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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者の視線方向に向かって光出力するように設けられた発光部から情報を送信する光
送信手段と、
　使用者の視線方向から到達した光を受光するように設けられた受光部により情報を受信
する光受信手段と、
　提供情報を記憶する記憶手段と、
　使用者の目の前方に配置され、画像表示を行う画面領域の全部又は一部を透明もしくは
半透明であるスルー状態とすることができる使用者に装着される装着ユニットにより装着
される液晶パネルからなる表示手段と、
　他の光通信装置から光送信されてきた通信要求情報及び識別情報を上記光受信手段で受
信した際、上記識別情報を用いて上記他の光通信装置が情報通信対象であるか否かの判別
を行い、上記他の光通信装置が情報通信対象であると判別した場合には、通信応答情報と
上記記憶手段に記憶された提供情報を上記光送信手段から光送信させる制御手段と、
　を備え、
　上記光受信手段は、使用者の視線方向を被写体方向として撮像する撮像手段により構成
され、
　上記制御手段は、他の光通信装置から送信されてきた情報に基づく表示を上記表示手段
に実行させ、その際、上記表示手段の表示画面で表示されている画像の表示輝度、表示色
に応じて、他の光通信装置から送信されてきた情報の表示輝度、又は表示色、又は光透過
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率を調整制御するようにして、上記表示手段の表示画面上に表れている上記他の光通信装
置を示す情報表示位置の近傍において実行させ、他の光通信装置に対する通信要求情報及
び自己の識別情報を、上記撮像手段での撮像画像の解析結果に応じて上記光送信手段から
光送信させる制御を行う
　光通信装置。
【請求項２】
　自己の識別情報を複数有する場合、
　上記制御手段は、複数の識別情報の全部又は選択された一部について、通信要求情報及
び識別情報を、上記光送信手段から光送信させる制御を行う請求項１に記載の光通信装置
。
【請求項３】
　上記光送信手段は、可視光領域外の波長の光の発光を行うとともに、
　上記光受信手段は、上記可視光領域外の波長の光を検出可能とされている請求項１に記
載の光通信装置。
【請求項４】
　上記識別情報と上記通信応答情報を対応づけて管理する通信管理テーブルを記憶する記
憶手段をさらに備え、
　上記制御手段は、上記他の光通信装置が情報通信対象であると判別した場合は、上記通
信管理テーブルにおいて上記識別情報に対応づけられている通信応答情報を上記光送信手
段から光送信させる請求項１に記載の光通信装置。
【請求項５】
　上記通信管理テーブルは、上記識別情報と提供情報を対応づけて管理するようにされて
おり、
　上記制御手段は、上記他の光通信装置が情報通信対象であると判別した場合は、上記通
信管理テーブルにおいて上記識別情報に対応づけられている提供情報を上記光送信手段か
ら光送信させる請求項４に記載の光通信装置。
【請求項６】
　上記識別情報はグループの情報であり、
　上記制御手段は、他の光通信装置から光送信されてきた識別情報により、上記他の光通
信装置が、自己と同一のグループに属していることを認識した場合に、上記他の光通信装
置が情報通信対象であると判別する請求項１に記載の光通信装置。
【請求項７】
　上記提供情報は、名称情報、又は属性情報、又は広告情報、又は案内情報である請求項
１に記載の光通信装置。
【請求項８】
　上記制御手段は、上記光受信手段で上記識別情報を受信した際に、上記識別情報を通信
履歴情報として保存し、上記通信履歴情報の集計処理を行い、上記識別情報毎の集計デー
タを生成する処理を行う請求項１に記載の光通信装置。
【請求項９】
　外部機器とデータ通信を行う通信手段をさらに備え、
　上記制御手段は、上記通信手段に、上記通信履歴情報を外部の集計サーバに送信させる
請求項８に記載の光通信装置。
【請求項１０】
　使用者の視線方向から到達した光を受光するように設けられた使用者の視線方向を被写
体方向として撮像する撮像手段により構成されている受光部により、他の光通信装置から
光送信されてきた通信要求情報及び識別情報を受信するステップと、
　使用者の目の前方に配置され、画像表示を行う画面領域の全部又は一部を透明もしくは
半透明であるスルー状態とすることができる使用者に装着される装着ユニットにより装着
される液晶パネルからなる表示手段に、
他の光通信装置から送信されてきた情報に基づく表示を上記表示手段に実行させ、その際



(3) JP 4973299 B2 2012.7.11

10

20

30

40

50

、上記表示手段の表示画面で表示されている画像の表示輝度、表示色に応じて、他の光通
信装置から送信されてきた情報の表示輝度、又は表示色、又は光透過率を調整制御するよ
うにして、上記表示手段の表示画面上に表れている上記他の光通信装置を示す情報表示位
置の近傍において実行させ、他の光通信装置に対する通信要求情報及び自己の識別情報を
、上記撮像手段での撮像画像の解析結果に応じて上記光送信手段から光送信させる制御を
行うステップと、
　受信した上記識別情報を用いて上記他の光通信装置が情報通信対象であるか否かを判別
するステップと、
　上記他の光通信装置が情報通信対象であると判別した場合に、通信応答情報と記憶手段
に記憶された提供情報を使用者の視線方向に向かって光出力するように設けられた発光部
から光送信するステップと、
　を備える光通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光通信装置及び光通信方法に関し、特に光通信装置と光通信装置の間での相
互通信により情報の授受を行うようにする技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
【特許文献１】特開２００４－５６３４３号公報
【特許文献２】特開平４－２６２８９号公報
【０００３】
　上記特許文献１には例えばＬＥＤ（Light Emitting Diode）等の発光素子を用い、点滅
発光パターンにより情報を通信する技術が開示されている。
　上記特許文献２には眼鏡型映像表示装置に関する技術が開示されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　光通信は多様な分野に用いられているが、人と人が向かい合った（視線を合わせた）状
態でのコミュニケーションにおいて有効な情報通信や、ある人がある物体に向かい合った
（視線を合わせた）状態での情報取得を行うための技術は提案されていない。
　そこで本発明は、或るユーザが他の人、又は物体に注目した際に有用な光通信を行う光
通信装置及び方法の実現を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の光通信装置は、使用者の視線方向に向かって光出力するように設けられた発光
部から情報を送信する光送信手段と、使用者の視線方向から到達した光を受光するように
設けられた受光部により情報を受信する光受信手段と、提供情報を記憶する記憶手段と、
使用者の目の前方に配置され、画像表示を行う画面領域の全部又は一部を透明もしくは半
透明であるスルー状態とすることができる使用者に装着される装着ユニットにより装着さ
れる液晶パネルからなる表示手段と、他の光通信装置から光送信されてきた通信要求情報
及び識別情報を上記光受信手段で受信した際、上記識別情報を用いて上記他の光通信装置
が情報通信対象であるか否かの判別を行い、上記他の光通信装置が情報通信対象であると
判別した場合には、通信応答情報と上記記憶手段に記憶された提供情報を上記光送信手段
から光送信させる制御手段と、を備え、上記光受信手段は、使用者の視線方向を被写体方
向として撮像する撮像手段により構成され、上記制御手段は、他の光通信装置から送信さ
れてきた情報に基づく表示を上記表示手段に実行させ、その際、上記表示手段の表示画面
で表示されている画像の表示輝度、表示色に応じて、他の光通信装置から送信されてきた
情報の表示輝度、又は表示色、又は光透過率を調整制御するようにして、上記表示手段の
表示画面上に表れている上記他の光通信装置を示す情報表示位置の近傍において実行させ
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、他の光通信装置に対する通信要求情報及び自己の識別情報を、上記撮像手段での撮像画
像の解析結果に応じて上記光送信手段から光送信させる制御を行う。
【０００７】
　また上記制御手段は、他の光通信装置に対する通信要求情報及び自己の識別情報を、継
続的に上記光送信手段から光送信させる制御を行う。
　また、使用者の視線方向を被写体方向として撮像する撮像手段を備え、上記制御手段は
、他の光通信装置に対する通信要求情報及び自己の識別情報を、上記撮像手段での撮像画
像の解析結果に応じて上記光送信手段から光送信させる制御を行う。
　また自己の識別情報を複数有する場合、上記制御手段は、複数の識別情報の全部又は選
択された一部について、通信要求情報及び識別情報を、上記光送信手段から光送信させる
制御を行う。
　また上記光受信手段は、使用者の視線方向を被写体方向として撮像する撮像手段により
構成される。
　また上記光送信手段は、可視光以外の光の発光（例えば赤外光の発光）を行うとともに
、上記光受信手段は、上記可視光以外の光（例えば赤外光）を検出可能とされている。
【０００８】
　また、少なくとも上記識別情報を管理する通信管理テーブルを記憶する記憶手段をさら
に備え、上記制御手段は、他の光通信装置から光送信されてきた通信要求情報及び識別情
報を上記光受信手段で受信した際、上記通信管理テーブルを参照して、上記他の光通信装
置が情報通信対象であるか否かの判別を行う。
　また上記通信管理テーブルは、上記識別情報と上記通信応答情報を対応づけて管理する
ようにされており、上記制御手段は、上記他の光通信装置が情報通信対象であると判別し
た場合は、上記通信管理テーブルにおいて上記識別情報に対応づけられている通信応答情
報を上記光送信手段から光送信させる。
　また上記通信管理テーブルは、上記識別情報と提供情報を対応づけて管理するようにさ
れており、上記制御手段は、上記他の光通信装置が情報通信対象であると判別した場合は
、上記通信管理テーブルにおいて上記識別情報に対応づけられている提供情報を上記光送
信手段から光送信させる。
【０００９】
　また上記識別情報はグループの情報であり、上記制御手段は、他の光通信装置から光送
信されてきた識別情報により、上記他の光通信装置が、自己と同一のグループに属してい
ることを認識した場合に、上記他の光通信装置が情報通信対象であると判別する。
　また上記提供情報は、名称情報、又は属性情報、又は広告情報、又は案内情報である。
　また上記制御手段は、上記光送信手段から送信させる情報を、暗号化処理した情報とす
る。例えば上記識別情報と暗号鍵を対応させて管理する通信管理テーブルを記憶する記憶
手段をさらに備え、上記制御手段は、上記通信管理テーブルで識別情報に対応づけられて
いる暗号鍵を用いて暗号化処理を行う。
【００１１】
　また、上記制御手段は、上記光受信手段で上記識別情報を受信した際に、上記識別情報
を通信履歴情報として保存する処理を行う。
　また上記制御手段は、上記通信履歴情報の集計処理を行い、上記識別情報毎の集計デー
タを生成する。
　また外部機器とデータ通信を行う通信手段をさらに備え、上記制御手段は、上記通信手
段に、上記通信履歴情報を外部の集計サーバに送信させる。
　
【００１２】
　本発明の光通信方法は、使用者の視線方向から到達した光を受光するように設けられた
使用者の視線方向を被写体方向として撮像する撮像手段により構成されている受光部によ
り、他の光通信装置から光送信されてきた通信要求情報及び識別情報を受信するステップ
と、使用者の目の前方に配置され、画像表示を行う画面領域の全部又は一部を透明もしく
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は半透明であるスルー状態とすることができる使用者に装着される装着ユニットにより装
着される液晶パネルからなる表示手段に、他の光通信装置から送信されてきた情報に基づ
く表示を上記表示手段に実行させ、その際、上記表示手段の表示画面で表示されている画
像の表示輝度、表示色に応じて、他の光通信装置から送信されてきた情報の表示輝度、又
は表示色、又は光透過率を調整制御するようにして、上記表示手段の表示画面上に表れて
いる上記他の光通信装置を示す情報表示位置の近傍において実行させ、他の光通信装置に
対する通信要求情報及び自己の識別情報を、上記撮像手段での撮像画像の解析結果に応じ
て上記光送信手段から光送信させる制御を行うステップと、受信した上記識別情報を用い
て上記他の光通信装置が情報通信対象であるか否かを判別するステップと、上記他の光通
信装置が情報通信対象であると判別した場合に、通信応答情報と記憶手段に記憶された提
供情報を使用者の視線方向に向かって光出力するように設けられた発光部から光送信する
ステップと、を備える。
【００１４】
　以上の本発明では、光通信装置を装着した使用者（ユーザ）が、他の光通信装置を装着
したユーザと視線が合わせたときに、その相互の光通信装置の間で光通信が行われる。或
いは光通信装置を装着した使用者（ユーザ）が、他の光通信装置が取り付けられた人以外
の被装着体に注目したときに、その相互の光通信装置の間で光通信が行われる。
　光送信手段の発光部はユーザの視線方向に向かって光出力するようにされ、光受信手段
の受光部は使用者の視線方向から到達した光を受光するようにされていることで、光の直
進性により、相互の光通信装置は相対した状態において、相互の光通信装置の間で光通信
により情報伝送が行われることになる。
　そして相互の光通信装置が相対した状態においては、受信した識別情報により相手側の
光通信装置が情報通信対象であるか否かを判別し、例えば同一のグループのユーザの機器
であるなどの条件で情報通信対象であると認識した場合にのみ情報伝送（例えば相手側の
機器に提供する提供情報の送信）が行われるようにする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、互いに光通信装置を装着したユーザ同志が視線が合わせたときに、そ
の相互の光通信装置の間で光通信が行われる。或いは光通信装置を装着したユーザが、他
の光通信装置が取り付けられた被装着体に注目したときに、その相互の光通信装置の間で
光通信が行われる。これによってユーザ同士が向かい合う際に互いに情報提供を行うこと
ができる。或いは人以外の被装着体に取り付けられた光通信装置から、光通信装置を装着
したユーザに対して情報提供を行うことができ、応用範囲の広い新たな情報伝送を実現で
きる。
　また、相互の光通信装置が相対した状態において、識別情報により相手側の光通信装置
が情報通信対象であるか否かを判別し、例えば同一のグループのユーザの機器であるなど
の条件で情報通信対象であると認識した場合にのみ情報伝送（例えば相手側の機器への提
供情報の送信）が行われるようにすることで、単に相対しただけでむやみに情報伝送が行
われることはなく、適切な相手にのみ情報を提供できることになる。
　また、人が、他人や被装着体を実際に見た状態で光通信が行われるものであるため、光
通信を行った場合に識別情報を通信履歴情報（ログ）として保存しておき、識別情報毎の
集計を行うことで、例えば商品や看板等が実際に見られた回数などの有益な情報を生成で
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の光通信装置、光通信方法の実施の形態を説明する。実施の形態において
は、ユーザが装着する光通信表示装置１及び光通信装置３０や、人以外の被装着体に取り
付けられる光通信装置５０が、本発明請求項でいう光通信装置に該当する。また光通信表
示装置１、光通信装置３０、光通信装置５０の処理として本発明の光通信方法が実行され
る。また実施の形態における光通信表示装置１、光通信装置３０、光通信装置５０が本発
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明請求項でいう他の光通信装置となる場合もある。
　説明は次の順序で行う。
［１．光通信表示装置、光通信装置、表示装置の外観例］
［２．光通信表示装置、光通信装置、表示装置の構成例］
［３．通信管理テーブル及び通信動作］
［４．光通信表示装置の処理例］
［５．被装着体に取り付けられた光通信装置の処理例］
［６．実施の形態の効果、及び変形例、拡張例］
［７．実施の形態の更なる拡張例（通信ログに基づく集計）］
【００１７】
［１．光通信表示装置、光通信装置、表示装置の外観例］

