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(57)【要約】
【課題】本発明は、不特定多数の人物に対し、騒音感を
低減でき、かつ広告への注目を喚起できる音響再生装置
を提供することを目的とする。
【解決手段】音響再生装置は、ディスプレイ１１に設け
たパラメトリックスピーカ１３と、ディスプレイ１１に
設けた、パラメトリックスピーカ１３より指向性の広い
スピーカ２７と、パラメトリックスピーカ１３の方向を
可変するための駆動部１５と、ディスプレイ１１に設け
た人感センサ２５と、パラメトリックスピーカ１３、ス
ピーカ２７、及び人感センサ２５と電気的に接続される
制御部１９と、を備え、制御部１９は、人感センサ２５
の出力により得られる、ディスプレイ１１の前の人物の
数に応じて、駆動部１５によりパラメトリックスピーカ
１３の方向を可変して音響情報を再生する制御と、スピ
ーカ２７の音響情報を再生する制御とを切り替える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ディスプレイに設けたパラメトリックスピーカと、
前記ディスプレイに設けた、前記パラメトリックスピーカより指向性の広いスピーカと、
前記パラメトリックスピーカの方向を可変するための駆動部と、
前記ディスプレイに設けた人感センサと、
前記パラメトリックスピーカ、スピーカ、及び人感センサと電気的に接続される制御部と
、を備え、
前記制御部は、前記人感センサの出力により得られる、前記ディスプレイの前の人物の数
に応じて、前記駆動部により前記パラメトリックスピーカの方向を可変して音響情報を再
生する制御と、前記スピーカの音響情報を再生する制御とを切り替えることを特徴とする
音響再生装置。
【請求項２】
前記パラメトリックスピーカと、前記駆動部と、からなるパラメトリックスピーカユニッ
トを、前記ディスプレイに２個以上設ける構成を有することを特徴とする請求項１に記載
の音響再生装置。
【請求項３】
前記スピーカを、前記ディスプレイに２個以上設ける構成を有することを特徴とする請求
項１に記載の音響再生装置。
【請求項４】
前記駆動部は、前記パラメトリックスピーカの方向を上下左右に可変できる構成を有する
ことを特徴とする請求項１に記載の音響再生装置。
【請求項５】
前記制御部は、前記人感センサからの出力により、人物を検出していなければ、前記制御
部が前記音響情報の再生を停止するとともに、前記駆動部を停止するように制御すること
を特徴とする請求項１に記載の音響再生装置。
【請求項６】
前記制御部は、前記音響情報の再生を停止している際に、前記人感センサからの出力によ
り、前記人物が前記ディスプレイの前まで近づいたことを検出すると、前記パラメトリッ
クスピーカの音量が所定音量になるまで徐々に大きくするようにして前記音響情報を再生
するように制御することを特徴とする請求項５に記載の音響再生装置。
【請求項７】
前記制御部は、前記人感センサからの出力により、前記人物が前記ディスプレイに対し所
定距離まで近づいたことを検出すると、前記スピーカからの前記音響情報を再生すること
を特徴とする請求項１に記載の音響再生装置。
【請求項８】
前記制御部は、前記人感センサからの出力により得られた前記人物の数が、前記パラメト
リックスピーカの数以下の場合、前記人物に追従して前記駆動部を制御し、前記音響情報
を再生することを特徴とする請求項１に記載の音響再生装置。
【請求項９】
前記制御部は、前記人感センサからの出力により得られた前記人物の数が、前記パラメト
リックスピーカの数より多い場合、任意の前記人物に追従して前記駆動部を制御するとと
もに所定の前記音響情報を再生し、前記音響情報の再生後に別の前記人物に追従して前記
駆動部を制御するとともに所定の前記音響情報を再生する一連の動作を繰り返し行うこと
を特徴とする請求項１に記載の音響再生装置。
【請求項１０】
前記制御部は、前記人感センサからの出力により、前記ディスプレイに最も近い前記人物
を優先して検出することを特徴とする請求項９に記載の音響再生装置。
【請求項１１】
前記制御部は、前記人感センサからの出力により得られた前記人物の数が、前記パラメト
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リックスピーカの数より多い場合、前記パラメトリックスピーカと前記スピーカとから同
時に前記音響情報を再生するように切り替えて制御することを特徴とする請求項１に記載
の音響再生装置。
【請求項１２】
前記制御部は、前記スピーカの音量を大きくし、前記パラメトリックスピーカの音量を小
さくするように切り替えて制御することを特徴とする請求項１１に記載の音響再生装置。
【請求項１３】
前記制御部は、前記人感センサからの出力により得られた前記人物の数が、前記パラメト
リックスピーカの数より多い場合、前記パラメトリックスピーカから、前記スピーカへ切
り替えて前記音響情報を再生することを特徴とする請求項１に記載の音響再生装置。
【請求項１４】
前記パラメトリックスピーカと前記スピーカとで異なる前記音響情報を再生することを特
徴とする請求項１に記載の音響再生装置。
【請求項１５】
前記パラメトリックスピーカ、スピーカ、駆動部、人感センサ、及び制御部と電気的に接
続される蓄電部を、さらに備え、
前記蓄電部は、非停電時に系統電源により充電されるとともに、停電時に前記蓄電部の電
力が放電され、
前記制御部は、停電時に停電時音響情報を再生することを特徴とする請求項１に記載の音
響再生装置。
【請求項１６】
前記ディスプレイは光源を備え、前記制御部からの画像情報を表示する構成を有するとと
もに、前記蓄電部と電気的に接続され、
前記制御部は、停電時に停電時画像情報を前記ディスプレイに表示することを特徴とする
請求項１５に記載の音響再生装置。
【請求項１７】
前記制御部は、前記蓄電部の電力が所定値以下になれば、
前記人感センサから得られる照度が所定照度以下の場合に、前記停電時音響情報の再生を
停止し、前記停電時画像情報の前記ディスプレイへの表示のみを行い、
前記人感センサから得られる照度が所定照度より大きい場合に、前記停電時画像情報の前
記ディスプレイへの表示を停止し、前記停電時音響情報の再生のみを行うことを特徴とす
る請求項１６に記載の音響再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パラメトリックスピーカを用いた音響再生装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、大型の画像表示により広告を行うディスプレイ装置が開発されている。このよう
なディスプレイ装置では動画による広告が可能となるので、広告への注目度が高まる。こ
の際に、音声や音楽、効果音等の音響情報を再生することで、さらに広告の注目度を高め
ることができる。しかし、前記音響情報の再生は、通行人にとって騒音と感じる場合があ
る。
【０００３】
　これに対し、従来、前記音響情報に指向性を持たせる超指向性スピーカ（パラメトリッ
クスピーカとも呼ばれる）を用いて、前記音声情報を特定の対象者にのみ伝達する音響再
生装置としての音声出力制御装置が提案されており、そのうちの一つに、特許文献１に記
載されているものがある。その音声出力制御装置の斜視図を図５に示す。
【０００４】
　広告の画像を表示する表示装置１０１は、例えば液晶表示パネル等のフラットパネルデ
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ィスプレイで構成される表示パネル１０３を備える。表示装置１０１の上端部には超指向
性スピーカ１０５とカメラ１０７が取り付けられている。尚、超指向性スピーカ１０５は
スピーカ台座１０９により支持される。スピーカ台座１０９は図示しないモータを備え、
図５の矢印に示すように、水平方向、及び垂直方向に超指向性スピーカ１０５の音声出力
方向を変更する。また、表示装置１０１、超指向性スピーカ１０５、カメラ１０７、及び
スピーカ台座１０９は、図示しない制御装置に接続されている。
【０００５】
　前記制御装置は、カメラ１０７の撮影画像に写っている人物を対象者として検出する。
そして、スピーカ台座１０９により、超指向性スピーカ１０５の音声出力方向が対象者に
向くように調整し、超指向性スピーカ１０５から音声を出力する。その結果、広告を視認
できる範囲の人に対し、超指向性スピーカ１０５を用いた音声出力によって広告への注目
を喚起できることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－３９０９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記図５のような音声出力制御装置においては、カメラ１０７が撮影した対象者に向か
って超指向性スピーカ１０５から指向性の鋭い音声を出力するので、特定の対象者にのみ
、音声による広告への注目を喚起することができる。従って、通行人が騒音と感じる可能
性を低減できる。しかし、特定の対象者以外の通行人に対しては、指向性が鋭いため音声
が届かない場合があり、広告への注目喚起が十分に図れないという課題があった。
【０００８】
　本発明は、上記従来の課題を解決するもので、不特定多数の人物に対し、騒音と感じる
可能性を低減でき、かつ広告への注目を喚起できる音響再生装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記従来の課題を解決するために、本発明の音響再生装置は、ディスプレイに設けたパ
ラメトリックスピーカと、前記ディスプレイに設けた、前記パラメトリックスピーカより
指向性の広いスピーカと、前記パラメトリックスピーカの方向を可変するための駆動部と
、前記ディスプレイに設けた人感センサと、前記パラメトリックスピーカ、スピーカ、及
び人感センサと電気的に接続される制御部と、を備え、前記制御部は、前記人感センサの
出力により得られる、前記ディスプレイの前の人物の数に応じて、前記駆動部により前記
パラメトリックスピーカの方向を可変して音響情報を再生する制御と、前記スピーカの音
響情報を再生する制御とを切り替えることを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の音響再生装置によれば、人感センサの出力により得られる、ディスプレイの前
の人物の数に応じて、パラメトリックスピーカとスピーカを切り替えて音響情報を再生す
る。これにより、人物の数が少なければ駆動部によりパラメトリックスピーカの方向を前
記人物に向けて、音響情報をパラメトリックスピーカから前記人物に届けることができる
。その結果、前記人物に対する広告への注目喚起が可能になるとともに、ディスプレイか
ら離れた不特定多数の人物には、前記音響情報が聞こえにくいため、騒音と感じる可能性
を低減できる。更に、前記人物の数が多ければ、スピーカから前記音響情報を再生する。
その結果、ディスプレイの前にいる複数の人物全員に前記音響情報を届けることができ、
広告への注目を喚起することが可能となる。従って、不特定多数の人物に対し、騒音と感
じる可能性を低減でき、かつ広告への注目喚起が可能な音響再生装置を実現できるという
