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(57)【要約】
　パーソナルメディア再生装置であって、メディア信号
を受信するように構成された信号受信機、受信されたメ
ディア信号から複数の信号を得て、かつ得られた信号の
各々を利用者の複数の身体部分の個々の１カ所に対して
適合させるように構成された、信号受信機と通信状態に
ある信号発生器、および信号発生器と通信状態にある複
数の振動デバイスを備え、各振動デバイスは、利用者の
身体部分の個々の１カ所の上に配置可能であり、身体部
分に対して適合させられた信号に従って身体部分上で振
動するように構成された装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パーソナルメディア再生装置であって：
　メディア信号を受信するように構成された信号受信機；
　前記受信されたメディア信号から複数の信号を得て、前記得られた信号の各々を利用者
の複数の身体部分の個々の１カ所に対して適合させるように構成された、前記信号受信機
と通信状態にある信号発生器；および
　前記信号発生器と通信状態にある複数の振動デバイスを備え、各振動デバイスは、前記
利用者の前記身体部分の個々の１カ所の上に配置可能であり、前記身体部分に対して適合
させられた前記信号に従って、前記身体部分上で振動するように構成された
装置。
【請求項２】
　前記信号発生器は、前記身体部分に最適な波形を用いて、前記得られた信号を適合させ
るようにさらに構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記信号発生器は、前記身体部分に最適な周波数を用いて、前記得られた信号を適合さ
せるようにさらに構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記信号発生器は、あらかじめ定義されたシーケンスを前記得られた信号に挿入するこ
とにより、前記得られた信号を適合させるようにさらに構成された、請求項１に記載の装
置。
【請求項５】
　前記信号発生器は、あらかじめ定義されたシーケンスを前記受信されたメディア信号内
に識別すると、あらかじめ定義されたシーケンスを前記得られた信号に挿入することによ
り、前記得られた信号を適合させるようにさらに構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記信号発生器は、前記得られた信号の少なくとも一部を圧縮することにより、前記得
られた信号を適合させるようにさらに構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記振動デバイスは、前記身体部分に最適な方法で、前記身体部分上で振動するように
さらに構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項８】
　前記振動デバイスは、前記身体部分に最適な方向に前記身体部分上で振動するようにさ
らに構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記信号発生器は、前記利用者の前記身体部分の異なる部分に対して適合させられた少
なくとも２つの得られた信号間に位相差を導入するようにさらに構成された、請求項１に
記載の装置。
【請求項１０】
　前記信号発生器は、前記得られた信号を適合させるために、あらかじめ定義されたプロ
トコルに従って、前記受信されたメディア信号に埋め込まれた制御信号を使用するように
さらに構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項１１】
　前記受信されたメディア信号からオーディオ信号を得るように構成されたオーディオ信
号発生器をさらに備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１２】
　前記信号発生器は、前記身体部分に対して前記適合させられた信号を最適化するように
さらに構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記信号発生器は、事前設定された数の身体部分に対して前記信号を得るようにさらに
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構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記信号発生器を制御するために、前記利用者により操作可能な、前記信号発生器と通
信状態にあるコントロールパネルをさらに備える、請求項１に記載の装置。
【請求項１５】
　複数の環境の中から選択することにより前記信号発生器を制御するために、前記利用者
により操作可能な、前記信号発生器と通信状態にあるコントロールパネルをさらに備える
、請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記振動デバイスは、前記得られた信号を前記個々の身体部分に対してさらに適合させ
るようにさらに構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項１７】
　前記適合させられた信号は低周波信号である、請求項１に記載の装置。
【請求項１８】
　前記信号発生器は、動きに似た感覚を生成するように設計された非対称波形を用いて前
記得られた信号を適合させ、かつ前記利用者に実際のフィードバックの動きで応答させる
ようにさらに構成された、請求項１に記載の装置。
【請求項１９】
　前記振動デバイスの少なくとも１つは無線である、請求項１に記載の装置。
【請求項２０】
　パーソナルメディア再生装置であって：
　メディア信号を受信するように構成された信号受信機；
　前記受信されたメディア信号から信号を得るように構成された、前記信号受信機と通信
状態にある信号発生器；および
　前記信号取得器と通信状態にある複数の振動デバイスを備え、各振動デバイスは、前記
利用者の複数の身体部分の個々の１カ所の上に配置可能であり、前記身体部分に最適な方
法で、前記得られた信号に従って、前記身体部分上で振動するように構成された装置。
【請求項２１】
　前記振動デバイスは、前記身体部分に最適な方向に前記身体部分上で振動するようにさ
らに構成された、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記受信されたメディア信号からオーディオ信号を得るように構成されたオーディオ信
号発生器をさらに備える、請求項２０に記載の装置。
【請求項２３】
　前記信号発生器を制御するために、前記利用者により操作可能な、前記信号発生器と通
信状態にあるコントロールパネルをさらに備える、請求項２０に記載の装置。
【請求項２４】
　前記振動デバイスは、前記得られた信号を前記個々の身体部分に対して適合させるよう
にさらに構成された、請求項２０に記載の装置。
【請求項２５】
　前記得られた信号は低周波信号である、請求項２０に記載の装置。
【請求項２６】
　前記振動デバイスの少なくとも１つは無線である、請求項２０に記載の装置。
【請求項２７】
　パーソナルメディア再生方法であって：
　メディア信号を受信するステップ；
　前記受信されたメディア信号から複数の信号を得て、前記得られた信号の各々を利用者
の複数の身体部分の個々の１カ所に対して適合させるステップ；および
　前記身体部分に対して適合させられた前記信号に従って、前記身体部分の各々の上に振
動を加えるステップ
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　を含む方法。
【請求項２８】
　前記身体部分に最適な波形を用いて、前記得られた信号を適合させるステップをさらに
含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記身体部分に最適な周波数を用いて、前記得られた信号を適合させるステップをさら
に含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　あらかじめ定義されたシーケンスを前記得られた信号に挿入することにより、前記得ら
れた信号を適合させるステップをさらに含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３１】
　あらかじめ定義されたシーケンスを前記受信されたメディア信号内に識別すると、あら
かじめ定義されたシーケンスを前記得られた信号に挿入することにより、前記得られた信
号を適合させるステップをさらに含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３２】
　前記得られた信号の少なくとも一部を圧縮することにより、前記得られた信号を適合さ
せるステップをさらに含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３３】
　前記身体部分に最適な方法で前記振動を加えるステップをさらに含む、請求項２７に記
載の方法。
【請求項３４】
　前記身体部分に最適な方向に前記振動を加えるステップをさらに含む、請求項２７に記
載の方法。
【請求項３５】
　前記利用者の前記身体部分の異なる部分に対して適合させられた少なくとも２つの得ら
れた信号間に位相差を導入するステップをさらに含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項３６】
　前記低周波信号を適合させるために、あらかじめ定義されたプロトコルに従って前記受
信されたメディア信号に埋め込まれた制御データを使用するステップをさらに含む、請求
項２７に記載の方法。
【請求項３７】
　前記受信されたメディア信号からオーディオ信号を得るステップをさらに含む、請求項
２７に記載の方法。
【請求項３８】
　前記適合させられた信号を前記身体部分に対して最適化するステップをさらに含む、請
求項２７に記載の方法。
【請求項３９】
　事前設定された数の身体部分に対して前記信号を得るステップをさらに含む、請求項２
７に記載の方法。
【請求項４０】
　前記利用者が前記適合するステップを制御することができるようにするステップをさら
に含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項４１】
　複数の環境の中から選択することにより、前記利用者が前記適合するステップを制御す
ることができるようにするステップをさらに含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項４２】
　前記得られた信号は低周波信号である、請求項２７に記載の方法。
【請求項４３】
　動きに似た感覚を生成し、かつ前記利用者に実際のフィードバックの動きで反応させる
ように構成された非対称波形を用いて、前記得られた信号を適合させるステップをさらに
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含む、請求項２７に記載の方法。
【請求項４４】
　パーソナルメディア再生方法であって：
　メディア信号を受信するステップ；
　前記受信されたメディア信号から信号を得るステップ；および
　利用者の複数の身体部分の各１カ所の上に、前記身体部分に最適な方法で、前記得られ
た信号に従って振動を加えるステップ
　を含む方法。
【請求項４５】
　前記身体部分に最適な方向に、前記振動を前記身体部分上に加えるステップをさらに含
む、請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　前記受信されたメディア信号からオーディオ信号を得るステップをさらに含む、請求項
４４に記載の方法。
【請求項４７】
　前記利用者が前記得るステップを制御することができるようにするステップをさらに含
む、請求項４４に記載の方法。
【請求項４８】
　前記得られた信号の各々を前記利用者の前記身体部分の個々の１カ所に対して適合させ
るステップをさらに含む、請求項４４に記載の方法。
【請求項４９】
　前記得られた信号は低周波信号である、請求項４４に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はメディアシステムに関し、より詳細には、限定的ではなくパーソナルメディア
再生システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、さまざまなパーソナルメディア再生システムが、メディアの消費者に利用可能で
ある。
【０００３】
　広く使用されているパーソナルメディア再生システムの中には、ＭＰ３プレーヤ、ポー
タブルＤＶＤプレーヤはもとより、音楽または映画を格納し、かつ記録された音楽または
映画を再生することができるスマート携帯電話（たとえばＡｐｐｌｅ（商標）のｉＰｈｏ
ｎｅまたはＳａｍｓｕｎｇ（商標）のＧａｌａｘｙ　Ｓ）がある。
【０００４】
　現在のパーソナルメディア再生システムは、従来型のイヤホンおよび／または小型スピ
ーカを介して利用者にステレオサウンドを提供する。
【０００５】
　イヤホンおよびスピーカは適切な音を提供することができるが、大編成のオーケストラ
またはロックバンドによる生演奏中にナイトクラブまたは劇場で感じられるような臨場感
のある感覚体験を提供することはない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　イヤホンおよびスピーカは、ただ１つの感覚チャネル、すなわち耳により感じられる音
響に制限されるので、イヤホンおよびスピーカは臨場感のある感覚体験を十分に提供でき
ない。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一様態によれば：メディア信号を受信するように構成された信号受信機、受信
されたメディア信号から複数の信号を得て、かつ得られた信号の各々を利用者の複数の身
体部分の個々の１カ所に対して適合させるように構成された、信号受信機と通信状態にあ
る信号発生器、および信号発生器と通信状態にある複数の振動デバイスを備え、各振動デ
バイスは、利用者の身体部分の個々の１カ所の上に配置可能であり、身体部分に対して適
合された信号に従って身体部分上で振動するように構成されたパーソナルメディア再生装
置が提供される。
【０００８】
　本発明の第２の様態によれば：メディア信号を受信するように構成された信号受信機、
受信されたメディア信号から信号を得るように構成された、信号受信機と通信状態にある
信号発生器、および信号取得器（ｄｅｒｉｖｅｒ）と通信状態にある複数の振動デバイス
を備え、各振動デバイスは、利用者の複数の身体部分の個々の１カ所の上に配置可能であ
り、身体部分に最適な方法で、得られた信号に従って身体部分上で振動するように構成さ
れたパーソナルメディア再生装置が提供される。
【０００９】
　本発明の第３の様態によれば：メディア信号を受信するステップ、受信されたメディア
信号から複数の信号を得るステップ、および得られた信号の各々を利用者の複数の身体部
分の個々の１カ所に対して適合させ、身体部分に対して適合させられた信号に従って身体
部分の各々の上に振動を加えるステップを含むパーソナルメディア再生方法が提供される
。
【００１０】
　本発明の第４の様態によれば：メディア信号を受信するステップ、受信されたメディア
信号から信号を得るステップ、および身体部分に最適な方法で、得られた信号に従って利
用者の複数の身体部分の各１カ所の上に振動を加えるステップを含むパーソナルメディア
再生方法が提供される。
【００１１】
　特に規定されない限り、本明細書で使用されるすべての専門用語および科学用語は、本
発明が属する当業者により一般に理解されるものと同じ意味を有する。本明細書で提供さ
れる材料、方法および例は、単に例示であって、限定することを意図するものではない。
【００１２】
　本発明の方法およびシステムの実装には、特定の選択されたタスクまたはステップを手
動で、自動的にまたはこれらの組合せで実行することまたは完了することを伴う。さらに
、本発明の方法およびシステムの好ましい実施形態の実際の器具類および機器によれば、
いくつかの選択されたステップが、ハードウェアにより、または任意のファームウェアの
任意のオペレーティングシステム上のソフトウェアにより、またはこれらの組合せにより
実装することができる。
【００１３】
　たとえば、ハードウェアのとき、本発明の選択されたステップは、チップまたは回路と
して実装することができる。ソフトウェアのとき、本発明の選択されたステップは、任意
の適切なオペレーティングシステムを使用してコンピュータにより実行される複数のソフ
トウェア命令として実装することができる。いずれの場合も、本発明の方法およびシステ
ムの選択されたステップは、データプロセッサにより、たとえば複数の命令を実行するコ