　図１に実施の形態の光通信表示装置１の外観例を示す。この光通信表示装置１は眼鏡型
ディスプレイカメラとしてユーザが装着できるものとしている。
　光通信表示装置１は、例えば両側頭部から後頭部にかけて半周回するようなフレームの
構造の装着ユニットを持ち、図のように両耳殻にかけられることでユーザに装着される。
　そしてこの光通信表示装置１は、図１のような装着状態において、ユーザの両眼の直前
、即ち通常の眼鏡におけるレンズが位置する場所に、左眼用と右眼用の一対の表示パネル
部２ａ、２ａが配置される構成とされている。この表示パネル部２ａ、２ａには、例えば
液晶パネルが用いられ、透過率を制御することで、図のようなスルー状態、即ち透明又は
半透明の状態とできる。表示パネル部２ａ，２ａがスルー状態とされることで、眼鏡のよ
うにユーザが常時装着していても、通常の生活には支障がない。
【００１８】
　またユーザが装着した状態において、ユーザの視線方向を被写体方向として撮像するよ
うに、前方に向けて撮像レンズ３ａが配置されている。
　本例では、この撮像レンズ３ａを含む、図５等で後述する撮像部３は、ユーザの視線方
向の光景の撮像を行うとともに、他の光通信表示装置１又は光通信装置３０，５０から光
送信されてきた情報を受信する光受信手段として機能する。
【００１９】
　またユーザが装着した状態において、ユーザの視線方向に向かって発光を行う発光部４
ａが、例えばＬＥＤ（Light Emitting Diode）等により設けられる。
　本例では、この発光部４ａを含む、図５等で後述する光送信部４は、ユーザの視線方向
に位置して相対する他の光通信表示装置１又は光通信装置３０，５０に情報を光送信する
光送信手段として機能する。
【００２０】
　なお図１は一例であり、光通信表示装置１をユーザが装着するための構造は多様に考え
られる。一般に眼鏡型、或いは頭部装着型とされる装着ユニットで形成されればよく、そ
の状態で例えばユーザの眼の前方に近接して表示パネル部２ａ、２ａが設けられ、また撮
像レンズ３ａによる撮像方向と、発光部４ａの光出力方向がユーザの視界方向、つまりユ
ーザの前方となるようにされていればよい。
　光通信表示装置１として眼鏡型或いは頭部装着型の装着ユニットを有する例を示してい
るが、例えばヘッドホン型、ネックバンドタイプ、耳掛け式など、どのような装着ユニッ
トでユーザに装着されるものであってもよい。さらには、例えば通常の眼鏡やバイザー、
或いはヘッドホン等に、クリップなどの取付具で取り付けることでユーザに装着させる形
態であってもよい。
　また表示パネル部２ａとして両眼に対応して表示部が一対設けられる構成の他、片側の
眼に対応して１つ表示パネル部２ａが設けられる構成でもよい。
　また、装着状態でユーザの右耳孔及び左耳孔の一方又は両方に挿入されるイヤホンスピ
ーカを設ける構成や、外部音声を集音するマイクロホンを設ける構成も考えられる。
【００２１】
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　ところで図１の光通信表示装置１は、光通信のための構成部分と画像をモニタできる表
示パネル部２ａ，２ａが一体に形成されてユーザに装着される機器とした例であるが、ユ
ーザが装着する機器としては、図２（ａ）（ｂ）に示すような光通信装置３０や表示装置
４０も考えられる。
【００２２】
　図２（ａ）の光通信装置３０は、所定の装着フレームによりユーザの側頭部に装着され
る。そして装着状態においてユーザの視界方向を被写体方向として撮像するように、前方
に向けて撮像レンズ３ａ及び発光部４ａが配置されている。
　即ちこの光通信装置３０は、表示機能は持たないが、ユーザに装着された状態でユーザ
の視線方向を被写体方向として撮像し、かつ視線方向からの光送信情報を受信できるよう
に前方に向けて撮像レンズ３ａが配置されている。
　またユーザが装着した状態において、ユーザの視線方向に向かって発光を行い情報を送
信する発光部４ａが設けられている。
　このような光通信装置３０についても、上記光通信表示装置１と同じく、形状、装着構
造、構成要素などは多様に考えられる。
【００２３】
　図２（ｂ）の表示装置４０は、腕時計型の表示装置とした例であり、リストバンドによ
ってユーザの手首に装着された状態で、ユーザが視認できる表示パネル部２ａが形成され
たものである。
【００２４】
　なお、ここでは腕時計型の表示装置４０を示しているが、ユーザが装着又は所持する表
示装置４０として多様な形状や装着構造が想定される。表示装置４０としては例えば携帯
用の小型機器としてユーザが所持できるものであってもよい。
　さらにユーザが携帯できる表示装置４０を考えた場合、モニタリング表示のみの専用装
置だけでなく、携帯電話機、携帯ゲーム機、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）など
の表示機能を有する機器も、本例の表示装置４０となり得る。
【００２５】
　また図２（ａ）（ｂ）の光通信装置３０、表示装置４０は、それぞれを個別に使用して
も良いが、ユーザが、この光通信装置３０、表示装置４０の両方を装着し、２つの機器で
、光通信表示装置として使用する形態も想定される。例えば光通信装置３０と表示装置４
０がデータ通信を行って、表示装置４０で光通信装置３０で撮像した画像のモニタリング
や受信した情報の表示を行うようにする場合である。
【００２６】
　ところで図１，図２の光通信表示装置１、光通信装置３０、表示装置４０はユーザ（人
）が使用することを想定したものであるが、人以外の被装着体に取り付けられる光通信装
置５０も考えられる。
　人以外の被装着体（以下、単に「被装着体」という）としては、例えばポスター、看板
、各種施設等の案内板、建物の壁面、ドア、窓、樹木などの固定的なものや、自動車、鉄
道車両などの移動体、店舗での販売対象の商品、更には犬、猫等の生物など、非常に多様
に考えられる。
　図３では、被装着体としてポスターに光通信装置５０が取り付けられている例を示して
いる。
　この光通信装置５０は、正面方向に向かって、受光部８ａと発光部４ａが設けられてい
る。即ち、例えば図１の光通信表示装置１や図２の光通信装置３０を装着したユーザが被
装着体の正面において被装着体に視線を向けたときに、その光通信表示装置１（光通信装
置３０）から光送信されてくる情報を受光部８ａで受光し、また発光部４ａから光送信す
る情報を光通信表示装置１（光通信装置３０）が受光できるようにされたものである。
【００２７】
　これら図１，図２，図３の光通信表示装置１、光通信装置３０、光通信装置５０は、互
いに相対することによって光通信を行う。
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　図４（ａ）（ｂ）（ｃ）に通信形態の例を示す。
　図４（ａ）は、ユーザＡ，ユーザＢが、それぞれ図１の光通信表示装置１を装着してい
る場合である。
　ユーザＡがユーザＢに視線を向け、またユーザＢがユーザＡに視線を向けたとき、つま
り目が合った状況となると、ユーザＡの光通信表示装置１の発光部４ａで発光された光を
、ユーザＢの光通信表示装置１の撮像レンズ３ａで撮像（受光）できる。またユーザＢの
光通信表示装置１の発光部４ａで発光された光を、ユーザＡの光通信表示装置１の撮像レ
ンズ３ａで撮像（受光）できる。この状態で、光通信表示装置１同志の光通信が実行され
る。
【００２８】
　図４（ｂ）は、ユーザＣが図２の光通信装置３０と表示装置４０を装着している場合に
、図１の光通信表示装置１を装着しているユーザＢと光通信を行う状態を示している。
　この場合も、ユーザＢとユーザＣとが目が合うことで、ユーザＢの光通信表示装置１の
発光部４ａで発光された光を、ユーザＣの光通信装置３０の撮像レンズ３ａで撮像（受光
）でき、またユーザＣの光通信装置１の発光部４ａで発光された光を、ユーザＢの光通信
表示装置１の撮像レンズ３ａで撮像（受光）できることで光通信が実行できる。
　またここでは図示していないが、図２の光通信装置３０同志でも、同様に装着ユーザ同
士の目が合うことで、光通信が行われる。
【００２９】
　図４（ｃ）は図１の光通信表示装置１を装着しているユーザＢが、図３のように光通信
装置５０を取り付けた被装着体に注目することで、光通信表示装置１と光通信装置５０と
の間で光通信が行われる状態を示している。
【００３０】
　例えば図４（ａ）（ｂ）（ｃ）のような光通信は、送信側が上記した発光部４ａの点滅
発光パターンによるデータ送信を行う。即ち送信するデータによる変調パターンとして発
光部４ａが点滅発光される。受信側では、撮像レンズ３ａを含む後述する撮像部３で発光
パターンを認識し、受信されたデータを復調する。
　このような光通信には、可視光が用いられても良いが、可視光領域以外の波長の光、例
えば赤外光が用いられても良い。
【００３１】
［２．光通信表示装置、光通信装置、表示装置の構成例］

