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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機器のユーザに当該ユーザが保有する移動体を介して情報を提供する情報提供方法であ
って、
　前記ユーザが使用した機器から、当該機器の動作状態に関する情報である生活情報を、
受信することにより取得する生活情報取得部により、取得された生活情報から、特定時間
帯の前記ユーザの行動様式である習慣を推定し、最新の前記特定時間帯のユーザの行動が
、推定した前記習慣と一致しなかった場合に、一致しなかった前記習慣に相当する行動を
前記ユーザが前記特定時間帯以降に実施すると予測する予測ステップと、
　移動した前記ユーザの位置を示す位置情報を受信することにより取得する位置情報取得
部により、取得された位置情報に応じて、前記予測ステップにおいて前記ユーザが実施す
ると予測された前記行動に関連する情報であって前記ユーザに提供する情報を生成する情
報生成ステップとを含む
　情報提供方法。
【請求項２】
　前記位置情報取得部は前記ユーザの位置情報を逐次取得し、
　前記予測ステップは、前記生活情報取得部により取得された生活情報から、前記位置情
報取得部により取得された前記ユーザの複数の位置情報から導出した位置においての当該
ユーザの行動を予測する
　請求項１記載の情報提供方法。
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【請求項３】
　前記予測ステップでは、前記機器の使用目的と一定の関連性を有する物品又はサービス
に関わるユーザの行動を予測し、
　前記情報生成ステップでは、前記物品又は前記サービスに関連する情報の生成を行う
　請求項２記載の情報提供方法。
【請求項４】
　前記生活情報取得部は複数のユーザが使用した複数の機器から、複数の生活情報を受信
することにより取得し、
　前記予測ステップにおける前記予測は、前記複数のユーザ各々が使用した機器各々から
取得された生活情報から、当該複数のユーザ各々の位置情報から導出した各位置において
の、当該複数のユーザ各々の行動についての予測である
　請求項３記載の情報提供方法。
【請求項５】
　ユーザが使用した機器から前記生活情報取得部が生活情報の前記取得を行う前に、当該
ユーザから、当該生活情報の取得に対する同意の取得を試みる同意ステップを含む
　請求項４記載の情報提供方法。
【請求項６】
　前記情報生成ステップでは、前記同意ステップにおいて同意が取得できたユーザに対し
て、前記同意ステップにおいて同意が取得できなかったユーザと比べて、多くの内容を含
む情報を提供するように、提供先のユーザを区別して情報の前記生成を行う
　請求項５記載の情報提供方法。
【請求項７】
　前記予測ステップでは、ユーザを計測する装置から当該ユーザの生体情報を受信するこ
とで取得する生体情報取得部により、取得された生体情報にも基づいて、当該ユーザの行
動に係る前記予測を行う
　請求項２記載の情報提供方法。
【請求項８】
　前記移動体は自機の位置を検出して送信し、
　前記位置情報取得部は、前記ユーザの位置を示す前記位置情報を、前記移動体から受信
することにより取得する
　請求項２記載の情報提供方法。
【請求項９】
　前記位置情報取得部は、位置情報を逐次取得し、
　前記予測及び前記ユーザに提供する情報の前記生成を逐次実行する
　請求項１記載の情報提供方法。
【請求項１０】
　機器のユーザに保有された移動体に備えられた装置に制御用の情報を提供する情報提供
方法であって、
　前記移動体を保有するユーザが使用した機器から、当該機器の動作状態に関する情報で
ある生活情報を、受信することにより取得する生活情報取得部により、取得された生活情
報から、特定時間帯の前記ユーザの行動様式である習慣を推定し、最新の前記特定時間帯
のユーザの行動が、推定した前記習慣と一致しなかった場合に、一致しなかった前記習慣
に相当する行動を前記ユーザが前記特定時間帯以降に実施すると予測する予測ステップと
、
　移動した前記ユーザの位置を示す位置情報を受信して取得する位置情報取得部により、
取得された位置情報とに応じて、前記予測ステップにおいて前記ユーザが実施すると予測
された前記行動に関連する情報であって前記装置に提供する前記制御用の情報を生成する
情報生成ステップとを含む
　情報提供方法。
【請求項１１】
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　機器のユーザに情報を提供する移動体であって、
　前記ユーザが使用した前記機器の動作状態に関する情報である生活情報を、受信するこ
とにより取得する生活情報取得部と、
　移動した前記ユーザの位置を検知することにより当該ユーザの位置情報を取得された位
置情報取得部と、
　前記生活情報から、特定時間帯の前記ユーザの行動様式である習慣を推定し、最新の前
記特定時間帯のユーザの行動が、推定した前記習慣と一致しなかった場合に、一致しなか
った前記習慣に相当する行動を前記ユーザが前記特定時間帯以降に実施すると予測し、当
該予測の結果及び前記位置情報に応じて、前記ユーザが実施すると予測された前記行動に
関連する情報であって前記ユーザに提供する情報を生成する情報生成部と、
　前記情報生成部により生成された情報を前記ユーザに提示する情報提示部とを備える移
動体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、収集したユーザ情報に基づいて有用な情報を生成して提供する情報提供方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ユーザの活動量や心拍数等を計測するウェアラブルセンサが開発されており、特
許文献１には、ユーザの生体情報を計測し、それを基に感情状態を導出する技術が示され
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１１２８５３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、特許文献１の技術では、ユーザの生体機能の状態と関連しない情報の導
出は行えない。このため、ユーザに提供できる情報が限られる。
【０００５】
　そこで、本発明は、ユーザ情報に基づいてユーザの生体機能の状態とは必ずしも相関の
ない有益な情報を生成して当該情報を、移動体を介して、ユーザに提供する情報提供方法
を、提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様に係る情報提供方法は、機器のユーザに当該ユーザが保有する移動体を
介して情報を提供する情報提供方法であって、前記ユーザが使用した機器から、当該機器
の動作状態に関する情報である生活情報を、受信することにより取得する生活情報取得部
により、取得された生活情報と、移動した前記ユーザの位置を示す位置情報を受信するこ
とにより取得する位置情報取得部により、取得された位置情報とに応じて、前記ユーザに
提供する情報を生成する情報提供方法である。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の情報提供方法は、ユーザに対し、ユーザの生体機能の状態とは必ずしも相関の
ない有益な情報を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、実施の形態１に係る情報提供システムを示す概略図である。



(4) JP 6151272 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

【図２】図２は、情報提供システムの各機器類の機能構成を示すブロック図である。
【図３】図３は、家電機器により実行される家電機器処理を示すフローチャートである。
【図４】図４は、ウェアラブルセンサにより実行されるウェアラブルセンサ処理を示すフ
ローチャートである。
【図５】図５は、移動体により実行される移動体処理を示すフローチャートである。
【図６】図６は、情報入力端末により実行される情報入力端末処理を示すフローチャート
である。
【図７】図７は、サーバにより実行されるサーバ処理を示すフローチャートである。
【図８】図８は、携帯情報端末においてユーザから生活情報の提供についての同意を得る
ためのＧＵＩを示す図である。
【図９】図９は、携帯情報端末においてユーザから各種生活情報の提供についての選択的
な同意を得るためのＧＵＩを示す図である。
【図１０】図１０は、移動体、これに連携する家電機器及びウェアラブルセンサの機能構
成を示すブロック図である。
【図１１】図１１は、移動体により実行される移動体処理を示すフローチャートである。
【図１２】図１２は、スマートフォンにおいてピンポイント広告を表示した画面例を示す
図である。
【図１３】図１３は、スマートフォンにおいて各駅のトイレの混雑状況を表示した画面例
を示す図である。
【図１４】図１４は、スマートフォンにおいて飲食店をランキング形式で表示する画面例
を示す図である。
【図１５】図１５は、トイレ使用に係る生活情報を利用した走行ルート提示処理を示すフ
ローチャートである。
【図１６】図１６は、ユーザ選択を含む走行ルート提示処理を示すフローチャートである
。
【図１７】図１７は、カーナビゲーション装置の画面において多トイレルートが選択的に
表示されている状態を示す図である。
【図１８】図１８は、カーナビゲーション装置の画面において最短ルートが選択的に表示
されている状態を示す図である。
【図１９】図１９は、走行ルート別の目的地到着までの時間及び必要燃料を示す図である
。
【図２０】図２０は、照明使用に係る生活情報を利用した走行ルート提示処理を示すフロ
ーチャートである。
【図２１】図２１は、カーナビゲーション装置の画面においてヒヤリハット情報が表示さ
れている状態を示す図である。
【図２２】図２２は、耳穴装着式のウェアラブルセンサの例を示す図である。
【図２３】図２３は、サーバの構成を示す図である。
【図２４】図２４は、移動体の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　ユーザ情報に基づいてユーザの生体機能の状態とは必ずしも相関のない有益な情報を提
供すべく、本発明の一態様に係る情報提供方法は、機器のユーザに当該ユーザが保有する
移動体を介して情報を提供する情報提供方法であって、前記ユーザが使用した機器から、
当該機器の動作状態に関する情報である生活情報を、受信することにより取得する生活情