ンピューティングプラットフォームにより実行されると説明することができる。
【００１４】
　本発明は、本明細書では添付図面を参照して例だけによって説明される。このとき、図
面を詳細に具体的に参照すると、示される詳細は単に例示としておよび本発明の好ましい
実施形態を例示により説明する目的のためだけでしかなく、本発明の原理および概念的な
様態の最も有用でかつ容易に理解される説明であると考えられるものを提供するために提
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示されていることが強調される。図面を使って行われる説明により、本発明のいくつかの
形態が実際にどのようにして具体化することができるかが当業者に明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の例示的一実施形態による第１のパーソナルメディア再生装置を概略的に
示す簡易構造図である。
【図２】本発明の例示的一実施形態による第２のパーソナルメディア再生装置を概略的に
示す簡易構造図である。
【図３】本発明の例示的一実施形態による第３のパーソナルメディア再生装置を概略的に
示す簡易構造図である。
【図４】本発明の例示的一実施形態による振動デバイスを配置するための可能な身体部分
を概略的に示す簡易図である。
【図５】本発明の例示的一実施形態による第４のパーソナルメディア再生装置を概略的に
示す簡易構造図である。
【図６】本発明の例示的一実施形態によるコントロールパネルを概略的に示す簡易構造図
である。
【図７】本発明の例示的一実施形態による第１のパーソナルメディア再生方法を示す簡易
流れ図である。
【図８】本発明の例示的一実施形態による第２のパーソナルメディア再生方法を示す簡易
流れ図である。
【図９】本発明の例示的一実施形態による第３のパーソナルメディア再生方法を概略的に
示す流れ図である。
【図１０】本発明の例示的一実施形態による第４のパーソナルメディア再生方法を概略的
に示す流れ図である。
【図１１Ａ】本発明の例示的一実施形態による振動変換器を備える靴底を概略的に示す簡
易構造図である。
【図１１Ｂ】本発明の例示的一実施形態による第１の振動変換器の上面図を概略的に示す
簡易構造図である。
【図１１Ｃ】本発明の例示的一実施形態による第１の振動変換器の側面図を概略的に示す
簡易構造図である。
【図１２Ａ】本発明の例示的一実施形態による第２の振動変換器を概略的に示す簡易構造
図である。
【図１２Ｂ】本発明の例示的一実施形態による第３の振動変換器を概略的に示す簡易構造
図である。
【図１２Ｃ】本発明の例示的一実施形態による第４の振動変換器を概略的に示す簡易構造
図である。
【図１３】本発明の例示的一実施形態による第５の振動変換器を概略的に示す簡易構造図
である。
【図１４】本発明の例示的一実施形態による第６の振動変換器を概略的に示す簡易構造図
である。
【図１５】本発明の例示的一実施形態による第７の振動変換器を概略的に示す簡易構造図
である。
【図１６】本発明の例示的一実施形態による第８の振動変換器を概略的に示す簡易構造図
である。
【図１７】本発明の例示的一実施形態による第９の振動変換器を概略的に示す簡易構造図
である。
【図１８】本発明の例示的一実施形態による第１０の振動変換器を概略的に示す簡易構造
図である。
【図１９】本発明の例示的一実施形態による第１１の振動変換器を概略的に示す簡易構造
図である。
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【図２０】本発明の例示的一実施形態による第１２の振動変換器を概略的に示す簡易構造
図である。
【図２１】本発明の例示的一実施形態による第１３の振動変換器を概略的に示す簡易構造
図である。
【図２２】本発明の例示的一実施形態による第１４の振動変換器を概略的に示す簡易構造
図である。
【図２３】本発明の例示的一実施形態による第１５の振動変換器を概略的に示す簡易構造
図である。
【図２４】本発明の例示的一実施形態による第１の多方向振動変換器を概略的に示す簡易
構造図である。
【図２５】本発明の例示的一実施形態による第２の多方向振動変換器を概略的に示す簡易
構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本実施形態は、パーソナルメディア再生のための装置および方法を備える。
【００１７】
　本発明の例示的一実施形態によれば、メディア信号、たとえば１曲の音楽または映画の
サウンドトラックのオーディオ信号、ＭＰ４フォーマットで符号化されたビデオクリップ
の信号、ビデオストリームなどが受信される。
【００１８】
　次いで、メディア信号から２つ以上の信号、たとえば低周波信号が得られる。得られた
信号は類似していても、互いに異なっていてもよい。以下にさらに詳細に説明されるよう
に、得られた信号の各々は、利用者の特定の身体部分に向けられる。
【００１９】
　本発明の一実施形態では、以下にさらに詳細に説明されるように、得られた信号の各々
は、たとえば専用プロセッサチップを使用して、得られた信号が向けられるユーザの特定
の身体部分に対して適合させられる。
【００２０】
　たとえば、以下にさらに詳細に説明されるように、メディア信号から得られた信号の１
つが、骨が皮膚に近接している特定の身体部分、たとえば片方の脚に対して適合させられ
てもよく、一方では、得られた信号の別の１つが、より肉質の身体部分、たとえば腰に対
して適合させられてもよい。
【００２１】
　以下にさらに詳細に説明されるように、適合させることは、メディア信号から得られた
信号の中に、ある種の信号シーケンスを挿入すること、得られた信号波形を改変すること
、得られた信号の一定の部分を圧縮することなどを含んでもよい。
【００２２】
　以下にさらに詳細に説明されるように、適合させられた信号の各々は、１つまたは複数
の振動デバイス（以下、「振動変換器」とも呼ばれる）に送信され、信号が適合させられ
た特定の身体部分上に導入される。
【００２３】
　したがって、振動デバイスの各々は、特定の身体部分に対して適合させられた信号に従
って特定の身体部分上で振動する。
【００２４】
　他の実施形態では、メディア信号から得られた信号の各々は、特定の身体部分に向けら
れる。しかしながら、得られた信号は、利用者の特定の身体部分上に配置された１つまた
は複数の振動デバイスに、改変されずに送信される。送信された低周波信号を受信すると
、振動デバイスは、身体部分に最適な方法で、身体部分上で振動する。以下にさらに詳細
に説明されるように、振動デバイスは、たとえば、特定の身体部分に最適な振動デバイス
設計によって、または振動デバイス自体の中に埋め込まれた信号適合機能（たとえば信号
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処理用の専用電気回路を使用する）により、身体部分に最適な方法で振動する。
【００２５】
　さらに他の実施形態では、得られた信号の各々が、特定の身体部分に対して特別に適合
させられ、特定の身体部分上に配置された振動デバイスに送信される。
【００２６】
　振動デバイスは、特別に適合させることによって身体部分上に部分特有の振動を加える
、振動デバイス設計が特定の身体部分に最適化される、または両方である。
【００２７】
　すなわち、以下にさらに詳細に説明されるように、得られた信号の適合および振動デバ
イスの設計は一緒になって、特定の身体部分上に加えられる振動を最適化するのに役立つ
ことがある。
【００２８】
　本発明の例示的一実施形態による方法が、その方法のために特にミキシングされたメデ
ィア項目と共に使用されてもよい。しかしながら、信号を適合させることにより、最初に
記録されたメディアを使用して、何百万もの現在利用可能なメディア項目、たとえばビデ
オクリップまたは映画のサウンドトラックに、利用者の新しい体験を加えてもよい。
【００２９】
　すなわち、従来のプラットフォーム用に、たとえば標準的ステレオシステムまたは通常
のＭＰ３ドライバ用に最初にミキシングされたレガシーメディア項目は、本実施形態の少
なくとも一部が動作するように、メディアの製作者により修正されるまたは再度ミキシン
グされる（追加チャネルを伴う、または記録チャネルが修正されて配布されることを伴う
）必要がない。
【００３０】
　本発明のいくつかの実施形態に従って得られたまたは適合させられた低周波信号は、典
型的には、人間の耳には感受性が非常に低いが、人体の他の部分には感受性が非常に高い
周波数の信号である。
【００３１】
　たとえば、人間の耳は、周波数範囲２２０Ｈｚ～２５０Ｈｚ以下では、聴力が徐々に低
下するのを体験する。したがって、２２０Ｈｚ～２５０Ｈｚの範囲以下の低周波信号は、
本発明の一部の実施形態に従って、特定の身体部分用に適合させられてもよい。特に関心
があるのが、通常、人間の聴覚の限界以下である２０Ｈｚ未満の周波数により特徴付けら
れる超低周波信号などの低周波信号である。
【００３２】
　以下にさらに詳細に説明されるように、適合させられた低周波信号に基づき、利用者の
身体に加えられる低周波（またはさらには超低周波）振動は、低周波感覚、たとえば振動
、打撃音、身震い、地震に似た感覚、移動感覚、音響および振動に関連する複合感覚など
を生成することができる。
【００３３】
　本発明による装置および方法の原理および動作は、図面および付随する説明を参照して
よりよく理解することができる。
【００３４】
　本発明の少なくとも一実施形態を詳細に説明する前に、本発明は、本発明を適用する際
に、以下の説明で示されるまたは図面で示される構造、および構成要素の配置の詳細に限
定されないことを理解されたい。本発明は、他の実施形態が可能である、またはさまざま
な方法で実施もしくは実行可能である。また、本明細書で使用される表現および専門用語
は説明の目的のためのものであり、限定しているとみなされるべきではないことを理解さ
れたい。
【００３５】
　次に、図１を参照すると、図１は、本発明の例示的一実施形態による第１のパーソナル
メディア再生装置を概略的に示す簡易構造図である。
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【００３６】
　本発明の例示的一実施形態による例示的なパーソナルメディア再生装置１０００は、ハ
ードウェアとして、またはハードウェアおよびソフトウェアの組合せとして実装されても
よい。
【００３７】
　以下にさらに詳細に説明されるように、装置１０００（または装置の少なくともいくつ
かの部分）は、装置１０００の利用者により装着されてもよい。
【００３８】
　装置１０００は信号受信機１１０を含む。
【００３９】
　信号受信機１１０は、たとえば映画のサウンドトラック、ＭＰ３プレーヤで再生される
ビデオクリップ、ビデオストリームなどのメディア信号を受信する。
【００４０】
　従来技術で公知のように、信号受信機１１０は、音源から、たとえばＭＰ３プレーヤ（
たとえばプレーヤのヘッドホンソケットを介して）、コンピュータ、ゲーム機、ＣＤ－Ｒ
ＯＭドライブまたはＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｋ）ドライブなどのメ
ディアリーダ、スマートホン（たとえばＡｐｐｌｅ（商標）のｉ－Ｐｈｏｎｅ）などから
メディア信号を受信する。
【００４１】
　以下にさらに詳細に説明されるように、信号受信機１１０は、音源への無線接続を介し
て、音源への有線接続を介して、音源のＵＳＢソケットなどのソケットを介して、または
これらの任意の組合せを介して、メディア信号を受信してもよい。
【００４２】
　装置１０００は、信号受信機１１０と通信状態にある信号発生器１２０をさらに含む。
【００４３】
　従来技術で公知のように、任意選択で、信号発生器１２０は、専用デジタル信号処理（
ＤＳＰ）チップ上に、デスクトップコンピュータ上に、ラップトップコンピュータ上に、
携帯型スマートホン上などに実装される。
【００４４】
　信号発生器１２０は、信号受信機１１０から受信されたメディア信号から２つ以上の信
号を得る。得られた信号は類似していても、互いに異なっていてもよい。
【００４５】
　任意選択で、得られた信号は低周波信号である。低周波信号は、人間の耳には感受性が
非常に低いが、人体の他の部分には感受性が非常に高い（たとえば触覚による）周波数の
信号である。
【００４６】
　以下にさらに詳細に説明されるように、信号発生器１２０は、得られた信号の各々を装
置１０００の利用者の複数の身体部分の個々の１カ所に対して適合させる。
【００４７】
　任意選択で、信号発生器１２０は、事前設定された数の、たとえば装置１０００の利用
者または製造業者により事前設定された数の身体部分に対して信号を得るが、メディア信
号の記録は、異なった数のチャネルに基づいてもよい。
【００４８】
　一例では、メディア信号は、２チャネルを有する携帯型ステレオ・メディア・プレーヤ
から発生し、信号発生器１２０は、利用者の８カ所の身体部分に対してメディア信号から
８つのチャネルを得る。
【００４９】
　以下にさらに詳細に説明されるように、本例では、信号発生器１２０は、得られた信号
一方を骨が皮膚に近接している特定の身体部分（たとえば片方の脚）に対して適合させて
もよいが、得られた信号の他方を腰などのより肉質の身体部分に対して適合させる。



(11) JP 2013-541264 A 2013.11.7

10

20

30

40

50

【００５０】
　装置１０００は、有線接続または無線接続を介して信号発生器１２０と通信状態にあり
、装置１０００の利用者により装着される２つ以上の振動デバイス１５０をさらに含む。
【００５１】
　任意選択で、振動デバイス１５０の少なくとも１つは無線であり、信号発生器１２０は
、１つの無線通信周波数を使用して、無線接続を介して振動デバイス１５０と通信する。
あるいは、たとえば多くの利用者が互いに近接して類似の装置１０００を使用するとき、
信号発生器１２０は、２つ以上の無線通信周波数を使用して振動デバイス１５０と通信す
る。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、無線接続は限られた範囲の通信であり、有効範囲が５ｍ～６
ｍ、または２ｍ～３ｍでさえある。いくつかの他の実施形態では、無線接続は限られた範
囲の通信であり、有効範囲が１０ｍ～２０ｍ、または３０ｍである。
【００５３】
　振動デバイス１５０の各々の１つ（または振動デバイス１５０のサブグループ）は、利
用者の身体部分の個々の１カ所の上に配置され、個々の身体部分に対して適合された信号
に従って、身体部分上で振動してもよい。
【００５４】
　得られた信号の適合は、さまざまな信号操作のうち１つまたは複数を含んでもよい。
【００５５】
　以下にさらに詳細に説明されるように、信号操作は：得られた信号の中にある種の信号
シーケンスを挿入すること、得られた信号の波形を改変すること、得られた信号の一定部
分を圧縮すること、特定の周波数範囲のフィルタリングおよび等化を行うこと、異なる身
体部分に対して、メディア信号から得られた信号間に遅延を導入することなどを含んでも
よいが、これらに限定されない。
【００５６】
　すなわち、以下にさらに詳細に説明されるように、信号発生器１２０は、特定の身体部
分に対して適合された信号の各々を最適化してもよい。
【００５７】
　任意選択で、信号発生器１２０は、身体部分に最適な波形を用いて、メディア信号から
得られた信号を適合させてもよい。
【００５８】
　たとえば、信号発生器１２０は、比較的急激な振幅上昇（アタックとも呼ばれる）およ
び比較的緩慢な振幅減衰、またはこの逆により特徴付けられる非対称波形を用いて、利用
者の一方の手に向けられた、得られた信号を適合させてもよい。
【００５９】
　したがって、以下にさらに詳細に説明されるように、非対称波形を用いて適合させられ
た信号に基づき利用者の手の上に振動を加えると、動きに似た感覚が利用者の手の上に生
成される。さらに、動きに似た感覚は、動きに似た感覚と反対の方向に（押す感覚に対す
る）または感覚の方向に（引く感覚に対する）現実のフィードバックの動きで利用者に応
答させる可能性が高い。
【００６０】
　以下にさらに詳細に説明されるように、任意選択で、信号発生器１２０は、メディア信
号から得られた信号を、その信号が向けられる身体部分に最適な周波数または周波数範囲
を用いて適合させる。
【００６１】
　任意選択で、信号発生器１２０は、得られた信号にあらかじめ定義されたシーケンスを
挿入することにより、メディア信号から得られた信号を適合させる。
【００６２】
　たとえば、信号発生器１２０が、メディア信号の中にあらかじめ定義されたシーケンス
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（たとえば爆発に特有な音響）を識別したときはいつでも、信号発生器１２０は、振動効