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効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態１、２における音響再生装置の構成図
【図２】本発明の実施の形態３における音響再生装置の構成図
【図３】本発明の実施の形態４における音響再生装置の構成図
【図４】本発明の実施の形態５における音響再生装置の構成図
【図５】従来の音声出力制御装置の斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を参照しながら説明する。
【００１３】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１における音響再生装置の構成図である。
【００１４】
　図１において、ディスプレイ１１は自発光式やバックライト式のフラットパネルディス
プレイであり、広告内容を静的、または動的に表示する。従って、ディスプレイ１１は光
源を備えるので、視覚的な注目喚起が向上する。このディスプレイ１１は不特定多数の通
行人に対し更に注目を喚起するために、例えば店頭や通路の壁面に設置される。
【００１５】
　ディスプレイ１１にはパラメトリックスピーカ１３が設けられている。
【００１６】
　本発明の音響再生装置に用いているパラメトリックスピーカ１３は、可聴音の音圧が、
パラメトリックスピーカ１３の位置から音軸方向に所定の距離でピークを有する特性を持
ち、かつ超音波を搬送波として用いるものである。即ち、可聴音成分を超音波に重畳して
放射すると、空気の弾性特性の非線形性の影響を受けるために、空気中を進むにつれて搬
送波である超音波の波形が歪む。それと共に、周波数の高い超音波成分から減衰する。従
って、超音波に対して低い周波数で、超音波に重畳されている可聴音成分が再生されてく
る。この際、一般に音波の周波数が高いほど音軸から拡がることなく伝播するので、放射
角は小さくなり指向性は高くなる。そのため、可聴音よりも周波数の高い超音波を搬送波
として用いているパラメトリックスピーカ１３が放射する音波の指向性は高く、空気の非
線形特性の影響を受けて超音波の伝播の過程で生成される可聴音の指向性も高くなる。こ
こで、パラメトリックスピーカ１３における可聴音の音圧がピークを持つ前記所定の距離
のことを、以下、音圧ピーク距離と呼ぶ。尚、前記音圧ピーク距離には、誤差分のマージ
ンを含むものとする。
【００１７】
　パラメトリックスピーカ１３はモータを内蔵した駆動部１５と機械的に接続される。従
って、パラメトリックスピーカ１３は駆動部１５を介してディスプレイ１１に設けられる
。尚、以下の説明では、パラメトリックスピーカ１３と駆動部１５を合わせてパラメトリ
ックスピーカユニット１７と呼ぶ。
【００１８】
　駆動部１５は制御部１９と電気的に接続される。そして、制御部１９からの制御信号に
応じて、駆動部１５はパラメトリックスピーカ１３を図１の太矢印の方向、即ち、駆動部
１５を固定点としてディスプレイ１１の上下方向、及び左右方向に動かすことができる構
成としている。これにより、パラメトリックスピーカ１３が放射する音波の方向、即ち、
音軸の方向を、駆動部１５の駆動可能範囲において任意に変えることができるので、特定
の人物に音響情報を届けることができる。なお、以下の説明でパラメトリックスピーカ１
３の方向と記載した場合は、その音軸の方向のことであると定義する。
【００１９】
　ここで、駆動部１５の駆動可能範囲は次のように決定した。即ち、本実施の形態１では
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図１の左右方向矢印の角度範囲を１８０度として、ディスプレイ１１より左右方向の手前
全体をカバーするようにした。また、上下方向矢印の角度範囲は、パラメトリックスピー
カユニット１７自体をディスプレイ１１に対し下向きに１０度傾けて固定した状態から、
３０度の範囲とした。これにより、ディスプレイ１１の前を通る通行人の身長差をカバー
するようにしている。尚、上記した駆動可能範囲は一例であり、これらの数値に限定され
るものではなく、ディスプレイ１１の取り付け位置やサイズ、設置環境、さらにパラメト
リックスピーカ１３の可聴音における前記音圧ピーク距離等に基づいて、パラメトリック
スピーカ１３から再生される音を伝達したい範囲を適宜決定すれば良い。
【００２０】
　制御部１９は、駆動部１５を制御する以外に、広告データ２１を内蔵し、広告データ２
１の画像信号をディスプレイ１１に出力すると共に、広告データ２１の音響信号をパラメ
トリックスピーカ駆動回路２３に出力する機能を有する。尚、広告データ２１は、例えば
制御部１９に内蔵された記憶媒体に予め記憶しておいても良いし、通信機能により外部か
ら受信するようにしても良い。
【００２１】
　パラメトリックスピーカ駆動回路２３は、広告データ２１の音響信号である可聴音成分
を超音波に重畳してパラメトリックスピーカ１３に出力する構成を有する。これにより、
パラメトリックスピーカ１３は指向性の鋭い音響情報を放射する。
【００２２】
　ディスプレイ１１には、更に人感センサ２５が設けられる。人感センサ２５は人物を検
出するために用いられ、焦電センサやカメラ等を適用することができる。本実施の形態１
では人感センサ２５としてカメラを用いた。尚、人感センサ２５による撮像範囲が、駆動
部１５の駆動可能範囲より広くなるように、人感センサ２５には広角レンズ（図示せず）
が備えられる。これにより、パラメトリックスピーカ１３の音が届く範囲を人感センサ２
５が撮像できる。また、人感センサ２５は制御部１９と電気的に接続されており、人感セ
ンサ２５の出力（撮像信号）は制御部１９に取り込まれる。
【００２３】
　また、ディスプレイ１１には、更にスピーカ２７が設けられる。ここで、スピーカ２７
はパラメトリックスピーカ１３よりも指向性が広い特性を有するもので、本実施の形態１
では一般にダイナミックスピーカと呼ばれるものを用いている。スピーカ２７は、図１に
示すように、ディスプレイ１１の右側に設けられている。また、スピーカ２７はスピーカ
駆動回路２９と電気的に接続される。更に、スピーカ駆動回路２９は制御部１９と電気的
に接続される。従って、制御部１９に内蔵された広告データ２１の音響信号がスピーカ駆
動回路２９に入力される。そして、スピーカ駆動回路２９はスピーカ２７に対し、前記音
響信号を増幅して出力する。
【００２４】
　次に、このような音響再生装置の動作について説明する。
【００２５】
　まず、音響再生装置の基本動作から述べる。制御部１９は、広告データ２１の画像信号
をディスプレイ１１に出力する。これにより、広告の画像情報がディスプレイ１１に表示
される。この画像情報は、静止画や、静止画の切替表示、動画などであり、特に限定され
るものではなく、これらの組合せでも良い。
【００２６】
　次に、制御部１９は人感センサ２５から出力される前記撮像信号により、ディスプレイ
１１の前にいる人物の数を検出する。尚、前記撮像信号からの人物検出は、例えばデジタ
ルカメラ等で採用されている人物認識機能の適用により実現できる。
【００２７】
　また、ディスプレイ１１の前とは、駆動部１５の駆動可能範囲において、パラメトリッ
クスピーカ１３の位置を中心とした音圧ピーク距離（誤差分のマージンを含む）までの範
囲内であると定義する。この音圧ピーク距離はパラメトリックスピーカ１３の仕様により
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既知である。本実施の形態１では、前記音圧ピーク距離を２ｍとした。
【００２８】
　一方、パラメトリックスピーカ１３と人感センサ２５との距離は既知である。また、人
感センサ２５が出力する前記撮像信号から、検出された前記人物までの距離（撮像された
前記人物の画像に対する合焦処理を行うことで求める）と、人感センサ２５の中心から前
記人物までの角度がわかる。これらの距離と角度から、制御部１９は前記人物とパラメト
リックスピーカ１３との距離を求める。
【００２９】
　そして、制御部１９は、求められた距離と、前記音圧ピーク距離とを比較することで、
ディスプレイ１１の前に前記人物が何人いるかを検出する。従って、パラメトリックスピ
ーカ１３の再生する可聴音が聞こえにくい位置はディスプレイ１１の前ではないことにな
り、その位置にいる人物はカウントされない。
【００３０】
　次に、制御部１９が検出したディスプレイ１１の前にいる前記人物の数が１人であり、
パラメトリックスピーカ１３の数と同じであった場合について述べる。この場合、制御部
１９は、駆動部１５によりパラメトリックスピーカ１３の方向を前記人物に向けるように
可変し、広告データ２１の前記音響情報をパラメトリックスピーカ駆動回路２３に出力す
る。なお、前記音響信号は可聴音成分を含み、例えば上記したように音声、効果音、音楽
などであるが、特に限定されるものではなく、これらの組合せでも良い。
【００３１】
　パラメトリックスピーカ駆動回路２３は、前記音響情報の可聴音成分を超音波に重畳し
てパラメトリックスピーカ１３に出力する。その結果、パラメトリックスピーカ１３は前
記人物に対してのみ前記音響情報を再生する。これにより、前記人物に対する広告への注
目喚起が可能になるとともに、ディスプレイ１１から離れた位置にいる不特定多数の人物
には、前記音響情報が聞こえにくいため、騒音と感じる可能性を低減できる。
【００３２】
　その後、制御部１９は、人感センサ２５からの出力により、上記した方法でディスプレ
イ１１の前にいる前記人物とパラメトリックスピーカ１３との距離を求める動作を継続す
る。そして、前記人物がディスプレイ１１に対し所定距離まで近づいたことを検出すると
、スピーカ２７から音響情報を再生するように切り替える。これは、次の理由による。
【００３３】
　上記したように、パラメトリックスピーカ１３が再生する可聴音の音圧は、前記音圧ピ
ーク距離を有する特性を持つ。従って、前記人物が前記音圧ピーク距離よりもパラメトリ
ックスピーカ１３に近づくと、可聴音の音圧が低下し、前記人物に対しても前記音響情報
が聞こえにくくなる。そこで、制御部１９は、前記人物がディスプレイ１１に対し所定距
離まで近づいたことを検出すると、スピーカ２７からの音響情報の再生に切り替える。こ
の際、スピーカ２７は、ディスプレイ１１の前の範囲、即ち、パラメトリックスピーカ１
３から２ｍの範囲まで聞こえる音量に予め設定されている。従って、スピーカ２７からの
前記音響情報の再生が行われても、ディスプレイ１１から離れた位置にいる不特定多数の
人物には、前記音響情報が聞こえにくいため、騒音と感じる可能性を低減できる。
【００３４】
　このような動作により、広告に興味を持った前記人物に対し、前記音響情報を継続して
聞かせることができ、広告への注目喚起を更に高めることが可能となる。なお、前記所定
距離とは、前記音響情報の再生をパラメトリックスピーカ１３からスピーカ２７に切り替
える距離のことで、本実施の形態１では前記所定距離を１ｍとした。
【００３５】
　これらの動作をまとめると、ディスプレイ１１の前と定義した位置（パラメトリックス
ピーカ１３の音圧ピーク距離である２ｍの位置）に前記人物がいると、制御部１９はそれ
を検出し、まずパラメトリックスピーカ１３の方向を前記人物に向け、パラメトリックス
