
【０９８３】
　図２２０は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【０９８４】
　例えばスマートフォンとして構成される受信機（端末）７００９ｂは、例えば店舗の座
席の前のテーブルに置かれる。このとき、例えば照明機器である送信機７００９ａは、送
信機７００９ａの識別情報（ＩＤ）を受信機７００９ｂに送信する。受信機７００９ｂは
、そのＩＤを受信すると、そのＩＤに対応付けられた情報をサーバから取得する。そして
、受信機７００９ｂは、その座席の予約、仮予約の確認、または予約時間の延長などを行
なう。
【０９８５】
　図２２１は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
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【０９８６】
　サーバから情報を取得した受信機７００９ｂは、例えば、店舗の空席状況と、「お会計
」、「延長」および「追加注文」の何れかを選択させるためのボタンとを表示する。
【０９８７】
　図２２２は、実施の形態１２における受信機７００９ｂと送信機７００９ａの処理動作
の一例を示すフローチャートである。
【０９８８】
　送信機７００９ａのＩＤと、ＩＤを受信した受信機７００９ｂに渡す情報とを関連付け
てサーバに記憶する（７１０９ａ）。受信機７００９ｂに渡す情報には、送信機７００９
ａの位置や形状の情報を含んでも良い。天井照明などの送信機７００９ａからＩＤを送信
する（７１０９ｂ）。
【０９８９】
　ユーザは受信機７００９ｂをテーブル等へ置く（７１０９ｃ）。受信機７００９ｂは、
ジャイロセンサ、磁気センサ、加速度センサの情報から受信機７００９ｂがテーブル等に
置かれたことを認識して受信処理を開始する（７１０９ｄ）。受信機７００９ｂは、加速
度センサの上方から上方を向いているカメラを判断し、そのカメラを使用してＩＤを受信
する。
【０９９０】
　受信機７００９ｂのカメラを送信機７００９ａに向け、ＩＤを受信する（７１０９ｅ）
。受信機７００９ｂは受信したＩＤをサーバに送信し、ＩＤに関連する情報を受信機７０
０９ｂに記憶する（７１０９ｆ）。受信機７００９ｂは、受信機７００９ｂの位置を推定
する（７１０９ｇ）。
【０９９１】
　受信機７００９ｂは、受信機７００９ｂの位置を店舗管理サーバへ送信する（７１０９
ｈ）。店舗管理サーバは、受信機７００９ｂの置かれた座席を特定する（７１０９ｉ）。
店舗管理サーバは、座席番号を受信機７００９ｂへ送信する（７１０９ｊ）。
【０９９２】
　図２２３は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【０９９３】
　例えば天井照明である送信機７０１１ａは、送信機７０１１ａの識別情報（ＩＤ）を例
えばスマートフォンとして構成される受信機７０１１ｂに送信する。受信機７０１１ｂは
、そのＩＤを受信すると、そのＩＤに対応付けられた情報をサーバから取得して自己位置
を推定（確認）する。そして、その受信機７０１１ｂが電子機器７０１１ｃに置かれると
、受信機７０１１ｂは電子機器７０１１ｃの操作端末として機能する。これにより、タッ
チパネルや音声出力などのリッチなインタフェースで電子機器７０１１ｃを操作すること
ができる。
【０９９４】
　図２２４は、実施の形態１２における受信機７０１１ｂと送信機７０１１ａの処理動作
の一例を示すフローチャートである。
【０９９５】
　電子機器の位置をサーバに記憶する（７１１０ａ）。電子機器のＩＤや、型式や、保有
する機能や、操作のためのインタフェース情報（画面、入出力音声、対話モデル）を、位
置情報に関連付けて記憶しても良い。
【０９９６】
　送信機７０１１ａのＩＤと、ＩＤを受信した受信機７０１１ｂに渡す情報とを関連付け
てサーバに記憶する（７１１０ｂ）。受信機７０１１ｂに渡す情報には、送信機７０１１
ａの位置や形状の情報を含んでも良い。
【０９９７】
　天井照明などの送信機７０１１ａからＩＤを送信する（７１１０ｃ）。受信機７０１１
ｂのカメラを送信機７０１１ａに向け、ＩＤを受信する（７１１０ｄ）。受信機７０１１
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ｂは受信したＩＤをサーバに送信し、ＩＤに関連する情報を受信機７０１１ｂに記憶する
（７１１０ｅ）。受信機７０１１ｂは、受信機７０１１ｂの位置を推定する（７１１０ｆ
）。
【０９９８】
　ユーザは受信機７０１１ｂを電子機器に置く（７１１０ｇ）。受信機７０１１ｂは、ジ
ャイロセンサ、磁気センサ、加速度センサの情報から受信機７０１１ｂが静止したことを
認識して以下の処理を開始する（７１１０ｈ）。受信機７０１１ｂは、最後に受信機７０
１１ｂの位置を推定してから一定時間以上経過している場合には、上記の方法で自己位置
を推定する（７１１０ｉ）。
【０９９９】
　受信機７０１１ｂは、ジャイロセンサ、磁気センサ、加速度センサの情報から、最後に
自己位置推定を行なってからの移動を推定し、現在位置を推定する（７１１０ｊ）。受信
機７０１１ｂは、現在位置に最も近い電子機器の情報をサーバから取得する（７１１０ｋ
）。受信機７０１１ｂは、電子機器の情報を、ｂｌｕｅｔｏｏｔｈやｗｉｆｉを介して電
子機器から取得する（７１１０ｍ）。または、サーバに保存された電子機器の情報を取得
する。
【１０００】
　受信機７０１１ｂは、電子機器の情報を表示する（７１１０ｎ）。受信機７０１１ｂは
、電子機器の操作端末として入力を受け付ける（７１１０ｐ）。受信機７０１１ｂは、電
子機器の操作情報を、ｂｌｕｅｔｏｏｔｈやｗｉｆｉを介して電子機器へ送信する（７１
１０ｑ）。または、サーバを介して電子機器へ送信する。
【１００１】
　図２２５は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【１００２】
　例えばスマートフォンとして構成される受信機７０１２ａのカメラが、テレビ受像機（
ＴＶ）などの電子機器として構成される送信機７０１２ｂに向けられる。このとき、受信
機７０１２ａは、送信機７０４３ｂから送信される送信機７０４３ｂの識別情報（ＩＤ）
を受信する。受信機７０４３ａは、そのＩＤに対応付けられた情報をサーバから取得する
。これにより、受信機７０１２ａは、カメラが向けられた方向にある電子機器の操作端末
として機能する。つまり、受信機７０１２ａは、ｂｌｕｅｔｏｏｔｈやｗｉｆｉなどによ
って送信機７０１２ｂと無線接続する。
【１００３】
　図２２６は、実施の形態１２における受信機７０１２ａと送信機７０１２ｂの処理動作
の一例を示すフローチャートである。
【１００４】
　送信機７０１２ｂのＩＤと、ＩＤを受信した受信機７０１２ａに渡す情報とを関連付け
てサーバに記憶する（７１１１ａ）。受信機７０１２ａに渡す情報には、電子機器のＩＤ
や、型式や、保有する機能や、操作のためのインタフェース情報（画面、入出力音声、対
話モデル）を含んでも良い。
【１００５】
　電子機器に搭載された、あるいは、電子機器に関連付けられた送信機７０１２ｂからＩ
Ｄを送信する（７１１１ｂ）。受信機７０１２ａのカメラを送信機７０１２ｂに向け、Ｉ
Ｄを受信する（７１１１ｃ）。受信機７０１２ａは受信したＩＤをサーバに送信し、ＩＤ
に関連する情報を受信機７０１２ａに記憶する（７１１１ｄ）。受信機７０１２ａは、受
信したＩＤをキーに電子機器の情報をサーバから取得する（７１１１ｅ）。
【１００６】
　受信機７０１２ａは、電子機器の情報を、ｂｌｕｅｔｏｏｔｈやｗｉｆｉを介して電子
機器から取得する（７１１１ｆ）。または、サーバに保存された電子機器の情報を取得す
る。受信機７０１２ａは、電子機器の情報を表示する（７１１１ｇ）。
【１００７】
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　受信機７０１２ａは、電子機器の操作端末として入力を受け付ける（７１１１ｈ）。受
信機７０１２ａは、電子機器の操作情報を、ｂｌｕｅｔｏｏｔｈやｗｉｆｉを介して電子
機器へ送信する（７１１１ｉ）。または、サーバを介して電子機器へ送信する。
【１００８】
　図２２７は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【１００９】
　例えばスマートフォンとして構成される受信機７０１３ｂは、ユーザから入力される目
的地を受け付ける。そして、この受信機７０１３ｂのカメラが、照明機器（明かり）とし
て構成される送信機７０１３ａに向けられる。このとき、受信機７０１３ｂは、送信機７
０１３ａから送信される送信機７０１３ａの識別情報（ＩＤ）を受信する。受信機７０１
３ｂは、そのＩＤに対応付けられた情報をサーバから取得する。その取得された情報に基
づいて、受信機７０１３ｂは自己位置の推定（確認）を行なう。そして、受信機７０１３
ｂは、音声などでユーザを目的地へナビゲートする。また、ユーザが視覚障害者の場合は
、受信機７０１３ｂは障害物を詳細にユーザへ報告する。
【１０１０】
　図２２８は、実施の形態１２における受信機７０１３ｂと送信機７０１３ａの処理動作
の一例を示すフローチャートである。
【１０１１】
　ユーザは、目的地を受信機７０１３ｂに入力する（７１１２ａ）。ユーザは、受信機７
０１３ｂを明かり（送信機７０１３ａ）へ向ける（７１１２ｂ）。視覚に障害があるユー
ザでも、強い明かりを認識可能であれば、受信機７０１３ｂをそちらへ向けることができ
る。
【１０１２】
　受信機７０１３ｂは、明かりに重畳された信号を受信する（７１１２ｃ）。受信機７０
１３ｂは、受信した信号をキーにサーバから情報を取得する（７１１２ｄ）。受信機７０
１３ｂは、現在地から目的地までの地図をサーバから取得する（７１１２ｅ）。受信機７
０１３ｂは、地図を表示し、現在地から目的地までのナビゲーションを行う（７１１２ｆ
）。
【１０１３】
　図２２９は、実施の形態１２における受信機の状態を示す図である。
【１０１４】
　例えばスマートフォンとして構成される受信機（端末）７０１４ａは、フェイスカメラ
７０１４ｂを備えている。そして、受信機７０１４ａは、そのフェイスカメラ７０１４ｂ
の撮像方向が地平面に対して一定角度以上上に向いているときに、そのフェイスカメラ７
０１４ｂによる信号受信の処理（送信機からの信号を撮像によって受信する処理）を行な
う。また、受信機７０１４ａは、フェイスカメラ７０１４ｂ以外の他のカメラも備えてい
る場合には、そのフェイスカメラ７０１４ｂの優先度を他のカメラよりも上げる。
【１０１５】
　図２３０は、実施の形態１２における受信機７０１４ａの処理動作の一例を示すフロー
チャートである。
【１０１６】
　フェイスカメラ７０１４ｂの撮像方向が地平面に対して一定角度以上上に向いているか
判断する（７１１３ａ）。判断結果が真（Ｙ）であれば、フェイスカメラ７０１４ｂによ
る受信を開始する（７１１３ｂ）。または、フェイスカメラ７０１４ｂによる受信処理の
優先度を上げる。そして、一定時間経過すると（７１１３ｃ）、フェイスカメラ７０１４
ｂによる受信を終了する（７１１３ｄ）。または、フェイスカメラ７０１４ｂによる受信
処理の優先度を下げる。
【１０１７】
　図２３１は、実施の形態１２における受信機の状態を示す図である。
【１０１８】
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　例えばスマートフォンとして構成される受信機（端末）７０１５ａは、アウトカメラ７
０１５ｂを備えている。そして、受信機７０１４ａは、そのアウトカメラ７０１５ｂの撮
像方向の地平面に対する角度が一定角度以下のときに、そのアウトカメラ７０１５ｂによ
る信号受信の処理（送信機からの信号を撮像によって受信する処理）を行なう。また、受
信機７０１５ａは、アウトカメラ７０１５ｂ以外の他のカメラも備えている場合には、そ
のアウトカメラ７０１５ｂの優先度を他のカメラよりも上げる。
【１０１９】
　なお、アウトカメラ７０１５ｂの撮像方向の地平面に対する角度が一定角度以下のとき
には、受信機７０１５ａは縦にされている状態であって、受信機７０１５ａにおけるアウ
トカメラ７０１５ｂが備えられた面の地平面に対する角度は一定角度以上になっている。
【１０２０】
　図２３２は、実施の形態１２における受信機７０１５ａの処理動作の一例を示すフロー
チャートである。
【１０２１】
　アウトカメラ７０１５ｂの撮像方向が地平面に対して一定角度以下であるかを判断する
（７１１４ａ）。判断結果が真（Ｙ）であれば、アウトカメラ７０１５ｂによる受信を開
始する（７１１４ｂ）。または、アウトカメラ７０１５ｂによる受信処理の優先度を上げ
る。そして、一定時間経過すると（７１１４ｃ）、アウトカメラ７０１５ｂによる受信を
終了する（７１１４ｄ）。または、アウトカメラ７０１５ｂによる受信処理の優先度を下
げる。
【１０２２】
　図２３３は、実施の形態１２における受信機の状態を示す図である。
【１０２３】
　例えばスマートフォンとして構成される受信機（端末）７０１６ａは、アウトカメラを
備えている。そして、受信機７０１６ａは、そのアウトカメラの撮像方向に移動された（
突き出された）ときに、そのアウトカメラによる信号受信の処理（送信機からの信号を撮
像によって受信する処理）を行なう。また、受信機７０１６ａは、アウトカメラ以外の他
のカメラも備えている場合には、そのアウトカメラの優先度を他のカメラよりも上げる。
【１０２４】
　なお、アウトカメラの撮像方向に移動されたときには、移動方向と（移動終了時点での
）撮像方向との間の角度が一定角度以下になっている。
【１０２５】
　図２３４は、実施の形態１２における受信機７０１６ａの処理動作の一例を示すフロー
チャートである。
【１０２６】
　受信機７０１６ａが移動され、移動方向と、移動終了時点でのアウトカメラの撮像方向
が一定角度以下であるかを判断する（７１１５ａ）。判断結果が真（Ｙ）であれば、アウ
トカメラによる受信を開始する（７１１５ｂ）。または、アウトカメラによる受信処理の
優先度を上げる。そして、一定時間経過すると（７１１５ｃ）、アウトカメラによる受信
を終了する（７１１５ｄ）。または、アウトカメラによる受信処理の優先度を下げる。
【１０２７】
　図２３５は、実施の形態１２における受信機の状態を示す図である。
【１０２８】
　例えばスマートフォンとして構成される受信機（端末）７０１７ａは、所定のカメラを
備えている。そして、受信機７０１７ａは、所定のカメラに対応するディスプレイ操作ま
たは専用ボタンの押下が行なわれたときに、その所定のカメラによる信号受信の処理（送
信機からの信号を撮像によって受信する処理）を行なう。また、受信機７０１７ａは、所
定のカメラ以外の他のカメラも備えている場合には、その所定のカメラの優先度を他のカ
メラよりも上げる。
【１０２９】
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　図２３６は、実施の形態１２における受信機７０１７ａの処理動作の一例を示すフロー
チャートである。
【１０３０】
　受信機７０１７ａに対してディスプレイ操作または専用ボタンの押下が行なわれたかを
判断する（７１１５ｈ）。判断結果が真（Ｙ）であれば、ディスプレイ操作または専用ボ
タンの押下に対応するカメラによる受信を開始する（７１１５ｉ）。または、そのカメラ
による受信処理の優先度を上げる。そして、一定時間経過すると（７１１５ｊ）、ディス
プレイ操作または専用ボタンの押下に対応するカメラによる受信を終了する（７１１５ｋ
）。または、そのカメラによる受信処理の優先度を下げる。
【１０３１】
　図２３７は、実施の形態１２における受信機の状態を示す図である。
【１０３２】
　例えばスマートフォンとして構成される受信機（端末）７０１８ａは、フェイスカメラ
７０１８ｂを備えている。そして、受信機７０１８ａは、そのフェイスカメラ７０１８ｂ
の撮像方向が地平面に対して一定角度以上上に向き、且つ地平面に対して一定角度以下に
ある方向に沿って受信機７０１４ａが移動しているときに、そのフェイスカメラ７０１８
ｂによる信号受信の処理（送信機からの信号を撮像によって受信する処理）を行なう。ま
た、受信機７０１８ａは、フェイスカメラ７０１８ｂ以外の他のカメラも備えている場合