報取得部により、取得された生活情報と、移動した前記ユーザの位置を示す位置情報を受
信することにより取得する位置情報取得部により、取得された位置情報とに応じて、前記
ユーザに提供する情報を生成する情報提供方法である。
【００１０】
　これにより、ユーザが日常的に使用する家電機器から、ユーザの行動様式の推定材料と
なるところのユーザの操作を示す生活情報を取得し、これとユーザの位置に係る情報とか
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らユーザに提供する情報を生成する。従って、ユーザに有用な情報（ユーザに適した情報
）を提供することができる。例えば、ユーザが今朝缶コーヒーを買う可能性を、ユーザの
生体情報としての心拍数等だけから判断するのには無理がある。しかし、家電機器である
コーヒーメーカーの使用履歴（生活情報）からユーザが毎朝習慣としてコーヒーを飲むか
どうかは推定可能である。そして、毎朝習慣としてコーヒーを飲むと推定されるユーザが
今朝コーヒーを飲んでいない状況にあれば、ユーザがコーヒー関連商品等を購入する可能
性が高いと予測することは可能である。このため、この情報提供方法によれば、ユーザに
有用な情報を提供できる。また、この情報提供方法によれば、生活情報は家電機器から取
得するため、ユーザに、自らの行動様式を示す情報を情報端末等から入力させること課す
必要はない。
【００１１】
　例えば、前記位置情報取得部は前記ユーザの位置情報を逐次取得し、前記生活情報取得
部により取得された生活情報から、前記位置情報取得部により取得された前記ユーザの複
数の位置情報から導出した位置においての当該ユーザの行動を予測する予測ステップと、
前記予測ステップにおける予測の結果に基づいて、前記ユーザに提供する情報を生成する
情報生成ステップとを含むこととしてもよい。
【００１２】
　これにより、ユーザの行動様式を踏まえて将来のユーザの行動を予測し、その予測した
行動とその将来時点におけるユーザの位置の予測結果とを合わせるので、より有用な情報
の提供が可能となる。
【００１３】
　また、例えば、前記予測ステップでは、前記機器の使用目的と一定の関連性を有する物
品又はサービスに関わるユーザの行動を予測し、前記情報生成ステップでは、前記物品又
は前記サービスに関連する情報の生成を行うこととしてもよい。
【００１４】
　なお、例えば、コーヒーメーカー（家電機器）の属性である使用目的がコーヒーの提供
であり、缶コーヒーという物品の属性やカフェでコーヒーを提供するサービスの属性は、
コーヒーの需要に対応することである。これらの属性は互いに一定の関係性を有すると言
える。
【００１５】
　これにより、予測が妥当な範囲でなされ、有効な情報提供が可能となる。
【００１６】
　また、例えば、前記生活情報取得部は複数のユーザが使用した複数の機器から、複数の
生活情報を受信することにより取得し、前記予測ステップにおける前記予測は、前記複数
のユーザ各々が使用した機器各々から取得された生活情報から、当該複数のユーザ各々の
位置情報から導出した各位置においての、当該複数のユーザ各々の行動についての予測で
あることとしてもよい。
【００１７】
　これにより、複数のユーザの生活情報を収集することで各ユーザの行動を予測した結果
を提供する情報に反映できるため、より有用な情報提供が可能となる。
【００１８】
　また、例えば、ユーザが使用した機器から前記生活情報取得部が生活情報の前記取得を
行う前に、当該ユーザから、当該生活情報の取得に対する同意の取得を試みる同意ステッ
プを含むこととしてもよい。
【００１９】
　これにより、ユーザのプライバシーに配慮したものとなる。
【００２０】
　また、例えば、前記情報生成ステップでは、前記同意ステップにおいて同意が取得でき
たユーザに対して、前記同意ステップにおいて同意が取得できなかったユーザと比べて、
多くの内容を含む情報を提供するように、提供先のユーザを区別して情報の前記生成を行
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うこととしてもよい。
【００２１】
　これにより、多数の情報を収集して一層有用な情報提供を実現するために、ユーザに同
意を促進することができ、また、ユーザ間の公平性をある程度保つことができるようにな
る。
【００２２】
　また、例えば、前記予測ステップでは、ユーザを計測する装置から当該ユーザの生体情
報を受信することで取得する生体情報取得部により、取得された生体情報にも基づいて、
当該ユーザの行動に係る前記予測を行うこととしてもよい。
【００２３】
　これにより、予測の正確性を高めることができるので、一層有用な情報の提供が可能と
なる。
【００２４】
　また、例えば、前記移動体は自機の位置を検出して送信し、前記位置情報取得部は、前
記ユーザの位置を示す前記位置情報を、前記移動体から受信することにより取得すること
としてもよい。
【００２５】
　これにより、ユーザは、情報提供媒体である移動体と位置情報の取得のための機器とを
それぞれ別個に保有する必要がなくなる。
【００２６】
　また、例えば、前記位置情報取得部は、位置情報を逐次取得し、前記予測及び前記ユー
ザに提供する情報の前記生成を逐次実行することとしてもよい。
【００２７】
　これにより、現状に即した最新情報のリアルタイムな提供が実現できる。
【００２８】
　また、本発明の一態様に係る情報提供方法は、機器のユーザに保有された移動体に備え
られた装置に制御用の情報を提供する情報提供方法であって、前記移動体を保有するユー
ザが使用した機器から、当該機器の動作状態に関する情報である生活情報を、受信するこ
とにより取得する生活情報取得部により、取得された生活情報と、移動した前記ユーザの
位置を示す位置情報を受信して取得する位置情報取得部により、取得された位置情報とに
応じて、前記装置に提供する前記制御用の情報を生成する情報提供方法である。
【００２９】
　これにより、生活情報及び位置情報に基づく、移動体に備えられた装置の自動制御が実
現できる。
【００３０】
　また、本発明の一態様に係る移動体は、機器のユーザに情報を提供する移動体であって
、前記ユーザが使用した前記機器の動作状態に関する情報である生活情報を、受信するこ
とにより取得する生活情報取得部と、移動した前記ユーザの位置を検知することにより当
該ユーザの位置情報を取得された位置情報取得部と、前記生活情報及び前記位置情報に応
じて、前記ユーザに提供する情報を生成する情報生成部と、前記情報生成部により生成さ
れた情報を前記ユーザに提示する情報提示部とを備える移動体である。
【００３１】
　この移動体は、上記構成により、ユーザの行動様式から導出される有用な情報を提供す
ることができる。
【００３２】
　なお、これらの包括的又は具体的な各種態様には、装置、システム、方法、集積回路、
コンピュータプログラム、コンピュータ読み取り可能な記録媒体等の１つ又は複数の組み
合わせが含まれる。
【００３３】
　以下、実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
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【００３４】
　なお、ここで示す実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである
。従って、以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置及
び接続形態、並びに、ステップ（工程）及びステップの順序等は、一例であって本発明を
限定するものではない。以下の実施の形態における構成要素のうち、本発明の最上位概念
を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意に付加可能な構成要素で
ある。また、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。
【００３５】
　各実施の形態では、主に、家電機器に対するユーザ操作に基づく情報を収集することで
生活状況、嗜好、習慣等といったユーザの行動様式を推定してユーザの将来的な行動を予
測しその結果に応じて有益な情報を生成して提供する情報提供方法について、説明する。
ここで、ユーザの将来的な行動の予測は、例えば、ある特定の物品を取得しようとする行
動欲求、ある特定のサービスを享受しようとする行動欲求等といった物品又はサービスの
需要に関連する予測を含む。
【００３６】
　（実施の形態１）
　以下、本発明の一実施態様である実施の形態１について説明する。
【００３７】
　図１は、実施の形態１に係る情報提供システム１００を示す概略図である。
【００３８】
　情報提供システム１００は、次のような情報提供方法を実現する。概ね、ユーザの操作
に応じて動作する家電機器の動作状態に関する情報である生活情報を記録し、生活情報に
基づき家電機器のユーザの行動様式を推定して将来のユーザの行動を予測し、予測結果と
ユーザの位置情報とに基づいて生成した情報を提供する方法である。図１では、２つの家
庭における２人の家電機器ユーザを想定した例で、情報提供システム１００を示している
。
【００３９】
　図１に示すように情報提供システム１００は、２つの家庭（家屋１０１、家屋１０２）
に設置された家電機器１０１ａ、１０２ａと、各家電機器のユーザがそれぞれ保有する移
動体１０１ｂ、１０２ｂと、ユーザがそれぞれ身に付けるウェアラブルセンサ１０１ｃ、
１０２ｃと、情報入力端末１０１ｄ、１０２ｄと、これらの機器類をサーバ１０４と通信
可能にするためのインターネット等のネットワーク１０３と、サーバ１０４とを備える。
また、情報提示装置１０５がネットワーク１０３に接続されている。ネットワーク１０３
を介して情報を送信する各機器類は送信先となる機器類のＩＰアドレス等の宛先情報を予
め保持している。
【００４０】
　図２は、情報提供システム１００の各機器類の機能構成を示すブロック図である。同図
では、家電機器１０１ａ、移動体１０１ｂ、ウェアラブルセンサ１０１ｃ、情報入力端末
１０１ｄ、サーバ１０４のみを示し、他の機器類は省略している。
【００４１】
　ここで、家電機器１０１ａ、１０２ａは、ユーザの操作に応じて動作する際の動作状態
に関する情報である生活情報を記録する生活情報記録部１１と、通信回路を含み生活情報
を外部に送信する等を担う通信部１２とを備える機器である。即ち、家電機器１０１ａ、
１０２ａは、ネットワーク１０３に無線接続又は有線接続する機器である。例えば無線接
