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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】取得された情報を用いて利便性や安全性などを
向上させる通知システムを提供する。
【解決手段】ユーザの位置に関する情報、天候に関する
情報、乗換に関する情報、音声に関する情報、端末装置
の電池残量に関する情報、ユーザの表情や身体の変化に
関する情報など、所定の情報を取得する情報取得部１１
と、取得部によって取得された情報に基づいて通知を制
御する通知制御部１２と、通知制御部による制御にした
がって通知を行う通知部１３と、を備える通知システム
１００。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の情報を取得する情報取得部と、
　情報取得部によって取得された前記情報に基づいて通知を制御する通知制御部と、
　前記通知制御部による制御にしたがって通知を行う通知部と、
を備える通知システム。
【請求項２】
　前記情報は、時刻に関する情報と、ユーザの位置に関する情報と、であり、
　前記通知制御部は、所定の時刻に、ユーザが宅内にいるか否かに応じてアラームを通知
するか否かを判定し、
　前記通知部は、前記通知制御部の判定に基づいて通知を行う請求項１に記載の通知シス
テム。
【請求項３】
　前記情報は、天候に関する情報であり、
　前記通知制御部は、降水確率に基づいて雨具が必要であることを通知するか否かを判定
し、
　前記通知部は、前記通知制御部の判定に基づいて通知を行う請求項１に記載の通知シス
テム。
【請求項４】
　前記情報は、乗換に関する情報であり、
　前記通知制御部は、ユーザによって使用される経路の前記乗換情報に基づいて、前記ユ
ーザに対して乗換情報を通知するか否かを判定し、
　前記通知部は、前記通知制御部の判定に基づいて通知を行う請求項１に記載の通知シス
テム。
【請求項５】
　前記情報は、音声に関する情報であり、
　前記通知制御部は、取得された音声と、予め登録されている音声とを比較し、前記取得
された音声に基づいて通知するか否かを判定し、
　前記通知部は、前記通知制御部の判定に基づいて通知を行う請求項１に記載の通知シス
テム。
【請求項６】
　前記情報は、端末装置の電池残量に関する情報であり、
　前記前記端末装置の電池残量に基づいて算出された前記端末装置の電池使用量を蓄積す
る電池使用量記憶部をさらに備え、
　前記通知制御部は、蓄積された前記端末装置の電池使用量に基づいて所定の時間経過後
に、前記端末装置の電池残量が前記端末装置の電池使用量以上であるかに基づいて通知を
行うか否か判定し、
　前記通知部は、前記通知制御部の判定に基づいて通知を行う請求項１に記載の通知シス
テム。
【請求項７】
　前記情報は、ユーザの表情や身体の変化に関する情報であり、
　前記通知制御部は、前記ユーザの表情に所定の回数変化があったか、又は、前記ユーザ
の身体の位置が一定以上変化したかに基づいて通知を行うか否か判定し、
　前記通知部は、前記通知制御部の判定に基づいて通知を行う請求項１に記載の通知シス
テム。
【請求項８】
　前記情報は、ユーザを識別するための情報であり、
　前記通知制御部は、前記情報により識別されたユーザから前記ユーザの端末装置の電波
を取得できたかに基づいて通知を行うか否か判定し、
　前記通知部は、前記通知制御部の判定に基づいて通知を行う請求項１に記載の通知シス
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テム。
【請求項９】
　前記情報は、住宅内に設置された電気機器による電力使用量に関する情報であり、
　前記通知制御部は、前記電力使用量に基づいて通知を行うか否か判定し、
　前記通知部は、前記通知制御部の判定に基づいて通知を行う請求項１に記載の通知シス
テム。
【請求項１０】
　所定の情報を取得する情報取得ステップと、
　情報取得ステップによって取得された前記情報に基づいて通知を制御する通知制御ステ
ップと、
　前記通知制御ステップによる制御にしたがって通知を行う通知ステップと、
を有する通知方法。
【請求項１１】
　所定の情報を取得する情報取得ステップと、
　情報取得ステップによって取得された前記情報に基づいて通知を制御する通知制御ステ
ップと、
　前記通知制御ステップによる制御にしたがって通知を行う通知ステップと、
をコンピュータに実行させるためのコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、取得された情報に応じて制御を行う技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、技術の発展に伴い種々の情報を取得する技術が提供されている。例えば、傾きを
検出するセンサー、温度を検出するセンサー、湿度を検出するセンサー等のセンサーがあ
る。他の例として、地域や宅内の電力需要に関する情報を取得するシステムや、天候に関
する情報を取得するシステムなどがある。
　これらの技術を用いることによって取得された情報は、様々な場面で活用されている。
例えば、周囲温度、光、音および地理的位置を知覚できるセンサーによって収集したデー
タを使用して、知覚された状態に相関性があるテーマを選択する技術が提案されている（
特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－０３７６９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、取得された情報が活用される場面は未だに十分とは言えない。また、未
だに取得することが提案されていない情報なども存在する。
　上記事情に鑑み、本発明は、取得された情報を用いて利便性や安全性などを向上させる
技術の提供を目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一態様は、所定の情報を取得する情報取得部と、情報取得部によって取得され
た前記情報に基づいて通知を制御する通知制御部と、前記通知制御部による制御にしたが
って通知を行う通知部と、を備える通知システムである。
【０００６】
　本発明の一態様は、上記の通知システムであって、前記情報は、時刻に関する情報と、
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ユーザの位置に関する情報と、であり、前記通知制御部は、所定の時刻に、ユーザが宅内
にいるか否かに応じてアラームを通知するか否かを判定し、前記通知部は、前記通知制御
部の判定に基づいて通知を行う。
【０００７】
　本発明の一態様は、上記の通知システムであって、前記情報は、天候に関する情報であ
り、前記通知制御部は、降水確率に基づいて雨具が必要であることを通知するか否かを判
定し、前記通知部は、前記通知制御部の判定に基づいて通知を行う。
【０００８】
　本発明の一態様は、上記の通知システムであって、前記情報は、乗換に関する情報であ
