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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オーディオ信号に対する時間軸信号を周波数軸信号に変換するための周波数軸変換部；
　上記周波数軸信号を基に既設定された周波数範囲の集合区間を設定し、電力大きさ成分
の予定されたレベルへの到達有無を含む帯域選定基準に沿って、上記集合区間のうち音響
通信対象のデータを入力するための周波数帯域を選定する周波数帯域選択部；
　上記データの入力のための周波数帯域が選定される場合は、上記データの入力のための
周波数帯域に相応する対象周波数を上記データの形式に応じて変形するための周波数変形
部；及び
　上記変形後の周波数軸信号を相応する時間軸信号に逆変換して上記データを含むオーデ
ィオ信号を形成するための時間軸逆変換部；を含むことを特徴とする音響通信対象のデー
タ送信装置。
【請求項２】
　上記データを含むオーディオ信号を可聴周波数帯域で送出するための送信出力部を更に
含むことを特徴とする請求項１に記載の音響通信対象のデータ送信装置。
【請求項３】
　上記データの入力のための区間が選定されない場合は、上記オーディオ信号が既設定さ
れた時間間隔で経過することによって入力される時間軸信号を対象に上記データを入力す
るための区間を選定する時間領域選択部を更に含むことを特徴とする請求項１に記載の音
響通信対象のデータ送信装置。
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【請求項４】
　上記集合区間は、
　少なくとも一つ以上の周波数集合で、上記周波数集合は、連続する周波数係数を有する
周波数らの集合であるか、非連続する周波数係数を有する周波数らの集合であることを特
徴とする請求項１に記載の音響通信対象のデータ送信装置。
【請求項５】
　上記非連続する周波数係数を有する周波数らの集合は、
　既設定された周波数成分が予定されたレベル以上の周波数の集合であることを特徴とす
る請求項４に記載の音響通信対象のデータ送信装置。
【請求項６】
　上記周波数帯域選択部は、
　上記少なくとも一つ以上の周波数集合のうち予定されたレベル以上の高周波数である周
波数集合を優先順位に設定して上記帯域選定基準への充足有無を判別するか、上記少なく
とも一つ以上の周波数集合のうち各周波数集合に対して上記帯域選定基準への充足有無を
判別することを特徴とする請求項４に記載の音響通信対象のデータ送信装置。
【請求項７】
　上記周波数帯域選択部は、
　上記集合区間のうち各周波数集合に対する総電力大きさを算出し、算出結果を基に上記
帯域選定基準を充足する周波数集合を判別して上記データの入力のための周波数帯域を選
定することを特徴とする請求項１に記載の音響通信対象のデータ送信装置。
【請求項８】
　上記周波数帯域選択部は、
　上記集合区間のうち個々の周波数に対する電力大きさを算出し、算出結果を基に上記帯
域選定基準を充足する少なくとも一つ以上の周波数を判別した後、上記少なくとも一つ以
上の周波数を上記データを入力するための周波数帯域として選定することを特徴とする請
求項１に記載の音響通信対象のデータ送信装置。
【請求項９】
　上記オーディオ信号に対する上記時間軸信号の各区間における電力大きさ成分を判別し
て上記データを入力するのに適当なレベルに該当する区間を時間領域で判別するための時
間領域選択部を更に備え、
　前記周波数軸変換部は、上記時間領域選択部によりデータを入力するのに適当なレベル
に該当すると判別された区間の上記時間軸信号を上記周波数軸信号に変換することを特徴
とする請求項１に記載の音響通信対象のデータ送信装置。
【請求項１０】
　上記周波数変形部は、
　上記データの形式に応じて上記対象周波数の変換係数大きさ及び位相に相応する値を再
入力して上記データの入力を実行することを特徴とする請求項１に記載の音響通信対象の
データ送信装置。
【請求項１１】
　上記周波数変形部は、
　上記変形前の上記対象周波数に対する電力大きさで形成される周波数信号境界を基準に
上記対象周波数の変換係数大きさを再調節して上記オーディオ信号に対する歪曲を予定さ
れたレベル以下に維持することを特徴とする請求項１０に記載の音響通信対象のデータ送
信装置。
【請求項１２】
　上記周波数変形部は、
　上記対象周波数の変換係数大きさを、人間の心理音響モデルに基づいて既保存されたマ
スキング閾値（Masking Threshold）を限界として再調節することを特徴とする請求項１
１に記載の音響通信対象のデータ送信装置。
【請求項１３】
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　データを含むオーディオ信号を受信して整合フィルタリングを通した同期化を実行する
ための同期化部；
　上記同期化したオーディオ信号に対する時間領域のうち上記データを含む時間領域を選
択するための時間領域選択部；
　上記データを含む時間領域に対する時間軸信号を周波数軸信号に変換するための周波数
軸変換部；及び
　上記周波数軸信号から上記データの抽出のための周波数帯域を選定した後、既設定され
たデータ抽出プロセシングに従って上記データを抽出するためのデータ抽出部；を含み、
　上記データ抽出部は、
　上記周波数軸信号をなす多数の対象周波数に対する位相を判別して、既設定された位相
である場合は、該当周波数帯域を上記データの抽出のための周波数帯域として選定するこ
とを特徴とする音響通信対象のデータ受信装置。
【請求項１４】
　上記データと相応する応用プログラムを実行するためのプログラム実行部を更に含むこ
とを特徴とする請求項１３に記載の音響通信対象のデータ受信装置。
【請求項１５】
　上記時間領域選択部は、
　上記データを含むオーディオ信号から上記同期化を実行する同期化データを抽出した後
、上記同期化データの挿入位置を判別して上記データを含む時間領域を選択することを特
徴とする請求項１３に記載の音響通信対象のデータ受信装置。
【請求項１６】
　上記同期化データは、
　上記データを含む時間領域の開始フレーム別に位置するか、上記開始フレームを少なく
とも二つ以上にグループ化したものに相応して位置することを特徴とする請求項１５に記
載の音響通信対象のデータ受信装置。
【請求項１７】
　上記時間領域選択部は、
　上記データを含む時間領域に関する案内情報の提供を別途受けて上記データを含む時間
