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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出力装置と情報端末とが通信自在に接続された通信システムにおいて、
　前記出力装置は、
　発光部と、
　前記発光部の発光を制御する発光制御部と、
　前記情報端末と通信する第１通信部と、を備え、
　前記情報端末は、
　前記出力装置と通信する第２通信部と、
　楽曲を再生する楽曲再生制御部と、
　前記楽曲における音拍を分析するＢＰＭ値分析部と、
　前記ＢＰＭ値分析部による音拍の分析結果に基づいて発光パターンを生成する発光パタ
ーン生成部と、
　前記出力装置の前記発光部による発光色及び明るさを含む発光条件を設定する発光条件
設定部と、
　前記出力装置の前記発光部による発光を指示する発光指示部と、を備え、
　前記情報端末では、前記発光指示部が、前記楽曲が再生されていないときには、前記発
光条件設定部により設定された前記発光条件に基づく発光を指示し、楽曲が再生されてい
るときには、前記発光条件設定部により設定された発光条件及び前記発光パターン生成部
により生成された発光パターンに基づく発光を指示し、
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　前記出力装置では、前記発光制御部が、前記発光パターンに基づいて前記発光部の発光
のオン／オフの繰り返しタイミングを制御し、前記発光条件に基づいて前記発光部の発光
の発光色及び明るさを制御し、前記出力装置の発光部により発光を行う
　通信システム。
【請求項２】
　前記出力装置は、
　動きを検出する動き検出部を更に備え、
　前記第１通信部は、前記動き検出部による検出結果を前記情報端末に送信し、
　前記情報端末では、前記発光条件設定部が前記検出結果に基づいて発光条件を設定する
　請求項１に記載の通信システム。
【請求項３】
　前記情報端末では、
　前記発光指示部が、少なくとも電子メールの受信、ＳＮＳの掲載記事の更新のタイミン
グで前記出力装置に対して発光指示をなす
　請求項１に記載の通信システム。
【請求項４】
　前記情報端末は、
　位置情報を取得し管理する位置情報管理部を更に備え、
　前記位置情報管理部は、前記出力装置との通信コネクションの解除がなされたタイミン
グで位置情報を取得し管理する
　請求項１に記載の通信システム。
【請求項５】
　前記出力装置は、アクセサリ、インテリア用品、服飾品、ＤＩＹ用品、ハンドメイド製
品のいずれかである請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の通信システム。
【請求項６】
　発光部と発光制御部を備えた出力装置と情報端末とが通信自在に接続された通信システ
ムによる出力制御方法であって、
　前記情報端末において、
　前記出力装置と通信するステップと、
　楽曲を再生するステップと、
　前記楽曲における音拍を分析するステップと、
　前記分析の結果に基づいて発光パターンを生成するステップと、
　前記出力装置の前記発光部による発光色及び明るさを含む発光条件を設定するステップ
と、
　前記楽曲が再生されていないときには、設定された前記発光条件に基づく発光を指示し
、楽曲が再生されているときには、設定された発光条件及び生成された発光パターンに基
づく発光を指示するステップと、
　前記出力装置において、
　前記発光パターンに基づいて前記発光部の発光のオン／オフの繰り返しタイミングを制
御し、前記発光条件に基づいて前記発光部の発光の発光色及び明るさを制御し、前記発光
部により発光を行うステップと、を有する
　出力制御方法。
【請求項７】
　発光部と発光制御部とを備えた出力装置と情報端末とが通信自在に接続された通信シス
テムにおいて、情報端末により実行されるプログラムであって、
　前記情報端末を、
　楽曲を再生する楽曲再生制御部と、
　前記楽曲における音拍を分析するＢＰＭ値分析部と、
　前記ＢＰＭ値分析部による音拍の分析結果に基づいて発光パターンを生成する発光パタ
ーン生成部と、



