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(57)【要約】
【課題】ユーザは誘導中に視線を前方から移動さなけれ
ば誘導内容を確認できなかった。
【解決手段】第１方向及び第２方向から各々ユーザに向
けて芳香を射出する第１芳香射出手段２５Ｌ及び第２芳
香射出手段２５Ｒと、現在位置を検出する現在位置検出
手段１０と、所望の目的地を設定する目的地設定手段１
７と、現在位置から目的地まで探索した経路に沿ってユ
ーザを誘導している間に経路誘導の必要がある地点にて
、ユーザが誘導されるべき方向に応じて第１芳香射出手
段２５Ｌ及び第２芳香射出手段２５Ｒの少なくとも一方
による芳香の射出を制御する制御手段１９とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１方向からユーザに向けて芳香を射出する第１芳香射出手段と、
　第２方向から前記ユーザに向けて芳香を射出する第２芳香射出手段と、
　現在位置を検出する現在位置検出手段と、
　所望の目的地を設定する目的地設定手段と、
　前記ユーザが、前記目的地へ誘導されるべき方向に応じて前記第１芳香射出手段及び前
記第２芳香射出手段の少なくとも一方による芳香の射出を制御する制御手段と
を有することを特徴とする情報提示装置。
【請求項２】
　請求項１記載の情報提示装置において、
　前記制御手段は、
　前記現在位置検出手段によって検出される現在位置が予め設定された時間にわたり変化
がない場合、前記ユーザが誘導されるべき方向に応じて前記第１芳香射出手段及び前記第
２芳香射出手段の少なくとも一方による芳香の射出を制御することを特徴とする情報提示
装置。
【請求項３】
　請求項１記載の情報提示装置において、
　前記制御手段は、
　前記現在位置検出手段によって検出される現在位置が、
　　予め設定された時間にわたり変化がない場合、かつ、
　　予め設定された場所であることを検出した場合に、
　前記ユーザが誘導されるべき方向に応じて前記第１芳香射出手段及び前記第２芳香射出
手段の少なくとも一方による芳香の射出を制御することを特徴とする情報提示装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の情報提示装置において、
　前記ユーザが誘導を受けるべき特定の場所は、交差点であることを特徴とする情報提示
装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか記載の情報提示装置において
　前記ユーザの顔の向きを判別する顔方向判別手段を、さらに備え、
　前記制御手段は、
　前記目的地へ向かう方向と、前記顔の向が向いている方向とが一致するまで前記第１芳
香射出手段及び第２芳香射出手段の少なくとも一方から芳香を射出させることを特徴とす
る情報提示装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか記載の情報提示装置において、
　前記制御手段は、
　探索された前記経路の案内種別に応じて、前記第１芳香射出手段及び前記第２芳香射出
手段の少なくとも一方から射出させるべき芳香成分の種類及び射出パターンの少なくとも
一方を変化させることを特徴とする情報提示装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか記載の情報提示装置において、
　前記第１芳香射出手段は前記ユーザの左側に設けられており、
　前記第２芳香射出手段は前記ユーザの右側に設けられていることを特徴とする情報提示
装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれか記載の情報提示装置において、
　前記第１芳香射出手段及び前記第２芳香射出手段を前記ユーザに向けて支持していると
ともに、前記現在位置検出手段、前記目的地設定手段及び前記制御手段を内蔵する衣服の
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上着形状の筐体を有することを特徴とする情報提示装置。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項７のいずれか記載の情報提示装置において、
　細長い棒状の支持部材であってその両端に各々前記第１芳香射出手段及び前記第２芳香
射出手段が連続しており、前記現在位置検出手段、前記目的地設定手段及び前記制御手段
を内蔵する筐体を備え、
　前記筐体には、前記ユーザの肩に乗せて配置するための配置部が形成されていることを
特徴とする情報提示装置。
【請求項１０】
　第１方向からユーザに向けて芳香を射出する第１芳香射出手段と、
　第２方向から前記ユーザに向けて芳香を射出する第２芳香射出手段と、
　外部より、現在位置から所望の目的地までの経路に関する誘導情報を受け取る通信手段
と、
　前記通信手段によって受け取った前記誘導情報に基づいて、前記ユーザが、前記目的地
へ誘導されるべき方向に応じて前記第１芳香射出手段及び前記第２芳香射出手段の少なく
とも一方による芳香の射出を制御する制御手段と
を有することを特徴とする情報提示装置。
【請求項１１】
　請求項１０記載の情報提示装置において、
　前記通信手段は、
　現在位置から所望の目的地までの経路を探索して探索結果に基づいて誘導情報を生成す
るナビゲーション装置から、前記誘導情報を受け取ることを特徴とする情報提示装置。
【請求項１２】
　請求項１０又は請求項１１記載の情報提示装置において、
　前記第１芳香射出手段及び前記第２芳香射出手段を前記ユーザの鼻に向けた状態で支持
するとともに前記通信手段及び前記制御手段を内蔵する支持部材を有し、
　前記支持部材は、
　前記ユーザの肩に乗せて配置されることを特徴とする情報提示装置。
【請求項１３】
　第１方向からユーザに向けて空気を射出する第１空気射出手段と、
　第２方向から前記ユーザに向けて空気を射出する第２空気射出手段と、
　現在位置を検出する現在位置検出手段と、
　所望の目的地を設定する目的地設定手段と、
　前記ユーザが、前記目的地へ誘導されるべき方向に応じて前記第１空気射出手段及び前
記第２空気射出手段の少なくとも一方による空気の射出を制御する制御手段と
を有することを特徴とする情報提示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザを現在位置から所望の目的地まで誘導する情報提示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、所望の目的地まで誘導するナビゲーション装置が普及している。ナビゲーション
装置は、車両の運転者に対して現在位置から目的地までの経路を探索し、その経路に従っ
て誘導を行う機能を有する。公知のナビゲーション装置では、誘導に伴い、運転者の視線
が前方から逸れるのを防止するため、予め定められた規則に従って射出芳香の種類に応じ
て誘導する形態の車載用案内装置が存在している（特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－３４９７３９号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記公知技術では、運転者が上述のように誘導内容に応じて左右に曲がるといった基本
的な運転操作を行うのにも上記芳香射出の規則を覚えておく必要がある。一般的に運転者
