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(57)【要約】
【課題】　乳幼児用おもちゃの外観等を変更することな
く音声発生手段として利用可能にするとともに、母親に
とって容易に操作可能にして汎用性及び利便性を高める
。十分な癒し効果を確保するとともに、癒しシステムと
しての多様性及び発展性を高める。
【解決手段】　少なくとも胎内音を出力できる乳幼児用
癒しシステム１であって、電源を非搭載とし、かつ音声
信号Ｓｓを含む電波を外部から無線方式により受信可能
な受信手段２及びこの受信手段２により受信した音声信
号Ｓｓに基づく音声を外部に出力する音声出力手段３を
一体に内蔵してなる乳幼児Ｈｂ自身が所持可能な第一の
物品Ｒと、第一の物品Ｒの受信手段２に対して音声信号
Ｓｓを含む電波を無線方式により送信可能な送信手段４
及びこの送信手段４に対して選択した音声信号Ｓｓを供
給する音声信号供給手段５を内蔵してなる母親Ｈｍが所
持可能な第二の物品Ｍとを具備する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも胎内音を出力できる乳幼児用癒しシステムであって、電源を非搭載とし、か
つ音声信号を含む電波を外部から無線方式により受信可能な受信手段及びこの受信手段に
より受信した音声信号に基づく音声を外部に出力する音声出力手段を一体に内蔵してなる
乳幼児自身が所持可能な第一の物品と、前記第一の物品の受信手段に対して前記音声信号
を含む電波を無線方式により送信可能な送信手段及びこの送信手段に対して選択した音声
信号を供給する音声信号供給手段を内蔵してなる母親が所持可能な第二の物品とを具備す
ることを特徴とする乳幼児用癒しシステム。
【請求項２】
　前記第一の物品は、少なくとも乳幼児自身が所持可能な乳幼児用おもちゃを含むことを
特徴とする請求項１記載の乳幼児用癒しシステム。
【請求項３】
　前記第二の物品は、少なくとも母親が常時所持可能な携帯通信機器を含むことを特徴と
する請求項１又は２記載の乳幼児用癒しシステム。
【請求項４】
　前記携帯通信機器は、携帯電話又はスマートフォンを含む携帯通信端末であることを特
徴とする請求項１，２又は３記載の乳幼児用癒しシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乳児（新生児）や幼児を含む乳幼児に癒し音声を聞かせる際に用いて好適な
乳幼児用癒しシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、乳児が泣いたときに母親の胎内音を聞かせることにより乳児が泣き止むなど、
母親の胎内音は乳児にとって癒し効果のあることが知られており、既に、胎内音を乳児に
聞かせられるようにした携帯用の音響機器も提案されている。
【０００３】
　従来、この種の音響機器としては、特許文献１で開示される赤ちゃん用携帯胎内音再生
プレーヤーが知られている。この携帯胎内音再生プレーヤーは、時間や場所を選ばずに、
ぐずり出した赤ちゃんに胎内音を聞かせるのに適した携帯用プレーヤーの提供を目的とし
たものであり、具体的には、ぐずり、寝ぐずり、夜泣きの原因の一つである精神的な興奮
や不安を緩和するため胎児期に聞いていた胎内音をＩＣチップに録音し、ＩＣ制御回路、
スピーカー、ボリュームスイッチ、タイマースイッチ、ピロースピーカー出力端子、乾電
池、空気孔、スポンジ等の柔軟素材で成形した耳当て部から構成され、携帯できる大きさ
と赤ちゃんの使用に相応しい丸みを帯びた安全な形状、女性が片手で持ち片手で操作出来
る使いやすい形状としたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１９６０９２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上述した従来の赤ちゃん用携帯胎内音再生プレーヤーは、次のような問題点が