(3) JP 6120343 B1 2017.4.26

10

20

30

40

50

　前記出力装置の前記発光部による発光色及び明るさを含む発光条件を設定する発光条件
設定部と、
　前記出力装置の前記発光部による発光を指示する発光指示部として機能させ、
　前記発光指示部が、前記楽曲が再生されていないときには、前記発光条件設定部により
設定された前記発光条件に基づく発光を指示し、楽曲が再生されているときには、前記発
光条件設定部により設定された発光条件及び前記発光パターン生成部により生成された発
光パターンに基づく発光を指示するための
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光や音声出力等を行う出力装置等に係り、特に遠隔制御により発光や音声
出力等を制御可能な通信システム、出力制御方法、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、スマートフォン等の携帯端末は、多くの人に所有されるようになり、その多機能
性という特質から、多種多様な用途で日常的に活用されている。
【０００３】
　例えば、好みの楽曲を再生したり、電子メール等の送受信を行ったり、ＳＮＳの記事を
更新したり、各種の外部デバイスとの間で例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ(登録商標)等により
遠隔通信を行ったりすることは、その一つの用途、機能である。
【０００４】
　このような携帯端末の用途の一つに着目し、例えば、特許文献１では、ＩＣタグの携行
品識別情報を予め携帯端末装置に登録して、携帯していない場合は、携帯端末装置に携行
品を携帯していない旨を知らせることで、携行品の持ち忘れを防止するための通信システ
ムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特願２００６－８５１９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示されたものでは、携行品ごとにＩＣタグを装着し、携
帯端末装置側でも事前登録する必要があることから、事前登録等においてユーザに煩雑な
手間をとらせていた。
【０００７】
　一方、携帯端末とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ(登録商標)等により遠隔通信が可能なデバイスは
種々存在するものの、携帯端末と同様にユーザが携帯するバッグ等に装飾的、演出的な効
果と、機能的な利便性を提供するアクセサリは存在していない。例えば、携帯端末側で発
光や音声出力を制御でき、携行品を置き忘れた場所を確認可能にし、或はユーザの動きに
合わせて演出を変更できたりするアクセサリは、従来、存在しない。
【０００８】
　本発明は、このような課題に鑑みてなされたものであり、携帯端末との通信により発光
や音声出力等が制御可能な通信システム、出力制御方法、プログラム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】
　上記課題を解決するために、本発明の第１の多様に係る通信システムは、出力装置と情
報端末とが通信自在に接続された通信システムにおいて、前記出力装置は、発光部と、前
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記発光部の発光を制御する発光制御部と、前記情報端末と通信する第１通信部と、を備え
、前記情報端末は、前記出力装置と通信する第２通信部と、楽曲を再生する楽曲再生制御
部と、前記楽曲における音拍を分析するＢＰＭ値分析部と、前記ＢＰＭ値分析部による音
拍の分析結果に基づいて発光パターンを生成する発光パターン生成部と、前記出力装置の
前記発光部による発光色及び明るさを含む発光条件を設定する発光条件設定部と、前記出
力装置の前記発光部による発光を指示する発光指示部と、を備え、前記情報端末では、前
記発光指示部が、前記楽曲が再生されていないときには、前記発光条件設定部により設定
された前記発光条件に基づく発光を指示し、楽曲が再生されているときには、前記発光条
件設定部により設定された発光条件及び前記発光パターン生成部により生成された発光パ
ターンに基づく発光を指示し、前記出力装置では、前記発光制御部が、前記発光パターン
に基づいて前記発光部の発光のオン／オフの繰り返しタイミングを制御し、前記発光条件
に基づいて前記発光部の発光の発光色及び明るさを制御し、前記出力装置の発光部により
発光を行う。
【００１２】
　本発明の第２の態様に係る通信システムは、第１の態様において、前記出力装置は、動
きを検出する動き検出部を更に備え、前記第１通信部は、前記動き検出部による検出結果
を前記情報端末に送信し、前記情報端末では、前記発光条件設定部が前記検出結果に基づ
いて発光条件を設定する。
【００１３】
　本発明の第３の態様に係る通信システムは、第１の態様において、前記情報端末では、
前記発光指示部が、少なくとも電子メールの受信、ＳＮＳの掲載記事の更新のタイミング
で前記出力装置に対して発光指示をなす。
【００１４】
　本発明の第４の態様に係る通信システムは、第１の態様において、前記情報端末は、位
置情報を取得し管理する位置情報管理部を更に備え、前記位置情報管理部は、前記出力装
置との通信コネクションの解除がなされたタイミングで位置情報を取得し管理する。
【００１５】
　本発明の第５の態様に係る通信システムは、第１乃至第４の態様において、前記出力装
置は、アクセサリ、インテリア用品、服飾品、ＤＩＹ用品、ハンドメイド製品のいずれか
である。
【００１７】
　本発明の第６の態様に係る出力制御方法は、発光部と発光制御部を備えた出力装置と情
報端末とが通信自在に接続された通信システムによる出力制御方法であって、前記情報端
末において、前記出力装置と通信するステップと、楽曲を再生するステップと、前記楽曲
における音拍を分析するステップと、前記分析の結果に基づいて発光パターンを生成する
ステップと、前記出力装置の前記発光部による発光色及び明るさを含む発光条件を設定す
るステップと、前記楽曲が再生されていないときには、設定された前記発光条件に基づく
発光を指示し、楽曲が再生されているときには、設定された発光条件及び生成された発光
パターンに基づく発光を指示するステップと、前記出力装置において、前記発光パターン
に基づいて前記発光部の発光のオン／オフの繰り返しタイミングを制御し、前記発光条件
に基づいて前記発光部の発光の発光色及び明るさを制御し、前記発光部により発光を行う
ステップと、を有する。
【００１８】
　本発明の第７の態様に係るプログラムは、発光部と発光制御部とを備えた出力装置と情
報端末とが通信自在に接続された通信システムにおいて、情報端末により実行されるプロ
グラムであって、前記情報端末を、楽曲を再生する楽曲再生制御部と、前記楽曲における
音拍を分析するＢＰＭ値分析部と、前記ＢＰＭ値分析部による音拍の分析結果に基づいて
発光パターンを生成する発光パターン生成部と、前記出力装置の前記発光部による発光色
及び明るさを含む発光条件を設定する発光条件設定部と、前記出力装置の前記発光部によ
る発光を指示する発光指示部として機能させ、前記発光指示部が、前記楽曲が再生されて