果の専用データベースに格納された特定の信号シーケンス（たとえばブーム（ｂｏｏｍ）
効果に特有なシーケンス）を、得られた信号に挿入してもよい。
【００６３】
　任意選択で、信号発生器１２０は、特定の環境、たとえば野外環境、閉ざされたホール
の環境、大音量の低周波スピーカを備える車、木製の床を備える環境、コンクリートの床
を備える環境などをシミュレートするために、得られた信号を適合させる。
【００６４】
　たとえば、信号発生器１２０は、得られた信号に床の振動のシーケンスを挿入してもよ
い。
【００６５】
　任意選択で、信号発生器１２０は、特定の環境の中でライブサウンド体験中に利用者の
身体の位置で行われた測定に基づき、特定の振幅、遅延または位相差を用いてあらかじめ
構成される。信号発生器１２０は、特定の環境で測定された特定の振幅、遅延または位相
差を使用して、得られた信号を特定の環境に対して適合させてもよい。
【００６６】
　以下にさらに詳細に説明されるように、任意選択で、装置１０００の利用者は、得られ
た信号を信号発生器１２０が適合させるために、たとえばコントロールパネルを使用して
、環境の１つを選択することができるようになる。
【００６７】
　メディア信号は、標準の再生時に、すなわち音楽クリップ、ビデオクリップ、または映
画のサウンドトラックなどの現在利用可能な何百万ものメディア項目の１つの再生時に生
成される信号でもよい。
【００６８】
　すなわち、信号発生器１２０は、最初に記録されたメディア項目を使用して、得られた
信号を適合させてもよい。
【００６９】
　本装置１０００が動作するために、メディア項目の製作者が、特別な振動チャネルを用
いてもしくは記録チャネル間で新たに配分を行って、メディアをリミックスする、または
振動チャネルの補充ミキシングを提供する必要はない。
【００７０】
　すなわち、従来のプラットフォーム、たとえば標準的なステレオシステムまたは通常の
ＭＰ３ドライバ用に最初にミキシングされたメディア項目は、例示の装置１０００が動作
するために、修正されるまたはリミックスされる必要がない。
【００７１】
　任意選択で、振動デバイス１５０は、身体部分に最適な方法で、身体部分上で振動する
。
【００７２】
　たとえば、振動デバイス１５０は、身体部分に最適な方向で振動してもよい。
【００７３】
　以下にさらに詳細に説明されるように、本例では、振動デバイス１５０は、振動デバイ
ス１５０が配置された特定の身体部分に最もよく適合する方向に、たとえば、装置１００
０の携帯者の肉質の身体部分に対して垂直方向に、または携帯者の骨質の身体部分に対し
て横方向に振動してもよい。
【００７４】
　以下にさらに詳細に説明されるように、任意選択で、振動デバイス１５０自体は、信号
適合機能（たとえば信号処理用の専用電気回路または周波数選択性増幅器）をさらに含む
。
【００７５】
　以下にさらに詳細に説明されるように、信号適合機能を使用して、振動デバイス１５０
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は、たとえば、受信された信号の波形をさらに改変することにより、または低周波数範囲
の信号の一部だけを増幅することにより、振動デバイス１５０により受信された、特定の
部分に対して適合させられた信号を、さらに適合させてもよい。
【００７６】
　任意選択で、信号発生器１２０は、たとえば、下半身部分から上半身部分へ上昇するま
たはその逆の感覚を生成するために、利用者の異なる身体部分に対して得られ、適合させ
られた少なくとも２つの信号間に位相差をさらに導入する。
【００７７】
　任意選択で、信号発生器１２０は、得られた信号を適合させるために、あらかじめ定義
されたプロトコルに従って、受信されたメディア信号の中に埋め込まれた制御データをさ
らに使用する。たとえば、以下にさらに詳細に説明されるように、信号発生器は、信号受
信機１１０により受信されたメディア信号の中にある種のトーンを識別したとき、メディ
ア信号から得られた信号にある種の信号シーケンスを導入してもよい。
【００７８】
　任意選択で、装置１０００は、信号発生器１２０と通信状態にあるコントロールパネル
、たとえば設定スイッチまたはタッチスクリーンをさらに含む。
【００７９】
　コントロールパネルは、信号発生器１２０を制御するための、装置１０００の利用者が
操作してもよいユーザインタフェースを提供する。
【００８０】
　以下にさらに詳細に説明されるように、利用者は、特定の身体部分（たとえば利用者の
胸）に対して適合させられた信号の振幅を調節し、それにより、利用者の胸の上で感じら
れる振動を加減するためにコントロールパネルを使用し、一般に適合させられた信号の振
幅を全体として調節するなどしてもよい。
【００８１】
　任意選択で、装置１０００は、信号受信機１１０と通信状態にあるオーディオ信号発生
器（図示せず）をさらに含む。
【００８２】
　オーディオ信号発生器は、受信されたメディア信号からオーディオ信号を得て、それに
より、利用者が聞くために、メディア信号の少なくとも一部を再生する。
【００８３】
　任意選択で、オーディオ信号発生器は、メディア信号から得られたオーディオ信号を、
装置１０００を装着する利用者が使用するスピーカまたはヘッドホンに転送する。
【００８４】
　たとえば、以下にさらに詳細に説明されるように、オーディオ信号発生器は、ＭＰ４メ
ディア信号内のオーディオ信号を識別し、識別されたオーディオ信号をスピーカまたはヘ
ッドホンに転送してもよい。
【００８５】
　次に、図２を参照すると、図２は、本発明の例示的一実施形態による第２のパーソナル
メディア再生装置を概略的に示す簡略構成図である。
【００８６】
　本発明の例示的一実施形態による、例示的パーソナルメディア再生装置２０００は、ハ
ードウェアとして、またはハードウェアおよびソフトウェアの組合せとして実装されても
よい。
【００８７】
　以下にさらに詳細に説明されるように、装置２０００（または装置の少なくともいくつ
かの部分）は、装置２０００の利用者により装着されてもよい。
【００８８】
　装置２０００は信号受信機２１０を含む。
【００８９】
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　信号受信機２１０は、メディア信号、たとえば音楽クリップ、映画のサウンドトラック
、ビデオクリップ、コンピュータゲームのサウンドトラック、ビデオストリームなどを受
信する。
【００９０】
　当技術分野で公知のように、信号受信機２１０は、音源から、たとえばＭＰ３プレーヤ
（たとえば、プレーヤのヘッドホンソケットを介して）、コンピュータ、ゲーム機、ＣＤ
－ＲＯＭドライブまたはＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｃ）ドライブなど
のメディアリーダ、スマートホン（たとえばＡｐｐｌｅ（商標）のｉ－Ｐｈｏｎｅ）など
からメディア信号を受信する。
【００９１】
　以下にさらに詳細に説明されるように、信号受信機２１０は、音源への無線接続を介し
て、音源への有線接続を介して、音源のＵＳＢソケットなどのソケットを介して、または
これらの任意の組合せを介してメディア信号を受信してもよい。
【００９２】
　装置２０００は、信号受信機２１０と通信状態にある信号発生器２２０をさらに含む。
【００９３】
　当技術分野で公知のように、任意選択で、信号発生器２２０は、専用デジタル信号処理
（ＤＳＰ）チップ上に、デスクトップコンピュータ上に、ラップトップコンピュータ上に
、携帯型のスマートホン上などに実装される。
【００９４】
　信号発生器２２０は、受信されたメディア信号から信号を得る。
【００９５】
　任意選択で、得られた信号は低周波信号である。低周波信号は、人間の耳には感受性が
非常に低いが、人体の他の部分には感受性が非常に高い（たとえば触覚による）周波数の
信号である。
【００９６】
　装置２０００は、有線接続または無線接続を介して信号発生器２２０と通信状態にあり
、装置２０００の利用者により着用される２つ以上の振動デバイス２５０をさらに含む。
【００９７】
　任意選択で、振動デバイス２５０の少なくとも１つは無線であり、信号発生器２２０は
、１つの無線通信周波数を使用して、無線接続を介して振動デバイス２５０と通信する。
あるいは、信号発生器２２０は、たとえば、多くの利用者が互いに近接して類似の装置２
０００を使用するとき、２つ以上の無線通信周波数を使用して振動デバイス２５０と通信
する。
【００９８】
　いくつかの実施形態では、無線接続は、限られた範囲の接続であり、有効範囲が５ｍ～
６ｍ、または２ｍ～３ｍでさえある。いくつかの他の実施形態では、無線接続は、限られ
た範囲の接続であり、有効範囲が１０ｍ～２０ｍ、または３０ｍである。
【００９９】
　振動デバイス２５０の１つ（または振動デバイス２５０のサブグループ）が、利用者の
身体部分の特定の１カ所の上に配置され、特定の身体部分に最適な方法で、得られた信号
に従って特定の身体部分上で振動してもよい。
【０１００】
　たとえば、以下にさらに詳細に説明されるように、振動デバイス２５０は、振動デバイ
ス２５０が配置された特定の身体部分に最もよく適合する方向に、たとえば装置２０００
の携帯者の肉質の身体部分に対して垂直方向に、または携帯者の骨質の身体部分に対して
横方向に振動してもよい。
【０１０１】
　以下にさらに詳細に説明されるように、振動デバイス２５０は、特定の身体部分に最適
な振動デバイス設計により、振動デバイス２５０が配置された特定の身体部分に最適な方
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法で振動する。
【０１０２】
　以下にさらに詳細に説明されるように、任意選択で、振動デバイス２５０は、信号適合
機能（たとえば、信号処理用の専用電気回路または周波数選択性増幅器）をさらに含む。
【０１０３】
　信号適合機能を使用して、振動デバイス２５０は、たとえば、受信された信号の波形を
改変することにより、または低周波範囲の得られた信号の一部だけを増幅することにより
、振動デバイス２５０により受信されたときに、得られた信号を特定の部分に対して適合
させてもよい。
【０１０４】
　すなわち、振動デバイス２５０は、特定の身体部分に最適化された振動デバイス設計、
振動デバイス２５０に埋め込まれた適合機能、または両方によって、特定の身体部分に最
適な方法で振動を加えてもよい。
【０１０５】
　任意選択で、装置２０００は、信号発生器２２０と通信状態にあるコントロールパネル
、たとえば設定スイッチまたはタッチスクリーンをさらに含む。
【０１０６】
　コントロールパネルは、利用者が信号発生器２２０を制御するための、たとえば得られ
た信号の振幅を全体として調節するためのユーザインタフェースを提供する。
【０１０７】
　以下にさらに詳細に説明されるように、任意選択で、利用者はまた、得られた信号の振
幅を特定の身体部分、たとえば利用者の胸の上に配置された振動デバイスに送信されたと
きに調節して、それにより、特定の身体部分上で感じられる振動を加減するために、コン
トロールパネルを使用してもよい。
【０１０８】
　任意選択で、装置２０００は、信号受信機２１０と通信状態にあるオーディオ信号発生
器（図示せず）をさらに含む。
【０１０９】
　オーディオ信号発生器は、受信されたメディア信号からオーディオ信号を得て、それに
より、利用者が聞くために、メディア信号の少なくとも一部を再生する。
【０１１０】
　任意選択で、オーディオ信号発生器は、装置２０００を装着する利用者が使用するスピ
ーカまたはヘッドホンに、メディア信号から得られたオーディオ信号を転送する。
【０１１１】
　たとえば、以下にさらに詳細に説明されるように、オーディオ信号発生器は、ＭＰ４メ
ディア信号内のオーディオ信号を識別し、識別されたオーディオ信号をスピーカまたはヘ
ッドホンに転送してもよい。
【０１１２】
　次に、図３を参照すると、図３は、本発明の例示的一実施形態による第３のパーソナル
メディア再生装置を概略的に示す簡易構造図である。
【０１１３】
　本発明の例示的一実施形態による第３の例示的装置は、人３００により装着されるいく
つかのユニットを含む。
【０１１４】
　各ユニットは、１つまたは複数の振動デバイス、たとえば以下にさらに詳細に説明され
る例示の振動デバイス（以下、「振動変換器」とも呼ばれる）の１つを収容する。
【０１１５】
　ここで、図３は、本発明の例示的一実施形態による装置を人が使用する１つの例示的方
法を示すため、および装置の可能な携帯性、ならびにクラブでの音響体験とは対照的な、
装置により提供される可能なパーソナル音響体験を示すために提示された。
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【０１１６】
　人３００は、ヘッドホンを装着しているところが示されていないが、本発明のいくつか
の実施形態では、ヘッドホン用のオーディオ接続を実際に含むことに留意されたい。
【０１１７】
　以下にさらに詳細に説明されるように、人３００は、人の靴底の周囲に適合して、足の
振動デバイス３１０に送信された低周波信号に従って振動を生成するように意図される、
第１のタイプの足の振動デバイス３１０の例示の１対を着用しているところが描かれてい
る。
【０１１８】
　人３００はまた、人の靴の上部に適合するように意図される第２のタイプの足の振動デ
バイス３１５を着用しているところが描かれている。第２のタイプの足の振動デバイス３
１５はまた、対で使用されるが、簡単に描くために、図３では片方だけが示されている。
【０１１９】
　第１のタイプの足の振動デバイス３１０および第２のタイプの足の振動デバイス３１５
は通常、一緒に使用されない。例示目的のためだけに、図３では両方が描かれている。
【０１２０】
　本発明のいくつかの実施形態では、足の振動デバイスは、弾性のあるバンド（図示せず
）を用いて足に、弾性のあるソックス（図示せず）などに取り付けるように設計される。
【０１２１】
　本発明のいくつかの実施形態では、足の振動デバイスは、整形外科用挿入物に類似する
靴の中敷き（図示せず）として作られることにより、足のすぐそばに配置されるように設
計される。
【０１２２】
　以下にさらに詳細に説明されるように、人３００は、腰の振動デバイス３２０に送信さ
れた低周波信号に従って振動を生成するように意図される、腰の振動デバイス３２０を装
着しているところが描かれている。
【０１２３】
　人３００は、他の腰の振動デバイス３２１を装着しているところが描かれている。本発
明のいくつかの実施形態では、２つ以上の腰の振動デバイスが使用される。他の実施形態
では、１つの腰の振動デバイス３２１だけが使用され、腰の振動デバイス３２１は、腰の
周囲の異なる場所に配置されてもよい。
【０１２４】
　以下にさらに詳細に説明されるように、人３００は、胸の振動デバイス３２５に送信さ
れた低周波信号に従って振動を生成するように意図される胸の振動デバイス３２５を着用
しているところが描かれている。胸の振動デバイス３２５は、任意選択で、胸骨または胸
の骨（ｂｒｅａｓｔ　ｂｏｎｅ）のすぐそばに配置される。
【０１２５】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、高感度な身体部分に振動感覚を与えるために、
高感度な身体部分、たとえば尾椎（尾骨）または他の脊椎部分の上に振動デバイスが配置
される。
【０１２６】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、振動デバイスは、利用者の好みに従って選択さ
れる身体部分、既知の身体の聴覚経路および圧覚位置などに配置されてもよい。
【０１２７】
　実施形態のいくつかでは、部分に特有な振動が、利用者の注意深く選択された身体部分
の中の個々の部分にそれぞれ与えられる。
【０１２８】
　以下にさらに詳細に説明されるように、振動は、部分に特有な特徴、たとえば特定の方
向（たとえば身体表面に対して特別に選択された方向に）、位置に特有な波形などを有し
てもよい。
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【０１２９】
　使用してもよい追加の身体部分が、たとえば任意選択で利用者の胸と真反対の位置にあ
る脊椎に対する背中である。
【０１３０】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、利用者は、振動を体験するためにどの身体部分
を使用すべきか選りすぐる。限定しない一例として、利用者は、ジョギングしている間に
は、足の振動デバイスなしで出かけることを選択してもよい。
【０１３１】
　次に、図４を参照すると、図４は、本発明の例示的一実施形態による振動デバイスを配
置するための可能な身体部分を概略的に示す簡易図である。