り、前記通知制御部は、ユーザによって使用される経路の前記乗換情報に基づいて、前記
ユーザに対して乗換情報を通知するか否かを判定し、前記通知部は、前記通知制御部の判
定に基づいて通知を行う。
【０００９】
　本発明の一態様は、上記の通知システムであって、前記情報は、音声に関する情報であ
り、前記通知制御部は、取得された音声と、予め登録されている音声とを比較し、前記取
得された音声に基づいて通知するか否かを判定し、前記通知部は、前記通知制御部の判定
に基づいて通知を行う。
【００１０】
　本発明の一態様は、上記の通知システムであって、前記情報は、端末装置の電池残量に
関する情報であり、前記前記端末装置の電池残量に基づいて算出された前記端末装置の電
池使用量を蓄積する電池使用量記憶部をさらに備え、前記通知制御部は、蓄積された前記
端末装置の電池使用量に基づいて所定の時間経過後に、前記端末装置の電池残量が前記端
末装置の電池使用量以上であるかに基づいて通知を行うか否か判定し、前記通知部は、前
記通知制御部の判定に基づいて通知を行う。
【００１１】
　本発明の一態様は、上記の通知システムであって、前記情報は、ユーザの表情や身体の
変化に関する情報であり、前記通知制御部は、前記ユーザの表情に所定の回数変化があっ
たか、又は、前記ユーザの身体の位置が一定以上変化したかに基づいて通知を行うか否か
判定し、前記通知部は、前記通知制御部の判定に基づいて通知を行う。
【００１２】
　本発明の一態様は、上記の通知システムであって、前記情報は、ユーザを識別するため
の情報であり、前記通知制御部は、前記情報により識別されたユーザから前記ユーザの端
末装置の電波を取得できたかに基づいて通知を行うか否か判定し、前記通知部は、前記通
知制御部の判定に基づいて通知を行う。
【００１３】
　本発明の一態様は、上記の通知システムであって、前記情報は、住宅内に設置された電
気機器による電力使用量に関する情報であり、前記通知制御部は、前記電力使用量に基づ
いて通知を行うか否か判定し、前記通知部は、前記通知制御部の判定に基づいて通知を行
う。
【００１４】
　本発明の一態様は、所定の情報を取得する情報取得ステップと、情報取得ステップによ
って取得された前記情報に基づいて通知を制御する通知制御ステップと、前記通知制御ス
テップによる制御にしたがって通知を行う通知ステップと、を有する通知方法である。
【００１５】
　本発明の一態様は、所定の情報を取得する情報取得ステップと、情報取得ステップによ
って取得された前記情報に基づいて通知を制御する通知制御ステップと、前記通知制御ス
テップによる制御にしたがって通知を行う通知ステップと、をコンピュータに実行させる
ためのコンピュータプログラムである。
【発明の効果】
【００１６】
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　本発明により、取得された情報を用いて利便性や安全性などを向上させることが可能と
なる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】通知システム１００のシステム構成を表すシステム構成図である。
【図２】通知システム１００の動作の流れを示すフローチャートの具体例である。
【図３】通知システム１００の第一実施形態（通知システム１００ａ）の機能構成を表す
概略ブロック図である。
【図４】通知システム１００の第二実施形態（通知システム１００ｂ）の機能構成を表す
概略ブロック図である。
【図５】通知システム１００の第三実施形態（通知システム１００ｃ）の機能構成を表す
概略ブロック図である。
【図６】通知システム１００の第四実施形態（通知システム１００ｄ）の機能構成を表す
概略ブロック図である。
【図７】通知システム１００の第五実施形態（通知システム１００ｅ）の機能構成を表す
概略ブロック図である。
【図８】通知システム１００の第六実施形態（通知システム１００ｆ）の機能構成を表す
概略ブロック図である。
【図９】通知システム１００の第七実施形態（通知システム１００ｇ）の機能構成を表す
概略ブロック図である。
【図１０】通知システム１００の第八実施形態（通知システム１００ｈ）の機能構成を表
す概略ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　［概略］
　図１は、通知システム１００のシステム構成を表すシステム構成図である。通知システ
ム１００は、情報取得部１１、通知制御部１２、通知部１３を備える。
【００１９】
　情報取得部１１及び通知制御部１２は、ユーザの住宅や店舗などに備えられてもよいし
、ネットワーク上のサーバやクラウドとして構成されてもよい。情報取得部１１及び通知
制御部１２は一体の装置として構成されてもよいし、それぞれ異なる装置として構成され
てもよい。また、通知制御部１２及び通知部１３は一体の装置として構成されてもよいし
、それぞれ異なる装置として構成されてもよい。情報取得部１１、通知制御部１２及び通
知部１３が一体の装置として構成されてもよい。
【００２０】
　情報取得部１１は、所定の情報を取得する。以下、情報取得部１１が取得した情報を、
「取得情報」という。情報取得部１１は、例えばセンサーを備えることによって、センサ
ーによって検出された情報を取得してもよい。情報取得部１１は、例えばカメラを備える
ことによって、カメラによって撮影された映像を取得してもよい。情報取得部１１は、他
の装置と通信を行う事によって情報を取得してもよい。
【００２１】
　情報取得部１１は、例えばセンサーそのものであってもよいし、センサー及び通信機能
を備えた端末装置であってもよい。端末装置の具体例として、携帯電話機、スマートフォ
ン、タブレット、ノート型パソコン、腕時計等の装着型端末、ゲーム機器、家電機器など
がある。
【００２２】
　情報取得部１１のより具体的な例を以下に列挙する。情報取得部１１は、加速度センサ
ーを備え、所定の人物の動きに関する情報を取得する。情報取得部１１は、ネットワーク
を介して天候情報提供サーバと通信することによって、現在の天候に関する情報や天候の
予報に関する情報を取得する。情報取得部１１は、ネットワークを介して乗換情報サーバ
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と通信することによって、交通機関の乗換に関する情報を取得する。情報取得部１１は、
マイクを備え、所定の空間の音声に関する情報を取得する。情報取得部１１は、人物が使
用する端末装置の電池残量に関する情報を取得する。情報取得部１１は、カメラを備え、
カメラによって撮像された映像に基づいて人物の表情の変化や身体の変化に関する情報を
取得する。情報取得部１１は、カメラを備え、カメラによって撮像された映像に基づいて
人物の認証を行い、その人物に関する情報を取得する。情報取得部１１は、端末装置のユ
ーザの住居における電力使用量に関する情報を取得する。
　なお、情報取得部１１の構成は、上述した具体例に限定されない。
【００２３】
　通知制御部１２は、通知部１３によってユーザに対して行われる通知を制御する。例え