ピーカ１３から前記音響情報の再生を行う。次に、前記人物が所定距離（１ｍ）まで近づ
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くと、制御部１９はそれを検出し、スピーカ２７からの前記音響情報の再生に切り替える
。
【００３６】
　なお、前記人物がディスプレイ１１に近づいた後、離れると、上記と逆の動作を行う。
即ち、前記人物が前記所定距離より遠くへ離れれば、前記制御部１９はそれを検出し、ス
ピーカ２７からの前記音響情報の再生から、パラメトリックスピーカ１３からの前記音響
情報の再生に切り替える。この時、制御部１９はパラメトリックスピーカ１３の方向を前
記人物に向ける。これにより、前記人物がディスプレイ１１から離れても、前記音圧ピー
ク距離までは前記音響情報を届け続ける。その結果、主に前記音響情報による広告を前記
人物に対して継続できる。
【００３７】
　次に、制御部１９が検出したディスプレイ１１の前にいる人物の数が２人以上であり、
パラメトリックスピーカ１３の数より多い場合について述べる。この場合、制御部１９は
、パラメトリックスピーカ１３からの前記音響再生を行わず、スピーカ２７からの前記音
響再生を行なうように制御する。この際、上記したように、スピーカ２７は、ディスプレ
イ１１の前の範囲まで聞こえる音量に予め設定されている。従って、スピーカ２７からの
前記音響情報の再生が行われると、ディスプレイ１１の周りにいる２人以上の前記人物に
は全員に前記音響情報が届くとともに、ディスプレイ１１から離れた位置にいる不特定多
数の人物には、前記音響情報が聞こえにくいため、騒音と感じる可能性を低減できる。
【００３８】
　なお、前記人物の数が１人であり、パラメトリックスピーカ１３からの前記音響情報の
再生を行っている際に、制御部１９が人感センサ２５からの出力により、ディスプレイ１
１の前の範囲に、更に別の人物が来たことを検出する場合がある。これに対し、制御部１
９は、人感センサ２５からの出力により得られた前記人物の数が、パラメトリックスピー
カ１３の数より多いと判断した時点で、パラメトリックスピーカ１３から、スピーカ２７
へ切り替えて前記音響情報を再生する制御を行なう。従って、パラメトリックスピーカ１
３からの前記音響情報が聞こえていた最初の前記人物には、引き続きスピーカ２７から前
記音響情報が聞こえる。更に、後から来た人物に対しては、初めからスピーカ２７の前記
音響情報が聞こえる。従って、最初の人物と、後から来た人物の両方に対して、状況に応
じた最適な前記音響情報の再生が行え、広告への注目喚起が図れる。
【００３９】
　尚、ここでは制御部１９がパラメトリックスピーカ１３からスピーカ２７へ切り替えて
、引き続き前記人物に前記音響情報を聞かせるために、パラメトリックスピーカ１３とス
ピーカ２７とが再生する前記音響情報は同じものとしている。しかし、前記音響情報は同
じものに限定されるものではなく、制御部１９は、異なる音響情報をパラメトリックスピ
ーカ１３とスピーカ２７とから、それぞれ再生するようにしても良い。この場合、前記人
物がパラメトリックスピーカ１３の再生する前記音響情報によりディスプレイ１１の広告
に興味を持ち、ディスプレイ１１に近づくと、スピーカ２７から異なる音響情報が聞こえ
るため、前記人物に対する広告への注目喚起が更に高まる。この際、制御部１９の広告デ
ータ２１は、パラメトリックスピーカ１３の再生する前記音響情報が広告の商品名やキャ
ッチフレーズなど比較的短い音響情報であり、スピーカ２７から再生される前記音響情報
が広告の詳細情報であるように構成されることで、前記人物に対して広告内容の注目喚起
を向上できる。
【００４０】
　次に、ディスプレイ１１の前から前記人物が全員立ち去った場合について述べる。制御
部１９は、人感センサ２５からの出力により、人物を検出していない状態となれば、パラ
メトリックスピーカ１３とスピーカ２７の両方における前記音響情報の再生を停止する。
そして、パラメトリックスピーカ１３による前記音響情報の再生時には、駆動部１５を停
止するように制御する。これにより、誰もいない状態における前記音響情報の再生を停止
するので、省電力化が図れるという効果が得られる。この際、ディスプレイ１１の前記画
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像情報の表示も併せて消すようにしても良い。この場合、更なる省電力化が図れる。
【００４１】
　次に、制御部１９が、前記音響情報の再生を停止している際に、人感センサ２５からの
出力により、人物がディスプレイ１１の前（前記音圧ピーク距離）まで近づいたことを検
出すると、制御部１９はパラメトリックスピーカ１３の方向を前記人物に向けるように駆
動部１５を制御する。そして、制御部１９は、前記音響情報をパラメトリックスピーカ１
３から再生する制御を開始する。この時、ディスプレイ１１の前記画像情報の表示が消え
ていた場合は、制御部１９は再び前記画像情報を表示する。以後の動作は上記したとおり
である。
【００４２】
　尚、この際に制御部１９は、パラメトリックスピーカ１３の音量が所定音量になるまで
徐々に大きくするようにして前記音響情報を再生するように制御する。これにより、前記
人物が突然、前記音響情報を聞くことにより驚く可能性を低減できる。なお、前記所定音
量は前記音圧ピーク距離にて前記人物が十分に前記音響情報を聞くことができる音量とし
て予め決定され、制御部１９のメモリ（図示せず）に記憶してある。
【００４３】
　但し、制御部１９による、パラメトリックスピーカ１３の音量が前記所定音量になるま
で徐々に大きくするようにして前記音響情報を再生する制御は、それに限定されるもので
はない。即ち、例えばディスプレイ１１の設置場所における周囲音が大きく、最初から前
記所定音量で前記音響情報を再生しても前記人物が驚かない場合は、パラメトリックスピ
ーカ１３の音量を徐々に大きくする制御を行なわなくても良い。
【００４４】
　以上の構成、動作により、制御部１９は、人感センサ２５の出力により得られる、ディ
スプレイ１１の前の人物の数に応じて、駆動部１５によりパラメトリックスピーカ１３の
方向を可変して音響情報を再生する制御と、スピーカ２７の音響情報を再生する制御とを
切り替える。これにより、前記音響情報が、不特定多数の人物に対し、騒音であると感じ
る可能性を低減でき、かつディスプレイ１１の前にいる前記人物の広告への注目喚起が可
能な音響再生装置を実現できる。
【００４５】
　尚、本実施の形態１では、制御部１９は、パラメトリックスピーカ１３からの音響再生
とスピーカ２７からの音響再生とを、ディスプレイ１１の前の人物の数や、ディスプレイ
１１と前記人物との距離に応じて切り替える構成としている。これに対し、制御部１９は
音圧ピーク距離までの範囲に聞こえる音量でスピーカ２７から前記音響情報を常時再生し
、人感センサ２５が人物を検出した場合に、パラメトリックスピーカ１３からの前記音響
情報も再生するように切り替え制御するようにしても良い。このように制御する理由は次
の通りである。
【００４６】
　上記したように、パラメトリックスピーカ１３の音圧は、パラメトリックスピーカ１３
の音軸方向に対し、前記音圧ピーク距離までは徐々に大きくなり、前記音圧ピーク距離か
ら遠くなるほど小さくなる特性を有する。一方、スピーカ２７（ダイナミックスピーカ）
の音圧は、音軸方向に対し距離が遠くなるほど単調に小さくなる。従って、前記音圧ピー
ク距離までの範囲に聞こえる音量でスピーカ２７から前記音響情報を再生すると、前記音
圧ピーク距離では音圧が低くなる。これにより、不特定多数の人物に騒音感を与える可能
性は低減されるものの、例えば周囲音が大きい環境にディスプレイ１１が設置される場合
、前記人物に前記音響情報を十分に伝えられなくなる可能性がある。そこで、制御部１９
が前記人物の検出時にパラメトリックスピーカ１３からの前記音響情報の再生を併用する
ように切り替えることで、前記音圧ピーク距離にいる人物に対しては、前記音響情報の音
量をアシストして届けることができる。このような制御とすることによっても、騒音感の
低減と、広告への注目喚起が可能な音響再生装置を実現できる。
【００４７】
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　ゆえに、制御部１９による、パラメトリックスピーカ１３からの前記音響再生、および
スピーカ２７からの前記音響再生は、完全に切り替えられる制御でも良いし、スピーカ２
７から前記音響情報が常時再生され、前記人物が検出された時にパラメトリックスピーカ
１３からの前記音響情報が再生されて、その伝達をアシストするように切り替えられる制
御としても良い。
【００４８】
　また、本実施の形態１で述べた以下の構成、動作については、任意に選択したり、組み
合わせるようにしても良い。
【００４９】
　１）駆動部１５において、パラメトリックスピーカ１３の方向を上下左右に可変する構
成
　これは、上記したように上下方向の駆動可能範囲が左右方向に対して小さいので、ディ
スプレイ１１の設置場所によっては、上下方向を手動で調整して固定する構成としても良
いし、予め決められた角度に固定される構成としても良い。これにより、駆動部１５の構
成が簡単になるという効果が得られる。従って、駆動部１５は上下左右への駆動可能な構
成に限定されるものではない。
【００５０】
　２）制御部１９において、人感センサ２５からの出力により、前記人物を検出していな
ければ、制御部１９が前記音響情報の再生を停止するとともに、駆動部１５を停止する制
御
　これは、ディスプレイ１１が通行人の多い壁面等に設置されるなど、人感センサ２５の
出力による前記人物の検出が途切れても、すぐに次の人物を検出する場合、例えば通行人
の多い時間帯では、人物検出がなされなくても前記音響情報を再生し続けるように制御部
１９が制御するようにしても良い。これにより、制御部１９の制御が前記時間帯では簡易
になるという効果が得られる。従って、制御部１９の人物非検出時における前記音響情報
の再生停止制御に限定されるものではない。
【００５１】
　３）制御部１９において、人感センサ２５からの出力により、前記人物がディスプレイ
１１に対し前記所定距離まで近づいたことを検出すると、スピーカ２７からの前記音響情
報を再生する制御
　これは、ディスプレイ１１の内容が特段の音響情報による再生を必要としないものであ
れば、前記人物が前記所定距離まで近づいてもスピーカ２７からの前記音響情報の再生に
切り替える制御を特に行なわなくても良い。この場合、パラメトリックスピーカ１３から
の前記音響情報の再生は、前記人物に対するディスプレイ１１への注目喚起が目的となる
。これにより、制御部１９の制御が簡易化されるという効果が得られる。尚、上記したよ
うに前記人物の数が多い際に、パラメトリックスピーカ１３からスピーカ２７へ前記音響
情報の再生を切り替える場合や、不特定多数の人物に騒音感を感じさせずに、かつ、ディ
スプレイ１１の前の前記人物に聞こえる音量でスピーカ２７から前記音響情報を常時再生
する場合が想定されるため、スピーカ２７は必要である。
【００５２】
　４）制御部１９において、人感センサ２５からの出力により得られた前記人物の数が、
パラメトリックスピーカ１３の数より多いと、パラメトリックスピーカ１３から、スピー