領域を判別することを特徴とする請求項１３に記載の音響通信対象のデータ受信装置。
【請求項１８】
　上記時間領域選択部は、
　上記データを含むオーディオ信号の提供を受けた通信チャンネルを介して上記案内情報
の提供を受けるか、上記通信チャンネルとは異なる通信チャンネルを介して上記案内情報
の提供を受けることを特徴とする請求項１７に記載の音響通信対象のデータ受信装置。
【請求項１９】
　オーディオ信号に対する時間軸信号を周波数軸信号に変換するための周波数軸変換段階
；
　上記周波数軸信号を基に既設定された周波数範囲の集合区間を設定し、電力大きさ成分
の予定されたレベルへの到達有無を含む帯域選定基準に沿って、上記集合区間のうち音響
通信対象のデータを入力するための周波数帯域を選定する周波数帯域選択段階；
　上記データの入力のための周波数帯域が選定される場合は、上記データの入力のための
周波数帯域に相応する対象周波数を上記データの形式に応じて変形するための周波数変形
段階；及び
　上記変形後の周波数軸信号を上記変形後の時間軸信号に逆変換して上記データを含むオ
ーディオ信号を形成するための時間軸逆変換段階；を含む音響通信対象のデータ送信方法
。
【請求項２０】
　上記データを含むオーディオ信号を可聴周波数帯域で送出するための送信出力段階を更
に含むことを特徴とする請求項１９に記載の音響通信対象のデータ送信方法。
【請求項２１】
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　上記データの入力のための周波数帯域が選定されなかった場合は、上記オーディオ信号
が既設定された時間間隔で経過することによって入力される時間軸信号を対象に上記デー
タを入力するための区間を選定する時間領域選択段階を更に含むことを特徴とする請求項
１９に記載の音響通信対象のデータ送信方法。
【請求項２２】
　データを含むオーディオ信号を受信して整合フィルタリングを通した同期化を実行する
ための同期化段階；
　上記同期化したオーディオ信号に対する時間領域のうち上記データを含む時間領域を選
択するための時間領域選択段階；
　上記データを含む時間領域に対する時間軸信号を周波数軸信号に変換するための周波数
軸変換段階；及び
　上記周波数軸信号から上記データの抽出のための周波数帯域を選定した後、既設定され
たデータ抽出プロセシングに従って上記データを抽出するためのデータ抽出段階；を含み
、
　上記データ抽出段階は、
　上記周波数軸信号をなす多数の対象周波数に対する位相を判別して、既設定された位相
である場合は、該当周波数帯域を上記データの抽出のための周波数帯域として選定するこ
とを特徴とする音響通信対象のデータ受信方法。
【請求項２３】
　上記データと相応する応用プログラムを実行するためのプログラム実行段階を更に含む
ことを特徴とする請求項２２に記載の音響通信対象のデータ受信方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、可聴周波数帯域でデータを伝達するための技術に関し、より詳しくは、オー
ディオ信号に伝達しようとするデータを追加入力した上で可聴周波数帯域で送出すること
によって、可聴周波数帯域で音響通信を具現するための可聴周波数帯域でのデータ送受信
システム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　オーディオ信号の伝送方式においては、アナログオーディオ信号により赤外線を周波数
変調して伝送信号を生成し、空間的に伝送するアナログ式のオーディオ信号伝送方式が利
用されている。このようなアナログ式オーディオ信号伝送方式は、例えばＣＤプレーヤー
とスピーカーとの間のオーディオ信号伝送に利用される。
【０００３】
　しかし、アナログ式のオーディオ信号伝送方式は、赤外線をアナログオーディオ信号に
周波数変調するため、伝送中に音質が劣化しやすい問題がある。
【０００４】
　また、アナログ式のオーディオ信号伝送方式は、アナログ形式のオーディオ信号とオー
ディオ機器との間で音質調節などを行うためのデジタル形式の制御信号を同じ伝送信号に
含めることが難しいため、制御信号をオーディオ信号とは別個に伝送する必要がある。
【０００５】
　そのため、上記の問題点に因り伝送路での音質劣化が少ないデジタル形式のオーディオ
信号を光伝送できるオーディオ信号伝送装置が開発されており、オーディオ信号の音質劣
化などの解決方案などのように、オーディオ信号自体を効率的に伝送するための研究が活
発に進められている。
【０００６】
　一方、オーディオ信号に特定のデータを挿入して受信側に伝達するための方案について
も研究が進められているが、オーディオ信号にデータを挿入することによってオーディオ
信号が歪曲される問題や、オーディオ信号にデータを効率的に挿入しこれを受信側で検出
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する作業の容易性の問題など多くの障害要素が散在していることから、実質的に可聴周波
数帯域での音響通信を具現するには限界があった。従って、このような限界を克服するた
めの方案が求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、本発明は、上記の問題点を解決するために創出されたもので、その目的は、オ
ーディオ信号に伝達しようとするデータを追加入力した上で可聴周波数帯域で送出するこ
とによって、可聴周波数帯域で音響通信を具現するための可聴周波数帯域でのデータ送受
信システム及び方法を提供することにある。
【０００８】
　また、本発明の他の目的は、オーディオ信号の歪曲を最小化して、可聴周波数帯域でデ
ータの送受信をなす音響通信を人間には認知不可能にするための可聴周波数帯域でのデー
タ送受信システム及び方法を提供することにある。
【０００９】
　そして、本発明のもう一つの目的は、可聴周波数帯域ということを勘案してオーディオ
信号に音響通信対象のデータを効率的に入力し、受信側でデータを含むオーディオ信号か
ら容易にデータを検出できるようにするための可聴周波数帯域でのデータ送受信システム
及び方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するための本発明の一実施例による可聴周波数帯域でのデータ送受信シ
ステムは、オーディオ信号に音響通信対象のデータを入力するためのデータ入力部、上記