【０１３２】
　図４は、本発明の例示的一実施形態による、人間の骨格４４０に関して振動デバイスを
配置するためのいくつかの例示的位置を描く。
【０１３３】
　図４は、振動デバイスを配置するための有利な位置が、骨格に近接するまたは骨格４４
０を押しつける身体部分に限定されることを意味するものではないことが留意される。
【０１３４】
　任意選択で、振動デバイスは、選択された身体の聴覚経路に沿って配置される。以下に
さらに詳細に説明されるように、選択された経路に沿った身体部分では、人体が、本発明
の例示的実施形態の振動デバイスを用いて生成されたときの、低周波音響の現実の全身感
覚に寄与する方法で、振動を感知する。
【０１３５】
　例示的部分は：胸骨４４２；胸骨の真後ろの脊椎（図示せず）；骨盤の最上部４４４；
大腿骨の最上部４４６；腰背部４４８；片手または両手の橈骨４５０および／または尺骨
４５１の近傍（左手の位置は図４に図示せず）；頸骨４５２の近傍；および足首４５４を
含むがこれらに限定されない。
【０１３６】
　次に、図５を参照すると、図５は、本発明の例示的一実施形態による第４のパーソナル
メディア再生装置を概略的に示す簡易構造図である。
【０１３７】
　以下にさらに詳細に説明されるように、例示的な第４の装置５０００は、メディア信号
受信機５１０、信号発生器５２０およびいくつかの振動デバイス５３１～５３４を含む装
着可能な装置である。
【０１３８】
　振動デバイス５３１～５３４は：右足の振動デバイス５３１、左足の振動デバイス５３
２、１つまたは複数の腰の振動デバイス５３３および１つまたは複数の胸の振動デバイス
５３４のうち１つまたは複数を含んでもよいが、これらに限定されない。
【０１３９】
　以下にさらに詳細に説明されるように、装置５０００は、携帯者が、携帯者の身体に加
えた振動と同時にオーディオ信号を聞くことができるようにするために、オーディオ信号
発生器（図示せず）だけでなく１つまたは複数のヘッドホンまたはスピーカ５４０をさら
に含んでもよい。
【０１４０】
　いくつかの実施形態では、メディア信号受信機５１０は、音響信号源へのダムコネクタ
（ｄｕｍｂ　ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ）を含む。信号源は、低周波チャネルだけを含んでも、
低周波チャネルおよび１つまたは複数の通常の帯域幅のオーディオチャネルの両方を含ん
でもよい。ダムコネクタは、メディアドライブの信号出力（たとえばヘッドホンソケット
）に対するものでも、他のアナログ、デジタル、金属ワイヤ、光、または他の信号出力に
対するものでもよい。
【０１４１】
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　いくつかの実施形態では、メディア信号受信機５１０は、無線送信機からの音響信号の
伝送を受信する無線受信機を含む。
【０１４２】
　いくつかの実施形態では、メディア信号受信機５１０は、周囲の音を拾い上げるマイク
ロホンを含む。いくつかの実施形態では、メディア信号受信機５１０は、高周波音響信号
を除去し、低周波だけを通過させる。
【０１４３】
　いくつかの実施形態では、メディア信号受信機５１０は、高周波音響信号を分離して、
ヘッドホンに渡し、低周波音響信号を分離して、信号発生器５２０に渡す。
【０１４４】
　いくつかの実施形態では、メディア信号受信機５１０は、周囲の音を拾い上げて、拾い
上げた周囲の音を使用して、音響信号から周囲ノイズを取り除くマイクロホンを含む。
【０１４５】
　いくつかの実施形態では、メディア信号受信機５１０は、周囲の音を拾い上げて、任意
選択で音響信号に周囲のノイズを加えるマイクロホンを含む。
【０１４６】
　いくつかの実施形態では、メディア信号受信機５１０は、低周波ピックアップ用マイク
ロホンを含む。
【０１４７】
　いくつかの実施形態では、メディア信号受信機５１０は、実際の音響信号源、たとえば
限定しない例としてパーソナル・オーディオ・プレーヤ、ラジオ受信機などを含む。
【０１４８】
　メディア信号受信機５１０は、低周波チャネルだけを含んでも、低周波チャネルおよび
１つまたは複数の通常の帯域幅のオーディオチャネルの両方を含んでもよい。
【０１４９】
　当技術分野で公知のように、いくつかの実施形態では、低周波チャネルは、標準的なＬ
ＦＥ（Ｌｏｗ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｅｆｆｅｃｔｓ）チャネルである。
【０１５０】
　いくつかの実施形態では、メディア信号受信機５１０は、これまで説明された１つまた
は複数の低周波チャネルへのパススルーを提供する。いくつかの実施形態では、メディア
信号受信機５１０は、受信された音響信号から低周波をフィルタリングする。
【０１５１】
　メディア信号受信機５１０は、信号発生器５２０に接続され、受信された音響信号また
はその低周波部分を信号発生器５２０に転送する。
【０１５２】
　信号発生器５２０は、メディア信号受信機５１０から受信された１つまたは複数の信号
から低周波信号を得て、得られた低周波信号の各々を利用者の身体上の特定部分に対して
適合させる。
【０１５３】
　以下にさらに詳細に説明されるように、本例では、信号発生器は、振動デバイス５３１
～５３４が配置された腰、胸、右足および左足に対して低周波信号を適合させる。
【０１５４】
　次いで、信号発生器５２０は、適合させられた信号を個々の振動デバイス５３１～５３
４に送信する。
【０１５５】
　任意選択で、信号発生器５２０は、利用者の身体上の複数の位置で位置特有の振動を誘
発するために適合させられた、連係した低周波信号を生成する。
【０１５６】
　いくつかの実施形態では、信号発生器５２０は、メディア信号受信機５１０により提供
された信号から低周波をフィルタリングする。
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【０１５７】
　いくつかの実施形態では、信号発生器５２０は、メディア信号受信機５１０により提供
された信号から低周波をフィルタリングしない。
【０１５８】
　任意選択で、振動デバイス５３１～５３４は、フィルタリングされていない信号を受け
入れ、振動デバイス５３１～５３４内部の増幅器が、低周波信号だけをフィルタリングし
、増幅する。あるいは、以下にさらに詳細に説明されるように、振動デバイスの増幅器は
、フィルタリングされていない信号をすべて増幅し、振動デバイス５３１～５３４が、デ
バイス５３１～５３４の機械的応答によって低周波で振動する。
【０１５９】
　当技術分野で公知のように、信号受信機５１０および信号発生器５２０の間、ならびに
信号発生器５２０および振動デバイス５３１～５３４の各々の間の接続の各々が、無線で
あっても、むしろ有線であってもよい。
【０１６０】
　いくつかの実施形態では、無線である接続については、信号発生器５２０は、異なるＲ
Ｆ周波数間を任意選択で切り換える機構を含む。
【０１６１】
　以下にさらに詳細に説明されるように、任意選択で、振動デバイス５３１～５３４の各
々は、振動デバイスが配置された特定の身体部分に低周波振動を与えるように設計される
。
【０１６２】
　任意選択で、振動デバイスの少なくとも１つが、振動デバイスが配置された特定の身体
部分に最適化された特徴を有する。たとえば、以下にさらに詳細に説明されるように、振
動デバイスは特定の身体部分に最適な方向に振動してもよい。
【０１６３】
　ヘッドホン／スピーカユニット５４０は、通常の全帯域幅の音響を１つまたは複数の標
準的なヘッドホンおよび／またはスピーカに与えるように設計される。
【０１６４】
　腰の振動デバイス５３３の各々は任意選択であり、いくつかの実施形態では、腰の振動
デバイス５３３をまったく含まない。
【０１６５】
　いくつかの実施形態では、１つまたは複数の腰の振動デバイス５３３は、腰の部分に着
用された衣類の物品、たとえばベルト、ズボン、スカートなどに取り付けるように設計さ
れている。
【０１６６】
　いくつかの実施形態では、腰の振動デバイス５３３は、鼓動モニタに類似するストラッ
プにより腰の部分に取り付けるように設計される。いくつかの実施形態では、ストラップ
はゴムまたはシリコーンのストラップ、たとえば脈拍数モニタストラップに類似するスト
ラップでもよい。いくつかの実施形態では、腰の振動デバイス５３３は、ベルトの中に組
み込まれるように設計される。
【０１６７】
　以下にさらに詳細に説明されるように、いくつかの実施形態では、腰の振動デバイス５
３３により与えられる振動は、腰の部分に最適化された方向の、たとえば携帯者の身体の
表面または皮膚に対して横方向の方向性振動である。
【０１６８】
　胸の振動デバイス５３４の各々は任意選択であり、いくつかの実施形態では、胸の振動
デバイス５３４をまったく含まない。いくつかの実施形態では、胸の振動デバイス５３４
は、胸の部分に着用された衣類の物品、たとえばシャツ、ジャケット、肌着、ブラジャー
、ストラップなどに取り付けるように設計されている。
【０１６９】
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　胸の振動デバイス５３４は、ライブステージなどの大音量のオーディオ環境に推奨して
もよいことが留意される。生演奏などの高ノイズ環境で使用されるとき、胸の振動デバイ
ス５３４および任意選択でさらに腰の振動デバイス５３３も、携帯者の身体に、よりきつ
く取り付けてもよい。当技術分野で公知のように、胸の振動デバイス５３４は、ストラッ
プ、ベルト、接着性ストラップ、半剛体の接着性ストラップ、ベルクロ（Ｖｅｌｃｒｏ）
（商標）ストラップのような面ファスナー（ｌｏｏｐ　ａｎｄ　ｈｏｏｋ）締め具などの
うち１つまたは複数を使用して、携帯者の身体に取り付けてもよい。
【０１７０】
　いくつかの実施形態では、メディア信号受信機５１０および信号発生器５２０は、１つ
のユニット５７０の中に一緒にパッケージ化される。
【０１７１】
　いくつかの実施形態では、メディア信号受信機５１０、信号発生器５２０、および腰の
振動デバイス５３３の１つまたは複数が、１つのユニット５８０の中に一緒にパッケージ
化される。
【０１７２】
　いくつかの実施形態では、メディア信号受信機５１０、信号発生器５２０および胸の振
動デバイス５３４の１つが、単一ユニット（図示せず）の中に一緒にパッケージ化される
。
【０１７３】
　いくつかの実施形態では、メディア信号受信機５１０、信号発生器５２０および足の振
動デバイス５３１、５３２の１つが、単一ユニット（図示せず）の中に一緒にパッケージ
化される。任意選択で、１つのユニットは、靴の上に取り付けられるのではなく任意選択
で靴の中に組み込まれる靴ユニットである。
【０１７４】
　装置５０００の一部の各々は、電気エネルギー源を必要とすることがある。
【０１７５】
　電気エネルギー源は電池でもよく、電池は通常のものでも、再充電可能でもよい。装置
５０００の一部に電気エネルギーを供給する他の方法が；人の動きを利用して電気エネル
ギーを発生させること、エネルギー送信機から放射されたエネルギーを受け取る誘導コイ
ルを使用すること、またはたとえば大容量のコンデンサを備える再充電可能な電池を使用
することを含むが、これらに限定されない。
【０１７６】
　装置５０００の一部にエネルギーを供給する他の方法が、機械的エネルギーを蓄積し、
解放すること、たとえば機械ばね（図示せず）を巻いて、解放することを含んでもよい。
【０１７７】
　本発明のいくつかの例示的実施形態によれば、振動デバイス５３１～５３４のうちの異
なる１つにより各特定の身体部分に加えられる振動は、部分特有の特徴を有してもよい。
【０１７８】
　以下にさらに詳細に説明されるように、部分特有な特徴は：たとえば身体表面に対して
特別に選択された角度の特定の方向、異なる身体部分間で変化する振動位相、部分特有な
波形などを含んでもよいが、これらに限定されない。
【０１７９】
　たとえば、典型的には、横方向の振動は、肉質の場所では垂直方向の振動よりも局在化
していないとして感じられ、脳が全身の振動感覚を生成する手助けをする。
【０１８０】
　典型的には、垂直方向の振動は、肉質の場所ではより局在化しており、広がらないと感
じられる。
【０１８１】
　いくつかの身体部分では、典型的には骨の近傍では、垂直方向の振動は、より局在化し
ておらず、より広がらないと感じられる。
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【０１８２】
　したがって、本発明の振動デバイスの各々は、振動デバイスが配置された所期の身体部
分に従って、携帯者の身体表面もしくは皮膚に対して横方向に、または携帯者の身体表面
または皮膚全体に実質的に傾いた角度で振動を加えるように設計されてもよい。
【０１８３】
　すなわち、以下にさらに詳細に説明されるように、振動デバイスの特定の設計および配
置が、特定の身体部分に対して振動を最適化するのに役立つことがある。
【０１８４】
　従来の方法では、脳が全身感覚を得るのを手助けするために、できるだけ広い身体部分
に振動を加えなければならない。
【０１８５】
　対照的に、本実施形態の例示的一実施形態では、利用者の身体の注意深く選択された部
分の中の個々の部分それぞれに特有の振動が加えられる。以下にさらに詳細に説明される
ように、振動は、位置特有の特徴、たとえば特定の方向（たとえば身体表面に特別に選択
された角度で）、位置特有の波形などを有してもよい。したがって、少数の振動デバイス
が、全身感覚を生成することができる。
【０１８６】
　たとえば、装置５０００の足の振動デバイス５３１、５３２は、骨に対して垂直方向の
振動を生成することができる。以下にさらに詳細に説明されるように、骨質の部分では、
垂直方向の振動が、より局在化しておらず、より広がると感じられる。
【０１８７】
　したがって、足に、たとえば足底に加えられる振動は、振動する環境が足全体に与える
現実の影響をシミュレートする助けとなることがある。
【０１８８】
　足は脳に振動感覚の多くを提供するので、腰に加えられる振動と一緒に足に加えられる
振動は、脳が全身感覚を提供するのにほぼ十分な振動感覚を提供することができる。
【０１８９】
　いくつかの実施形態では、信号発生器５２０は、動きに似た感覚、たとえば、野外劇場
、閉ざされたダンスクラブ、大音量の低音スピーカを有する車などの中で感じられる感覚
を模倣する振動を誘導するための波形を用いて低周波信号を適合させる。
【０１９０】
　たとえば、信号発生器５２０は、振動デバイスが配置された身体部分に非対称鋸歯状波
の振動を加えるように低周波信号を適合させてもよい。したがって、利用者の脳により、
方向感覚が感じられる。
【０１９１】
　他の例では、信号発生器５２０は、振動デバイスが配置された身体部分に、２つ以上の
非対称鋸歯状（または他の）パターン間で交替する波形の振動を加えるように低周波信号
を適合させる。したがって、利用者の脳により、方向が変わる感覚が感じられる。
【０１９２】
　いくつかの実施形態では、信号発生器５２０は、身体部分の各々で異なる感度を補償す
るために、異なる身体部分に配置された振動デバイスに送信される信号に対して異なる増
幅を適合させる。
【０１９３】
　いくつかの実施形態では、信号受信機５２０は、身体部分の各々に対して、異なる信号
または形状が類似した異なる振幅の信号を生成する。
【０１９４】
　任意選択で、信号発生器５２０は、携帯者の身体上の異なる振動デバイス間の距離に少
なくとも一部は基づき、異なる身体部分に送信された信号間に遅延または位相のずれを導
入する。
【０１９５】
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　いくつかの実施形態では、遅延は、筋肉組織に並置されたときの身体の中、すなわち骨
の中の音速に基づく。
【０１９６】
　いくつかの実施形態では、遅延は、空中での音速および木製の床またはコンクリート製
の床などの固体媒体中の音速の間の差に基づく。
【０１９７】
　いくつかの実施形態では、信号発生器５２０は、信号がどの身体部分に向けられるかに
少なくとも一部は基づき、異なる信号を身体部分の各々に対して適合させる。
【０１９８】
　いくつかの実施形態では、全身の音響感覚については、波形が類似する異なる信号に対
して身体部分特有の振幅を生成することが十分な場合がある。異なる振幅は、身体部分間
のバランスを保つことができ、その結果、どの身体の一部も他の身体の一部により生成さ
れた感覚と重複する感覚を生成しない。
【０１９９】
　したがって、身体の一部により生成された感覚は、バランスをよく保つことができる。
【０２００】
　信号発生器５２０はまた、信号が向けられる特定の身体部分に最適な周波数範囲で信号
の各々を適合させてもよい。
【０２０１】
　限定しない一例として、胸骨は、同じエネルギーを受け取ったとき、４０Ｈｚの振動に