あった。
【０００６】
　第一に、基本的に乳児自身が所持することを想定したものではないとともに、単体機器
のため、乳児の近くに置き、母親自身が操作して使用する必要がある。したがって、外出
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先のように乳幼児が不安になりやすく、むしろ必要性の高い場所では使用しにくい或いは
使用できないなど、何時でも何処でも手軽に使用できるというものではなく、必ずしも使
い勝手が良いものではなく、汎用性や利便性に難がある。
【０００７】
　第二に、使用環境（使用状態）により幼児にとっては離れた場所から聞こえるなど、特
に音量や指向性により実際の胎内音に対して違和感を感じる虞れがあり、十分な癒し効果
を得にくい。しかも、再生プレーヤー自体は一般的な音響機器の域を出ないため、音声の
種類や量が限定されるなど、多様性や発展性にも難があり、十分な癒し音声を確保する観
点からも改善の余地がある。
【０００８】
　本発明は、このような背景技術に存在する課題を解決した乳幼児用癒しシステムの提供
を目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、上述した課題を解決するため、少なくとも胎内音を出力できる乳幼児用癒し
システム１であって、電源を非搭載とし、かつ音声信号Ｓｓを含む電波を外部から無線方
式により受信可能な受信手段２及びこの受信手段２により受信した音声信号Ｓｓに基づく
音声を外部に出力する音声出力手段３を一体に内蔵してなる乳幼児Ｈｂ自身が所持可能な
第一の物品Ｒと、第一の物品Ｒの受信手段２に対して音声信号Ｓｓを含む電波を無線方式
により送信可能な送信手段４及びこの送信手段４に対して選択した音声信号Ｓｓを供給す
る音声信号供給手段５を内蔵してなる母親Ｈｍが所持可能な第二の物品Ｍとを具備するこ
とを特徴とする。
【００１０】
　この場合、発明の好適な態様により、第一の物品Ｒには、少なくとも乳幼児Ｈｂ自身が
所持可能な乳幼児用おもちゃＲｐを含ませることができる。また、第二の物品Ｍには、少
なくとも母親Ｈｍが常時所持可能な携帯通信機器Ｍｐを含ませることができ、この携帯通
信機器Ｍｐとしては、携帯電話又はスマートフォンを含む携帯通信端末Ｍｐｓが好適であ
る。
【発明の効果】
【００１１】
　このような構成を有する本発明に係る乳幼児用癒しシステム１によれば、次のような顕
著な効果を奏する。
【００１２】
　（１）　送信系として機能する第二の物品Ｍと受信系として機能する第一の物品Ｒを組
合わせた基本構成を有するため、第一の物品Ｒは小型化及び軽量化が可能となる。したが
って、乳幼児Ｈｂ自身が容易に所持できるとともに、常に乳幼児Ｈｂに近接した位置に存
在させることができる。この結果、音声の音量は小さくて足りるとともに、実際の胎内音
と同じように常に乳幼児Ｈｂに近接した位置から音声を出力できるため、違和感を感じに
くいなど、十分な癒し効果を得やすい。
【００１３】
　（２）　母親Ｈｍは、第一の物品Ｒに触れることなく、第二の物品Ｍの操作により使用
できるため、外出先など、何時でも何処でも手軽かつ容易に使用可能になるなど、汎用性
及び利便性に優れる。しかも、各種の携帯通信機器Ｍｐに適用可能となるため、音声の種
類や量を容易に増やすことができ、癒し音声を確保する観点からも多様性及び発展性に優
れる。
【００１４】
　（３）　好適な態様により、第一の物品Ｒに、少なくとも乳幼児Ｈｂ自身が所持可能な
乳幼児用おもちゃＲｐを含ませれば、例えば、おしゃぶり等の乳児用おもちゃに適用可能
となるため、常に安定した状態で乳幼児Ｈｂに近接した位置から胎内音等の音声を出力で
きるなど、良好な作用効果を確保できる。