には、そのフェイスカメラ７０１８ｂの優先度を他のカメラよりも上げる。
【１０３３】
　図２３８は、実施の形態１２における受信機７０１８ａの処理動作の一例を示すフロー
チャートである。
【１０３４】
　フェイスカメラ７０１８ｂの撮像方向が地平面に対して一定角度以上上に向けられてお
り、地平面に対して一定角度以下で平行移動されているかを判断する（７１１６ａ）。判
断結果が真（Ｙ）であれば、フェイスカメラ７０１８ｂによる受信を開始する（７１１６
ｂ）。または、フェイスカメラ７０１８ｂによる受信処理の優先度を上げる。そして、一
定時間経過すると（７１１６ｃ）、フェイスカメラ７０１８ｂによる受信を終了する（７
１１６ｄ）。または、フェイスカメラ７０１８ｂによる受信処理の優先度を下げる。
【１０３５】
　図２３９は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【１０３６】
　例えばスマートフォンとして構成される受信機７０１９ｂのカメラが、テレビ受像機（
ＴＶ）などの電子機器として構成される送信機７０１９ａに向けられる。このとき、受信
機７０１９ｂは、送信機７０１９ａ（送信機７０１９ａのディスプレイ）から送信される
、視聴中のチャンネルの識別情報（ＩＤ）を受信する。受信機７０１９ｂは、そのＩＤに
対応付けられた情報をサーバから取得する。これにより、受信機７０１９ｂは、テレビ番
組の関連商品の購入ページ、またはテレビ番組の関連情報を表示する。また、受信機７０
１９ｂは、投票、またはプレゼントに応募することによってテレビ番組に参加する。なお
、送信機（ＴＶ）７０１９ａは、ユーザの住所を記憶している住所記憶部を備え、その住
所記憶部に記憶された住所に関連する情報を送信してもよい。
【１０３７】
　図２４０は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【１０３８】
　送信機７０１９ａおよび受信機７０１９ｂは、図２４０の（ａ）に示すように、図２３
９に示す適用例を実現するために必要な情報を直接送受信してもよい。
【１０３９】
　また、図２４０の（ｂ）に示すように、送信機７０１９ａは、視聴中のチャンネルのＩ
Ｄを受信機７０１９ｂに送信する。受信機７０１９ｂは、そのＩＤに対応付けられた情報
、つまり、図２３９に示す適用例を実現するために必要な情報をサーバから取得する。
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【１０４０】
　また、図２４０の（ｃ）に示すように、送信機７０１９ａは、送信機（ＴＶ）７０１９
ａのＩＤまたは無線接続に必要な情報を受信機７０１９ｂに送信してもよい。この場合、
受信機７０１９ｂは、そのＩＤまたは情報を受信し、そのＩＤまたは情報に基づいて、送
信機７０１９ａまたはレコーダに対して、視聴中のチャンネルを問い合わせる。さらに、
受信機７０１９ｂは、問い合わせによって得られたチャンネルに関する情報、つまり、図
２３９に示す適用例を実現するために必要な情報をサーバから取得する。
【１０４１】
　図２４１は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【１０４２】
　送信機７０１９ｂは、ＴＶ２０２１ｂとレコーダ２０２１ａを備えていてもよい。この
送信機７０１９ｂでは、レコーダ２０２１ａが、図２３９に示す適用例を実現するために
必要な情報を保存している。そして、再生時には、ＴＶ２０２１ｂは、そのレコーダ２０
２１ａに保存されている情報の一部または全部を受信機７０１９ｂに送信する。また、Ｔ
Ｖ２０２１ｂとレコーダ２０２１ａの少なくとも一方はサーバの役割を行なってもよい。
レコーダ２０２１ａがサーバの役割を行なうときには、レコーダ２０２１ａは、サーバの
アドレスをレコーダ２０２１ａのアドレスに置き換え、そのアドレスをＴＶ２０２ｂから
受信機７０１９ｂへ送信させる。
【１０４３】
　図２４２は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【１０４４】
　例えばスマートフォンとして構成される受信機７０２２ｃのカメラが、テレビ受像機（
ＴＶ）などの電子機器として構成される送信機７０２２ｂに向けられる。このとき、受信
機７０２２ｃは、送信機７０２２ｂ（送信機７０２２ｂのディスプレイ）から送信される
情報を受信する。受信機７０２２ｃは、その情報に基づいて送信機７０２２ｂと無線通信
を行なう。ここで、送信機７０２２ｂは、受信機７０２２ｃに表示させる画像などを含む
情報をサーバ７０２２ａから取得して受信機７０２２ｃに送信する際、その情報に含まれ
るサーバ７０２２ａのアドレスを、送信機７０２２ｂのアドレスに書き換える。
【１０４５】
　図２４３は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【１０４６】
　例えばレコーダ７０２３ｂは、テレビ番組の録画時には、図２３９に示す適用例を実現
するために必要な情報をサーバ７０２３ａからまとめて取得する。
【１０４７】
　テレビ番組の再生時には、レコーダ７０２３ｂは、再生画面と、図２３９に示す適用例
を実現するために必要な情報とを送信機であるテレビ７０２３ｃに送信する。テレビ７０
２３ｃは、その再生画面と情報を受信して、再生画像を表示するとともに、その情報をデ
ィスプレイから送信する。例えばスマートフォンとして構成される受信機７０２３ｄは、
その情報を受信すると、その情報に基づいてテレビ７０２３ｃと無線通信を行なう。
【１０４８】
　または、テレビ番組の再生時には、レコーダ７０２３ｂは、再生画面と、レコーダ７０
２３ｂのアドレスなどの、無線通信を行なうために必要な情報とを送信機であるテレビ７
０２３ｃに送信する。テレビ７０２３ｃは、その再生画面と情報を受信して、再生画像を
表示するとともに、その情報をディスプレイから送信する。例えばスマートフォンとして
構成される受信機７０２３ｄは、その情報を受信すると、その情報に基づいてレコーダ７
０２３ｂと無線通信を行なう。
【１０４９】
　図２４４は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【１０５０】
　例えばスマートフォンとして構成される受信機７０４５ａのカメラが、テレビ受像機（
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ＴＶ）などの電子機器として構成される送信機７０４５ｂに向けられる。送信機７０４５
ｂは、歌番組などのテレビ番組の映像を表示するとともに、ディスプレイから情報を送信
している。このとき、受信機７０４５ａは、送信機７０４５ｂ（送信機７０４５ｂのディ
スプレイ）から送信される情報を受信する。そして、受信機７０４５ａは、その情報に基
づいて、その歌番組で視聴されている曲の購入を促す画面７０４５ｃを表示する。
【１０５１】
　図２４５は、実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチ
ャートである。なお、このフローチャートは、図２３９～図２４４に示す適用例に対応す
るものである。
【１０５２】
　テレビや録画機などに搭載された送信機は、サーバから、放映中の番組に関連する情報
として、受信機に伝えたい情報を取得する（７１１７ａ）。送信機は、ディスプレイのバ
ックライトに信号を重畳して送信する（７１１７ｂ）。送信する信号には、送信機のＵＲ
Ｌや、送信機のＳＳＩＤや、送信機にアクセスするためのパスワードを含めても良い。
【１０５３】
　図２４６は、実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチ
ャートである。なお、このフローチャートは、図２３９～図２４４に示す適用例に対応す
るものである。
【１０５４】
　受信機は、ディスプレイから情報を受信する（７１１８ａ）。受信した情報に視聴中の
チャンネル情報が含まれているかを判断する（７１１８ｂ）。その判断結果が偽（Ｎ）で
あれば、受信した情報に含まれるＩＤを持つ電子機器から、視聴中のチャンネル情報を取
得する（７１１８ｃ）。
【１０５５】
　一方、上記判断結果が真（Ｙ）であれば、サーバから、視聴中の画面に関連した情報を
取得する（７１１８ｄ）。テレビや録画機がサーバの役割を果たしても良い。受信機は、
サーバから取得した情報を表示する（７１１８ｅ）。受信機は、受信機やサーバに保存さ
れたユーザプロファイルに基いて、表示内容を調整する（７１１８ｆ）。例えば、文字の
大きさを変更したり、年齢制限コンテンツを非表示としたり、過去のユーザの行動から好
まれると推定されたコンテンツを優先的に表示したりといった制御を行う。
【１０５６】
　図２４７は、実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチ
ャートである。なお、このフローチャートは、図２３９～図２４４に示す適用例に対応す
るものである。
【１０５７】
　録画機は、番組録画と同時に、サーバから番組に関連する情報を取得して保存する（７
１１９ａ）。関連する情報が時刻によって変化する場合は、その時刻も合わせて保存する
。
【１０５８】
　録画機は、録画した画像を再生する際に、前記保存した情報をディスプレイに送信する
（７１１９ｂ）。前記保存した情報の中の前記サーバのアクセス情報（ＵＲＬやパスワー
ド）をディスプレイのアクセス情報に置き換えても良い。
【１０５９】
　録画機は、録画した画像を再生する際に、前記保存した情報を受信機に送信する（７１
１９ｃ）。前記保存した情報の中の前記サーバのアクセス情報（ＵＲＬやパスワード）を
録画機のアクセス情報に置き換えても良い。
【１０６０】
　図２４８は、実施の形態１２における送信機の輝度変化を示す図である。
【１０６１】
　送信機は、輝度が急に上がるときから次に輝度が急に上がるときまでの間の時間の長さ
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を符号（０または１）ごとに異ならせることによって、受信機に送信される情報を符号化
する。これにより、送信される情報の内容を変えずに、ＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ
　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）制御によって、人間が感じる明るさの調節を行なうことができ
る。なお、輝度の波形は正確な矩形波でなくてもよい。
【１０６２】
　図２４９は、実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートで
ある。なお、このフローチャートは、図２４８に示す輝度変化を伴う送信機に対応する受
信機の処理動作を示す。
【１０６３】
　受信機は、送信機の発する光の輝度を観測する（７１２０ａ）。前に輝度が急激に上が
ってから、次に輝度が急激に上がるまでの時間を計測する（７１２０ｂ）。あるいは、前
に輝度が急激に下がってから、次に輝度が急激に下がるまでの時間を計測する。上記時間
によって信号の値を認識する（７１２０ｃ）。例えば、上記時間が３００マイクロ秒以下
のとき０、以上の時１と認識する。
【１０６４】
　図２５０は、実施の形態１２における送信機の輝度変化を示す図である。
【１０６５】
　送信機は、輝度の増減を示す波長を変化させることにより、受信機に送信される情報の
開始点を表現する。または、送信機は、その波長を変化させることにより、１つの情報に
別の情報を重畳する。
【１０６６】
　図２５１は、実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートで
ある。なお、このフローチャートは、図２５０に示す輝度変化を伴う送信機に対応する受
信機の処理動作を示す。
【１０６７】
　受信機は、送信機の発する光の輝度を観測する（７１２１ａ）。輝度が急激に変化する
間の時間幅の最低値を求める（７１２１ｂ）。上記最低値の整数倍ではない輝度変化幅を
探す（７１２１ｃ）。前記整数倍ではない輝度変化幅を信号の開始点として信号を解析す
る（７１２１ｄ）。前記整数倍ではない輝度変化幅を持つ部分間の時間幅を求める（７１
２１ｅ）。
【１０６８】
　図２５２は、実施の形態１２における送信機の輝度変化を示す図である。
【１０６９】
　送信機は、受信機の露光時間よりも短い間隔で輝度を変化させることにより、人間の目
に見える明るさを調整することができる。また、時間経過に伴って蓄積された輝度変化を
リセットすることができる。
【１０７０】
　図２５３は、実施の形態１２における送信機の処理動作の一例を示すフローチャートで
ある。なお、このフローチャートは、図２５２に示す輝度変化を伴う送信機に対応する受
信機の処理動作を示す。
【１０７１】
　輝度、または、輝度を制御する電流が、一定値を下回ったとき、受信機の露光時間より
十分短い時間幅で電流のオフオンを行う（Ｓ７１２５ａ）。これにより、電流を初期値に
戻し、発光部の輝度が下がるのを防ぐことができる。また、輝度、または、輝度を制御す
る電流が、一定値を上回ったとき、受信機の露光時間より十分短い時間幅で電流のオンオ
フを行う（Ｓ７１２５ｂ）。これにより、電流を初期値に戻し、発光部の輝度が上がるの
を防ぐことができる。
【１０７２】
　図２５４は、実施の形態１２における送信機の輝度変化を示す図である。
【１０７３】
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　送信機は、輝度のキャリア周波数を異ならせることによって、異なる信号（情報）を表
現する。受信機は信号内容よりもキャリア周波数を早い時点で認識することができる。し
たがって、キャリア周波数を異ならせることは、送信機のＩＤなど、優先的に認識すべき
内容を表現するのに適している。
【１０７４】
　図２５５は、実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートで
ある。なお、このフローチャートは、図２５４に示す輝度変化を伴う送信機に対応する受
信機の処理動作を示す。
【１０７５】
　受信機は、送信機の発する光の輝度を観測する（７１２２ａ）。輝度が急激に変化する
間の時間幅の最低値を求める（７１２２ｂ）。上記最低値をキャリア周波数として認識す
る（７１２２ｃ）。キャリア周波数をキーとして、サーバから情報を取得する（７１２２
ｄ）。
【１０７６】
　図２５６は、実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートで
ある。なお、このフローチャートは、図２５４に示す輝度変化を伴う送信機に対応する受
信機の処理動作を示す。
【１０７７】
　受信機は、送信機の発する光の輝度を観測する（７１２３ａ）。輝度変化をフーリエ変
換し、最大成分をキャリア周波数として認識する（７１２３ｂ）。キャリア周波数をキー
として、サーバから情報を取得する（７１２３ｃ）。
【１０７８】
　図２５７は、実施の形態１２における送信機の処理動作の一例を示すフローチャートで
ある。なお、このフローチャートは、図２５４に示す輝度変化を伴う送信機の処理動作を
示す。
【１０７９】
　送信信号を輝度変化として表現する（７１２４ａ）。輝度変化をフーリエ変換した最大
成分をキャリア周波数となるような輝度変化を作成する（７１２４ｂ）。作成した輝度変
化の通りに発光部を発光させる（７１２４ｃ）。
【１０８０】
　図２５８は、実施の形態１２における送信機の構成例を示す図である。
【１０８１】
　送信機７０２８ａは、信号Ａを送信する部分７０２８ｂと、信号Ｂを送信する部分７０
２８ｄと、信号Ｃを送信する部分７０２８ｆとを有する。このように、受信機の撮像部（
カメラ）が同時に露光する方向に沿って、互いに異なる信号を送信する部分があることに
よって、受信機は同時に複数の信号を受信することができる。なお、それぞれの部分７０
２８ｂ、７０２８ｄ、７０２８ｆの間には、信号を発しない部分、または特別な信号を発
する緩衝部分７０２８ｃ，７０２８ｅを設けてもよい。
【１０８２】
　図２５９は、実施の形態１２における送信機の構成例を示す図である。なお、この送信