は、運転中に様々な走行状態に対応するために運転に集中すべきであるにもかかわらず、
このような公知技術では、運転以外にも射出芳香の種類を把握しておかなければ、このよ
うな誘導内容を認識することができない。
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題には、上記した問題が一例として挙げられる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、請求項１記載の発明は、第１方向からユーザに向けて芳香
を射出する第１芳香射出手段と、第２方向から前記ユーザに向けて芳香を射出する第２芳
香射出手段と、現在位置を検出する現在位置検出手段と、所望の目的地を設定する目的地
設定手段と、前記ユーザが、前記目的地へ誘導されるべき方向に応じて前記第１芳香射出
手段及び前記第２芳香射出手段の少なくとも一方による芳香の射出を制御する制御手段と
を有する。
【０００７】
　上記課題を解決するために、請求項１０記載の発明は、第１方向からユーザに向けて芳
香を射出する第１芳香射出手段と、第２方向から前記ユーザに向けて芳香を射出する第２
芳香射出手段と、外部より、現在位置から所望の目的地までの経路に関する誘導情報を受
け取る通信手段と、前記通信手段によって受け取った前記誘導情報に基づいて、前記ユー
ザが、前記目的地へ誘導されるべき方向に応じて前記第１芳香射出手段及び前記第２芳香
射出手段の少なくとも一方による芳香の射出を制御する制御手段とを有する。
【０００８】
　上記課題を解決するために、請求項１３記載の発明は、第１方向からユーザに向けて空
気を射出する第１空気射出手段と、第２方向から前記ユーザに向けて空気を射出する第２
空気射出手段と、現在位置を検出する現在位置検出手段と、所望の目的地を設定する目的
地設定手段と、前記ユーザが、前記目的地へ誘導されるべき方向に応じて前記第１空気射
出手段及び前記第２空気射出手段の少なくとも一方による空気の射出を制御する制御手段
とを有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の一実施の形態を図面を参照しつつ説明する。
＜第１実施形態＞
　図１は、第１実施形態としての情報提示装置１００の外観の一例を示す正面図である。
　情報提示装置１００は、その外観上、例えば衣服の上着形状の筐体５５を有する。この
情報提示装置１００は、例えばユーザが左腕を左袖５１Ｌに通すとともに右腕を右袖５１
Ｒに通すことにより着用でき、その手などによって把持することなく室外に携帯すること
が可能となっている。この情報提示装置１００は、左襟５３Ｌに左側芳香射出部２５Ｌが
露出しており、右襟５３Ｒに右側芳香射出部２５Ｒが露出している。
【００１０】
　左側芳香射出部２５Ｌ（第１芳香射出手段）は、ユーザの鼻の左下側からユーザの鼻に
向けて芳香を射出する。一方、右側芳香射出部２５Ｒ（第２芳香射出手段）は、ユーザの
鼻の右下側からユーザの鼻に向けて芳香を射出する。このようにユーザの鼻の下側から芳
香を射出するのは、人間は鼻の上方からの芳香を感じ取りにいためであり、さらに、屋外
で風邪があっても射出した芳香を確実にユーザの鼻に到達させるためである。
【００１１】
　これら左側芳香射出部２５Ｌ及び右側芳香射出部２５Ｒは、それぞれ後述する射出口か
ら芳香（芳香成分を含んだ空気）を射出している。左側芳香射出部２５Ｌは、左襟５３に
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おいてその射出口がユーザの鼻に向くように配置されている。一方、右側芳香射出部２５
Ｒは、右襟５３Ｒにおいてその射出口がユーザの鼻に向くように配置されている。
【００１２】
　また情報提示装置１００は、左袖５１Ｌの先端近傍に操作スイッチ部１７が露出してい
る。この操作スイッチ部１７（目的地設定手段）は、ユーザが操作可能であって所望の目
的地を設定するための操作装置や電源スイッチを含んでいる。
【００１３】
　また情報提示装置１００は、その平面側にＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉ
ｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）受信機１０を内蔵している。このＧＰＳ受信機１０（現在位置検出
手段）は、情報提示装置１００の現在地、つまりこの情報提示装置１００を着用している
ユーザの現在位置を検出する機能を有する。
【００１４】
　演算制御部１９（制御手段）は、情報提示装置１００全体を制御している。演算制御部
１９は、現在位置から目的地までの経路を探索する経路探索機能を有する。演算制御部１
９は、この経路探索機能を用いて探索された経路に従って誘導する。演算制御部１９は、
この経路に沿ってユーザを誘導している間に経路誘導の必要がある地点にて、そのユーザ
が誘導されるべき方向に応じて左側芳香射出部２５Ｌ及び右側芳香射出部２５Ｒの少なく
とも一方による芳香の射出を制御する。
【００１５】
　この情報提示装置１００では、右袖５１Ｒの先端近傍に表示部１５が露出している。上
記表示部１５は、いわゆる液晶表示素子又は有機エレクトロルミネッセンス素子（有機Ｅ
Ｌ素子）を用いた表示装置である。
【００１６】
　図２は、図１に示す情報提示装置１００の電気的な構成例を示すブロック図である。
　情報提示装置１００は、芳香射出装置９、演算制御部１９、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐ
ｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）受信機１０、表示部１５、操作スイッチ部１７、
記憶部１３及び地図データ入力部１４を備えている。なおこの情報提示装置１００はさら
に、映像音入出力部１１及び周囲温度測定部５を備えていても良い。
【００１７】
　これら演算制御部１９などはそれぞれバスライン１６に接続されている。演算制御部１
９は情報提示装置１００全体を制御している。バスライン１６は、これら接続されている
芳香射出装置９及び演算制御部１９等との間でデータなどの交換や制御を行うことができ
る。またこの情報提示装置１００は電源部８を搭載している。操作スイッチ部１７は、ユ
ーザが所望の目的地を入力するための操作手段である。
【００１８】
　芳香射出装置９（芳香射出手段）は、例えば空気砲の原理によってユーザに対して芳香
を射出する機能を有する。この芳香射出装置９は、上記左側芳香射出部２５Ｌ及び上記右
側芳香射出部２５Ｒを備えている。さらに芳香射出装置９は、後述するように芳香射出制
御部２７及び芳香タンク部２２を備えている。この芳香射出装置９の具体的な構成につい
ては後述する。
【００１９】
　ＧＰＳ受信機１０（現在位置検出手段）は、図示しないＧＰＳアンテナを用いて受信し
た衛星信号に基づいて現在位置を検出する。このＧＰＳ受信機１０は、一定時間ごとに現
在位置に関する緯度及び経度を測位し、その位置情報を記憶部１３に記憶しておく。
【００２０】
　表示部１５は、例えば情報提示装置１００全体の状態又は芳香射出装置９の状態を表示
する表示装置である。地図データ入力部１４は地図データを入力するインターフェースで
ある。この地図データは、例えばノードやリンクに関する情報を含んでいるとともに、視