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【００１５】
　（４）　好適な態様により、第二の物品Ｍに、少なくとも母親Ｈｍが常時所持可能な携
帯通信機器Ｍｐを含ませれば、乳幼児用癒しシステム１の多様性及び発展性を容易に実現
できるとともに、その有効化を図ることができる。
【００１６】
　（５）　好適な態様により、携帯通信機器Ｍｐとして、携帯電話又はスマートフォンを
含む携帯通信端末Ｍｐｓを適用すれば、特に、インターネットを介して世界中から様々な
音声、例えば、民族音楽や民族楽器等の希有な音声を含む各種音声を容易に収集かつ追加
することができるなど、携帯通信機器Ｍｐとして、最も好ましいパフォーマンスを得るこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の好適実施形態に係る乳幼児用癒しシステムのブロック系統図、
【図２】同乳幼児用癒しシステムの使用時の概要図、
【図３】同乳幼児用癒しシステムに用いる第一の物品（乳幼児用おもちゃ）の具体的一例
を示す斜視図、
【図４】同乳幼児用癒しシステムに用いる第一の物品（乳幼児用おもちゃのおしゃぶり）
の内部構造図、
【図５】同乳幼児用癒しシステムに用いる第二の物品（スマートホン）により音声データ
を収集する際の収集方法説明図、
【図６】同乳幼児用癒しシステムの使用方法を説明するフローチャート、
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　次に、本発明に係る好適実施形態を挙げ、図面に基づき詳細に説明する。
【００１９】
　まず、本実施形態に係る乳幼児用癒しシステム１の構成について、図１～図４を参照し
て説明する。
【００２０】
　乳幼児用癒しシステム１は、基本的なシステム構成として、第一の物品Ｒと第二の物品
Ｍの組合わせにより構成する。第一の物品Ｒとしては、少なくとも乳幼児Ｈｂ自身が所持
可能な乳幼児用おもちゃＲｐが好適である。例示は、乳児（新生児を含む）用おもちゃＲ
ｐａとなるおしゃぶりを示すが、その他、図３に示す幼児用おもちゃＲｐｂ等、乳幼児用
おもちゃＲｐには、各種の形態及び機能を有する乳幼児用おもちゃを適用できる。なお、
例示のおもちゃＲｐａ，Ｒｐｂは無垢の木材を使用したものである。このように、第一の
物品Ｒとして、少なくとも乳幼児Ｈｂ自身が所持可能な乳幼児用おもちゃＲｐを含ませれ
ば、おしゃぶり等の乳児用おもちゃに適用可能となるため、常に安定した状態で乳幼児Ｈ
ｂに近接した位置から胎内音等の音声を出力できるなど、良好な作用効果を確保できる利
点がある。
【００２１】
　また、第一の物品Ｒには受信手段２と音声出力手段３を一体に内蔵するも電源は非搭載
となる。したがって、受信手段２と音声出力手段３は、図４に示すように、おしゃぶり（
乳児用おもちゃＲｐｂ）の内部に埋込可能となる。実施形態は、図１に示すように、受信
手段２として、アンテナ部１２ａ，受信部１２及び復調部１３により構成した場合を例示
するとともに、音声出力手段３は、出力部１４及びスピーカ部１５により構成した場合を
例示する。これにより、受信手段２は、音声信号Ｓｓを含む電波を外部から無線方式によ
り受信可能となるとともに、音声出力手段３は、受信手段２により受信した音声信号Ｓｓ
に基づく音声を外部に出力可能となる。
【００２２】
　この場合、受信部１２，復調部１３及び出力部１４はチップ化した電子回路部１７とし
て構成するとともに、例示のおしゃぶり（乳児用おもちゃＲｐａ）は、無垢の木材を使用
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したため、図４に示すように、おしゃぶりの内部に収容空間Ａを形成し、この収容空間Ａ
に電子回路部１７とスピーカ部１５を収容した。なお、アンテナ部１２ａ及びスピーカ部