ば、通知制御部１２は、情報取得部１１によって取得された情報に基づいて、通知部１３
によってユーザに対し情報の通知をすべきか否か判定する。通知制御部１２は、通知をす
べきと判定した場合、取得された情報に基づいて、通知部１３によってユーザに対しどの
ような態様で通知が行われるかを示す情報（以下、「通知制御情報」という。）を生成す
る。
【００２４】
　通知制御部１２は、例えばバスで接続されたＣＰＵ（Central Processing Unit）やメ
モリや補助記憶装置などを備え、通知制御プログラムを実行することによって機能する。
なお、通知制御部１２は、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）やＰ
ＬＤ（Programmable Logic Device）やＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）等の
ハードウェアを用いて実現されてもよい。通知制御プログラムは、コンピュータ読み取り
可能な記録媒体に記録されてもよい。コンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、例えば
フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュ
ータシステムに内蔵されるハードディスクや半導体記憶装置（例えばＳＳＤ：Solid Stat
e Drive、フラッシュメモリ）等の記憶装置である。通知制御プログラムは、電気通信回
線を介して提供されてもよい。
【００２５】
　通知部１３は、通知制御部１２による制御に従って、ユーザに対し通知を行う。通知部
１３は、例えばバスで接続されたＣＰＵやメモリや補助記憶装置などを備え、通知プログ
ラムを実行することによって機能する。なお、通知部１３は、ＡＳＩＣやＰＬＤやＦＰＧ
Ａ等のハードウェアを用いて実現されてもよい。通知プログラムは、コンピュータ読み取
り可能な記録媒体に記録されてもよい。通知プログラムは、電気通信回線を介して提供さ
れてもよい。
【００２６】
　図２は、通知システム１００の動作の流れを示すフローチャートの具体例である。まず
、情報取得部１１が情報を取得する（ステップＳ１０１）。次に、通知制御部１２が、情
報に基づいて通知を行うか否か判定する（ステップＳ１０２）。通知制御部１２は、通知
を行わないと判定した場合（ステップＳ１０２－ＮＯ）、処理を終了する。一方、通知を
行うと判定した場合（ステップＳ１０２－ＹＥＳ）、通知制御部１２は、通知制御情報を
生成する。そして、通知制御部１２は、通知制御情報を含む通知指示を生成し、通知部１
３に通知指示を出力する（ステップＳ１０３）。通知部１３は、通知指示を受けると、通
知指示に含まれる通知制御情報に基づいて通知処理を行う（ステップＳ１０４）。
【００２７】
　このように構成された通知システム１００では、ユーザは情報取得部１１によって取得
された情報に応じて通知部１３による通知を受けることが可能となる。そのため、利便性
や安全性が向上する。例えば、ユーザが普段から使用している交通機関の運行状態に変化
が生じた場合に通知が行われることによって、利便性を向上させることが可能となる。
【００２８】
　通知システム１００は、情報取得部１１によって取得された情報に基づいてユーザに対
し通知することが可能であれば、他のどのような構成によって実現されてもよい。
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　以下、本発明の一実施形態である通知システム１００の複数の具体例について詳細に説
明する。
【００２９】
　［第一実施形態］
　図３は、通知システム１００の第一実施形態（通知システム１００ａ）の機能構成を表
す概略ブロック図である。通知システム１００ａは、加速度取得部１１ａ、通知制御部１
２ａ、通知部１３ａ、位置取得部１４ａ及び時刻取得部１５ａを備える。通知システム１
００ａは、情報取得部１１の具体例として加速度取得部１１ａ及び位置取得部１４ａを備
える。通知システム１００ａは、１台の端末装置として実現されてもよい。通知システム
１００ａは、複数台の通信可能な情報処理装置の組み合わせによって実現されてもよい。
　以下、通知システム１００ａの詳細について説明する。
【００３０】
　まず、通知システム１００ａに接続される端末装置２０ａについて説明する。
　端末装置２０ａは、通知部１３ａとネットワークを介して通信することによって、通知
部１３ａから通知を受信する。端末装置２０ａは、受信した通知をユーザに対して出力す
る。出力の態様はどのように行われてもよい。例えば、端末装置２０ａは、文字を画面に
表示することによって通知を出力してもよいし、文字及び画像を画面に表示することによ
って通知を出力してもよいし、音声（アラーム）によって通知を出力してもよい。端末装
置２０ａの具体例として、携帯電話機、スマートフォン、タブレット、パーソナルコンピ
ュータ、腕時計等の装着型端末、ゲーム機器、家電機器（テレビや電話機等）等がある。
【００３１】
　次に、通知システム１００ａに含まれる機能部について説明する。
　位置取得部１４ａは、ユーザの現在位置を取得する。位置取得部１４ａは、例えばユー
ザによって携帯される装置の機能であり、ＧＰＳ（グローバル・ポジショニング・システ
ム：Global Positioning System）衛星と通信することによって、現在位置を取得しても
よい。位置取得部１４ａは、例えばユーザによって携帯される装置の機能であり、周辺の
無線基地局装置と通信することによって現在位置を取得してもよい。位置取得部１４ａは
、ユーザの現在位置を取得可能であればどのような態様で実現されてもよい。
【００３２】
　時刻取得部１５ａは、現在時刻を取得する。時刻取得部１５ａは、クロックを備え、ク
ロックから出力される信号に基づいて現在時刻を取得してもよい。時刻取得部１５ａは、
外部装置から時刻を表す信号を受信することによって現在時刻を取得してもよい。
　加速度取得部１１ａは、ユーザの加速度を取得する。加速度取得部１１ａは、例えばユ
ーザによって携帯される装置の機能であり、加速度センサーによってユーザの加速度を取
得してもよい。
【００３３】
　通知制御部１２ａは、位置取得部１４ａによって取得された現在位置と、時刻取得部１
５ａによって取得された現在時刻と、加速度取得部１１ａによって取得された加速度と、
がそれぞれ所定の条件を満たしている場合に、通知部１３ａに対し、満たされた条件に応
じた通知指示を行う。
【００３４】
　所定の条件とは、例えば、あらかじめ設定された時刻（例えば出勤予定時刻の１５分前
）であること、時刻に応じて設定された地域（例えばユーザの自宅）にユーザが位置して
いること、ユーザの加速度に変化がないことの３つであり、この場合には第一の通知指示
を行う。第一の通知指示は、例えば寝ているユーザを起こすことを想定して設定される通
知内容である。なぜなら、出勤予定時刻近く（例えば午前８時）であって、ユーザが自宅
に位置しており、かつ、加速度に変化がない場合、ユーザが眠っている可能性が高いため