覚的に地図を表示するための地図情報を含んでいる。なお情報提示装置１００は、外部か
ら地図データを入力する代わりに、記憶部１３に地図データを内蔵していても良い。この
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場合、地図データ入力部１４を省略することができる。
【００２１】
　記憶部１３は、例えば地図データを記憶したり、検知された現在位置に関する緯度や経
度に関する位置情報を記憶するメモリである。この記憶部１３は、例えば後述する芳香制
御情報を記憶可能な不揮発性メモリであっても良い。
【００２２】
　映像音入出力部１１は、外部から映像データや音データを入力するためのインターフェ
ースである。周囲温度測定部５は、情報提示装置１００の外部の温度を測定する。電源部
８は、バス１６に接続された芳香射出装置９などに対して電力を供給したり供給を停止す
る制御を行う。なお図２においては各ブロックを接続する電源線の図示を省略している。
【００２３】
　図３は、図２に示す芳香射出装置９の構成例を示すブロック図である。
　芳香射出装置９は、芳香メインタンク２９、コック２８、芳香混合部２１、芳香サブタ
ンク２３、芳香射出部２５及び芳香射出制御部２７を備えている。ここでいう芳香射出部
２５は、上述した左側芳香射出部２５Ｌ及び右側芳香射出部２５Ｒを含んでいる。以下の
説明では、これら左側芳香射出部２５Ｌと右側芳香射出部２５Ｒとを特に区別する必要が
ない部分においては芳香射出部２５と呼ぶ。この芳香射出部２５における芳香２６を射出
する口付近には、ノズル９ａ，９ｂが設けられている。これらノズル９ａ，９ｂについて
は後述する。
【００２４】
　芳香射出制御部２７は、演算制御部１９の制御下の元、後述するように芳香メインタン
ク２９、コック２８、芳香サブタンク２３及び芳香射出部２５の動作を制御する。ここで
、この演算制御部１９は、上記芳香制御情報の設定内容に従って芳香射出制御部２７を制
御する。従って、この芳香制御情報が新たな芳香制御情報に更新された場合には、この演
算制御部１９は、この新たな芳香制御情報に従って、この芳香射出制御部２７を制御する
ようになる。
【００２５】
　芳香メインタンク２９は、第１基本芳香２９ａ、第２基本芳香２９ｂ、第３基本芳香２
９ｃ、第４基本芳香２９ｄ及び第５基本芳香２９ｅを備えている。これら第１基本芳香２
９ａなどは、それぞれユーザに対して射出すべき芳香を生成するために混合される基本的
な芳香を表している。なお芳香メインタンク２９は、さらに基本消臭剤２９ｇを備えてお
り、情報提示装置１００が芳香射出装置９によって射出済みの芳香を消失させる脱臭気体
を射出しても良い。
【００２６】
　芳香混合部２１は、コック２８を介して芳香メインタンク２９と接続されている。この
芳香混合部２１は、芳香射出制御部２７の制御によるコック２８の開閉状況に応じて、芳
香メインタンク２９内の第１基本芳香２９ａなど又はこれらいずれかの組み合わせを混合
する。
【００２７】
　芳香サブタンク２３は、芳香混合部２１内で混合されて生成された新たな芳香を一時的
に貯蔵するためのタンクである。このうち芳香サブタンク２３は、芳香射出制御部２７の
制御によって、次の芳香を芳香射出部２５に送り込むためにこの芳香を一時的に貯留する
機能を有する。そして芳香射出部２５は、芳香射出制御部２７の制御によって、内部に貯
留した芳香を射出し、上述したユーザに対して芳香の気団２６（以下、省略して「芳香２
６」という）を放出する機能を有する。
【００２８】
　この芳香射出装置９は、上記表示装置１の下部の中心に円形の射出開口部９ａが露出し
ており、その円形の射出開口部９ａの外側に沿って例えばドーナツ形状の吸引開口部９ｂ
が露出している。本実施形態では、これら射出開口部９ａ及び吸引開口部９ｂを総称して
「ノズル」ともいう。
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【００２９】
　この芳香射出装置９は、その中心部に位置する例えば円形の射出開口部９ａから芳香を
射出し、やや遅れてその外側のドーナツ形状の吸引開口部９ｂから、ノズル周囲の空気を
吸引する。すると、ノズル近傍における中心部の流速と周辺部との差により芳香の塊はド
ーナツ状となり、直進性を持って進行するようになる。
【００３０】
　芳香射出部２５における芳香２６を射出する口付近には、ノズル９ａ，９ｂが設けられ
ている。これらノズル９ａ，９ｂは、二重の同心円筒形状のパイプ構造である。ノズル９
ａは中心寄りの部分を構成しており、ノズル９ｂは外周寄りの部分を構成している。芳香
は、中心寄りのノズル９ａから射出され、その外側の開口部をなすノズル９ｂは、芳香の
射出速度よりも遅い速度の空気射出及び吸引を行う。
【００３１】
　図４は、図３に示す芳香射出部２５の構成例を示す断面図である。なお図４においては
、説明の都合上、併せて芳香射出制御部２７も図示している。
　芳香射出部２５は、射出用タンク２５ａ、圧電素子２５ｂ及び逆流防止弁２５ｃを備え
ている。またこの芳香射出部２５が芳香２６を射出する口には、上述のようにノズル９ａ
，９ｂが設けられている。なお、これらノズル９ａ，９ｂの構造は簡素化して図示してい
る。
【００３２】
　射出用タンク２５ａは、芳香サブタンク２３から供給された芳香を一時的に貯留するタ
ンクである。この射出用タンク２５ａにおける芳香サブタンク２３からの芳香の供給口に
は逆流防止弁２５ｃが設けられている。この逆流防止弁２５ｃは、芳香サブタンク２３か
ら射出用タンク２５ａに既に供給された芳香がその芳香サブタンク２３に逆流しないよう
に堰き止める機能を有する。
【００３３】
　圧電素子２５ｂは、例えばピエゾ素子を用いたものである。この圧電素子２５ｂは、芳
香射出制御部２７による印加電圧に基づく圧電効果によって射出用タンク２５ａの内部の
容積を瞬間的に変化させ、貯留している芳香２６を射出する機能を有する。
【００３４】
　情報提示装置１００は以上のような構成であり、次に図１～図４を参照しつつこの情報
提示装置１００を用いたナビゲーション処理の手順例について説明する。
　図５は、情報提示装置１００を用いたナビゲーション処理の手順例を表すフローチャー
トである。
【００３５】
　まずステップＳ１では、演算制御部１９が、操作スイッチ部１７の一部である電源スイ
ッチ（図示せず）が操作されてＯＮとなったか否かを判断する。演算制御部１９は、電源
スイッチがＯＮとなるまで待ち、電源スイッチがＯＮとなるとステップＳ２を実行する。
【００３６】
　このステップＳ２では、演算制御部１９が、操作スイッチ部１７の一部である目的地設
定ボタンを用いて目的地が設定されたか否かを判断する。演算制御部１９は、目的地が設
定されるまで待ち、目的地が設定されるとステップＳ３を実行する。
【００３７】
　ステップＳ３では、演算制御部１９が、地図データを用いて経路探索機能及び誘導機能
を利用し、現在位置から目的地までの経路を探索して探索結果としての誘導経路に従って
ユーザを誘導するための誘導情報を生成する。
【００３８】
　次にステップＳ４では、演算制御部１９が、この誘導情報に基づいて目的地まで到達す
るようにユーザが歩行すべきことを指示する。具体的には、演算制御部１９は、この誘導
情報に基づいて、左側芳香射出部２５Ｌ及び右側芳香射出部２５Ｒの少なくとも一方に芳
香を射出させることにより、ユーザに芳香による情報の提示を受けさせ、目的地まで誘導