(5) JP 6120343 B1 2017.4.26

10

20

30

40

50

いないときには、前記発光条件設定部により設定された前記発光条件に基づく発光を指示
し、楽曲が再生されているときには、前記発光条件設定部により設定された発光条件及び
前記発光パターン生成部により生成された発光パターンに基づく発光を指示する。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、携帯端末等との通信により、発光や音声出力等の内容を制御可能な通
信システム、出力制御方法、プログラムを提供することができる。
【００２０】
　更に、本発明によれば、携帯端末等との通信により、携行品を置き忘れた場所を地図上
等で確認可能にする通信システム、出力制御方法、プログラムを提供することができる。
【００２１】
　そして、本発明によれば、携帯端末等との通信により、ユーザの動きに合わせて発光や
音声出力等により演出が変更可能な通信システム、出力制御方法、プログラムを提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態に係る通信システムの構成図である。
【図２】同システムのサーバ装置の構成図である。
【図３】同システムの携帯端末の構成図である。
【図４】同システムの出力装置の構成図である。
【図５】同システムの発光制御を示すフローチャートである。
【図６】発光制御に係る設定画面である。
【図７】発光制御に係る設定画面である。
【図８】同システムの楽曲に合わせた発光制御を示すフローチャートである。
【図９】楽曲に合わせた発光制御に係る設定画面である。
【図１０】同システムの動作に合わせた発光制御を示すフローチャートである。
【図１１】動作に合わせた発光制御に係る設定画面である。
【図１２】動作に合わせた発光制御に係る設定画面である。
【図１３】動作に合わせた発光制御に係る設定画面である。
【図１４】同システムの通知に連動した発光制御を示すフローチャートである。
【図１５】通知に連動した発光制御に係る設定画面である。
【図１６】同システムによる置き忘れ防止に係る処理を示すフローチャートである。
【図１７】置き忘れ場所を示す画面である。
【図１８】複数の出力装置の同時制御に係る設定画面である。
【図１９】本システムの出力装置をアクセサリとして使用する場合の構成例である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、図面を参照しつつ本発明の一実施形態について説明する。
【００２４】
　図１には本発明の一実施形態に係る通信システムの構成を示し説明する。
【００２５】
　同図に示されるように、本実施形態に係る通信システムは、サーバ装置１と、ユーザの
情報端末２と、出力装置３とが、インターネット等のネットワーク４を介して通信自在に
接続され、構成されている。ユーザの情報端末２としては、例えば、携帯電話機、スマー
トフォン、タブレット端末、及びノート型パーソナルコンピュータ（以下、ＰＣと略記す
る）等、各種のものを採用することができる。
【００２６】
　このような構成において、情報端末２は、サーバ装置１にアクセスすることで、楽曲デ
ータ等をダウンロードすることができる。また、情報端末２において、発光色や発光の明
るさ等の発光条件が設定されると、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ(登録商標)等の通信規格に基づい
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て無線接続された出力装置３に、当該発光条件に基づく発光指示がなされ、ＬＥＤ（Ligh
t Emitting Diode）等の発光部は発光する。また、情報端末２からの指示に基づいて、出
力装置３にて、所定の音声が出力される。
【００２７】
　また、情報端末２において、楽曲が再生されている場合には、その楽曲のＢＰＭ（Beat
s Per Minute）値が分析され、該ＢＰＭ値に基づいて発光パターンが生成され、発光パタ
ーン及び発光条件設定部により設定された発光条件に基づいて発光指示がなされ、出力装
置３において該発光パターンに基づく発光がなされる。
【００２８】
　情報端末２において、着信や電子メール等の送受信を行ったり、ＳＮＳの記事更新やメ
ッセージの送受信を行ったりすると、そのタイミングで、発光指示又は音声出力指示がな
され、出力装置３にて発光又は音声出力がなされる。さらに、情報端末２と出力装置３と
の間の無線通信コネクションが解除されると、そのタイミングで情報端末２の位置情報が