ついては足よりもよく反応する。音響体験のバランスを保つためには、胸骨は足より増幅
されていない４０Ｈｚの信号を受け取ってもよい。
【０２０２】
　いくつかの実施形態では、信号発生器５２０または信号受信機５１０は、ブラウンノイ
ズ（ｂｒｏｗｎ　ｎｏｉｓｅ）周波数およびその低調波を信号から除去する、または実質
的に減衰させる。
【０２０３】
　いくつかの実施形態では、信号発生器５２０または信号受信機５１０は、ブラウンノイ
ズ周波数およびその低調波を信号から除去する、または実質的に減衰させる。
【０２０４】
　いくつかの実施形態では、信号発生器５２０または信号受信機５１０は、イエローノイ
ズ（ｙｅｌｌｏｗ　ｎｏｉｓｅ）周波数およびその低調波を信号から除去する、または実
質的に減衰させる。
【０２０５】
　いくつかの実施形態では、信号発生器５２０または信号受信機５１０は、グリーンノイ
ズ（ｇｒｅｅｎ　ｎｏｉｓｅ）周波数およびその低調波を信号から除去する、または実質
的に減衰させる。
【０２０６】
　他の限定しない例として、音響体験が音楽体験であるとき、振動デバイスは、任意選択
で、胸、背中、腰および足などの身体部分に、身体聴覚経路に沿って置かれる。
【０２０７】
　次に、図６を参照すると、図６は、本発明の例示的一実施形態によるコントロールパネ
ルを概略的に示す簡易構造図である。
【０２０８】
　以下にさらに詳細に説明されるように、利用者が、信号発生器１２０または２２０によ
り得られたまたは適合させられた信号の特定の増幅を調節し、それにより、特定の身体部
分で感じられる振動を加減するために、信号発生器１２０または２２０を制御することが
できるようにすることが可能な１つの方法を図示するのに、例示的コントロールパネル６
７０が役立つことがある。
【０２０９】
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　例示的コントロールパネル６７０は、１つまたは複数の増幅制御手段６７５、６８０を
含む。
【０２１０】
　いくつかの実施形態では、増幅制御手段６７５、６８０は、増幅を設定するためのスラ
イダ６７６を含む。いくつかの実施形態（図示せず）では、増幅制御手段は、増幅を設定
するための回転ボタンを含む。
【０２１１】
　当技術分野で公知のように、いくつかの実施形態（図示せず）では、増幅制御手段は、
仮想制御手段、たとえばスライダ、ラジオボタンなどを備えるタッチスクリーンを含む。
【０２１２】
　いくつかの実施形態では、コントロールパネル６７０は、全体的な増幅のための増幅制
御手段６８０を含む。
【０２１３】
　いくつかの実施形態では、コントロールパネル６７０は、異なる身体部分での増幅を設
定するための２つ以上の増幅制御手段６７５を含む。
【０２１４】
　コントロールパネル６７０は、どの増幅制御手段６７５がどの身体部分に対する増幅を
設定するかを利用者に示すためのラベル６７７、および全体的な増幅制御手段６８０のた
めのラベル６８１を含んでもよい。
【０２１５】
　いくつかの実施形態では、コントロールパネル６７０は、信号発生器１２０または２２
０および振動デバイス１５０または２５０の間で無線通信用に使用される周波数間をそれ
ぞれ切り換えるための制御手段（図示せず）をさらに提供する。
【０２１６】
　任意選択で、コントロールパネル６７０は、利用者がいくつかの環境の中から選択する
ことができるユーザインタフェース、たとえば１つまたは複数のボタン６９１　６９２、
ノブ、またはタッチインタフェースをさらに含む。
【０２１７】
　たとえば、利用者が、「ライブコンサート」６９２、「野外」６９１などの環境の中か
ら選択することができるようになっていてもよい。したがって、以下にさらに詳細に説明
されるように、信号発生器１２０は、利用者が選択した環境に従って信号を適合させる。
【０２１８】
　次に、図７を参照すると、図７は、本発明の例示的一実施形態による第１のパーソナル
メディア再生方法を概略的に示す流れ図である。
【０２１９】
　第１の例示的方法では、以下にさらに詳細に説明されるように、たとえば装置１０００
の信号受信機１１０により、メディア信号、たとえば映画のサウンドトラックもしくは音
楽クリップ、ビデオクリップまたはビデオストリームが受信される７１０。
【０２２０】
　メディア信号は、従来技術で公知のように、音源から、たとえばＭＰ３プレーヤ（たと
えばプレーヤのヘッドホンソケットを介して）、コンピュータ、ゲーム機、ＣＤ－ＲＯＭ
ドライブまたはＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｃ）ドライブなどのメディ
アリーダ、スマートホン（たとえばＡｐｐｌｅ（商標）のｉ－Ｐｈｏｎｅなど）などから
受信してもよい７１０。
【０２２１】
　以下にさらに詳細に説明されるように、メディア信号は、音源への無線接続を介して、
音源への有線接続を介して、音源のＵＳＢソケットなどのソケットを介してまたはこれら
の任意の組合せを介して受信してもよい７１０。
【０２２２】
　次いで、たとえば装置１０００の信号発生器１２０により、受信された７１０メディア
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信号から２つ以上の信号が得られる７２０。得られた７２０信号は、類似していても、互
いに異なっていてもよい。
【０２２３】
　任意選択で、得られた７２０信号は低周波信号である。低周波信号は、人間の耳には感
受性が非常に低いが、人体の他の部分には感受性が非常に高い（たとえば触覚による）周
波数の信号である。
【０２２４】
　任意選択で、事前設定された数の、たとえば利用者または装置１０００の製造業者によ
り事前設定された数の身体部分に対して、信号が得られ７２０、一方では、メディア信号
の記録が、異なった数のチャネルに基づいてもよい。
【０２２５】
　一例では、メディア信号は、２チャネルを有する携帯型ステレオ・メディア・プレーヤ
から発生し、メディア信号から８つの低周波信号が、すなわち利用者の８カ所の身体部分
の各１カ所に対して１つの信号が得られる７２０。
【０２２６】
　他の例では、メディア信号は７つのチャネルを有するＤＶＤプレーヤから発生し、メデ
ィア信号から５つの低周波信号が、すなわち利用者の５カ所の身体部分の各１カ所に対し
て１つの信号が得られる７２０。
【０２２７】
　以下にさらに詳細に説明されるように、得られた７２０信号の各々は、装置１０００の
利用者の２カ所以上の身体部分の各１カ所に対してさらに適合させられる７３０。
【０２２８】
　たとえば、信号発生器１２０は、たとえば骨質の部分に最適な周波数（または周波数範
囲）を用いて、骨が皮膚に近接する特定の身体部分（たとえば片方の脚）に対して、得ら
れた７２０信号の一方を適合させてもよい７３０。
【０２２９】
　同様に、信号発生器１２０は、腰などのより肉質の部分に最適な周波数（または周波数
範囲）を用いて、得られた７２０信号の他方を適合させてもよい７３０。
【０２３０】
　最後に、適合させられた７３０信号は、たとえば特定の身体部分上に配置された１つま
たは複数の振動デバイス１５０を使用して、特定の身体部分に振動を加える７５０ために
使用される。振動デバイス１５０は、特定の身体部分に対して適合させられた７３０信号
に従って身体部分上で振動する。
【０２３１】
　得られた７２０信号の適合７３０は、さまざまな信号操作のうち１つまたは複数を含ん
でもよい。
【０２３２】
　以下にさらに詳細に説明されるように、信号操作は：得られた７２０信号の中に、ある
種の信号シーケンスを挿入すること、得られた７２０信号の波形を改変すること、得られ
た７２０信号の一定部分を圧縮すること、フィルタリングおよび等化を行うこと、利用者
の異なる身体部分に対して得られた７２０信号間に遅延を導入することなどを含んでもよ
いが、これらに限定されない。
【０２３３】
　すなわち、以下にさらに詳細に説明されるように、適合させられた７３０信号の各々は
、特定の身体部分に対して最適化することができる。
【０２３４】
　任意選択で、得られた７２０信号は、特定の身体部分に最適な波形（たとえば鋸歯状）
を用いて適合させられる７３０。
【０２３５】
　たとえば、利用者の片手に向けられた、得られた７２０信号は、比較的急激な振幅上昇
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（アタックとも呼ばれる）および比較的緩慢な振幅減衰、またはこの逆により特徴付けら
れる非対称波形を用いて適合させられてもよい７３０。
【０２３６】
　したがって、非対称波形を用いて適合させられた７３０信号に基づき、振動を利用者の
片手に加える７５０と、利用者の片手の上に動きに似た感覚が生成される。さらに、動き
に似た感覚により、動きに似た感覚と反対の方向に（押す感覚に対する）または感覚の方
向に（引く感覚に対する）、現実のフィードバック動作で片手に応答させられることがで
きる。
【０２３７】
　以下にさらに詳細に説明されるように、任意選択で、得られた７２０信号は、身体部分
に最適な周波数または周波数範囲を用いて適合させられる７３０。
【０２３８】
　任意選択で、得られた７２０信号は、あらかじめ定義されたシーケンスを低周波信号に
挿入することにより適合させられる７３０。
【０２３９】
　一例では、以下にさらに詳細に説明されるように、メディア信号内にあらかじめ定義さ
れた信号シーケンス（たとえば爆発に特有な音響）が識別されたときはいつでも、振動効
果の専用データベースに蓄積されたさまざまな信号シーケンスの中から選択された特定の
信号シーケンス（たとえばブーム効果に特有なシーケンス）が挿入されてもよい。
【０２４０】
　任意選択で、信号は、特定の環境、たとえば野外の環境、閉ざされたホールの環境、大
音量の低周波スピーカを備える車、木製の床を備える環境、コンクリート製の床を備える
環境などをシミュレートするために適合させられる７３０。
【０２４１】
　たとえば、木製の床の環境に適合させられた７３０信号に、木製の床の振動シーケンス
が挿入されてもよく、一方では、コンクリート製の床に適合させられた７３０信号に、コ
ンクリート製の床の振動シーケンスが挿入されてもよい。
【０２４２】
　任意選択で、信号発生器１２０は、特定の環境でライブサウンド体験中の利用者の身体
位置の測定に基づき、特定の振幅、遅延または位相差を用いてあらかじめ構成される。
【０２４３】
　信号発生器１２０は、特定の環境で測定された特定の振幅、遅延または位相差を使用し
て、得られた７２０信号を特定の環境に対して適合させてもよい７３０。
【０２４４】
　以下にさらに詳細に説明されるように、任意選択で、利用者は、環境の中から選択する
ために、たとえばコントロールパネルを使用して環境の１つを選択することができるよう
になる。
【０２４５】
　メディア信号は、標準を再生したときに、すなわちビデオクリップまたは映画のサウン
ドトラックなどの、何百万もの現在利用可能なメディア項目の１つを再生したときに生成
される信号でもよい。
【０２４６】
　本例示的方法が動作するために、メディア項目の製作者が、特定の振動チャネルを用い
てもしくはチャネル間の信号配分を修正して、メディアをリミックスする、または振動チ
ャネルの補充ミキシングを提供する必要はない。
【０２４７】
　以下にさらに詳細に説明されるように、任意選択で、たとえば振動デバイス７５０によ
り特定の身体部分に最適な方法で、特定の身体部分上に振動が加えられる７５０。
【０２４８】
　たとえば、以下にさらに詳細に説明されるように、振動デバイス１５０は、身体部分に
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最適な方向で振動してもよい７５０。
【０２４９】
　本例では、以下にさらに詳細に説明されるように、振動デバイス１５０は、振動デバイ
ス１５０が配置された特定の身体部分に最もよく適合する方向に、たとえば装置１０００
の携帯者の肉質の身体部分に対して垂直方向に、または骨質の身体部分に対して横方向に
振動する。
【０２５０】
　以下にさらに詳細に説明されるように、任意選択で、振動デバイス１５０自体は、信号
適合機能（たとえば信号処理用の専用電気回路または周波数選択性増幅器）をさらに含む
。
【０２５１】
　以下にさらに詳細に説明されるように、信号適合機能を使用して、振動デバイス１５０
は、受信した信号の波形をさらに改変することにより、または低周波範囲内の受信された
信号の一部だけを増幅することにより、振動デバイス１５０により受信された信号をさら
に適合させてもよい。
【０２５２】
　任意選択で、たとえば下半身部分から上半身部分へ上昇するまたはその逆の感覚を生成
するために、利用者の異なる身体部分に対して適合させられた７３０少なくとも２つの信
号間に位相差がさらに導入される。
【０２５３】
　任意選択で、低周波信号を適合させる７３０ために、あらかじめ定義されたプロトコル
に従って、受信された７１０メディア信号に埋め込まれた制御データがさらに使用される
。たとえば、以下にさらに詳細に説明されるように、信号発生器１２０は、信号受信機に
より受信された７１０メディア信号内にある種のトーンを識別したとき、メディア信号か
ら得られた７２０信号にある種の信号シーケンスを導入してもよい。
【０２５４】
　以下にさらに詳細に説明されるように、任意選択で、本方法は、利用者が、たとえばコ
ントロールパネルを使用して、信号の適合７２０を制御することができるようにすること
をさらに含む。
【０２５５】
　たとえば、利用者は、特定の身体部分（たとえば腰）に対して適合させられた７３０、
得られた７２０信号の振幅を調節するために、コントロールパネルを使用してもよい。し
たがって、以下にさらに詳細に説明されるように、特定の身体部分上で感じられる振動が
加減されてもよい。同様に、以下にさらに詳細に説明されるように、利用者は、得られた
７２０信号振幅を全体として調節する、または特定の環境を選択することができるように
なってもよい。
【０２５６】
　任意選択で、本方法は、利用者が聞くために、受信されたメディア信号からオーディオ
信号を得て、これにより、受信された７１０メディア信号の少なくとも一部を再生するこ
とをさらに含む。
【０２５７】
　たとえば、以下にさらに詳細に説明されるように、装置１０００のオーディオ信号発生
器は、ＭＰ４メディア信号内の、人間の耳に感受性が高い周波数でオーディオ信号を識別
し、識別されたオーディオ信号を、利用者が装着したスピーカまたはヘッドホンに転送し
てもよい。
【０２５８】
　次に、図８を参照すると、図８は、本発明の例示的一実施形態による第２のパーソナル
メディア再生方法を概略的に示す流れ図である。
【０２５９】
　第２の例示的方法では、以下にさらに詳細に説明されるように、たとえば装置２０００
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の信号受信機２１０により、メディア信号、たとえば映画のサウンドトラック、音楽クリ
ップ、ビデオクリップまたはビデオストリームが受信される８１０。
【０２６０】
　当技術分野で公知のように、メディア信号は、音源から、たとえばＭＰ３プレーヤ（た
とえばプレーヤのヘッドホンソケットを介して）、コンピュータ、ゲーム機、ＣＤ－ＲＯ
ＭドライブまたはＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｃ）ドライブなどのメデ
ィアリーダ、スマートホン（たとえばＡｐｐｌｅ（商標）のｉ－Ｐｈｏｎｅなど）などか
ら受信されてもよい８１０。
【０２６１】
　以下にさらに詳細に説明されるように、メディア信号は、音源への無線接続を介して、
音源への有線接続を介して、音源のＵＳＢソケットなどのソケットを介してまたはこれら
の任意の組合せを介して受信してもよい８１０。
【０２６２】
　次いで、たとえば装置２０００の信号発生器２２０により、受信された８１０メディア
信号から信号が得られる８２０。
【０２６３】
　任意選択で、得られた８２０信号は低周波信号である。低周波信号は、人間の耳には感
受性が非常に低いが、人体の他の部分には感受性が非常に高い（たとえば触覚による）周
波数の信号である。
【０２６４】
　最後に、以下にさらに詳細に説明されるように、たとえば利用者の特定の身体部分上に
配置された振動デバイス２５０により、特定の身体部分に最適な方法で、得られた８２０
信号に従って２カ所以上の身体部分の特定の各１カ所に振動が加えられる８５０。
【０２６５】
　任意選択で、振動は、特定の身体部分に最適な方向に、特定の身体部分上に加えられる
８５０。
【０２６６】
　たとえば、以下にさらに詳細に説明されるように、振動デバイス２５０は、振動デバイ
ス２５０が配置された特定の身体部分に最もよく適合する方向に、たとえば、装置２００
０の携帯者の肉質の身体部分に対して垂直方向に、または携帯者の骨質の身体部分に対し