データを含むオーディオ信号を可聴周波数帯域で出力するための送信部、及び上記データ
を含むオーディオ信号を受信して整合フィルタリングを通した同期化を実行し、既設定さ
れたデータ抽出プロセシングに従って上記データを抽出するための受信部を含む。
【００１１】
　また、上記送信部は、通信網に基づいて上記データを含むオーディオ信号の提供を受け
上記受信部に送出するか、上記データを含むオーディオ信号の提供を保存媒体を介して受
け上記受信部に送出するのが望ましい。
【００１２】
　上記目的を達成するための本発明の一実施例による音響通信対象のデータ入力装置は、
オーディオ信号に対する時間軸信号を周波数軸信号に変換するための周波数軸変換部、上
記周波数軸信号を基に音響通信対象のデータを入力するための周波数帯域を選定した後、
上記データの入力のための周波数帯域に相応する対象周波数を上記データの形式に応じて
変形するための周波数変形部、及び上記変形後の周波数軸信号を相応する時間軸信号に逆
変換して上記データを含むオーディオ信号を形成するための時間軸逆変換部を含む。
【００１３】
　上記音響通信対象のデータ入力装置は、上記データを含むオーディオ信号を可聴周波数
帯域で出力するための送信部を更に含むのが望ましい。
【００１４】
　上記周波数変形部は、上記データの形式に応じて上記対象周波数の変換係数大きさ及び
位相に相応する値を再入力して上記データの入力を実行するのが望ましい。
【００１５】
　上記周波数変形部は、上記変形前の上記対象周波数の電力大きさで形成される周波数信
号境界を基準に上記対象周波数の変換係数大きさを再調節して上記オーディオ信号の歪曲
を予定されたレベル以下に維持するのが望ましい。
【００１６】
　上記周波数変形部は、上記対象周波数の変換係数大きさを、人間の心理音響モデルに基
づいて既保存されたマスキング閾値（Masking Threshold）を限界として再調節するのが
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望ましい。
【００１７】
　上記周波数変形部は、上記データに対する検出に備えて同期化用データを更に入力する
のが望ましい。
【００１８】
　上記周波数軸変換部は、上記変形前の時間軸信号のうち第１区間を上記変形前の周波数
軸信号に変換した後、上記第１区間と予定されたレベルで重なる第２区間を上記変形前の
周波数軸信号に順次変換し、上記第２区間と予定されたレベルで重なる第Ｎ区間を上記変
形前の周波数軸信号に順次変換するのが望ましい。
【００１９】
　上記周波数変形部は、上記第１区間と相応する周波数軸信号を基に上記データの入力を
実行した後、上記第２区間と相応する周波数軸信号を基に上記データの入力を順次実行し
、上記第Ｎ区間と相応する周波数軸信号を基に上記データの入力を順次実行するのが望ま
しい。
【００２０】
　上記時間軸逆変換部は、上記第１区間と相応する上記変形後の周波数軸信号を相応する
時間軸信号に逆変換した後、上記第２区間と相応する上記変形後の周波数軸信号を相応す
る時間軸信号に順次逆変換し、上記第Ｎ区間と相応する上記変形後の周波数軸信号を相応
する時間軸信号に順次逆変換して相互間に重ね合わせることにより上記データを含むオー
ディオ信号を形成するのが望ましい。
【００２１】
　上記目的を達成するための本発明の一実施例による音響通信対象のデータ送信装置は、
オーディオ信号に対する時間軸信号を周波数軸信号に変換するための周波数軸変換部、上
記周波数軸信号を基に既設定された周波数範囲の集合区間を設定し、電力大きさ成分の予
定されたレベルへの到達有無を含む帯域選定基準に沿って、上記集合区間のうち音響通信
対象のデータを入力するための周波数帯域を選定する周波数帯域選択部、上記データの入
力のための周波数帯域が選定される場合は、上記データの入力のための周波数帯域に相応
する対象周波数を上記データの形式に応じて変形するための周波数変形部、及び上記変形
後の周波数軸信号を相応する時間軸信号に逆変換して上記データを含むオーディオ信号を
形成するための時間軸逆変換部を含む。
【００２２】
　上記音響通信対象のデータ送信装置は、上記データを含むオーディオ信号を可聴周波数
帯域で送出するための送信出力部を更に含むのが望ましい。
【００２３】
　上記音響通信対象のデータ送信装置は、上記データの入力のための区間が選定されない
場合は、上記オーディオ信号が、既設定された時間間隔で経過することによって入力され
る時間軸信号を対象に上記データを入力するための区間を選定する時間領域選択部を更に
含むのが望ましい。
【００２４】
　上記集合区間は少なくとも一つ以上の周波数集合で、上記周波数集合は、連続する周波
数係数を有する周波数らの集合であるか、非連続する周波数係数を有する周波数らの集合
であることが望ましい。
【００２５】
　上記非連続する周波数係数を有する周波数らの集合は、予定されたレベルに既設定され
た周波数成分にフィルタリングされる周波数らの集合であることが望ましい。
【００２６】
　上記周波数帯域選択部は、上記少なくとも一つ以上の周波数集合のうち予定されたレベ
ル以上の高周波数である周波数集合を優先順位に設定して上記帯域選定基準への充足有無
を判別するか、上記少なくとも一つ以上の周波数集合のうち各周波数集合に対して上記帯
域選定基準への充足有無を判別するのが望ましい。
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【００２７】
　上記周波数帯域選択部は、上記集合区間のうち各周波数集合に対する総電力大きさを算
出し、算出結果を基に上記帯域選定基準を充足する周波数集合を判別して上記データを入
力するための周波数帯域を選定するのが望ましい。
【００２８】
　上記周波数帯域選択部は、上記集合区間のうち個々の周波数に対する電力大きさを算出
し、算出結果を基に上記帯域選定基準を充足する少なくとも一つ以上の周波数を判別した
後、上記少なくとも一つ以上の周波数を上記データを入力するための周波数帯域として選
定するのが望ましい。
【００２９】
　上記目的を達成するための本発明の一実施例による音響通信対象のデータ受信装置は、
データを含むオーディオ信号を受信して整合フィルタリングを通した同期化を実行するた
めの同期化部、上記同期化したオーディオ信号に対する時間領域のうち上記データを含む
時間領域を選択するための時間領域選択部、上記データを含む時間領域に対する時間軸信