取得され記憶されることで、情報端末２と出力装置３とが所定の距離以上離れたこと、つ
まり出力装置３が接続されたバック等の携行品を置き忘れた場所を確認することが可能と
なる。
【００２９】
　出力装置３は、室内装飾品をはじめ、キーホルダー等のアクセサリ、家具等のインテリ
ア用品、及び服飾品等、多種多様な形態で実現することが可能である。また、ぬいぐるみ
等に内蔵させることも可能である。
【００３０】
　図２にはサーバ装置の構成を示し説明する。
【００３１】
　同図に示されるように、サーバ装置は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等の制御
部１１を備えている。制御部１１は、システムバスを介して、通信部１２、及び記憶部１
３と接続されている。通信部１２は、ネットワーク４を介して出力装置３と通信を行う通
信インタフェースである。記憶部１３は、ＲＯＭやＲＡＭ等のメモリやＨＤＤ（Hard Dis
c Drive）等からなり、制御部１１で実行されるプログラム１６を記憶している。更に、
楽曲データベース（以下、ＤＢと略記）１４やユーザＤＢ１５を持つ。楽曲ＤＢには楽曲
データが格納されており、ユーザＤＢ１５にはユーザの属性情報が格納されている。
【００３２】
　制御部１１は、記憶部１３のプログラム１６を読み出し、実行することで、主制御部１
１ａ、認証部１１ｂ、画面生成部１１ｃ、ユーザ管理部１１ｄ、及び楽曲管理部１１ｅと
して機能する。
【００３３】
　このような構成において、認証部１１ｂは、ユーザの情報端末２の認証を行う。画面生
成部１１ｃは、ユーザのリクエストに基づいてＨＴＭＬデータ等による画面データを生成
する。ユーザ管理部１１ｄは、ユーザにより登録された属性情報等を管理し更新する。楽
曲管理部１１ｅは、多数の楽曲データを管理する。そして、主制御部１１ａは、上記のほ
か統括的な制御を司ることになる。サーバ装置１は、多数の楽曲データを情報端末２によ
りダウンロード可能とするＷｅｂページを開設している。
【００３４】
　図３には携帯端末の構成を示し説明する。
【００３５】
　同図に示されるように、情報端末２は、ＣＰＵ等の制御部２１を備えている。制御部２
１はシステムバスを介して通信部２２、タッチパネル２５、音声出力部２４、集音部２７
、及び記憶部２８と接続されている。通信部２２は、ネットワーク４を介して出力装置３
等と通信する通信インタフェースである。タッチパネル２５は、操作部２３と表示部２４
とからなる。音声出力部２６は、スピーカ等からなる。集音部２７は、マイクロフォン等
からなる。記憶部２８は、ＲＡＭ、ＲＯＭ等のメモリと、ＨＤＤ等からなり、制御部２１
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で実行されるプログラム２９を記憶している。
【００３６】
　制御部２１は、プログラム２９を読み出し実行することで、主制御部２１ａ、楽曲再生
制御部２１ｂ、ＢＰＭ値分析部２１ｃ、発光パターン生成部２１ｄ、発光条件設定部２１
ｅ、発光指示部２１ｆ、位置情報管理部２１ｇ、表示制御部２１ｈとして機能する。
【００３７】
　このような構成において、楽曲再生制御部２１ｂは、音声出力部２６からの楽曲の再生
に伴う音声出力を制御する。ＢＰＭ値分析部２１ｃは、楽曲に係る音拍を分析する。発光
パターン生成部２１ｄは、ＢＰＭ値分析部２１ｃによる音拍の分析結果に基づいて発光パ
ターンを生成する。発光条件設定部２１ｅは、出力装置３における発光の発光色、明るさ
等の設定を受け付け発光条件の記録、更新を行う。発光指示部２１ｆは、出力装置３に対
して発光指示を行う。楽曲が再生されていないときには、発光条件設定部２１ｅにより設
定された発光条件に基づく発光を指示し、楽曲が再生されているときには、発光条件設定
部２１ｅにより設定された発光条件及び発光パターン生成部により生成された発光パター
ンに基づく発光を指示することになる。位置情報管理部２１ｇは、情報端末２の位置情報
を取得し管理する。表示制御部２１ｈは、タッチパネル２５の表示部２４での表示を制御
する。以上の他、主制御部２１ａは、例えば、電子メールの受信、ＳＮＳの掲載記事の更
新のタイミングを検出し、発光指示部２１ｆより発光指示をなすように制御したり、出力
装置との通信コネクションの解除がなされたタイミングで位置情報管理部２１ｇにより位
置情報を取得し管理するよう制御したりするなど、統括的な制御を司る。
【００３８】
　図４には出力装置の構成を示し説明する。
【００３９】
　同図に示されるように、出力装置３は、ＣＰＵ等の制御部３１を備えている。制御部３