カ２７へ切り替えて前記音響情報を再生する制御
　この制御は、上記したようにスピーカ２７から前記音響情報を常時再生する場合は不要
となる。これにより、制御部１９の制御が簡易化されるという効果が得られる。但し、ス
ピーカ２７からの前記音響情報が常時再生されるため、省電力化の観点からは、常時再生
を行わず、上記３）、４）の制御を行なう方が良い。従って、周囲音の環境や省電力など
の状況に応じて適宜最適な制御を選択すれば良い。
【００５３】
　また、本実施の形態１では、ディスプレイ１１として光源を備えたフラットパネルディ
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スプレイを用いたが、これに限定されるものではなく、例えばショウウインドウに展示さ
れる商品そのものやポスター、看板等をディスプレイ１１として用いても良い。この場合
は広告データ２１の前記画像信号が不要となる。そして、商品そのものや、ポスター、看
板の文字、写真、絵等の広告に対して、騒音感を低減しつつ、前記人物の注目を喚起する
ことが可能となる。更に、前記フラットパネルディスプレイを用いる場合であっても、透
過式や反射式等の、いわゆる電子ペーパをディスプレイ１１として用いても良い。この場
合、光源を持たないため、視覚的な注目喚起については不十分な場合があるが、軽量で曲
げられるものもあるため、設置自由度が高いという特長がある。従って、ディスプレイ１
１の設置環境に応じて、適宜最適なディスプレイ１１を選択すればよい。
【００５４】
　また、本実施の形態１では、駆動部１５と人感センサ２５をディスプレイ１１の上部に
設ける構成としたが、これに限定されるものではなく、ディスプレイ１１の左部、右部、
あるいは下部に設けても良いし、それぞれ別の部分に設けても良い。さらに、ディスプレ
イ１１の近傍であれば若干離れた位置にパラメトリックスピーカユニット１７と人感セン
サ２５を設けても良い。これらによっても、上部に固定した場合と同様に、騒音感の低減
と広告への注目喚起が可能となる。但し、ディスプレイ１１から離れすぎると、パラメト
リックスピーカ１３からの音の方向とディスプレイ１１の位置にずれが生じるので、広告
への注目喚起効果が低減する。従って、パラメトリックスピーカユニット１７と人感セン
サ２５をディスプレイ１１から離して設ける場合も、できるだけディスプレイ１１の近傍
に設ける構成が望ましい。
【００５５】
　（実施の形態２）
　本実施の形態２における音響再生装置の構成は、実施の形態１の図１と同じであるので
、詳細な説明を省略する。
【００５６】
　即ち、本実施の形態２における特徴は、図１の音響再生装置における基本となる動作、
即ち、人感センサ２５の出力により得られる、ディスプレイ１１の前の前記人物の数に応
じて、制御部１９が駆動部１５によりパラメトリックスピーカ１３の方向を可変して前記
音響情報を再生する制御と、スピーカ２７の前記音響情報を再生する制御とを切り替える
動作に対し、以下の動作を付加した点である。
【００５７】
　５）制御部１９は、人感センサ２５からの出力により得られた前記人物の数が、パラメ
トリックスピーカ１３の数以下の場合、前記人物に追従して駆動部１５を制御し、前記音
響情報を再生する動作
　６）制御部１９は、人感センサ２５からの出力により得られた前記人物の数が、パラメ
トリックスピーカ１３の数より多い場合、任意の前記人物に追従して駆動部１５を制御す
るとともに所定の前記音響情報を再生し、前記音響情報の再生後に別の前記人物に追従し
て駆動部１５を制御するとともに所定の前記音響情報を再生する一連の動作を繰り返し行
う
　７）上記６）の動作において、制御部１９は、人感センサ２５からの出力により、ディ
スプレイ１１に最も近い前記人物を優先して検出する動作
　８）制御部１９は、人感センサ２５からの出力により得られた前記人物の数が、パラメ
トリックスピーカ１３の数より多い場合、パラメトリックスピーカ１３とスピーカ２７と
から同時に前記音響情報を再生するように切り替えて制御する動作
　９）上記８）において、制御部１９は、スピーカ２７の音量を大きくし、パラメトリッ
クスピーカ１３の音量を小さくするように切り替えて制御する動作
　次に、上記５）から９）の動作の詳細な説明と、それにより得られる効果について、以
下、説明する。
【００５８】
　まず、上記５）の動作を付加した場合について述べる。本実施の形態２では音響再生装
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置の構成が図１と同じであるので、パラメトリックスピーカ１３の数は１個である。従っ
て、人感センサ２５からの出力により得られた前記人物の数が、パラメトリックスピーカ
１３の数以下の場合とは、前記人物の数が１人の場合に相当する。この際に、制御部１９
は、人感センサ２５から得られる出力を画像処理することにより、前記人物の方向を求め
、パラメトリックスピーカ１３がその方向を向くように駆動部１５を制御する。ここで、
前記人物が移動している場合、制御部１９は人感センサ２５の出力により移動を検出し、
それに追従して駆動部１５を制御する。それと同時に、制御部１９はパラメトリックスピ
ーカ１３から前記音響情報を再生する。その結果、前記人物がディスプレイ１１の前を移
動していても、前記人物にはパラメトリックスピーカ１３からの前記音響情報が聞こえ続
ける。その結果、前記人物に対する広告への注目喚起を高めることが可能となる。更に、
制御部１９は、前記人物に追従してパラメトリックスピーカ１３から前記音響情報を再生
するので、前記音響情報が前記人物にのみ聞こえる。従って、ディスプレイ１１から離れ
た場所の不特定多数の人物に対しては、騒音感を低減することが可能となる。
【００５９】
　次に、上記６）の動作を付加した場合について述べる。上記したように、パラメトリッ
クスピーカ１３の数は１個であるので、人感センサ２５からの出力により得られた前記人
物の数が、パラメトリックスピーカ１３の数より多い場合とは、前記人物の数が２人以上
の場合に相当する。この際に、制御部１９は、人感センサ２５から得られる出力を画像処
理することにより、任意の前記人物を選択し、その人物の方向を求め、パラメトリックス
ピーカ１３がその方向を向くように駆動部１５を追従制御する。それと同時に、制御部１
９はパラメトリックスピーカ１３から所定の前記音響情報を再生する。ここで、所定の前
記音響情報とは、広告対象の商品名やキャッチフレーズ等であり、予め広告データ２１に
記憶してある。
【００６０】
　制御部１９は所定の前記音響情報を再生し終わると、その後、人感センサ２５の出力を
画像処理した結果から、選択した前記人物とは別の人物を改めて選択する。そして、制御
部１９は、その人物に追従して駆動部１５を制御し、パラメトリックスピーカ１３から所
定の前記音響情報を再生する。
【００６１】
　制御部１９は上記のような一連の動作を繰り返す。その結果、選択された任意の人物に
順番に所定の前記音響情報を聞かせることができる。ここで、所定の前記音響情報を次々
と前記人物に聞かせるためには、所定の前記音響情報の再生が短時間で終わる必要がある
。従って、上記したように所定の前記音響情報は商品名やキャッチフレーズ等としている
。
【００６２】
　このように動作することにより、上記５）の効果に加え、できるだけ多くの人物にパラ
メトリックスピーカ１３から前記音響情報を届けることができるので、更に広告への注目
喚起を向上することができる。
【００６３】
　ここで、制御部１９は、上記７）の動作、即ち、制御部１９による人感センサ２５から
の出力の画像処理で、ディスプレイ１１に最も近い前記人物を優先して検出する動作を同
時に行っている。これにより、人感センサ２５が多数の前記人物を検出した場合、ディス
プレイ１１の広告を最も見やすい前記人物から優先して、パラメトリックスピーカ１３に
よる所定の前記音響情報を再生するので、更に広告への注目喚起を高めることができる。
【００６４】
　尚、実施の形態１で述べたように、パラメトリックスピーカ１３の音圧特性は、前記音
圧ピーク距離を持つ。従って、前記人物がディスプレイ１１の直近まで接近している場合
のように、前記音圧ピーク距離より短い距離までパラメトリックスピーカ１３に近づいて
いる前記人物に対しては、パラメトリックスピーカ１３からの前記音響情報が十分に届か
ない。また、この人物にはスピーカ２７からの前記音響情報が届く。従って、制御部１９
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が優先して検出する、ディスプレイ１１に最も近い前記人物とは、ディスプレイ１１に最
も近く、かつ、前記音圧ピーク距離近傍に位置する人物であると定義する。
【００６５】
　また、制御部１９は、上記７）の動作を行わず、上記６）の動作のみを行うようにして
も良い。これは、例えば通行人が多い場所にディスプレイ１１を設置した場合のように、
優先順位を付けにくい際に、上記６）のみの動作を適用すれば良い。この場合、検出され
た前記人物の優先順位を付ける必要がない分、制御部１９の制御が簡単になる。
【００６６】
　次に、上記８）の動作を付加した場合について述べる。人感センサ２５からの出力によ
り得られた前記人物の数が、パラメトリックスピーカ１３の数より多い場合、即ち、ここ
では前記人物の数が２人以上の場合、制御部１９は、パラメトリックスピーカ１３とスピ
ーカ２７とから同時に前記音響情報を再生するように切り替えて制御する。即ち、上記６
）、７）で説明したように、パラメトリックスピーカ１３が、検出された任意の前記人物
に対して所定の前記音響情報を再生する動作に加え、スピーカ２７からも前記音響情報を
再生する。これにより、所定の前記音響情報を聞いて広告に興味を持った前記人物に対し
ては、スピーカ２７からの前記音響情報が継続して聞こえる。従って、広告の注目喚起を
更に高めることができる。
【００６７】
　尚、パラメトリックスピーカ１３から再生される前記音響情報と、スピーカ２７から再
生される前記音響情報は同じであっても異なっていても良い。同じである場合は、パラメ
トリックスピーカ１３が他の人物に対し所定の前記音響情報を再生している間も、スピー
カ２７から所定の前記音響情報が繰り返し聞こえるので、前記人物に対し広告への印象を
深めることができる。また、異なる場合は、例えばスピーカ２７から広告の詳細な説明を
行う前記音響情報を再生することで、ディスプレイ１１に興味を持った前記人物に対し、
広告への更なる注目喚起を図ることができる。
【００６８】
　ここで、制御部１９は、上記９）の動作、即ち、制御部１９が、スピーカ２７の音量を
大きくし、パラメトリックスピーカ１３の音量を小さくするように切り替えて制御する動
作を同時に行っている。これにより、ディスプレイ１１の前に多数の前記人物がいる場合
、パラメトリックスピーカ１３による前記人物への広告の注目喚起を行いつつも、その音
量を小さくし、多数の前記人物に聞こえるようにスピーカ２７の音量を大きくすることで
、広告への注目喚起の効率を高めることができる。
【００６９】
　尚、制御部１９は、上記９）の動作を行わず、上記８）の動作のみを行うようにしても
良い。これは、例えば通行人が少なく、スピーカ２７の音量を大きくしなくても前記人物
に十分聞こえる場合に、上記９）の動作を行わず、上記８）の動作のみを行う制御を適用