機の構成による発光の方式は、図２５８に示す構成による発光の方式を発展させたもので
ある。
【１０８３】
　送信機には、図２５８に示す各信号を送信する部分７０２９ａをそれぞれ図２５９に示
すように配置してもよい。これにより、受信機を傾けた場合にも、受信機の撮像部（カメ
ラ）は、信号Ａ、ＢおよびＣの多くの部分を同時に受信（撮像）することができる。
【１０８４】
　図２６０は、実施の形態１２における送信機の構成例を示す図である。なお、この送信
機の構成による発光の方式は、図２５８に示す構成による発光の方式を発展させたもので
ある。
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【１０８５】
　送信機の円形の発光部は、同心円状に配列された、各信号を送信する複数の円環状の部
分７０３０ａ，７０３０ｂ，７０３０ｃを備える。部分７０３０ａは信号Ｃを送信し、部
分７０３０ｂは信号Ｂを送信し、部分７０３０ｃは信号Ａを送信する。このように、送信
機の発光部が円形の場合には、上述のように各信号を送信する部分を配列することで、受
信機は、各部分から発せられる信号Ａ、ＢおよびＣの多くの部分を同時に受信（撮像）す
ることができる。
【１０８６】
　図２６１は、実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチ
ャートである。なお、このフローチャートは、図２５８～図２６０の何れかに示す発光装
置を備えた送信機と受信機の処理動作を示す。
【１０８７】
　受信機は、同時に受光するラインのそれぞれの位置の輝度を計測する（７１２６ａ）。
同時受光ラインと垂直方向に、別々に送信された信号を受信することで、高速に信号を受
信する（７１２６ｂ）。
【１０８８】
　図２６２は、実施の形態１２における受信機と送信機による表示と撮影の例を示す図で
ある。
【１０８９】
　送信機は、受信機の受像部（カメラ）が同時に露光する方向と垂直な方向に一様な画像
として構成される複数の１次元バーコードを、それぞれフレーム１（７０３１ａ）、フレ
ーム２（７０３１ｂ）およびフレーム３（７０３１ｃ）として順に表示する。なお、１次
元バーコードは、上記同時に露光する方向と垂直な方向に沿う線（バー）からなる。受信
機は、送信機に表示される画像を、上記各実施の形態のように撮像することによって、フ
レーム１（７０３１ｄ）およびフレーム２（７０３１ｅ）を取得する。受信機は，１次元
バーコードのバーが途切れている部分で１次元バーコードを分割することで、連続的に表
示された１次元バーコードを順に認識することができる。この場合、送信機による表示と
受信機による撮像のタイミングを同期させる必要はなく、受信機は送信機で表示された内
容を全て認識することができる。また、送信機による表示のフレームレートは、受信機に
よる撮像のフレームレートより速くても良い。ただし，送信機による表示の１フレームの
表示時間が、受信機によって撮像されるフレーム間のブランキング時間より長い必要があ
る。
【１０９０】
　図２６３は、実施の形態１２における送信機の処理動作の一例を示すフローチャートで
ある。なお、このフローチャートは、図２６２に示す表示を行なう送信機が備える表示装
置の処理動作を示す。
【１０９１】
　表示装置は、１次元バーコードを表示する（７１２７ａ）。表示装置は、受信機の撮像
のブランキング時間より長い間隔で、バーコード表示を変化させる（７１２７ｂ）。
【１０９２】
　図２６４は、実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートで
ある。なお、このフローチャートは、図２６２に示す撮影を行なう受信機の処理動作を示
す。
【１０９３】
　受信機は、表示装置に表示された１次元バーコードを撮影する（７１２８ａ）。バーコ
ードのラインが途切れたところで、表示装置が次のバーコードを表示したと認識する（７
１２８ｂ）。この方法により、表示と撮像の同期を行わなくとも全ての表示内容を受信機
が受信することができる。また、受信機の撮像フレームレートよりも速いフレームレート
で表示された信号も受信可能となる。
【１０９４】
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　図２６５は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【１０９５】
　例えば照明機器である送信機７０３２ａは、送信機７０３２ａの暗号化された識別情報
（ＩＤ）を送信する。例えばスマートフォンとして構成される受信機７０３２ｂは、その
暗号化されたＩＤを受信すると、その暗号化されたＩＤをサーバ７０３２ｃに送信する。
サーバ７０３２ｃはその暗号化されたＩＤを受信すると、その暗号化されたＩＤを復号す
る。または、受信機７０３２ｂは、その暗号化されたＩＤを受信すると、その暗号化され
たＩＤを復号してサーバ７０３２ｃに送信する。
【１０９６】
　図２６６は、実施の形態１２における受信機７０３２ｂと送信機７０３２ａの処理動作
の一例を示すフローチャートである。
【１０９７】
　送信機７０３２ａは、一部または全部が暗号化された情報を保持する（７１２９ａ）。
受信機７０３２ｂは、送信機７０３２ａから送信されたその情報を受信し、受信した情報
を復号する（７１２９ｂ）。または、受信機７０３２ｂは、暗号化されたままの情報をサ
ーバ７０３２ｃへ送信する。暗号化されたままの情報が送信された場合、サーバ７０３２
ｃは、その暗号化されたままの情報を復号する（７１２９ｃ）。
【１０９８】
　図２６７は、実施の形態１２における受信機の状態を示す図である。
【１０９９】
　ユーザは、電話するために、例えばスマートフォンとして構成される受信機７０３３ａ
を耳に当てる。このとき、受信機７０３３ａのスピーカ付近に備えられた照度センサは、
低い照度を示す照度値を検出する。その結果、受信機７０３３ａは、受信機７０３３ａの
状態を通話中と推定し、送信機からの情報の受信を停止する。
【１１００】
　図２６８は、実施の形態１２における受信機７０３３ａの処理動作の一例を示すフロー
チャートである。
【１１０１】
　受信機７０３３ａは、照度センサのセンサ値などから、通話中と推定されるか判断する
（７１３０ａ）。その判断結果が真（Ｙ）の場合、受信機７０３３ａは、フェイスカメラ
による受信を終了する（７１３０ｂ）。または、受信機７０３３ａは、フェイスカメラに
よる受信処理の優先度を下げる。
【１１０２】
　図２６９は、実施の形態１２における受信機の状態を示す図である。
【１１０３】
　例えばスマートフォンとして構成される受信機７０３４ａは、送信機からの情報を受信
（撮像）するための撮像装置であるカメラ（例えばフェイスカメラ）付近に照度センサ７
０３４ｂを備えている。この照度センサ７０３４ｂによって、一定値以下の低い照度を示
す照度値が検出されると、受信機７０３４ａは、送信機からの情報の受信を中止する。ま
たは、受信機７０３４ａが他のカメラを備えている場合には、その照度センサ７０３４ｂ
付近のカメラ（例えばフェイスカメラ）の優先度を他のカメラよりも下げる。
【１１０４】
　図２７０は、実施の形態１２における受信機７０３４ａ処理動作の一例を示すフローチ
ャートである。
【１１０５】
　受信機７０３４ａは、照度センサ７０３４ｂのセンサ値が一定値以下か判断する（７１
３１ａ）。その判断結果が真（Ｙ）の場合、受信機７０３４ａは、フェイスカメラによる
受信を終了する（７１３１ｂ）。または、受信機７０３４ａは、フェイスカメラによる受
信処理の優先度を下げる。
【１１０６】
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　図２７１は、実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートで
ある。
【１１０７】
　受信機は、照度センサのセンサ値から、照度変化を計測する（７１３２ａ）。撮像装置
（カメラ）で輝度変化を計測して信号を受信したように、受信機は、照度値の変化から信
号を受信する（７１３２ｂ）。撮像装置よりも照度センサのほうが安価であるため、受信
機を安価に製造可能である。
【１１０８】
　図２７２は、実施の形態１２における送信機の波長の一例を示す図である。
【１１０９】
　送信機は、図２７２の（ａ）および（ｂ）に示すように、メタメリックな光７０３７ａ
，７０３７ｂを出力することによって、受信機に送信する情報を表現する。
【１１１０】
　図２７３は、実施の形態１２における受信機と送信機の処理動作の一例を示すフローチ
ャートである。なお、このフローチャートは、図２７２に示す波長の光を出力する送信機
と受信機の処理動作を示す。
【１１１１】
　送信機は、人間には等色と認識されるが分光分布の異なる光（メタメリックな光）で異
なる信号を表現し、発光部を発光させる（７１３５ａ）。受信機は、分光分布を計測し、
信号を受信する（７１３５ｂ）。この方式によれば、チラツキを気にすることなく信号を
送信することが可能となる。
【１１１２】
　図２７４は、実施の形態１２における受信機と送信機を含むシステムの構成例を示す図
である。
【１１１３】
　このシステムは、ＩＤ解決サーバ７０３８ａ、中継サーバ７０３８ｂ、受信機７０３８
ｃ、送信機７０３８ｄおよび送信機側制御装置７０３８ｅを備えている。
【１１１４】
　図２７５は、実施の形態１２におけるシステムの処理動作の一例を示すフローチャート
である。
【１１１５】
　ＩＤ解決サーバ７０３８ａは、送信機７０３８ｄのＩＤと、送信機側制御装置７０３８
ｅと受信機７０３８ｃが通信する方法を関連付けて記憶する（７１３６ａ）。受信機７０
３８ｃは、送信機７０３８ｄのＩＤを受信し、送信機側制御装置７０３８ｅとの通信方法
をＩＤ解決サーバ７０３８ａから取得する（７１３６ｂ）。受信機７０３８ｃは、受信機
７０３８ｃと送信側制御装置７０３８ｅが直接通信可能か判断する（７１３６ｃ）。その
判断結果が偽（Ｎ）の場合、受信機７０３８ｃは、中継サーバ７０３８ｂを介して送信側
制御装置７０３８ｅと通信する（７１３６ｄ）。一方、その判断結果が真（Ｙ）の場合、
受信機７０３８ｃは、送信側制御装置７０３８ｅと直接通信する（７１３６ｅ）。
【１１１６】
　図２７６は、実施の形態１２における受信機と送信機を含むシステムの構成例を示す図
である。
【１１１７】
　このシステムは、サーバ７０３９ｇ、店舗側機器７０３９ａおよび携帯機器７０３９ｂ
を備えている。店舗側機器７０３９ａは送信機７０３９ｃと撮像部７０３９ｄとを備える
。携帯機器７０３９ｂは受信機７０３９ｅと表示部７０３９ｆとを備える。
【１１１８】
　図２７７は、実施の形態１２におけるシステムの処理動作の一例を示すフローチャート
である。
【１１１９】
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　携帯機器７０３９ｂは、表示部７０３９ｆに２次元バーコード等の形で情報を表示する
（７１３７ａ）。店舗側機器７０３９ａは、表示部７０３９ｆに表示された内容を撮像部
７０３９ｄで撮像し、情報を取得する（７１３７ｂ）。店舗側機器７０３９ａは、何らか
の情報を送信機７０３９ｃから送信する（７１３７ｃ）。
【１１２０】
　携帯機器７０３９ｂは、送信された情報を受信機７０３９ｅで受信する（７１３７ｄ）
。携帯機器７０３９ｂは、受信した情報を基に、表示部７０３９ｆの表示内容を変化させ
る（７１３７ｅ）。表示部７０３９ｆに表示する内容は、携帯機器７０３９ｂが決定して
も良いし、受信した内容を基にサーバ７０３９ｇが決定しても良い。
【１１２１】
　店舗側機器７０３９ａは、表示部７０３９ｆに表示された内容を撮像部７０３９ｄで撮
像し、情報を取得する（７１３７ｆ）。店舗側機器７０３９ａは、取得した情報と、送信
した情報との整合性を判断する（７１３７ｇ）。この判断は、店舗側機器７０３９ａが行
なっても良いし、サーバ７０３９ｇが行なっても良い。整合している場合、正常に取引が
完了する（７１３７ｈ）。
【１１２２】
　この方法により、表示部７０３９ｆに表示するクーポン情報をコピーし、不正に使用す
ることを防ぐことができる。また、この方法で暗号鍵交換を行うことも可能である。
【１１２３】
　図２７８は、実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートで
ある。
【１１２４】
　受信機は、受信処理を開始する（７１３８ａ）。受信機は、撮像装置の露光時間を設定
する（７１３８ｂ）。受信機は、撮像装置のゲインを設定する（７１３８ｃ）。受信機は
、撮像画像の輝度から情報を受信する（７１３８ｄ）。
【１１２５】
　図２７９は、実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートで
ある。
【１１２６】
　露光時間を設定する（７１３９ａ）。露光時間を変化させるＡＰＩ（Ａｐｐｌｉｃａｔ
ｉｏｎ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）が存在するか判断する（７１３９ｂ）。
その判断結果が偽（Ｎ）の場合、光源など輝度が高い物体に撮像装置を向ける（７１３９
ｃ）。自動露光設定を行う（７１３９ｄ）。自動露光設定値の変化が十分小さくなれば露
光設定値を固定する（７１３９ｅ）。
【１１２７】
　一方、上記判断結果が真（Ｙ）の場合、ＡＰＩを利用して露光時間の設定を開始する（
７１３９ｆ）。
【１１２８】
　図２８０は、実施の形態１２における受信機と送信機を含むシステムの構成例を示す図
である。
【１１２９】
　このシステムは、サーバ７０３６ａ、受信機７０３６ｂ、および、少なくとも１つの送
信機７０３６ｃを備える。受信機７０３６ｂは、受信機７０３６ｂの付近に存在する少な
くとも１つの送信機７０３６ｃに関する情報をサーバから取得する。
【１１３０】
　図２８１は、実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートで
ある。
【１１３１】
　受信機７０３６ｂは、ＧＰＳや基地局などの情報から、自己位置推定を行う（７１３３
ａ）。受信機７０３６ｂは、推定した自己位置と、推定誤差範囲をサーバ７０３６ａに送
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信する（７１３３ｂ）。受信機７０３６ｂは、受信機７０３６ｂの位置付近に存在する送
信機７０３６ｃのＩＤと、そのＩＤに関連付けられた情報をサーバ７０３６ａから取得し
、記憶する（７１３３ｃ）。受信機７０３６ｂは、送信機７０３６ｃからＩＤを受信する
（７１３３ｄ）。
【１１３２】
　受信機７０３６ｂは、受信したＩＤに関連付けられた情報を記憶しているか判断する（
７１３３ｅ）。その判断結果が偽（Ｎ）の場合、受信機７０３６ｂは、受信したＩＤをキ
ーにサーバ７０３６ａから情報を取得する（７１３３ｆ）。受信機７０３６ｂは、サーバ
７０３６ａから受信した情報と、送信機７０３６ｂｃの位置関係とから自己位置推定を行
い、付近の他の送信機７０３６ｃのＩＤと、そのＩＤに関連付けられた情報をサーバ７０
３６ａから取得し、記憶する（７１３３ｇ）。
【１１３３】
　上記ステップ７１３３ｅで真（Ｙ）と判断された後、または、上記ステップ７１３３ｇ
が行なわれた後には、受信機７０３６ｂは、受信したＩＤに関連付けられた情報を表示す
る（７１３３ｈ）。
【１１３４】
　図２８２は、実施の形態１２における受信機と送信機の適用例を示す図である。
【１１３５】
　建造物ａ（７０４０ａ）には、例えば照明機器として構成される送信機７０４０ｃおよ
び７０４０ｄが配設され、建造物ｂ（７０４０ｂ）には、例えば照明機器として構成され
る送信機７０４０ｅおよび７０４０ｆが配設されている。送信機７０４０ｃおよび７０４
０ｅは信号Ａを送信し、送信機７０４０ｄおよび７０４０ｆは信号Ｂを送信する。例えば
スマートフォンとして構成される受信機（端末）７０４０ｇは、何れかの送信機から送信
される信号を受信する。
【１１３６】
　図２８３は、実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートで
ある。
【１１３７】