１は、通信部３２、発光部３３、音声出力部３４、加速度センサ３５、入力部３６、充電
制御部３７、記憶部３９、及び集音部４０と接続されている。制御部３１には、充電池３
８より電源供給がなされる。通信部３２は、無線通信により情報端末２と通信する通信イ
ンタフェースである。発光部３３は、ＬＥＤアレイ等からなる発光デバイスである。音声
出力部３４はスピーカ等である。加速度センサ３５は、出力装置３の動きを検出するため
のセンサである。入力部３６は、外部より音声データ等の入力を受ける入力インタフェー
スである。充電制御部３７は、充電地３８の充電を制御するものである。そして、記憶部
３９は、ＲＡＭ、ＲＯＭ等のメモリからなり、各種データを記憶するものである。集音部
４０はマクロフォン等で構成されており、外部音声を集音するものである。
【００４０】
　このような構成において、制御部３１は、より具体的には、発光制御部３１ａ、色相調
整部３１ｂ、音声出力制御部３１ｃ、動き検出部３１ｄ、及び主制御部３１ｅとして機能
する。発光制御部３１ａは、情報端末２から送信された発光パターン及び発光条件に基づ
いて発光部３３による発光を制御する。より具体的には、発光制御部３１ａは、発光パタ
ーンに基づいて発光部３３の発光のオン／オフの繰り返しタイミングを制御し、発光条件
に基づいて発光部３３の発光の発光色、明るさ等を制御する。このとき、色相調整部３１
ｂが発光部３３による発光の色相を調整する。音声出力部３１ｃは、音声出力部３４によ
る音声出力を制御する。動き検出部３１ｄは、加速度センサ３５の出力信号に基づいて出
力装置３の動きを検出する。この動きに関する情報は、主制御部３１ｅの制御の下、通信
部３２を介して情報端末２にリアルタイムで送られる。そして、主制御部３１ｅは、以上
のほか、統括的な制御を司る。
【００４１】
　以下、図５のフローチャートを参照して、通信システムの発光制御を説明する。
【００４２】
　情報端末２においてプログラム２９が起動され（Ｓ１）、これと並行して出力装置３側
で電源が投入されると（Ｓ２）、情報端末２は、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ((登録商標)
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接続のために、無線通信圏内にある全ての出力装置３を探索し（Ｓ４）、ペアリングによ
り無線通信コネクションが確立される（Ｓ４）。尚、不図示であるが、このとき、予め複
数の出力装置３との間の同時通信に係る設定がなされている場合には、複数の出力装置３
との間で無線通信コネクションが確立されることになる。
【００４３】
　そして、発光条件の設定が選択されると（Ｓ５をＹｅｓ）、操作部２３の操作に基づい
て発光条件設定部２１ｅにより発光条件の設定がなされる（Ｓ６）。ここでは、発光色、
各発光色に係る再生順、再生速度等が設定される。尚、複数の出力装置３との同時接続、
同時制御を実施する場合には、各出力装置３毎に設定を変えることも、同期させることも
可能であることは勿論である。
【００４４】
　発光条件の設定が選択されなかったときは（Ｓ５をＮｏ）、デフォルト又は保存されて
いる最近の発光条件が用いられる。こうして情報端末２の発光指示部２１ｆにより出力装
置３に対して発光指示がなされると（Ｓ７）、出力装置３では発光制御部３１ａが、発光
条件に基づいて発光部３３の発光を制御する（Ｓ８）。情報端末２では、設定された発光
条件を保存、更新等し（Ｓ９）、こうして一連の処理を終了する。
【００４５】
　ここで、図６及び図７には発光条件の設定画面を示し説明する。
【００４６】
　図６に示されるように、設定画面１００では、上方にタブ１００ａが設けられており、
ここで発光条件をマニュアルで設定する「ｐａｌｅｔ」が選択されている。画面の略中央
には、ブライトネス機能、つまり発光色の選択領域１００ｂがあり、円弧上に各色が階層
立てられて選択可能に表示されており、球形のアイコンを円弧上、所望とする色の位置ま
で移動させることで発光色が選択される。円弧上の休憩のアイコンの位置に対応する発光
色は中央の円形領域１００ｃにて表示され確認可能となる。この領域１００ｂ、１００ｃ
の操作により選択された発光色は、再生ボタン１００ｄの横に並ぶ再生順表示領域１００
ｅに反映される。発光色を変更している段階は、チェックマークで示唆される。領域１０
０ｇでは、再生速度を選択することができる。この例では、２秒、１．５秒、０．５秒、
０秒の中から選択可能となっている。再生ボタン１００ｄを押したときも、発光指示部２