号を周波数軸信号に変換するための周波数軸変換部、及び上記周波数軸信号から上記デー
タの抽出のための周波数帯域を選定した後、既設定されたデータ抽出プロセシングに従っ
て上記データを抽出するためのデータ抽出部を含む。
【００３０】
　上記音響通信対象のデータ受信装置は、上記データと相応する応用プログラムを実行す
るためのプログラム実行部を更に含むのが望ましい。
上記時間領域選択部は、上記データを含むオーディオ信号から上記同期化を実行する同期
化データを抽出した後、上記同期化データの挿入位置を判別して上記データを含む時間領
域を選択するのが望ましい。
【００３１】
　上記同期化データは、上記データを含む時間領域の開始フレーム別に位置するか、上記
開始フレームを少なくとも二つ以上にグループ化したものに相応して位置するのが望まし
い。
【００３２】
　上記時間領域選択部は、上記データを含む時間領域に関する案内情報の提供を別途受け
て上記データを含む時間領域を判別するのが望ましい。
【００３３】
　上記時間領域選択部は、上記データを含むオーディオ信号の提供を受けた通信チャンネ
ルを介して上記案内情報の提供を受けるか、上記通信チャンネルとは異なる通信チャンネ
ルを介して上記案内情報の提供を受けるのが望ましい。
【００３４】
　上記データ抽出部は、上記データを含むオーディオ信号から上記同期化を実行する同期
化データを抽出した後、上記同期化データの挿入位置を判別して上記データの抽出のため
の周波数帯域を選択するのが望ましい。
【００３５】
　上記データ抽出部は、上記データの抽出のための案内情報の提供を別途受けて上記デー
タを含む周波数帯域を判別するのが望ましい。
【００３６】
　上記データ抽出部は、上記周波数軸信号をなす多数の対象周波数に対する位相を判別し
て、既設定された位相である場合は、該当周波数帯域を上記データの抽出のための周波数
帯域として選定するのが望ましい。
【００３７】
　上記目的を達成するための本発明の一実施例による可聴周波数帯域でのデータ送受信方
法は、オーディオ信号に音響通信対象のデータを入力するためのデータ入力段階、上記デ
ータを含むオーディオ信号を可聴周波数帯域で出力するための送信段階、上記データを含
むオーディオ信号を受信して整合フィルタリングを通した同期化を実行する同期化段階、
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及び既設定されたデータ抽出プロセシングに従って上記データを抽出するためのデータ抽
出段階を含む。
【００３８】
　上記可聴周波数帯域でのデータ送受信方法は、上記データと相応する応用プログラムを
実行するデータ実行段階を更に含むのが望ましい。
【００３９】
　上記データ入力段階は、上記オーディオ信号に対する時間軸信号を周波数軸信号に変換
するための周波数軸変換段階、上記周波数軸信号を基に上記データを入力するための周波
数帯域を選定する周波数帯域選定段階、上記データを入力するための周波数帯域に相応す
る対象周波数を上記データの形式に応じて変形するための周波数変形段階、及び上記変形
後の周波数軸信号を相応する時間軸信号に逆変換して上記データを含むオーディオ信号を
形成する逆変換段階を含むのが望ましい。
【００４０】
　上記目的を達成するための本発明の一実施例による音響通信対象のデータ送信方法は、
オーディオ信号に対する時間軸信号を周波数軸信号に変換するための周波数軸変換段階、
上記周波数軸信号を基に既設定された周波数範囲の集合区間を設定し、電力大きさ成分の
予定されたレベルへの到達有無を含む帯域選定基準に沿って、上記集合区間のうち音響通
信対象のデータを入力するための周波数帯域を選定する周波数帯域選択段階、上記データ
の入力のための周波数帯域が選定される場合は、上記データの入力のための周波数帯域に
相応する対象周波数を上記データの形式に応じて変形するための周波数変形段階、及び上
記変形後の周波数軸信号を上記変形後の時間軸信号に逆変換して上記データを含むオーデ
ィオ信号を形成するための時間軸逆変換段階を含む。
【００４１】
　上記音響通信対象のデータ送信方法は、上記データを含むオーディオ信号を可聴周波数
帯域で送出するための送信出力段階を更に含むのが望ましい。
【００４２】
　上記音響通信対象のデータ送信方法は、上記データの入力のための周波数帯域が選定さ
れなかった場合は、上記オーディオ信号が、既設定された時間間隔で経過することによっ
て入力される時間軸信号を対象に上記データを入力するための区間を選定する時間領域選
択段階を更に含むのが望ましい。
【００４３】
　上記目的を達成するための本発明の一実施例による音響通信対象のデータ受信方法は、
データを含むオーディオ信号を受信して整合フィルタリングを通した同期化を実行するた
めの同期化段階、上記同期化したオーディオ信号に対する時間領域のうち上記データを含
む時間領域を選択するための時間領域選択段階、上記データを含む時間領域に対する時間
軸信号を周波数軸信号に変換するための周波数軸変換段階、及び上記周波数軸信号から上
記データの抽出のための周波数帯域を選定した後、既設定されたデータ抽出プロセシング
に従って上記データを抽出するためのデータ抽出段階を含む。
【００４４】
　上記音響通信対象のデータ受信方法は、上記データと相応する応用プログラムを実行す
るためのプログラム実行段階を更に含むのが望ましい。
【発明の効果】
【００４５】
　従って、本発明は、オーディオ信号に伝達しようとするデータを追加入力した上で可聴
周波数帯域で送出することによって、可聴周波数帯域で音響通信対象のデータをオーディ
オ信号にロードして効率的に受信側へ伝達できるという利点がある。
【００４６】
　また、本発明は、可聴周波数帯域という特殊性を勘案して、オーディオ信号にデータを
入力することによって発生し得るノイズなどを人間には認知できない水準へ最小化するこ
とが可能なばかりか、オーディオ信号の周波数帯域にデータを入力し検出するにあたって
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発生し得るエラーを最小化することができるという利点がある。
【００４７】
　そして、送信側でデータをオーディオ信号に入力したり受信側でオーディオ信号からデ
ータを検出するための機能を強化することにより、音響通信が可能なオーディオ信号を更