　光通信表示装置１、光通信装置３０、表示装置４０、光通信装置５０の各構成例を図５
～図７で説明する。
　まず図５に、図１のような光通信表示装置１の構成例を示す。
【００３２】
　システムコントローラ１０は、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（R
ead Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、不揮発性メモリ部、インターフ
ェース部を備えたマイクロコンピュータにより構成され、光通信表示装置１の全体を制御
する制御部とされる。このシステムコントローラ１０は内部のＲＯＭ等に保持したプログ
ラムに基づいて、各種演算処理やバス１３を介した各部と制御信号等のやりとりを行い、
各部に所要の動作を実行させる。
【００３３】
　光通信表示装置１内では、ユーザの視線方向の光景の撮像、及びユーザの視線方向に位
置した他の光通信装置からの光送信されてくるデータの受信のための構成として、撮像部
３が設けられる。
　なお、他の光通信装置とは、光通信表示装置１、又は光通信装置３０、又は光通信装置
５０のいずれかであり、以下、「他の光通信装置」と表記した場合、光通信相手となり得
る他の光通信表示装置１、他の光通信装置３０、他の光通信装置５０のいずれかを示すも
のとする。
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【００３４】
　撮像部３は、撮像光学系、撮像素子部、撮像信号処理部を有する。
　撮像部３における撮像光学系では、図１に示した撮像レンズ３ａや、絞り、ズームレン
ズ、フォーカスレンズなどを備えて構成されるレンズ系や、レンズ系に対してフォーカス
動作やズーム動作を行わせるための駆動系等が備えられる。
　また撮像部３における撮像素子部では、撮像光学系で得られる撮像光を検出し、光電変
換を行うことで撮像信号を生成する固体撮像素子アレイが設けられる。固体撮像素子アレ
イは、例えばＣＣＤ（Charge Coupled Device）センサアレイや、ＣＭＯＳ（Complementa
ry Metal Oxide Semiconductor）センサアレイとされる。
　また撮像部３における撮像信号処理部では、固体撮像素子によって得られる信号に対す
るゲイン調整や波形整形を行うサンプルホールド／ＡＧＣ(Automatic Gain Control)回路
や、ビデオＡ／Ｄコンバータを備え、デジタルデータとしての撮像画像データを得る。ま
た撮像画像データに対してホワイトバランス処理、輝度処理、色信号処理、ぶれ補正処理
などを行う。
【００３５】
　これらの撮像光学系、撮像素子部、撮像信号処理部を有する撮像部３により、撮像が行
われ、撮像による画像データが得られる。
　また、この撮像部３により他の光通信装置から光送信されてきたデータが受光されるが
、光通信に例えば赤外光が用いられる場合は、上記撮像素子部及び撮像信号処理部は赤外
線領域まで処理可能な構成とされる。
【００３６】
　この撮像部３の撮像動作によって得られた画像データは、撮像制御部６で処理される。
　撮像制御部６は、システムコントローラ１０の制御に従って、撮像画像データを所定の
画像データフォーマットに変換する処理や、表示部２でモニタ表示させるための所要の信
号処理を行う。表示部２でモニタ表示させるための信号処理とは、例えば輝度レベル調整
、色補正、コントラスト調整、シャープネス（輪郭強調）調整、画面分割処理、キャラク
タ画像の合成処理、拡大又は縮小画像の生成、モザイク画像／輝度反転画像／ソフトフォ
ーカス／画像内の一部の強調表示／画像全体の色の雰囲気の可変などの画像エフェクト処
理などである。
　また撮像制御部６はシステムコントローラ１０の指示に基づいて、撮像部３における撮
像動作のオン／オフ制御、撮像光学系のズームレンズ、フォーカスレンズの駆動制御、撮
像素子部の感度やフレームレート制御、撮像信号処理部の各処理のパラメータや実行処理
の設定などを行う。
　また撮像制御部６はシステムコントローラ１０の指示に基づいて、撮像画像データを記
録のためにメモリ部１２に供給したり、表示部２での表示のために表示制御部７に供給す
る。撮像画像データをメモリ部１２に供給する場合、撮像制御部６は、画像データを記録
のためのエンコード処理を行う。
【００３７】
　また撮像制御部６は、撮像画像データを解析して他の光通信装置で送信出力された発光
パターンの検出を行う。他の光通信装置からの光送信としての発光パターンが検出された
場合は、その発光パターンを解析し、受信データとして復調する。
　撮像制御部６は受信データをシステムコントローラ１０に供給したり、メモリ部１２に
供給して保存させる。
【００３８】
　光通信表示装置１においてユーザに対して表示を行う構成としては、表示部２、表示制
御部７が設けられる。
　この表示部２は、上述した液晶パネル等による表示パネル部２ａと、表示パネル部２ａ
を表示駆動する表示駆動部が設けられる。
　表示駆動部は、撮像制御部６から供給される画像信号や光通信によって取り込まれたデ
ータを、例えば液晶ディスプレイとされる表示パネル部２ａにおいて表示させるための画
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素駆動回路で構成されている。画素駆動回路は表示パネル部２ａにおいてマトリクス状に
配置されている各画素について、それぞれ所定の水平／垂直駆動タイミングで映像信号に
基づく駆動信号を印加し、表示を実行させる。
【００３９】
　表示制御部７は、システムコントローラ１０の制御に基づいて、表示部２における画素
駆動回路を駆動し、表示パネル部２ａに所定の表示を実行させる。
　即ち、撮像部３での撮像モニタとしての表示や、メモリ部１２に取り込まれた撮像画像
データの再生表示、さらには光通信で受信したデータの表示などを、表示パネル部２ａに
おいて実行させる。
　また表示制御部７は、システムコントローラ１０の指示に基づいて表示駆動部を制御し
、表示パネル部２ａの各画素の透過率を制御して、スルー状態（透明又は半透明の状態）
とすることもできる。
　また表示制御部７は、システムコントローラ１０の指示に基づいて、表示部２における
表示動作のオン／オフ（スルー）制御、表示する画像データに対する処理パラメータの指
示、画面領域設定制御、キャラクタ発生などを行う。
【００４０】
　メモリ部１２は、各種データの保存に用いられる。例えば撮像画像データや光通信にお
ける受信データの保存、さらには後述する通信管理テーブルの保存に用いられる。
　このメモリ部１２は、ＲＡＭ或いはフラッシュメモリなどの固体メモリにより構成され
ても良いし、例えばＨＤＤ（Hard Disk Drive）により構成されてもよい。もちろん固体
メモリを内蔵したメモリカード、光ディスク、光磁気ディスク、ホログラムメモリなどの
記録媒体に対応する記録再生ドライブなどとされても良い。さらには、メモリ部１２を独
立して設けず、システムコントローラ１０内のＲＡＭや不揮発性メモリを、このメモリ部
１２として用いても良い。
　このメモリ部１２は、システムコントローラ１０の制御に基づいて、撮像によって得ら
れる画像データや、光通信による受信データを記録する。またシステムコントローラ１０
の制御に基づいて、記録したデータを読み出し、システムコントローラ１０や表示制御部
７などに供給する。
【００４１】
　また光通信表示装置１には光送信部４と発光制御部５が設けられる。光送信部４は、図
１、図２に示した発光部４ａとその発光部４ａ（例えばＬＥＤ）を発光させる発光回路か
ら成る。発光制御部５は、システムコントローラ１０の指示に基づいて、光送信部４に発
光動作を実行させる。即ち発光制御部５は、システムコントローラ１０から他の光通信装
置に対して送信するデータが供給されると、これを変調し、変調に応じた点滅発光パター
ンにより光送信部４の発光部４ａを発光させる。
　例えばシステムコントローラ１０は、光送信部４から、後述する通信管理テーブルに記
憶された通信要求情報や識別情報の送信を常時実行させる。また他の光通信装置との間で
通信が行われる場合は、通信管理テーブルに示される通信応答情報や提供データの送信を
光送信部４から実行させる。
　光送信部４における発光部４ａ（例えばＬＥＤ）は、可視光の発光を行うものでもよい
し、光通信が赤外光などの非可視光で行われるものとした場合、発光部４ａは例えば赤外
線発光を行うＬＥＤなどが用いられる。
【００４２】
　この光通信表示装置１では、ユーザの操作のために操作入力部１１が設けられる。
　操作入力部１１は、例えばキー、ダイヤル等の操作子を有するようにし、キー操作等と
してのユーザの操作を検知する構成としてもよいし、或いはユーザの意識的な挙動を検知
する構成としても良い。
　操作子を設ける場合、例えば、電源オン／オフ操作、撮像系の操作（例えばズーム等の
操作や、信号処理の指示操作）、表示関連操作（例えば表示内容の選択や表示調整操作）
などに用いる操作子が形成されればよい。
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【００４３】
　またユーザの挙動を検知する構成とする場合は、加速度センサ、角速度センサ、振動セ
ンサ、圧力センサ等を設けることが考えられる。
　例えばユーザが光通信表示装置１を側面側からコツコツと軽く叩くといったことを、加
速度センサ、振動センサ等で検知し、例えば横方向の加速度が一定値を越えたときにシス
テムコントローラ１０がユーザの操作として認識するようにすることができる。また、加
速度センサや角速度センサによりユーザが右側から側部（眼鏡のツルに相当する部分）を
叩いたか、左側から側部を叩いたかを検出できるようにすれば、それらを、それぞれ所定
の操作として判別することもできる。
　またユーザが頭を回す、首を振るなどとすることを加速度センサや角速度センサで検知
し、これをシステムコントローラ１０がユーザの操作として認識することができる。
　また、光通信表示装置１の左右の側部（眼鏡のツルに相当する部分）等に圧力センサを
配置し、右側部をユーザが指で押したときは望遠方向のズーム操作、左側部をユーザが指
で押したときは広角方向のズーム操作などとすることもできる。
【００４４】
　さらには、生体センサとしての構成を備えるようにし、ユーザの生体情報を検出して、
操作入力と認識するようにしても良い。生体情報とは、脈拍数、心拍数、心電図情報、筋
電、呼吸情報（例えば呼吸の速さ、深さ、換気量など）、発汗、ＧＳＲ（皮膚電気反応）
、血圧、血中酸素飽和濃度、皮膚表面温度、脳波（例えばα波、β波、θ波、δ波の情報
）、血流変化、眼の状態などである。
　そしてシステムコントローラ１０は生体センサの検出情報を、ユーザの操作入力として
認識するようにしてもよい。例えばユーザの意識的な挙動として目の動き（視線方向の変
化やまばたき）が考えられるが、ユーザが３回まばたきをしたことを検知したら、それを
特定の操作入力と判断するなどである。さらには、上記生体情報の検知によりユーザが光
通信表示装置１を装着したことや外したこと、あるいは特定のユーザが装着したことなど
も検出可能であり、システムコントローラ１０がその検出に応じて電源オン／オフなどを
行うようにしてもよい。
【００４５】
　操作入力部１１は、このように操作子、加速度センサ、角速度センサ、振動センサ、圧
力センサ、生体センサ等として得られる情報をシステムコントローラ１０に供給し、シス
テムコントローラ１０はこれらの情報によりユーザの操作を検知する。
【００４６】
　次に図２のような光通信装置３０，表示装置４０の構成例を説明する。
　本例では、例えば図４（ｂ）のユーザＣの所持する機器として述べたように、図２（ａ
）（ｂ）のような光通信装置３０と表示装置４０の両方を用いて光通信表示装置１と同等
の機能を持つようにしても良い。
　その場合、光通信装置３０と表示装置４０として図６のような構成例が考えられる。な
お、図５と同一部分には同一符号を付して重複説明を避ける。
　この図６の例では、光通信装置３０において、図５の光通信表示装置１とほぼ同様の構
成を備えるようにする。但し光通信装置３０において表示部２、表示制御部７は設けられ
ず、代わりに送信部１４が設けられる。
　送信部１４は、撮像制御部６やメモリ部１２から表示用として供給される画像データや
、光通信で受信したデータに応じた表示データ（或いは表示キャラクタの指示データ）、
システムコントローラ１０からの制御信号などについて、送信用のエンコード処理を行い
、エンコードしたデータを表示装置４０へ送信する。
【００４７】
　また表示装置４０には、受信部４１、表示制御部４２、表示部２が設けられる。
　受信部４１は、光通信装置３０の送信部２１との間でデータ通信を行う。そして光通信
装置３０から送信されてくるデータ（表示用の画像データや制御データ）を受信し、デコ
ード処理をおこなう。
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　受信部４１でデコードされたデータは、表示制御部４２に供給される。表示制御部４２
は、表示のための信号処理や画面分割、キャラクタ合成等の処理を行って表示用の画像信
号を生成し、例えば液晶ディスプレイとされる表示パネル部２ａを有する表示部２に供給
する。
　表示部２では、表示用の画像信号に応じて、マトリクス状に配置されている表示パネル
部２ａの各画素について、それぞれ所定の水平／垂直駆動タイミングで映像信号に基づく
駆動信号を印加し、表示を実行させる。
【００４８】
　このように構成することで、例えば図４（ｂ）のユーザＣのように光通信装置３０と表
示装置４０を装着したユーザが、これらを光通信表示装置１と同様に使用することができ
る。光通信装置３０と表示装置４０の通信としては、例えば無線ＬＡＮ、ブルートゥース
などの近距離無線通信を採用しても良い。
【００４９】
　次に、図３に示したような人以外の被装着体に取り付けられる光通信装置５０の構成を
図７に示す。
　この光通信装置５０は、人が装着するものではないため、ユーザインターフェースに係
る構成部分が省かれる。即ち図５の構成から表示部２，表示制御部７、操作入力部１１を
省いた構成となる。
　また、図５の撮像部３，撮像制御部６に代えて、光受信部８、データ復調部９が設けら
れる。光受信部８は、例えばフォトトランジスタや簡易な構成の撮像素子アレイなどによ
る受光部を有し、他の光通信装置からの送信光を受光する。受光信号はデータ復調部９に
おいて復調され、受信データとされる。受信データはシステムコントローラ１０に取り込
まれ、またメモリ部１２に記憶される。
【００５０】
　なお、上記図５の光通信表示装置１や図６の光通信装置３０のようにユーザが装着する
タイプの装置では、光通信における受光手段として撮像部３を用い、ユーザの視界光景の
撮像を行う機能を有するようにしているが、特に光通信を行うことのみを考え、ユーザの
視界光景の撮像機能を設けない場合は、図７のように、撮像部３に変えてフォトトランジ
スタや簡易な構成の撮像素子などによる受光部を有する光受信部８と、その光受信部８に
よる受信データを復調するデータ復調部９が設けられるようにしてもよい。
【００５１】
　以上、光通信表示装置１、光通信装置３０、表示装置４０、光通信装置５０の構成を示
したが、これらはそれぞれ一例にすぎない。実際に実施されるシステム動作例や機能に応
じて各種の構成要素の追加や削除は当然考えられる。
【００５２】
［３．通信管理テーブル及び通信動作］