１ｆから発光指示がなされ、出力装置３で発光条件に基づく発光がなされる。
【００４７】
　図７に示されるように、設定画面１０１では、上方にタブ１０１ａで「Ｍｏｏｄ」が選
択されている。この場合、領域１０１ｂに各種ムードに対応した選択用アイコンが表示さ
れ、例えば、雨、桜、セラピー等、多数のムードに中から所望とするものを選択すること
ができる。所望とするアイコンをタップすると、当該ムードに対応する発光条件に基づく
発光指示がなされ、出力装置３側で発光がなされる。プラスボタン１０１ｃを選択すると
ムードを更に追加設定できる。また、ボタン１０１ｄを選択すると、ムードを編集及び削
除することができる。このほか、リセットボタン１０１ｅを選択すると、初期状態に戻る
ようになっている。
【００４８】
　次に、図８のフローチャートを参照して、通信システムの楽曲に合わせた発光制御を説
明する。
【００４９】
　情報端末２においてプログラム２９が起動され（Ｓ１１）、これと並行して出力装置３
側で電源が投入されると（Ｓ１２）、情報端末２は、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ(登録商
標)接続のために、無線通信圏内にある全ての出力装置３を探索し（Ｓ１３）、ペアリン
グにより無線通信コネクションが確立される（Ｓ１４）。尚、不図示であるが、このとき
、予め複数の出力装置３との間の同時通信に係る設定がなされている場合には、複数の出
力装置３との間で無線通信コネクションが確立されることになる。
【００５０】
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　そして、発光条件の設定が選択されると（Ｓ１５をＹｅｓ）、操作部２３の操作に基づ
いて発光条件設定部２１ｅにより発光条件の設定がなされる（Ｓ１６）。ここでは、発光
色や各発光色に係る再生順、再生速度等が設定されている。発光条件の設定が選択されな
かったときは（Ｓ１５をＮｏ）、デフォルト又は保存されている最近の発光条件が用いら
れるようにしてもよい。尚、複数の出力装置３との同時接続、同時制御を実施する場合に
は、各出力装置３毎に設定を変えることも、同期させることも可能である。
【００５１】
　続いて、楽曲再生制御部２１ｂの制御の下、楽曲が再生され（Ｓ１７）、ＢＰＭ値分析
部２１ｃによりＢＰＭ値が分析され、発光パターン生成部２１ｄにより発光パターンが生
成される（Ｓ１８）。発光パターンとは、楽曲の音拍に合わせて連続して発光するタイミ
ングを意味する。こうして情報端末２の発光指示部２１ｆにより出力装置３に対して発光
指示がなされると（Ｓ１９）、出力装置３では発光制御部３１ａが、発光パターン及び発
光条件に基づいて発光部３３の発光を制御する（Ｓ２０）。情報端末２では、設定された
発光条件を保存、更新等し（Ｓ２１）、こうして一連の処理を終了する。
【００５２】
　ここで、図９には楽曲再生画面を示し説明する。
【００５３】
　楽曲再生画面１０２では、ムードの色を読み込むボタン１０２ａが設けられており、該
ボタン１０２ａを選択することでムードの色が読み込まれる。そして、楽曲再生用の開始
ボタン１０２ｂ、楽曲名表示領域１０２ｃ、楽曲提供サイトでの楽曲選択用ボタン１０２
ｄ、組み込み音源の選択ボタン１０２ｅが設けられている。楽曲提供サイトでの楽曲選択
用ボタン１０２ｄが選択されると、楽曲提供サイトと連動したアプリケーションが起動さ
れ楽曲が選択可能となる。組み込み音源の選択ボタン１０２ｅが選択された場合には、組
み込み音源が選択可能となる。
【００５４】
　次に、図１０のフローチャートを参照して、通信システムの動作に合わせた発光制御を
説明する。
【００５５】
　情報端末２においてプログラム２９が起動され（Ｓ３１）、これと並行して出力装置３
側で電源が投入されると（Ｓ３２）、情報端末２は、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ(登録商
標)接続のために、無線通信圏内にある全ての出力装置３を探索し（Ｓ３３）、ペアリン
グにより無線通信コネクションが確立される（Ｓ３４）。尚、不図示であるが、このとき
、予め複数の出力装置３との間の同時通信に係る設定がなされている場合には、複数の出
力装置３との間で無線通信コネクションが確立されることになる。
【００５６】
　そして、発光条件の設定が選択されると（Ｓ３５をＹｅｓ）、操作部２３の操作に基づ
いて発光条件設定部２１ｅにより発光条件の設定がなされる（Ｓ３６）。ここでは、発光
色や各発光色に係る再生順、再生速度等が設定されている。発光条件の設定が選択されな