に拡張して音響通信の活性化に大きく寄与することができるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の一実施例による可聴周波数帯域でのデータ送受信システムに対する構成
図である。
【図２】図１におけるデータ入力部の実行過程を一実施例として示した図である。
【図３】図１におけるデータ入力部を通した一定区間別の周波数軸変換乃至時間軸逆変換
過程を示した図である。
【図４】図１における受信部の実行過程を一実施例として示した図である。
【図５】図１における可聴周波数帯域でのデータ送受信システムの動作過程を示したフロ
ーチャートである。
【図６】本発明の一実施例による音響通信対象のデータ送信装置の構成図である。
【図７】図６における音響通信対象のデータ送信装置の動作過程を示したフローチャート
である。
【図８】本発明の一実施例による音響通信対象のデータ受信装置の構成図である。
【図９】図８における音響通信対象のデータ受信装置の動作過程を示したフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明による可聴周波数帯域でのデータ送受信システ
ムの望ましい実施例をより詳しく説明する。
【００５０】
　図１は、本発明の一実施例による可聴周波数帯域でのデータ送受信システムに対する構
成図である。図１に単に例として示したように、可聴周波数帯域でのデータ送受信システ
ムは、オーディオ信号の一部区間に音響通信対象のデータを入力するためのデータ入力部
１００、データを含むオーディオ信号を可聴周波数帯域で送出するための送信部２００、
及びデータを含むオーディオ信号を受信した後、整合フィルタによる整合フィルタリング
を通した同期化を実行し、同期化を通して選定されるデータ入力区間を対象にして既設定
されたデータ抽出プロセシングに従って入力されたデータを抽出するための受信部３００
を含む。
【００５１】
　ここで、データ入力部１００は、送信部２００と統合型で具現されるか、又は送信部２
００と分離型で具現されることができる。例えば、統合型で具現される場合は、ラジオ放
送を通してデータを含むオーディオ信号を送出しようとする構成を具現する状況に適し、
分離型で具現される場合は、車両内のオーディオシステムを通してデータを含むオーディ
オ信号が保存された保存媒体を再生しようとする構成を具現する状況に適する。
【００５２】
　図２は、図１におけるデータ入力部１００の実行過程を一実施例として示した図である
。図２に単に例として示したように、データ入力部１００は、オーディオ信号に対する時
間軸信号をＭＣＬＴ（Modified Complex Lapped Transform）などのような変換ツールを
用いて周波数軸信号に変換するための周波数軸変換部１１０、変換した周波数軸信号を基
に音響通信対象のデータを入力するための周波数帯域を選定した後、データの入力のため
の周波数帯域に相応する対象周波数に対しＭＣＬＴの結果として出てきた変換係数大きさ
及び位相に相応する値を再入力することによってデータを入力するための周波数変形部１
２０、及び変形後の周波数軸信号を再度時間軸信号に逆変換してデータを含むオーディオ
信号を形成するための時間軸逆変換部１３０を含む。
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【００５３】
　以後、送信部２００を通してデータを含むオーディオ信号を可聴周波数帯域で送出する
。
【００５４】
　また、周波数変形部１２０は、受信部３００にてオーディオ信号に含まれるデータを容
易に検出できるようにするための同期化用データを追加的に入力するのが望ましい。
【００５５】
　周波数変形部１２０は、該当対象周波数に対する変換係数大きさ及び位相を変更してデ
ータを入力し、変換係数（即ち、ＭＣＬＴによる場合は、ＭＣＬＴ変換係数）位相を変更
する方法としては、Ｍ－ａｒｙ ＰＳＫ方法が適用され得、その他にも当業者の観点から
多様な方案が適用され得る。
【００５６】
　例えば、Ｂｉｎａｒｙ ＰＳＫは、「０」を伝送しようとするならば位相を「０」に、
「１」を伝送しようとするならば位相を「π」に変更してデータを区分するようにするこ
とができる。
【００５７】
　データ入力部１００は、元々のオーディオ信号のうちデータを入力するための一部周波
数区間を選定し（例えば、データの伝送に適した電力大きさなどを利用して選定可能）、
入力するためのデータのＯＦＤＭ信号を、上記で選定した一部周波数区間での対象周波数
らの電力大きさで形成される周波数信号境界を基準として変換係数大きさを再調節するこ
とによって、オーディオ信号の歪曲を予定されたレベル以下に減らすことが望ましい。
【００５８】
　また、変換係数大きさは、人間の心理音響をモデルとして既設定されたマスキング閾値
（Masking Threshold）を限界値として調節され、このようなマスキング閾値とは、同値
よりも大きさが小さい信号は人間の耳には聞こえないという意味である。これにより、変
換係数大きさがマスキング閾値よりも小さい場合は、マスキング閾値まで信号の大きさを
大きくすることによって、人間の耳にはノイズが聞こえないようにしながらも、音響通信
性能はより優秀に具現できる。
【００５９】
　図３は、図１におけるデータ入力部１００を通した一定区間別の周波数軸変換乃至時間
軸逆変換過程を示した図である。図３に単に例として示したように、データ入力部１００
は、オーディオ信号を一定区間別に区分して入力を受け変換を順次実行する。例えば、一
番目に入ってくる長さ２Ｍの入力信号に対する変換を処理した後、二番目に入ってくる入
力信号も２Ｍだけ進行した信号の提供を受けるのではなく、Ｍだけ進行した入力信号の提
供を受けて相互間の信号を重ねた後、合わせる過程を実行して変換上のエラーを減らすこ
とができる。
【００６０】
　具体的に、データ入力部１００のうちの周波数軸変換部１１０は、オーディオ信号に対
して、変形前の時間軸信号のうち第１区間を上記変形前の周波数軸信号に変換した後、上
記第１区間と予定されたレベルで重なる第２区間を上記変形前の周波数軸信号に順次変換
し、上記第２区間と予定されたレベルで重なる第Ｎ区間を上記変形前の周波数軸信号に順
次変換する。
【００６１】
　以後の過程で、周波数変形部１２０は、第１区間と相応する周波数軸信号を基にデータ
の入力を実行した後、第２区間と相応する周波数軸信号を基にデータの入力を順次実行し