である。第一の通知指示では、例えば大音量でアラーム動作を行うことが指示されてもよ
い。
【００３５】
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　また、所定の条件とは、例えば、あらかじめ設定された時刻（例えば出勤予定時刻の１
５分前）であること、時刻に応じて設定された地域（例えばユーザの自宅）にユーザが位
置していること、ユーザの加速度に変化があることの３つであり、この場合には第二の通
知指示（第一の通知指示とは異なる指示）を行う。第二の通知指示は、例えば起きている
ユーザに対し出勤を促すことを想定して設定される通知内容である。なぜなら、出勤予定
時刻近く（例えば午前８時）であって、ユーザが自宅に位置しており、かつ、加速度に変
化がある場合、ユーザが自宅におり、起きて活動はしているものの、まだ出勤していない
可能性が高いためである。第二の通知指示では、例えば小音量でアラーム動作を行うこと
が指示されてもよい。
　通知部１３ａは、通知制御部１２ａからの指示に従って、端末装置２０ａに対して通知
を行う。
【００３６】
　通知システム１００ａが処理を行うタイミングはどのように設定されてもよい。例えば
、通知システム１００ａは、予め設定された日時（例えば、上記の出勤予定時刻の１５分
前）に処理を行ってもよい。
【００３７】
　このように構成された通知システム１００ａでは、所定の条件を満たす場合に端末装置
２０ａがアラーム動作を行い、ユーザに対して通知がなされる。例えば、ユーザが出勤予
定時刻近くになっても、家にいる場合にはアラーム動作が行われる。したがって、ユーザ
は、アラームによって出勤予定時刻近くになったことを把握することができる。そのため
、ユーザが会社や移動先に遅刻してしまうおそれを軽減することが可能となる。
【００３８】
　＜変形例＞
　所定の条件は、ユーザによって適宜設定可能であってもよい。
　加速度取得部１１ａ、通知制御部１２ａ、通知部１３ａ、位置取得部１４ａ及び時刻取
得部１５ａが、端末装置２０ａに一体的に実装されてもよい。この場合、通知部１３ａは
、端末装置２０ａに対して通知を行うのではなく、自身がユーザに対してアラームを報知
することによって通知する。
【００３９】
　［第二実施形態］
　図４は、通知システム１００の第二実施形態（通知システム１００ｂ）の機能構成を表
す概略ブロック図である。通知システム１００ｂは、天候情報取得部１１ｂ、通知制御部
１２ｂ、通知部１３ｂ、位置取得部１４ｂを備える。通知システム１００ｂは、情報取得
部１１の具体例として天候情報取得部１１ｂ及び位置取得部１４ｂを備える。通知システ
ム１００ｂは、１台の端末装置として実現されてもよい。通知システム１００ｂは、複数
台の通信可能な情報処理装置の組み合わせによって実現されてもよい。
　以下、通知システム１００ｂの詳細について説明する。なお、端末装置２０ｂの構成は
、端末装置２０ａの構成と同様であるため説明を省略する。
【００４０】
　位置取得部１４ｂは、ユーザの現在位置を取得する。位置取得部１４ｂは、例えばユー
ザによって携帯される装置の機能であり、ＧＰＳ衛星と通信することによって、現在位置
を取得してもよい。位置取得部１４ｂは、例えばユーザによって携帯される装置の機能で
あり、周辺の無線基地局装置と通信することによって現在位置を取得してもよい。位置取
得部１４ｂは、ユーザの現在位置を取得可能であればどのような態様で実現されてもよい
。
【００４１】
　天候情報取得部１１ｂは、天候に関する情報（以下、「天候情報」という。）を取得す
る。天候情報とは、例えば現在及び将来の天候の種別、気温、湿度、降雨量、風向きを表
す情報である。天候情報取得部１１ｂは、天候情報を提供するサーバと通信することによ
って、天候情報を取得する。天候情報取得部１１ｂは、室外に設置された温度センサーや
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雨量センサーから通信によって室外気温や雨量を取得する装置であってもよい。
【００４２】
　通知制御部１２ｂは、位置取得部１４ｂによって取得された現在位置と、天候情報取得
部１１ｂによって取得された天候情報と、に基づいて端末装置２０ｂに通知を行うか否か
判定する。例えば、ユーザが自宅の玄関に位置しており、かつ、天候情報により降水確率
が一定以上（例えば、降水確率５０％など）である場合に、通知制御部１２ｂは通知指示
を行う。
【００４３】
　通知制御部１２ｂは、通知指示を行う場合には、通知部１３ｂに対して雨具（例えば、
傘）が必要であることを示す情報を通知するように指示する。
　通知部１３ｂは、通知制御部１２ｂからの指示に従って、端末装置２０ｂに対して通知
を行う。通知部１３ｂが端末装置２０ｂに対して行う通知はどのような態様で行われても
よい。通知部１３ｂは、端末装置２０ｂに対して電子メールを送信することによって通知
してもよいし、端末装置２０ｂの画面に表示されるデータを送信することによって通知し
てもよいし、他の態様で通知してもよい。例えば、端末装置２０ｂにおいて実行されるア
プリケーションプログラムに対応したデータを送信することによって通知が行われてもよ
い。
【００４４】
　通知システム１００ｂが処理を行うタイミングはどのように設定されてもよい。例えば
、通知システム１００ｂは、予め設定された日時（例えば、平日の朝方の時間帯）に処理
を行ってもよい。
【００４５】
　このように構成された通知システム１００ｂでは、ユーザが外出時に、雨が降っている
、又は、雨が降るおそれがある場合には、雨具が必要になる可能性があることが通知され
る。そのため、ユーザが外出する際に、降水確率が高い場合に通知が行われることによっ
て利便性を向上させることが可能となる。
【００４６】
　＜変形例＞
　図４の具体例では、天候情報により降水確率が一定以上である場合に通知指示がなされ
る構成を示したが、他の天候状態についても通知指示がなされてもよい。例えば、ユーザ
の位置周辺の天候が雪やみぞれであることを示す天候情報が取得された場合にも、降水確
率が一定以上である場合と同様の通知指示がなされてもよい。また、天候情報として花粉
量が所定の閾値を超えた場合や、公害物質（例えばＰＭ２．５）の濃度が所定値を超えた
場合には、端末装置２０ｂに対してマスクの着用を促す通知指示がなされてもよい。また
、ユーザの外出時の気温が前日の気温よりも所定の閾値以上低い場合には、端末装置２０
ｂに対して上着の着用を促す通知指示がなされてもよい。
　天候情報取得部１１ｂ、通知制御部１２ｂ、通知部１３ｂ及び位置取得部１４ｂが、端
末装置２０ｂに一体的に実装されてもよい。この場合、通知部１３ｂは、端末装置２０ｂ
に対して通知を行うのではなく、自身がユーザに対してアラームを報知することによって
通知する。
【００４７】
　［第三実施形態］
　図５は、通知システム１００の第三実施形態（通知システム１００ｃ）の機能構成を表
す概略ブロック図である。通知システム１００ｃは、乗換情報取得部１１ｃ、通知制御部
１２ｃ、通知部１３ｃ、位置取得部１４ｃ、時刻取得部１５ｃを備える。通知システム１