続には、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）や無線ＬＡＮ等の無線通信技術が用いられる。
なお、家電機器１０１ａ，１０２ａがネットワーク１０３に接続された１台又は複数台の
他の機器からユーザの生活情報を収集して記録する機能を含んでいてもよい。例えば、家
電機器１０１ａ，１０２ａは、コーヒーメーカー、冷蔵庫、テレビ、照明器具等の機器、
或いはトイレ、システムバス、洗面台等の家庭内の設備、或いはこれらの組み合わせ等で
ある。
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【００４２】
　また、家電機器１０１ａ、１０２ａにより記録される生活情報としては、例えば操作情
報、動作状況、消費電力、機器内部に搭載されている各種センサの出力等の情報が時刻と
対応付けられたものが挙げられる。また、家電機器１０１ａ、１０２ａは、それぞれ固有
の家電機器ＩＤ（識別情報）を予め内部の不揮発性メモリ等に記憶しており、通信部１２
が生活情報を外部に送信する際には家電機器ＩＤを付してその送信を行う。
【００４３】
　移動体１０１ｂ、１０２ｂは、位置計測部４１及び通信部４２を備える。例えば、移動
体１０１ｂ、１０２ｂは、ＧＰＳやＷｉ-Ｆｉ（登録商標）ルーターの位置情報を利用し
た位置情報取得機能を備えるスマートフォンや、タブレット等の携帯端末、或いはＧＰＳ
を利用したカーナビゲーション装置やこれを搭載した自動車等である。この移動体１０１
ｂ、１０２ｂも、ネットワーク１０３に無線接続又は有線接続し、無線接続には例えば携
帯電話網（３Ｇ／ＬＴＥ）やＷｉ-Ｆｉ（登録商標）等が用いられる。また、移動体１０
１ｂ、１０２ｂは、それぞれ固有の移動体ＩＤを予め内部の不揮発メモリ等に記憶してお
り、通信回路を含む通信部４２が位置情報を外部に送信する際には移動体ＩＤを付してそ
の送信を行う。
【００４４】
　ウェアラブルセンサ１０１ｃ、１０２ｃは、体温や心拍数等の生体情報を計測する生体
情報計測部２１と、通信回路を含み生体情報を外部に送信する等を担う通信部２２とを備
え、人の身体に装着され又は体内に埋め込まれたものである。例えば、ウェアラブルセン
サ１０１ｃ、１０２ｃは、活動量計、心拍計、体温計、呼吸数計測計、血糖計、血圧計等
のセンサ装置である。
【００４５】
　このウェアラブルセンサ１０１ｃ、１０２ｃも、ネットワーク１０３に無線接続又は有
線接続し、無線接続には例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）や無線ＬＡＮ等の無線通
信技術が用いられる。また、ウェアラブルセンサ１０１ｃ、１０２ｃは、それぞれ固有の
ウェアラブルセンサＩＤを予め内部の不揮発性メモリ等に記憶しており、通信部２２が生
体情報を外部に送信する際にはウェアラブルセンサＩＤを付してその送信を行う。
【００４６】
　情報入力端末１０１ｄ、１０２ｄは、コンピュータ端末であり、キーボード、ポインテ
ィングデバイス、タッチパネル等を介して入力を受け付ける入力受付部３１と、通信回路
を含み入力に応じて情報を外部に送信するための通信部３２とを備える。送信する情報と
しては、登録情報や属性情報がある。登録情報は、家電機器の家電機器ＩＤと、その家電
機器のユーザに保有される移動体の移動体ＩＤと、そのユーザに係るウェアラブルセンサ
のウェアラブルセンサＩＤとユーザＩＤとを関連付けた情報である。また、属性情報は、
家電機器のユーザについての年齢、性別等とユーザＩＤとを対応付けた情報である。
【００４７】
　サーバ１０４は、通信装置、記憶装置、プロセッサ等を備えるコンピュータで構成され
、各種情報をネットワーク１０３を介して取得し、家電機器のユーザの行動を予測して提
供すべき情報を生成し、情報提示装置１０５へと提供する装置である。各種情報は、家電
機器１０１ａ、１０２ａと、ウェアラブルセンサ１０１ｃ、１０２ｃと、情報入力端末１
０１ｄ、１０２ｄと、移動体１０１ｂ、１０２ｂとから送信される。
【００４８】
　このサーバ１０４は、機能面において、通信部６１、生活情報取得部７１、生体情報取
得部７２、属性情報取得部７３、登録情報取得部７４、位置情報取得部７５、生活情報記
憶部８１、生体情報記憶部８２、属性情報記憶部８３、登録情報記憶部８４、位置情報記
憶部８５、行動予測部９１及び提供用情報生成部９２を備える。
【００４９】
　ここで、通信部６１は、通信回路を含み、ネットワーク１０３で接続された機器と通信
する機能部である。また、生活情報記憶部８１、生体情報記憶部８２、属性情報記憶部８
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３、登録情報記憶部８４及び位置情報記憶部８５は、メモリ、ハードディスク等の記憶媒
体で構成される。
【００５０】
　生活情報取得部７１は、家電機器１０１ａ、１０２ａから送信された生活情報及び家電
機器ＩＤを通信部６１を介して取得し、生活情報記憶部８１に蓄積する機能を有する。な
お、蓄積される生活情報には家電機器１０１ａ、１０２ａにおいて計測された時刻或いは
サーバ１０４において取得された時刻等の時刻情報が付され、生活情報の履歴として管理
される。なお、生活情報取得部７１を、通信部６１の受信機能を包含するよう構成しても
よく、この場合、生活情報等は生活情報取得部７１において受信されることにより取得さ
れる。
【００５１】
　生体情報取得部７２は、ウェアラブルセンサ１０１ｃ、１０２ｃから送信された生体情
報及びウェアラブルセンサＩＤを通信部６１を介して取得し、生体情報記憶部８２に蓄積
する機能を有する。なお、蓄積される生体情報にはウェアラブルセンサ１０１ｃ、１０２
ｃにおいて計測された時刻或いはサーバ１０４において取得された時刻等の時刻情報が付
され、生体情報の履歴として管理される。
【００５２】
　属性情報取得部７３は、情報入力端末１０１ｄ、１０２ｄから送信された属性情報を通
信部６１を介して取得し、属性情報記憶部８３に格納する機能を有する。また、登録情報
取得部７４は、情報入力端末１０１ｄ、１０２ｄから送信された登録情報を通信部６１を
介して取得し、登録情報記憶部８４に格納する機能を有する。
【００５３】
　位置情報取得部７５は、移動体１０１ｂ、１０２ｂから送信された位置情報を通信部６
１を介して取得し、位置情報記憶部８５に蓄積する機能を有する。なお、蓄積される位置
情報には移動体１０１ｂ、１０２ｂにおいて計測された時刻或いはサーバ１０４において
取得された時刻等の時刻情報が付され、位置情報の履歴として管理される。
【００５４】
　また、行動予測部９１は、生活情報、生体情報及び属性情報に基づきユーザの行動を予
測する予測アルゴリズムを含む制御プログラムをプロセッサが実行することにより次の機
能を実現する。即ち、各ユーザＩＤに関連付けられた家電機器ＩＤ及びウェアラブルセン
サＩＤと対応付けられた生活情報及び生体情報と、各ユーザＩＤに対応する属性情報とに
基づいて、各ユーザの行動様式を推定する等により、各ユーザの行動を予測する機能であ
る。なお、行動予測部９１は、登録情報記憶部８４に格納された登録情報を参照すること
により、生活情報、生体情報、属性情報等の対応関係を得る。
【００５５】
　この予測アルゴリズムは、予め定められて用いられるものである。その内容は、例えば
、生活情報に基づきユーザによる家電機器の使用時刻の履歴を特定周期（１日単位等）で
解析し、ユーザが特定時間帯に家電機器を使用する習慣を有することを推定し、この推定
結果を用いてユーザの将来の行動を予測するもの等である。
【００５６】
　有用な予測アルゴリズムの例としては、朝にコーヒーメーカーを使用する確率が高いユ
ーザは、家庭で毎朝コーヒーを飲む習慣を有すると推定し、朝にコーヒーを飲まない日が
あれば外出先でコーヒー関連の飲料を飲む可能性が高いと予測するものが挙げられる。
【００５７】
　なお、予測アルゴリズムにおいて、履歴を利用する方法として、１年単位、１週間単位
、１日単位等と人の生活習慣を定める特定の単位毎においてその一部時間に共通する特性
を利用してもよい。例えば１週間単位であれば月曜～金曜まで等の平日にのみ共通する特
性と、土曜及び日曜等の休日にのみ共通する特性とを区別し、特定行動を行う時間帯を平
日と休日とで別個に予測する等である。また、１年単位であれば春夏にのみ共通する特性
と秋冬にのみ共通する特性区別し、特定行動を行う時間帯を春夏と秋冬とで別個に予測す
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る等である。
【００５８】
　また、提供用情報生成部９２は、行動予測部９１の予測結果と位置情報とに基づき提供
用情報を生成する情報生成アルゴリズムを含む制御プログラムをプロセッサが実行するこ
とにより次の機能を実現する。即ち、登録情報記憶部８４に格納された登録情報を参照し
て、各ユーザＩＤに関連付けられた移動体ＩＤに対応付けられた位置情報に基づき（例え
ば計測時刻を付した位置情報の複数の集合である履歴に基づき）、将来における各ユーザ
の移動先の位置を予測する。そして、行動予測部９１の予測結果に基づき将来時点におけ
るユーザの行動予測を踏まえて、特定位置でのユーザ行動を予測し、その予測結果に応じ
て提供用情報を生成し、通信部６１を介してその提供用情報を情報提示装置１０５に送信
する機能である。なお、ここで、提供用情報の生成は、予め用意している複数の情報から
１つを選定することで提供用情報として扱うことと決定することも含む。
【００５９】
　この情報生成アルゴリズムは、例えば、将来特定の行動を実行する可能性が高いと予測
されたユーザが、将来においてどの場所に位置するかを予測し、予測結果に応じてそのユ
ーザや他の者に提供するための情報を生成するもの等として、予め定められている。なお
、ユーザについての位置情報の履歴（複数の時刻それぞれにおけるユーザの位置を示す位
置情報）に基づいて、将来の各時刻におけるユーザの位置を予測するアルゴリズムとして
は、線形予測や他のいかなる方法を用いてもよい。
【００６０】
　有用な情報生成アルゴリズムの例としては、コーヒー関連の飲料を飲む可能性が高いと
予測されたユーザが将来の各時間帯にどの駅に移動するかを予測した上で、缶コーヒー販
売業者等に提供するために駅での缶コーヒーの売り上げ数量に係る情報を生成することや
、ユーザに提供するために、缶コーヒーの広告や最寄りのカフェの情報を生成すること等
が挙げられる。
【００６１】
　また、情報生成アルゴリズムにおいて、複数ユーザの位置情報を用いて時間単位、分単