１５は外部に対して遮蔽することが望ましいが、アンテナ部１２ａは外部の電波を受信可
能に、また、スピーカ部１５は外部へ音声を出力可能にその遮蔽構造を留意する。さらに
、例示の収容空間Ａは収容機能を主に考慮したが、その他、必要によりスピーカ部１５の
大きさよりも大きい収容空間Ａとして形成し、いわば共鳴空間として出力を増幅したり或
いは音響特性を変化させてもよい。
【００２３】
　他方、第二の物品Ｍとしては、少なくとも母親Ｈｍが常時所持可能な携帯通信機器Ｍｐ
が望ましい。携帯通信機器Ｍｐとしては、特に、スマートフォンＭｐｓａ又は携帯電話を
含む携帯通信端末（携帯情報端末）Ｍｐｓが好適である。実施形態はスマートフォンＭｐ
ｓａを例示する。その他、携帯通信機器Ｍｐとしては、専用の送信機器として構成したも
のであってもよく、各種形態の携帯通信機器Ｍｐにより実施可能である。このように、第
二の物品Ｍとして、少なくとも母親Ｈｍが常時所持可能な携帯通信機器Ｍｐを含ませれば
、乳幼児用癒しシステム１の多様性及び発展性を容易に実現できるとともに、その有効化
を図れる利点がある。
【００２４】
　また、第二の物品Ｍは、送信手段４及び音声信号供給手段５を備える。スマートフォン
Ｍｐｓａのような汎用的な携帯通信端末Ｍｐｓは、図１に示すように、マイコン（マイク
ロコンピュータ）２１，このマイコン２１に接続したディスプレイ２２及び内部メモリ２
１ｍ等のハードウェア構成を有するコンピュータ処理部Ｕｍを備えるとともに、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ（登録商標）等の近距離通信部２４を備えるため、特定アプリケーションソフ
トウェアＤｐａ、即ち、少なくとも、送信手段４により、第一の物品Ｒの受信手段２に対
して音声信号Ｓｓを含む電波を無線方式により送信可能な送信機能、及び音声信号供給手
段５により、送信手段４に対して選択した音声信号Ｓｓを供給する音声信号供給機能を発
揮させる特定アプリケーションソフトウェアＤｐａをインストールすれば、本発明に係る
第二の物品Ｍの機能を容易に実現可能となる。勿論、送信電力を高める等、目的に応じた
専用の近距離通信部の組込むも可能である。
【００２５】
　なお、２３はマイコン２１により読出される音声データＤｄ…に対してＤ／Ａ変換等の
処理を行う処理部であり、この処理部２３の出力が近距離通信部２４に付与される。また
、ディスプレイ２２には、表示部２２ｄ及びタッチパネル方式による操作部２２ｓが含ま
れる。その他、図１中、２５はマイクロホン、２６はスピーカ、２７はマイクロホン２５
及びスピーカ２６をマイコン２１に接続するインタフェース、２８は無線主通信部、２９
はメモリチップ等の外部記憶メディア２９ｍをマイコン２１に接続するドライバをそれぞ
れ示し、基本的な構成部分については公知のスマートフォンと同様に構成できる。
【００２６】
　一方、内部メモリ２１ｍは、図１に示すように、プログラムエリア２１ｍｐとデータエ
リア２１ｍｄを備え、このプログラムエリア２１ｍｐに、前述した特定アプリケーション
ソフトウェアＤｐを格納するとともに、データエリア２１ｍｄに、胎内音，オルゴール音
楽，子守歌等を含む各種の音声データＤｄ…をデータベースとして登録する。上述した音
声信号（アナログ信号）Ｓｓは、この音声データ（デジタルデータ）Ｄｄ…に基づいて生
成される。
【００２７】
　したがって、このような第二の物品Ｍの構成により、第一の物品Ｒの受信手段２に対し
て、音声信号Ｓｓを含む電波を近距離通信部２４から無線方式により送信可能な送信手段
４が構成され、かつこの送信手段４に対して選択した音声信号Ｓｓを供給可能な音声信号
供給手段５が構成されるとともに、第一の物品Ｒと第二の物品Ｍが組合わさることにより
、少なくとも胎内音を出力できる乳幼児用癒しシステム１が構成される。