　受信機７０４０ｇは、建造物に入ったことを検出する（７１３４ａ）。受信機７０４０
ｇは、推定した自己位置と、推定誤差範囲と、受信機７０４０ｇが存在すると推定する建
造物の名称等とをサーバに送信する（７１３４ｂ）。受信機７０４０ｇは、受信機７０４
０ｇが存在する建造物中に存在する送信機のＩＤと、そのＩＤに関連付けられた情報をサ
ーバから取得し、記憶する（７１３４ｃ）。受信機７０４０ｇは、送信機からＩＤを受信
する（７１３４ｄ）。
【１１３８】
　受信機７０４０ｇは、受信したＩＤに関連付けられた情報を記憶しているか判断する（
７１３４ｅ）。その判断結果が偽（Ｎ）の場合、受信機７０４０ｇは、受信したＩＤをキ
ーにサーバから情報を取得する（７１３４ｆ）。受信機７０４０ｇは、ＩＤを受信した送
信機が存在する建造物と同一の建造物内に存在する他の送信機のＩＤと、そのＩＤに関連
付けられた情報をサーバから取得し、記憶する（７１３４ｇ）。
【１１３９】
　上記ステップ７１３４ｅで真（Ｙ）と判断された後、または、ステップＳ７１３４ｇが
行なわれた後には、受信機７０４０ｇは、受信したＩＤに関連付けられた情報を表示する
（７１３４ｈ）。
【１１４０】
　図２８４は、実施の形態１２における受信機と送信機を含むシステムの構成例を示す図
である。
【１１４１】
　例えば照明機器として構成される送信機７０４１ａは信号Ａを送信し、送信機７０４１
ｂは信号Ｂを送信し、送信機７０４１ｃは信号Ｃを送信し、送信機７０４１ｄは信号Ｂを
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送信する。例えばスマートフォンとして構成される受信機（端末）７０４１ｅは、何れか
の送信機から送信される信号を受信する。ここで、ＧＰＳや基地局などの情報（他手段）
に基づいて推定される受信機７０４１ｅの自己位置の誤差範囲には、送信機７０４１ａ，
７０４１ｂ，７０４１ｃがある。
【１１４２】
　図２８５は、実施の形態１２におけるシステムの処理動作の一例を示すフローチャート
である。
【１１４３】
　受信機７０４１ｅは、送信機からＩＤを受信する（７１４０ａ）。受信機７０４１ｅは
、自己位置推定を行う（７１４０ｂ）。受信機７０４１ｅは自己位置推定に成功したか判
断する（７１４０ｃ）。その判断結果が偽（Ｎ）の場合、受信機７０４１ｅは、地図や入
力フォームを表示し、ユーザに現在位置を入力させる（７１４０ｄ）。
【１１４４】
　受信機７０４１ｅは、受信したＩＤと、推定した自己位置と、自己位置推定の誤差範囲
とをサーバに送信する（７１４０ｅ）。
【１１４５】
　サーバは、受信機７０４１ｅの推定自己位置から推定誤差範囲（推定誤差半径）以内に
、受信機７０４１ｅが受信したＩＤを送信する送信機がひとつだけ存在するか判断する（
７１４０ｆ）。その判断結果が偽（Ｎ）の場合、受信機７０４１ｅはステップ７１４０ｄ
からの処理を繰り返し実行する。一方、その判断結果が真（Ｙ）の場合には、サーバは、
その送信機に関連付けられた情報を受信機７０４１ｅに送信する（７１４０ｇ）。
【１１４６】
　図２８６は、実施の形態１２における受信機の処理動作の一例を示すフローチャートで
ある。
【１１４７】
　まず、受信機は、信号を発している発光装置（送信機）を検出し（７１４１ａ）、信号
を受信する（７１４１ｂ）。そして、受信機は、受信状況、受信済みデータ量、送信デー
タ量、送信データ量に対する受信済みデータ量の割合を表示する（７１４１ｃ）。
【１１４８】
　次に、受信機は、送信データを全て受信したかどうかを確認する（７１４１ｄ）。受信
したことを確認した場合（７１４１ｄのＹ）、受信機は、受信処理を中止し（７１４１ｅ
）、受信完了の表示を行う（７１４１ｆ）。さらに、受信機は通知音を鳴らし（７１４１
ｇ）、バイブレーションを行なう（７１４１ｈ）。
【１１４９】
　ステップ７１４１ｄで、受信していないことを確認した場合（７１４１ｄのＮ）、受信
機は、受信機の撮像装置（カメラ）によって得られる映像において送信機がフレームアウ
トしてから一定時間経過したかどうかを確認する（７１４１ｉ）。ここで、一定時間経過
したことを確認した場合（７１４１ｉのＹ）、受信機は、受信済データを破棄して受信処
理を停止する（７１４１ｍ）。さらに、受信機は、通知音を鳴らし（７１４１ｎ）、バイ
ブレーションを行なう（７１４１ｐ）。
【１１５０】
　ステップ７１４１ｉで、一定時間経過していないことを確認した場合（７１４１ｉのＮ
）、受信機は、受信機の加速度センサによって得られるセンサ値が一定値以上の大きさで
変化したか、または、受信機を別方向へ向けたと推定できるかどうかを確認する（７１４
１ｊ）。ここで、一定値以上の大きさで変化した、または、別方向へ向けたと推定できる
ことを確認すると（７１４１ｉのＹ）、上述のステップ７１４１ｍ以降の処理を行なう。
【１１５１】
　一方、一定値以上の大きさで変化していない、または、別方向へ向けたと推定できない
ことを確認すると（７１４１ｉのＮ）、受信機は、受信機の加速度センサのセンサ値が一
定のリズムで変化したか、または、受信機がシェイクされていると推定できるかどうかを
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確認する（７１４１ｋ）。ここで、一定のリズムで変化した、または、シェイクされてい
ると推定できることを確認すると、受信機は、上述のステップ７１４１ｍ以降の処理を行
なう。一方、一定のリズムで変化していない、または、シェイクされていると推定できな
いことを確認すると（７１４１ｋのＮ）、受信機は、ステップ７１４１ｂからの処理を繰
り返し実行する。
【１１５２】
　図２８７Ａは、実施の形態１２における送信機の構成の一例を示す図である。
【１１５３】
　送信機７０４６ａは、発光部７０４６ｂと２次元バーコード７０４６ｃとＮＦＣチップ
７０４６ｄとを備える。発光部７０４６ｂは、２次元バーコード７０４６ｃおよびＮＦＣ
チップ７０４６ｄの少なくとも一方と共通の情報を、上記各実施の形態の方法で送信する
。または、発光部７０４６ｂは、２次元バーコード７０４６ｃおよびＮＦＣチップ７０４
６ｄの少なくとも一方と異なる情報を、上記各実施の形態の方法で送信してもよい。この
場合、受信機は、発光部７０４６ｂから送信される情報の内容をキーとして、２次元バー
コード７０４６ｃおよびＮＦＣチップ７０４６ｄの少なくとも一方と共通の情報をサーバ
から取得してもよい。また、受信機は、発光部７０４６ｂから情報を受信する場合と、２
次元バーコード７０４６ｃおよびＮＦＣチップ７０４６ｄの少なくとも一方から情報を受
信する場合とで、共通の処理を行なってもよい。上述のどちらの場合でも、受信機は、共
通のサーバにアクセスして共通の情報を表示する。
【１１５４】
　図２８７Ｂは、実施の形態１２における送信機の構成の他の例を示す図である。
【１１５５】
　送信機７０４６ｅは、発光部７０４６ｆを備え、その発光部７０４６ｆに２次元バーコ
ード７０４６ｇを表示させる。つまり、この発光部７０４６ｆは、図２８７Ａに示す発光
部７０４６ｂおよび２次元バーコード７０４６ｃのそれぞれの機能を兼ね備える。
【１１５６】
　ここで、発光部７０４６ｂ，７０４６ｆは、発光部７０４６ｂ，７０４６ｆの大きさを
示す情報を送信することで、受信機から送信機７０４６ａ，７０４６ｅまでの距離を受信
機に推定させてもよい。これにより、受信機は２次元バーコード７０４６ｃ，７０４６ｇ
をより簡単に、または鮮明に撮影することができる。
【１１５７】
　図２８８は、実施の形態１２における受信機と送信機７０４６ａ，７０４６ｅの処理動
作の一例を示すフローチャートである。なお、以下、送信機７０４６ａおよび送信機７０
４６ｅのうち、送信機７０４６ａを例にあげて説明するが、送信機７０４６ｅの処理動作
も送信機７０４６ａの処理動作と同じである。
【１１５８】
　送信機７０４６ａは、発光部７０４６ｂの大きさを示す情報を送信する（ステップ７１
４２ａ）。なお、発光部７０４６ｂにおける任意の２点間の距離の最大値を、発光部７０
４６ｂの大きさとする。なお、この一連の処理は速度が重要であるため、送信機７０４６
ａは、送信機７０４６ａの発光部７０４６ｂの大きさを示す情報を直接送信し、受信機は
サーバ通信を介さずに、この大きさを示す情報を取得することが望ましい。また、送信機
７０４６ａの明暗変化の周波数など、素早く受信できる方法で送信することが望ましい。
【１１５９】
　次に、受信機は、上述の情報である信号を受信し、送信機７０４６ａの発光部７０４６
ｂの大きさを取得する（ステップ７１４２ｂ）。そして、受信機は、発光部７０４６ｂの
大きさと、撮像された発光部７０４６ｂの画像の大きさと、受信機の撮像部（カメラ）の
特性とに基づいて、受信機から発光部７０４６ｂまでの距離を計算する（ステップ７１４
２ｃ）。次に、受信機は、計算した距離に撮像部の焦点距離をあわせて撮影する（ステッ
プ７１４２ｄ）。受信機は、２次元バーコードを撮影した場合はその内容を取得する（ス
テップ７１４２ｅ）。
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【１１６０】
　（実施の形態１３）
　本実施の形態では、上記実施の形態１～１２におけるスマートフォンなどの受信機と、
ＬＥＤや有機ＥＬの点滅パターンとして情報を送信する送信機とを用いた各適用例につい
て説明する。
【１１６１】
　図２８９は、実施の形態１３における受信機と送信機に関する処理動作の一例を示すフ
ローチャートである。
【１１６２】
　ステップ７２０１ａで、送信機は、特定の周波数の音、または、特定のパターンで変化
する音を発する（この周波数は、例えば２ｋＨｚから２０ｋＨｚなど、人間には聞き取り
づらく、一般的な集音器で集音可能な周波数の音であることが望ましい。また、一般的な
集音器はサンプリング周波数が４４．１ｋＨｚ程度であるため、サンプリング定理により
、その半分の周波数までしか正確には認識できないが、送信信号がわかっていれば、その
信号を集音しているかどうかを高精度で推定することは可能である。そこで、この性質を
利用して、２０ｋＨｚ以上の周波数の信号を利用しても良い。）。
【１１６３】
　ステップ７２０１ｂで、ユーザは、受信機のボタンを押し、電源ＯＦＦ状態やスリープ
状態から電源オン状態にする。ステップ７２０１ｃで、受信機は、集音部を起動する。ス
テップ７２０１ｄで、受信機は、送信機の発する音を集音する。ステップ７２０１ｅで、
受信機は、近辺に送信機が存在することを、画面に表示したり、音を鳴らしたり、バイブ
レーションさせることで、ユーザに通知する。ステップ７２０１ｆで、受信機は、受信を
開始して、終了する。
【１１６４】
　図２９０は、実施の形態１３における受信機と送信機に関する処理動作の一例を示すフ
ローチャートである。
【１１６５】
　ステップ７２０２ａで、ユーザは、受信機のボタンを押し、電源ＯＦＦ状態やスリープ
状態から電源オン状態にする。ステップ７２０２ｂで、受信機は、照度センサを起動する
。ステップ７２０２ｃで、受信機は、照度センサから、照度の変化を認識する。ステップ
７２０２ｄで、受信機は、照度センサから、送信信号を受信する。ステップ７２０２ｅで
、受信機は、近辺に送信機が存在することを、画面に表示したり、音を鳴らしたり、バイ
ブレーションさせることで、ユーザに通知する。ステップ７２０２ｆで、受信機は、受信
を開始して、終了する。
【１１６６】
　図２９１は、実施の形態１３における受信機と送信機に関する処理動作の一例を示すフ
ローチャートである。
【１１６７】
　ステップ７２０３ａで、ユーザが、受信機を操作して、受信を開始させる。または、何
らかのトリガで受信機が自動的に受信を開始する。ステップ７２０３ｂで、画面全体の平
均輝度、または、輝度最大点の輝度が、明るい撮像部を優先的に受信させて、終了する。
【１１６８】
　図２９２は、実施の形態１３における受信機と送信機に関する処理動作の一例を示すフ
ローチャートである。
【１１６９】
　ステップ７２０４ａで、撮像部は、同時撮像ラインまたは画素中に送信機が写っていな
い同時撮像ラインまたは画素の撮像は行わないことで、送信機が写っている同時撮像ライ
ンまたは画素を高速に撮影する。ステップ７２０４ｂで、受信機は、ジャイロや加速度セ
ンサで受信機の動きや手振れを検出し、電子補正によって、常に送信機が映るように調整
して、終了する。
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【１１７０】
　図２９３は、実施の形態１３における受信機と送信機に関する処理動作の一例を示すフ
ローチャートである。
【１１７１】
　ステップ７２０５ａで、受信機は、２次元バーコードＡを表示する。ステップ７２０５
ｂで、送信機は、２次元バーコードＡを読み取る。ステップ７２０５ｃで、送信機は、表
示変更命令を送信する。ステップ７２０５ｄで、受信機は、２次元バーコードＢを表示す
る。ステップ７２０５ｅで、送信機は、２次元バーコードＢを読み取り、終了する。
【１１７２】
　図２９４は、実施の形態１３における送信機の適用例を示す図である。
【１１７３】
　送信機７２１１ａは、送信機であることを示すマーク７２１１ｂを備える。人間は、送
信信号と通常の光を区別することはできないが、これにより、７２１１ａが送信機である
ことを認識することができる。同様に、送信機７２１１ｃは、送信機であることを示すマ
ーク７２１１ｄを備える。同様に、送信機７２１１ｅは、信号を送信している間のみ、送
信機であることを示すマーク７２１１ｆを表示する。
【１１７４】
　図２９５は、実施の形態１３における送信機の適用例を示す図である。
【１１７５】
　テレビなどの送信機７２１２ａは、バックライトや画面７２１２ｂの輝度を変化させて
、信号を送信する。テレビなどの送信機７２１２ｃは、画面以外の部分、例えばベゼル７
２１２ｄやロゴマークなどの輝度を変化させて信号を送信する。
【１１７６】
　図２９６は、実施の形態１３における送信機の適用例を示す図である。
【１１７７】
　テレビなどの送信機７２１３ａは、画面７２１３ｂに、緊急ニュースや字幕やオンスク
リーンディスプレイ７２１３ｃを表示する際に、信号を送信する。また、７２１３ｃは、
暗い色の文字に明るい色の背景とし、画面の横方向に大きく表示することで、受信機が信
号を受信しやすくすることができる。
【１１７８】
　図２９７は、実施の形態１３における送信機と受信機の適用例を示す図である。
【１１７９】
　ユーザが、受信機またはテレビなどのリモコン７２１４ａの操作を行ったときに、７２
１４ａから送信機７２１４ｂに開始信号を送信し、送信機７２１４ｂは、開始信号を受け
取った後の一定時間信号を送信する。送信機７２１４ｂは、送信中であることを示す表示
７２１４ｃを表示する。これにより、テレビ本来の表示が暗い場合でも、受信機が信号を
受信しやすくなる。表示７２１４ｃは、明るい部分が多く、横に広いほど、受信機が信号
を受信しやすくなる。
【１１８０】
　なお、送信機７２１４ｂは、テレビの映像を表示する領域とは別に、信号送信のための
領域７２１４ｃを備えても良い。なお、送信機７２１４ｂは、ユーザの動きやリモコン７
２１４ａの動きをカメラ７２１４ｄやマイク７２１４ｅで認識し、信号送信を開始しても
良い。
【１１８１】
　図２９８は、実施の形態１３における送信機と受信機の適用例を示す図である。
【１１８２】
　送信機７２１５ａ、７２１５ｂは、送信機のＩＤ番号を送信する。送信機のＩＤは、完
全にユニークなものであっても良いし、地域内や建物内や部屋内でユニークなＩＤであっ
ても良い。後者の場合は、数１０ｍ以内に同一ＩＤが存在しないようにすることが望まし
い。受信機７２１５ｃは、受信したＩＤをサーバ７２１５ｄへ送信する。サーバへは、Ｇ
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ＰＳなどの位置センサで認識した７２１５ｃの位置情報や、７２１５ｃの端末ＩＤやユー
ザＩＤやセッションＩＤなどを同時に送信するとしても良い。
【１１８３】
　データベース７２１５ｅは、送信機が送信するＩＤと関連付けて、別のＩＤや、送信機
の位置情報（緯度、経度、高度、部屋番号）や、送信機の型番や形や大きさや、文字や画
像や映像や音楽などのコンテンツや、受信機に実行させる命令やプログラムや、他のサー