位、秒単位で変動する物品やサービスの需要を予測するようにしてもよい。この結果とし
て、この情報生成アルゴリズムにより、より最適な品揃えの実現、より効果的な広告の提
供、より利便性の高いサービスの提供等に必要な情報を生成して提供することが可能とな
る。なお、情報生成アルゴリズムにより生成される情報は、複数ユーザのそれぞれに対し
て異なり得るものとしてもよい。各ユーザは、情報生成アルゴリズムにより生成された情
報を、自ら保有する携帯端末等を介して知得できる。
【００６２】
　情報提示装置１０５は、コンピュータ端末であり、通信回路を含みサーバ１０４から送
信される情報を受信するための通信部５２と、受信した情報を、ディスプレイに表示する
或いはスピーカー等から音声で出力する等により提示する情報提示部５１とを備える。こ
の情報提示装置１０５は、１台又は複数台の携帯型のスマートフォンやタブレット、或い
は家庭に設置されたテレビであってもよく、また、デジタルサイネージ（電子看板）等で
あってもよい。なお、この情報提示装置１０５を特定の事業者が管理し、提示された情報
を、そのまま或いは加工して別の事業体や個人の保有する装置や、特定の場所に設置され
た装置等に提供することとしてもよい。
【００６３】
　以下、上述の構成を備える情報提供システム１００の各機器類の動作を説明する。
【００６４】
　図３は、家電機器１０１ａにより実行される家電機器処理を示すフローチャートである
。なお、この家電機器処理は、家電機器１０２ａにおいても同様に実行される。
【００６５】
　同図に示すように、家電機器１０１ａは、ユーザ操作が成される毎に（ステップＳ３０
１）、ユーザ操作に応じた動作処理を行う（ステップＳ３０２）。例えば、家電機器１０
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１ａが、コーヒーメーカーであれば、ユーザによるスイッチ操作に応じて、ヒーター加熱
によるドリップ開始等の処理を行う。なお、家電機器１０１ａの具体内容によっては、ユ
ーザ操作に応じて主体的ではなく結果的に動作するものもあり得る。例えば、家電機器１
０１ａが冷蔵庫であれば、ユーザによる扉を開く操作に応じて、結果として扉を開いた状
態へと変化する。
【００６６】
　動作に際して家電機器１０１ａは、生活情報記録部１１により、ユーザ操作に応じた動
作内容や時刻等である生活情報を、自機内部の記憶媒体に記録する（ステップＳ３０３）
。家電機器１０１ａが、コーヒーメーカーであれば、生活情報は、例えば、スイッチオン
にした時刻つまりドリップ開始した時刻を示す情報である。
【００６７】
　また、家電機器１０１ａは、送信条件が成立した場合には（ステップＳ３０４）、自機
内部の記憶媒体の内容である生活情報と家電機器ＩＤとを通信部１２によりネットワーク
１０３を介してサーバ１０４に送信する（ステップＳ３０５）。この送信条件は、例えば
、毎日特定時刻到来時といった一定期間毎に生活情報をまとめて送信するための条件、サ
ーバ１０４から要求を受けた時といった生活情報をまとめて送信するための条件、或いは
ユーザ操作が１回なされた毎といったリアルタイムに生活情報を送信するための条件等で
ある。なお、サーバ１０４から要求を受けた時という条件にする場合には、サーバ１０４
は一定時間毎等に逐次要求を発するように構成される必要がある。
【００６８】
　図４は、ウェアラブルセンサ１０１ｃにより実行されるウェアラブルセンサ処理を示す
フローチャートである。なお、このウェアラブルセンサ処理は、ウェアラブルセンサ１０
２ｃにおいても同様に実行される。
【００６９】
　同図に示すように、ユーザが身に付けているウェアラブルセンサ１０１ｃは、生体情報
計測部２１により、ユーザの体温や心拍数等の生体情報を計測して内部記憶媒体に記録す
る（ステップＳ４０１）。この生体情報の計測及び記録は、逐次繰り返される。
【００７０】
　また、ウェアラブルセンサ１０１ｃは、送信条件が成立した場合には（ステップＳ４０
２）、自機内部の記憶媒体の内容である生体情報とウェアラブルセンサＩＤとを通信部２
２によりネットワーク１０３を介してサーバ１０４に送信する（ステップＳ４０３）。こ
の送信条件は、例えば毎日特定時刻到来時といった一定期間毎に生体情報をまとめて送信
するための条件、サーバ１０４から要求を受けた時といった生体情報をまとめて送信する
ための条件、或いは生体情報の計測の都度といった条件等である。なお、この送信条件に
ついてもサーバ１０４から要求を受けた時という条件にするのであれば、サーバ１０４は
一定時間毎等に逐次要求を発するように構成される必要がある。
【００７１】
　図５は、移動体１０１ｂにより実行される移動体処理を示すフローチャートである。な
お、この移動体処理は、移動体１０２ｂにおいても同様に実行される。
【００７２】
　同図に示すように、ユーザに保有されている移動体は、ＧＰＳ機能等を備える位置計測
部４１により自機の位置即ちユーザの位置を計測する（ステップＳ５０１）。そして、計
測結果である位置情報と内部の揮発性メモリ等に記憶されている自機固有の移動体ＩＤと
を通信部４２によりネットワーク１０３を介してサーバ１０４に送信する（ステップＳ５
０２）。この位置情報の計測及び送信は、逐次繰り返される。
【００７３】
　図６は、情報入力端末１０１ｄにより実行される情報入力端末処理を示すフローチャー
トである。なお、この情報入力端末処理は、情報入力端末１０２ｄにおいて同様に実行さ
れる。
【００７４】
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　同図に示すように、情報入力端末１０１ｄは、入力受付部３１により、ユーザＩＤ、家
電機器ＩＤ、ウェアラブルセンサＩＤ及び移動体ＩＤを特定するためにキーボード等を介
してなされる家電機器のユーザによる入力を受け付ける（ステップＳ６０１）。この入力
は、直接入力或いは選択肢の選定等の方法でなされる。続いて通信部３２は、入力に応じ
て特定されたユーザＩＤ、家電機器ＩＤ、ウェアラブルセンサＩＤ及び移動体ＩＤを登録
情報としてネットワーク１０３を介してサーバ１０４に送信する（ステップＳ６０２）。
この登録情報の送信は、各ユーザに対応する家電機器、ウェアラブルセンサ及び移動体を
サーバにおいて識別するために用いられる。なお、ユーザＩＤは、各ユーザを識別可能な
情報であれば足りる。
【００７５】
　また、情報入力端末１０１ｄは、入力受付部３１により、家電機器のユーザの年齢、性
別等を示す属性情報の入力を受け付け（ステップＳ６０３）、この属性情報を通信部３２
により、ネットワーク１０３を介してサーバ１０４に送信する（ステップＳ６０４）。
【００７６】
　図７は、サーバ１０４により実行されるサーバ処理を示すフローチャートである。
【００７７】
　同図に示すように、サーバ１０４は、登録情報取得部７４により、通信部６１を介して
各情報入力端末１０１ｄ、１０２ｄから登録情報を受信して、この受信により取得した登
録情報を登録情報記憶部８４に記憶する（ステップＳ７０１）。これにより、サーバにお
いて、各ユーザと、各家電機器、各ウェアラブルセンサ、各移動体との対応関係を把握す
ることができる。
【００７８】
　続いて、サーバ１０４は、ステップＳ７０２～ステップＳ７１２を繰り返し実行するこ
とにより、逐次、各ユーザから情報を取得して、逐次、提供用情報を情報提示装置１０５
に提供する。
【００７９】
　サーバ１０４の生活情報取得部７１は、家電機器ＩＤが付された生活情報を通信部６１
が受信した場合には（ステップＳ７０２）、この生活情報と家電機器ＩＤとを対応付けて
生活情報記憶部８１に格納する。即ち、生活情報記憶部８１のデータベースに蓄積する（
ステップＳ７０３）。
【００８０】
　また、ウェアラブルセンサＩＤが付された生体情報を通信部６１が受信した場合には（
ステップＳ７０４）、生体情報取得部７２は、この生体情報とウェアラブルセンサＩＤと
を対応付けて生体情報記憶部８２に格納する。即ち、生体情報記憶部８２のデータベース
に蓄積する（ステップＳ７０５）。
【００８１】
　また、属性情報を通信部６１が受信した場合には（ステップＳ７０６）、属性情報取得
部７３は、この属性情報を属性情報記憶部８３に格納する（ステップＳ７０７）。
【００８２】
　また、移動体ＩＤが付された位置情報を通信部６１が受信した場合には（ステップＳ７
０８）、位置情報取得部７５は、この位置情報と移動体ＩＤとを対応付けて位置情報記憶
部８５に格納する（ステップＳ７０９）。
【００８３】
　また、行動予測部９１は、上述の予測アルゴリズムに従って、各ユーザの行動様式を推
定することにより将来的な行動を予測する（ステップＳ７１０）。この推定及び予測は、
登録情報記憶部８４に格納された登録情報を参照し、生活情報記憶部８１に格納された生
活情報と生体情報記憶部８２に格納された生体情報と属性情報記憶部８３に格納された属
性情報とに基づいて行われる。
【００８４】
　続いて、提供用情報生成部９２は、位置情報記憶部８５に格納された位置情報に基づい
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て、各ユーザの移動位置を予測する。そして、登録情報記憶部８４に格納された登録情報
を参照して、移動位置に対応するユーザの行動の予測結果に基づき、上述の情報生成アル
ゴリズムに従って、提供用情報を生成する（ステップＳ７１１）。それから、この生成し
た提供用情報を、通信部６１によりネットワーク１０３を介して情報提示装置１０５に送
信する（ステップＳ７１２）。逐次取得される位置情報等に基づき、予測及び情報の生成
は逐次実行される。そして情報の送信は、秒単位、分単位、時間単位、日単位、週単位等
で変動する内容についてその単位に即してリアルタイムに行われるものとなる。
【００８５】
　以上、情報提供システム１００について、２つの家庭における２人の家電機器ユーザの
例を用いて説明したが、３人以上の、より多数のユーザを対象とすることで、一層有用な
情報提供が可能となり得る。この場合、サーバ１０４は、より多数のユーザ各々について
の生活情報、生体情報、属性情報及び位置情報を取得し、多数の各ユーザの行動及び移動
位置を予測することで情報を生成して提供することになる。
【００８６】
　なお、複数（より多数であれば好ましい）のユーザ各々が、特定の物品の取得又は特定
のサービスの享受という行動を実行する可能性を予測し、その可能性の高いユーザの移動
位置を予測することとしてもよい。これにより、特定場所で特定時間帯において特定の物
品又は特定のサービスの需要がどの程度かを予測することができるので、この予測結果に