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する。
【００３９】
　次にステップＳ５では、演算制御部１９は、ユーザを芳香の射出により誘導している間
にユーザの現在位置が経路分岐点に到達したか否かを判断する。演算制御部１９は、ユー
ザの現在位置がこの経路分岐点に到達していた場合には後述する誘導射出処理を実行する
一方、ユーザの現在位置がこの経路分岐点に到達していない場合にはその目的地に到達し
たか否かを判断する。本実施形態では、この誘導射出処理では、演算制御部１９が後述す
るステップＳ１１を実行する。
【００４０】
　演算制御部１９は、ユーザの現在位置が目的地付近に到達していない場合には上述した
ステップＳ５を実行する一方、ユーザの現在位置が目的地付近に到達している場合にはス
テップＳ７を実行する。このステップＳ７では、演算制御部１９が、左側芳香射出部２５
Ｌ及び右側芳香射出部２５Ｒの少なくとも一方から、ユーザが目的地付近に到着したこと
を表す所定の種類或いは所定パターンの芳香を射出させる。
【００４１】
　一方、演算制御部１９は、ステップＳ５においてユーザの現在位置が経路分岐点近傍で
ある場合には次のような誘導射出処理を実行する。この誘導射出処理では、例えば次のよ
うなステップＳ１１を実行する。演算制御部１９はステップＳ１１を実行すると、上述し
たステップＳ６を実行する。
【００４２】
　＜第１実施形態における誘導射出処理＞
　このステップＳ１１では、演算制御部１９が、上述した誘導情報に基づいて左側芳香射
出部２５Ｌ及び右側芳香射出部２５Ｒの少なくとも一方に誘導用の芳香を射出させる。
【００４３】
　ここで各実施形態において、このような誘導用芳香は、ユーザが誘導経路に沿って直線
道路を進行している場合には左側芳香射出部２５Ｌ及び右側芳香射出部２５Ｒの両方から
射出され、その誘導経路の途中において経路分岐点近傍に到達した際に左折又は右折すべ
きかに応じて左側芳香射出部２５Ｌ又は右側芳香射出部２５Ｒから射出される芳香を表し
ている。このような誘導用芳香が情報提示装置１００からそのユーザに対して射出される
と、ユーザはこの誘導用芳香の射出方向を嗅覚によって自らが進むべき方向を認識するこ
とができる。
【００４４】
　＜ユーザがさらに移動した場合＞
　図６は、情報提示装置１００を用いたナビゲーション処理の手順例を表すフローチャー
トである。なお図６では、図５に示すナビゲーション処理によってユーザがさらに移動し
た場合の一例を表している。以下の説明においては、図６に示すナビゲーション処理にお
いて図５に示すナビゲーション処理とほぼ同様の手順については説明を省略し、異なって
いる誘導射出処理について説明する。
【００４５】
　＜誘導射出処理＞
　まずステップＳ１０では、演算制御部１９が、ＧＰＳ受信機１０を制御して現在位置を
再度検出させ、新たな現在位置が記憶部１３に記憶済の直近の現在位置とほぼ一致するか
否かを判断する。
【００４６】
　演算制御部１９は、これらの現在位置が一致する場合には上述したステップＳ６を実行
する一方、これらの現在位置が一致しない場合には上述したステップＳ１１を実行する。
すなわちこのステップＳ１１では、上述したように演算制御部１９が、誘導情報に基づい
て左側芳香射出部２５Ｌ及び右側芳香射出部２５Ｒの少なくとも一方に誘導用芳香を射出
させる。
【００４７】
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　＜誘導経路を外れた場合＞
　またこの情報提示装置１００は、ユーザが誘導経路を外れた場合、演算制御部１９が上
述したステップＳ３を実行し、その誘導経路から外れた現在位置から目的地までの新たな
経路を再度探索する。この場合、演算制御部１９は、新たな探索結果に基づく誘導内容に
応じて左側芳香射出部２５Ｌ及び右側芳香射出部２５Ｒの少なくとも一方を制御し、その
ユーザに対して誘導用芳香を射出させる。
【００４８】
　上記実施形態における情報提示装置１００は、第１方向からユーザに向けて芳香を射出
する第１芳香射出手段２５Ｌと（左側芳香射出部）、第２方向から前記ユーザに向けて芳
香を射出する第２芳香射出手段２５Ｒと（右側芳香射出部）、現在位置を検出する現在位
置検出手段１０と（ＧＰＳ受信機）、所望の目的地を設定する目的地設定手段１７と（操
作スイッチ部）、前記ユーザが、前記目的地へ誘導されるべき方向に応じて前記第１芳香
射出手段２５Ｌ及び前記第２芳香射出手段２５Ｒの少なくとも一方による芳香の射出を制
御する制御手段１９とを有する。
【００４９】
　このようにすると、ユーザは、移動に伴って必要に応じて各地点において第１芳香射出
手段２５Ｌ又は第２芳香射出手段２５Ｒから芳香が射出されるため、嗅覚によって芳香の
射出方向を特定し、自らが進むべき方向を認識することができる。しかもユーザは、一般
的なナビゲーション装置のように誘導表示を視覚により確認しなくても良いことから、こ
のような誘導表示が更新される度に視線を移動させる必要がなくなり、さらには誘導音を
聴覚により確認しなくても良いことから周囲の他人に迷惑をかけることがなくなる。また
この情報提示装置１００は視覚障害者や聴覚障害者であっても利用することができる。
【００５０】
　上記実施形態における情報提示装置１００は、第１方向からユーザに向けて空気を射出
する第１空気射出手段２５Ｌと（左側芳香射出部）、第２方向から前記ユーザに向けて空
気を射出する第２空気射出手段２５Ｒと（右側芳香射出部）、現在位置を検出する現在位
置検出手段１０と（ＧＰＳ受信機）、所望の目的地を設定する目的地設定手段１７と（操
作スイッチ部）、前記ユーザが、前記目的地へ誘導されるべき方向に応じて前記第１空気
射出手段２５Ｌ及び前記第２空気射出手段２５Ｒの少なくとも一方による空気の射出を制
御する制御手段１９とを有する。
【００５１】
　このようにすると、ユーザは、移動に伴って必要に応じて各地点において第１芳香射出
手段２５Ｌ又は第２芳香射出手段２５Ｒから空気が射出されるため、空気の射出方向を特
定し、自らが進むべき方向を認識することができる。しかもユーザは、一般的なナビゲー
ション装置のように誘導表示を視覚により確認しなくても良いことから、このような誘導
表示が更新される度に視線を移動させる必要がなくなり、さらには誘導音を聴覚により確
認しなくても良いことから周囲の他人に迷惑をかけることがなくなる。またこの情報提示
装置１００は視覚障害者や聴覚障害者であっても利用することができる。
【００５２】
　上記実施形態における情報提示装置１００は、前記制御手段１９は、前記現在位置検出
手段１０によって検出される現在位置が予め設定された時間にわたり変化がない場合、前
記ユーザが誘導されるべき方向に応じて前記第１芳香射出手段２５Ｌ及び前記第２芳香射
出手段２５Ｒの少なくとも一方による芳香の射出を制御する。
【００５３】
　このようにユーザの現在位置が変化しない場合には情報提示装置１００を持つユーザが
道に迷っている可能性があるが、このような場合、情報提示装置１００はユーザが進むべ
き方向に応じて第１芳香射出手段２５Ｌ及び第２芳香射出手段２５Ｒの少なくとも一方か
ら芳香を射出してユーザを導くことができる。
【００５４】
　また、ステップＳ１０にて、現在位置が変化しないということだけで「ユーザが迷って