、第Ｎ区間と相応する周波数軸信号を基にデータの入力を順次実行する。
【００６２】
　そして、時間軸逆変換部１３０は、第１区間と相応する変形後の周波数軸信号を変形後
の時間軸信号に逆変換した後、第２区間と相応する変形後の周波数軸信号を変形後の時間
軸信号に順次逆変換し、第Ｎ区間と相応する上記変形後の周波数軸信号を変形後の時間軸
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信号に順次逆変換して相互間に重ね合わせることによって、データを含むオーディオ信号
を形成する。
【００６３】
　図４は、図１における受信部３００の実行過程を一実施例として示した図である。図４
に単に例として示したように、音響通信を実行する受信部３００は、送信部２００からデ
ータを含むオーディオ信号を受信して整合フィルタリングを通した同期化を実行するため
の同期化部３１０、データを含むオーディオ信号に対する時間軸信号を周波数軸信号に変
換するための周波数軸変換部３２０、及び同期化の結果を基にデータの抽出のための周波
数帯域を選定した後、既設定されたデータ抽出プロセシング（例えば、ＭＣＬＴ方式で変
換する場合、ＭＣＬＴ変換係数の位相を判別して該当データを確認する）に従ってデータ
を抽出するためのデータ抽出部３３０を含む。
【００６４】
　また、受信部３００は、データと相応する応用プログラムを実行するためのプログラム
実行部を更に含むのが望ましい。
【００６５】
　図５は、図１における可聴周波数帯域でのデータ送受信システムの動作過程を示したフ
ローチャートである。図５に単に例として示したように、可聴周波数帯域でのデータ送受
信方法は、オーディオ信号の入力を受け、時間軸信号を周波数軸信号に変換して音響通信
対象のデータを入力するための周波数帯域を選定するよう進行される（Ｓ１及びＳ３）。
【００６６】
　以後、データ入力のための周波数帯域に相応する対象周波数をデータの形式に応じて該
当対象周波数の変換係数大きさ及び位相を変更してデータの入力を実行する（Ｓ５）。
【００６７】
　上記Ｓ５を通して形成されるデータを含むオーディオ信号は、送信部２００へ伝達され
、送信部２００を介して可聴周波数帯域で送出される（Ｓ７及びＳ９）。
【００６８】
　よって、受信部３００は、マイクなどの構成を通して可聴周波数帯域のデータを含むオ
ーディオ信号を受信した後、同期化を実行する（Ｓ１１及びＳ１３）。
【００６９】
　以後、同期化結果を基にデータが入力された区間を判別した後、該当区間から位相など
に対する判別を通して入力されたデータを抽出する（Ｓ１５）。
【００７０】
　そして、抽出したデータを活用するための応用プログラムを起動する（Ｓ１７）。
【００７１】
　以下、他の一実施例による可聴周波数帯域でのデータ送受信システムの望ましい実施例
をより詳しく説明する。
【００７２】
　可聴周波数帯域でのデータ送受信システムは、オーディオ信号の一部区間に音響通信対
象のデータを入力するためのデータ入力部、データを含むオーディオ信号を可聴周波数帯
域で送出するための送信部、及びデータを含むオーディオ信号を受信した後、整合フィル
タによる整合フィルタリングを通した同期化を実行し、同期化を通して選定されるデータ
入力区間を対象にして既設定されたデータ抽出プロセシングに従って入力されたデータを
抽出するための受信部を含む。
【００７３】
　ここで、データ入力部は、送信部と統合型で具現されるか、又は送信部と分離型で具現
されることができる。例えば、統合型で具現される場合は、ラジオ放送を通してデータを
含むオーディオ信号を送出しようとする構成を具現する状況に適し、分離型で具現される
場合は、車両内のオーディオシステムを通してデータを含むオーディオ信号が保存された
保存媒体を再生しようとする構成を具現する状況に適する。
【００７４】
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　図６は、本発明の他の一実施例による音響通信対象のデータ送信装置の構成図である。
図６に単に例として示したように、音響通信対象のデータ送信装置は、オーディオ信号に
対する時間軸信号をＭＣＬＴ、ＤＦＴ、ＤＣＴなどのような多様な変換ツールを利用して
周波数軸信号に変換するための周波数軸変換部４２０、周波数軸信号を基に既設定された
周波数範囲の集合区間を設定した後、設定した集合区間の電力大きさ成分が予定されたレ
ベル以上に到達するか否かなどのような帯域選定基準に沿って、音響通信対象のデータを
入力するための周波数帯域を選定する周波数帯域選択部４３０、上記帯域選定基準を満た
す周波数帯域が存在する場合は、該当周波数帯域に相応する対象周波数をデータの形式に
応じて変形するための周波数変形部４４０、及び変形後の周波数軸信号を相応する時間軸
信号に逆変換してデータを含むオーディオ信号を形成するための時間軸逆変換部４５０を
含む。
【００７５】
　更に、音響通信対象のデータ送信装置は、データを含むオーディオ信号を可聴周波数帯
域で受信装置に送出するための送信出力部４６０を更に含むのが望ましい。
【００７６】
　一方、音響通信対象のデータ送信装置は、オーディオ信号に対する時間軸信号の各区間
における電力大きさ成分を判別してデータを入力するのに適当なレベルに該当する区間を
時間領域で判別するための時間領域選択部４１０を更に含むことができる。
【００７７】
　時間領域選択部４１０は、周波数軸変換部４２０を通してオーディオ信号に対する時間
軸信号を周波数軸信号に変換する以前に備えられてデータ入力のための区間を先ず選定す
ることが望ましい構成であるが、周波数帯域選択部４３０を通して上記での帯域選定基準
に符合する周波数帯域が存在しない場合は、オーディオ信号が既設定された時間間隔で経
過した後に新しく入力される時間軸信号に対してデータを入力するための区間を再判別す
るように具現することも可能である。
【００７８】
　時間領域選択部４１０が、帯域選定基準に符合する周波数帯域が存在しないことから、
時間領域で再判別するように具現される場合は、再度周波数軸変換及び周波数帯域の選択
が追加で実行される。
【００７９】
　ここで、集合区間とは、少なくとも一つ以上の周波数集合のことを言い、連続的に羅列
される周波数係数を有する周波数ら、又は非連続的に羅列される周波数係数を有する周波
数らのことである。
【００８０】
　また、非連続的に羅列される周波数係数を有する周波数らは、既設定された所定の周波