て横方向に振動してもよい。
【０２６７】
　任意選択で、以下にさらに詳細に説明されるように、得られた８２０信号は、たとえば
振動デバイス２５０に含まれる信号処理用の専用電気回路または周波数選択性増幅器を使
用して適合させられる。
【０２６８】
　任意選択で、本方法は、利用者が聞くために、受信されたメディア信号からオーディオ
信号を得て、それによって、メディア信号の少なくとも一部を再生することをさらに含む
。
【０２６９】
　以下にさらに詳細に説明されるように、任意選択で、本方法は、メディア信号から得ら
れたオーディオ信号をスピーカまたはヘッドホンに転送することをさらに含む。
【０２７０】
　たとえば、以下にさらに詳細に説明されるように、装置２０００のオーディオ信号発生
器２２０は、ＭＰ４メディア信号内の、人間の耳に感受性が高い周波数でオーディオ信号
を識別し、識別されたオーディオ信号を利用者が装着したスピーカまたはヘッドホンに転
送してもよい。
【０２７１】
　以下にさらに詳細に説明されるように、任意選択で、本方法は、利用者の胸または他の
特定の身体部分に配置された振動デバイスに信号を送信する前に、利用者が、信号の取得
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８２０を制御する、または得られた８２０信号の振幅を調節することができるようにする
ことをさらに含む。したがって、以下にさらに詳細に説明されるように、利用者の特定の
身体部分上で感じられる振動を加減することができる。
【０２７２】
　次に、図９を参照すると、図９は、本発明の例示的一実施形態による第３のパーソナル
メディア再生方法を概略的に示す流れ図である。
【０２７３】
　第３の例示的方法では、オーディオ信号が受信される９５０。
【０２７４】
　受信された９５０オーディオ信号に少なくとも一部は基づき、人の身体の異なる部分で
位置特有の振動を誘発するために適合させられた、連係した信号が生成される９５５。
【０２７５】
　次いで、生成された９５５連係した信号の各々は、身体部分の個々の１カ所に配置され
た個々の振動デバイスに提供される９６０。最後に、振動デバイスは、振動デバイスに提
供された９６０連係した信号に少なくとも一部は基づき、身体部分上に低周波振動を加え
る９６５ために使用される。
【０２７６】
　以下にさらに詳細に説明されるように、任意選択で、加えられた９６５振動は、人の身
体上の個々の部分に最適化された特徴を有する。
【０２７７】
　振動を誘発するために信号を連係させることは、以下の基準の１つまたは複数に基づき
任意選択で行われる：
　－信号がどの身体部分に向けられるかに基づく、限定しない例として、身体部分の感受
性に基づく、振動デバイスが骨質の身体部分に取り付けられたか、むしろ肉質の身体部分
に取り付けられたかに基づくなど、信号の各々に対して異なる振幅；
　－以下にさらに詳細に説明されるように、コントロールパネルを使用して、人により設
定された振幅に基づく、信号の少なくとも１つに対して異なる振幅；および
　－音源からの距離、人の頭からの距離、人の足からの距離、振動デバイス間の距離など
に基づく、信号の各々に対して異なる遅延（したがって、さらに位相の変化）。遅延は、
任意選択で、空中の音速、および骨または人体の他の部分の音速の間の差などに従って設
定さてれもよい。
【０２７８】
　次に、図１０を参照すると、図１０は、本発明の例示的一実施形態による第４のパーソ
ナルメディア再生方法を概略的に示す流れ図である。
【０２７９】
　第４の例示的方法は：
　－オーディオ信号に１つまたは複数の低周波信号を埋め込む１００５ことにより、高度
なメディア信号、たとえば高度なオーディオ信号を生成するステップ；
　－高度なオーディオ信号を受け入れる装置に高度なオーディオ信号を送信する１０１０
ステップ；
　－埋め込まれた１００５低周波信号の１つに少なくとも一部は基づき、利用者の１カ所
または複数カ所の身体部分で位置特有の振動を誘発するために適合させられた信号を装置
に生成させる１０１５ステップ；
　－生成された信号の各々を特定の身体部分上に配置された個々の１つ（または複数）の
振動デバイスに提供する１０２０ステップ；および
　－提供された１０２０低周波信号に少なくとも一部は基づき、振動デバイスに低周波振
動を特定の身体部分に与えさせる１０２５ステップ
　を含む。
【０２８０】
　任意選択で、低周波信号は専用チャネルに埋め込まれる。
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【０２８１】
　任意選択で、低周波信号はいくつかの専用チャネルに埋め込まれる。そのような場合、
任意選択で、チャネルは、それらの所期の身体部分に適合させられてもよい。一例として
、足に対して振動を誘発することが、特定の周波数または周波数範囲で符号化されてもよ
く、腰または胸などの異なる身体部分に対して振動を誘発することが、異なる特定の周波
数または周波数範囲で符号化されてもよい。
【０２８２】
　任意選択で、埋め込まれた信号は、音楽業界が採用することができるプロトコルに準拠
する制御データを含む。いくつかの実施形態では、異なる専用チャネルがあり、各専用チ
ャネルは、異なる身体部分に対する制御データを符号化する。
【０２８３】
　いくつかの実施形態では、身体部分の少なくとも１カ所に対する符号化は、振動をいつ
与えるべきかおよび振動をどの振幅で与えるべきかに関する符号化を含む。
【０２８４】
　いくつかの実施形態では、専用チャネルはビデオストリーム内部に、たとえば垂直帰線
消去期間中に、符号化されたビデオイメージなどの内部に、パッケージ化してもよい。
【０２８５】
　本発明の例示的一実施形態による装置が、特定の身体部分に最適な方法で特定の身体部
分に振動を加えるためにそれぞれ設計された振動デバイスを含んでもよい。
【０２８６】
　以下の図は、本発明の例示的実施形態による振動デバイス（以下、「振動変換器」とも
呼ばれる）のためのいくつかの新規で進歩性のある設計を例示するために使用される。
【０２８７】
　次に、図１１Ａを参照すると、図１１Ａは、本発明の例示的一実施形態による振動変換
器を備える靴底を概略的に示す簡易構造図である。
【０２８８】
　図１１Ａは、組み込まれたまたは改造された１対の振動変換器１１０２を含む靴底１１
００を描く。
【０２８９】
　図１１Ａの例では、振動変換器１１０２は、磁石１１０５およびコイル１１１０を含む
。コイル１１１０は交流電流を受け入れ、交流電流は、低周波で磁石１１０５を振動させ
、靴の携帯者の足に振動を与えさせる。
【０２９０】
　当技術分野で公知のように、磁石１１０５は、永久磁石、電磁石などでもよい。
【０２９１】
　いくつかの実施形態では、側面、前および後ろ、または両方であろうとなかろうと、足
底に対して横方向に、足底に振動が与えられる。
【０２９２】
　足底に対して横方向に足底に振動を与えることにより、人が足底に与える圧力に対する
依存性がより少ない振動感覚を生成することができる。足ユニットが、人の体重に、それ
ぞれの足にどれくらいの体重がかかるかに、人が振動を感知しながら歩き回ることなどに
、より依存しなくなり得る。
【０２９３】
　いくつかの実施形態では、足の振動変換器１１０２は、足底に対して垂直方向に振動を
足底に与える。
【０２９４】
　足底に対して垂直方向に振動を足底に与えると、床へのエネルギー損失があることがあ
り、歩いている間に振動感覚が一様でなくなることがある。
【０２９５】
　いくつかの実施形態では、振動変換器１１０２は、足底で圧力を測定するための１つま
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たは複数の圧力感知ユニットを含む。感知された圧力により、感知された圧力に少なくと
も一部は基づき、低周波振動の振幅を修正可能にすることができる。任意選択の修正は、
足底への圧力とは無関係に、実質的に同等の振動感覚を生成するために行われる。
【０２９６】
　いくつかの実施形態では、靴底１１００は、床に対する靴底の接触域をたとえば特定の
ストリップまたはスポットまで低減するように修正される。床に対する靴底の接触域はま
た、利用者の足を押す。振動変換器１１０２は、任意選択で、靴底をそれほど大きく押さ
ない最小の接触域で振動を生成するように配置される。
【０２９７】
　いくつかの実施形態では、靴底１１００は、歩いている間の、足底に対する圧力変化を
減らすように構築されたショックアブソーバまたは他の処置デバイスまたは構成要素を有
し、それによって、振動変換器１１０２により与えられた振動がよりよく、よりバランス
がとれた方法で感じられるようになる。
【０２９８】
　次に、図１１Ｂおよび図１１Ｃを参照すると、図１１Ｂおよび図１１Ｃは、本発明の例
示的実施形態による第１の振動変換器の上面図および側面図を概略的にそれぞれ示す簡易
構造図である。
【０２９９】
　図１１Ｂおよび図１１Ｃは、図１１Ａの靴底に組み込まれた振動変換器１１０２の磁石
１１０５およびコイル１１１０、ならびにこれらの相対位置を描く。
【０３００】
　図１１Ａ～図１１Ｃの新規な振動変換器１１０２は、従来型のスピーカ、ボイスコイル
およびソレノイドとは異なって作動することが留意される。スピーカ、ボイスコイルおよ
びソレノイドは、コイルを使用して、これらの電気コイルの中心により規定される軸に沿
って直線的に質量を動かすが、振動変換器１１０２は、その軸に沿って磁石１１０５を「
小刻みに振り動かす」。以下にさらに詳細に説明されるように、任意選択で、振動変換器
１１０２は小型設計であり、可動部分（たとえば磁石１１０５）がコイル１１１０を実質
的に越えて伸びていない。
【０３０１】
　いくつかの実施形態では、磁石１１０５およびコイル１１１０は、弾性部材により互い
に接続される。以下にさらに詳細に説明されるように、弾性部材のいくつかの限定しない
例には、弾性膜、任意選択で非導電性膜、いくつかの弾性アームなどが含まれる。
【０３０２】
　いくつかの実施形態では、磁石１１０５およびコイル１１１０は、支持フレーム（図示
せず）に接続される。任意選択で、磁石１１０５、コイル１１１０または両方は、弾性部
材（図示せず）により支持フレームに接続される。
【０３０３】
　次に、図１２Ａ、図１２Ｂおよび図１２Ｃを参照すると、図１２Ａ、図１２Ｂおよび図
１２Ｃは、本発明の例示的実施形態による第２の、第３のおよび第４の振動変換器を概略
的にそれぞれ示す簡易構造図である。
【０３０４】
　図１２Ａは、振動変換器の平坦な設計の一例を描く。
【０３０５】
　図１２Ａの例示的振動変換器は、コイル１２１５の内部に磁石１２２０を含む。任意選
択で、磁石１２２０もコイル１２１５も平坦な設計を有し、限定しない例として、高さが
１ｃｍ以下、高さが５ｍｍ、またはさらには高さが３ｍｍ以下である。
【０３０６】
　図１２Ｂは、２つの磁石１２２０および１つのコイル１２１５を使用する振動変換器の
一例を描く。
【０３０７】
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　図１２Ｃは、２つのコイル１２１５および単一の磁石１２２０を使用する振動変換器の
さらに他の例を描く。
【０３０８】
　図１２Ｂおよび図１２Ｃの振動変換器は、任意選択で、より大きな縦幅が利用できる場
合に、特により大きなエネルギーが必要とされるときに使用される。
【０３０９】
　次に、図１３を参照すると、図１３は、本発明の例示的一実施形態による第５の振動変
換器を概略的に示す簡易構造図である。
【０３１０】
　図１３の例示的振動変換器１３１０は、弾性要素、たとえば一方の末端で支持フレーム
１３１３に、他方の末端でコイル１３１２に接続されたばね１３１１、任意選択で同一支
持フレーム１３１３に接続された１つまたは複数の磁石１３１４を含む。ばね１３１１は
、任意選択で、実質的に堅いワイヤ、板ばねまたは同様に弾性があり屈曲に対してある程
度抵抗性のある構造物である。任意選択で、ばね１３１１は、フレーム１３１３自体の一
部またはフレーム１３１３全体を形成する。
【０３１１】
　いくつかの実施形態では、コイル１３１２および磁石１３１４は、上述のばね１３１１
を有してまたは有しないで、可撓性のある基板（図示せず）に、たとえばゴムに、可撓性
のあるシリコーンパッドに、ゲルにまたは類似の構造物に埋め込まれる。
【０３１２】
　任意選択で、ばね１３１１、磁石１３１４およびコイル１３１２は一緒になって、特徴
的な共振周波数を有する「ばね上質量」の役割を果たす。
【０３１３】
　以下にさらに詳細に説明されるように、いくつかの実施形態では、振動を励起する信号
に強く効果的に応答できるように、振動変換器１３１０により受信された信号により誘発
された振動周波数の範囲の機械的共振周波数を有するばね１３１１が設計される。
【０３１４】
　したがって、変換器１３１０を装着する利用者が体験する感覚を強化することができ、
変換器１３１０は、よりエネルギー効率の高い方法で動作することができる。
【０３１５】
　すなわち、振動を励起する信号に効果的に結合できるようするために、誘発された振動
周波数の範囲内に入るように設定された機械的共振周波数を有する変換器１３１０が設計
される。したがって、以下にさらに詳細に説明されるように、より少ない励起エネルギー
でより強い振動が生成される。
【０３１６】
　そのような実施形態では、入力音響信号は、振動変換器１３１０を駆動するために複雑
な操作を必要とせず、振動は変換器のばね１３１１の機械的共振によりさらに増幅される
ので、任意選択でいくらかの増幅だけを必要とする。そのような変換器１３１０で生成さ
れた振動はまた、原音響に対して良好な忠実度を提供することができる。
【０３１７】
　さらに、そのような実施形態では、振動変換器の周波数応答も、任意選択であるがかな
らずしも増幅されない通常の音響信号により誘発された振動を可能にすることがある。振
動を励起する信号（すなわち通常の音響信号）の調和およびばね１３１１の機械的共振周
波数により、十分で効果的な振動性の応答を生成することができる。
【０３１８】
　動作については、任意選択で、コイル１３１２は、任意選択で増幅された変化する電流
を受け取り、１つまたは複数の磁石１３１４により生成された磁場に対して移動する。
【０３１９】
　当技術分野で公知のように、磁石１３１４は、通常の永久磁石、ネオジム磁石、電磁石
などでもよい。
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【０３２０】
　次に、図１４を参照すると、図１４は、本発明の例示的一実施形態による第６の振動変
換器を概略的に示す簡易構造図である。
【０３２１】
　図１４の振動変換器１４２０は、ばね１４２２などの弾性要素により支持フレーム１４
２３に接続されたコイル１４２１を、支持フレーム１４２３に同じく接続された磁石１４
２４の上方に含む。
【０３２２】
　本例のコイル１４２１に交流電流を加えると、本例のコイル１４２１は、少し小さめの
上部空間によって図１３の振動変換器１３１０のコイル１３１２の動きに類似する方法で
動き、本変換器１４２０は、靴の中および／または靴の下で使用するのにより適したもの
になる。
【０３２３】
　次に、図１５を参照すると、図１５は、本発明の例示的一実施形態による第７の振動変
換器を概略的に示す簡易構造図である。
【０３２４】
　図１５の振動変換器１５３０は、支持フレーム１５３２に接続されたコイル１５３１を
含む。
【０３２５】
　例示的変換器１５３０はまた、コイル１４３１の上方に配置された磁石１５３３を含む
。磁石１５３３は、弾性要素、たとえばばね１５３４に取り付けられる。
【０３２６】
　交流電流をコイル１５３１に加えると、変化する磁場がコイル１５３１内に生成される
。変化する電場が、コイル１５３１の上で磁石１５３３を前後に動かす。したがって、少
し小さめの上部空間によって図１３の振動変換器１３１０の振動に類似する振動が生成さ
れ、機構および電子部品を任意選択で靴底に埋め込むことができるので、振動変換器１５
３１は、靴の中および／または靴の下で使用するのにより適したものになる。
【０３２７】
　図１３、図１４および図１５に示される例示的振動変換器は、従来のスピーカ、ボイス
コイルおよびソレノイドと異なって作動する新規な変換器である。スピーカ、ボイスコイ
ルおよびソレノイドは、コイルを使用して、これらの電気コイルの中心により規定される
軸に沿って直線的に質量を動かすが、図１３、図１４および図１５の新規な振動変換器は
、むしろ磁石またはコイルを「小刻みに揺り動かす」。
【０３２８】
　振動変換器１３１０、１４２０および１５３０は、これらのコイルが任意選択でこれら
の磁石と同一平面上にあってもよい平坦な設計を有してもよい。
【０３２９】
　振動変換器１３１０、１４２０および１５３０は、任意選択で、これらの磁石およびこ