　以下、本例の光通信表示装置１、光通信装置３０、５０において実行される光通信につ
いて説明する。
　まず、光通信表示装置１、光通信装置３０、５０が例えばメモリ部１２に格納している
通信管理テーブルについて説明する。
【００５３】
　図８（ａ）（ｂ）は、ユーザが装着する光通信表示装置１や光通信装置３０が備える通
信管理テーブルの例を示している。
　通信管理テーブルは、識別情報としてのグループネーム、通信要求情報としてのスター
トコード、通信応答情報としてのリターンコード、及び通信相手に提供する各種のデータ
としての提供データを対応づけて記憶するテーブルである。提供データについては、提供
データとしての実データが通信管理テーブル上に記憶されても良いし、提供データとして
の他のファイルデータ等のリンク情報を通信管理テーブルに記憶するようにしてもよい。
【００５４】
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　この通信管理テーブルは、１又は複数のエントリを登録することができる。例えばユー
ザが任意に自分の所属するグループを選択して（或いは友人同士などでグループを作成し
て）登録する。また提供データは、ユーザが任意に作成／編集したデータとすればよい。
【００５５】
　図８（ａ）は、例えば或るユーザＡが所持する光通信表示装置１に記憶されている通信
管理テーブルとし、また図８（ｂ）は或るユーザＢが所持する光通信表示装置１に記憶さ
れている通信管理テーブルとしている。
　ユーザＡは、グループネームＧＰＮ１のグループに所属しているとし、ユーザＢはグル
ープネームＧＰＮ１，ＧＰＮ２，ＧＰＮ３，ＰＧＮ４，ＧＰＮ１０の５つのグループに所
属しているとする。つまりユーザＡは自分の光通信表示装置１に１つのグループを登録し
、ユーザＢは自分の光通信表示装置１に５つのグループを登録した場合である。
【００５６】
　この場合、ユーザＡが所持する光通信表示装置１に記憶されている通信管理テーブルに
は、エントリ＃１としてグループネームＧＰＮ１が登録され、またグループネームＧＰＮ
に対応づけられてスタートコードＳＴＣ１、リターンコードＲＴＣ１が登録される。さら
にユーザＡが、同じグループの他人に対して提供する提供データＤＴａが対応づけられる
。
【００５７】
　またユーザＢが所持する光通信表示装置１に記憶されている通信管理テーブルには、エ
ントリ＃１～＃５としてグループネームＧＰＮ１，ＧＰＮ２，ＧＰＮ３，ＰＧＮ４，ＧＰ
Ｎ１０が登録される。そしてグループネームＧＰＮ１に対応づけられてスタートコードＳ
ＴＣ１、リターンコードＲＴＣ１が登録され、さらにユーザＢが、同じグループの他人に
対して提供する提供データＤＴｂが対応づけられる。
　同様にグループネームＧＰＮ２，ＧＰＮ３，ＧＰＮ４，ＧＰＮ１０についても、スター
トコード、リターンコードや提供データが対応づけられる。
　但し、提供データを対応づけるか否かはユーザの任意選択であり、例えばこの場合エン
トリ＃３のグループネームＧＰＮ３に対しては提供データを設定していない。例えばグル
ープネームＧＰＮ３に所属する他人に対して何も情報を提供したくない場合である。
　また、ここではエントリ＃５としてのグループネームＧＰＮ１０は、或る情報サービス
を享受するグループなどであり、被装着体に取り付けられる光通信装置５０との通信を行
うためのグループである。この場合、提供データが設定されないことが考えられる。もち
ろん提供データを設定し、情報サービスを享受する際にユーザが情報を提供するようにし
てもよい。
【００５８】
　ここで図８（ａ）（ｂ）からわかるように、グループ毎に特定のスタートコードとリタ
ーンコードが設定されている。例えばグループネームＧＰＮ１のグループについては、ス
タートコードＳＴＣ１、リターンコードＲＴＣ１が決められる。
　グループネームＧＰＮ２のグループについてはスタートコードＳＴＣ２、リターンコー
ドＲＴＣ２が決められる。
【００５９】
　上記図４（ａ）に示したようにユーザＡ、Ｂ間で光通信表示装置１で光通信が行われる
場合、グループネームＧＰＮ１が共通であることで通信が行われる。又その通信の際、ス
タートコードＳＴＣ１、リターンコードＲＴＣ１が用いられることになる。
　このユーザＡ、Ｂの光通信表示装置１同志の間の基本的な通信動作を図９に示す。
　両光通信表示装置１は、例えば常時、光送信部４からスタートコードＳＴＣ１とグルー
プネームＧＰＮ１を送信している。例えばユーザＡの光通信表示装置１は登録したエント
リが１つであるため、例えば１秒間隔、数秒間隔などで、常時のスタートコードＳＴＣ１
とグループネームＧＰＮ１を送信する。一方、ユーザＢの光通信表示装置１は登録したエ
ントリが５つであるため、常時のこの各グループのスタートコードとグループネームを順
番に送信している。
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【００６０】
　ある時点ｔ１で、ユーザＡとユーザＢの視線が合った状態（視線方向に顔が向き合った
状態）になり、ユーザＡの光通信表示装置１が発したスタートコードＳＴＣ１及びグルー
プネームＧＰＮ１を、ユーザＢの光通信表示装置１が受信したとする。ユーザＢの光通信
表示装置１は、スタートコードＳＴＣ１としての通信要求を認識したら、グループネーム
ＧＰＮ１が、自分の所属するグループであるか否かを確認する。即ち図８（ｂ）の通信管
理テーブルを参照する。この場合、ユーザＢの光通信表示装置１もグループネームＧＰＮ
１のグループに所属しているため、通信を実行することになる。
　即ち同一グループへの所属を確認したら、ユーザＢの光通信表示装置１は時点ｔ２にお
いて、グループネームＧＰＮ１についての通信応答情報として図８（ｂ）の通信管理テー
ブルに登録されているリターンコードＲＴＣ１を送信し、また対応づけられている提供デ
ータＤＴｂを送信する。このリターンコードＲＴＣ１、提供データＤＴｂは、ユーザＡの
光通信表示装置１側が受信することになる。
【００６１】
　ユーザＡの光通信表示装置１は、リターンコードＲＴＣ１として、グループネームＧＰ
Ｎ１のグループに所属するユーザＢの光通信表示装置１からの返信を確認したら、時点ｔ
３において、図８（ａ）の通信管理テーブルにグループネームＧＰＮ１に対応して登録さ
れている提供データＤＴａを送信する。
　またユーザＡの光通信表示装置１は、上記時点ｔ２でリターンコードＲＴＣ１、提供デ
ータＤＴｂを受信した後の時点ｔ４において、提供データＤＴｂ及びグループネームＧＰ
Ｎ１の一方又は両方に基づく表示を表示部２で実行する。
　一方、ユーザＢの光通信表示装置１では時点ｔ３でユーザＡの光通信表示装置１からの
提供データＤＴａを受信するが、その後の時点ｔ５において、提供データＤＴａ及びグル
ープネームＧＰＮ１の一方又は両方に基づく表示を表示部２で実行する。
【００６２】
　ユーザＡ、ユーザＢが向き合った状態になると、このような通信が自動的に実行され、
例えば互いの表示部２において相手からの提供データによる表示が行われる。
　図１０に表示例を示す。提供データＤＴａ、ＤＴｂの内容が氏名であるとする。即ちユ
ーザＡの氏名が「David .H」であって、光通信表示装置１における図８（ａ）の通信管理
テーブルにグループネームＧＰＮ１に対応して登録された提供データＤＴａの内容が「Da
vid .H」であったとする。
　またユーザＢの氏名が「Christina」であって、光通信表示装置１における図８（ｂ）
の通信管理テーブルにグループネームＧＰＮ１に対応して登録された提供データＤＴｂの
内容が「Christina」であったとする。
【００６３】
　この場合、ユーザＡ、Ｂが向かい合うことにより図９の通信が行われ、最終的にユーザ
Ａの光通信表示装置１には「Christina」という情報が提供され、ユーザＢの光通信表示
装置１には「David .H」という情報が提供される。
　これによって、ユーザＡの光通信表示装置１の表示パネル部２ａにおいては、図１０（
ａ）のように、その時点で撮像部３で撮像している視界光景の画像がメイン表示１００と
して表示されているとともに、例えばデータ表示１０１として、提供データＤＴｂの内容
である「Christina」がオーバレイ表示される。
　また、ユーザＢの光通信表示装置１の表示パネル部２ａにおいては、図１０（ｂ）のよ
うに、その時点で撮像部３で撮像している視界光景の画像がメイン表示１００として表示
されているとともに、例えばデータ表示１０１として、提供データＤＴａの内容である「
David .H」がオーバレイ表示される。
【００６４】
　つまりユーザ同士が向かい合った時点で、お互いの情報が提供されあい、その提供デー
タに基づく表示が行われる。
　なお、図１０（ａ）（ｂ）においてメイン表示１００は、ユーザの前方の光景であり、
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これは撮像部３で撮像した画像であってもよいが、表示パネル部２ａをスルー状態とした
ものであってもよい。つまり、表示パネル部２ａをスルー状態として、そのスルー状態の
画面の一部に、データ表示１０１を実行してもよい。
【００６５】
　また、図１１（ａ）は、データ表示１０１に加えて、グループ表示１０２としてグルー
プネームＧＰＮ１に基づく「○○グループ」という表示を実行する例である。
　さらに、図１１（ｂ）は、データ表示１０１を行わずに、グループ表示１０２としてグ
ループネームＧＰＮ１に基づく「○○グループ」という表示を実行する例である。例えば
相手側から提供データが送信されない場合などは、グループ表示１０２のみを実行するこ
とができる。
　これらのように、提供データに基づくデータ表示１０１、グループネームに基づくグル
ープ表示１０２、或いはその両方の表示を、ユーザの選択や提供データの受信有無などに
応じて実行することで、同一グループに所属する（同一グループを登録した）ユーザ同士
が、互いに相手の情報を確認できる。
【００６６】
　登録するグループとは、友人同士のグループとして共通のグループとしても良いし、例
えば各ユーザが自分の趣味・嗜好に応じてグループを選択するようにしてもよい。例えば
自分の趣味・嗜好として、音楽や音楽ジャンル、スポーツ、スポーツ競技別、映画、小説
、漫画、作家、旅行、ドライブ、グルメ、釣りなどとしてのグループを選択的に登録でき
るようにしておく。すると、知らない人と向かい合った際に、お互いが同じ趣味のグルー
プに属していれば、図９の通信が行われて、そのグループや提供データが互いに確認でき
、相手が共通の趣味等をもっていることを認識できる。
【００６７】
　これらユーザ同士での情報提供を行う場合の提供データＤＴａ，ＤＴｂの内容としては
、例えば上記のようにユーザ自身の氏名や通称、愛称などの名称情報でもよいし、自分の
属性情報として趣味、嗜好などを紹介する内容でもい。もちろん、所属、年齢、性別、生
年月日などの属性情報でもよい。これらは各ユーザが、同一グループに属するユーザに対
して教えても良い情報や、教えたい情報として設定すればよい。
　提供データの内容としては、各グループに共通内容のデータとしてもよいが、グループ
毎に内容を変えても良い。例えば図８（ｂ）の通信管理テーブルにおいて提供データＤＴ
ｂ，ＤＴｃ，ＤＴｄとして示したように、ユーザＢが各グループネームＧＰＮに対応する
提供データの内容をそれぞれ個別に任意設定できるようにすることが好適である。
　例えばグループネームＧＰＮ１についての提供データＤＴｂは実名データとし、グルー
プネームＧＰＮ２についての提供データＤＴｃは自分の趣味のみを示したデータとし、グ
ループネームＧＰＮ３については提供データを登録せず、グループネームＧＰＮ４につい
ての提供データＤＴｄはニックネームを示す情報とするなどである。
【００６８】
　次に或るユーザＢが装着する光通信表示装置１と、図３のように被装着体に取り付けら
れた光通信装置５０との間の通信について説明する。
　上記図８（ｂ）のように、ユーザＢの光通信表示装置１における通信管理テーブルには
、或る情報提供サービスについてのグループであるグループネームＧＰＮ１０が登録され
ているとする。
　一方、図３の光通信装置５０では、図８（ｃ）の通信管理テーブルがメモリ部１２に記
憶されているとする。この場合、通信管理テーブルには、グループネームＧＰＮ１０と、
スタートコードＳＴＣ１０と、リターンコードＲＴＣ１０と、提供データＤＴｆが対応づ
けられている。
【００６９】
　例えばユーザＢが図３の被装着体（ポスター等）に向かい合う状態になると、ユーザＢ
の光通信表示装置１と、被装着体に取り付けられた光通信装置５０の間で、グループネー
ムＧＰＮ１０が共通であることで図１２のような通信が行われる。
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【００７０】
　ユーザＢの光通信表示装置１は、図８（ｂ）のように通信管理テーブルに複数のエント
リを登録しているため、常時のこの各グループのスタートコードとグループネームを順番
に送信している。
　ある時点ｔ１０で、ユーザＢが被装着体に向かい合って被装着体を見たとする。このと
きに、ユーザＢの光通信表示装置１が発したスタートコードＳＴＣ１０及びグループネー
ムＧＰＮ１０を、被装着体に取り付けられた光通信装置５０が受信したとする。
　光通信装置５０は、スタートコードＳＴＣ１０としての通信要求を認識したら、グルー
プネームＧＰＮ１０が、自分のグループ（情報提供サービスを享受するグループ）である
か否かを確認する。即ち図８（ｃ）の通信管理テーブルを参照する。この場合、グループ
ネームＧＰＮ１０は該当するグループであり、ユーザＢは当該グループに属して情報提供
を受ける権利を有していると判断する。そこで光通信装置５０も通信を実行する。
　即ち光通信装置５０は時点ｔ１１において、グループネームＧＰＮ１０についての通信
応答情報として図８（ｃ）の通信管理テーブルに登録されているリターンコードＲＴＣ１
０を送信し、また対応づけられている提供データＤＴｆを送信する。このリターンコード
ＲＴＣ１０、提供データＤＴｆは、ユーザＢの光通信表示装置１側が受信することになる
。
【００７１】
　ユーザＢの光通信表示装置１は、リターンコードＲＴＣ１０として、光通信装置５０か
らの返信を確認したら、時点ｔ１２において、提供データＤＴｆ及びグループネームＧＰ
Ｎ１０の一方又は両方に基づく表示を表示部２で実行する。
　図１３に表示例を示す。提供データＤｆが、当該被装着体としてのポスターに関する内
容の情報であり、例えば割引チケットの情報などとされているとする。
　これによって、ユーザＢの光通信表示装置１の表示パネル部２ａにおいては、その時点
で撮像部３で撮像している視界光景の画像（つまりユーザＢが注目しているポスター等の
画像）がメイン表示１００として表示されている（もしくは表示パネル部２ａがスルー状
態でユーザＢが視認している）とともに、データ表示１０１として、提供データＤＴｆの
内容である割引チケット情報がオーバレイ表示される。
　またここではグループ表示１０２として「△△グループ」というグループ名が表示され
る。
　この場合も、データ表示１０１、グループ表示１０２の一方又は両方が行われればよい
。
【００７２】
　或るユーザが、光通信装置５０の被装着体に注目すると、このような通信が自動的に実
行され、これによってユーザは、被装着体に関する情報提供を受けることができる。
　例えば提供データＤＴｆとしての内容は、被装着体の物体の名称、用途など物体の属性
を表すデータであったり、被装着体に関する広告や案内の情報であったり、特定の物体を
連続的に探すことを目的として次に探すべき物体の位置、方向など、物体の探査に必要な
情報であったり、多様に想定できる。
【００７３】
　例えばコンサート、演劇、イベント、映画等に関して、グループ登録したユーザにのみ
提供する割引情報、プレイベント情報、試写会情報など、いわゆる会員限定のような形態
の情報提供が可能となる。
　また、美術館、博物館などで入館者に光通信表示装置１を貸与したり、或いはユーザが
自分の光通信表示装置１に、情報サービス提供を受けるグループ登録をしておくことで、
展示物の説明の情報、観覧経路の情報などをユーザに提供できるようにもしてもよい。
　またリクリエーションイベントなどで、次に探すべき場所や物、向かうべき場所などの
情報提供を行うこともできる。
　また建物、施設などで、会員限定で提供するサービスの情報を提供することなどもでき
る。同様に会社、団体などの施設において社員や所属メンバーのみに伝える情報を提供デ
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ータとしてもよい。
　また店舗において商品を被装着体とし、会員など特定の顧客に商品についての詳しい情
報や割引情報などを提供することも考えられる。
　また被装着体を犬や猫等の動物とした場合、その動物の名前や飼い主の情報を提供デー
タとすることも考えられる。
【００７４】
　なお以上の例では、図８に示したようにスタートコード、リターンコードはグループネ
ーム毎に異なるコードとしたが、通信要求情報であるスタートコード自体は、グループネ
ームと同時に送信するという前提に立てば、共通のコードデータであっても良い。グルー
プネームによりグループを識別できるためである。
　また通信応答情報としてのリターンコードについても、グループネームと同時に送信す
るようにするならば、リターンコード自体は共通のコードデータとしてもよい。
　スタートコードやリターンコードを共通のコードデータとする場合、これらを通信管理
テーブルに登録する必要はない。
　図９，図１２の通信手順は一例である。例えばリターンコードと提供データは同時では
なく、別の時点で送信してもよい。
　またスタートコードがグループ毎に異なるコードとする場合、スタートコードとともに
グループネームを送信しなくてもよい。
　またグループネーム自体をスタートコード（通信要求情報）を兼ねる情報としてもよい
。
　通信手順は多様に考えられるが、あくまでも、同一グループを登録した装置同志が対向
した状態で自動的に通信が行われるような手順であればよい。
【００７５】
［４．光通信表示装置の処理例］