バのＵＲＬや、送信機の所有者情報や、ＩＤの登録日や有効期限などを保持する。
【１１８４】
　サーバ７２１５ｄは、受信したＩＤに関連付けられた情報をデータベースから読み出し
、受信機７２１５ｃに送信する。受信機７２１５ｃは、受信した情報を表示したり、受信
した情報をもとに別のサーバにアクセスしたり、受信した命令を実行したりといった処理
を行う。
【１１８５】
　図２９９は、実施の形態１３における送信機と受信機の適用例を示す図である。
【１１８６】
　図２９８の場合と同様に、送信機７２１６ａ，７２１６ｂは、送信機のＩＤ１を送信す
る。受信機７２１６ｃは、　受信したＩＤ１をサーバＡ７２１６ｄへ送信する。サーバＡ
は、ＩＤ１に関連付けられた、ＩＤ２と別のサーバＢにアクセスするための情報（ＵＲＬ
やパスワードなど）を送信する。受信機７２１６ｃは、ＩＤ２をサーバＢ７２１６ｆへ送
信する。サーバＢ７２１６ｆは、ＩＤ２に関連付けられた情報を受信機７２１６ｃへ送信
したり、ＩＤ２に関連付けられた処理を行う。
【１１８７】
　図３００は、実施の形態１３における送信機と受信機の適用例を示す図である。
【１１８８】
　図２９８の場合と同様に、送信機７２１７ａ，７２１７ｂは、送信機のＩＤ１を送信す
る。受信機７２１７ｃは、受信したＩＤ１をサーバＡ７２１７ｄへ送信する。サーバＡは
、ＩＤ１に関連付けられた情報と、ランダムに生成した鍵情報をサーバＢに送信する。鍵
情報は、サーバＢが生成し、サーバＡに送信するとしても良い。サーバＡは、受信機に、
鍵情報と、サーバＢへアクセスするための情報（ＵＲＬやパスワードなど）を送信する。
受信機７２１７ｃは、鍵情報をサーバＢ７２１７ｆへ送信する。サーバＢ７２１７ｆは、
ＩＤ２に関連付けられた情報を受信機７２１７ｃへ送信し、ＩＤ２に関連付けられた処理
を行う。
【１１８９】
　図３０１Ａは、実施の形態１３における送信信号の例を示す図である。
【１１９０】
　信号は、ヘッダ部７２１８ａ、データ部７２１８ｂ、パディング部７２１８ｃ、Ｅｎｄ
　ｏｆ　Ｄａｔａ部７２１８ｅで構成される。信号は、同じデータを１／１５秒間繰り返
して送信する。これにより、信号の１部だけ受信した場合でも、信号を復号することがで
きる。受信機は、受信した信号からヘッダ部を抽出し、２つのヘッダ部の間の部分をデー
タ部としてデータを復号する。１フレームのデータ部を短くすれば、受信機の撮像部に送
信機が小さく写っている場合でも復号が可能になり、データ部を長くすれば、通信速度を
速くすることができる。同じデータが１／１５秒繰り返されることで、１秒間に３０フレ
ーム撮影する受信機では、ブランキングがあっても確実にデータ部の信号を撮像すること
ができる。また、隣接するどちらかのフレームでは同じ信号を受信するため、受信結果の
確認に用いることができる。また、他のアプリケーションの動作によって連続しないフレ
ームの処理がされなかった場合や、１秒間に１５フレームしか撮影できない受信機であっ
ても、信号を受信することができる。また、ヘッダ部に近いほどデータを受信しやすいた
め、ヘッダ部に近い部分に重要度の高いデータを配置するとしても良い。
【１１９１】
　図３０１Ｂは、実施の形態１３における送信信号の他の例を示す図である。
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【１１９２】
　信号は、図３０１Ａの例と同様に、ヘッダ部７２１８ａ、データ部７２１８ｂ、パディ
ング部７２１８ｃ、Ｅｎｄ　ｏｆ　Ｄａｔａ部７２１８ｅで構成される。信号は、同じデ
ータを１／３０秒間繰り返して送信する。これにより、信号の１部だけ受信した場合でも
、信号を復号することができる。データ部を短くすれば、受信機の撮像部に送信機が小さ
く写っている場合でも復号が可能になり、データ部を長くすれば、通信速度を速くするこ
とができる。同じデータが１／３０秒繰り返されることで、１秒間に３０フレーム撮影す
る受信機では、ブランキングがあっても確実にデータ部の信号を撮像することができる。
また、隣接するどちらかのフレームでは同じ信号を受信するため、受信結果の確認に用い
ることができる。また、ヘッダ部に近いほどデータを受信しやすいため、ヘッダ部に近い
部分に重要度の高いデータを配置するとしても良い。
【１１９３】
　図３０２は、実施の形態１３における送信信号の例を示す図である。
【１１９４】
　２ビットの信号を５ビットの信号に変調する７２１９ａの変調方式は、２ビットの信号
を４ビットの信号に変調する２２００．２ａなどの変調方式よりも変調効率が劣るが、デ
ータ部分と同じ形式でヘッダパターンを表現できるため、異なる形式のヘッダパターンを
挿入するよりもちらつきを抑えることができる。Ｅｎｄ　ｏｆ　Ｄａｔａは、データ部に
ヘッダを用いることで表現しても良い。
【１１９５】
　図３０３Ａは、実施の形態１３における送信信号の例を示す図である。
【１１９６】
　信号は、データ部７２２０ａ、バッファ部７２２０ｂ、Ｅｎｄ　ｏｆ　Ｄａｔａ部７２
２０ｄで構成される。バッファ部はなくても良い。信号は、同じデータを１／１５秒間繰
り返して送信する。発光周波数によって信号を伝送するＦＭ変調などを用いる場合は、７
２１８ａのようなヘッダは不要となる。
【１１９７】
　図３０３Ｂは、実施の形態１３における送信信号の他の例を示す図である。
【１１９８】
　信号は、図３０３Ａの例と同様に、データ部７２２０ａ、バッファ部７２２０ｂ、Ｅｎ
ｄ　ｏｆ　Ｄａｔａ部７２２０ｄで構成される。バッファ部はなくても良い。信号は、同
じデータを１／３０秒間繰り返して送信する。発光周波数によって信号を伝送するＦＭ変
調などを用いる場合は、７２１８ａのようなヘッダは不要となる。
【１１９９】
　図３０４は、実施の形態１３における送信信号の例を示す図である。
【１２００】
　周波数によって信号を割り当てる。受信機は信号の周期から周波数を求めるため、周波
数を等間隔に信号に割り当てるよりも、周波数の逆数や対数が等間隔になるように信号を
割り当てるほうが、受信エラーを低減できる。受信機の撮像部で、データ１とデータ２を
送信している光を一つの画面内に撮像した場合は、露光ラインに垂直な方向に輝度値をフ
ーリエ変換すると、データ１とデータ２の周波数に、一つのデータを送信している光を撮
像した場合よりも弱いピークが現れる。
【１２０１】
　この方法によれば、一つの画面内に複数の周波数で順次送信している光を撮像した場合
でも、送信周波数を解析することができ、１／１５秒や、１／３０秒より短い時間で送信
信号の周波数を変更しても、受信することができる。
【１２０２】
　送信信号の順序を認識するためには、１画面よりも短い範囲でフーリエ変換を行えば良
い。また、撮像した画面を連結して、１画面より長い範囲でフーリエ変換を行なっても良
い。この場合は、撮像のブランキング時間の輝度値は不明として扱うと良い。
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【１２０３】
　図３０５Ａおよび図３０５Ｂは、実施の形態１３における送信信号の例を示す図である
。
【１２０４】
　送信信号の周波数が２００Ｈｚ以下である場合、人間には点滅して感じられるが、それ
以上の周波数であれば、連続して光っているように感じられる。カメラでは、５００Ｈｚ
（条件によっては１ｋＨｚ）程度までの周波数では点滅が撮影される。そのため、信号周
波数（搬送波の周波数）は１ｋＨｚ以上であることが望ましい。カメラにちらつきが撮影
されることによる影響が低い場合は、信号周波数は２００Ｈｚ以上としても良い。照明装
置の高調波ノイズは２０ｋＨｚ以上でおおきくなるため、これを避ける場合は、信号周波
数は２０ｋＨｚ以下とすれば良い。また、５００Ｈｚから３ｋＨｚの範囲では、コイルの
振動による音が発生するため、信号周波数を３ｋＨｚ以上とするか、コイルを固定化する
などの対策を行う必要がある。信号周波数を１ｋＨｚ（１ミリ秒周期）としたとき、非同
期でこの信号を認識するためには、撮像装置の露光時間を半分の０．５ミリ秒（＝１／２
０００秒）以下とする必要がある。信号の変調方式に周波数変調を用いる場合は、サンプ
リング定理により、同様に、撮像装置の露光時間は信号周期の半分以下とする必要がある
。ただし、図３０４のように、周波数そのもので値を表現する変調方式の場合は、複数の
時点での信号の値から周波数を推定できるため、撮像装置の露光時間は信号周期の４倍程
度以下で良い。
【１２０５】
　図３０６は、実施の形態１３における送信機の適用例を示す図である。
【１２０６】
　照明などの送信機７２２３ａは、ＩＤを送信する。パソコンなどの受信機７２２３ｂは
ＩＤを受信し、サーバ７２２３ｄへＩＤとファイル７２２３ｅを送信する。サーバ７２２
３ｄは、ファイル７２２３ｅとＩＤを関連付けて記憶し、同一のＩＤを送信してきたパソ
コンに対して、ファイルへのアクセス許可を行う。この際、読み取りのみの許可や、読み
書きの許可など、ＩＤによって複数のアクセスコントロールを行なっても良い。パソコン
などの受信機７２２３ｃはＩＤを受信し、サーバ７２２３ｄへＩＤを送信し、サーバ上の
ファイル７２２３ｅへアクセスする。サーバ７２２３ｄは、ファイルへ最後にアクセスが
あってから一定時間経過した場合や、パソコン７２２３ｂが異なるＩＤを送信してきた場
合に、ファイルを削除、または、アクセスコントロールを初期化する。なお、パソコン７
２２３ｂまたはパソコン７２２３ｃがＩＤを送信するとしても良い。
【１２０７】
　図３０７は、実施の形態１３における送信機の適用例を示す図である。
【１２０８】
　送信機７２２４ｂは、自身のＩＤ情報をサーバ７２２４ｄに登録する。受信機７２２４
ａは、クーポンや入場チケットや会員情報やプリペイド情報を画面に表示する。送信機７
２２４ｂは、ＩＤを送信する。受信機７２２４ａは、ＩＤを受信し、受信したＩＤと、ユ
ーザＩＤと、端末ＩＤと、画面に表示している情報をサーバ７２２４ｄへ送信する。サー
バ７２２４ｄは、受信機７２２４ａが表示している内容が有効であることを確認し、その
結果を表示装置７２２４ｃへ送信する。なお、サーバ７２２４ｄが時間によって変化する
鍵情報を送信機７２２４ｂへ送信し、送信機７２２４ｂはその鍵情報を送信しても良い。
なお、サーバ７２２４ｄは、送信機７２２４ｂや表示装置７２２４ｃと同一の装置として
実装しても良い。受信機７２２４ａは、クーポンや入場チケットや会員情報やプリペイド
情報を２次元バーコードなどの形式で画面に表示し、それを読み取る方式では、画面をコ
ピーした画像を表示することで容易に偽装できるが、この方式を用いることで、画面をコ
ピーすることによる偽装を防ぐことができる。
【１２０９】
　図３０８～図３１０は、実施の形態１３における撮像素子を説明するための図である。
【１２１０】
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　図３０８は、本発明の撮像素子８００の前面図を示す。前の実施例の図を用いて説明し
たように、本発明の光通信速度を向上させるためには、図３１０のように、光信号発生部
８３０をトラッキングさせながら、その領域の８３０ａの走査ライン、例えば、ｎ＝４～
ｎ＝７の間のラインのデータのみを垂直アクセス手段８０２に走査ライン選択信号を送り
、反復スキャンし、取得すれば、図３１０の下段の図のように連続的に本発明の光信号を
取り出すことができる。具体的には４、５、６、７　そしてブランク期間、４、５、６、
７　ブランク期間との連続的な信号が得られる。現在の撮像素子の工程ではこのブランキ
ングは２μｓ以下に収めることができる。２μｓ以下にすれば、３０ｆｐｓで１フレーム
３３ｍｓ、１０００ラインで３３μｓ／ラインであるので、データをほぼ連続的にデータ
を復調できる。
【１２１１】
　本発明では、ローリングシャッター方式の撮像素子（イメージセンサ）において、まず
シャッタ速度を速くして、本発明のラインを表示させた後、信号を得るが、この後、光源
の画像８３０はカメラの撮影者の手振れにより、上下左右に移動する。するとラインｎ＝
４～７の中から画像８３０が一部でてしまう。信号が途切れてエラーが発生する。このた
め、まず、手振れ補正検出補正手段８３２を用いて補正すると画像８３０が固定される。
もしくは／かつ、画像８３０の位置のラインＮｏを検出する手段８３４を用いて、画像８
３０のライン番号ｎを特定し、ライン選択部８３５により、垂直アクセス手段を制御して
、所望のラインｎ（例えば、ｎ＝７～１０）に変更すれば、画像８３０が得られ、連続的
な信号が得られるため、エラーの少ないデータとなり、高速データ受信が可能となる。
【１２１２】
　図３０８に戻り、撮像素子８００を説明すると、水平の画素はａ～ｋまであり、水平ア
クセス手段８０１により、アクセス可能となっている。垂直方向の画素は、ｎ＝１からｎ
＝１２まで１２列あり、８０３ａ～８０３ｎまで列毎に読み出され、読み出し時にライン
メモリ８０５に読み出されて、出力部８０８から出力される。
【１２１３】
　図３０９の示すように、本発明では、まず、通常撮影モードでは、（ａ）に示すように
順次読み出されていく。通常のフレームとフレームの間には、ブランク期間８２１が設け
てあり、この間に色等の映像信号に関する様々な調整作業が行なわれる。
【１２１４】
　撮像素子により異なるが、５％～２０％の時間帯は信号の信号を得ることができない。
本発明特有の受信パターンが得られないため、ステップ８２０ｃにおいてデータ信号受信
モードになった場合、まずシャッタ速度を高速にして、ゲインを上げてデータを受信する
。Ｙｅｓの場合、前記の色や明るさや感度などの映像撮影作業の一部を中止することによ
り、ブランク期間８２１を短縮したブランク期間８２１ａとする。このことにより、調整
作業を省略する短縮により、現在の工程で２μｓ以下にブランク期間８２１ａを下げるこ
とができるため、入力信号のバーストエラーを大巾に少なくすることができるため、伝送
速度を大きく上げることができる。
【１２１５】
　次に、図３１０のように画像の一部しか映像８３０が撮影されない時、ｎ＝４～８以外
のラインの情報が得られないため、大きなバーストエラーとなり、受信効率が低下し、伝
送量が大巾に低下する。
【１２１６】
　図３１０の画像位置検出手段８３４により画像８３０の位置と大きさを検出し、画像が
小さい場合は、ステップ８２０ｄで高速読みとりモードに切り替えて、画像８３０を撮影
しているライン（ｎ＝４～７）のみをスキャンする。（ｃ）のようにライン信号８０３ｄ
、８０３ｅ、８０３ｆ、８０３ｇが何回も繰り返し読みとられ、本発明特有のパターンが
シームレスに読みとられる。このため、バーストエラーの殆んどない連続的なデータ受信
となり、大巾なデータレートの向上が可能となる。
【１２１７】
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　具体的には現在の撮像素子で搬送波を４．８ＫＨｚとすると２４００ｂｐｓ程度の伝送
レートが得られる。将来的には撮像素子の高速化に伴ない、数十ｋｂｐｓの伝送レートが
得られる。
【１２１８】
　なお、ステップ８２０ｅでデータの読みとりが完了すると、シャッタ速度を低速化させ
、ブランク期間を長くして（ａ）の通常撮影モードに戻る。
【１２１９】
　上記のブランク期間の短縮と特定ラインの繰り返し読み出しにより、同期信号やアドレ
スの読み出しが確実になり、本発明のパターン伝送方式の伝送速度を大巾に上げることが
できる。
【１２２０】
　（変形例）
　ここで、上記各実施の形態についての変形例または補足について説明する。
【１２２１】
　図３１１Ａは、受信装置（撮像装置）の処理動作を示すフローチャートである。なお、
この図３１１Ａは、図１２８の処理動作よりも詳細な処理動作を示す。
【１２２２】
　ここで、受信機の撮像部は、すべての受光素子を同時に露光させる方式（グローバルシ
ャッター方式）ではなく、時間差をおいて受光素子の一部分ずつを順次露光させる方式（
ローリングシャッター方式、フォーカルプレーンシャッター方式）を用いる。なお、本発
明の解説で用いる「露光」とは、物理的なシャッターによって撮像素子に光があたる時間
を制御する露光方式と、電子シャッターによって特定の時間内の撮像素子の出力のみを取
り出す露光方式とを含む。