れらのコイルがフレームに沿って縦方向に配置されない短い設計を有してもよい。
【０３３０】
　次に、図１６を参照すると、図１６は、本発明の例示的一実施形態による第８の振動変
換器を概略的に示す簡易構造図である。
【０３３１】
　例示的振動変換器１６４０は、ゼロ交差構成（ｚｅｒｏ－ｃｒｏｓｓ　ｃｏｎｆｉｇｕ
ｒａｔｉｏｎ）で配置された１つのコイル１６４１および２つの磁石１６４２を含む。ゼ
ロ交差構成では、２つの磁石１６４２は、第１の磁石のＮ極が第２の磁石のＳ極と向き合
うアレイの形で配置される。以下にさらに詳細に説明されるように、コイル１６４１の軸
は、２つの磁石１６４２間のほぼ中間部に、すなわち磁石１６４２の磁場強度が最大にな
る地点に対向して向けられる。したがって、コイル１６４１および磁石１６４２の間の磁
気力が最大になり、振動変換器１６４０の効率を高めることができる。
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【０３３２】
　本発明の例示的一実施形態による代替のゼロ交差構成では、単一の磁石が１つまたは複
数のコイルと一緒に使用される。代替のゼロ交差構成では、１つまたは複数のコイルの軸
は、磁極間のほぼ中間部に、すなわち磁石の磁場強度が最大になる中点に対向して向けら
れる。したがって、１つまたは複数のコイルおよび磁石の間の磁気誘導が最適化され、振
動変換器の効率を高めることができる。
【０３３３】
　上述のように、コイル１６４１、磁石１６４２または両方は、弾性部材（図示せず）に
より互いに（または両方とも）支持フレーム（図示せず）に接続されてもよい。
【０３３４】
　コイル１６４１に加えられた信号により誘発された動きが、コイル１６４１または磁石
１６４２を加速させることがある。
【０３３５】
　以下にさらに詳細に説明されるように、加速により、たとえば、振動変換器１６４０が
配置された身体部分に最適な方向に振動を与えるために、１つの方向または他の方向に任
意選択で制約することができる動きが引き起こされる。
【０３３６】
　たとえば、磁石１６４２は、図１６の矢印１６４４により示されるように、コイル１６
４１の上を水平方向だけに、または特定の接線方向の移動だけで動くように、任意選択で
フレームによりまたはコイル１６４１および磁石１６４２の間の接続により、任意選択で
制約することができる。
【０３３７】
　次に、図１７を参照すると、図１７は、本発明の例示的一実施形態による第９の振動変
換器を概略的に示す簡易構造図である。
【０３３８】
　例示的振動変換器１７５０が、ゼロ交差構成で配置された１つのコイル１７５１および
２対の磁石１７５２、１７５３を含む。ゼロ交差構成では、磁石の各対１７５２、１７５
３は、第１の磁石のＮ極が第２の磁石のＳ極と向き合うように配置される。さらに、２対
の磁石１７５２、１７５３は、これらのＮ極およびＳ極に同一方向を向かせるように配置
される。
【０３３９】
　図１６と同様に、磁石の両方の対１７５２、１７５３は（たとえばフレームを使用して
）制約され、水平方向にまたは特定の接線方向の移動で動く。しかしながら、一方の対１
７５２が一方の方向（たとえば左から右）に動いたとき、第２の対１７５３は反対方向（
たとえは右から左）に動く。
【０３４０】
　次に、図１８を参照すると、図１８は、本発明の例示的一実施形態による第１０の振動
変換器を概略的に示す簡易構成図である。
【０３４１】
　例示的振動変換器１８６０は、１つのコイル１８６１および２対の磁石１８６２、１８
６３を含み、第１の磁石のＮ極が第２の磁石のＳ極と向き合うように各対の磁石１８６２
、１８６３が配置されるゼロ交差構成で配置される。２対の磁石１８６２、１８６３は、
これらのＮ極およびＳ極に反対方向を向かせるように配置される。
【０３４２】
　図１６と同様に、たとえばフレームを使用して制約される、磁石の両方の対１８６２、
１８６３は、水平方向にまたは特定の接線方向の移動で動く。しかしながら、一方の対１
８６２が一方の方向（たとえば左から右）に動いたとき、第２の対１８６３は同一方向（
同様に左から右）に動く。
【０３４３】
　次に、図１９を参照すると、図１９は、本発明の例示的一実施形態による第１１の振動
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変換器を概略的に示す簡易構造図である。
【０３４４】
　例示的振動変換器１９７０が、ゼロ交差構成で配置された２つのコイル１９７５および
３つの磁石１９７６を含む。図１９は、磁石１９７６の数が同じである必要がないことを
実証するのに役立つ。また、コイル１９７５の数もまた同じである必要がないことが留意
される。
【０３４５】
　任意選択で、磁石１９７６は、各磁石およびコイルの回転方向が、その他の磁石または
コイルの回転方向と異なってもよいように、変換器１９７０の内側に分散させられる。し
たがって、以下にさらに詳細に説明されるように、変換器１９７０はさまざまな方向に回
転することができる。
【０３４６】
　次に、図２０を参照すると、図２０は、本発明の例示的一実施形態による第１２の振動
変換器を概略的に示す簡易構造図である。
【０３４７】
　例示的振動変換器２０８０が、部分的に弾性のあるフレーム２０８３の対辺に固定され
た２つのコイル２０８１、２０８２を含む。フレーム２０８３は、コイル２０８１、２０
８２の動きを水平方向の動きまたは特定の接線方向の動きに制限する。
【０３４８】
　コイル２０８１、２０８２に交流電流を供給すると、２つのコイルは反対方向に、前後
に動く。たとえば、一方のコイル２０８１が左から右に動く場合、第２のコイル２０８２
は右から左に動く。
【０３４９】
　次に、図２１を参照すると、図２１は、本発明の例示的一実施形態による第１３の振動
変換器を概略的に示す簡易構造図である。
【０３５０】
　図２１に示される例示的振動変換器は、フレーム２１１５に取り付けられたコイル２１
０５および１つまたは複数の磁石２１１０を含む。
【０３５１】
　フレーム２１１５、またはフレーム２１１５の少なくとも一部は弾性がある。すなわち
、フレーム２１１５自体は弾性要素である。
【０３５２】
　図２１の例示的変換器では、磁石２１１０もコイル２１０５もフレーム２１１５（すな
わち弾性要素）の内面に取り付けられる。
【０３５３】
　以下にさらに詳細に説明されるように、磁石２１１０は、ゼロ交差構成で、たとえば、
第１の磁石のＮ極が第２の磁石のＳ極と向き合う２つの磁石２１１０のアレイの形で配置
される。
【０３５４】
　任意選択で、磁石２１１０の各々は、フレーム２１１５の外面に配置された対向する磁
石２１１１に対してさらに対にされる。
【０３５５】
　したがって、対にされた磁石２１１０、２１１１は互いに固着し、その間のフレーム２
１１５に取り付けられたままとなる。したがって、図２１の例示的変換器は、ねじを使用
して磁石２１１０をフレーム２１１５に接着させるまたは締結することなく製造すること
ができ、したがって、変換器の製造工程がより速く、より安価になる。
【０３５６】
　低周波で交番する電流（すなわち信号）をコイル２１０５に供給すると、コイル２１０
５は、コイル２１０５のコアに対して垂直で、かつコイル２１０５の軸に平行な反対の分
極方向間で交番する磁場を生成する。コイル２１０５の軸は、磁石２１１０の間のほぼ中
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間部を向く。
【０３５７】
　すなわち、コイル２１０５の交番する磁場は、磁石２１１０のアレイにほぼ垂直方向に
、かつ磁石２１１０の間の中間部にほぼ対向して向く。以下にゼロ交差構成について説明
するように、中間点は、磁石２１１０の磁場強度が最大になる地点である。したがって、
コイル２１０５および磁石２１１０の間の力が最適化される。
【０３５８】
　任意選択で、フレーム２１１５は、磁石２１１０の特定のサイズ、コイル２１０５の特
定の直径、磁石２１１０の磁場の特定の強度、コイル２１０５により生成された磁場の平
均強度、コイル２１０５により生成された磁場の最大強度などまたはこれらの任意の組合
せに対して最適化された距離でコイル２１０５および磁石２１１０を整列させるように設
計される。
【０３５９】
　たとえば、コイル２１０５および磁石２１１０は、中間点、および磁石２１１０の磁場
が最大になるコイル２１０５のコアの間の地点で、コイル２１０５の交番する磁場が最大
になるように整列してもよい。
【０３６０】
　任意選択で、中間点、および磁石２１１０の磁場が最大になるコイル２１０５のコアの
間の地点で、コイル２１０５の交番する磁場が最大になるように、最適な直径を有するコ
イル２１０５が設計される。
【０３６１】
　以下にさらに詳細に説明されるように、任意選択で、メディア信号から得られ、振動変
換器により受信された低周波信号に特徴的な低周波範囲の電流で最大になる磁場誘導を有
するコイル２１０５が設計される。
【０３６２】
　フレーム２１１５は、コイル２１０５の上での磁石２１１０の水平移動を制止するよう
に設計される。したがって、磁石２１１０の動きは、利用者の特定の身体部分に最適な方
向に振動を加えるために、特定の直線的な動きまたは接線方向の動きに制約することがで
きる。
【０３６３】
　以下にさらに詳細に説明されるように、任意選択で、図２１の変換器に送信された信号
に対して強く効果的に応答（振動）できるように、変換器５００に送信された信号により
誘発された振動周波数の範囲内の機械的共振周波数を有するフレーム２１１５が設計され
る。
【０３６４】
　すなわち、フレーム２１１５は、図２１の変換器に送信された信号により誘発された振
動周波数の範囲内の機械的共振周波数を有する弦として機能する。
【０３６５】
　振動を励起する信号（すなわち単純な音響信号）およびフレーム２１１５自体の機械的
共振周波数の調和により（当技術分野で公知のように、波の重ね合わせによる）、増幅さ
れた振動応答が生成される。
【０３６６】
　したがって、振動はフレーム２１１５の機械的共振により増幅されるので、入力音響信
号が、図２１の振動変換器を駆動するために複雑な操作を必要としない。さらに、変換器
により生成された振動はまた、原音響に対して良好な忠実度を提供する。
【０３６７】
　すなわち、振動を励起する信号への効果的な機械的結合を可能にするために、誘起され
た振動の周波数の範囲内に入るように設定された機械的共振周波数を有する変換器のフレ
ーム２１１５が設計される。したがって、より少ない励起エネルギーでより強い振動が生
成される。
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【０３６８】
　交番する磁流がコイル２１０５に加えられたとき、交番する磁流が、コイル２１０５に
対して磁石２１１０を反発するまたは引きつけるように作動する磁場をコイル２１０５の
コア内に生成する。
【０３６９】
　しかしながら、フレーム２１１５は、コイル２１０５から一定の垂直距離で磁石２１１
０を保持するように設計される。フレーム２１１５の垂直抵抗係数は、磁石をコイル２１
０５から離して一定の垂直距離で保持するのに十分大きい。すなわち、フレーム２１１５
は、コイル２１０５内に誘発された磁場の下でコイル２１０５に向かう（またはから離れ
る）磁石２１１０のいかなる大きな動きも防止することができる。
【０３７０】
　したがって、フレーム２１１５は、磁石２１１０の動きをほぼ水平線に制限する。
【０３７１】
　フレーム２１１５の設計により、コイル２１０５上の磁石２１１０の水平移動が可能に
なる。したがって、コイル２１０５内に誘発された磁場は、コイル２１０５の上で磁石２
１１０を水平に動かす。
【０３７２】
　しかしながら、コイル２１０５の上の中心位置に磁石２１１０を戻すように作動する弾
性を有するフレーム２１１５が設計され、中心位置では、磁石２１１０間の中間部がコイ
ル２１０５のコアとほぼ対向する。
【０３７３】
　磁石２１１０を一方の水平方向に動かす、コイル２１０５内に誘発される磁場が変化し
たとき、フレーム２１１５は、磁石２１１０を中心位置まで押し戻す傾向がある反対方向
の機械的力を生成する。
【０３７４】
　当技術分野で公知のように、フレーム２１１５を特徴付けるばねに似た速度係数に基づ
き、フックの法則（Ｈｏｏｋ’ｓ　ｌａｗ）により規定されるように、磁気力が、フレー
ム２１１５により生成された反対方向の機械的力に釣り合う、中心位置から離れた一定の
距離まで磁石２１１０の水平移動が制限される。
【０３７５】
　同様に、コイル２１０５の磁場分極が変化したとき、フックの法則（Ｈｏｏｋ’ｓ　ｌ
ａｗ）により規定されるように、磁気力が、フレーム２１１５により生成された反対方向
の機械的力に釣り合う、中心位置から離れた一定の距離に磁石２１１０が到達するまで、
磁石２１１０は反対方向の水平線内で動かされる。
【０３７６】
　したがって、磁石２１１０の振動は、水平であることだけでなく（変換器のサイズが比
較的小さいにもかかわらず）低周波により特徴付けられる。
【０３７７】
　次に、図２２を参照すると、図２２は、本発明の例示的一実施形態による第１４の振動
変換器を概略的に示す簡易構造図である。
【０３７８】
　図２２を使用して示される例示的変換器が、図２１のコイル２１０５、磁石２１１０お
よびフレーム２１１５を含む。
【０３７９】
　図２２に示される変換器では、図２１の振動変換器と同様に、磁石２１１０もコイル２
１０５も、フレーム２１１５（すなわち弾性要素）の内面に取り付けられる。
【０３８０】
　しかしながら、図２２の例示的変換器では、磁石２１１０は、図２１の対向する磁石２
１１１によるのではなく、接着剤を使用してまたは留め具（たとえばねじ）を使用してフ
レーム２１１５に取り付けられる。
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【０３８１】
　次に、図２３を参照すると、本発明の例示的一実施形態による第１５の振動変換器を概
略的に示す簡易構造図である。
【０３８２】
　図２３の例示的変換器は、図２１のコイル２１０５、磁石２１１０およびフレーム２１
１５を含む。しかしながら、図２３の例示的変換器では、磁石２１１０は、図２１の対向
する磁石２１１１によるのではなく、接着剤を使用してまたは留め具（たとえばねじ）を
使用してフレーム２１１５に取り付けられる。
【０３８３】
　図２３の例示的変換器は、フレーム２１１５に取り付けられた磁石２１１０に磁気によ
って取り付けられた第２の１対の磁石２３１２をさらに含む。
【０３８４】
　以下にさらに詳細に説明されるように、２対２１１０および２３１２は一緒になって、
少なくとも一部は弾性フレーム２１１５に取り付けられたより強力な磁石のアレイを形成
し、この磁石のアレイは、コイル２１０５に交流電流を供給すると、コイル２１０５の上
で前後に水平方向に動く。
【０３８５】
　本発明のいくつかの例示的実施形態によれば、２つ以上の磁石および／またはコイルが
、振動変換器が配置された身体位置に最適な１つまたは複数の方向に振動を発生するよう
に設計されたアレイの形で単一の振動変換器の内部に配置される。
【０３８６】
　以下にさらに詳細に説明され、図２４および図２５を使用して示されるように、本発明
のいくつかの例示的実施形態では、２つ以上の磁石および／または２つ以上のコイルが、
２つまたは３つの空間次元で、２つ以上の方向に振動を発生することができる方法で、単
一の振動変換器内で一緒に使用される。
【０３８７】
　次に、図２４を参照すると、図２４は、本発明の例示的一実施形態による第１の多方向
振動変換器を概略的に示す簡易構造図である。
【０３８８】
　例示的多方向振動変換器２４９１が４つのコイル２４９２を含む。
【０３８９】
　多方向振動変換器２４９１は、正方形に似たフレーム２４９４に固定された４対の磁石
２４９３をさらに含む。
【０３９０】
　以下にさらに詳細に説明されるように、磁石対２４９３の各々は、フレーム２４９４の
個々の側面に固定され、第１の磁石のＮ極が第２の磁石のＳ極と向き合うゼロ交差構成で
配置される。
【０３９１】
　フレーム２４９４は、フレーム２４９４の中心に配置された弾性要素２４９５に、たと
えばスポンジまたは１組のばねに接続される。
【０３９２】
　あるいは、フレーム２４９４の角またはフレーム２４９４の側面が、フレーム２４９４
の垂直移動および水平移動を可能にする１組の弾性要素（図示せず）、たとえばフレーム
２４９４の周囲に配置されたばねに接続されてもよい。
【０３９３】
　コイル２４９２の各々は、フレーム２４９４の側面の対向する１つに配置される。
【０３９４】
　以下にさらに詳細に説明されるように、より詳細には、コイル２４９２は、側面に固定
された１対２４９３を形成する２つの磁石間のほぼ中間部の地点に対向して配置され、し
たがって、磁場がコイル２４９２内に形成されたとき、磁石対２４９３に加えられる磁気