かったときは（Ｓ３５をＮｏ）、デフォルト又は保存されている最近の発光条件が用いら
れてよい。尚、複数の出力装置３との同時接続、同時制御を実施する場合には、各出力装
置３毎に設定を変えることも、同期させることも可能である。
【００５７】
　続いて、出力装置３において動き検出部３１ｄが加速度センサ３５からの出力信号に基
づいて動きを検出すると、主制御部３１ｅの制御の下、情報端末２に動きに関するデータ
が送信される（Ｓ３７）。情報端末２では、主制御部２１ａが動きを分析し（Ｓ３８）、
発光条件を設定する（Ｓ３９）。
【００５８】
　こうして情報端末２の発光指示部２１ｆにより出力装置３に対して発光指示がなされる
と（Ｓ４０）、出力装置３では発光制御部３１ａが、発光パターン及び発光条件に基づい
て発光部３３の発光を制御する（Ｓ４１）。情報端末２では、設定された発光条件を保存
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、更新等し（Ｓ４２）、こうして一連の処理を終了する。
【００５９】
　ここで、図１１には動作設定画面を示し、図１２には出力音声選択画面を示し、図１３
には音声登録画面を示し、説明する。
【００６０】
　動作設定画面１０３では、通信ボタン１０３ａが設けられており、領域１０３ｂに示さ
れている各色の下から順次再生され、同時に情報端末２側で音声出力がなされる。ボタン
１０３ｃを選択すると、オン／オフの切り替えがなされ、音声出力の可否を選択すること
ができる。ボタン１０３ｄを選択すると、図１２に示されるような出力音声選択画面１０
４に遷移し、領域１０４ａに並んだ多数のアイコンの中から所望とするものを選択するこ
とで、音声出力する音声を選択できるようになっている。画面１０４のボタン１０４ｂが
選択されると、図１３の音声登録画面１０５に遷移し、録音開始ボタン１０５ａを選択す
ることで、録音の開始、終了を指示でき、再生ボタン１０５ｂを選択することで、録音さ
れた音声を確認することもできるようになっている。このように録音された音声を動作に
連動して出力される音声として追加登録することが可能である。
【００６１】
　次に、図１４のフローチャートを参照して、通信システムの通知に連動した発光制御を
説明する。
【００６２】
　情報端末２においてプログラム２９が起動され（Ｓ５１）、これと並行して出力装置３
側で電源が投入されると（Ｓ５２）、情報端末２は、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ(登録商
標)接続のために、無線通信圏内にある全ての出力装置３を探索し（Ｓ５３）、ペアリン
グにより無線通信コネクションが確立される（Ｓ５４）。尚、不図示であるが、このとき
、予め複数の出力装置３との間の同時通信に係る設定がなされている場合には、複数の出
力装置３との間で無線通信コネクションが確立されることになる。
【００６３】
　続いて、情報端末２において、着信、電子メールの送受信、ＳＮＳの時期の更新及びメ
ッセージの送受信等に係る通知がなされたときは（Ｓ５５をＹｅｓ）、主制御部２１ａが
通知の種別に応じて発光条件を決定する（Ｓ５７）。発光指示部２１ｆにより出力装置３
に対して発光指示がなされると（Ｓ５８）、出力装置３では発光制御部３１ａが、発光条
件に基づいて発光部３３の発光を制御する（Ｓ５９）。こうして一連の処理を終了する。
【００６４】
　ここで、図１５には通知色設定画面を示し、説明する。
【００６５】
　同図に示されるように、通知色設定画面１０６では、電話着信、メール、ＳＭＳ、各種
ＳＮＳについて、それぞれの受信通知に係る色を設定することが可能である。また、出力
装置３での発光による通知の可否を選択できるようになっている。さらに、サードパーテ
ィ製のアプリと連携することで、該当アプリの受信通知に係る色を設定することが可能で
あることは勿論である。
【００６６】
　次に、図１６のフローチャートを参照して、通信システムによる置き忘れ防止に係る処
理を説明する。
【００６７】
　情報端末２においてプログラム２９が起動され（Ｓ６１）、これと並行して出力装置３
側で電源が投入されると（Ｓ６２）、情報端末２は、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ(登録商
標)接続のために、無線通信圏内にある全ての出力装置３を探索し（Ｓ６３）、ペアリン
グにより無線通信コネクションが確立される（Ｓ６４）。尚、不図示であるが、このとき
、予め複数の出力装置３との間の同時通信に係る設定がなされている場合には、複数の出
力装置３との間で無線通信コネクションが確立されることになる。