基づいて、特定の物品の売り上げ数量や特定のサービスに関する広告等といった有効な情
報を提供することとしてもよい。
【００８７】
　情報提供システム１００が、特定の場所における特定の物又は特定のサービスの需要に
係る情報を提供するために、予測アルゴリズム及び情報生成アルゴリズムを次のようにし
てもよい。即ち、予測アルゴリズムを、複数のユーザ各々の生活情報から、各ユーザにつ
いて当該ユーザの行動様式を推定し当該ユーザが将来の特定時点（時間帯や複数の時点等
でもよい。）において特定の物又は特定のサービスを必要とする可能性を予測するものと
する。なお、ここで生活情報に、更に生体情報、属性情報を加えてもよい。また、情報生
成アルゴリズムを、各ユーザについて当該ユーザの位置情報の履歴からその将来の特定時
点における当該ユーザの位置を予測する部分を含むものとする。そして情報生成アルゴリ
ズムを、特定時点において、特定の場所に位置するであろう、特定の物又は特定のサービ
スを必要とする可能性が一定基準より高いユーザの人数に基づいて、需要の度合いを定め
てそれを表す情報を生成するものとする。
【００８８】
　なお、生活情報をサーバ１０４に送信する家電機器１０１ａ、１０２ａがユーザに提供
する物又はサービスが、予測対象の需要に係る特定の物又は特定のサービスと同じ属性を
有する場合に、需要予測は有効に働く。同じ属性の物品同士又は同じ属性のサービス同士
は、人の嗜好対象としての観点で同類と認識されるものを含む。
【００８９】
　例えば、コーヒーメーカーは、缶コーヒーと同じ属性を有するコーヒーをユーザに提供
する機器である。従って、情報提供システム１００は、コーヒーメーカーの使用履歴に基
づき、毎朝コーヒーを飲む傾向が高いと推定されるユーザが今朝はコーヒーを飲んでいな
ければ、そのユーザが今日の午前中に缶コーヒーを飲むであろうと予測し得る。また、情
報提供システム１００では、そのユーザの午前中の移動先を予測し得る。このため、情報
提供システム１００では、このようなユーザの情報を多く集めることにより、特定の駅を
通ることが予測され、かつ、今日の午前中に缶コーヒーを飲む可能性が高いであろうと予
測されるユーザの数を示す情報等を生成して提示することが可能となる。なお、毎朝コー
ヒーを飲む傾向が高いと推定される各ユーザや、今日の午前中に缶コーヒーを飲む可能性
が高いであろうと予測される各ユーザについて、現在位置又は将来位置の分布を地図上で
示すような情報を生成して提示することとしてもよい。
【００９０】
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　なお、家電機器１０１ａ、１０２ａが生活情報を、移動体１０１ｂ、１０２ｂを経由さ
せてサーバ１０４に送信することとしてもよい。
【００９１】
　また、サーバ１０４が、ユーザに関わる生活情報、生体情報、位置情報、属性情報及び
登録情報を取得することについて、ユーザのプライバシーに配慮して、ユーザの同意を得
る同意ステップを含ませるようにしてもよい。この同意ステップは、例えば、家電機器１
０１ａ、１０２ａ、移動体１０１ｂ、１０２ｂ、ウェアラブルセンサ１０１ｃ、１０２ｃ
、情報入力端末１０１ｄ、１０２ｄの各々において、ユーザに関わる情報の送信前に一度
又は送信毎に実行されることとしてもよい。ユーザインタフェースを備えていない機器類
については、同意ステップを他の機器を用いて代替的に実行させることとしてもよい。
【００９２】
　例えば、移動体１０１ｂが、ディスプレイを備える携帯情報端末であることとし、図８
に示すグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）を介して、ユーザの同意を得るよう
にしてもよい。これにより、ＧＵＩを介して、ユーザが使用している家電機器１０１ａか
ら得られる生活情報をサーバ１０４に提供する同意、或いはこのサーバ１０４の管理を担
うサービスプロバイダ８０４（同図中「○○」）に提供する同意を得ることが可能となる
。
【００９３】
　ここで、上述のＧＵＩにおいては、情報提供先であるサービスプロバイダ８０４を表示
し、ユーザが提供する生活情報の内容８０３を表示し、サービスプロバイダ８０４から提
供されるサービス内容８０２を表示しておいてもよい。これにより、情報の提供目的や提
供先を把握可能となり、ユーザにとって同意に係る判断が容易となり得る。なお、この同
意の有無についての情報が登録情報等と対応付けてサーバに格納され、同意したユーザに
対しては、同意しなかったユーザに比べて、情報提供システム１００が多くの情報を提供
するように、上述の情報生成アルゴリズムが構成されていてもよい。
【００９４】
　また、図９に示すＧＵＩを介して、ユーザが使用している家電機器１０１ａから得られ
る各生活情報９０３を提示し、チェックボックス等でユーザがサービスプロバイダ８０４
に提供を許可する生活情報を選択可能とする同意ステップを行うようにしてもよい。この
図９の例は、家電機器１０１ａが、コーヒーメーカー、冷蔵庫、トイレの組み合わせであ
ることとして、移動体１０１ｂが、ディスプレイを備える携帯情報端末であることとした
場合の例である。なお、この図９の例では、一度ユーザの同意が得られれば足りるため、
ユーザによる確認作業の負担を軽減することができる。
【００９５】
　また、上述した移動体１０１ｂと情報入力端末１０１ｄと情報提示装置１０５とサーバ
１０４とが、一体的に構成された移動体１０１ｅに置き換わってもよい。
【００９６】
　以下、情報提供システム１００の変形例として、移動体１０１ｂと情報入力端末１０１
ｄと情報提示装置１０５とサーバ１０４とが一体（移動体１０１ｅ）となった態様につい
て、変形部分を中心に説明する。
【００９７】
　図１０は、移動体１０１ｅ、これに連携する家電機器１０１ａ及びウェアラブルセンサ
１０１ｃの機能構成を示すブロック図である。
【００９８】
　移動体１０１ｅは、スマートフォンや、タブレット等の携帯端末、或いはＧＰＳを利用
したカーナビゲーション装置やこれを搭載した自動車等である。
【００９９】
　この移動体１０１ｅは、キーボード、ポインティングデバイス、タッチパネル等を介し
て入力を受け付ける入力受付部３１ｅと、ＧＰＳ等を利用して自機の位置情報を生成する
位置計測部４１ｅと、通信回路を含みネットワーク１０３で接続された家電機器１０１ａ
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及びウェアラブルセンサ１０１ｃと通信する通信部６１ｅと、生活情報取得部７１ｅと、
生体情報取得部７２ｅと、属性情報取得部７３ｅと、登録情報取得部７４ｅと、位置情報
取得部７５ｅと、生活情報記憶部８１ｅと、生体情報記憶部８２ｅと、属性情報記憶部８
３ｅと、登録情報記憶部８４ｅと、位置情報記憶部８５ｅと、行動予測部９１ｅと、提供
用情報生成部９２ｅと、情報提示部５１ｅとを備える。
【０１００】
　ここで、生活情報記憶部８１ｅ、生体情報記憶部８２ｅ、属性情報記憶部８３ｅ、登録
情報記憶部８４ｅ及び位置情報記憶部８５ｅは、メモリ、ハードディスク等の記憶媒体で
構成される。
【０１０１】
　生活情報取得部７１ｅは、家電機器１０１ａから送信された生活情報及び家電機器ＩＤ
を通信部６１ｅを介して取得し、生活情報記憶部８１ｅに蓄積する機能を有する。なお、
蓄積される生活情報には家電機器１０１ａにおいて計測された時刻、或いは移動体１０１
ｅにおいて取得された時刻等の時刻情報が付され、生活情報の履歴として管理される。な
お、生活情報取得部７１ｅを、通信部６１ｅの受信機能を包含するよう構成してもよく、
この場合、生活情報等は生活情報取得部７１ｅにおいて受信されることにより取得される
。
【０１０２】
　生体情報取得部７２ｅは、ウェアラブルセンサ１０１ｃから送信された生体情報及びウ
ェアラブルセンサＩＤを通信部６１ｅを介して取得し、生体情報記憶部８２ｅに蓄積する
機能を有する。なお、蓄積される生体情報にはウェアラブルセンサ１０１ｃにおいて計測
された時刻或いは移動体１０１ｅにおいて取得された時刻等の時刻情報が付され、生体情
報の履歴として管理される。
【０１０３】
　属性情報取得部７３ｅは、入力受付部３１ｅから受け付けられた入力に応じて、家電機
器１０１ａのユーザについての年齢、性別等とユーザＩＤとを対応付けた属性情報を特定
して属性情報記憶部８３ｅに格納する機能を有する。
【０１０４】
　登録情報取得部７４ｅは、入力受付部３１ｅからの入力に応じて、家電機器１０１ａの
家電機器ＩＤと、ウェアラブルセンサ１０１ｃのウェアラブルセンサＩＤとユーザＩＤと
を関連付けた登録情報を特定して、登録情報記憶部８４ｅに格納する機能を有する。
【０１０５】
　また、位置情報取得部７５ｅは、位置計測部４１ｅから位置情報を取得して位置情報記
憶部８５ｅに蓄積する機能を有する。なお、蓄積される位置情報には計測された時刻等の
時刻情報が付され、位置情報の履歴として管理される。
【０１０６】
　行動予測部９１ｅは、生活情報、生体情報及び属性情報に基づきユーザの行動を予測す
る予測アルゴリズムを含む制御プログラムをプロセッサが実行することにより次の機能を
実現する。即ち、登録情報を参照して、ユーザＩＤに関連付けられた家電機器ＩＤ及びウ
ェアラブルセンサＩＤと対応付けられた生活情報及び生体情報と、ユーザＩＤに対応する
属性情報とに基づき、ユーザの行動様式を推定する等により、ユーザの行動を予測する機
能である。この予測アルゴリズムは、例えば上述したサーバ１０４の行動予測部９１にお
けるものと同じである。
【０１０７】
　また、提供用情報生成部９２ｅは、行動予測部９１ｅの予測結果と位置情報とに基づき
提供用情報を生成する情報生成アルゴリズムを含む制御プログラムをプロセッサが実行す
ることにより次の機能を実現する。即ち、登録情報を参照し、ユーザＩＤに関連付けられ
た移動体ＩＤに対応付けられた位置情報（例えば計測時刻を付した位置情報の集合である
履歴）に基づき、将来時点におけるユーザの移動先の位置を予測する。そして、行動予測
部９１ｅの予測結果に基づき将来時点におけるユーザの行動予測を踏まえて、特定位置で



(16) JP 6151272 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

のユーザ行動を予測し、その予測結果に応じて提供用情報を生成し、その提供用情報を情
報提示部５１ｅを介して提示する機能である。なお、この情報生成アルゴリズムは、例え
ば上述したサーバ１０４の提供用情報生成部９２におけるものと同じである。
【０１０８】
　また、情報提示部５１ｅは、ディスプレイ或いはスピーカーを備え、提供用情報生成部