すれば良い。これにより、不要な騒音感をディスプレイ１１から離れた不特定多数の人物
に与える可能性が低減される。
【００７０】
　以上の構成、動作により、前記音響情報が、不特定多数の人物に対し、騒音であると感
じる可能性を更に低減できるとともに、ディスプレイ１１の前にいる前記人物の広告への
更なる注目喚起が可能な音響再生装置を実現できる。
【００７１】
　尚、本実施の形態２では、制御部１９は、上記５）～９）の動作を同時に行っているが
、この内、５）、６）、８）の動作については、上記したように音響再生装置の設置環境
や広告内容等に応じて、それぞれ任意に選択しても良いし、任意に組合せてもよい。これ
により、不要な動作を行うことなく、騒音感の低減と広告への注目喚起が図れる。
【００７２】
　（実施の形態３）
　図２は、本発明の実施の形態３における音響再生装置の構成図である。尚、図２におい
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て、図１と同じ構成には同じ符号を付して詳細な説明を省略する。
【００７３】
　即ち、本実施の形態３における特徴となる構成は、図２に示すように、パラメトリック
スピーカ１３と駆動部１５と、からなるパラメトリックスピーカユニット１７を、ディス
プレイ１１に複数設けた点である。尚、本実施の形態３では、パラメトリックスピーカユ
ニット１７を２個設けている。それ以外の構成は実施の形態１と同じである。
【００７４】
　ここで、本実施の形態３においては、各パラメトリックスピーカ１３には１つのパラメ
トリックスピーカ駆動回路２３が電気的に接続される。従って、各パラメトリックスピー
カ１３からは、同じ前記音響情報が再生される構成としている。
【００７５】
　次に、このような音響再生装置の動作について、実施の形態１、２と異なる点について
説明する。
【００７６】
　まず、基本的な動作において、本実施の形態３では駆動部１５が２個設けられた構成で
あるので、制御部１９は、人感センサ２５の出力により得られる、ディスプレイ１１の前
の前記人物の数が２人であれば、それぞれの駆動部１５により各パラメトリックスピーカ
１３の方向を可変して前記音響情報を再生する制御を行なう。これにより、２名の前記人
物にそれぞれパラメトリックスピーカ１３からの前記音響情報を同時に届けることができ
るので、実施の形態１、２に比べ、広告への注目喚起の効率を向上することが可能となる
。
【００７７】
　ここで、人感センサ２５で検出された前記人物が２名の場合、２個のパラメトリックス
ピーカ１３を、それぞれどの前記人物に向けるか、については、制御部１９が求めた各パ
ラメトリックスピーカ１３と前記各人物との距離に基づいて決定される。即ち、上記した
ようにパラメトリックスピーカ１３は前記音圧ピーク距離を有するので、制御部１９は、
２名の前記人物の内、前記音圧ピーク距離に近い方の前記人物に、それぞれのパラメトリ
ックスピーカ１３の方向を向けるように制御する。尚、各パラメトリックスピーカ１３と
前記各人物との距離は、実施の形態１で述べたように人感センサ２５の出力から制御部１
９により計算される。このような動作により、２名の前記各人物には、２個のパラメトリ
ックスピーカ１３の内、音圧が高い方から前記音響情報が届けられるので、前記各人物は
、より明瞭に前記音響情報を聞くことができる。
【００７８】
　次に、人感センサ２５で検出された前記人物の数がパラメトリックスピーカ１３の数よ
り少ない場合、即ち、ここでは前記人物が１人の場合について述べる。前記人物が１人で
あれば、制御部１９は、２個のパラメトリックスピーカ１３の内、できるだけ前記音圧ピ
ーク距離に近い方のパラメトリックスピーカ１３の方向を前記人物に向け、そのパラメト
リックスピーカ１３からのみ前記音響情報の再生を行う。これにより、前記人物に対し、
より明瞭な前記音響情報を届けることができる。そして、制御部１９は、他方のパラメト
リックスピーカ１３からの前記音響再生を停止する。これにより、必要なパラメトリック
スピーカ１３のみを駆動するので、省電力化も図れる。
【００７９】
　尚、前記人物の数がパラメトリックスピーカ１３の数より少ない場合（ここでは前記人
物が１人の場合）についての動作は、必要なパラメトリックスピーカ１３のみを駆動する
動作に限定されるものではなく、例えば、２個のパラメトリックスピーカ１３の両方を１
人の前記人物に向けて、同時に前記音響情報を再生するようにしても良い。この場合、両
方のパラメトリックスピーカ１３を駆動するための電力が必要になるものの、周囲音が大
きい環境で、前記人物に対し、更に明瞭に前記音響情報を届けることができる。従って、
周囲音の環境に応じて、必要なパラメトリックスピーカ１３のみを駆動するか、または２
個のパラメトリックスピーカ１３を同時に駆動するか、を適宜選択すればよい。
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【００８０】
　また、１人の前記人物に対して２個のパラメトリックスピーカ１３を同時に駆動した場
合、本実施の形態３では同じ前記音響情報が再生される動作としているが、これに限定さ
れるものではなく、２個のパラメトリックスピーカ１３から再生される音響情報を異なる
もの（例えばステレオ音）としても良い。これにより、前記人物に対して前記音響情報が
、より立体的に聞こえるため、さらなる広告への注目喚起が向上する。
【００８１】
　次に、人感センサ２５で検出された前記人物の数がパラメトリックスピーカ１３の数よ
り多い場合、即ち、ここでは前記人物が３人以上の場合について述べる。この場合、パラ
メトリックスピーカ１３からだけでは前記人物全員への前記音響情報の伝達が不十分とな
るので、実施の形態１と同様に、スピーカ２７からの前記音響情報の再生に切り替える。
これにより、前記人物全員への広告の注目喚起が可能となる。
【００８２】
　尚、本実施の形態３においても、前記人物の数がパラメトリックスピーカ１３の数より
多い場合の動作は、実施の形態１、２で述べたように、パラメトリックスピーカ１３から
スピーカ２７への前記音響情報の再生を切り替える動作に限定されるものではない。即ち
、制御部１９は、スピーカ２７からの前記音響情報の再生を常時行い、前記人物の数がパ
ラメトリックスピーカ１３の数より多くなれば、パラメトリックスピーカ１３からの前記
音響情報の再生を停止するように切り替え制御しても良い。また、制御部１９は、前記人
物の数がパラメトリックスピーカ１３の数より多くなれば、２個のパラメトリックスピー
カ１３とスピーカ２７とから同時に前記音響情報を再生するように切り替え制御しても良
い。これらいずれの場合も、前記人物全員に前記音響情報を届けることができ、広告への
注目喚起が可能となる。
【００８３】
　以上の構成、動作により、前記音響情報が、不特定多数の人物に対し、騒音であると感
じる可能性を低減できるとともに、ディスプレイ１１の前にいる人物の広告への更なる注
目喚起が可能な音響再生装置を実現できる。
【００８４】
　尚、本実施の形態３においても、実施の形態１で述べた上記１）～４）の動作を任意に
追加、もしくは組み合わせても良い。この場合も、実施の形態１で説明した同じ効果を得
ることができる。
【００８５】
　また、本実施の形態３においても、実施の形態２で述べた上記５）～８）の動作を任意
に追加、もしくは組み合わせても良い。この場合も、実施の形態２で説明した同じ効果を
得ることができる。
【００８６】
　但し、実施の形態２で述べた、パラメトリックスピーカ１３の方向が前記人物を追従す
るように、制御部１９が駆動部１５を制御する動作については、本実施の形態３ではパラ
メトリックスピーカ１３が２個あるので、制御部１９は次のように制御する。
【００８７】
　まず、前記人物の数がパラメトリックスピーカ１３の数以下の場合、即ち本実施の形態
３では前記人物の数が１人、または２人の場合について述べる。
【００８８】
　前記人物が２人の場合は、パラメトリックスピーカ１３の数と同じであるので、制御部
１９は、各パラメトリックスピーカ１３の方向が、それぞれの前記人物に追従するよう各
駆動部１５を制御する。これにより実施の形態２と同様の効果が得られる。
【００８９】
　前記人物が１人の場合、制御部１９は、いずれか一方のパラメトリックスピーカ１３の
方向が、前記人物に追従するよう各駆動部１５を制御する。この動作は実施の形態２と同
じであるので、同様の効果が得られる。あるいは、制御部１９は、両方のパラメトリック
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スピーカ１３が１人の前記人物に追従するよう各駆動部１５を制御しても良い。この場合
は、前記人物が移動しており、かつ、上記したように前記人物の周囲音が大きい環境であ
っても、前記人物に対し、更に明瞭に前記音響情報を届けることができる。
【００９０】
　次に、前記人物の数がパラメトリックスピーカ１３の数より多い場合、即ち本実施の形
態３では前記人物の数が３人以上の場合について述べる。
【００９１】
　この場合、制御部１９は人感センサ２５の出力より検出された任意の前記人物から２名
を選択して、それら前記人物に対してパラメトリックスピーカ１３が、それぞれ追従する
よう各駆動部１５を制御する。そして、前記音響情報の再生が終われば、別の任意の前記
人物から２名を選択する。このような動作を繰り返すことにより、実施の形態２に比べ、
パラメトリックスピーカ１３の数が多いほど、多くの前記人物に前記音響情報を届けるこ
とができる。
【００９２】
　この際、実施の形態２で述べた７）の動作、即ち、制御部１９が、人感センサ２５から
の出力により、ディスプレイ１１に最も近い、前記音圧ピーク距離近傍に位置する前記人
物を優先して検出する動作を行っても良い。この場合、パラメトリックスピーカ１３が２
個あるので、制御部１９はディスプレイ１１から最も近い前記人物として、近い順に２名
を選択する。そして、前記音響情報の再生が終われば、その時点で、制御部１９が人感セ
ンサ２５からの出力によりディスプレイ１１から最も近い前記人物を再び検出し、その内
、既に前記音響情報の再生を行った前記人物を除いて近い順に２名を選択する。このよう
な動作を繰り返すことにより、多くの前記人物に対して更に広告への注目喚起を高めるこ
とができる。
【００９３】
　また、本実施の形態３において、制御部１９は、人感センサ２５の出力から求めた前記
人物の数が変わった場合、直ちに人数に応じた上記各動作に切り替える。これにより、人
数の変化に対しても、前記人物の広告への注目喚起を効率的に高めることができる。
【００９４】
　また、本実施の形態３ではパラメトリックスピーカ１３の数を２個としたが、これは更
に多くても良い。この場合の動作も本実施の形態３と同様である。これにより、更に多く
の前記人物に同時に前記音響情報を届けることができるので、より効率的に広告への注目
喚起を図ることができる。
【００９５】
　（実施の形態４）
　図３は、本発明の実施の形態４における音響再生装置の構成図である。尚、図３におい
て、図２と同じ構成には同じ符号を付して詳細な説明を省略する。
【００９６】
　即ち、本実施の形態４における特徴となる構成は、図３に示すように、ディスプレイ１