００ｃは、情報取得部１１の具体例として乗換情報取得部１１ｃ及び位置取得部１４ｃを
備える。通知システム１００ｃは、１台の端末装置として実現されてもよい。通知システ
ム１００ｃは、複数台の通信可能な情報処理装置の組み合わせによって実現されてもよい
。以下、通知システム１００ｃの詳細について説明する。
【００４８】
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　まず、通知システム１００ｃに接続される装置（乗換情報サーバ３０ｃ及び端末装置２
０ｃ）について説明する。
　乗換情報サーバ３０ｃは、交通機関の乗換に関する情報（以下、「乗換情報」という。
）を提供する。乗換情報サーバ３０ｃは、交通機関によって設置されるサーバであっても
よい。乗換情報サーバ３０ｃは、乗換情報取得部１１ｃに対して乗換情報を提供可能であ
ればどのような態様で構成されてもよい。
【００４９】
　端末装置２０ｃは、通知部１３ｃとネットワークを介して通信することによって、通知
部１３ｃから乗換案内を受信する。端末装置２０ｃは、受信した乗換案内をユーザに対し
て出力する。出力の態様はどのように行われてもよい。例えば、端末装置２０ｃは、文字
を画面に表示することによって乗換案内を出力してもよいし、文字及び画像を画面に表示
することによって乗換案内を出力してもよいし、音声（アラーム）によって乗換案内を出
力してもよい。端末装置２０ｃの具体例として、携帯電話機、スマートフォン、タブレッ
ト、パーソナルコンピュータ、腕時計等の装着型端末、ゲーム機器、家電機器（テレビや
電話機等）等がある。
【００５０】
　位置取得部１４ｃは、ユーザの現在位置を取得する。位置取得部１４ｃは、例えばユー
ザによって携帯される装置の機能であり、ＧＰＳ衛星と通信することによって、現在位置
を取得してもよい。位置取得部１４ｃは、例えばユーザによって携帯される装置の機能で
あり、周辺の無線基地局装置と通信することによって現在位置を取得してもよい。位置取
得部１４ｃは、ユーザの現在位置を取得可能であればどのような態様で実現されてもよい
。
【００５１】
　時刻取得部１５ｃは、現在時刻を取得する。時刻取得部１５ｃは、クロックを備え、ク
ロックから出力される信号に基づいて現在時刻を取得してもよい。時刻取得部１５ｃは、
外部装置から時刻を表す信号を受信することによって現在時刻を取得してもよい。
【００５２】
　乗換情報取得部１１ｃは、ネットワークを介して乗換情報サーバ３０ｃと通信可能に接
続されている。乗換情報取得部１１ｃは、通知制御部１２ｃによって指定された経路（以
下、「指定経路」という。）に関する乗換情報を乗換情報サーバ３０ｃから取得する。指
定経路は、経路を示すことが可能な情報であればどのような態様でもよい。指定経路は、
例えば乗車駅と降車駅と経由駅と路線との組み合わせを含む情報である。
【００５３】
　通知制御部１２ｃは、ユーザによって指定された経路（指定経路）を乗換情報取得部１
１ｃに対して出力し、乗換情報取得部１１ｃから指定経路での乗換情報を取得する。通知
制御部１２ｃは、時刻取得部１５ｃによって取得された現在時刻と、指定経路における乗
換情報と、がそれぞれ所定の条件を満たしている場合に通知指示を行う。所定の条件とは
、予め設定された時間帯であること、予め設定された移動先までの乗換であること、であ
る。
【００５４】
　例えば、通勤時間帯（例えば午前６時～７時）であって、且つ、指定経路で用いられる
交通機関の乗換である場合に、通知制御部１２ｃは通知指示を行う。
　例えば、帰宅時間帯（例えば午後７時～１０時）であって、ユーザが会社から自宅まで
の経路上の地域に位置しており、且つ、帰宅経路で用いられる交通機関の乗換である場合
に、通知制御部１２ｃは通知指示を行う。
【００５５】
　指定経路は、ユーザが操作する端末装置を用いて通知制御部１２ｃに対して設定されて
もよいし、通知システム１００ｃに設けられた入出力装置をユーザが操作することによっ
て設定されてもよいし、他の態様で設定されてもよい。
【００５６】
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　通知制御部１２ｃは、通知指示を行う場合には、通知部１３ｃに対して乗換情報をメー
ル送信するように指示する。また、通知制御部１２ｃは、通知指示を行う場合には、通知
部１３ｃに対して乗換情報を報知させる指示を通知するように指示してもよい。
　通知部１３ｃは、通知制御部１２ｃによってメールの送信を指示されると、指示された
連絡先アドレスに対してメールを送信する。送信されるメールは、ユーザに対して乗換を
促すことを通知するためのメールである。
【００５７】
　このように構成された通知システム１００ｃでは、ユーザの現在位置と現在時刻に応じ
て乗換情報の通知がなされる。そのため、ユーザは乗換情報に応じて事前に乗り換えの準
備を行うことが可能となり、乗り過ごしてしまう可能性を低減させることが可能となる。
【００５８】
　＜変形例＞
　乗換情報に関する所定の条件は、ユーザによって適宜設定可能であってもよい。
　乗換情報取得部１１ｃ、通知制御部１２ｃ、通知部１３ｃ、位置取得部１４ｃ及び時刻
取得部１５ｃが、端末装置２０ｃに一体的に実装されてもよい。この場合、通知部１３ｃ
は、端末装置２０ｃに対して通知を行うのではなく、自身がユーザに対してアラームを報
知することによって通知する。
【００５９】
　［第四実施形態］
　図６は、通知システム１００の第四実施形態（通知システム１００ｄ）の機能構成を表
す概略ブロック図である。通知システム１００ｄは、音声取得部１１ｄ、通知制御部１２
ｄ、通知部１３ｄ、音声情報記憶部１６ｄ、登録部１７ｄを備える。通知システム１００
ｄは、情報取得部１１の具体例として音声取得部１１ｄを備える。通知システム１００ｄ
は、１台の端末装置として実現されてもよい。通知システム１００ｄは、複数台の通信可
能な情報処理装置の組み合わせによって実現されてもよい。
　以下、通知システム１００ｄの詳細について説明する。なお、端末装置２０ｄの構成は
、端末装置２０ａの構成と同様であるため説明を省略する。
【００６０】
　音声情報記憶部１６ｄは、磁気ハードディスク装置や半導体記憶装置などの記憶装置を
用いて構成される。音声情報記憶部１６ｄは、登録部１７ｄによって登録された音声特徴
データを記憶している。音声特徴データは、音声信号から声紋などの特徴を抽出し、抽出
した特徴をモデル化することによって生成されたデータである。音声特徴データは、例え
ば子供が泣いている際の音声信号の特徴を抽出することによって生成されたデータである
。
【００６１】
　登録部１７ｄは、子供の泣き声の音声信号から特徴を抽出して音声特徴データを生成す
る。登録部１７ｄは、例えば、子供が泣いている際にユーザによって音声登録が実行され
ると、子供の泣き声の音声信号を取得する。音声登録は、マイクを用いて子供の泣き声を
収集して登録してもよい。登録部１７ｄは、取得した音声信号から声紋などの特徴を抽出
する。音声信号から特徴を抽出する技術として、周波数推定や隠れマルコフモデルなどの