９２ｅから与えられた提供用情報を、ティスプレイに表示、或いはスピーカーから出力す
る機能を有する。
【０１０９】
　図１１は、移動体１０１ｅにより実行される移動体処理を示すフローチャートである。
【０１１０】
　同図に示すように、移動体１０１ｅの登録情報取得部７４ｅは、入力受付部３１ｅを介
して、ユーザＩＤ、家電機器ＩＤ及びウェアラブルセンサＩＤを特定するためにキーボー
ド等を介してなされる家電機器のユーザによる入力を受け付ける（ステップＳ１１０１）
。
【０１１１】
　そして、入力に応じて特定されたユーザＩＤ、家電機器ＩＤ、及びウェアラブルセンサ
ＩＤを登録情報として登録情報記憶部８４ｅに格納する（ステップＳ１１０２）。
【０１１２】
　また、属性情報取得部７３ｅは、入力受付部３１ｅを介して、ユーザの年齢、性別等を
示す属性情報の入力を受け付け（ステップＳ１１０３）、属性情報を属性情報記憶部８３
ｅに格納する（ステップＳ１１０４）。
【０１１３】
　続いて、移動体１０１ｅは、ステップＳ１１０５～ステップＳ１１１３を繰り返し実行
することにより、逐次、ユーザから情報を取得して、逐次、提供用情報を提示する。
【０１１４】
　移動体１０１ｅの生活情報取得部７１ｅは、家電機器ＩＤが付された生活情報を通信部
６１ｅが受信した場合には（ステップＳ１１０５）、この生活情報と家電機器ＩＤとを対
応付けて生活情報記憶部８１ｅに蓄積する（ステップＳ１１０６）。
【０１１５】
　また、ウェアラブルセンサＩＤが付された生体情報を通信部６１ｅが受信した場合には
（ステップＳ１１０７）、生体情報取得部７２ｅは、この生体情報とウェアラブルセンサ
ＩＤとを対応付けて生体情報記憶部８２ｅに蓄積する（ステップＳ１１０８）。
【０１１６】
　移動体１０１ｅの位置計測部４１ｅは、自機の位置、即ち自機を保有するユーザの位置
を計測し（ステップＳ１１０９）、計測結果である位置情報を位置情報取得部７５ｅが取
得して位置情報記憶部８５ｅに蓄積する（ステップＳ１１１０）。
【０１１７】
　また、行動予測部９１ｅは、上述の予測アルゴリズムに従って、ユーザの行動様式を推
定することにより将来的な行動を予測する（ステップＳ１１１１）。この推定及び予測は
、登録情報記憶部８４ｅに格納された登録情報を参照し、生活情報記憶部８１ｅに格納さ
れた生活情報と生体情報記憶部８２ｅに格納された生体情報と属性情報記憶部８３ｅに格
納された属性情報とに基づき行われる。
【０１１８】
　続いて、提供用情報生成部９２ｅは、位置情報記憶部８５ｅに格納された位置情報に基
づいて、ユーザの移動位置を予測する。そして、登録情報記憶部８４ｅに格納された登録
情報を参照して、移動位置に対応するユーザの行動の予測結果に基づき、上述の情報生成
アルゴリズムに従って、提供用情報を生成する（ステップＳ１１１２）。それから、この
生成した提供用情報を、情報提示部５１ｅにより提示する（ステップＳ１１１３）。
【０１１９】
　なお、移動体１０１ｅを複数のユーザが交代で使用するのではなく１人のユーザしか使
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用しない場合において、家電機器ＩＤ、ウェアラブルセンサＩＤ、移動体ＩＤ及びユーザ
ＩＤを用いないこととしてもよい。
【０１２０】
　この情報提供システムにおいては、移動体１０１ｅにより、自機の位置つまり移動体１
０１ｅを保有する者の位置に応じて、その者に向けた、効果の高いピンポイント広告等の
情報を提供することができる。効果の高いピンポイント広告は、購入可能性がより高いと
思われる個人にターゲットを絞った広告であり、これにより、販売増が狙えるほか、情報
提供用の機器類の省電力化等の効果が得られる。
【０１２１】
　なお、上述の例では、移動体１０１ｅ（図１０参照）において、生活情報、位置情報等
に基づいて行動予測部９１ｅ及び提供用情報生成部９２ｅにおける予測結果として提供用
情報が生成され、情報提示部５１ｅで情報が提示されることを示した。また、その前に述
べた例では同様に、生活情報、位置情報等に基づいてサーバ１０４の行動予測部９１及び
提供用情報生成部９２による予測結果として提供用情報が生成され、情報提示装置１０５
で情報が提示されることを示した。これらの情報の提示の代わりに、生活情報、位置情報
等に基づいた予測結果に応じて各種機器類を制御するための制御用情報を供給することで
各種機器類の制御を実現するようなシステム構成も可能である。
【０１２２】
　また、上述した情報提供システムからウェアラブルセンサ１０１ｃ、１０２ｃを取り除
き、生体情報を利用しないこととしてもよい。但し、生体情報を利用すると、ユーザの状
況の推定をより正確に実現できるようになり、その結果、情報提供システムは、より有用
な情報の提供を行えるようになり得る。また、同様に、情報入力端末１０１ｄ、１０２ｄ
を取り除き、属性情報を利用しないこととしてもよく、登録情報を利用しないこととして
もよい。なお、１人のユーザの生活情報だけに基づいて情報の生成及び提供を行うような
場合においては、ユーザを識別する必要がなく、登録情報が不要となり得る。また、家電
機器ＩＤ、ウェアラブルセンサＩＤ、移動体ＩＤ等の識別情報は、ユーザＩＤで代替も可
能であり、また、１人のユーザのみを対象とする場合においては、家電機器ＩＤ等の識別
情報は不要となる。
【０１２３】
　なお、上述した情報提供システム（図２、図１０参照）における家電機器１０１ａ、１
０２ａ、ウェアラブルセンサ１０１ｃ、１０２ｃ、移動体１０１ｂ、１０２ｂ又は移動体
１０１ｅは、ユーザＩＤの入力受付や個人認証等により個人を識別する手段を備えていて
もよい。個人認証は例えば顔認証、指紋認証、虹彩認証等である。これにより、個人を区
別して、より正確に各ユーザの状況を推定し、より有効な情報の提供が可能となる。また
、この個人の識別結果を、上述の登録情報の代わりとして用いるようにしてもよい。
【０１２４】
　また、上述した情報提供システムにおける行動予測部９１、９１ｅと提供用情報生成部
９２、９２ｅとの機能分割は、一例にすぎず、機能の配分は変更可能であり、また両者を
一体化してもよい。
【０１２５】
　以下、実施の形態２以降において、実施の形態１で説明した情報提供システムを一層具
体化した実施態様例を説明する。実施の形態２以降の例においても、実施の形態１で説明
した事項は基本的に当てはまるので、その説明を適宜省略する。
【０１２６】
　（実施の形態２）
　以下、図１、図２を用いて上述した情報提供システム１００における家電機器１０１ａ
、１０２ａをコーヒーメーカーとした例を中心として説明する。
【０１２７】
　本実施の形態における情報提供システムにおいて、コーヒーメーカーである家電機器１
０１ａ、１０２ａは、各個人が使用したことを検出する手段（検出機構）を備える。この
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検出機構としては、例えば、消費電力をモニタする手段や、使用時に加熱される部分に設
置した温度センサ等が用いられる。この検出機構による検出結果（検出時刻等）が生活情
報として生活情報記録部１１に記録され通信部１２により、生活情報とコーヒーメーカー
を識別する家電機器ＩＤとがネットワーク１０３を介してサーバ１０４に送信される。こ
れにより、サーバ１０４においては、各ユーザ（個人）又は各家庭のコーヒーメーカー使
用履歴が得られる。サーバ１０４では、そのコーヒーメーカー使用履歴から、ユーザの行
動を予測することが可能となり、これに基づいて生成された情報を情報提示装置１０５に
提供することが可能となる。この情報提示装置１０５は、例えば公共交通機関やその周辺
に設置されて利用に供され得る。
【０１２８】
　なお、コーヒーメーカーが、コーヒーメーカー使用時の消費電力量や生成したコーヒー
の量に関する情報を記録する機構を備えていてもよい。これにより、各個人のコーヒーを
飲んだ量の情報を生活情報に含め、サーバ１０４においてユーザの行動予測に活用するこ
とが可能となる。
【０１２９】
　例えば、ユーザがコーヒーメーカーを使用してから一定時間が経過したらそのユーザは
またコーヒーを飲みたくなることを前提とした予測アルゴリズムにより、サーバ１０４で
は、近い将来にユーザがコーヒーを飲む可能性の程度を予測することが可能となる。その
予測結果と、近い将来におけるユーザの移動先の予測結果とから、ある駅をユーザが通る
ときにその駅の販売店で缶コーヒーを購入する可能性を算定してその購入可能性を示す提
供用情報を生成して、情報提示装置１０５において提示することが可能となる。
【０１３０】
　なお、各ユーザの位置履歴と鉄道等の公共交通機関の路線図（経路位置情報）とに基づ
き、公共交通機関を現在利用しているかどうかを推定することも可能である。更には、駅
の位置情報を利用すれば各ユーザが何時にどの駅に到着予定であるかも推定可能となり、
時刻表の情報を利用すればその推定精度を向上させることも可能となる。なお、情報生成
アルゴリズムにおいては、各ユーザの位置情報の履歴を基に、ユーザ毎に同じ曜日の同じ
時刻には同じ経路で公共交通機関を利用する確率が高いとして、各ユーザが今後いずれの
駅で乗り換えるのかの予測を行うこととしてもよい。
【０１３１】
　これらにより、ある公共交通機関の駅を利用する各個人について、外出前に家庭でコー
ヒーメーカーを使用したかどうかの生活情報を得ることで、駅の販売店での缶コーヒーの
購入可能性が予測できる。従って、例えば時間毎の缶コーヒーの売れ行きを予想し情報提
示装置１０５に提示することが可能となる。
【０１３２】
　また、例えば、ある駅の利用者集団のなかで、缶コーヒーの購入可能性が高い人が多い
と予測される時間帯にあわせて、その駅に設置された情報提示装置１０５による広告の内
容を、缶コーヒーの広告に切り替える等、より効率的な広告が可能となる。
【０１３３】
　また、予測アルゴリズムにおいては、ユーザ各々のコーヒーメーカーの使用履歴からコ
ーヒー利用頻度が一定基準より高いか低いかを区別してもよい。その上で、コーヒー利用
頻度が高く、外出前にコーヒーメーカーを使用しなかったユーザ（即ち最後にコーヒーメ
ーカーを使用してから一定時間以上が経過している状況のユーザ）ほど外出先での缶コー
ヒー購入可能性が高いと判断してもよい。そして、情報生成アルゴリズムにおいて、その
各ユーザの状況を、駅での缶コーヒーの購入可能性に反映した情報を生成することとして
もよい。
【０１３４】
　また、ウェアラブルセンサ１０１ｃ、１０２ｃは、各ユーザ（個人）の心拍数を計測可