１の左側にもスピーカ２７を設けた点である。これにより、本実施の形態４において、ス
ピーカ２７はディスプレイ１１に２個設ける構成となる。なお、ディスプレイ１１の左側
に設けたスピーカ２７はスピーカ駆動回路２９と電気的に接続される。
【００９７】
　次に、このような音響再生装置の動作について、実施の形態３と異なる点について説明
する。
【００９８】
　実施の形態３において、スピーカ２７からの前記音響情報を再生する際に、本実施の形
態４では、両方のスピーカ２７から前記音響情報を再生する。これにより、ディスプレイ
１１の近傍に多数の人物がいる場合でも、前記音響情報を十分に届けることが可能となる
。
【００９９】
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　この際に、両方のスピーカ２７から再生される前記音響情報は、同じであっても良いし
異なっていてもよい。同じであれば、多数の前記人物全員に同じ前記音響情報を聞かせる
ことができるので、広告において最も訴求したい点を効率的に伝達できる。また、前記音
響情報が異なる場合は、例えば前記音響情報をステレオ音とすることで、立体的な音響効
果を多数の前記人物に聞かせることができるので、広告への注目喚起を更に高めることが
可能となる。
【０１００】
　上記以外の動作は、実施の形態３と同じである。
【０１０１】
　以上の構成、動作により、実施の形態３と同様に、前記音響情報が、不特定多数の人物
に対し、騒音であると感じる可能性を低減できる効果に加え、ディスプレイ１１の近傍に
いる前記人物の広告への更なる注目喚起が可能な音響再生装置を実現できる。
【０１０２】
　尚、本実施の形態４ではディスプレイ１１にスピーカ２７を２個設ける構成としたが、
これは３個以上であっても良い。この場合は、例えばディスプレイ１１が壁面一面に亘る
など大型の場合であっても、スピーカ２７が多数あり、それぞれのスピーカ２７が騒音感
を感じさせない音量で前記音響情報を再生することで、騒音感を低減しつつ、ディスプレ
イ１１近傍の人物全員に前記音響情報を届けることができる。
【０１０３】
　また、本実施の形態４では、実施の形態３における図２の構成にスピーカ２７を追加し
ているが、これに限定されるものではなく、パラメトリックスピーカ１３が１個である実
施の形態１、２の構成にスピーカ２７を追加しても良い。この場合も、本実施の形態４と
同様の効果を得ることができる。
【０１０４】
　また、本実施の形態４においても、実施の形態１で述べた上記１）～４）の動作を任意
に追加、もしくは組み合わせても良い。この場合も、実施の形態１で説明した同じ効果を
得ることができる。
【０１０５】
　また、本実施の形態４においても、実施の形態２で述べた上記５）～８）の動作を任意
に追加、もしくは組み合わせても良い。この場合も、実施の形態２で説明した同じ効果を
得ることができる。
【０１０６】
　また、実施の形態１～４で述べた音響再生装置は、広告用のディスプレイ１１に対して
設けられる構成としているが、これは例えば家庭用テレビにパラメトリックスピーカ１３
を設けた構成に対しても適用できる。まず、家庭用テレビの視聴時における音響再生用に
パラメトリックスピーカ１３を用い、その聴取方向を調整するために電動の駆動部１５も
設ける。この家庭用テレビに、実施の形態１～４に示すように人感センサ２５の出力に応
じて駆動部１５によりパラメトリックスピーカ１３の方向を可変する動作を、デモモード
として制御部１９のソフトウエアにより内蔵しておく。また、デモモードにおける音響情
報として、前記家庭用テレビのブランド名や説明音声等を記憶しておく。次に、前記家庭
用テレビを店頭に並べた際に、デモモードを実行すると、前記家庭用テレビは人感センサ
２５からの出力に応じて、パラメトリックスピーカ１３から前記音響情報を来店者の方向
に発し、自らを宣伝する。これにより、前記来店者に対する前記家庭用テレビへの注目を
喚起することが可能となる。
【０１０７】
　（実施の形態５）
　図４は、本発明の実施の形態５における音響再生装置の構成図である。尚、図４におい
て、図３と同じ構成には同じ符号を付して詳細な説明を省略する。
【０１０８】
　即ち、本実施の形態５における特徴となる構成は、図４に示すように、制御部１９に蓄
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電部３１が電気的に接続される点である。蓄電部３１は電力を蓄えるための二次電池と、
前記二次電池の充放電回路（いずれも図示せず）から構成される。そして、蓄電部３１は
系統電源３３と電気的に接続されている。
【０１０９】
　このような構成により、蓄電部３１は、系統電源３３が正常な非停電時に、系統電源３
３の電力を前記二次電池に充電するとともに、制御部１９に供給する。尚、系統電源３３
が正常であるか否かは、蓄電部３１に内蔵した前記充放電回路により検出され、その結果
が制御部１９に出力される構成としている。制御部１９は、図４に示すように、ディスプ
レイ１１、パラメトリックスピーカ駆動回路２３、スピーカ駆動回路２９、駆動部１５、
および人感センサ２５と電気的に接続される。さらに、パラメトリックスピーカ駆動回路
２３にはパラメトリックスピーカ１３が、スピーカ駆動回路２９にはスピーカ２７が、そ
れぞれ電気的に接続される。従って、制御部１９に供給された系統電源３３の電力は、上
記した各構成要素にも供給される。
【０１１０】
　次に、本実施の形態５における音響再生装置の特徴となる動作について説明する。
【０１１１】
　まず、系統電源３３が正常な非停電時における動作は、実施の形態４と同じである。従
って、実施の形態４と同様に、前記音響情報が、不特定多数の人物に対し、騒音であると
感じる可能性を低減できるとともに、ディスプレイ１１の近傍にいる前記人物の広告への
注目喚起が可能となる。
【０１１２】
　次に、系統電源３３が災害や事故等により停電となった場合、あるいは計画停電が発生
した場合について述べる。系統電源３３が停電になると、前記充放電回路がそれを検出す
る。そして、前記充放電回路は直ちに系統電源３３と蓄電部３１との電気的接続を断つ。
これにより、蓄電部３１の前記二次電池が蓄えた電力の系統電源３３への逆流を防ぐ。同
時に、前記充放電回路は前記二次電池の電力を制御部１９に供給する。また、蓄電部３１
は停電が発生したことを制御部１９に出力する。
【０１１３】
　制御部１９は、停電が発生すると、蓄電部３１から供給される電力を用いて、広告デー
タ２１に予め記憶された停電時画像情報をディスプレイ１１に表示するよう制御する。尚
、前記停電時画像情報は、例えば現在停電発生中や計画停電中であることを伝える文字情
報でも良いし、ディスプレイ１１が建物内や地下道などに設置されている場合は、最寄り
の出口を示す画像情報でも良い。また、前記停電時画像情報は広告データ２１に予め記憶
されたものに限定されるものではなく、例えば、制御部１９が外部と無線や有線で情報の
授受ができる構成であり、かつ、制御部１９の情報授受先が停電時でもパックアップ電源
により稼動している状態であれば、停電に関する種々の情報を前記停電時画像情報として
表示するようにしても良い。この場合も、前記情報授受先が停止している場合は、広告デ
ータ２１に予め記憶された前記停電時画像情報を表示する。
【０１１４】
　更に、制御部１９は、広告データ２１に予め記憶された停電時音響情報をパラメトリッ
クスピーカ１３とスピーカ２７から再生するように制御する。ここで、前記停電時音響情
報は、例えば現在停電発生中や計画停電中であることを伝える音響情報でも良いし、音響
再生装置が建物内や地下道などに設置されている場合は、最寄りの出口を案内する音響情
報でも良い。また、前記停電時画像情報は広告データ２１に予め記憶されたものに限定さ
れるものではなく、例えば、制御部１９と前記情報授受先とが停電時でも稼動している状
態であれば、停電に関する種々の情報を前記停電時音響情報として再生するようにしても
良い。この場合も、前記情報授受先が停止している場合は、広告データ２１に予め記憶さ
れた前記停電時音響情報を再生する。
【０１１５】
　尚、本実施の形態５では、制御部１９は前記停電時音響情報をパラメトリックスピーカ
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１３とスピーカ２７の両方から再生するように制御しているが、これはできるだけ多数の
人物に前記停電時音響情報を届けることで安全性を高めるためである。この際、特に災害
や事故時の停電であれば、パラメトリックスピーカ１３とスピーカ２７から同じ内容の前
記停電時音響情報を最大音量で再生する。これにより、音響再生装置から遠くにいる不特
定多数の人物に対しても前記停電時音響情報を届けることができるので、安全性が高まる
。尚、計画停電実施の日付や時刻は予めわかっているため、それにより制御部１９は、災
害や事故時の停電と計画停電とを区別することができる。
【０１１６】
　上記のようにして、制御部１９は前記停電時画像情報の表示と前記停電時音響情報の再
生を継続する。その際、制御部１９は、人感センサ２５による出力から前記人物が検出さ
れなくなっても、音響再生装置から遠くにいる不特定多数の人物に対する安全性を高める
ために、前記停電時画像情報の表示と前記停電時音響情報の再生を継続する。
【０１１７】
　これと同時に、制御部１９は蓄電部３１からの信号により、蓄電部３１に内蔵した前記
二次電池が蓄えている電力を監視する。そして、前記電力が所定値以下になれば、できる
だけ長く音響再生装置を動作させ続けるために、優先度の低い構成要素への電力供給を止
める動作を行う。その詳細について、以下に説明する。尚、前記電力の所定値は、前記二
次電池の容量や音響再生装置の設置環境などに応じて、適宜決定し、制御部１９のメモリ
に記憶しておく。本実施の形態５では蓄電部３１に蓄えた電力の半分を所定値とした。
【０１１８】
　制御部１９は、蓄電部３１の前記電力が所定値である半分になると、まず人感センサ２
５から得られる照度を求める。ここで、実施の形態１で述べたように、人感センサ２５は
カメラで構成されるため、その画像の明るさから照度を得ることができる。尚、本実施の
形態５では、照度の検出も必要なため、人感センサ２５として前記カメラを用いているが
、例えば人感センサ２５として焦電センサを用いている場合は照度の検出ができない。そ
こで、この場合は、前記焦電センサと照度センサ（例えばフォトトランジスタ）とを一体
化して人感センサ２５を構成すればよい。
【０１１９】
　次に、制御部１９は、得られた照度が所定照度以下であるか否かを判断する。ここで、
所定照度とは、暗くて照明が必要と感じる照度であり、予め制御部１９の前記メモリに記
憶される。
【０１２０】
　もし、人感センサ２５から得られる前記照度が前記所定照度以下であれば、制御部１９
は前記停電時音響情報の再生を停止し、前記停電時画像情報のディスプレイ１１への表示
のみを行う。これにより、パラメトリックスピーカ１３とスピーカ２７からの前記停電時
音響情報の再生が停止するので、その分の電力をディスプレイ１１の表示に使うことがで
きる。その結果、暗がりの中でもディスプレイ１１が表示し続けることで、ある程度、照
明の代わりとなるので、人物への安心感を提供できる。更に、建物内や地下道などにディ