数成分が予定されたレベル以上である場合に該当する周波数を集めたものである。
【００８１】
　周波数帯域選択部４３０は、集合区間が第１周波数集合、第２周波数集合及び第Ｎ周波
数集合からなる場合は、データを挿入する時に可能な高周波で実行することが音質低下が
少ないことから、第１周波数集合、第２周波数集合及び第Ｎ周波数集合のうち相対的に高
周波である周波数集合を優先的に設定して帯域選定基準への充足有無を判別する。
【００８２】
　また、周波数帯域選択部４３０は、第１周波数集合、第２周波数集合及び第Ｎ周波数集
合のうち各周波数集合に対する総電力大きさを算出し、このような算出結果を基に帯域選
定基準への充足有無を判別してデータの入力のための周波数帯域を選択でき、他には、第
１周波数集合、第２周波数集合及び第Ｎ周波数集合を含むそれぞれの周波数に対する電力
大きさを算出し、このような算出結果を基に帯域選定基準を充足する少なくとも一つ以上
の周波数を判別し、判別した少なくとも一つ以上の周波数をデータを分散入力するための
周波数帯域として選定することも可能である。
【００８３】
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　周波数変形部４４０は、選定した一部周波数区間での対象周波数の電力大きさで形成さ
れる周波数信号境界を基準として変換係数大きさを再調節することによって、オーディオ
信号に対する歪曲を予定されたレベル以下に減らすことが望ましい。
【００８４】
　また、変換係数大きさを調節するとは、人間の心理音響をモデルとして既設定されたマ
スキング閾値（Masking Threshold）を限界値として調節することである。変換係数大き
さがマスキング閾値よりも小さい場合は、マスキング閾値まで信号の大きさを大きくして
、人間の耳にはノイズが聞こえないようにしながらも、音響通信性能はより優秀に具現で
きる。
【００８５】
　図７は、図６における音響通信対象のデータ送信装置の動作過程を示したフローチャー
トである。図７に単に例として示したように、音響通信対象のデータ送信方法は、オーデ
ィオ信号に対する時間軸信号を周波数軸信号に変換するよう進行される（Ｓ５０１及びＳ
５０３）。
【００８６】
　以後、周波数軸信号を基に既設定された周波数範囲の集合区間を設定し、電力大きさ成
分が予定されたレベル以上であるか否かなどに対する帯域選定基準に符合する音響通信対
象のデータを入力するための周波数帯域を選定する周波数選択段階が実行される（Ｓ５０
５及びＳ５０７）。
【００８７】
　上記Ｓ５０７で、集合区間の全てで帯域選定基準を充足する周波数集合が存在しない場
合は、オーディオ信号の時間経過による次の時間帯の時間軸信号の入力を受け、これを対
象に帯域選定基準に符合するか否かを再判別する（Ｓ５０９）。
【００８８】
　上記Ｓ５０７で、集合区間の全てで帯域選定基準を充足する周波数集合が存在する場合
は、該当周波数集合をデータ入力のための周波数帯域として設定した後、データ入力のた
めの周波数帯域に相応する対象周波数をデータの形式に応じて変形する過程を実行する（
Ｓ５１１及びＳ５１３）。
【００８９】
　以後、変形後の周波数軸信号を相応する時間軸信号に逆変換してデータを含むオーディ
オ信号を形成し、可聴周波数帯域で送出する（Ｓ５１５及びＳ５１７）。
【００９０】
　図８は、本発明の一実施例による音響通信対象のデータ受信装置の構成図である。図８
に単に例として示したように、送信装置からデータを含むオーディオ信号を受信して整合
フィルタリングを通した同期化を実行する同期化部６１０、同期化したオーディオ信号に
対する時間領域のうち、データを含む時間領域を選択するための時間領域選択部６２０、
データを含む時間領域に対する時間軸信号を周波数軸信号に変換するための周波数軸変換
部６３０、周波数軸信号からデータの抽出のための周波数帯域を選定した後、既設定され
たデータ抽出プロセシングに従ってデータを抽出するためのデータ抽出部６４０、及びデ
ータと相応する応用プログラムを実行するためのプログラム実行部６５０を含む。
【００９１】
　時間領域選択部６２０は、同期化データの挿入位置を判別してデータを含む時間領域を
選択するか、データを含む時間領域に関する案内情報の提供を別途に受けてデータを含む
時間領域を判別することが可能である。
【００９２】
　また、上記既設定されたデータ抽出プロセシングは、周波数軸信号をなす多数の対象周
波数に対する位相を判別して、事前に設定された位相（例えば、ＢＰＳＫを使用する場合
、位相が「０」または「π」と検出されれば、データが挿入されている可能性が高く、逆
に位相が「０」または「π」と検出されなければ、データが挿入される可能性が低くなる
）である場合は、該当周波数帯域をデータ抽出のための周波数帯域として選定することを
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【００９３】
　図９は、図８における音響通信対象のデータ受信装置の動作過程を示したフローチャー
トである。図９に単に例として示したように、音響通信対象のデータ受信方法は、データ
を含むオーディオ信号を受信して整合フィルタリングを通した同期化を実行するよう進行
される（Ｓ７１０及びＳ７１３）。
【００９４】
　以後、同期化したオーディオ信号に対する時間領域のうち、データを含む可能性が高い
時間領域を選択し（Ｓ７１５）、選択した時間領域に対する周波数軸変換を実行する（Ｓ
７１７）。
【００９５】
　周波数軸信号からデータの抽出のための周波数帯域を選定した後（Ｓ７１９）、既設定
された位相などを判別してデータを抽出する（Ｓ７２１）。
【００９６】
　以後、抽出したデータと相応する応用プログラムを起動してデータを出力する（Ｓ７２
３）。
【００９７】
　以上、本発明の望ましい実施例を参照しながら説明したが、該当技術分野における熟練
した当業者であれば、特許請求の範囲に記載の本発明の思想及び領域から逸脱しない範囲
内で本発明の多様な修正及び変更が可能であることを理解できるであろう。
【産業上の利用可能性】
【００９８】
本発明は、オーディオ信号に伝達しようとするデータを追加入力した上で可聴周波数帯域
で送出することによって、可聴周波数帯域で音響通信を具現するためのものであることか
ら、市販又は営業の可能性が充分であるばかりか、現実的に明白に実施可能な程度のもの
であるため、産業上の利用可能性のある発明である。