　以上のような光通信や提供データの表示を行うための、図５の構成の光通信表示装置１
、（又は図６の構成の光通信装置３０）のシステムコントローラ１０の処理を図１４で説
明する。
【００７６】
　システムコントローラ１０はステップＦ１０１で、スタートコード及びグループネーム
の送信制御を行う。即ち通信管理テーブルにエントリされている１又は複数のグループに
ついて、スタートコード及びグループネームを読み出し、これらを発光制御部５に供給し
て変調させ、光送信部４から光送信出力させる。複数のエントリが登録されている場合、
各グループについてのそれぞれのスタートコード及びグループネームを順番に送信させる
ことになる。
　システムコントローラ１０は、ステップＦ１０２，Ｆ１０３，Ｆ１０４の監視処理を行
いながらステップＦ１０１の送信処理を繰り返す。つまり、ステップＦ１０２，Ｆ１０３
，Ｆ１０４の各監視条件が満たされない期間は、繰り返しステップＦ１０１の送信処理を
行う。従って通常時は、通信管理テーブルに登録された１又は複数のグループについての
スタートコード及びグループネームの送信処理が繰り返し実行されることになる。
【００７７】
　なお、登録された１又は複数のグループのうちで、ユーザ操作或いは自動選択などによ
り選択的にスタートコード及びグループネームの送信を行うようにしてもよい。例えばユ
ーザが任意に或るグループについては一時的に通信を行わない設定を行えるようにしたり
、システムコントローラ１０が或るグループについてはスタートコード及びグループネー
ムの送信を行う日時、期間などを限定するような設定がおこなわれてもよい。
【００７８】
　システムコントローラ１０は、ステップＦ１０２では、他の光通信装置から送信された
スタートコードを受信したか否かを判別する。
　またステップＦ１０３では、他の光通信装置から送信されたリターンコードを受信した
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か否かを判別する。
　またステップＦ１０４では、例えばユーザ操作などにより動作終了（電源オフ）の指示
があったか否かを判別する。
【００７９】
　ステップＦ１０２でスタートコードが検知される場合とは、この図１４の処理を行って
いる光通信表示装置１又は光通信装置３０が、図９のユーザＢ側の機器の立場に立つこと
になった場合である。つまり、相手側の他の光通信装置が、同様にステップＦ１０１で送
信しているスタートコード及びグループネームを受信した場合である。
　一方、ステップＦ１０３でリターンコードが検知される場合とは、この図１４の処理を
行っている光通信表示装置１又は光通信装置３０が、図９のユーザＡ側の機器、もしくは
図１２のユーザＢ側の機器の立場に立つことになった場合である。つまり、ステップＦ１
０１で送信したスタートコード及びグループネームに反応して、相手側の他の光通信装置
がリターンコード（及び提供データ）を返してきた場合である。
【００８０】
　まずステップＦ１０２でスタートコードの受信を検知した場合について説明する。
　撮像部３，撮像制御部６によって他の光通信装置からのスタートコード及びグループネ
ームが受信復調され、システムコントローラ１０に復調されたスタートコード及びグルー
プネームが供給された場合、システムコントローラ１０は処理をステップＦ１０２からＦ
１０５に進める。
　そしてシステムコントローラ１０は、例えばメモリ部１２に記憶してある通信管理テー
ブルを参照し、受信されたグループネームが通信管理テーブルに登録されているグループ
ネームに該当するか否かを確認する。即ち、今回スタートコード及びグループネームを送
信してきた他の光通信装置が、自己と同一のグループに属しているか否かを確認する。
　もし受信したグループネームが、自己の通信管理テーブルに登録されたグループに該当
するグループネームでなければ、特にスタートコード及びグループネームの受信に伴う処
理を行わずに、ステップＦ１０６からステップＦ１０１に戻る。つまり、同一グループで
はないと判断して、通信を行わない。
【００８１】
　一方、受信したグループネームが、自己の通信管理テーブルに登録されたグループに該
当した場合、システムコントローラ１０はステップＦ１０６からＦ１０７に進め、リター
ンコード及び提供データの送信処理を行う。即ち通信管理テーブルにおいて、受信したグ
ループネームと同一のグループネームに対応されて記憶されているリターンコードと提供
データを読み出し、これらを発光制御部５に転送して変調処理を実行させ、光送信部４か
ら光送信出力させる。なお、今回のグループネームに対応して提供データが登録されてい
ない場合は、リターンコードのみを送信することになる。
　そしてシステムコントローラ１０はステップＦ１０８で、相手側の他の光通信装置から
の提供データの受信を待機する。
【００８２】
　このステップＦ１０８での提供データの受信は所定時間待機する。例えばシステムコン
トローラ１０はリターンコードを送信した時点からタイムカウントを開始し、他の光通信
装置からの提供データの受信が得られない期間は、ステップＦ１０９でタイムアウトとな
ったか否かを判別している。
　タイムアウトとなる前に提供データの受信が検出された場合は、システムコントローラ
１０はステップＦ１０８からＦ１１１に進み、受信した提供データをメモリ部１２に記憶
させる。
　そしてステップＦ１１２で、受信した提供データ及び／又は今回のグループネームに基
づく表示を、表示部２において実行させる。例えば図１０（ａ）（ｂ）又は図１１（ａ）
（ｂ）のような表示が行われることになり、これによって当該光通信表示装置１（又は光
通信装置３０）のユーザは、視線の合った相手が装着している他の光通信装置からの情報
を見ることができる。
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【００８３】
　提供データが受信されないままステップＦ１０９でタイムアウトと判定した場合は、ス
テップＦ１１０に進め、今回のグループネームに基づく表示を、表示部２において実行さ
せる。例えば図１１（ｂ）のような表示が行われることになる。これによって当該光通信
表示装置１（又は光通信装置３０）のユーザは、視線の合った相手が自分と共通のグルー
プに属していることを知ることができる。
　なお、提供データが受信されなかった場合、グループネームに基づく表示を行わずに、
ステップＦ１０１に戻るようにしても良い。
【００８４】
　ステップＦ１１２又はＦ１１０における、受信した提供データ及び／又は今回のグルー
プネームに基づく表示については、撮像部３で撮像された画像のモニタ表示上に提供デー
タやグループネームに基づく表示をオーバレイ表示させても良いし、表示パネル部２ａを
スルー状態とした上で提供データやグループネームに基づく表示をおこなってもよい。
　また、このステップＦ１１２又はＦ１１０で開始された、提供データ及び／又はグルー
プネームに基づく表示については、所定の条件で終了させる。例えば一定時間のみ表示を
行うようにしても良いし、ユーザの操作によって表示を終了させるようにしても良い。
　また、撮像制御部６において撮像画像解析（つまりユーザの正面の光景の解析）を行い
、対向する相手（光通信相手）をユーザが見ているか否かを判定する。そしてユーザが他
の方向を向くなどして、撮像画像内に光通信相手が存在しなくなった時点で提供データや
グループネームに基づく表示を終了させるようにしてもよい。
【００８５】
　次にステップＦ１０３でリターンコードの受信を検知した場合について説明する。
　撮像部３，撮像制御部６によって他の光通信装置からのリターンコードと提供データが
受信復調され、システムコントローラ１０にリターンコードの受信が伝えられた場合、シ
ステムコントローラ１０は処理をステップＦ１０３からＦ１１３に進める。そして、提供
データについて、メモリ部１１に記憶させる。なお、提供データが受信されなかった場合
はこの処理を省く。
　次にシステムコントローラ１０はステップＦ１１４で、表示制御部７に指示して、提供
データ及び／又は、グループネームに基づく表示を開始させる。これにより例えば図１０
（ａ）（ｂ）又は図１１（ａ）（ｂ）のような表示が行われることになり、当該光通信表
示装置１（又は光通信装置３０）のユーザは、視線の合った相手が装着している他の光通
信装置からの情報を見ることができる。或いは図１３のような表示が行われ、当該光通信
表示装置１（又は光通信装置３０）のユーザが、被装着体に取り付けられた光通信装置５
０からの情報を見ることができる。
　なお、この場合の表示制御や、表示の終了に関しては上記ステップＦ１１２又はＦ１１
０と同様に多様な処理方式が考えられる。
【００８６】
　続いてシステムコントローラ１０はステップＦ１１５に進み、相手側に送信する提供デ
ータの有無を確認する。即ち通信管理テーブルにおいて、今回のグループネーム（受信し
たリターンコードに該当するグループネーム）に対応して提供データが登録されているか
否かを確認する。提供データが登録されていなければ、ステップＦ１０１に戻る。
　今回のグループネームに対応して提供データが登録されていれば、システムコントロー
ラ１０は処理をステップＦ１１６に進め、提供データの送信処理を行う。即ち通信管理テ
ーブルにおいて、今回のグループネームに対応されて記憶されている提供データを読み出
し、これらを発光制御部５に転送して変調処理を実行させ、光送信部４から光送信出力さ
せる。そしてステップＦ１０１に戻る。
【００８７】
　ステップＦ１０４で終了と判断された場合は、システムコントローラ１０はステップＦ
１１７に進み、動作終了処理として各部の動作の停止や電源オフ処理を行って一連の動作
を終了する。
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　ユーザが装着する光通信表示装置１、又は光通信装置３０は、システムコントローラ１
０が例えばこの図１４のような処理を行うことで、図９～図１３で述べた動作が実行され
ることになる。
【００８８】
［５．被装着体に取り付けられた光通信装置の処理例］