技術が用いられてもよい。登録部１７ｄは、抽出した特徴をモデル化することによって音
声特徴データを生成する。登録部１７ｄは、生成した音声特徴データを音声情報記憶部１
６ｄに記録する。
【００６２】
　音声取得部１１ｄは、マイクを備え、所定の空間の音声を取得する。音声取得部１１ｄ
は、例えば子供部屋に備えられ、子供の音声を取得する。音声取得部１１ｄは、取得した
子供の音声の音声信号から特徴を抽出して音声信号データを生成する。音声取得部１１ｄ
は、生成した音声信号データを通知制御部１２ｄに出力する。
【００６３】
　通知制御部１２ｄは、音声取得部１１ｄによって取得された音声信号データに基づいて
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端末装置２０ｄに通知を行うか否か判定する。例えば、通知制御部１２ｄは、音声取得部
１１ｄによって取得された音声信号データと、音声情報記憶部１６ｄに記憶されている音
声特徴データとが一致するか否かに応じて通知指示を行う。音声信号データと音声特徴デ
ータとが一致する場合、通知制御部１２ｄは通知指示を行う。
【００６４】
　通知部１３ｄは、通知制御部１２ｄからの指示に従って、端末装置２０ｄに対して通知
を行う。通知部１３ｄが端末装置２０ｄに対して行う通知はどのような態様で行われても
よい。通知部１３ｄは、端末装置２０ｄに対して電子メールを送信することによって通知
してもよいし、端末装置２０ｄの画面に表示されるデータを送信することによって通知し
てもよいし、音声（アラーム）を報知することによって通知してもよいし、他の態様で通
知してもよい。例えば、端末装置２０ｄにおいて実行されるアプリケーションプログラム
に対応したデータを送信することによって通知が行われてもよい。
【００６５】
　このように構成された通知システム１００ｄでは、音声取得部１１ｄによって取得され
た音声に基づいて通知部１３ｄによる通知を受けることが可能となる。例えば、音声取得
部１１ｄによって取得された音声が子供の泣き声である場合には、端末装置２０ｄを介し
てユーザに通知される。そのため、ユーザは、子供が泣いていることに即座に気付くこと
ができる。即ち、ユーザは、子供が泣いている状態を放置してしまうことが無くなり、泣
いている子供に対して対応することが可能となる。
【００６６】
　＜変形例＞
　音声取得部１１ｄ、通知制御部１２ｄ、通知部１３ｄ、音声情報記憶部１６ｄ及び登録
部１７ｄが、端末装置２０ｄに一体的に実装されてもよい。この場合、通知部１３ｄは、
端末装置２０ｄに対して通知を行うのではなく、自身がユーザに対してアラームを鳴らす
ことによって通知する。
　また、音声情報記憶部１６ｄには、音声特徴データが複数記憶されてもよい。
【００６７】
　［第五実施形態］
　図７は、通知システム１００の第五実施形態（通知システム１００ｅ）の機能構成を表
す概略ブロック図である。通知システム１００ｅは、電池残量取得部１１ｅ、通知制御部
１２ｅ、通知部１３ｅ、使用電池量記憶部１６ｅを備える。通知システム１００ｅは、情
報取得部１１の具体例として電池残量取得部１１ｅを備える。通知システム１００ｅは、
１台の端末装置として実現されてもよい。通知システム１００ｅは、複数台の通信可能な
情報処理装置の組み合わせによって実現されてもよい。
【００６８】
　端末装置２０ｅは、所定のタイミングで自装置（端末装置２０ｅ）の電池残量を電池残
量取得部１１ｅに通知する。所定のタイミングは、所定の時間間隔（例えば、１分毎、１
０分毎など）であってもよいし、ユーザに設定されたタイミングであってもよい。端末装
置２０ｅは、例えば自装置の電池残量を通知するアプリケーションにより自装置の電池残
量を通知する。また、端末装置２０ｅは、通知部１３ｅとネットワークを介して通信する
ことによって、通知部１３ｅから警告情報を受信する。警告情報とは、端末装置２０ｅの
状態に異常があることを警告する情報である。警告情報は、例えば端末装置２０ｅの電池
残量が閾値未満である場合に通知される。本実施形態では、閾値の値は、端末装置２０ｅ
の１日の使用電池量の値である。即ち、端末装置２０ｅの電池残量が端末装置２０ｅの１
日の使用電池量を下回った場合に、警告情報が通知される。
【００６９】
　端末装置２０ｅは、受信した警告情報をユーザに対して出力する。出力の態様はどのよ
うに行われてもよい。例えば、端末装置２０ｅは、文字を画面に表示することによって警
告情報を出力してもよいし、文字及び画像を画面に表示することによって警告情報を出力
してもよいし、音声（アラーム）によって警告情報を出力してもよい。
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【００７０】
　使用電池量記憶部１６ｅは、磁気ハードディスク装置や半導体記憶装置などの記憶装置
を用いて構成される。使用電池量記憶部１６ｅは、端末装置２０ｅの使用電池量を蓄積す
る。
　電池残量取得部１１ｅは、端末装置２０ｅから所定のタイミングで送信される電池残量
を取得し、通知制御部１２ｅに出力する。
【００７１】
　通知制御部１２ｅは、電池残量取得部１１ｅから出力された端末装置２０ｅの電池残量
と、使用電池量記憶部１６ｅに記憶されている使用電池量の値とに基づいて通知指示を行
うか否か判定する。具体的には、以下の通りである。まず、通知制御部１２ｅは、電池残
量取得部１１ｅから端末装置２０ｅの電池残量が出力されると、使用電池量記憶部１６ｅ
に使用電池量を蓄積する。通知制御部１２ｅは、例えばｔ回目に出力された電池残量の値
とｔ＋１回目に出力された電池残量の値との差分を使用電池量の値として取得し、使用電
池量記憶部１６ｅに蓄積する。通知制御部１２ｅは、この蓄積処理を所定の期間（例えば
、１日）繰り返し実行する。なお、ｔ－１回目の電池残量の値は、端末装置２０ｅの電池
容量が満タンの状態（例えば、電池残量１００％）の値が設定される。通知制御部１２ｅ
は、所定の期間経過後、使用電池量記憶部１６ｅに蓄積された使用電池量の値を、端末装
置２０ｅの１日の使用電池量として取得する。
【００７２】
　通知制御部１２ｅは、取得した使用電池量の値と、所定の期間経過後から所定時間（例
えば、１時間など）経過後に電池残量取得部１１ｅによって出力された電池残量の値とを
比較することによって、電池残量の値が使用電池量の値以上であるか否かを判定する。通
知制御部１２ｅは、電池残量の値が使用電池量の値以上である場合には、処理を終了する
。一方、通知制御部１２ｅは、電池残量の値が使用電池量の値未満である場合には、通知
指示を行う。
　通知制御部１２ｅは、通知指示を行う場合には、通知部１３ｅに対して警告情報の通知
を指示する。
【００７３】
　通知部１３ｅは、通知制御部１２ｅからの指示に従って、端末装置２０ｅに対して警告
情報の通知を行う。通知部１３ｅが端末装置２０ｅに対して行う通知はどのような態様で
行われてもよい。通知部１３ｅは、端末装置２０ｅに対して電子メールを送信することに
よって通知してもよいし、端末装置２０ｅの画面に表示されるデータを送信することによ