【００２８】
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　次に、本実施形態に係る乳幼児用癒しシステム１の使用方法及び各部の機能について、
図１～図５を参照しつつ図６に示すフローチャートに従って説明する。
【００２９】
　まず、利用者は使用前の準備を行う。最初に、スマートフォンＭｐｓａに、本実施形態
に係る乳幼児用癒しシステム１を機能させるための特定アプリケーションソフトウェアＤ
ｐａをインストールする（ステップＳ１）。これにより、インストールしたプログラムは
図１に示すプログラムエリア２１ｍｐに格納される。
【００３０】
　また、各種音声（音声データＤｄ…）を収集してデータベース化する（ステップＳ２）
。図５は、各種音声を収集する場合の収集方法を示している。本実施形態に係る乳幼児用
癒しシステム１の最も基本的な機能は、胎内音の音声データＤｄに基づいて第一の物品Ｒ
から胎内音を出力する機能となり、この胎内音に係る音声データＤｄは、マイクロホン３
１やＣＤ３２等から収集可能である。例示は、マイクロホン３１やＣＤ３２等からの音声
データＤｄを、一旦、パソコン（パーソナルコンピュータ）３３に取り込み、このパソコ
ン３３を利用して外部記憶メディア２９ｍに書込む方法を示している。この場合、書込ん
だ外部記憶メディア２９ｍは、スマートフォンＭｐｓａのドライバ２９にセットした後、
データエリア２１ｍｄに登録することができる。なお、音声データＤｄ…のデータ量が多
い場合はデータエリア２１ｍｄに登録することなく外部記憶メディア２９ｍから直接読出
して利用することもできる。その他、マイクロホン３１からは母親Ｈｍの子守歌（肉声）
や波の音等の自然音を含む各種音声データＤｄ…を収集できるとともに、ＣＤ３２等から
は、オルゴーム音楽等の各種音声データＤｄ…を収集できる。
【００３１】
　さらに、スマートフォンＭｐｓａはインターネットＮに接続できるため、インターネッ
ト環境に接続した様々なサーバ４１…から音声データＤｄ…をダウンロードすることもで
きる。このように、携帯通信機器Ｍｐとして、スマートフォンＭｐｓａや携帯電話を含む
携帯通信端末Ｍｐｓを適用すれば、インターネットＮを介して世界中から色々な音声、例
えば、民族音楽や民族楽器等の希有な音声を含む各種音声を容易に収集かつ追加すること
ができるなど、携帯通信機器Ｍｐとして、最も好ましいパフォーマンスを得れる利点があ
る。以上により、使用する前の準備は終了する。
【００３２】
　次に、利用者による利用方法について説明する。まず、図２に示すように、利用者であ
る母親Ｈｍは、スマートフォンＭｐｓａを操作し、特定アプリケーションソフトウェアＤ
ｐａを起動させる。そして、データベースとして登録されている各種の音声データＤｄ…
、具体的には、胎内音，オルゴール音楽，子守歌等に係わる音声データＤｄ…をディスプ
レイ２２の表示画面を利用して選択する（ステップＳ３，Ｓ４）。また、選択した音声デ
ータＤｄを再生する時間、即ち、音声を出力する継続時間を設定又は選択する（ステップ
Ｓ５）。以上の操作が終了したなら、所定の決定（ＯＮ）キーをタッチする（ステップＳ
６）。なお、継続時間の設定又は選択は必ずしも行う必要がなく、利用者の任意タイミン
グによるＯＦＦ操作により終了させても勿論よい。
【００３３】
　今、母親Ｈｍが胎内音を選択した場合を想定する。決定キーのタッチにより、胎内音に
係る音声データＤｄはデータエリア２１ｍｄから読出され、同時に、再生する継続時間が
設定される。そして、読出された音声データＤｄは、処理部２３に付与され、Ｄ／Ａ変換
等の信号処理が行われることにより音声信号Ｓｓが生成される。この音声信号Ｓｓは、音
声として出力可能な電力量を有しており、近距離通信部２４に付与された後、アンテナ２