(15) JP 5582508 B2 2014.9.3

【図１】



(16) JP 5582508 B2 2014.9.3

【図２】



(17) JP 5582508 B2 2014.9.3

【図３】



(18) JP 5582508 B2 2014.9.3

【図４】



(19) JP 5582508 B2 2014.9.3

【図５】



(20) JP 5582508 B2 2014.9.3

【図６】



(21) JP 5582508 B2 2014.9.3

【図７】



(22) JP 5582508 B2 2014.9.3

【図８】



(23) JP 5582508 B2 2014.9.3

【図９】



(24) JP 5582508 B2 2014.9.3

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100104226
            弁理士　須原　誠
(72)発明者  チェ　グンファン
            大韓民国　１５２－８３８　ソウル　クロ－グ　クロ５－ドン　４２　エルジー　シンドリム　エ
            ックスアイ　エーピーティ　１０３－２６０１
(72)発明者  キム　ムンキ
            大韓民国　４４８－９５３　キョンギ－ド　ヨンイン－シ　スジ－グ　チュクチョン２－ドン　ハ
            ンソル　ノベル　ビレッジ　２　チャ　エーピーティ　１１１－５０１
(72)発明者  パク　ミュンソン
            大韓民国　１３５－８２８　ソウル　カンナム－グ　デチ　１－ドン　ゲポ　１　チャ　ウーソン
            　エーピーティ　１０－３０３
(72)発明者  キム　ミンソク
            大韓民国　１３７－９３６　ソウル　ソチョ－グ　パンベ－ドン　１００８－２　レミアン　パン
            ベ　アートヒル　エーピーティ　１０９－６０３
(72)発明者  キム　ナムス
            大韓民国　１３７－７５２　ソウル　ソチョ－グ　パンベ－ドン　キョンナム　エーピーティ　８
            －１０３
(72)発明者  ユン　ファンシク
            大韓民国　１５６－８３１　ソウル　トンジャク－グ　サンド　２－ドン　２２－３９
(72)発明者  チョ　キホ
            大韓民国　４３５－７７５　キョンギ－ド　クンポ－シ　タンジョン－ドン　スンウォン　エーピ
            ーティ　１０５－９０１

    審査官  石川　雄太郎

(56)参考文献  国際公開第２００８／０３８８５２（ＷＯ，Ａ１）　　
              再公表特許第０１／０３１６２９（ＪＰ，Ａ１）　　
              特開２０００－２２４０４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－１０６６２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－３１７１７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１４８６７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１０４５９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０１７９００（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ１０Ｌ　　１９／００－１９／１４
              Ｈ０４Ｂ　　１１／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