スプレイ１１が設置されている場合は、最寄りの出口案内などの有益な情報を蓄電部３１
の電力がなくなるまで提供し続けることができる。これにより、前記人物への安全性を高
めることが可能となる。従って、前記照度が前記所定照度以下であれば、前記停電時画像
情報の表示のための構成要素（ここではディスプレイ１１）への電力供給が、前記停電時
音響情報の再生のための構成要素（ここではパラメトリックスピーカユニット１７、パラ
メトリックスピーカ駆動回路２３、スピーカ２７、及びスピーカ駆動回路２９）への電力
供給より優先される。
【０１２１】
　一方、人感センサ２５から得られる前記照度が前記所定照度より大きければ、前記停電
時画像情報のディスプレイ１１への表示を停止し、パラメトリックスピーカ１３とスピー
カ２７からの前記停電時音響情報の再生のみを行う。即ち、上記した前記照度が前記所定
照度以下の場合と逆の動作を行う。この場合、前記人物にとって、周囲の状況を見ること
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はできるので、前記停電時画像情報のディスプレイ１１への表示を停止しても、暗がりの
中にいる場合よりは安全性が高い。そこで、制御部１９は、前記停電時画像情報のディス
プレイ１１への表示を停止することにより、その分の電力をパラメトリックスピーカ１３
とスピーカ２７からの前記停電時音響情報の再生に使う。その結果、音響再生装置から遠
くの位置にいる人物に対しても前記停電時音響情報の再生が継続されるので、前記人物へ
の安心感を提供できる。更に、建物内であれば、前記停電時音響情報による最寄りの出口
案内などの有益な情報を蓄電部３１の電力がなくなるまで提供し続けることができる。こ
れにより、前記人物への安全性を高めることが可能となる。従って、前記照度が前記所定
照度より大きい場合は、前記停電時音響情報の再生のための構成要素への電力供給が、前
記停電時画像情報の表示のための構成要素への電力供給より優先される。
【０１２２】
　尚、前記停電時音響情報の再生を継続する場合、更に蓄電部３１の電力が低下すれば、
パラメトリックスピーカ１３からの前記停電時音響情報の再生を停止し、スピーカ２７の
みからの再生に切り替えても良い。この場合、スピーカ２７はパラメトリックスピーカ１
３より指向性が広いので、蓄電部３１の電力がなくなる最後まで、できるだけ多くの人物
に前記停電時音響情報を再生し続けることができる。
【０１２３】
　次に、系統電源３３の停電が復帰した場合の動作について述べる。蓄電部３１の前記充
放電回路には、系統電源３３が停電から復帰すると、その電力が供給される構成としてい
る。従って、前記充放電回路は停電から復帰して動作を開始すると、非停電時と判断し、
直ちに系統電源３３と蓄電部３１を電気的に接続する。そして、蓄電部３１の前記二次電
池が満充電になるまで充電を行う。
【０１２４】
　一方、蓄電部３１は停電が復帰した情報を制御部１９に送信する。これを受け、制御部
１９は、前記停電時画像情報のディスプレイ１１への表示と、前記停電時音響情報の再生
を停止し、実施の形態４と同様の非停電時における動作に戻す。但し、災害や事故発生時
の停電からの復帰時は、引き続き前記停電時画像情報の表示と前記停電時音響情報の再生
を行う。これにより、前記人物に対する二次災害等の可能性を低減できる。
【０１２５】
　以上の構成、動作により、実施の形態４と同様に、前記音響情報が、不特定多数の人物
に対し、騒音であると感じる可能性を低減できるとともに、ディスプレイ１１の近傍にい
る前記人物の広告への更なる注目喚起が可能となる効果に加え、停電時に前記人物に対す
る安全性を高めることも可能な音響再生装置を実現できる。
【０１２６】
　尚、本実施の形態５における蓄電部３１を有する構成は、実施の形態１～３に適用して
も良い。これによっても、本実施の形態５と同様の効果を得ることができる。
【０１２７】
　また、本実施の形態５では、実施の形態１で述べたように、ディスプレイ１１が自発光
式やバックライト式の光源を備えた前記フラットパネルディスプレイである構成について
説明した。これに対し、ディスプレイ１１が商品そのものやポスター、看板などである場
合、あるいは透過型や反射型で光源を持たないフラットパネルディスプレイの場合、停電
時に、制御部１９は照度に関係なく前記停電時音響情報の再生のみを行うようにする。こ
れにより、ディスプレイ１１への前記停電時画像情報の表示を行わない分の電力を前記停
電時音響情報の再生に使えるので、長時間に亘る前記停電時音響情報の再生による前記人
物への安全性向上が可能となる。但し、暗がりにおける前記人物の安全性向上の観点から
は、本実施の形態５で述べたディスプレイ１１が光源を備えたフラットパネルディスプレ
イである構成の方が望ましい。
【０１２８】
　また、本実施の形態５では、人感センサ２５として照度が検出できるカメラを用いたが
、これは照度の検出ができないもの（例えば焦電センサのみ）であった場合は、制御部１
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９が、停電時に蓄電部３１の電力量と照度に応じて、前記停電時画像情報の表示と、前記
停電時音響情報の再生との選択を行う動作を行わない。そして、蓄電部３１の電力がある
限り、制御部１９は前記停電時画像情報の表示と前記停電時音響情報の再生の両方を継続
する。これによっても前記人物への安全性向上の可能性が高まる。但し、動作できる期間
は短くなるので、本実施の形態５で述べた照度検出が可能な人感センサ２５を用いる構成
の方が望ましい。
【０１２９】
　また、本実施の形態５では蓄電部３１に前記二次電池が内蔵される構成について説明し
たが、これは大容量の電気化学キャパシタや電気二重層キャパシタ等の他の蓄電デバイス
であっても良い。
【０１３０】
　また、実施の形態１～５で述べた音響再生装置は、パラメトリックスピーカユニット１
７、人感センサ２５、およびスピーカ２７がディスプレイ１１に固定されることで設置さ
れているが、これは、音響再生装置をディスプレイ１１から取り外すことができる構成と
しても良い。これにより、ディスプレイ１１が変更されても音響再生装置はそのまま継続
使用できる。従って、音響再生装置はディスプレイ１１に設けられていれば、固定されて
いても良いし、取り外し可能な構成でも良い。
【産業上の利用可能性】
【０１３１】
　本発明にかかる音響再生装置は、不特定多数の人物に対する騒音感を低減しつつ、広告
への注目喚起ができるので、特に、不特定多数の人物に対し音響信号を再生する広告用の
音響再生装置等として有用である。
【符号の説明】
【０１３２】
　１１　ディスプレイ
　１３　パラメトリックスピーカ
　１５　駆動部
　１７　パラメトリックスピーカユニット
　１９　制御部
　２５　人感センサ
　２７　スピーカ
　３１　蓄電部
　３３　系統電源



(22) JP 2013-70213 A 2013.4.18

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(23) JP 2013-70213 A 2013.4.18

【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成24年7月13日(2012.7.13)
【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
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ディスプレイに設けたパラメトリックスピーカと、
前記ディスプレイに設けた、前記パラメトリックスピーカより指向性の広いスピーカと、
前記パラメトリックスピーカの方向を可変するための駆動部と、
前記ディスプレイに設けた人感センサと、
前記パラメトリックスピーカ、スピーカ、及び人感センサと電気的に接続される制御部と
、を備え、
前記パラメトリックスピーカと、前記駆動部と、からなるパラメトリックスピーカユニッ
トを、前記ディスプレイに２個以上設ける構成を有し、
前記制御部は、前記人感センサの出力により得られる、前記ディスプレイの前の人物の数
に応じて、
前記人物の数が、前記パラメトリックスピーカの数以下の場合、前記人物に追従して前記
駆動部を制御し、音響情報を再生し、
前記人物の数が、前記パラメトリックスピーカの数より多い場合、前記パラメトリックス
ピーカから、前記スピーカへ切り替えて前記音響情報を再生することにより、
前記駆動部により前記パラメトリックスピーカの方向を可変して前記音響情報を再生する
制御と、前記スピーカの音響情報を再生する制御とを切り替えることを特徴とする音響再
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生装置。
【請求項２】
ディスプレイに設けたパラメトリックスピーカと、
前記ディスプレイに設けた、前記パラメトリックスピーカより指向性の広いスピーカと、
前記パラメトリックスピーカの方向を可変するための駆動部と、
前記ディスプレイに設けた人感センサと、
前記パラメトリックスピーカ、スピーカ、及び人感センサと電気的に接続される制御部と
、を備え、
前記パラメトリックスピーカと、前記駆動部と、からなるパラメトリックスピーカユニッ
トを、前記ディスプレイに２個以上設ける構成を有し、
前記制御部は、前記人感センサの出力により得られる、前記ディスプレイの前の人物の数
に応じて、
前記人物の数が、前記パラメトリックスピーカの数以下の場合、前記人物に追従して前記
駆動部を制御し、音響情報を再生し、
前記人物の数が、前記パラメトリックスピーカの数より多い場合、前記パラメトリックス
ピーカと前記スピーカとから同時に前記音響情報を再生することにより、
前記駆動部により前記パラメトリックスピーカの方向を可変して前記音響情報を再生する
制御と、前記スピーカの前記音響情報を再生する制御とを行うことを特徴とする音響再生
装置。
【請求項３】
前記スピーカを、前記ディスプレイに２個以上設ける構成を有することを特徴とする請求
項１、または２に記載の音響再生装置。
【請求項４】
前記駆動部は、前記パラメトリックスピーカの方向を上下左右に可変できる構成を有する
ことを特徴とする請求項１、または２に記載の音響再生装置。
【請求項５】
前記制御部は、前記人感センサからの出力により、人物を検出していなければ、前記制御
部が前記音響情報の再生を停止するとともに、前記駆動部を停止するように制御すること
を特徴とする請求項１、または２に記載の音響再生装置。
【請求項６】
前記制御部は、前記音響情報の再生を停止している際に、前記人感センサからの出力によ
り、前記人物が前記ディスプレイの前まで近づいたことを検出すると、前記パラメトリッ
クスピーカの音量が所定音量になるまで徐々に大きくするようにして前記音響情報を再生
するように制御することを特徴とする請求項５に記載の音響再生装置。
【請求項７】
前記制御部は、前記人感センサからの出力により、前記人物が前記ディスプレイに対し所
定距離まで近づいたことを検出すると、前記スピーカからの前記音響情報を再生すること
を特徴とする請求項１、または２に記載の音響再生装置。
【請求項８】
前記スピーカからの前記音響情報を再生する際の音量は、前記ディスプレイの前の範囲ま