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いる」と判断するのではなく、さらに、歩道や交差点などの（特定の場所）にいるという
場所の情報を加味して判断してもよい。つまり、現在位置が変化しないという情報だけで
は、店舗に入ってショッピングを楽しんでいたり、歩道にいてもウインドウショッピング
をしているということもある。このようなときは、「現在位置に変化がない」という情報
と「店舗内という場所にいる」という情報を組み合わせれば、芳香による案内が必要か否
かを判断できる。店舗内にいる場合は、買い物などをしている可能性が高いことから、芳
香による案内を行わないようにプログラムを組めばよい。
【００５５】
　また、店舗内に限らず、近くに「周辺の住宅地図」または「インフォメーション案内板
」がある場所で現在位置に変化がない場合は、地図を見ていたり、掲示板に書かれている
情報を読み取っている場合が高いので、このような場合も、芳香による案内をしなくても
よいようにプログラムを構築してもよい。
【００５６】
　すなわち上記実施形態における情報提示装置１００は、前記制御手段１９は、前記現在
位置検出手段１０（ＧＰＳ受信機）によって検出される現在位置が、予め設定された時間
にわたり変化がない場合、かつ、予め設定された場所であることを検出した場合に、前記
ユーザが誘導されるべき方向に応じて前記第１芳香射出手段２５Ｌ及び前記第２芳香射出
手段２５Ｒの少なくとも一方による芳香の射出を制御する。
【００５７】
　上記実施形態における情報提示装置１００は、上述した構成に加えてさらに、前記ユー
ザが誘導を受けるべき特定の場所は交差点である。
【００５８】
　上記実施形態における情報提示装置１００は、上述した構成に加えてさらに、前記第１
芳香射出手段２５Ｌ及び前記第２芳香射出手段２５Ｒを前記ユーザに向けて支持している
とともに、前記現在位置検出手段１０、前記目的地設定手段１７及び前記制御手段１９を
内蔵する衣服の上着形状の筐体を有する。
【００５９】
　このようにすると、ユーザは情報提示装置１００を衣服のように着用することができ、
ユーザに情報提示装置１００を煩わしく感じさせることなく自然に装着させることができ
る。
【００６０】
　上記実施形態における情報提示装置１００は、前記第１芳香射出手段２５Ｌは前記ユー
ザの左側に設けられており、前記第２芳香射出手段２５Ｒは前記ユーザの右側に設けられ
ている。
【００６１】
　また、この実施形態では、ユーザの鼻に向けて左右から芳香が射出するようにノズルと
芳香射出部２５Ｌ，２５Ｒを構成しているが、左右に限らず、前後など、異なる２方向か
ら芳香がユーザに向けて発射されるようにすればよい。
【００６２】
　ノズルの向きも鼻を向いているのではなく、鼻の前方の２０ｃｍぐらいに芳香が射出す
るようにしてもよいし、左右の耳の辺りに配置した左右の芳香射出部２５Ｌ，２５Ｒから
それぞれ芳香を射出してもよい。
【００６３】
　＜第２実施形態＞
　第２実施形態における情報提示装置１００ａは、第１実施形態とほぼ同様の構成であり
ほぼ同様の動作を行う。このため第２実施形態では、同一の構成及び動作については第１
実施形態における図１乃至図６と同一の符号を用いるとともに、その説明を省略し、以下
の説明では異なる点を中心として説明する。
【００６４】
　第２実施形態では、情報提示装置１００ａが第１実施形態における情報提示装置１００
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の構成に加えてジャイロセンサ１８を備えている。このジャイロセンサ１８は、例えば情
報提示装置１００の回転運動、揺動状態を検知することで、ユーザの向きを検出している
。またこの情報提示装置１００ａは、図示しない顔方向判別装置を備える。この顔方向判
別装置は、ユーザの顔の向きを判別する機能を有する。
【００６５】
　図７は、第２実施形態としての情報提示装置１００ａを用いたナビゲーション処理の手
順例を表すフローチャートである。
　第２実施形態では、演算制御部１９が第１実施形態とは異なる誘導射出処理を実行する
。なお、その他の処理については第１実施形態と同様であるので、説明を省略する。
【００６６】
　以下の説明では、「変則交差点」という用語を用いるが、この「変則交差点」とは、例
えば五差路のように右折又は左折と誘導しただけではユーザが進むべき方向が一義的に把
握しにくい変則的な交差点を表している。またこの変則交差点としては、例えば右折であ
っても鋭角に右折する道と鈍角に右折する場合などのようにユーザが進むべき方向が一義
的ではない交差点も例示することができる。なお以下の説明においては、それ以外の交差
点を「通常交差点」と表現する。
【００６７】
　＜第２実施形態における誘導射出処理＞
　まずステップＳ３１では、演算制御部１９が、ＧＰＳ受信機１０に測位させた現在位置
の周辺に関する地図データに基づいて現在位置が変則交差点付近であるか否かを判断する
。演算制御部１９は、現在位置が変則交差点付近でない場合には後述するステップＳ３４
を実行し、現在位置が変則交差点付近である場合にはステップＳ３２を実行する。ここで
ユーザは、情報提示装置１００が提示する誘導情報に基づいて通常交差点や変形交差点に
て転回して移動することで、左折したり右折している。
【００６８】
　ステップＳ３２では、演算制御部１９が、上記誘導情報に基づいてユーザが正しい方向
に転回するまで、例えば右側芳香射出部２５Ｒより芳香（上述した誘導用芳香）を射出す
る。
【００６９】
　ステップＳ３３では、演算制御部１９が、ジャイロセンサ１８によりユーザの向きを取
得させ、誘導情報に基づいてユーザが正しい方向に転回したか否かを判断する。演算制御
部１９は、ユーザが正しい方向に転回していない場合には再度ステップＳ３２を実行する
一方、ユーザが正しい方向に転回した場合には上述したステップＳ６を実行する。
【００７０】
　上述したステップＳ３４では、演算制御部１９が、ユーザの現在位置に鑑み、誘導情報
に基づいて直進すべきであるか否かを判断する。演算制御部１９は、直進すべき場合には
、例えば左側芳香射出部２５Ｌ及び右側芳香射出部２５Ｒの両方より同時に芳香を射出さ
せる（ステップＳ３５）。一方、演算制御部１９は、直進すべきではない場合には、ステ
ップＳ３６を実行する。
【００７１】
　このステップＳ３６では、演算制御部１９が、誘導情報に基づきユーザが左折すべきで
あるか否かを判断する。演算制御部１９は、左折すべきである場合には、例えば左側芳香
射出部２５Ｌのみに芳香を射出させる（ステップＳ３７）。一方、演算制御部１９は、左
折すべきではない場合にはステップＳ３８を実行する。
【００７２】
　このステップＳ３８では、演算制御部１９が、誘導情報に基づきユーザが右折すべきで
あるか否かを判断する。演算制御部１９は、右折すべきである場合には、例えば右側芳香
射出部２５Ｒのみに芳香を射出させる（ステップＳ３９）。一方、演算制御部１９は、右
折すべきではない場合には上述したステップＳ６を実行する。
【００７３】
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　上記実施形態における情報提示装置１００ａは、上述した構成に加えてさらに、前記ユ
ーザの顔の向きを判別する顔方向判別手段（図示しない顔方向判別装置）を、さらに備え
、前記制御手段１９は、前記目的地へ向かう方向と、前記顔の向が向いている方向とが一