　人以外の被装着体に取り付けられた図７の構成の光通信装置５０におけるシステムコン
トローラ１０の処理例は図１５のようになる。
　光通信装置５０のシステムコントローラ１０は、ステップＦ２０１で、他の光通信装置
（この場合、人が装着している光通信表示装置１又は光通信装置３０）から送信されたス
タートコードを受信したか否かを判別する。
【００８９】
　ステップＦ２０１でスタートコードが検知される場合とは、この図１５の処理を行って
いる光通信装置５０の被装着体に対して、光通信表示装置１又は光通信装置３０を装着し
たユーザが正面に対峙し、被装着体に視線を向け、光通信表示装置１又は光通信装置３０
が上記図１４のステップＦ１０１で送信しているスタートコード及びグループネームを受
信した場合である。
【００９０】
　光受信部８，データ復調部９によって他の光通信装置からのスタートコード及びグルー
プネームが受信復調され、システムコントローラ１０に復調されたスタートコード及びグ
ループネームが供給された場合、システムコントローラ１０は処理をステップＦ２０１か
らＦ２０２に進める。
　そしてシステムコントローラ１０は、例えばメモリ部１２に記憶してある通信管理テー
ブルを参照し、受信されたグループネームが通信管理テーブルに登録されているグループ
ネームに該当するか否かを確認する。即ち、今回スタートコード及びグループネームを送
信してきた他の光通信装置が、自己と同一のグループに属し、提供データを享受する資格
を有しているか否かを確認する。
　もし受信したグループネームが、自己の通信管理テーブルに登録されたグループに該当
するグループネームでなければ、特にスタートコード及びグループネームの受信に伴う処
理を行わずに、ステップＦ２０３からステップＦ２０１に戻る。つまり、同一グループで
はないと判断して、通信を行わない。
【００９１】
　一方、受信したグループネームが、自己の通信管理テーブルに登録されたグループに該
当した場合、システムコントローラ１０はステップＦ２０３からＦ２０４に進め、リター
ンコード及び提供データの送信処理を行う。即ち通信管理テーブルにおいて、受信したグ
ループネームと同一のグループネームに対応されて記憶されているリターンコードと提供
データを読み出し、これらを発光制御部５に転送して変調処理を実行させ、光送信部４か
ら光送信出力させる。そしてステップＦ２０１に戻る。
【００９２】
　被装着体に取り付けられた光通信装置５０におけるシステムコントローラ１０がこの図
１５のような処理を行うことにより、ユーザが装着した光通信表示装置１又は光通信装置
３０との間で図１２のような通信が行われる。これによってユーザに対して情報提供サー
ビスを行うことができる。
【００９３】
　なお、被装着体に取り付けられた光通信装置５０が、指向角度の狭い発光を行う光送信
部４から常時スタートコードを送信するようにし、人が装着している光通信表示装置１又
は光通信装置３０からのリターンコードの受信に応じて提供データの送信を行うようにし
てもよい。
【００９４】
［６．実施の形態の効果、及び変形例、拡張例］
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　以上の実施の形態によれば、互いに光通信表示装置１又は光通信装置３０を装着したユ
ーザ同志が視線が合わせたときに、その相互の光通信表示装置１（又は光通信装置３０）
の間で光通信が行われる。これによってユーザ同士が向かい合う際に互いに情報提供を行
うことができ、多様なコミュニケーション機会を創出することができる。
　また、光通信表示装置１又は光通信装置３０を装着したユーザが、光通信装置５０が取
り付けられた被装着体に注目したときに、その光通信表示装置１又は光通信装置３０と、
光通信装置５０の間で光通信が行われ、光通信表示装置１又は光通信装置３０に情報が提
供される。これによってユーザは情報提供サービスを享受できる。
【００９５】
　また、光通信による提供データの通信は、識別情報としてのグループネームにより、互
いが同一のグループに属していると判断したときに、相手側が情報通信対象と認識して実
行する。このため、光通信表示装置１又は光通信装置３０を装着したユーザ同士が向かい
合ったことのみでむやみに提供データの伝送が行われることはなく、適切な相手にのみ情
報を提供できることになる。
　被装着体に取り付けられた光通信装置５０についても、グループネームが一致した場合
のみ提供データを送信するため、所定の条件を満たして同一グループに登録されたユーザ
のみに情報提供を行うことができる。例えば会員限定の情報提供、興味対象が合致する一
般ユーザのみへの情報提供、会社や団体等の職員のみへの情報提供、施設管理者等の所定
の職員などのみへの情報提供、利用料を支払ってグループ登録したユーザのみへの情報提
供など、多様な形態で利用者を限定した情報提供を行うことができる。
【００９６】
　また、光通信には可視光を用いれば、光通信時の発光部４ａの点滅発光を、相対するユ
ーザが認識できる。このため、或るユーザが多数の人が向かい合っているときに、情報通
信を行っている相手を認識し易い。
　一方、赤外光など可視光領域外の波長の光を用いるようにすることで、通信時の発光点
滅は人には見えないため、むやみに点滅することで本人や周囲の人が違和感を感じたり不
快に感じることをなくすことができる。
【００９７】
　また光通信表示装置１、光通信装置３０では、光通信の受光手段として撮像部３を用い
ているが、これによって撮像動作と光通信動作を兼ね、構成の簡略化を図ることができる
。
　撮像部３で撮像が行われ、撮像画像データがメモリ部１２に記憶されるようにすれば、
ユーザは日常の光景を記録できる。例えば常時撮像画像データを記録している中で、光通
信が行われたときは、その撮像画像データとともに提供データやグループネームなども記
録するようにすれば、後に撮像画像データを再生させたときも、提供データやグループネ
ームを確認できることになる。
　また、撮像機能（撮像部３，撮像制御部６）をなくし、光通信表示装置１、光通信装置
３０において光通信装置５０で述べたような光受信部８やデータ復調部９を備えるように
すれば、光通信表示装置１、光通信装置３０の構成の簡略化や軽量化を図ることができる
。
【００９８】
　ここまで説明してきた実施の形態の光通信表示装置１，光通信装置３０，５０の構成例
や処理例については多様な変形例や拡張例が考えられる。ここでは本発明に該当する範囲
での実施の形態の変形例や拡張例を述べていく。
【００９９】
　図１６は、光通信表示装置１又は光通信装置３０のシステムコントローラ１０の他の処
理例を示したものである。この図１６では上記図１４と同一の処理には同一のステップ番
号を付し、説明を省略するが、特にスタートコード及びグループネームの送信処理に関し
て、ステップＦ９１、Ｆ９２、Ｆ９３の処理を行うようにしたものである。
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　この場合、システムコントローラ１０は、最初にステップＦ９１で撮像制御部６に対し
て撮像画像解析を開始させる。ここでは特に、撮像画像において、人と認識できる画像が
含まれているか否かの解析を行うようにする。
【０１００】
　撮像制御部６の解析結果として、特に撮像画像光景、つまりユーザの前方において人の
存在が認識できない場合は、ステップＦ９２からＦ１０２，Ｆ１０３，Ｆ１０４の監視処
理を行って、ステップＦ９２に戻る。
　撮像制御部６の画像解析によって人の存在が認識された場合は、ステップＦ９３に進み
、システムコントローラ１０はスタートコード及びグループネームの送信制御を行う。即
ち通信管理テーブルにエントリされている１又は複数のグループについて、スタートコー
ド及びグループネームを読み出し、これらを発光制御部５に供給して変調させ、光送信部
４から光送信出力させる。そしてステップＦ１０２，Ｆ１０３，Ｆ１０４の監視処理に進
む。
　ステップＦ１０２，Ｆ１０３，Ｆ１０４以降の処理は上記図１４と同様である。
【０１０１】
　即ちこの図１６の処理例は、スタートコード及びグループネームの光送信を、常時では
なく、ユーザの視線方向に人がいることを検知した場合にのみ実行するものである。
　ユーザの前方に人がいない場合は、スタートコード及びグループネームの送信は無駄と
なるため、人の認識に応じて送信することで処理の効率化や消費電力の低減という効果を
得ることができる。
　なお、人の認識によってスタートコード及びグループネームを送信するというのは、ユ
ーザが装着する光通信表示装置１又は光通信装置３０同士の通信を想定したものであり、
被装着体に取り付けられた光通信装置５０に対してスタートコード及びグループネームを
送信するということは行われない。
　但し、この場合、例えば被装着体に取り付けられた光通信装置５０が、常時スタートコ
ード及びグループネームを送信するようにすれば、光通信装置５０からのスタートコード
及びグループネームの受信に応じて、この図１６の処理を行う光通信表示装置１又は光通
信装置３０がステップＦ１０２以降に進むことになるため、光通信装置５０との間の通信
も成立できることになる。
【０１０２】
　また、画像解析性能によっては、人の認識ではなく他の光通信装置自体の認識を行うよ
うにしてもよい。
　特に光通信表示装置１、光通信装置３０、光通信装置５０において、これらに共通する
、特有の筐体形状（筐体一部の形状）やマークなどを決めておき、それを認識することで
スタートコード及びグループネームを発信するという手法も考えられる。
【０１０３】
　次に提供データやグループネームに基づいた表示処理についての動作例を述べる。
　図１０，図１１，図１３に例示したように提供データやグループネームに基づく表示が
行われるわけであるが、提供データとグループネームの両方に基づく表示、提供データに
基づく表示のみ、或いはグループネームに基づく表示のみのいずれを実行するかについて
は、ユーザが予め選択設定したり、設定変更を行うことができるようにしてもよい。
【０１０４】
　また、これらの表示を行う際には、その時点のメイン表示１００の輝度、色、特にデー
タ表示１０１やグループ表示１０２の周囲の輝度や色に応じて、データ表示１０１やグル
ープ表示１０２の輝度、色度、透過率等を調整することが好適である。例えば周囲の画像
に相反する色や輝度を選択してデータ表示１０１やグループ表示１０２を行い、データ表
示１０１やグループ表示１０２の視認性を高める。
【０１０５】
　またデータ表示１０１やグループ表示１０２を表示パネル部２ａの画面上のどの位置に
表示するかは多様に考えられる。画面上の下端部、上端部などにおいてメイン表示１００