【１２２３】
　まず、ステップ７３４０ａで、撮像モードがグローバルシャッターモードである場合は
、ローリングシャッターモードに変更する。次にステップ７３４０ｂでは、５ミリ秒以上
の時間幅の移動平均輝度が変化せず、５ミリ秒以下の領域では輝度を変化させている被写
体を写した時に輝線が撮影されるように、シャッター速度を設定する。
【１２２４】
　ステップ７３４０ｃで、前記輝線の明るい部分と暗い部分の差が大きくなるように受光
素子の感度を設定する。次にステップ７３４０ｄでは、撮像モードをマクロ撮像モードに
する。または、送信機に焦点を合わせるよりも焦点距離を短く設定する。これにより、送
信機がぼやけて大きく撮像されることで、輝線が撮像される露光ラインを増やすことがで
きる。
【１２２５】
　ステップ７３４０ｅで、露光ラインに垂直な方向に、輝線の輝度の変化を観察する。次
にステップ７３４０ｆでは、前記輝度が他の場所よりも急に高くなっている箇所の間隔、
あるいは、急に低くなっている箇所の間隔を求め、この間隔から送信信号を読み取る。ま
たは、輝度変化の周期を求め、その周期から送信信号を読み取る。
【１２２６】
　図３１１Ｂは、通常撮像モードにより得られる画像と、マクロ撮像モードにより得られ
る画像とを対比して示す図である。この図３１１Ｂに示すように、発光する被写体をマク
ロ撮像モードで撮像することによって得られる画像７３０７ｂは、同じ被写体を通常撮像
モードで撮像することによって得られる画像７３０７ａよりも、明るい領域を多く含む。
その結果、マクロ撮像モードでは、その被写体に対して輝線を生成することが可能な露光
ラインの数を増やすことができる。
【１２２７】
　図３１２は、映像などを表示する表示装置を示す図である。
【１２２８】
　例えば液晶ディスプレイなどを備える表示装置７３００ａは、映像領域７３００ｂに映
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像を表示し、情報表示領域７３００ｃに各種情報を表示する。そして、表示装置７３００
ａは、送信機（送信装置）として構成され、バックライトの輝度を変化させることで信号
を送信する。
【１２２９】
　図３１３は、表示装置７３００ａの処理動作の一例を示す図である。
【１２３０】
　まず、ステップ７３５０ａで、信号送信モードにする。次にステップ７３５０ｂでは、
情報表示領域７３００ｃのバックライトの輝度を変化させることで信号を送信する。
【１２３１】
　図３１４は、表示装置７３００ａにおける信号を送信する部分の例を示す図である。
【１２３２】
　表示装置７３００ａは、バックライトがオンになっている部分（７３０１ｄ，７３０１
ｆ，７３０１ｇ，７３０１ｉ）の輝度を変化させることで信号を送信し、他の部分（７３
０１ｃ，７３０１ｅ，７３０１ｈ，７３０１ｊ）からは信号を送信しない。
【１２３３】
　図３１５は、表示装置７３００ａの処理動作の他の例を示す図である。
【１２３４】
　まず、ステップ７３５１ａで、信号送信モードにする。次にステップ７３５１ｂでは、
動解像度の向上のために、画面切り替え時にバックライトをオフにする場合は、バックラ
イトがオンになっている部分のみで信号を送信する。そして、ステップ７３５１ｃで、画
面の全ての部分のバックライトがオフになっている間は、信号を送信しない。
【１２３５】
　図３１６は、表示装置７３００ａにおける信号を送信する部分の他の例を示す図である
。
【１２３６】
　表示装置７３００ａは、各部分（７３０２ｂ、７３０２ｅ、７３０２ｇ、７２０２ｊ）
の動解像度向上のためのバックライト制御をオフにして、これらの部分から信号を送信す
る。一方、表示装置７３００ａは、他の各部分（７３０２ｃ，７３０２ｄ，７３０２ｈ，
７３０１ｉ）の動解像度向上のためのバックライト制御をオンにする。
【１２３７】
　図３１７は、表示装置による処理動作のさらに他の例を示す図である。
【１２３８】
　まず、ステップ７３５２ａで、信号送信モードにする。次にステップ７３５２ｂでは、
画面の一部（７３０２ｂ、７３０２ｅ、７３０２ｇ、７２０２ｊ）の動解像度向上のため
のバックライト制御をオフにし、その部分から信号を送信する。
【１２３９】
　そして、ステップ７３５２ｃで、信号を送信している部分の明るさと信号を送信してい
ない部分のバックライトの平均輝度が同等となるように、バックライトの平均輝度を調整
する。この調整は、信号送信時のバックライトの明滅時間の比の調整によって行なっても
良いし、バックライトの最大輝度の調整によって行なっても良い。
【１２４０】
　図３１８は、送信機および受信機を含む通信システムの構成を示す図である。
【１２４１】
　この通信システムは、送信機７３０３ａ，７３０３ｂと、制御装置７３０３ｃと、ネッ
トワーク７３０３ｄと、ＩＤ管理サーバ７３０３ｅと、無線アクセスポイント７３０３ｆ
と、受信機７３０３ｇ，７３０３ｈとを備える。
【１２４２】
　図３１９は、図３１８の通信システムの処理動作を示すフローチャートである。
【１２４３】
　まず、ステップ７３５３ａで、ＩＤ管理サーバ７３０３ｅに、送信機のＩＤと、無線ア
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クセスポイント７３０３ｆの情報（ＳＳＩＤ、パスワード、無線アクセスポイントのＩＤ
、無線周波数、アクセスポイントの位置情報、接続可能な位置情報など）と、制御装置７
３０３ｃの情報（ＩＰアドレスなど）とを関連付けて記憶させる。次にステップ７３５３
ｂで、送信機７３０３ａまたは７３０３ｂは、送信機７３０３ａまたは７３０３ｂのＩＤ
を送信する。なお、送信機７３０３ａまたは７３０３ｂは、さらに、無線アクセスポイン
ト７３０３ｆの情報と制御装置７３０３ｃの情報を送信しても良い。そして、ステップ７
３５３ｃで、受信機７３０３ｇまたは７３０３ｈは、送信機７３０３ａまたは７３０３ｂ
のＩＤを受信し、無線アクセスポイント７３０３ｆの情報と制御装置７３０３ｃの情報を
ＩＤ管理サーバ７３０３ｅから取得する。あるいは、受信機７３０３ｇまたは７３０３ｈ
は、送信機７３０３ａまたは７３０３ｂのＩＤと無線アクセスポイント７３０３ｆの情報
を受信する。
【１２４４】
　次にステップ７３５３ｄで、送信機７３０３ａまたは７３０３ｂは、無線アクセスポイ
ント７３０３ｆに接続する。そして、ステップ７３５３ｅで、送信機７３０３ａまたは７
３０３ｂは、ネットワーク上のＩＤ管理サーバ７３０３ｅのアドレスと、そのＩＤ管理サ
ーバ７３０３ｅへの命令と、送信機７３０３ａまたは７３０３ｂのＩＤを、制御装置７３
０３ｃへ送信する。
【１２４５】
　さらに、ステップ７３５３ｆで、制御装置７３０３ｃは、受付ＩＤを受信機７３０３ｇ
または７３０３ｈへ送信する。次にステップ７３５３ｇで、制御装置７３０３ｃは、ネッ
トワーク上のＩＤ管理サーバ７３０３ｅへの命令を行い、レスポンスを得る。このとき、
制御装置７３０３ｃは、プロキシサーバとして動作する。
【１２４６】
　さらに、ステップ７３５３ｈで、制御装置７３０３ｃは、前記レスポンスと前記受付Ｉ
Ｄとを、送信機ＩＤの示す送信機７３０３ａまたは７３０３ｂから送信する。この送信は
、受信機７３０３ｇまたは７３０３ｈから受信完了通知が送られるまで、または、一定時
間が経過するまで繰り返しても良い。
【１２４７】
　次にステップ７３５３ｉで、受信機７３０３ｇまたは７３０３ｈは、前記レスポンスを
受信する。さらに、ステップ７３５３ｊで、受信機７３０３ｇまたは７３０３ｈは、前記
受付ＩＤを制御装置７３０３ｃへ送信し、受信完了を通知する。
【１２４８】
　そして、ステップ７３５３ｋで、なお、受信機７３０３ｇまたは７３０３ｈは、送信機
７３０３ａまたは７３０３ｂの信号が受信できない位置にいる場合には、無線アクセスポ
イント７３０３ｆを経由してレスポンスを返すように制御装置７３０３ｃに通知しても良
い。
【１２４９】
　図３２０は、上記各実施の形態における信号伝送の変形例を示す図である。
【１２５０】
　本発明の受信方式では、受信機の撮像部に送信機の発光部が大きく撮像されるほど信号
伝送効率が高いため、小さな電球や高い天井に備え付けられた照明を送信機の発光部とす
ると信号伝送効率が悪い。そこで、送信機７３１３ａの照明光を、壁や、天井や、床や、
照明の傘などに当て、その反射光７３１３ｂを受信機７３１３ｃで撮像することで、信号
伝送の効率を高めることができる。
【１２５１】
　図３２１は、上記各実施の形態における信号伝送の変形例を示す図である。
【１２５２】
　送信機７３１４ｄは展示品７３１４ａに送信信号を含んだ照明光を投影し、その反射光
７３１４ｂを受信機７３１４ｃで撮像することで、信号伝送を行う。
【１２５３】
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　図３２２は、上記各実施の形態における信号伝送の変形例を示す図である。
【１２５４】
　送信機７３１５ａが送信した信号を、照度センサを備えた受信機７３１５ｂで受信する
。受信機７３１５ｂは、撮像素子ではなく照度センサを用いて信号を受信するため、消費
電力が低く、常時信号を受信することに適しており、軽量で、安価に製造可能である。
【１２５５】
　受信機７３１５ｂは、眼鏡や、イヤリングや、髪飾りや、腕時計や、補聴器や、ネック
レスや、杖や、手押し車や、ショッピングカートの一部として構成される。受信機７３１
５ｂは、受信した信号に従って、映像表示や、音声再生や、振動を行う。また、受信機７
３１５ｂは、受信した信号を携帯情報端末７３１５ｃに無線または有線伝送路を通じて送
信する。
【１２５６】
　図３２３Ａは、上記各実施の形態における信号伝送の変形例を示す図である。
【１２５７】
　プロジェクタ７３１６ａは投影光を送信信号として信号を送信する。受信機７３１６ｃ
は、スクリーン７３１６ｂからの反射光を撮像して信号を受信する。受信機７３１６ｃは
、プロジェクタ７３１６ａが投影しているコンテンツとその付帯情報を画面７３１６ｄに
表示する。画面７３１６ｄに表示するコンテンツは、送信信号として伝送されても良いし
、送信信号に含まれるＩＤをもとにサーバ７３１６ｅから取得しても良い。
【１２５８】
　図３２３Ｂは、上記各実施の形態における信号伝送の変形例を示す図である。
【１２５９】
　受信機７３１７ｂは送信機７３１７ａから送信された信号を受信する。受信機７３１７
ｂは、受信機７３１７ｂに登録されているイヤホンまたは補聴器７３１７ｃへ音声を送信
する。受信機７３１７ｂに登録されたユーザプロファイルに視覚障碍が含まれている場合
には、受信機７３１７ｂは、視覚障碍者用の解説音声をイヤホン７３１７ｃに送信する。
【１２６０】
　図３２３Ｃは、上記各実施の形態における信号伝送の変形例を示す図である。
【１２６１】
　送信機７３１８ａ、７３１８ｂから送信された信号を、受信機７３１８ｃで受信する。
受信機７３１８ｃは、照度センサを用いて信号を受信するとしても良い。受信機７３１８
ｃは、指向性の高い照度センサを備えることで、送信機がある方向を精度よく推定できる
。また、受信機７３１８ｃは、複数の照度センサを備えることで、送信信号を受信できる
範囲を広くすることができる。受信機７３１８ｃは、受信した信号をイヤホン７３１８ｄ
や、ヘッドマウントディスプレイ７３１８ｅへ送信する。
【１２６２】
　図３２３Ｄは、ディスプレイまたはプロジェクタと受信機とを含む通信システムの処理
動作を示すフローチャートである。なお、このフローチャートは、図３２３Ａ～図３２３
Ｃに示す信号伝送の例に対応する処理動作を示す。
【１２６３】
　まず、ステップ７３５７ａで、送信機のＩＤと、表示内容ＩＤと、ディスプレイやプロ
ジェクタに表示するコンテンツとを関連付けて、ＩＤ管理サーバに記録する。次にステッ
プ７３５７ｂで、送信機は、ディスプレイやプロジェクタにコンテンツを表示するととも
に、ディスプレイのバックライトやプロジェクタの投影光をもちいて信号を送信する。送
信信号は、送信機のＩＤや、表示内容ＩＤや、表示内容が格納されているＵＲＬや、表示
内容そのものを含んでも良い。
【１２６４】
　さらに、ステップ７３５７ｃで、受信機は、前記送信信号を受信する。そして、ステッ
プ７３５７ｄで、受信機は、受信した信号をもとに、送信機がディスプレイやプロジェク
タに表示しているコンテンツを取得する。
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【１２６５】
　次に、ステップ７３５７ｅで、受信機にユーザプロファイルが設定されている場合は、
そのプロファイルに適したコンテンツを取得する。例えば、聴力が悪いというプロファイ
ルが設定されている場合は字幕データや手元再生用の音声コンテンツを取得し、視力が悪
いというプロファイルが設定されている場合は、音声解説用のコンテンツを取得する。
【１２６６】
　さらに、ステップ７３５７ｆで、受信機は、取得した画像コンテンツを受信機のディス
プレイに表示させ、取得した音声コンテンツを受信機のスピーカやイヤフォンや補聴器か
ら再生させる。
【１２６７】
　図３２４は、実施の形態１２における送信信号の例を示す図である。なお。この図３２
４は、図２５０の送信信号を詳細に説明したものである。
【１２６８】
　送信信号を図８４～８７、３０２などの方法で符号化した場合、受信機は、輝度値が急
に高くなる点７３０８ｃ、７３０８ｄ、７３０８ｅを検出すれば、送信信号を復号できる
。このとき、送信信号７３０８ａと７３０８ｂは等価であり、同一の信号を表現すること
になる。
【１２６９】
　そのため、送信信号７３０８ａと７３０８ｂのように、輝度を下げる時間を調節するこ
とで、平均輝度を変化させることができる。送信機の輝度を変化させる必要がある場合に
は、このように平均輝度を調節することで、送信信号の内容に変化を加えることなく輝度
の調節を行うことができる。
【１２７０】
　図３２５は、実施の形態７における送信信号の例を示す図である。なお、この図３２５
は、図９１の送信信号を詳細に説明したものである。
【１２７１】
　送信信号７３０９ａや７３０９ｂは、７３０９ｄ程度の長さの平均輝度をとると、送信
信号７３０９ｃと等価とみなすことができる。送信信号７３０９ａや７３０９ｂのように
、他の受信機では観察できない時間幅で輝度を変化させることで、別の信号を重畳するこ
とができる。
【１２７２】
　図３２６は、実施の形態７における送信信号の他の例を示す図である。なお、この図３
２６は、図９１の送信信号を詳細に説明したものである。
【１２７３】
　送信信号７３１０ａに、他の受信機では観察できない時間幅での輝度変化を加えて７３
１０ｃとすることで、別の信号を重畳する。送信信号７３１０ａで輝度が下がった区間で
信号が重畳できない場合には、高速変調部分に７３１０ｅのようなスタート信号とエンド
信号を加えることで、高速変調信号を断続的に送信することができる。
【１２７４】
　図３２７Ａは、上記各実施の形態における受信機の撮像素子の一例を示す図である。
【１２７５】
　多くの撮像素子は、７３１１ａのような配置になっているため、オプティカルブラック
を撮像している間は送信機を撮像することはできない。しかし、撮像素子の配置を７３１
１ｂのようにすることで、送信機をより長い時間撮像することができる。
【１２７６】
　図３２７Ｂは、上記各実施の形態における受信機の撮像装置の内部回路の構成例を示す
図である。
【１２７７】
　撮像装置７３１９ａは、グローバルシャッターモードとローリングシャッターモードを
切り替えるシャッターモード変更部７３１９ｂを備える。受信機は、受信を開始するとき
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に、シャッターモードをローリングシャッターモードに変更し、受信終了時に、シャッタ
ーモードをグローバルシャッターモードに変更する、または、受信開始前の設定に戻す。
【１２７８】
　図３２７Ｃは、上記各実施の形態における送信信号の例を示す図である。
【１２７９】
　カメラにちらつきが映らない周波数として、搬送波を１ｋＨｚとする場合、１スロット
が１ミリ秒となる（７３２０ａ）。このとき、図８５の変調方式（４ＰＰＭ変調）では、
１シンボル（４スロット）の平均が７５％となる（７３２０ｂ）。４ミリ秒間の移動平均