能なものであることとし、予測アルゴリズムを、計測される心拍数が低いほど、缶コーヒ
ー購入可能性が高い状況であると予測するものとしてもよい。計測される心拍数が低いほ
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ど、その個人が眠い状態にあると推定できるためである。また、ウェアラブルセンサ１０
１ｃ、１０２ｃが、各ユーザ（個人）の体温を計測可能なものであることとし、予測アル
ゴリズムを、計測される体温が高いほど、缶コーヒー購入可能性が高い状況であると予測
するものとしてもよい。計測される体温が高いほど、その個人が眠い状態にあると推定で
きるためである。これらの体温や心拍数等の生体情報と缶コーヒー購入可能性との関係に
ついて、統計等に基づいて予め関数を設定しておき、予測アルゴリズムにおいては生体情
報及びその関数に基づいてコーヒー購入可能性を予測することとしてもよい。
【０１３５】
　また、本実施の形態の家電機器１０１ａ、１０２ａは、コーヒーメーカーに加えて、通
信機能を備えた睡眠計（睡眠時間の計測が可能な手段）も備えていてもよい。この場合、
生活情報としてはコーヒーメーカーの使用状況に加えて睡眠時間が含まれることとなる。
予測アルゴリズムは、睡眠時間を反映して、前日の睡眠時間が短いほど、翌日の缶コーヒ
ーの購入可能性が高いと推定するものであってもよい。これにより、外出前のコーヒーメ
ーカー使用の情報と、前日の睡眠時間の情報の両方から、より高精度に缶コーヒー購入可
能性について予測することが可能となる。
【０１３６】
　また、電子決済システム等を用いて、各ユーザ（個人）の各駅での缶コーヒー購入履歴
を記憶させておき、サーバに収集して予測アルゴリズムにおいて利用することとしてもよ
い。また、予測アルゴリズムは、缶コーヒー購入頻度が高かったユーザと缶コーヒー購入
頻度が低かったユーザとを区別し、缶コーヒー購入頻度が高く外出前にコーヒーメーカー
を利用しなかったユーザほど駅での缶コーヒー購入可能性が高いと予測するものでもよい
。この結果、駅での缶コーヒーの売れ行きに係る情報を情報生成アルゴリズムにより生成
して、情報提示装置１０５により、売れ行き予測結果に基づく情報を提示することが可能
となる。また、電子決済システム等を用いて、各ユーザが過去に購入した缶コーヒーの商
品名を記憶させておき、これを利用して情報生成アルゴリズムでは、商品毎の売れ行き。
測を行った結果を生成することとしてもよい。この結果として、その日に売れそうな缶コ
ーヒー（商品名）の広告を、駅に設置したデジタルサイネージ等の情報提示装置１０５に
より、提示すること等が可能となる。
【０１３７】
　また、家電機器１０１ａ、１０２ａは、コーヒーメーカーに加えて、通信機能を備えた
照明器具を備えていてもよい。これにより、サーバ１０４においては、照明の点灯履歴に
も係る生活情報を収集することができる。このとき、予測アルゴリズムは、例えば、夜中
３から４時間毎に照明が点灯していればユーザの家庭に乳児がいると推定し、ユーザが女
性であれば缶コーヒーの購入可能性が著しく低下すると予測するものとしてもよい。これ
により、より正確な缶コーヒーの販売予測が可能となる。また、照明の点灯時間から、乳
児がいる家庭を抽出し、同家庭に住む住人（ユーザ）が複数の場合は、例えば、各住人（
ユーザ）の過去のＧＰＳ記録から、出産のための病院入院期間の有無、通院の有無等が判
断できる。このため、あるユーザが母親であるか、母親以外の同居人であるかの判断は可
能となる。また、情報入力端末１０１ｄから入力される属性情報は、年齢、性別の他、嗜
好、母親であるか否か等の情報であってもよい。これによれば、嗜好や乳児の母親である
という属性情報に基づいて、缶コーヒーの購入可能性をより正確に予測する予測アルゴリ
ズムを定めておき利用することが可能となる。
【０１３８】
　以上、家電機器１０１ａ，１０２ａがコーヒーメーカーを含み、缶コーヒーの売り上げ
予測に係る情報提供を行う情報提供システムの例について説明した。この予測は、コーヒ
ーメーカーという家電機器の目的がコーヒーの需要に関連してコーヒーを供給することで
あり、缶コーヒーという商品の売り上げと一定の関連性を有することに基づく、有効なも
のである。
【０１３９】
　このように、情報提供システムにおいて、家電機器１０１ａ、１０２ａの使用目的と一
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定の関連性を有する特定の物品又は特定のサービスとの関連でユーザの行動（物品購入、
サービス享受等）を予測し、特定の物品又は特定のサービスの需要を予測し得る。そして
、その特定の物品又は特定のサービスに関連する情報を提供することが可能となる。なお
、この場合、家電機器は、その特定の物品と同じ属性を有する物を提供する機能を有する
もの、或いはその特定のサービスと同じ属性を有するサービスを提供する機能を有するも
のである。
【０１４０】
　以下、缶コーヒー以外の商品についての購入可能性に係る情報提供システムの例を説明
する。
【０１４１】
　例えば、家電機器１０１ａ、１０２ａは、使用状況を外部に通信する通信機能を備えた
トースターであってもよい。使用状況はトースターの消費電力のモニタリングにより測定
してもよい。サーバ１０４においては、ネットワーク１０３を介して、外出前に各ユーザ
がトースターを使用したかどうかの情報が得られる。予測アルゴリズムは、朝食を食べそ
びれたユーザは近い将来において軽食等を欲する可能性が高いと予測するものとする。そ
して、情報生成アルゴリズムは、各時間帯において、朝食を食べそびれたユーザがどの程
度の人数、特定の駅に移動して来るかを推定して、サンドイッチ（軽食）の売り上げを予
測してこれを反映して提示用の情報を生成するものとする。これにより、例えば、予測結
果に応じてサンドイッチの広告を表示する時間と他の商品の広告を表示する時間との割合
を変えた提示用の情報を生成することになる。これにより、駅に設置されたデジタルサイ
ネージ等の情報提示装置１０５により、日毎、時間帯毎に、サンドイッチの広告と他の商
品の広告との表示時間の割合を変える等、ある日又は時間帯の駅の利用者にとって効果的
な広告を表示することが可能となる。
【０１４２】
　また、家電機器１０１ａ、１０２ａを、コーヒーメーカー、トースター以外の他の調理
用家電機器としてもよい。例えば、ＩＨ調理器、電子レンジ等の調理用家電機器の使用履
歴をサーバ１０４が収集することで、サーバ１０４は、予測アルゴリズムにより、各ユー
ザの食事時間帯を推定して、将来的に食事をするであろう時刻を予測することが可能にな
る。この場合に、情報生成アルゴリズムを、各ユーザが食事を必要とする時刻における各
ユーザの移動先の推定に基づいて特定場所における食品関連の商品や、飲食店における食
事提供サービス等の需要を予測する部分を含むものとしてもよい。そして、需要の予測結
果に基づいて、特定場所に設置された情報提示装置１０５において提示するための情報（
商品やサービスの広告等）を生成するものとしてもよい。この提示するための情報には、
需要を量として表現した情報を含ませてもよい。
【０１４３】
　なお、ウェアラブルセンサ１０１ｃ、１０２ｃが、血糖計であれば、予測アルゴリズム
において、調理用家電機器等から得られる生活情報に加えて、各ユーザについての血糖値
の変化に基づいて、より正確に食事の時間を推定することも可能となる。また、ウェアラ
ブルセンサ１０１ｃ、１０２ｃが、これを装着している者の発する音を計測して生体情報
として送信するものであってもよい。これにより、予測アルゴリズムにおいては、例えば
、会話の有無が判断できることにより、１人で移動中なのか、複数人で移動中なのかが判
断でき、商品等の購入可能性が高い状態にあるか否かをより正確に予測可能となる。また
、ウェアラブルセンサ１０１ｃ、１０２ｃが、これを装着している者の単位時間当たりの
歩数、活動量等を計測して生体情報として送信するものであってもよい。これにより、予
測アルゴリズムにおいては、歩数、活動量等と一定の相関のある疲労度が推定でき、各ユ
ーザが栄養ドリンク類、スポーツ飲料等の購入可能性が高い状態にあるか否かをより正確
に予測可能となる。
【０１４４】
　また、家電機器１０１ａ、１０２ａが、食品の調理、供給等に係る機器ではなく、通信
機能を備えたテレビやラジオであってもよい。この場合、サーバ１０４は、ネットワーク
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１０３を介して、各ユーザが外出前にテレビやラジオを使用したかどうかの生活情報を取
得できる。これに合わせて、予測アルゴリズムを、例えば、通勤前にテレビやラジオにて
ニュース番組を見逃したユーザについては、駅での新聞紙の購入可能性が高い状態にある
と予測するものとしてもよい。また、情報生成アルゴリズムを、各駅において新聞紙の購
入可能性が高いユーザが多数集まる時間帯を示す情報を生成するものとしてもよい。これ
によれば、情報提示装置１０５を見ることで、販売事業者等が、各駅の新聞紙の売り上げ
を認識することが可能となり、新聞紙を効率的に流通させ得るようになる。即ち、情報生
成アルゴリズムを、駅毎、時間毎の各商品の販売予測、在庫（予測）数を算出するように
定め、これにより生成された情報を情報提示装置１０５に表示させるようにしてもよい。
これにより、在庫不足の駅、時間に別の駅から在庫を供給する等といった在庫管理を適切
に行えるようになる。
【０１４５】
　また、家電機器１０１ａ、１０２ａは、通信機能を備え、入浴を検知する人感センサや
照明器具の使用履歴を計測する手段によって使用したかどうか検知することが可能なシス
テムバスであってもよい。この場合、サーバ１０４は、ネットワーク１０３を介して、各
ユーザの入浴状況を示す生活情報を取得できる。これに合わせて、予測アルゴリズムを、
例えば、前日に入浴していないユーザは、風邪気味である可能性が高いと推定することで
、風邪薬や栄養ドリンクの購入可能性が高い状態にあると予測するものとしてもよい。こ
れにより、駅等に設置したデジタルサイネージを用いて、風邪薬や栄養ドリンクの広告表
示時間を増やす等の、より効果的な広告が可能となり得る。なお、各ユーザの入浴履歴と
して、長期（例えば一ヶ月以上の期間）の記録をサーバ１０４に残しておくことにより、
例えば前日に入浴していないユーザが、毎日入浴する習慣がないのかあるのかを踏まえて
、風邪気味である可能性がより正確に推定可能となる。つまり、より効果的に風邪薬や栄
養ドリンクの広告表示時間を設定することが可能となる。また、ウェアラブルセンサ１０