(23) JP 4973299 B2 2012.7.11

10

20

30

40

50

と分割して表示してもよいし、図１０，図１１、図１３のようにメイン表示１００に重畳
するように表示させてもよい。さらに、画面上での表示位置をユーザが選択できるように
してもよい。
　また提供データやグループネームに基づいて表示するデータ量が多い場合などは、スク
ロール表示やページ送り表示によって全データが表示されるようにすることも考えられる
。
　また提供データが画像データであったり、画像データが含まれている場合も想定される
。その場合、画像データを子画面で表示したり、画面全体に画像データを表示することも
考えられる。
【０１０６】
　またデータ表示１０１やグループ表示１０２を、通信相手となっている相手の画像の近
傍に表示することも好適である。
　例えば図１７のように、ユーザの前方に複数の人物がいて、それらの人物が表示パネル
部２ａで表示されている（もしくはスルー状態で表示パネル部２ａを介して見ている）場
合、表示パネル部２ａの画面上でのデータ表示１０１の位置を、画面上での通信相手の位
置の近傍とすることで、誰からの提供データであるかを分かり易くすることができる。
　例えば撮像画像を解析することによっては、光通信での相手側の送信光の発光位置を、
画面上の位置として検出することができるため、その検出した発光位置に応じてデータ表
示１０１やグループ表示１０２の表示位置を決定する。
　なお、データ表示１０１やグループ表示１０２自体を発光位置の近傍にしなくとも、発
光位置を検出したら、画面上における発光位置にポインタ表示等を行って指し示すように
してもよい。このようにすれば、データ表示１０１やグループ表示１０２の表示位置を画
面の隅などに固定しても、ユーザが通信相手を認識し易くできる。
【０１０７】
　また光通信表示装置１又は光通信装置３０の構成例として、図１８に示すように撮像部
３，撮像制御部６とともに、光受信部８、データ復調部９を設ける構成も考えられる。
　このような構成により、撮像部３，撮像制御部６は撮像機能のみで動作し、光受信部８
、データ復調部９は光通信における受信機能のみで動作することが考えられる。
【０１０８】
　さらに、このような構成において、次のような動作を行うことも考えられる。
　光通信は赤外光などの可視光領域外の波長の光を使用するものとする。
　そして撮像部３は、可視光領域に加えて可視光領域外、例えば赤外光を検出できる構成
とすると共に、可視光のみを通過させるフィルタを設ける。光受信部８は、可視光領域外
、例えば赤外光を検出するものとする。
　通常時は、撮像部３において上記フィルタを機能させ、可視光のみの撮像を行い、撮像
画像を表示部２で表示させる。
　一方、相手側の他の光通信装置から送信されてくるスタートコードの検出は光受信部８
、データ復調部９により実行する。
　そしてもし相手が同一グループであって通信を開始する場合は、撮像部３において上記
フィルタを外し、光通信の発光パターンについてもユーザが撮像画像上で認識できるよう
にする。
　このようにすると、同一グループ間での通信を行わない限り、ユーザには他の光通信装
置での発光は見えない。これによって余計な発光が見えることで視覚的に邪魔に感じるこ
とが無くなる。
　一方で、同一グループ同士時での通信が行われるときは、ユーザは相手側の発光が見え
ることになる。これによって通信相手を認識し易いことになる。
【０１０９】
　光通信におけるグループネーム、スタートコード、リターンコード、提供データの通信
の全部又は一部は、暗号化を行うようにしてもよい。少なくとも提供データについて暗号
化を行うようにしてもよい。
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　暗号化は、システム上で共通の暗号鍵を用いて行うものでもよいが、例えばグループ毎
に暗号鍵が設定されているようにすると、グループ内のセキュリティ維持に好適である。
　例えば図１９に示すように、通信管理テーブルにおいて、各グループネームに対応して
異なる暗号鍵Ｋ１，Ｋ２，Ｋ３・・・を登録する。
　そして例えばグループネームＧＰＮ２の光通信表示装置１同志で通信を行う場合は、提
供データＤＴｃを暗号鍵Ｋ２により暗号化して送信する。相手側もグループネームＧＰＮ
２に対応させて暗号鍵Ｋ２を登録していることで、提供データＤＴｃを復号して取得でき
る。
【０１１０】
　また提供データは、音声データであることも考えられる。
　例えば光通信表示装置１又は光通信装置３０において、イヤホンなどの音声出力部や、
音声信号処理部を設けるように、提供データとして音声データが受信されたら、その音声
データをイヤホン等から音声出力してユーザに聞かせるようにすることも想定される。
【０１１１】
［７．実施の形態の更なる拡張例（通信ログに基づく集計）］