の値域は、７５％±変調度／４となる。変調度は小さいほうがちらつきは小さくなる。１
シンボルを１周期として考えた場合は、人間がちらつきを感じない周波数として２００Ｈ
ｚ以上とする場合は、搬送波は８００Ｈｚ以上となり、カメラにちらつきが映らない周波
数として１ｋＨｚ以上とする場合は、搬送波は４ｋＨｚ以上となる。
【１２８０】
　同様に、搬送波が１ｋＨｚのとき、図３０２の変調方式（５ＰＰＭ変調）では、１シン
ボル（５スロット）の平均が８０％となる（７３２０ｃ）。５ミリ秒間の移動平均の値域
は、８０％±変調度／５となる。変調度は小さいほうがちらつきは小さくなる。１シンボ
ルを１周期として考えた場合は、人間がちらつきを感じない周波数として２００Ｈｚ以上
とする場合は、搬送波は１ｋＨｚ以上となり、カメラにちらつきが映らない周波数として
１ｋＨｚ以上とする場合は、搬送波は５ｋＨｚ以上となる。
【１２８１】
　図３２７Ｄは、上記各実施の形態における送信信号の例である。
【１２８２】
　ヘッダパターンは、データを表すパターンと異なっており、かつ、ちらつきをなくすた
めにはデータを表すパターンと平均輝度が等しくなければならない。２２００．２ａの変
調方式のデータパターンと平均輝度が等しくなるパターンとしては、７３２１ｂ、７３２
１ｃ、７３２１ｄ、７３２１ｅなどのパターンがある。輝度値を段階的に制御可能な場合
は、７３２１ｂが望ましい。７３２１ｅのように、受信機の撮像装置の露光時間に比べて
輝度の変化が十分速い場合には、受信機には７３２１ｂのように観察される。７２１９ａ
の変調方式では、ヘッダパターンを含んだ形で変調方式を定めている。
【１２８３】
　以上、一つまたは複数の態様に係る情報通信方法について、実施の形態に基づいて説明
したが、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨を逸脱しな
い限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、異なる実施の形態に
おける構成要素を組み合わせて構築される形態も、一つまたは複数の態様の範囲内に含ま
れてもよい。
【１２８４】
　図３２８Ａは、本発明の一態様に係る情報通信方法のフローチャートである。
【１２８５】
　本発明の一態様に係る情報通信方法は、被写体から情報を取得する情報通信方法であっ
て、ステップＳＡ１１、ＳＡ１２、およびＳＡ１３を含む。
【１２８６】
　つまり、この情報通信方法は、イメージセンサによる前記被写体の撮像によって得られ
る画像に、前記イメージセンサに含まれる露光ラインに対応する輝線が前記被写体の輝度
変化に応じて生じるように、前記イメージセンサの露光時間を設定する露光時間設定ステ
ップ（ＳＡ１１）と、前記イメージセンサが、輝度変化する前記被写体を、設定された前
記露光時間で撮像することによって、前記輝線を含む画像を取得する撮像ステップ（ＳＡ
１２）と、取得された前記画像に含まれる前記輝線のパターンによって特定されるデータ
を復調することにより情報を取得する情報取得ステップ（ＳＡ１３）とを含む。
【１２８７】
　図３２８Ｂは、本発明の一態様に係る情報通信装置のブロック図である。
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【１２８８】
　本発明の一態様に係る情報通信装置Ａ１０は、被写体から情報を取得する情報通信装置
であって、構成要素Ａ１１、Ａ１２、およびＡ１３を備える。
【１２８９】
　つまり、この情報通信装置Ａ１０は、イメージセンサによる前記被写体の撮像によって
得られる画像に、前記イメージセンサに含まれる露光ラインに対応する輝線が前記被写体
の輝度変化に応じて生じるように、前記イメージセンサの露光時間を設定する露光時間設
定部Ａ１１と、輝度変化する前記被写体を、設定された前記露光時間で撮像することによ
って、前記輝線を含む画像を取得する前記イメージセンサである撮像部Ａ１２と、取得さ
れた前記画像に含まれる前記輝線のパターンによって特定されるデータを復調することに
より情報を取得する復調部Ａ１３とを備える。
【１２９０】
　なお、上述の輝線のパターンは、各輝線の間隔の違いと同義である。
【１２９１】
　図３２９は、本発明の一態様に係る情報通信方法によって得られる画像の一例を示す図
である。
【１２９２】
　例えば、２００Ｈｚ以上の周波数で輝度変化する被写体に対して、露光時間が１０ミリ
秒よりも短く設定される。ここで、イメージセンサに含まれる複数の露光ラインのそれぞ
れは互いに異なるタイミングで順次露光される。このような場合には、図３２９に示すよ
うに、イメージセンサによって得られる画像には、幾つかの輝線が生じる。つまり、その
画像は露光ラインに平行な輝線を含む。また、情報取得ステップ（ＳＡ１３）では、その
輝線のパターンのうち、露光ラインに垂直な方向のパターンによって特定されるデータを
復調する。
【１２９３】
　このような図３２８Ａおよび図３２８Ｂによって示される情報通信方法および情報通信
装置Ａ１０では、被写体の輝度変化によって送信される情報が、イメージセンサの露光ラ
インの露光によって取得されるため、例えば無線通信を行うための特別な通信デバイスを
必要とすることなく、多様な機器間の通信を可能とすることができる。
【１２９４】
　図３３０Ａは、本発明の他の態様に係る情報通信方法のフローチャートである。
【１２９５】
　本発明の他の態様に係る情報通信方法は、輝度変化によって信号を送信する情報通信方
法であって、ステップＳＢ１１、ＳＢ１２およびＳＢ１３を含む。
【１２９６】
　つまり、この情報通信方法は、送信対象の信号を変調することによって、輝度変化のパ
ターンを決定する決定ステップ（ＳＢ１１）と、発光体が、決定された前記パターンにし
たがって輝度変化することによって前記送信対象の信号を送信する第１の送信ステップ（
ＳＢ１２）と、前記発光体が、前記送信対象の信号を送信してから３３ミリ秒以内に、決
定された前記パターンと同一のパターンにしたがって輝度変化することによって前記送信
対象の信号と同一の信号を送信する第２の送信ステップ（ＳＢ１３）とを含む。そして、
前記決定ステップ（ＳＢ１１）では、前記輝度変化に対して５ミリ秒以上の幅で移動平均
したときの各輝度値が予め定められた範囲に収まるように前記パターンを決定する。
【１２９７】
　図３３０Ｂは、本発明の他の態様に係る情報通信装置のブロック図である。
【１２９８】
　本発明の他の態様に係る情報通信装置Ｂ１０は、輝度変化によって信号を送信する情報
通信装置であって、構成要素Ｂ１１およびＢ１２を備える。
【１２９９】
　つまり、この情報通信装置Ｂ１０は、送信対象の信号を変調することによって、輝度変
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化のパターンを決定する輝度変化パターン決定部Ｂ１１と、決定された前記パターンにし
たがって輝度変化することによって前記送信対象の信号を送信し、前記送信対象の信号を
送信してから３３ミリ秒以内に、決定された前記パターンと同一のパターンにしたがって
輝度変化することによって前記送信対象の信号と同一の信号を送信する発光体Ｂ１２とを
備える。そして、前記輝度変化パターン決定部Ｂ１１は、前記輝度変化に対して５ミリ秒
以上の幅で移動平均したときの各輝度値が予め定められた範囲に収まるように前記パター
ンを決定する。
【１３００】
　このような図３３０Ａおよび図３３０Ｂによって示される情報通信方法および情報通信
装置Ｂ１０では、輝度変化に対して５ミリ秒以上の幅で移動平均したときの各輝度値が予
め定められた範囲に収まるように輝度変化のパターンが決定されるため、人がちらつきを
感じるのを防ぎならが、輝度変化によって信号を送信することができる。さらに、３３ミ
リ秒以内に同じ信号が送信されるため、信号を受信する受信機にブランキングがあっても
、確実に信号をその受信機に送信することができる。
【１３０１】
　図３３１Ａは、本発明のさらに他の態様に係る情報通信方法のフローチャートである。
【１３０２】
　本発明のさらに他の態様に係る情報通信方法は、輝度変化によって信号を送信する情報
通信方法であって、ステップＳＣ１１、ＳＣ１２、ＳＣ１３およびＳＣ１４を含む。
【１３０３】
　つまり、この情報通信方法は、送信対象の信号を変調することによって複数の周波数を
決定する決定ステップ（ＳＣ１１）と、発光体が、決定された前記複数の周波数のうちの
何れかの一定の周波数にしたがって輝度変化することによって信号を送信する送信ステッ
プ（ＳＣ１２）と、前記輝度変化に用いられる周波数を、決定された複数の周波数のうち
の他の周波数に３３ミリ秒以上の周期で順に変更する変更ステップ（ＳＣ１４）とを含む
。なお、送信ステップＳＣ１２が実行された後には、決定された全ての周波数が輝度変化
に用いられたか否かが判断され（ＳＣ１３）、全ての周波数が用いられていないと判断さ
れた場合に（ＳＣ１３でＮ）、更新ステップＳＣ１４が実行されてもよい。また、前記送
信ステップ（ＳＣ１２）では、前記発光体は、前記輝度変化に対して５ミリ秒以上の幅で
移動平均したときの各輝度値が予め定められた範囲に収まるように輝度変化する。
【１３０４】
　図３３１Ｂは、本発明のさらに他の態様に係る情報通信装置のブロック図である。
【１３０５】
　本発明のさらに他の態様に係る情報通信装置Ｃ１０は、輝度変化によって信号を送信す
る情報通信装置であって、構成要素Ｃ１１、Ｃ１２およびＣ１３を備える。
【１３０６】
　つまり、この情報通信装置Ｃ１０は、送信対象の信号を変調することによって複数の周
波数を決定する周波数決定部Ｃ１１と、決定された前記複数の周波数のうちの何れかの一
定の周波数にしたがって輝度変化することによって信号を送信する発光体Ｃ１３と、前記
輝度変化に用いられる周波数を、決定された複数の周波数のうちの他の周波数に３３ミリ
秒以上の周期で順に変更する周波数変更部Ｃ１２とを備える。また、前記発光体Ｃ１３は
、前記輝度変化に対して５ミリ秒以上の幅で移動平均したときの各輝度値が予め定められ
た範囲に収まるように輝度変化する。
【１３０７】
　このような図３３１Ａおよび図３３１Ｂによって示される情報通信方法および情報通信
装置Ｃ１０では、輝度変化に対して５ミリ秒以上の幅で移動平均したときの各輝度値が予
め定められた範囲に収まるように輝度変化のパターンが決定されるため、人がちらつきを
感じるのを防ぎならが、輝度変化によって信号を送信することができる。さらに、ＦＭ変
調された多くの信号を送信することができる。
【１３０８】
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　また、情報通信装置は、自らのユニークなＩＤと機器の状態情報とを含む機器情報を管
理する情報管理部と、発光素子と、前記発光素子の点滅パターンとして情報を送信する光
送信部とを有し、前記光送信部は、前記機器の内部の状態に変化があった場合に、前記機
器情報を光の点滅パターンに変換して送信してもよい。
【１３０９】
　また、前記情報通信装置は、さらに、自らの起動状態、またはユーザの使用履歴を示す
、機器内部のセンシングされた情報を保存する起動履歴管理部を備え、前記光送信部は、
利用するクロック発生装置のあらかじめ登録された性能情報を取得し、送信速度を変更し
てもよい。
【１３１０】
　また、前記発光素子は、第一および第２の発光素子を備え、光の点滅によって情報を送
信するための前記第一の発光素子の周囲に、前記第二の発光素子が配置されており、前記
第二の発光素子は、前記第一の発光素子の点滅による情報発信が一定回数繰り返される場
合に、情報発信の終了と開始の間に発光してもよい。
【１３１１】
　また、前記情報通信装置は、時間差をおいて各撮像素子を露光させる撮像部と、前記各
撮像素子の露光時間の違いを利用して、被撮像物の１ミリ秒以下の時間平均輝度の変化を
、１枚の撮像画像中から読み取る信号解析部とを備えてもよい。
【１３１２】
　また、前記時間平均輝度は、３万分の１秒以上の時間平均輝度であってもよい。
【１３１３】
　前記情報通信装置は、さらに、送信情報を発光パターンに変調し、発光パターンによっ
て情報を送信してもよい。
【１３１４】
　前記情報通信装置は、送信信号を１ミリ秒以下の時間平均輝度の変化で表現し、かつ、
６０ミリ秒以上の時間平均輝度は一様であるように発光部の輝度を変化させてもよい。
【１３１５】
　前記情報通信装置は、前記送信信号を３万分の１秒以上の時間平均輝度の変化で表現し
てもよい。
【１３１６】
　また、前記送信信号と、近接する同種の情報通信装置が時間平均輝度で表現している信
号との共通部分は、前記同種の情報通信装置の発光部と同じタイミングで発光部を発光さ
せることで送信されてもよい。
【１３１７】
　さらに、前記送信信号と、近接する同種の情報通信装置が時間平均輝度で表現している
信号との非共通部分は、前記同種の情報通信装置が時間平均輝度で信号を表現していない
時間帯に、発光部の時間平均輝度によって表現されてもよい。
【１３１８】
　また、前記情報通信装置は、前記送信信号を時間平均輝度の変化で表現している第１の
発光部と、前記送信信号を時間平均輝度の変化で表現していない第２の発光部を備え、第
１の発光部と第２の発光部の位置関係によって信号を送信してもよい。
【１３１９】
　また、集中制御装置は、上述の何れかの情報通信装置を集中制御する制御部を備えても
よい。
【１３２０】
　また、建造物は、上述の何れかの情報通信装置、または、上述の集中制御装置を備えて
もよい。
【１３２１】
　また、列車は、上述の何れかの情報通信装置、または、上述の集中制御装置を備えても
よい。
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【１３２２】
　また、撮像装置は、２次元画像を撮像する撮像装置であって、全ての撮像素子を露光さ
せて撮像するよりも高速に、任意の撮像素子のみを露光させて撮像してもよい。
【１３２３】
　また、前記任意の撮像素子は、１ミリ秒以下の時間平均輝度の変化が最も大きい画素を
撮像する撮像素子、または、その撮像素子を含む１列の撮像素子であってもよい。
【１３２４】
　なお、上記各実施の形態において、各構成要素は、専用のハードウェアで構成されるか
、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい
。各構成要素は、ＣＰＵまたはプロセッサなどのプログラム実行部が、ハードディスクま
たは半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行
することによって実現されてもよい。例えばプログラムは、図３２８Ａ、図３３０Ａおよ
び図３３１Ａのうちの何れかのフローチャートによって示される情報通信方法をコンピュ
ータに実行させる。
【産業上の利用可能性】
【１３２５】
　本発明は、情報通信装置等に利用でき、特に、スマートフォン、タブレット、携帯電話
等の携帯端末と、エアコン、照明機器、炊飯器などの家電機器との通信方法に利用される
情報通信装置等に利用することができる。
【符号の説明】
【１３２６】
　１１０１　テレビ
　１１０５　スマートフォン
　１１０６　電子レンジ
　１１０７　空気清浄機
　１２０１　スマートフォン
　１３０１　送信側装置
　１３０９　送信速度判定部
　１４０１　受信側装置
　１４０４　画像取得部
　１４０６　点滅情報取得部
　３００１ａ　モバイル端末
　３００１ｂ　ドアホン宅内器
　３００１ｃ　ドアホン宅外器
　３００１ｅ　宅配注文サーバ
　３００１ｆ　宅配者モバイル端末
　４０４０ａ　電子レンジテーブル
　４０４０ｂ　携帯テーブル
　４０４０ｃ　携帯機種テーブル
　４０４０ｄ　ユーザ音声特性テーブル
　４０４０ｅ　ユーザキーワード音声テーブル
　４０４０ｆ　ユーザ所有機器位置テーブル
　４０４０ｈ　ユーザ位置テーブル
　Ａ１０，Ｂ１０，Ｃ１０　情報通信装置
　Ａ１１　露光時間設定部
　Ａ１２　撮像部
　Ａ１３　復調部
　Ｂ１１　輝度変化パターン決定部
　Ｂ１２，Ｃ１３　発光体
　Ｃ１１　周波数決定部
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　Ｃ１２　周波数変更部