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力を最大にする。
【０３９５】
　したがって、交番する磁場をコイル２４９２のいずれかに供給すると、コイル２４９２
に対向する側面に固定された１対の磁石２４９３が、コイル２４９２に対向する側面に対
して並行に（またはほぼ並行に）動く。
【０３９６】
　より詳細には、フレーム２４９４の左側またはフレーム２４９４の右側に対向して配置
されたコイル２４９２に電流が供給されたとき、その側面上の磁石２４９３が垂直に（す
なわち上下に）動く。
【０３９７】
　同様に、フレーム２４９４の上側またはフレーム２４９４の下側に対向して配置された
コイル２４９２に電流が供給されたとき、その側面上の磁石２４９３が水平に（すなわち
左右に）動く。
【０３９８】
　すなわち、図２４の振動変換器２４９１は、振動を水平方向に、垂直方向にまたは両方
向に誘発するために使用することができる。
【０３９９】
　弾性要素上に装着された（またはフレーム２４９４の側面で１組の弾性要素に接続され
た）立方体のフレームとフレーム２４９４を交換し、１対の磁石を立方体のフレームの各
側面に配置し、コイルを対の磁石に対向して配置することにより、３つの空間方向に振動
を誘発することができるようになる。たとえば、振動は、左右の方向でも、上下の方向で
も、前方および後方でも、これらの任意の組合せでもよい。
【０４００】
　次に、図２５を参照すると、図２５は、本発明の例示的一実施形態による第２の多方向
振動変換器を概略的に示す簡易構造図である。
【０４０１】
　例示的多方向振動変換器２５９６が４つのコイル２５９７を含む。
【０４０２】
　多方向振動変換器２５９６は、磁石２５９８の磁場により一緒に保持される４つの磁石
２５９８をさらに含む。磁石２５９８は、円の中心に配置された弾性要素２５９９（たと
えばスポンジまたは１組のばね）の周囲に円を形成する。
【０４０３】
　あるいは、磁石２５９８は円を形成するが、むしろ、磁石２５９８の外側で（すなわち
円の周囲で）、磁石２５９８の垂直移動および水平移動を可能にする１組の弾性要素（図
示せず）、たとえばばねに接続される。
【０４０４】
　以下にさらに詳細に説明されるように、図２５に示すように、コイル２５９７の各々が
、ゼロ交差構成で配置された磁石２５９８のうち２つの隣接する磁石間の中間部の地点に
対向して配置される。
【０４０５】
　交番する磁場をコイル２５９７のいずれかに提供すると、コイル２５９７に対向する磁
石２５９８の対が、コイル２５９７のコアに並行に（またはほぼ並行に）動く。
【０４０６】
　より詳細には、円の左側または円の右側に対向して配置されたコイル２５９７に電流が
提供されると、側面の磁石２５９８は垂直に（すなわち上下に）動く。
【０４０７】
　同様に、フレームの円の上側または円の下側に対向して配置されたコイル２５９７に電
流が与えられると、側面の磁石２５９８は水平に（すなわち左右に）動く。
【０４０８】
　すなわち、図２５の振動変換器２５９６は、水平方向に、垂直方向にまたは両方向に振
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動を誘発するために使用することができる。
【０４０９】
　弾性材料の周囲に球体を一緒になって形成する（または球体の表面で１組の弾性要素に
接続された）磁石と磁石２５９８を交換することにより、３つの空間方向に振動を誘発す
ることができるようになる。たとえば、振動は、左右の方向でも、上下の方向でも、前方
および後方でも、これらの任意の組合せでもよい。
【０４１０】
　本発明のいくつかの実施形態では、多くの小型振動変換器を使用することが望ましいこ
とがあることが留意される。そのように使用する一例が靴底の中でもよく、この場合、靴
の大部分にわたり振動を広げるために、靴の内側に合うような小型であるが、十分多くの
数で、いくつかの小型振動変換器を使用することができる。
【０４１１】
　本発明のいくつかの実施形態では、比較的強力な振動変換器を使用することが望ましい
ことがあることが留意される。比較的強力な振動変換器は、強力な磁石、および／または
比較的大きな磁石、および／または比較的大きな１つまたは複数のコイルを使用すること
により達成される。そのように使用する一例が胸に取り付けられてもよく、この場合、振
動が任意選択で胸の骨に影響を及ぼすことが意図される。
　本発明のいくつかの例示的用途
【０４１２】
　本発明は、そのいくつかの実施形態では、大音響の低音スピーカおよびサブ・ウーファ
・スピーカの代わりに、またはそのようなスピーカに加えて、映画館（ｍｏｖｉｅ　ｔｈ
ｅａｔｅｒ、ｃｉｎｅｍａ）であれ、ライブショーであれ、パブリックショーの会場での
音響体験を強化することができる。そのような用途は、そのような音響がパブリックショ
ーの近傍で作り出す騒乱を低減することができる。
【０４１３】
　音響技師、すなわち舞台の演奏家が、ヘッドホンを装着していない人には聞こえない信
号を受信するために「ヘッドホンクリック（ｈｅａｄｐｈｏｎｅ　ｃｌｉｃｋ）」と称さ
れるものを使用する。本発明は、そのいくつかの実施形態では、「ヘッドホンクリック」
を補足するまたは置き換える身体振動を提供することができる。
【０４１４】
　本発明は、そのいくつかの実施形態では、映画、動画、ゲーム、シミュレータ、オーデ
ィオビジュアルおよび非ビジュアルのシミュレーション環境およびシステム、ならびに仮
想現実システムと共に、人により使用されるパーソナルデバイスでの音響体験を完全なも
のにすることができる。限定しない一例として、本発明の実施形態は、ゲームが射撃を含
むとき、ほぼ現実の反動感覚を生成するために使用することができる。
【０４１５】
　本発明のいくつかの実施形態では、直線的な移動感覚が利用者に与えられる。この感覚
の源泉を理解するためには、信号が前後の動きを含むことが留意される。動きの感覚を生
成する一実施形態では、前後の動きの一方の方向で粗暴な動きが生成され、ほぼゆるやか
な戻る動きが反対方向に生成される。利用者が、ゆるやかな戻りよりも、粗暴な動きを感
じ、この感覚は、利用者がまるで一方向に動くようなものである。以下にさらに詳細に説
明されるように、そのような感覚を生成するのに適した信号の限定しない一例が、急激な
上昇およびゆるやかな降下、またはゆるやかな上昇および急激な降下を有する非対称鋸歯
状に似た信号である。
【０４１６】
　本発明のいくつかの実施形態に従って構築された振動変換器は、任意選択で、指示およ
び／または触覚フィードバックの目的のために、たとえば耳の不自由な利用者が警告音お
よび／または車両後退警告を感じることができるようにするため、およびたとえば振動感
覚の振幅または周波数に基づき設備を制御するための触覚フィードバックのために使用す
ることができる。
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【０４１７】
　本発明は、そのいくつかの実施形態では、任意選択で、聴覚環境をシミュレートするこ
とができる。シミュレーションは、現実的な環境に関するものでも、実生活に特有ではな
い人工的な環境に関するものでもよい。シミュレーションは、音楽環境を変えて、野外で
コンサートホール効果を可能にする、およびその逆でもよい。
【０４１８】
　本発明は、そのいくつかの実施形態では、任意選択で、人間の反応に関する研究目的で
、医療目的などで、ある種の振動により特徴付けられる聴覚または環境をシミュレートす
ることができる。限定しない一例として、具体的には、ブラウン、イエローおよび／また
はグリーンの周波数が増幅され、減衰されないことがある。
【０４１９】
　本発明は、そのいくつかの実施形態では、任意選択で、聴覚環境、たとえば揺りかご、
車、飛行機などをシミュレートすることができる。
【０４２０】
　本発明は、そのいくつかの実施形態では、任意選択で、環境音響を拾い上げて、環境音
響により生成された振動感覚を相殺することにより、聴覚環境を静めることができる。
【０４２１】
　本発明は、そのいくつかの実施形態では、任意選択で、真空もしくはほぼ真空の環境、
または水中、または音が生成しにくいもしくはうまく伝わらない環境で、振動感覚を生成
することができる。音源は、任意選択で、有線または無線で提供され、生成された振動は
、音および／または振動が伝導するために空気に依存することなく、利用者の身体、およ
び／または衣服、および／または取り付けられたアクセサリに直接誘導される。
【０４２２】
　本発明のいくつかの実施形態に従って構築された振動変換器は、任意選択で、心理音響
学的療法、音波および／または低周波振動を使用する、組織および骨の治療、理学療法、
めまいおよび／または平衡の治療、ならびに消化不良の治療などの医療目的のために使用
することができる。
　低周波用の任意選択の符号化方式
【０４２３】
　本発明の例示的一実施形態によれば、異なる身体の場所で身体に加えられた振動を符号
化する低周波信号が、音楽業界のベンダにより作成されることがある業界標準に従ってフ
ォーマットされる。
【０４２４】
　以下にさらに詳細に説明されるように、本発明のいくつかの実施形態では、標準的なＬ
ＦＥ（Ｌｏｗ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｅｆｆｅｃｔ）チャネルがシステムの音源用入力と
して使用される。
【０４２５】
　本発明のいくつかの実施形態では、上記に説明されるように、新しい低周波信号が特定
の範囲の周波数に埋め込まれる。任意選択で、新しい低周波信号はほぼ０Ｈｚ～３０Ｈｚ
にわたる。
【０４２６】
　新しい信号は、本符号化では異なる位置に配置されてもよい。
【０４２７】
　いくつかの実施形態では、ＬＦＥがサブウーファに供給されないという理解の下で、新
しい信号は任意選択でＬＦＥ信号を置換する。任意選択で、音響システムは、ＬＦＥチャ
ネルが新しい信号を運んでいることを識別するために改造されてもよい。
【０４２８】
　本発明のいくつかの実施形態では、低周波信号はオーディオスペクトルのより高周波部
分のスライスに埋め込まれる。任意選択で、低周波信号は、オーディオスペクトルの高周
波部分に、たとえばほぼ１９ｋＨｚ以上に、典型的には人間の聴覚の能力よりも高い周波
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数部分に埋め込まれてもよい。低周波は、高周波の中に埋め込まれたとき、比較的低いデ
ータ速度を提供するので、１つまたは複数の低周波チャネルが、任意選択で、より高い周
波数の中に埋め込まれてもよい。任意選択で、低周波信号は減衰させられる。任意選択で
、低周波信号は、高周波スライス内に存在する高周波信号と位相がずれて埋め込まれる。
【０４２９】
　本発明の有効期間中に、多くの関連するデバイスおよびシステムが開発され、本明細書
の用語の範囲、特に用語「デジタル信号処理（ＤＳＰ）」、「チップ」、「電気回路」、
「増幅器」、「フィルタ」、「磁石」、「ＬＦＥ（Ｌｏｗ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｅｆｆ
ｅｃｔ）」、「チャネル」、「送信機」および「受信機」の範囲は、すべてのそのような
新しい技術を先験的に含むことが意図されることが想定される。
【０４３０】
　明確にするために別個の実施形態に関連して説明された本発明の特定の特徴はまた、単
一の実施形態の中に組み合わせて提供されてもよいことが理解される。逆に、簡潔にする
ために単一の実施形態に関連して説明された本発明のさまざまな特徴はまた、別個にまた
は任意の適切な部分的組合せの形で提供されてもよい。
【０４３１】
　本発明は、その特定の実施形態に関連して説明されたが、多くの代替形態、修正形態お
よび変形形態が当業者に明らかであることは明白である。したがって、添付の特許請求の
範囲の精神および広い範囲に入るすべてのそのような代替形態、修正形態および変形形態
を包含することが意図される。本明細書で言及されるすべての刊行物、特許および特許出
願は、個々の刊行物、特許または特許出願がそれぞれ、参照により本明細書に組み入れら
れると具体的に個々に示された場合と同一程度に、その全体が参照により本明細書の中に
組み入れられる。さらに、本出願における任意の参照の引用または識別は、そのような参
照が本発明に従来技術として利用可能であることを認めることであると解釈されるもので
はない。
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【手続補正書】
【提出日】平成25年4月26日(2013.4.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　振動変換器２５０であって：
　コイル２１０５の軸の周囲に配置され、前記コイル２１０５から離して置かれた前記コ
イル２１０５および磁石のアレイ２１１１を備え、
　前記コイル２１０５内の交流が磁石の前記アレイ２１１１を振動させるように、
　前記コイル２１０５および磁石の前記アレイ２１１１がフレーム２１１５に結合され、
　磁石の前記アレイ２１１１は、前記ソレノイドの前記軸にほぼ垂直に、前記軸を中心に
平面内で小刻みに揺れ動くことにより特徴付けられる振動変換器２５０。
【請求項２】
　磁石の前記アレイ２１１１は少なくとも１つの磁石を備える、請求項１に記載の振動変
換器２５０。
【請求項３】
　前記コイルおよび磁石の前記アレイはハウジング内に収容される、請求項１または２の
うちいずれか一項に記載の振動変換器２５０。
【請求項４】
　前記コイル１３１２および磁石の前記アレイ１３１４は前記フレーム１３１３の対辺に
装着され、前記フレームの一部は、少なくとも１つのばね部分１３１１を備える、請求項
１～３のうちいずれか一項に記載の振動変換器１３１０。
【請求項５】
　前記フレームは、ゴム、シリコーンおよび金属を含む群から選択される少なくとも１つ
の材料を含む、請求項１～４のうちいずれか一項に記載の振動変換器。
【請求項６】
　０Ｈｚ～２５０Ｈｚの範囲の周波数で、および好ましくは０Ｈｚ～２０Ｈｚの範囲の超
低周波で振動するように構成された、請求項１～５のうちいずれか一項に記載の振動変換
器。
【請求項７】
　前記振動変換器のために信号を生成するための発生器２２０のための信号発生器に結合
された、信号を受信するための無線信号受信機２１０をさらに備える、請求項１～６のう
ちいずれか一項に記載の振動変換器。
【請求項８】
　外部電源６８１に結合するためのワイヤおよび外部信号発生器２２０に結合するための
ワイヤのうち少なくとも１つを備える、請求項１～７のうちいずれか一項に記載の振動デ
バイス。
【請求項９】
　衣服に取り付けるためのクリップおよび人体構造の一部に取り付けるためのストラップ
のうち少なくとも１つをさらに備える、請求項１～８のいずれか一項に記載の振動デバイ
ス。
【請求項１０】
　信号発生器１２０から信号を受信するように人３００の身体に取り付けるため、および
前記人間にベース音の出現体験を提供するための、請求項１に記載の少なくとも第１のお
よび第２の振動デバイス１５０を備えるシステム１０００。
【請求項１１】
　第１の振動デバイスが、脊椎近傍で、好ましくは腰背部４４８で、人３００の前記身体
に取り付けられる、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記第１の振動デバイスは、前記身体の周囲にストラップをさらに備える、請求項１０
または１１のうちいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１３】
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　前記第１の振動デバイスは、衣服のウエストバンド、前記身体に巻きつくベルトおよび
専用ストラップのうち少なくとも１つに取り付けられる、請求項１０または１１のうちい
ずれか一項に記載のシステム。
【請求項１４】
　第２の振動デバイスが、胸骨４４２近傍に配置するための胸の振動デバイス３２５であ
り、肌着、ブラジャー、ワイシャツ、ブラウス、セータ－、Ｔシャツ（ｔｅａ－ｓｈｉｒ
ｔ）および上着を含む群から選択される衣服の上にクリップで留めるためのクリップ、な
らびに首の周りに配置するためのストラップのうち少なくとも１つをさらに備える、請求
項１０～１３のうちいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１５】
　少なくとも１つの振動デバイスが、大腿骨の最上部３３６、骨盤４４４、橈骨４５０、
尺骨４５１、手、頸骨４５２および足首４５４近傍の前記身体３００に取り付けられる、
請求項１０～１４のうちいずれか一項に記載のシステム。
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