　実施の形態の更なる拡張例を述べる。ここでは人が装着する光通信表示装置１又は光通
信装置３０や、看板等の被装着体に装着される光通信装置５０が、光通信を行った際に通
信ログ（通信履歴情報）を保存し、その後、通信ログを用いて集計処理を行って有益な情
報（ランキング情報）を生成する動作を行うことを述べる。
【０１１２】
　まず図２０で、人以外の被装着体に装着される光通信装置５０の処理例を述べる。ここ
では、被装着体の例として看板を挙げる。
　なお、図２０において図１５と同一の処理は同一のステップ番号を付し、重複説明を避
ける。
　この図２０としての光通信装置５０のシステムコントローラ１０の処理例では、図１５
の処理にステップＦ２５０が追加されている。
　即ち、ステップＦ２０１で他の光通信装置（人が装着している光通信表示装置１又は光
通信装置３０）から送信されたスタートコードを受信し、ステップＦ２０２でグループネ
ームの取込や通信管理テーブルの確認を行った後、ステップＦ２５０として、通信ログの
保存処理を行う。例えばシステムコントローラ１０は、通信ログとして、タイムスタンプ
、グループネームを通信ログとして例えばメモリ部１２に保存する。
　タイムスタンプとは、スタートコード受信時の年月日時分秒の情報である。システムコ
ントローラ１０は内部の時計機能で現在の年月日時分秒を計数しており、スタートコード
受信時の年月日時分秒をタイムスタンプとして通信ログに加える。
【０１１３】
　そして相手側の他の光通信装置からのグループネームが、当該光通信装置５０の通信管
理テーブルに登録されたグループネームであれば、ステップＦ２０３からＦ２０４Ａに進
んで、リターンコードや提供データを送信する。なお、ここではリターンコードや提供デ
ータと共に、当該光通信装置５０が装着された被装着体（この場合、看板）の識別情報と
しての看板ＩＤも送信する。例えばシステムコントローラ１０は、被装着体としての看板
の識別情報としての看板ＩＤ（看板個体のＩＤでもよいし、同一の提示内容の看板に共通
のＩＤでもよい）を保存しており、この看板ＩＤを送信するようにする。
　なお、この看板ＩＤの送信は、図２２で後述するように、人が装着している光通信表示
装置１又は光通信装置３０側での通信ログの保存や集計に用いるためのものであり、特に
看板側の光通信装置５０が処理に用いるものではない。従って、人が装着している光通信
表示装置１又は光通信装置３０側で後述する看板ＩＤを含むログ保存を行わないのであれ
ば、光通信装置５０が看板ＩＤを送信する必要はない。
【０１１４】
　例えばこの図２０の処理により、スタートコードが受信される毎に通信ログの保存が行
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われ、通信ログの情報が図２１（ａ）のように保存されていくことになる。つまりタイム
スタンプと共に、当該看板を見たユーザが装着していた光通信表示装置１又は光通信装置
３０から送られたグループネームが保存される。
　このように通信ログの保存を行うことで、ある時点でログ情報の集計を行い、有益な情
報を得ることができる。
　例えば図２１（ｂ）には、３月の１ヶ月間の通信ログの集計を行って、グループネーム
のランキングデータを生成した例である。
　タイムスタンプにより例えば２００７年３月のログデータを抽出し、その中でグループ
ネーム毎の数を集計することで、このようにグループネーム毎のカウント数のランキング
を示したデータを生成できる。
　このランキングデータは、看板を見た人の総数や、どのようなグループネームの人が何
回この看板を見たかということを示すデータとなる。例えば上述したように趣味や嗜好に
応じてグループネームが設定されていれば、どのような趣味嗜好の人が看板をよく見てい
るか、或いはどのような趣味嗜好の人が看板をあまり見ていないか、などといったことを
把握できる。つまり看板による宣伝効果を推定したり、より効果的な宣伝のための指標な
どとして、このランキングデータを利用できることとなる。
【０１１５】
　また、ここでは看板の例を挙げたが、光通信装置５０の被装着体を例えば商品や展示品
などとした場合、ランキングデータは、それらの商品や展示品を見たり、手に取って見た
人の総数や、興味を抱いた人の傾向としての趣味嗜好（グループネーム）を把握するため
の情報となる。
　例えば音楽ＣＤ、ＤＶＤ等の商品を被装着体とする場合、アルバムジャケットの効果（
人目を引くジャケットであるか否か）などの判定にも用いることができる。もちろん電気
製品、衣服、書籍、家具、日用品など、あらゆる商品でも、その商品の注目度や、注目す
る人の趣味・嗜好の傾向の判断にも有用な情報となる。
【０１１６】
　なお、図２０の処理では、スタートコードの受信時に、送信されてきたグループネーム
が、当該光通信装置５０の該当グループであるか否かにかかわらずログデータ保存を行う
ようにしたが、例えばステップＦ２０４Ａの直前又は直後にログデータ保存を行うように
してもよい。つまり該当グループネームのユーザが看板等を見た場合のみ、ログ保存を行
うという処理例である。
【０１１７】
　また図１５の説明においても付記したが、被装着体に装着された光通信装置５０が、ス
タートコードを送信するようにし、他の光通信装置からのリターンコードを受信した際に
も提供データの送信を行うようにしても良い。そのような処理動作を行う場合、リターン
コードの受信に応じてもログ保存を行うことが適切である。
　また、通信ログにはユーザ側の情報としてはグループネームのみを保存し、ユーザ個人
のプライバシーを侵害するような情報を含まないようにすることが好適である。
【０１１８】
　また、生成したランキングデータの出力形態は多様に考えられる。例えば図７の構成に
加えて表示部や操作部を設け、光通信装置５０の管理者の操作に応じてランキングデータ
が表示部に表示されるようにしても良い。
　また光ディスクやメモリカードなどの可搬性記録媒体に対する記録部を設け、ランキン
グデータを可搬性記録媒体に記録し、管理者等が可搬性記録媒体を持ち出すことで、他の
再生装置でランキングデータを見ることができるようにしても良い。
　さらに、通信部を設け、ランキングデータを送信出力することで、管理者等が受信側の
機器でランキングデータを見ることができるようにしてもよい。
【０１１９】
　次に、人が装着する光通信表示装置１又は光通信装置３０における通信ログの記録及び
その集計について述べる。
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　図２２に光通信表示装置１又は光通信装置３０のシステムコントローラ１０の処理を示
す。これは上記図１４の処理に、ログの保存の処理としてステップＦ１５０、Ｆ１５１を
加えたものである。図１４と同一処理は同一ステップ番号を付し説明を省略する。
【０１２０】
　この図２２の場合、ステップＦ１０３でリターンコードを受信した場合、ステップＦ１
５０で通信ログ保存処理が行わる。またステップＦ１０２でスタートコードを受信した場
合も、ステップＦ１５１で通信ログ保存処理が行われる。
　即ち、ステップＦ１５０，Ｆ１５１では、他の光通信装置（他人の光通信表示装置１又
は光通信装置３０、又は看板等の被装着体の光通信装置５０）からのスタートコードやリ
ターンコードの受信に応じて、システムコントローラ１０は、通信ログとして、タイムス
タンプ、グループネーム、及び看板ＩＤを例えばメモリ部１２に保存する。
　タイムスタンプとは、スタートコード或いはリターンコードの受信時の年月日時分秒の
情報である。システムコントローラ１０は内部の時計機能で現在の年月日時分秒を計数し
ており、スタートコード或いはリターンコードの受信時の年月日時分秒をタイムスタンプ
として通信ログに加える。
　またグループネームについては、ステップＦ１５１の場合は、ステップＦ１０５で取り
込んだグループネームであり、ステップＦ１５０の場合は、リターンコードを相手から送
信させることとなったグループネーム（つまり自身がステップＦ１０１で送信したグルー
プネーム）である。
　また、光通信相手が看板に装着された光通信装置５０であって上記図２０の処理を行う
ものであった場合は、リターンコードとともに看板ＩＤも送信されてくるが、その場合（
つまり看板ＩＤが受信された場合）は看板ＩＤもログデータに加える。
　なお、ここでは「看板ＩＤ」を例として説明しているが、光通信装置５０が商品や展示
品に装着されている場合、看板ＩＤに代わって「商品ＩＤ」や「展示品ＩＤ」となること
はいうまでもない。
【０１２１】
　例えばこの図２２の処理により、スタートコードやリターンコードが受信される毎に通
信ログの保存が行われ、通信ログの情報が図２３（ａ）のように保存されていくことにな
る。つまりタイムスタンプと共に、通信相手となった他人の光通信表示装置１、又は他人
の光通信装置３０、又は看板等の被装着体の光通信装置５０からのグループネームが保存
される。また通信相手が看板の光通信装置５０であった場合、看板ＩＤも保存されること
になる。図２３（ａ）のログデータにおいて、例えばグループネームＧＰＮ１０、ＧＰＮ
１５は、看板の光通信装置５０に該当するグループネームであるとしており、それらにつ
いて看板ＩＤがとも保存される状態を示している。
　一方、グループネームＧＰＮ１は、他人が装着する光通信表示装置１又は光通信装置３
０からのスタートコード又はリターンコードに応じたグループネームであり、その場合は
タイムスタンプと共にグループネームのみが保存される。
【０１２２】
　このように通信ログの保存を行うことで、ログ情報の集計を行ってランキング情報を得
ることができる。
　例えば図２３（ｂ）には、３月の１ヶ月間の通信ログの集計を行って、グループネーム
のランキングデータを生成した例である。
　タイムスタンプにより例えば２００７年３月のログデータを抽出し、その中でグループ
ネーム毎の数を集計することで、このようにグループネーム毎のカウント数のランキング
を示したデータを生成できる。
　このランキングデータは、ユーザ自身が出会った人や見た看板等について、グループネ
ーム毎の回数を示すデータとなる。
　特に集計の仕方として、例えば相手が人である場合のログ（看板ＩＤが含まれていない
ログデータ）を抽出して集計すれば、ランキングデータは、どのグループネームの人にそ
れぞれ何回出会ったかを示す情報となる。
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　また看板ＩＤが含まれているログデータを抽出して集計すれば、ランキングデータは自
分がどのような看板（どのようなグループネームの看板）を何回見たかを示す情報となる
。
　また、図２３（ｃ）は、例えばタイムスタンプにより抽出した或る期間の中で、看板Ｉ
Ｄ毎のログデータ数を集計したランキングデータである。
　このランキングデータは、ユーザ自身が各看板ＩＤの看板をそれぞれ何回見ているかを
示す情報となり、また自分が興味を持っている看板を示すものともなる。
　もちろん看板ＩＤではなく商品ＩＤ、展示品ＩＤなどとしてのランキングデータを生成
すれば、ユーザ自身が興味を持った商品等を示す情報となったり、目にした回数の多い商
品等を示す情報となる。
【０１２３】
　また、生成したランキングデータの出力形態は多様に考えられる。例えばユーザの操作
に応じて、図５又は図６の表示部２でランキングデータが表示されるようにしても良い。
　また光ディスクやメモリカードなどの可搬性記録媒体に対する記録部を設け、ランキン
グデータを可搬性記録媒体に記録し、その可搬性記録媒体を他の再生装置で再生してラン
キングデータを見ることができるようにしても良い。
　さらに、通信部を設け、ランキングデータを送信出力することで、ユーザ自身もしくは
他人が受信側の機器でランキングデータを見ることができるようにしてもよい。
【０１２４】
　次に多数のユーザの光通信表示装置１又は光通信装置３０のログデータや、多数の被装
着体に装着された光通信装置５０のログデータを、集計サーバで集計するシステムを考え
る。
　図２４にシステム形態を示す。人が装着する光通信表示装置１（又はここでは図示して
いないが光通信装置３０）は、図５（又は図６）の構成に加えて通信部１４０を備えるよ
うにする。
　また看板等の被装着体に装着される光通信装置５０も、図７の構成に加えて通信部１４
０を備えるようにする。そして、これらの光通信表示装置１、光通信装置３０、光通信装
置５０の通信部１４０は、ネットワーク６０を介して集計サーバ７０と通信可能とされる
。
　ネットワーク６０としては、インターネット、携帯電話通信網、ＰＨＳ通信網、アドホ
ックネットワーク、ＬＡＮなど、各種考えられる。
【０１２５】
　そして、光通信表示装置１と光通信装置５０の間や、或いは人が装着した光通信表示装
置１（又は光通信装置３０）同志は、上述したように光通信によりスタートコード、リタ
ーンコード、提供データ等の授受を行うわけであるが、それらの光通信を行うことに応じ
て生成したログデータを、ネットワーク６０を介して集計サーバ７０に送信する。
　このようにすると、集計サーバ７０は、多数の光通信表示装置１（又は光通信装置３０
）や、多数の光通信装置５０のログデータを集め、それらの集計処理を行うことができる
ようになる。
【０１２６】
　この図２４のようなシステムを前提とした処理例として、まず図２５に、看板等の被装
着体に装着された光通信装置５０のコントローラ１０の処理例を示す。
　図２５は、上記図２０の処理にステップＦ２５１を加えたものである。即ちスタートコ
ードの受信の際に、ステップＦ２５０としてタイムスタンプとグループネームを含むログ
データを保存したら、続いてステップＦ２５１で、そのログデータとしてのタイムスタン
プ、グループネームと、さらに看板ＩＤとを通信部１４０から集計サーバ７０に送信させ
る処理を行う。
【０１２７】
　各看板に装着された光通信装置５０が、この図２５の処理を行うことで、集計サーバ７
０には、看板ＩＤ毎にログ情報（タイムスタンプとグループネーム）が集積されていく。
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　つまり集計サーバ７０では、多数の光通信装置５０からのログデータを集め、それらを
対象として集計処理を行い、各種ランキングデータを生成することができる。
　例えば各看板ＩＤの看板が、どのような趣味・嗜好（グループネーム）の人たちによっ
て見られているかのランキングデータを生成できる。例えば１つの看板ＩＤに対して、グ
ループネームの集計数の順位のランキングデータである。
　また、人に見られている看板ＩＤの順位としてのランキングデータも生成できる。即ち
看板ＩＤ毎の見られた回数としてのカウント値のランキングデータである。
　また各グループネームについて、どの看板ＩＤがよく見られているかのランキングデー
タを生成できる。即ち或るグループネームに対して、看板ＩＤの集計数のランキングデー
タである。
　さらに、看板ＩＤによって看板が設置されている場所などが判別できるのであれば、場
所毎にランキングデータを生成できる。例えば渋谷駅ハチ公周辺に設置されている看板の
看板ＩＤのログデータを抽出し、その集計を行うことで、ハチ公周辺で、どの看板がよく
見られているかといったことを示すランキングデータを生成することができる。即ちハチ
公周辺の各看板ＩＤの集計数のランキングデータである。
　また特定のグループネームで、特定の場所での看板ＩＤのログデータを抽出して集計す
れば、その場所での特定のグループネームの人を対象とした看板ＩＤの集計数のランキン
グデータを生成できる。
【０１２８】
　これらのような集計サーバ７０の集計処理により、どの看板が良く見られているかなど
の広告効果の判定や、どのような人（グループネーム）に見られているかの傾向、或いは
場所毎での広告効果や、場所内での看板毎の広告効果の分析など、看板に関する多様な情
報を得ることができる。
　もちろん看板以外の商品や展示物などについても同様に、有益なランキングデータを生
成できる。
【０１２９】
　図２６は、上記図２４のシステムを前提とした、人が装着する光通信表示装置１又は光
通信装置３０のシステムコントローラ１０の処理例である。
　この図２６は、上記図２２の処理にステップＦ１５２，Ｆ１５３を加えたものである。
即ちスタートコードの受信の際に、ステップＦ１５１としてタイムスタンプ、グループネ
ーム、看板ＩＤを含むログデータを保存したら、続いてステップＦ１５３で、そのログデ
ータとしてのタイムスタンプ、グループネーム、看板ＩＤを通信部１４０から集計サーバ
７０に送信させる処理を行う。
　またリターンコード、受信の際にステップＦ１５０でタイムスタンプ、グループネーム
、看板ＩＤを含むログデータを保存したら、続いてステップＦ１５２で、そのログデータ
としてのタイムスタンプ、グループネーム、看板ＩＤを通信部１４０から集計サーバ７０
に送信させる処理を行う。
　なお、例えばユーザ同士の通信であって、看板ＩＤを含まないログデータが生成される
場合は、ステップＦ１５２又はＦ１５３の送信処理を行わないようにする例も考えられる
。
【０１３０】
　光通信表示装置１又は光通信装置３０が、この図２６の処理を行うことで、集計サーバ
７０には、多数のユーザの光通信表示装置１又は光通信装置３０のログ情報（タイムスタ
ンプ、グループネーム、看板ＩＤ）が集積されていく。集計サーバ７０では、これらを対
象として集計処理を行い、各種ランキングデータを生成することができる。
　この場合も、例えば各看板ＩＤの看板が、どのような趣味・嗜好（グループネーム）の
人たちによって見られているかのランキングデータを生成できる。
　また、人に見られている看板ＩＤの順位としてのランキングデータも生成できる。即ち
看板ＩＤ毎の見られた回数としてのカウント値のランキングデータである。
　また各グループネームについて、どの看板ＩＤがよく見られているかのランキングデー



(29) JP 4973299 B2 2012.7.11

10

20

30

40

50

タを生成できる。
　さらに、看板ＩＤによって看板が設置されている場所などが判別できるのであれば、場
所毎にランキングデータを生成できる。
【０１３１】
　つまり、この場合も、上記図２５で述べた場合と同様に、看板についての広告効果や傾
向を示す有益なランキングデータ、更には場所毎のランキングデータや特定の場所内での
各看板のランキングデータなどを生成できる。
　もちろん看板に限らず、商品や展示物についてのＩＤが含まれるログデータを、集計サ
ーバ７０が収集するようにすれば、それらの商品等の注目度などの指標となるランキング
データを生成できる。
【０１３２】
　以上、通信ログに基づく集計処理について述べてきたが、これらの集計結果としての各
種ランキングデータは、広告活動や商品販売に関する重要なリサーチデータとなったり、
ユーザ個人の行動の傾向を再確認できるデータとなる。
　特に、本例の光通信表示装置１又は光通信装置５０と、看板等の光通信装置５０は、人
が「見た」という状態において光通信が行われることから、看板や商品等について考える
と、人が実際に「見た」という事象に応じてログデータが保存され、それが集計されるこ
とになるため、ランキングデータは、広告効果や注目度などとして非常に信頼性が高く、
実情に即した情報となる。
【図面の簡単な説明】
【０１３３】
【図１】本発明の実施の形態の光通信表示装置の外観例の説明図である。
【図２】実施の形態の光通信装置、表示装置の外観例の説明図である。
【図３】実施の形態の被装着体に取り付けられた光通信装置の説明図である。
【図４】実施の形態の各装置間の光通信動作の説明図である。
【図５】実施の形態の光通信表示装置のブロック図である。
【図６】実施の形態の光通信装置及び表示装置のブロック図である。
【図７】実施の形態の被装着体に取り付けられる光通信装置のブロック図である。
【図８】実施の形態の通信管理テーブルの説明図である。
【図９】実施の形態の光通信動作の説明図である。
【図１０】実施の形態の表示例の説明図である。
【図１１】実施の形態の表示例の説明図である。
【図１２】実施の形態の光通信動作の説明図である。
【図１３】実施の形態の表示例の説明図である。
【図１４】実施の形態の光通信表示装置、光通信装置の処理例のフローチャートである。
【図１５】実施の形態の被装着体に取り付けられる光通信装置の処理例のフローチャート
である。
【図１６】実施の形態の光通信表示装置、光通信装置の他の処理例のフローチャートであ
る。
【図１７】実施の形態の提供データの表示位置の説明図である。
【図１８】実施の形態の光通信表示装置、光通信装置の他の構成例のブロック図である。
【図１９】実施の形態の暗号化通信の際の通信管理テーブルの説明図である。
【図２０】実施の形態の被装着体に取り付けられる光通信装置のログ保存を含む処理例の
フローチャートである。
【図２１】実施の形態のログデータ及びランキングデータの説明図である。
【図２２】実施の形態の光通信表示装置、光通信装置のログ保存を含む処理例のフローチ
ャートである。
【図２３】実施の形態のログデータ及びランキングデータの説明図である。
【図２４】実施の形態の集計サーバを含むシステムの説明図である。
【図２５】実施の形態の被装着体に取り付けられる光通信装置のログ保存及び送信を含む
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処理例のフローチャートである。
【図２６】実施の形態の光通信表示装置、光通信装置のログ保存及び送信を含む処理例の
フローチャートである。
【符号の説明】
【０１３４】
　１　光通信表示装置、２　表示部、２ａ　表示パネル部、３　撮像部、４　光送信部、
４ａ　発光部、５　発光制御部、６　撮像制御部、７　表示制御部、８　光受信部、９　
データ復調部、１０　システムコントローラ、１１　操作入力部、１２　メモリ部、３０
　光通信装置、４０　表示装置、５０　光通信装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】

【図２６】
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