【図１】 【図２】



(127) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(128) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(129) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(130) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(131) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】



(132) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】



(133) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】



(134) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】



(135) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図３５】 【図３６】

【図３７】 【図３８】



(136) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図３９】 【図４０】

【図４１】 【図４２】



(137) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図４３】 【図４４】

【図４５】 【図４６】



(138) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図４７】 【図４８】

【図４９】 【図５０】



(139) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図５１】 【図５２】

【図５３】 【図５４】



(140) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図５５】 【図５６】

【図５７】 【図５８】



(141) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図５９】 【図６０】

【図６１】 【図６２】



(142) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図６３】 【図６４】

【図６５】 【図６６】



(143) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図６７】 【図６８】

【図６９】 【図７０】



(144) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図７１】 【図７２】

【図７３】 【図７４】



(145) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図７５】

【図７６】

【図７７】

【図７８】 【図７９】



(146) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図８０】 【図８１】

【図８２】 【図８３】



(147) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図８４】 【図８５】

【図８６】 【図８７】



(148) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図８８】 【図８９】

【図９０】 【図９１】



(149) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図９２】 【図９３】

【図９４】 【図９５】



(150) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図９６】 【図９７】

【図９８】 【図９９】



(151) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１００】 【図１０１】

【図１０２】 【図１０３】



(152) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１０４】 【図１０５】

【図１０６】 【図１０７】



(153) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１０８】 【図１０９】

【図１１０】 【図１１１】



(154) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１１２】 【図１１３】

【図１１４】 【図１１５】



(155) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１１６】 【図１１７】

【図１１８】 【図１１９】



(156) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１２０】 【図１２１】

【図１２２】 【図１２３】



(157) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１２４】 【図１２５】

【図１２６】 【図１２７】



(158) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１２８】 【図１２９】

【図１３０】 【図１３１】



(159) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１３２】 【図１３３】

【図１３４】 【図１３５】



(160) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１３６】 【図１３７】

【図１３８】 【図１３９】



(161) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１４０】 【図１４１】

【図１４２】 【図１４３】



(162) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１４４】 【図１４５】

【図１４６】 【図１４７】



(163) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１４８】 【図１４９】

【図１５０】 【図１５１】



(164) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１５２】 【図１５３】

【図１５４】 【図１５５】



(165) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１５６】 【図１５７】

【図１５８】 【図１５９】



(166) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１６０】 【図１６１】

【図１６２】 【図１６３】



(167) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１６４】 【図１６５】

【図１６６】 【図１６７】



(168) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１６８】 【図１６９】

【図１７０】 【図１７１】



(169) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１７２】 【図１７３】

【図１７４】 【図１７５】



(170) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１７６】 【図１７７】

【図１７８】 【図１７９】



(171) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１８０】 【図１８１】

【図１８２】 【図１８３】



(172) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１８４】 【図１８５】

【図１８６】 【図１８７】



(173) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１８８】 【図１８９】

【図１９０】 【図１９１】



(174) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１９２】 【図１９３】

【図１９４】 【図１９５】



(175) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図１９６】 【図１９７】

【図１９８】 【図１９９】



(176) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２００】 【図２０１】

【図２０２】 【図２０３】



(177) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２０４】 【図２０５】

【図２０６】 【図２０７】



(178) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２０８】 【図２０９】

【図２１０】 【図２１１】



(179) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２１２】 【図２１３】

【図２１４】 【図２１５】



(180) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２１６】 【図２１７】

【図２１８】 【図２１９】



(181) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２２０】 【図２２１】

【図２２２】 【図２２３】



(182) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２２４】 【図２２５】

【図２２６】 【図２２７】



(183) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２２８】 【図２２９】

【図２３０】 【図２３１】



(184) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２３２】 【図２３３】

【図２３４】 【図２３５】



(185) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２３６】 【図２３７】

【図２３８】 【図２３９】



(186) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２４０】 【図２４１】

【図２４２】 【図２４３】



(187) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２４４】 【図２４５】

【図２４６】 【図２４７】



(188) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２４８】 【図２４９】

【図２５０】 【図２５１】



(189) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２５２】 【図２５３】

【図２５４】 【図２５５】



(190) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２５６】 【図２５７】

【図２５８】 【図２５９】



(191) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２６０】 【図２６１】

【図２６２】 【図２６３】



(192) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２６４】 【図２６５】

【図２６６】 【図２６７】



(193) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２６８】 【図２６９】

【図２７０】 【図２７１】



(194) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２７２】 【図２７３】

【図２７４】 【図２７５】



(195) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２７６】 【図２７７】

【図２７８】 【図２７９】



(196) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２８０】 【図２８１】

【図２８２】 【図２８３】



(197) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２８４】 【図２８５】

【図２８６】 【図２８７Ａ】



(198) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２８７Ｂ】 【図２８８】

【図２８９】 【図２９０】



(199) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２９１】

【図２９２】

【図２９３】

【図２９４】 【図２９５】



(200) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図２９６】 【図２９７】

【図２９８】 【図２９９】



(201) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図３００】 【図３０１Ａ】

【図３０１Ｂ】 【図３０２】



(202) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図３０３Ａ】 【図３０３Ｂ】

【図３０４】 【図３０５Ａ】



(203) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図３０５Ｂ】 【図３０６】

【図３０７】 【図３０８】



(204) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図３０９】 【図３１０】

【図３１１Ａ】 【図３１１Ｂ】



(205) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図３１２】 【図３１３】

【図３１４】 【図３１５】



(206) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図３１６】 【図３１７】

【図３１８】 【図３１９】



(207) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図３２０】 【図３２１】

【図３２２】 【図３２３Ａ】



(208) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図３２３Ｂ】 【図３２３Ｃ】

【図３２３Ｄ】 【図３２４】



(209) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図３２５】 【図３２６】

【図３２７Ａ】 【図３２７Ｂ】



(210) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図３２７Ｃ】 【図３２７Ｄ】

【図３２８Ａ】 【図３２８Ｂ】



(211) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図３２９】 【図３３０Ａ】

【図３３０Ｂ】 【図３３１Ａ】



(212) JP 5521125 B2 2014.6.11

【図３３１Ｂ】



(213) JP 5521125 B2 2014.6.11

10

20

30

40

フロントページの続き

(31)優先権主張番号  特願2012-119082(P2012-119082)
(32)優先日　　　　  平成24年5月24日(2012.5.24)
(33)優先権主張国　  日本国(JP)
(31)優先権主張番号  特願2012-286339(P2012-286339)
(32)優先日　　　　  平成24年12月27日(2012.12.27)
(33)優先権主張国　  日本国(JP)
(31)優先権主張番号  特願2013-70740(P2013-70740)
(32)優先日　　　　  平成25年3月28日(2013.3.28)
(33)優先権主張国　  日本国(JP)
(31)優先権主張番号  特願2013-82546(P2013-82546)
(32)優先日　　　　  平成25年4月10日(2013.4.10)
(33)優先権主張国　  日本国(JP)

早期審査対象出願

(72)発明者  渕上　郁雄
            日本国大阪府門真市大字門真１００６番地　パナソニック株式会社内
(72)発明者  秦　秀彦
            日本国大阪府門真市大字門真１００６番地　パナソニック株式会社内
(72)発明者  向井　務
            日本国大阪府門真市大字門真１００６番地　パナソニック株式会社内
(72)発明者  松下　陽介
            日本国大阪府門真市大字門真１００６番地　パナソニック株式会社内
(72)発明者  飯田　恵大
            日本国大阪府門真市大字門真１００６番地　パナソニック株式会社内
(72)発明者  中西　幸司
            日本国大阪府門真市大字門真１００６番地　パナソニック株式会社内

    審査官  鈴木　重幸

(56)参考文献  特開２０１３－２２３０４７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－２２３０４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－１９７８４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特許第５３９３９１７（ＪＰ，Ｂ１）　　
              特許第５３９５２９３（ＪＰ，Ｂ１）　　
              特開２００６－１２１４６６（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１１／０８６５１７（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ１０／００　－１０／９０
              Ｈ０４Ｊ１４／００　－１４／０８
              Ｈ０４Ｎ　５／３０　－　５／３３５
              Ｈ０４Ｎ　５／２２２－　５／２５７
              Ｈ０１Ｌ２７／１４
              Ｈ０１Ｌ２９／７６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