致するまで前記第１芳香射出手段２５Ｌ及び第２芳香射出手段２５Ｒの少なくとも一方か
ら芳香を射出させる。
【００７４】
　このようにすると、ユーザが転回量を把握しにくい変則交差点で誘導される場合であっ
ても、芳香の連続的な射出によりその転回量をユーザに認識させることで、正確にユーザ
を目的地まで導くことができる。
【００７５】
　この実施形態では、変則交差点という場面で迷った場合を説明しているが、通常交差点
（十字路あるいはＴ字路）においても、この実施例が適用されてもよいことはいうまでも
ない。
【００７６】
　＜第３実施形態＞
　第３実施形態における情報提示装置１００は、第１実施形態とほぼ同様の構成でありほ
ぼ同様の動作を行う。このため第３実施形態では、同一の構成及び動作については第１実
施形態における図１乃至図６と同一の符号を用いるとともに、その説明を省略し、以下の
説明では異なる点を中心として説明する。
【００７７】
　第３実施形態では、演算制御部１９が、記憶部１３の芳香制御情報テーブルに従って左
側芳香射出部２５Ｌ及び右側芳香射出部２５Ｒの少なくとも一方から芳香を射出させてい
る点が異なっている。この芳香制御情報テーブルには、芳香の射出パターンと芳香成分種
類が管理されている。
【００７８】
　演算制御部１９は、探索された経路の案内種別に応じて、左側芳香射出部２５Ｌ及び右
側芳香射出部２５Ｒの少なくとも一方から射出させるべき芳香成分の種類及び射出パター
ンの少なくとも一方を変化させている。ここで案内種別とは、例えば前進、左折、右折、
回れ右及び到着等のような誘導情報に基づく各指示を表している。以下の説明では、これ
ら芳香成分の種類や射出パターンを芳香制御情報と呼ぶ。
【００７９】
　図８は、第３実施形態としての情報提示装置１００を用いたナビゲーション処理の手順
例を表すフローチャートである。
　第３実施形態では、演算制御部１９が第１実施形態とは異なる誘導射出処理を実行する
。なお、その他の処理については特に相違点がない場合には第１実施形態と同様であるの
で、説明を省略する。
【００８０】
　＜第３実施形態における誘導射出処理＞
　まずステップＳ４１では、演算制御部１９が記憶部１３の芳香制御情報テーブル１３ａ
を参照し、用いるべき芳香制御情報を把握する。次にステップＳ４２では、演算制御部１
９が芳香制御情報に沿って芳香を射出する。ここで、この芳香制御情報は大別して２種類
の情報を含んでおり、一方の情報は芳香の射出パターンであり、他方の情報は芳香成分の
種類である。
【００８１】
　また第３実施形態では、演算制御部１９が第１実施形態におけるステップＳ７の代わり
に、演算制御部１９が、例えばユーザが目的地に到着したことを表す芳香制御情報に従っ
て左側芳香射出部２５Ｌ及び右側芳香射出部２５Ｒの少なくとも一方から芳香を射出させ
るようにしてもよい（ステップＳ７ａ）。
【００８２】
　図９～図１４は、それぞれ芳香制御情報テーブル１３ａの構成例を示す図である。
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　図９に示す芳香制御情報テーブル１３ａでは、誘導情報に基づく指示に応じて射出パタ
ーンが定められている。ここで「指示」とは、上述した案内種別に類似し、例えば前進、
左折、右折、回れ右及び到着を表しており、これら各指示には互いに区別するために、図
１０に示すように指示コードが対応付けられている。
【００８３】
　＜芳香の射出パターン＞
　具体的には、図９に示す指示が「前進」の場合には射出パターンが例えば「短」、「短
」となっており、指示が「左折」の場合には射出パターンが例えば「短」、「長」となっ
ている。また指示が「右折」の場合には射出パターンが例えば「長」、「短」となってお
り、指示が「回れ右」の場合には射出パターンが例えば「長」、「長」となっている。な
お指示が「到着」の場合には射出パターンが例えば「短」、「短」、「長」となっている
。なおこれら射出パターンの「短」は、例えば芳香射出時間の１単位（例えば０．５秒）
であり、射出パターンの「長」は、例えば「短」の芳香射出時間の整数倍、具体的には例
えばその「短」の芳香射出時間の３倍としている。
【００８４】
　演算制御部１９は、これらの射出パターンを射出コード用いて特定している。具体的に
は、演算制御部１９は、記憶部１３の芳香制御情報テーブルにおいて、射出パターンの芳
香射出時間に応じて、例えば図１０に示すように「１」又は「３」という表現を用いて指
定する。
【００８５】
　＜芳香の種類＞
　一方、演算制御部１９は、記憶部１３の芳香制御情報テーブルにて用意された次のよう
な種類の芳香を用いることができる。
【００８６】
　具体的には、図１１に示す指示が「前進」の場合には芳香の種類が例えば「きんもくせ
い」となっており、指示が「左折」の場合には芳香の種類が例えば「シトラス」となって
いる。また指示が「右折」の場合には芳香の種類が例えば「ラベンダー」となっており、
指示が「回れ右」の場合には芳香の種類が例えば「ローズ」となっている。なお指示が「
到着」の場合には芳香の種類が例えば「短」、「コーヒー」となっている。
【００８７】
　演算制御部１９は、これらの芳香の種類を射出コード用いて特定している。具体的には
、演算制御部１９は、記憶部１３の芳香制御情報テーブルにおいて、射出パターンの芳香
射出時間に応じて、例えば図１２に示すように「０１」～「０５」という表現を用いて指
定する。
【００８８】
　＜芳香の射出パターン及び濃度＞
　一方、演算制御部１９は、記憶部１３の芳香制御情報テーブルにて用意された次のよう
な種類の射出パターン及び濃度を用いることができる。
【００８９】
　具体的には、図１３に示す指示が「前進」の場合には射出パターンが例えば小さな「短
」、大きな「短」となっており、指示が「左折」の場合には射出パターンが例えば大きな
「短」、小さな「長」となっている。また指示が「右折」の場合には射出パターンが例え
ば小さな「短」、大きな「長」となっており、指示が「回れ右」の場合には射出パターン
が例えば大きな「長」、大きな「長」となっている。なお指示が「到着」の場合には射出
パターンが例えば小さな「短」、小さな「短」、大きな「長」となっている。なおこれら
射出パターンの「短」は、例えば芳香射出時間の１単位（例えば０．５秒）であり、射出
パターンの「長」は、例えば「短」の芳香射出時間の整数倍、具体的には例えばその「短
」の芳香射出時間の３倍としている。
【００９０】
　演算制御部１９は、これらの射出パターンを射出コード用いて特定している。具体的に
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は、演算制御部１９は、記憶部１３の芳香制御情報テーブルにおいて、射出パターンの芳
香射出時間及び濃度に応じて、例えば図１４に示すように「００」、「０１」、「１０」
又は「１１」という表現を用いて指定する。
【００９１】
　具体的には、この芳香制御情報テーブルでは、指示コードと２ビットの射出パターンを
示す特別コードが対応付けられたテーブルである。この芳香制御情報テーブルでは、例え
ば「００」は、芳香濃度が低く（つまり芳香が薄く）芳香射出時間が短いことを表してい
る。また例えば「０１」は、芳香濃度が高く（つまり芳香が濃く）芳香射出時間が短いこ
とを表している。また例えば「１０」は、芳香濃度が低く芳香射出時間が長いことを表し