で聞こえる音量であることを特徴とする請求項７に記載の音響再生装置。
【請求項９】
前記制御部は、前記人感センサからの出力により得られた前記人物の数が、前記パラメト
リックスピーカの数より多い場合、任意の前記人物に追従して前記駆動部を制御するとと
もに所定の前記音響情報を再生し、前記音響情報の再生後に別の前記人物に追従して前記
駆動部を制御するとともに所定の前記音響情報を再生する一連の動作を繰り返し行うこと
を特徴とする請求項２に記載の音響再生装置。
【請求項１０】
前記制御部は、前記人感センサからの出力により、前記ディスプレイに最も近い前記人物
を優先して検出することを特徴とする請求項９に記載の音響再生装置。
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【請求項１１】
前記制御部は、前記スピーカの音量を大きくし、前記パラメトリックスピーカの音量を小
さくするように切り替えて制御することを特徴とする請求項２に記載の音響再生装置。
【請求項１２】
前記パラメトリックスピーカと前記スピーカとで異なる前記音響情報を再生することを特
徴とする請求項１、または２に記載の音響再生装置。
【請求項１３】
前記パラメトリックスピーカ、スピーカ、駆動部、人感センサ、及び制御部と電気的に接
続される蓄電部を、さらに備え、
前記蓄電部は、非停電時に系統電源により充電されるとともに、停電時に前記蓄電部の電
力が放電され、
前記制御部は、停電時に停電時音響情報を再生することを特徴とする請求項１、または２
に記載の音響再生装置。
【請求項１４】
前記ディスプレイは光源を備え、前記制御部からの画像情報を表示する構成を有するとと
もに、前記蓄電部と電気的に接続され、
前記制御部は、停電時に停電時画像情報を前記ディスプレイに表示することを特徴とする
請求項１３に記載の音響再生装置。
【請求項１５】
前記制御部は、前記蓄電部の電力が所定値以下になれば、
前記人感センサから得られる照度が所定照度以下の場合に、前記停電時音響情報の再生を
停止し、前記停電時画像情報の前記ディスプレイへの表示のみを行い、
前記人感センサから得られる照度が所定照度より大きい場合に、前記停電時画像情報の前
記ディスプレイへの表示を停止し、前記停電時音響情報の再生のみを行うことを特徴とす
る請求項１４に記載の音響再生装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　前記従来の課題を解決するために、本発明の音響再生装置は、ディスプレイに設けたパ
ラメトリックスピーカと、前記ディスプレイに設けた、前記パラメトリックスピーカより
指向性の広いスピーカと、前記パラメトリックスピーカの方向を可変するための駆動部と
、前記ディスプレイに設けた人感センサと、前記パラメトリックスピーカ、スピーカ、及
び人感センサと電気的に接続される制御部と、を備え、前記パラメトリックスピーカと、
前記駆動部と、からなるパラメトリックスピーカユニットを、前記ディスプレイに２個以
上設ける構成を有し、前記制御部は、前記人感センサの出力により得られる、前記ディス
プレイの前の人物の数に応じて、前記人感センサからの出力により得られた前記人物の数
が、前記パラメトリックスピーカの数以下の場合、前記人物に追従して前記駆動部を制御
し、音響情報を再生し、前記人感センサからの出力により得られた前記人物の数が、前記
パラメトリックスピーカの数より多い場合、前記パラメトリックスピーカから、前記スピ
ーカへ切り替えて前記音響情報を再生することにより、前記駆動部により前記パラメトリ
ックスピーカの方向を可変して前記音響情報を再生する制御と、前記スピーカの前記音響
情報を再生する制御とを切り替えることを特徴とするものである。
　また、本発明の音響再生装置は、ディスプレイに設けたパラメトリックスピーカと、前
記ディスプレイに設けた、前記パラメトリックスピーカより指向性の広いスピーカと、前
記パラメトリックスピーカの方向を可変するための駆動部と、前記ディスプレイに設けた
人感センサと、前記パラメトリックスピーカ、スピーカ、及び人感センサと電気的に接続
される制御部と、を備え、前記パラメトリックスピーカと、前記駆動部と、からなるパラ
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メトリックスピーカユニットを、前記ディスプレイに２個以上設ける構成を有し、前記制
御部は、前記人感センサの出力により得られる、前記ディスプレイの前の人物の数に応じ
て、前記人物の数が、前記パラメトリックスピーカの数以下の場合、前記人物に追従して
前記駆動部を制御し、音響情報を再生し、前記人物の数が、前記パラメトリックスピーカ
の数より多い場合、前記パラメトリックスピーカと前記スピーカとから同時に前記音響情
報を再生することにより、前記駆動部により前記パラメトリックスピーカの方向を可変し
て前記音響情報を再生する制御と、前記スピーカの前記音響情報を再生する制御とを行う
ことを特徴とするものである。
【手続補正書】
【提出日】平成24年9月19日(2012.9.19)
【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
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ディスプレイに設けたパラメトリックスピーカと、
前記ディスプレイに設けた、前記パラメトリックスピーカより指向性の広いスピーカと、
前記パラメトリックスピーカの方向を可変するための駆動部と、
前記ディスプレイに設けた人感センサと、
前記パラメトリックスピーカ、スピーカ、及び人感センサと電気的に接続される制御部と
、
を備え、
前記パラメトリックスピーカと、前記駆動部と、からなるパラメトリックスピーカユニッ
トを、前記ディスプレイに２個以上設ける構成を有し、
前記制御部は、前記人感センサの出力により得られる、前記ディスプレイの前の人物の数
に応じて、
前記人物の数が、前記パラメトリックスピーカの数以下の場合、前記人物に追従して前記
駆動部を制御し、音響情報を再生し、
前記人物の数が、前記パラメトリックスピーカの数より多い場合、前記パラメトリックス
ピーカから、前記スピーカへ切り替えて前記音響情報を再生することにより、
前記駆動部により前記パラメトリックスピーカの方向を可変して前記音響情報を再生する
制御と、前記スピーカの音響情報を再生する制御とを切り替えることを特徴とする音響再
生装置。
【請求項２】
ディスプレイに設けたパラメトリックスピーカと、
前記ディスプレイに設けた、前記パラメトリックスピーカより指向性の広いスピーカと、
前記パラメトリックスピーカの方向を可変するための駆動部と、
前記ディスプレイに設けた人感センサと、
前記パラメトリックスピーカ、スピーカ、及び人感センサと電気的に接続される制御部と
、
を備え、
前記パラメトリックスピーカと、前記駆動部と、からなるパラメトリックスピーカユニッ
トを、前記ディスプレイに２個以上設ける構成を有し、
前記制御部は、前記人感センサの出力により得られる、前記ディスプレイの前の人物の数
に応じて、
前記人物の数が、前記パラメトリックスピーカの数以下の場合、前記人物に追従して前記
駆動部を制御し、音響情報を再生し、
前記人物の数が、前記パラメトリックスピーカの数より多い場合、前記パラメトリックス
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ピーカと前記スピーカとから同時に前記音響情報を再生することにより、
前記駆動部により前記パラメトリックスピーカの方向を可変して前記音響情報を再生する
制御と、前記スピーカの前記音響情報を再生する制御とを行うことを特徴とする音響再生
装置。
【請求項３】
前記スピーカを、前記ディスプレイに２個以上設ける構成を有することを特徴とする請求
項１、または２に記載の音響再生装置。
【請求項４】
前記駆動部は、前記パラメトリックスピーカの方向を上下左右に可変できる構成を有する
ことを特徴とする請求項１、または２に記載の音響再生装置。
【請求項５】
前記制御部は、前記人感センサからの出力により、人物を検出していなければ、前記制御
部が前記音響情報の再生を停止するとともに、前記駆動部を停止するように制御すること
を特徴とする請求項１、または２に記載の音響再生装置。
【請求項６】
前記制御部は、前記音響情報の再生を停止している際に、前記人感センサからの出力によ
り、前記人物が前記ディスプレイの前まで近づいたことを検出すると、前記パラメトリッ
クスピーカの音量が所定音量になるまで徐々に大きくするようにして前記音響情報を再生
するように制御することを特徴とする請求項５に記載の音響再生装置。
【請求項７】
前記制御部は、前記人感センサからの出力により、前記人物が前記ディスプレイに対し所
定距離まで近づいたことを検出すると、前記スピーカからの前記音響情報を再生すること
を特徴とする請求項１、または２に記載の音響再生装置。
【請求項８】
前記制御部は、前記人感センサからの出力により得られた前記人物の数が、前記パラメト
リックスピーカの数より多い場合、任意の前記人物に追従して前記駆動部を制御するとと
もに所定の前記音響情報を再生し、前記音響情報の再生後に別の前記人物に追従して前記
駆動部を制御するとともに所定の前記音響情報を再生する一連の動作を繰り返し行うこと
を特徴とする請求項２に記載の音響再生装置。
【請求項９】
前記制御部は、前記人感センサからの出力により、前記ディスプレイに最も近い前記人物
を優先して検出することを特徴とする請求項８に記載の音響再生装置。
【請求項１０】
前記制御部は、前記スピーカの音量を大きくし、前記パラメトリックスピーカの音量を小
さくするように切り替えて制御することを特徴とする請求項２に記載の音響再生装置。
【請求項１１】
前記パラメトリックスピーカと前記スピーカとで異なる前記音響情報を再生することを特
徴とする請求項１、または２に記載の音響再生装置。
【請求項１２】
前記パラメトリックスピーカ、スピーカ、駆動部、人感センサ、及び制御部と電気的に接
続される蓄電部を、さらに備え、
前記蓄電部は、非停電時に系統電源により充電されるとともに、停電時に前記蓄電部の電
力が放電され、
前記制御部は、停電時に停電時音響情報を再生することを特徴とする請求項１、または２
に記載の音響再生装置。
【請求項１３】
前記ディスプレイは光源を備え、前記制御部からの画像情報を表示する構成を有するとと
もに、前記蓄電部と電気的に接続され、
前記制御部は、停電時に停電時画像情報を前記ディスプレイに表示することを特徴とする
請求項１２に記載の音響再生装置。
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【請求項１４】
前記制御部は、前記蓄電部の電力が所定値以下になれば、
前記人感センサから得られる照度が所定照度以下の場合に、前記停電時音響情報の再生を
停止し、前記停電時画像情報の前記ディスプレイへの表示のみを行い、
前記人感センサから得られる照度が所定照度より大きい場合に、前記停電時画像情報の前
記ディスプレイへの表示を停止し、前記停電時音響情報の再生のみを行うことを特徴とす
る請求項１３に記載の音響再生装置。
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