４ａを介して電波により送信（輻射）される（ステップＳ７）。
【００３４】
　他方、乳児Ｈｂｓが所持しているおしゃぶり（乳児用おもちゃＲｐａ）に内蔵する受信
部１２は、アンテナ１２ａを介して近距離通信部２４から送信された電波を受信する（ス
テップＳ８）。そして、受信した電波に基づく受信信号は、復調部１３に付与されること
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により復調され、目的の音声信号Ｓｓを得るとともに、この音声信号Ｓｓはノイズフィル
タ等を含む出力部１４を介してスピーカ１５に付与され、音声として外部に出力する（ス
テップＳ９）。これにより、乳児Ｈｂｓはおしゃぶりから発生する胎内音を聞くことがで
きる。この場合、設定した継続時間の間は近距離通信部２４の送信が行われ、音声の出力
が継続する（ステップＳ１０）。
【００３５】
　よって、このような本実施形態に係る乳幼児用癒しシステム１によれば、送信系として
機能する第二の物品Ｍと受信系として機能する第一の物品Ｒを組合わせた基本構成を有す
るため、第一の物品Ｒは小型化及び軽量化が可能となる。したがって、乳幼児Ｈｂ自身が
容易に所持できるとともに、常に乳幼児Ｈｂに近接した位置に存在させることができる。
この結果、音声の音量は小さくて足りるとともに、実際の胎内音と同じように常に乳幼児
Ｈｂに近接した位置から音声を出力できるため、違和感を感じにくいなど、十分な癒し効
果を得やすい。また、母親Ｈｍは、第一の物品Ｒに触れることなく、第二の物品Ｍの操作
により使用できるため、外出先など、何時でも何処でも手軽かつ容易に使用可能になるな
ど、汎用性及び利便性に優れる。しかも、各種の携帯通信機器Ｍｐに適用可能となるため
、音声の種類や量を容易に増やすことができ、癒し音声を確保する観点からも多様性及び
発展性に優れる。
【００３６】
　以上、好適実施形態について詳細に説明したが、本発明は、このような実施形態に限定
されるものではなく、細部の構成，形状，素材，数量，手法等において、本発明の要旨を
逸脱しない範囲で、任意に変更，追加，削除することができる。
【００３７】
　例えば、音声信号Ｓｓ（音声データＤｄ…）として、胎内音，オルゴール音楽，子守歌
、更には民族音楽や民族楽器を例示したが、その他、クラシック音楽や各種自然音等、収
集可能な様々な音声信号を適用できる。また、第一の物品Ｒとして、乳幼児Ｈｂ自身が所
持可能な乳幼児用おもちゃＲｐを例示したが、その他、哺乳瓶等、乳幼児Ｈｂ自身が所持
可能な他の各種物品を適用できる。したがって、例示の乳幼児用おもちゃＲｐは無垢の木
材により形成した例を示したが、非無垢材，プラスチック，金属等のその形成素材は問わ
ない。さらに、第二の物品Ｍとして、母親Ｈｍが常時所持可能なスマートフォンＭｐｓａ
を例示したが、その他、携帯電話やＰＤＡ等の各種携帯通信端末Ｍｐｓをはじめ、専用の
送信機器を含む各種携帯通信機器Ｍｐを適用できる。なお、本発明における携帯通信機器
及び携帯通信端末とは、事実上携帯できれば足り、例えば、タブレット，ノートパソコン
をはじめ、携帯可能なパソコン類を含む概念である。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明に係る乳幼児用癒しシステムは、胎内音を乳児に聞かせるなど、癒し音声（オル
ゴール音楽，子守歌等）を乳幼児に聞かせる際に利用することができる。
【符号の説明】
【００３９】
　１：乳幼児用癒しシステム，２：受信手段，３：音声出力手段，４：送信手段，５：音
声信号供給手段，Ｓｓ：音声信号，Ｈｂ：乳幼児，Ｒ：第一の物品，Ｒｐ：乳幼児用おも
ちゃ，Ｈｍ：母親，Ｍ：第二の物品，Ｍｐ：携帯通信機器，Ｍｐｓ：携帯通信端末
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