【００６８】
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　続いて、情報端末２において、通信コネクションが解除されると（Ｓ６５をＹｅｓ）、
携帯端末２において音声出力をし（Ｓ６６）、位置情報管理部２１ｇが、そのタイミング
での情報端末の位置情報を取得し記憶部２８に記憶する（Ｓ６７）。こうして一連の処理
を終了する。この位置情報は、後に表示部２４に表示して確認することができるので、通
信コネクションが解除された地点、つまり置き忘れをした場所を確認することができる。
【００６９】
　ここで、図１７には確認画面を示し説明する。
【００７０】
　同図に示されるように、地図上に通信コネクションが解除された地点が表示されるので
置き忘れをした可能性のある場所を確認できる。
【００７１】
　また、図１８は複数の出力装置３の同時制御のための設定画面を示している。ユーザが
予め複数の出力装置３を種々の態様で保持している場合（例えば、アクセサリ、服飾品及
びインテリア用品等）、それらのうち制御対象とする出力装置３を画面１０８等において
設定することができる。尚、図１９は、出力装置３をアクセサリとして実現する場合のデ
ザイン例を示している。図１９（ａ）は側面図、図１９（ｂ）は平面図であり、内部の発
光部からの光が筐体を透過して、あるいはスリットから散乱して、美しい輝きをもたらす
ように構成されている。
【００７２】
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明はこれに限定されることなくそ
の趣旨を逸脱しない範囲で種々の改良・変更が可能であることは勿論である。
【００７３】
　例えば、出力装置と通信自在な情報端末により実行されるプログラムにおいて、情報端
末が、出力装置の発光部による発光条件を設定する発光条件設定部と、出力装置の前記発
光部による発光を指示する発光指示部と、として機能し、発光条件設定部により設定され
た発光条件に基づき、出力装置の発光部により発光を行うように制御し、楽曲が再生され
ると、楽曲におけるＢＰＭ値を分析し、分析結果に基づいて発光パターンを生成し、発光
パターンに基づいて発光条件を設定することを特徴とするプログラムとしての実施も可能
である。また、このようなプログラムをコンピュータにより読み取り可能に記録した記録
媒体としての実施も可能である。
【００７４】
　また、本発明の一実施形態に係る出力装置は、飲食店や舞台等の演出にも適用可能であ
る。さらには、ＤＩＹ、ハンドメイドに係る各種製品にも適用可能である。
【符号の説明】
【００７５】
　１…サーバ装置、２…携帯端末、３…出力装置、４…ネットワーク、１１…制御部、１
１ａ…主制御部、１１ｂ…認証部、１１ｃ…画面生成部、１１ｄ…ユーザ管理部、１１ｅ
…楽曲管理部、１２…通信部、１３…記憶部、１４…楽曲ＤＢ、１５…ユーザＤＢ、１６
…プログラム、２１…制御部、２１ａ…主制御部、２１ｂ…楽曲再生制御部、２１ｃ…Ｂ
ＰＭ値分析部、２１ｄ…発光パターン生成部、２１ｅ…発光条件設定部、２１ｆ…発光指
示部、２１ｇ…位置情報管理部、２１ｈ…表示制御部、２２…通信部、２３…操作部、２
４…表示部、２５…タッチパネル、２６…音声出力部、２７…記憶部、３１…制御部、３
１ａ…発光制御部、３１ｂ…色相調整部、３１ｃ…音声出力制御部、３１ｄ…動き検出部
、３１ｅ…主制御部、３２…通信部、３３…発光部、３４…音声出力部、３５…加速度セ
ンサ、３６…入力部、３７…充電制御部、３８…充電池、３９…記憶部、４０…集音部。
【要約】
【課題】携帯端末等との通信により、発光や音声出力等の内容が制御可能な出力装置、通
信システム、出力制御方法、プログラム、及びそれらを用いたアクセサリ、インテリア用
品並びに服飾品を提供する。
【解決手段】情報端末と通信自在な出力装置３において、発光部３３と、発光部３３の発
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光を制御する制御部３１と、情報端末と通信する通信部３２とを備え、情報端末において
設定された発光条件に基づき、発光部３３により発光を行い、情報端末では楽曲が再生さ
れると楽曲におけるＢＰＭ値が分析され分析結果に基づいて発光パターンが生成され発光
パターンに基づいて発光条件が設定される。
【選択図】図３

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】
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