ている。また例えば「１１」は、芳香濃度が高く芳香射出時間が長いことを表している。
つまり、これら特別コードは、最初の１ビットは芳香濃度が低いか高いかを表しており、
最後の１ビットは芳香射出時間が短いか長いかを表している。
【００９２】
　上記実施形態における情報提示装置１００は、上述した第１実施形態の構成に加えてさ
らに、前記制御手段１９は、探索された前記経路の案内種別に応じて、前記第１芳香射出
手段２５Ｌ及び前記第２芳香射出手段２５Ｒの少なくとも一方から射出させるべき芳香成
分の種類及び射出パターンの少なくとも一方を変化させる。
【００９３】
　このようにすると、誘導経路に応じて射出される芳香のバリエーションが増えるため、
ユーザに対してよりきめ細かく誘導を行うことができる。
　また、ユーザが芳香を好まず単に空気の流れで誘導を行う場合は、操作スイッチ部１７
を介して「芳香を出力しない」モードを選択する。そして、制御部１９は、「芳香を出力
しない」モードが選択されたと判断した場合、図１２の芳香コードを無視し、どのような
指示であっても芳香物質を含まない空気のみを射出するように制御する。この場合は図９
や図１３に示されている、射出される空気の射出時間の長短、射出スピードの強弱、射出
量の大小で誘導を行うことになる。
【００９４】
　＜第４実施形態＞
　図１５は、第４実施形態としての情報提示装置１００ｃの外観の一例を示す斜視図であ
り、図１６は、第４実施形態における後背部９９ａの外観の一例を示す正面図である。
　第４実施形態における情報提示装置１００ｃは、第１実施形態とは外観が異なるがほぼ
同様の電気的な構成であり、ほぼ同様の動作を行う。このため第４実施形態では、同一の
電気的な構成及び動作については上述した各実施形態における図１乃至図１４と同一の符
号を用いるとともに、その説明を省略し、以下では、例えば外観などの構成に関して異な
る点を中心として説明する。
【００９５】
　図１５に示す情報提示装置１００ｃは、その外観上、例えば湾曲した細い長い棒状部材
の両端に左側芳香射出部２５Ｌ及び右側芳香射出部２５Ｒが連続する構成となっている。
具体的には、この情報提示装置１００ｃは、これら左側芳香射出部２５Ｌ及び右側芳香射
出部２５Ｒの他にも、左側支持部材９９Ｌ、右側支持部材９９Ｒ及び後背部９９ａを有す
る。
【００９６】
　左側支持部材９９Ｌは、例えば細長い棒状の部材であり、その一端が後背部９９ａに接
続されているとともに他端が左側芳香射出部２５Ｌに接続されている。この左側支持部材
９９Ｌは、これら後背部９９ａと左側芳香射出部２５Ｌとの間にユーザの肩の形状に合っ
た配置部９９ｂが形成されている。この左側芳香射出部２５Ｌは、例えば交換可能なカセ
ット式の芳香メインタンク２９を備えている。
【００９７】
　一方、右側支持部材９９Ｒは、一端が後背部９９ａに接続されており他端が右側芳香射
出部２５Ｒに接続されている細長い棒状の部材である。この右側支持部材９９Ｒは、これ
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ら後背部９９ａと右側芳香射出部２５Ｒとの間にユーザの肩の形状に合った配置部９９ｂ
が形成されている。この右側芳香射出部２５Ｒは、例えば交換可能なカセット式の芳香メ
インタンク２９を備えている。なおこれら右側支持部材９９Ｒ及び左側支持部材９９Ｌの
少なくとも一方にはＧＰＳ受信機１０が用いる図示しないＧＰアンテナが内蔵されていて
も良い。
【００９８】
　これら後背部９９ａには、上述した演算制御部１９、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉ
ｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）受信機１０、表示部１５、操作スイッチ部１７、記憶部
１３及び地図データ入力部１４並びに芳香射出制御部２７を備えている。後背部９９ａは
、その外観上、図１６に示すように表示部１５及び操作スイッチ部１７が露出しており、
その内部には、少なくともジャイロセンサ１８及び電源部８を内蔵している構成としても
良い。
【００９９】
　図１７は、図１５に示す情報提示装置１００ｃがユーザによって装着された様子の一例
を表す斜視図である。
　情報提示装置１００ｃは、図示のようにユーザＨの肩ＨＳに配置部９９ｂが配置するよ
うに装着される。この状態では、ユーザＨの顔やや左下側に左側芳香射出部２５Ｌが配置
しており、ユーザＨの顔やや右側に右側芳香射出部２５Ｒが配置している。このため芳香
射出部２５Ｌのノズル９ｂがユーザＨの鼻Ｎに向いて配置されるとともに、芳香射出部２
５Ｒのノズル９ａがユーザＨの鼻に向いて配置される。
【０１００】
　この状態で情報提示装置１００ｃが作動すると、現在位置から目的地までの経路に関す
る誘導情報に基づいて左側芳香射出部２５Ｌ及び右側芳香射出部２５Ｒの少なくとも一方
から芳香が射出される。
【０１０１】
　上記実施形態における情報提示装置１００ｃにおいては、細長い棒状の支持部材であっ
てその両端に各々前記第１芳香射出手段２５Ｌ及び前記第２芳香射出手段２５Ｒが連続し
ており、前記現在位置検出手段１０、前記目的地設定手段１７及び前記制御手段１９を内
蔵する筐体を備え、前記筐体には、前記ユーザの肩に乗せて配置するための配置部９９ｂ
が形成されている。
【０１０２】
　このようにすると、情報提示装置１００ｃは電気的な構成からは上記各実施形態と同様
な効果を発揮することができるとともに、ユーザは情報提示装置１００ｃを肩に乗せて装
着することができ、ユーザにとって情報提示装置１００ｃを煩わしく感じさせることなく
自然に使用させることができる。
【０１０３】
　＜第５実施形態＞
　図１８は、第５実施形態における情報提示装置１００ｄの電気的な構成例を示すブロッ
ク図である。
　第５実施形態における情報提示装置１００ｄは、各上記実施形態とは一部分を除いてほ
ぼ同様の構成でありほぼ同様の動作を行う。このため第５実施形態では、同一の構成及び
動作については上述した各実施形態における図１乃至図１４と同一の符号を用いるととも
に、その説明を省略し、以下では異なる点を中心として説明する。
【０１０４】
　第１実施形態などでは、各々芳香射出装置９が情報提示装置１００などに内蔵されたが
、第４実施形態では、この情報提示装置１００がこの芳香射出装置９とその他の部分（後
述するナビゲーション装置１０１に相当）とに分かれて独立した構成となっており、この
芳香射出装置９とその他の部分とが無線によりデータ通信を行っている。
【０１０５】
　具体的には、第５実施形態における情報提示装置１００ｄは、芳香発生装置９９及びナ
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ビゲーション装置１０１を有する。ナビゲーション装置１０１は、現在地から目的地まで
の探索結果としての経路を含む誘導情報を無線により芳香発生装置９９に対して出力する
機能を有する。このナビゲーション装置１０１は、いわゆるナビゲーション機能を有する
専用端末のみならず、例えばナビゲーション機能を搭載する携帯電話装置であっても良い
。
【０１０６】
　一方、芳香発生装置９９は、ユーザが装着可能であってそのナビゲーション装置１０１
から無線によって受け取った誘導情報に基づいてユーザに対して芳香を射出する。この芳