って通知してもよいし、他の態様で通知してもよい。例えば、端末装置２０ｅにおいて実
行されるアプリケーションプログラムに対応したデータを送信することによって通知が行
われてもよい。
【００７４】
　通知システム１００ｅが処理を行うタイミングはどのように設定されてもよい。例えば
、通知システム１００ｅは、予め設定された日時（例えば、明け方）に処理を行ってもよ
い。
【００７５】
　このように構成された通知システム１００ｅでは、端末装置２０ｅの電池残量が翌日に
使用される可能性のある電池量を下回っている場合には、端末装置２０ｅに通知がなされ
る。そのため、ユーザは、端末装置２０の電池残量が少ないことを把握することができ、
事前に端末装置２０ｅを充電することが可能となる。
【００７６】
　＜変形例＞
　電池残量取得部１１ｅ、通知制御部１２ｅ、通知部１３ｅ及び使用電池量記憶部１６ｅ
が、端末装置２０ｅに一体的に実装されてもよい。この場合、通知部１３ｅは、端末装置
２０ｅに対して通知を行うのではなく、自身がユーザに対してアラームを鳴らすことによ
って通知する。
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　通知部１３ｅの警告情報の通知先は、上述の通知先に限定される必要はない。通知部１
３ｅは、例えばスピーカーやモニター（テレビ受信機）などの出力装置に警告情報を出力
してもよい。
【００７７】
　［第六実施形態］
　図８は、通知システム１００の第六実施形態（通知システム１００ｆ）の機能構成を表
す概略ブロック図である。通知システム１００ｆは、カメラ１１ｆ、通知制御部１２ｆ、
通知部１３ｆを備える。通知システム１００ｆは、情報取得部１１の具体例としてカメラ
１１ｆを備える。通知システム１００ｆは、１台の端末装置として実現されてもよい。通
知システム１００ｆは、複数台の通信可能な情報処理装置の組み合わせによって実現され
てもよい。
　以下、通知システム１００ｆの詳細について説明する。なお、端末装置２０ｆの構成は
、端末装置２０ａの構成と同様であるため説明を省略する。
【００７８】
　カメラ１１ｆは、端末装置２０ｆのユーザを撮影する。カメラ１１ｆは、端末装置２０
ｆに備えられたカメラであってもよいし、単体のカメラであってもよい。カメラ１１ｆは
、撮影された映像を通知制御部１２ｆに出力する。この場合、撮影された映像が取得情報
である。
　通知制御部１２ｆは、カメラ１１ｆによって撮影された映像からユーザの表情の変化や
身体の変化を検出し、検出した結果に応じて通知指示を行うか否か判定する。通知制御部
１２ｆは、例えば撮影された映像からユーザのまばたきの回数を計測する。そして、通知
制御部１２ｆは、ユーザのまばたきの回数を所定の回数以上検知した場合に通知指示を行
う。また、通知制御部１２ｆは、撮影された映像からユーザの手がユーザの目の位置に所
定の回数移動したことを検知した場合に通知指示を行ってもよい。
【００７９】
　また、通知制御部１２ｆは、撮影された映像からユーザの姿勢の変化を検出する。通知
制御部１２ｆは、例えば撮影された映像からユーザの身体の特徴量を取得する。通知制御
部１２ｆは、取得した特徴量と予め記憶されているユーザの身体の特徴量とを比較して特
徴量が一致するか否かを判定する。特徴量が一致するとは、完全な一致である必要は無く
、特徴量の類似度が所定の閾値を超える場合に特徴量が一致したと判定されても良い。特
徴量が一致した場合、通知制御部１２ｆは通知指示を行わない。一方、特徴量が一致しな
い場合、通知制御部１２ｆは通知指示を行う。
【００８０】
　通知制御部１２ｆは、通知指示を行う場合には、通知部１３ｆに対してユーザに休憩を
促すような情報を通知するように指示する。休憩を促すような情報とは、ユーザに対して
目薬の使用や姿勢を正すように促す表示や音声を含む情報である。
【００８１】
　通知部１３ｆは、通知制御部１２ｆからの指示に従って、端末装置２０ｆに対して通知
を行う。通知部１３ｆが端末装置２０ｆに対して行う通知はどのような態様で行われても
よい。通知部１３ｆは、端末装置２０ｆに対して電子メールを送信することによって通知
してもよいし、端末装置２０ｆの画面に表示されるデータを送信することによって通知し
てもよいし、他の態様で通知してもよい。例えば、端末装置２０ｆにおいて実行されるア
プリケーションプログラムに対応したデータを送信することによって通知が行われてもよ
い。
【００８２】
　このように構成された通知システム１００ｆでは、ユーザの表情の変化や身体の変化に
応じてユーザに対して休憩を促す通知がなされる。そのため、ユーザは、自身で気づかな
いうちに身体が疲れていたことを把握することができ、適度に休憩をとることが可能とな
る。
【００８３】
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　＜変形例＞
　カメラ１１ｆ、通知制御部１２ｆ及び通知部１３ｆが、端末装置２０ｆに一体的に実装
されてもよい。この場合、通知部１３ｆは、端末装置２０ｆに対して通知を行うのではな
く、自身がユーザに対してアラームを報知することによって通知する。
【００８４】
　［第七実施形態］
　図９は、通知システム１００の第七実施形態（通知システム１００ｇ）の機能構成を表
す概略ブロック図である。通知システム１００ｇは、カメラ１１ｇ、通知制御部１２ｇ、
第一通知部１３ｇ－１、第二通知部１３ｇ－２、電波取得部１４ｇ、認証情報記憶部１６
ｇを備える。通知システム１００ｇは、情報取得部１１の具体例としてカメラ１１ｇ及び
電波取得部１４ｇを備え、通知部１３の具体例として第一通知部１３ｇ－１、第二通知部
１３ｇ－２を備える。通知システム１００ｇは、１台の端末装置として実現されてもよい
。通知システム１００ｇは、複数台の通信可能な情報処理装置の組み合わせによって実現
されてもよい。
　以下、通知システム１００ｇの詳細について説明する。なお、端末装置２０ｇの構成は
、端末装置２０ａの構成と同様であるため説明を省略する。
【００８５】
　電波取得部１４ｇは、端末装置２０ｇの電波を取得する。電波取得部１４ｇは、例えば
端末装置２０ｇのユーザの住宅（以下、単に「ユーザ宅」という。）の玄関付近に近づい
た認証対象の人物（以下、「認証人物」という。）が所有している端末装置２０ｇの電波
を取得する。電波取得部１４ｇは、取得した電波を通知制御部１２ｇに出力する。
　認証情報記憶部１６ｇは、磁気ハードディスク装置や半導体記憶装置などの記憶装置を
用いて構成される。認証情報記憶部１６ｇは、認証情報テーブルを記憶している。認証情
報テーブルには、認証人物及び認証人物の端末装置２０ｇの情報（以下、「認証人物端末
情報」という。）が対応付けて登録されている。認証人物端末情報は、例えば認証人物が
端末装置２０ｇを所持しているか否かを表す情報であり、端末装置２０ｇを所持している
場合には、端末装置２０ｇのＭＡＣアドレスを含む情報である。
【００８６】
　カメラ１１ｇは、認証人物を撮影する。カメラ１１ｇは、例えばユーザ宅の玄関ドアの
内側に備えられていてもよい。カメラ１１ｇは、撮影された映像を通知制御部１２ｇに出