香発生装置９９の外観は、例えば図１５に示す情報提示装置１００ｃとほぼ同様の構成で
ある。またこの芳香発生装置９９の機能は、その情報提示装置１００ｃから次のようなナ
ビゲーション装置１０１の機能を除外した構成であると例示することができる。
【０１０７】
　まずこのナビゲーション装置１０１は、上述した演算制御部１９、ＧＰＳ受信機１０、
表示部１５、操作スイッチ部１７、記憶部１３及び地図データ入力部１４を備えており、
それ以外にも映像音入出力部１１及び周囲温度測定部５を備えていても良い。これらの機
能は第１実施形態とほぼ同様であるため、説明を省略する。
【０１０８】
　このナビゲーション装置１０１はさらに通信部２４を備えている。この通信部２４は、
演算制御部２９の制御により芳香発生装置９９との間で、例えば赤外線、いわゆるブルー
トゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）又はミリ波を用いたデータ通信を行う機能を有する。こ
の通信部２６は、例えば芳香射出制御部２７とともに支持部材の一部としての上記後背部
９９ａに内蔵されていても良い。
【０１０９】
　一方、芳香発生装置９９は、上述した芳香射出装置９の構成に加えて通信部２６を有す
る。この通信部２６は、上述した芳香射出制御部２７の制御によりナビゲーション装置１
０１の通信部２６との間でデータ通信を行う機能を有する。
【０１１０】
　上述したこれら左右両側の配置部９９ｂがユーザの肩に配置すると、後背部９９ａがユ
ーザの頭部後方に配置し、左側芳香射出部２５Ｌ及び右側芳香射出部２５Ｒがユーザの顔
やや下側左右に各々配置される。
【０１１１】
　上記実施形態における情報提示装置１００ｄは、第１方向からユーザに向けて芳香を射
出する第１芳香射出手段２５Ｌと、第２方向から前記ユーザに向けて芳香を射出する第２
芳香射出手段２５Ｒと、外部より、現在位置から所望の目的地までの経路に関する誘導情
報を受け取る通信手段２６と、前記通信手段２６によって受け取った前記誘導情報に基づ
いて、前記ユーザが誘導されるべき方向に応じて前記第１芳香射出手段２５Ｌ及び前記第
２芳香射出手段２５Ｒの少なくとも一方による芳香の射出を制御する制御手段２７とを有
する。
【０１１２】
　このようにすると、ユーザは、携帯電話装置などのナビゲーション装置１０１を携帯し
ていれば、例えば自らの肩に配置したこのナビゲーション装置１０１から無線により誘導
情報を取得し、この誘導情報に基づくから情報提示装置１００ｄをあたかも衣服のように
着用するだけで芳香によって所望の目的地まで導かれるようになる。
【０１１３】
　上記実施形態における情報提示装置１００ｄは、上述した構成に加えてさらに、前記通
信手段２６は、現在位置から所望の目的地までの経路を探索して探索結果に基づいて誘導
情報を生成するナビゲーション装置１０１から前記誘導情報を受け取る。
【０１１４】
　このようにすると、情報提示装置１００ｄは。情報提示装置１００ｄは自ら誘導情報を
生成しなくても良いことから、その誘導情報を生成するための構成分、軽量化を図ること
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ができる。
【０１１５】
　上記実施形態における情報提示装置１００ｄは、上述した構成に加えてさらに、前記第
１芳香射出手段２５Ｌ及び前記第２芳香射出手段２５Ｒを前記ユーザＨに向けた状態で支
持するとともに前記通信手段２６及び前記制御手段２７を内蔵する支持部材９９Ｒ，９９
Ｌを有し、前記支持部材９９Ｒ，９９Ｌは、前記ユーザＨの肩に乗せて配置される。
【０１１６】
　このようにすると、ユーザＨは自らの肩ＨＳに情報提示装置１００ｄを配置すれば、こ
の情報提示装置１００ｄを手で持ち続ける必要がなくなり容易に携帯しやすくなる。
【０１１７】
　なお、本実施形態は、上記に限られず、種々の変形が可能である。以下、そのような変
形例を順を追って説明する。
　上記第５実施形態におけるナビゲーション装置１０１は、上述したようなナビゲーショ
ン機能を有する携帯電話装置のみならず、例えば車載のナビゲーション装置を用いても良
い。
【０１１８】
　上記実施形態における情報提示装置１００などは、例えば面ファスナーなどで衣服に貼
り付けたり、マフラーのように首に巻き付ける形態であっても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１１９】
【図１】第１実施形態としての芳香伝達装置を備える表示装置の外観の一例を示す正面図
である。
【図２】図２に示す表示装置が内蔵する芳香伝達装置の電気的な構成例を示すブロック図
である。
【図３】図２に示す芳香射出部の構成例を示すブロック図である。
【図４】図３に示す芳香サブタンクの構成例を示す断面図である。
【図５】情報提示装置を用いたナビゲーション処理の手順例を表すフローチャートである
。
【図６】情報提示装置を用いたナビゲーション処理の手順例を表すフローチャートである
。
【図７】情報提示装置を用いたナビゲーション処理の手順例を表すフローチャートである
。
【図８】情報提示装置を用いたナビゲーション処理の手順例を表すフローチャートである
。
【図９】芳香制御情報テーブルの構成例を示す図である。
【図１０】芳香制御情報テーブルの構成例を示す図である。
【図１１】芳香制御情報テーブルの構成例を示す図である。
【図１２】芳香制御情報テーブルの構成例を示す図である。
【図１３】芳香制御情報テーブルの構成例を示す図である。
【図１４】芳香制御情報テーブルの構成例を示す図である。
【図１５】第４実施形態としての情報提示装置の外観の一例を示す斜視図である。
【図１６】第４実施形態における後背部の外観の一例を示す正面図である。
【図１７】図１５に示す情報提示装置がユーザによって装着された様子の一例を表す斜視
図である。
【図１８】第５実施形態における情報提示装置の電気的な構成例を示すブロック図である
。
【符号の説明】
【０１２０】
　１０　　　　　　　ＧＰＳ受信機（現在位置検知手段）
　１７　　　　　　　操作スイッチ部（目的地設定手段）
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　１９　　　　　　　制御部（制御手段）
　２５Ｌ　　　　　　左側芳香射出部（第１芳香射出手段、第１空気射出手段）
　２５Ｒ　　　　　　右側芳香射出部（第２芳香射出手段、第２空気射出手段）
　２６　　　　　　　通信部（通信手段）
　２７　　　　　　　芳香射出制御部（制御手段）
　５５　　　　　　　筐体
　９９ａ　　　　　　後背部（支持部性の一部、筐体）
　９９ｂ　　　　　　配置部
　９９Ｌ　　　　　　支持部材（筐体の一部）
　９９Ｒ　　　　　　支持部材（筐体の一部）
　１００　　　　　　情報提示装置
　１００ａ　　　　　情報提示装置
　１００ｃ　　　　　情報提示装置
　１００ｄ　　　　　情報提示装置
　１０１　　　　　　ナビゲーション装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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【図１５】 【図１６】



(22) JP 2009-128182 A 2009.6.11

【図１７】 【図１８】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