力する。この場合、撮影された映像が取得情報である。
　通知制御部１２ｇは、カメラ１１ｇによって撮影された認証人物と、電波取得部１４ｇ
によって取得された電波とに基づいて通知指示を行うか否か判定する。具体的には、以下
の通りである。まず、通知制御部１２ｇは、カメラ１１ｇによって認証人物が撮影される
と、認証情報テーブルを参照し、認証人物の顔映像に基づいて撮影された認証人物に認証
人物端末情報が登録されているか否か認証を行う。通知制御部１２ｇは、認証を行った結
果、認証人物に認証人物端末情報が登録されていない場合には、以降の処理を行わない。
一方、通知制御部１２ｇは、認証を行った結果、認証人物に認証人物端末情報が登録され
ている場合には、認証人物に対応付けて登録されている認証人物端末情報を取得する。
【００８７】
　次に、通知制御部１２ｇは、電波取得部１４ｇによって電波が取得されたか否かを判定
する。通知制御部１２ｇは、電波取得部１４ｇによって電波が取得されていない場合には
、通知指示を行う。一方、通知制御部１２ｇは、電波取得部１４ｇによって電波が取得さ
れた場合には、当該電波が認証人物の端末装置２０ｇの電波であるか否かを判定する。通
知制御部１２ｇは、取得された電波が認証人物の端末装置２０ｇの電波であると判定した
場合には、以降の処理を行わない。一方、通知制御部１２ｇは、認証人物の端末装置２０
ｇの電波ではないと判定した場合には、通知指示を行う。
【００８８】
　通知制御部１２ｇは、通知指示を行う場合には、第一通知部１３ｇ－１、又は、第二通
知部１３ｇ－２に対してアラーム動作を行うことが指示されてもよい。
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　第一通知部１３ｇ－１は、通知制御部１２ｇからの指示に従って、端末装置２０ｇに対
して通知を行う。
　第二通知部１３ｇ－２は、通知制御部１２ｇからの指示に従って、所定の音声を出力す
る。
【００８９】
　このように構成された通知システム１００ｇでは、ユーザの外出時に、当該ユーザが自
身の端末装置２０ｇを持って外出しようとしているかに応じて通知がなされる。したがっ
て、ユーザが自身の端末装置２０ｇを外出時に所持していない場合には、当該ユーザの端
末装置２０ｇやインターフォンを報知させることで、端末装置２０ｇを忘れていることを
ユーザに知らせることができる。そのため、端末装置２０ｇの忘れを防止することが可能
となる。
【００９０】
　［第八実施形態］
　図１０は、通知システム１００の第八実施形態（通知システム１００ｈ）の機能構成を
表す概略ブロック図である。通知システム１００ｈは、電力使用量取得部１１ｈ、通知制
御部１２ｈ、通知部（室内照明制御システム）１３ｈ、制御情報記憶部１６ｈを備える。
通知システム１００ｈは、情報取得部１１の具体例として電力使用量取得部１１ｈを備え
、通知部１３ｈの具体例として室内照明制御システム１３ｈを備える。通知システム１０
０ｈは、１台の端末装置として実現されてもよい。通知システム１００ｈは、複数台の通
信可能な情報処理装置の組み合わせによって実現されてもよい。
　以下、通知システム１００ｈの詳細について説明する。本実施形態において、通知部（
室内照明制御システム）１３ｈが設置された建物を制御対象建物という。
【００９１】
　制御情報記憶部１６ｈは、磁気ハードディスク装置や半導体記憶装置などの記憶装置を
用いて構成される。制御情報記憶部１６ｈは、制御情報テーブルを記憶している。制御情
報テーブルには、制御条件及び制御情報が対応付けて登録されている。制御条件は、通知
制御部１２ｈによって制御が実行される条件である。制御情報は、通知部１３ｈに対する
制御内容の情報である。制御情報には、例えば使用電力に応じて照明の色を変化させる情
報が設定されている。
【００９２】
　電力使用量取得部１１ｈは、使用電力に関する情報を取得する。使用電力に関する情報
とは、所定の領域において使用されている電力を表す値である。所定の領域とは、ユーザ
の住宅の領域、制御対象建物そのもの等である。電力使用量取得部１１ｈは、所定の領域
における使用電力に関する情報を提供するサーバと通信することによって、使用電力に関
する情報を取得する。
【００９３】
　通知制御部１２ｈは、電力使用量取得部１１ｈによって使用電力が取得された場合、制
御情報テーブルを参照し、使用電力が制御条件を満たすか否かを判定する。通知制御部１
２ｈは、例えば使用電力の値が一定以上である場合に制御条件を満たすと判定する。使用
電力が制御条件を満たす場合、通知制御部１２ｈは制御条件に対応する制御情報を取得す
る。そして、通知制御部１２ｈは、通知部１３ｈに対し、取得した制御情報に応じた制御
を行う。
【００９４】
　通知部（室内照明制御システム）１３ｈは、制御対象建物に設けられた照明を制御する
システムである。通知部（室内照明制御システム）１３ｈは、通知制御部１２ｈによる制
御にしたがって、制御対象建物に設けられた照明の色を変化させる。
【００９５】
　通知システム１００ｈが処理を行うタイミングはどのように設定されてもよい。例えば
、通知システム１００ｈは、予め設定された日時（例えば、夜間の時間帯）に処理を行っ
てもよい。
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【００９６】
　このように構成された通知システム１００ｈでは、使用電力に応じて照明の色が変化す
る。すなわち、使用電力が一定の電力以上である場合には、電力を使いすぎていることを
ユーザに通知するために照明の色を変化させる。そのため、ユーザは、照明の色の変化を
見ることによって、電力を使いすぎている事を把握することができ、使用電力を抑えるよ
うに調整することが可能となる。
【００９７】
　＜変形例＞
　制御情報には、照明の色を変化させる情報以外の情報が設定されてもよい。例えば、制
御情報には、照明の照度を変化させる情報が設定されてもよい。
【符号の説明】
【００９８】
１００…通知システム，　１１…情報取得部，　１１ａ…加速度取得部，　１１ｂ…天候
情報取得部，　１１ｃ…乗換情報取得部，　１１ｄ…音声取得部，　１１ｅ…電池残量取
得部，　１１ｆ，１１ｇ…カメラ，　１１ｈ…電力使用量取得部，　１２，１２ａ，１２
ｂ，１２ｃ，１２ｄ，１２ｅ，１２ｆ，１２ｇ，１２ｈ…通知制御部，　１３，１３ａ，
１３ｂ，１３ｃ，１３ｄ，１３ｅ，１３ｆ，１３ｈ…通知部，　１３ｇ－１…第一通知部
，　１３ｇ－２…第二通知部，　１３ｃ…アラーム装置，　１４ａ，１４ｂ，１４ｃ…位
置取得部，　１４ｇ…電波取得部，　１５ｂ，１５ｃ…時刻取得部，　１６ｄ…音声情報
記憶部，　１６ｅ…使用電池量記憶部，　１６ｅ…認証情報記憶部，　１６ｈ…制御情報
記憶部，　１７ｄ…登録部，　２０ａ，２０ｂ，２０ｃ，２０ｄ，２０ｅ，２０ｆ，２０
ｇ…端末装置，　３０ｃ…乗換情報サーバ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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