１ｃ、１０２ｃが、体温計測機能を有するものとすれば、サーバ１０４においては収集し
た体温の情報も利用して、より正確に風邪気味であるか否かを推定可能となる。そして、
情報提示装置１０５がユーザに携帯される端末であることとし、風邪気味であると推定し
たユーザに効果的に風邪薬や栄養ドリンクの広告を提示することとしてもよい。
【０１４６】
　また、本実施の形態の具体例（家電機器がコーヒーメーカーその他である各例）におい
ても、図２に示す移動体１０１ｂと情報入力端末１０１ｄと情報提示装置１０５とサーバ
１０４とが、一体的に構成された移動体１０１ｅに置き換わったものとしてもよい。即ち
、スマートフォンや、タブレット等の移動体１０１ｅが、自機の位置つまりこれを保有す
るユーザの位置検出機能に加えて、次の機能群を持つように構成してもよい。ユーザの属
性情報の入力機能、予測アルゴリズムに基づきユーザの行動を予測する機能、情報生成ア
ルゴリズムに基づきユーザに提示すべき情報を生成する機能、及び生成された情報をユー
ザに提示する情報提示機能である（図１０参照）。これにより、ユーザの位置を検出する
移動体１０１ｅにおいてそのユーザに効果的に情報（ピンポイント広告）を提示すること
が可能になる。
【０１４７】
　また、情報提示機能を有する機器類（情報提示装置１０５、移動体１０１ｅ）でユーザ
に提示される情報（ピンポイント広告）は、例えば、生活情報及び位置情報を提供するユ
ーザのうち、ピンポイント広告配信希望者にのみ提示されることとしてもよい。例えば、
希望者が、スマートフォン、タブレット等にピンポイント広告を配信するアプリケーショ
ンをインストールすれば、そのアプリケーションの起動時等にピンポイント広告が表示さ
れる。
【０１４８】
　ピンポイント広告によれば、広告を受ける個人にとっては、購入可能性の高い商品の広
告を選択的に受けることができるので広告を確認する回数を減らせ、また、情報提示機能
を有する機器類（スマートフォン等）の省電力化が図れる。
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【０１４９】
　位置検出機能と情報提示機能を備えた機器類の画面例として、図１２にスマートフォン
３０４においてピンポイント広告を表示した画面例を示す。
【０１５０】
　図１２に示す画面例では、風邪気味と判断した個人に対して栄養ドリンクの広告を表示
している。このピンポイント広告では、同図に示すように、広告対象となる商品の商品名
３０２と、広告対象となる商品に関する写真等の画像３０３とを表示し、更に、生活情報
や生体情報を基に判断した個人の状態３０１について記載している。これにより、広告を
受け取った個人に対して、広告商品がお勧めである理由が明らかとなり、購入意欲を一層
高める効果が得られる。また、広告を受け取った個人を対象とした割引や特典サービス等
の特典情報３０６も記載してもよい。これにより、購入意欲を一層高める効果が得られる
。また、特典により、より多くのピンポイント広告配信希望者を獲得することが可能とな
る。
【０１５１】
　また、位置検出機能を有するスマートフォンにて得られた個人の位置情報を基に、販売
店の位置に関する情報３０５を表示してもよい。広告を受け取った個人が、販売店を探す
手間を軽減し、購入の可能性を一層高めることが可能となる。また、図示しないが、販売
店の地図情報（画像）を更に表示してもよい。販売店については、各個人の現在地及びこ
の先の移動経路を考慮し、最寄りの販売店を表示してもよいし、また、各店舗の在庫の情
報を基に、在庫に余裕がある店舗を優先的に表示してもよい。
【０１５２】
　（実施の形態３）
　以下、図１、図２を用いて上述した情報提供システム１００における家電機器１０１ａ
、１０２ａをトイレとした例を中心として説明する。
【０１５３】
　本実施の形態の情報提供システムでは、家庭のトイレ（便器）である家電機器１０１ａ
、１０２ａは、通信機能を有し、各ユーザ（個人）が使用したことを検出する手段（検出
機構）を備える。この検出機構としては、例えば、赤外線を用いた人感知センサや排水を
検知する流水センサ等が用いられる。トイレは家庭内の各ユーザを個別に識別するための
生体認証手段を備えていてもよい。これによればユーザ毎のトイレ使用履歴（使用時刻等
）が生活情報として生活情報記録部１１に記録され、通信部１２により、生活情報とトイ
レを識別する家電機器ＩＤとがネットワーク１０３を介してサーバ１０４に送信される。
また、サーバ１０４においては、各ユーザ（個人）又は各家庭のトイレ使用履歴が得られ
る。サーバ１０４では、そのトイレ使用履歴から、ユーザの行動を予測することが可能と
なり、これに基づいて生成された情報を情報提示装置１０５に提供することが可能となる
。
【０１５４】
　ユーザの行動を予測する予測アルゴリズムは、ユーザのトイレ使用時の滞在時間に基づ
いて、トイレ使用用途（便、尿）を区別して参照するものであってもよい。このように使
用用途を区別することで、ユーザの状況をより正確に推定することが可能となる。また、
トイレが、排泄物の成分分析手段を備えることとすれば、より正確に便と尿を区別して生
活情報を記録することができ、サーバ１０４において、ユーザの状況をより正確に推定す
ることが可能となる。
【０１５５】
　なお、家電機器１０１ａ、１０２ａは、家庭のトイレの便器そのものでなくても、通信
機能を備えたトイレの照明器具や換気扇であってもよい。照明器具や換気扇の使用履歴を
生活情報とすれば、サーバ１０４においては、この生活情報によりトイレの使用状況は推
定可能となる。また、家電機器１０１ａ、１０２ａは、トイレの便器自体ではなく、便座
に通信機能を備えた装置であってもよく、この装置が着座状況を検出することで、家庭に
おけるトイレの使用を示す生活情報がサーバ１０４に送られることになる。
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【０１５６】
　各ユーザの家庭のトイレの使用履歴を生活情報としてサーバ１０４が収集するこの情報
提供システムによれば、サーバ１０４の予測アルゴリズムにより、各ユーザが外出先でト
イレ（個室）を使用したくなる状態であるかを予測することができる。また、各ユーザの
位置情報の履歴に基づきサーバ１０４の情報生成アルゴリズムにより、トイレ（個室）を
使用したい状態の各ユーザがどこに移動しているかを推定することが可能となる。そして
、鉄道等の公共交通機関毎や駅毎のトイレの混雑状況（例えばトイレ（個室）の待ち時間
）を予測することが可能となる。予測された公共交通機関毎や駅毎のトイレの混雑状況を
示す情報は、サーバ１０４から情報提示装置１０５に送信され、情報提示装置１０５にお
いて画面に表示又は音声として出力される。情報生成アルゴリズムにより生成された各駅
等のトイレの混雑状況を示す情報は、提供用情報生成部９２により、ユーザ毎の現在位置
に応じてユーザの最寄り駅の情報に絞って、ユーザのスマートフォン等である情報提示装
置１０５に配信されることとしてもよい。
【０１５７】
　以下、情報提示装置１０５が、各個人が携帯するスマートフォン等の携帯端末であると
し、駅のトイレの混雑状況に注目した例を説明する。
【０１５８】
　図１３は、スマートフォン５０１において各駅のトイレの混雑状況を表示した画面例を
示す。
【０１５９】
　スマートフォン５０１の画面には、同図に示すように、駅毎に区切られた枠５０２が表
示され、枠５０２内には駅名５１０が表示される。ここで表示される駅は、例えば個人の
位置情報を基に決められ、各個人が乗車中の場合は、次の停車駅（図５では○○駅）及び
もう一つ先の停車駅（図５では△△駅）が表示されるようにしてもよい。これにより、各
個人は現在位置の最寄り駅のトイレを確認することが可能となるため、より短時間で到着
可能なトイレを確認することが可能となる。また、各個人が乗車中以外（駅のホームと改
札の間）にいる場合は、滞在中の駅、周辺の駅を表示してもよい。
【０１６０】
　また、駅の枠５０２の中には、その駅に設置されている全てのトイレ（各個室群）それ
ぞれを示すトイレの枠５０３が表示されることとしてもよい。これにより、各個人は、よ
り短時間でトイレの利用状況を確認することが可能となる。また、各トイレの設置位置を
示す位置情報（又はトイレ名）５０６を表示していてもよい。これにより、各個人は、よ
り短時間でトイレの利用が可能となる。また、各トイレの個室の利用状況を示す数値５０
５が表示されていてもよい。図１３では、各トイレに設置された個室の数を分母とし、そ
の内使用中の個室の数を分子として分数で表示している。これにより、各個人は、現在の
各トイレの混雑状況を把握することが可能となる。また、各トイレの個室の利用状況等に
併せて、各トイレの枠５０３内の背景は、異なる色やパターンで分けられていてもよい。
これにより、各個人に、各トイレの混雑状況をより分かりやすく伝えることが可能となる
。
【０１６１】
　また、各トイレを利用した個人による主観評価値５０８が表示されていてもよい。例え
ば、トイレの奇麗さ、清潔さについて、各トイレを利用した個人が利用後に主観で評価し
、その平均値を表示することができる。これにより、各個人は、主観的に評価の高い(奇
麗な或いは清潔な)トイレを選択することが可能となる。
【０１６２】
　なお、ウェアラブルセンサ１０１ｃ、１０２ｃが、トイレ使用時の各ユーザの心拍数等
の生体情報を記録してサーバ１０４に送信するものであるとしてもよい。これに応じ、サ
ーバ１０４側では、心拍数等の生体情報に基づき各ユーザの交感神経、副交感神経の高ま
り等を推定し、これをリラックスできるトイレかどうか等の評価指標として用いることと
し、トイレ毎の評価結果を提示用情報として生成することとしてもよい。これにより、各



(24) JP 6151272 B2 2017.6.21

10

20

30

40

50

個人は客観的に評価の高い（リラックスできる）トイレを選択することが可能となる。主
観評価がより多くの評価項目を設定可能となる利点を有する一方、各個人のウェアラブル
センサで得られる生体情報を用いた客観評価は、より信頼性が高いという利点を有する。
【０１６３】
　また、サーバ１０４で用いられる予測アルゴリズム或いは情報生成アルゴリズムを、各
個人の位置情報の履歴に基づいて各個人が今後いずれの駅で降車するのかを予測するもの
としてもよい。個人毎に、同じ曜日、同じ時刻、同じ経路で公共交通機関を利用すること
が多いと推定することにより、より正確に、トイレの混雑状況の予測ができるようになる
。また、情報提示装置１０５をスマートフォン５０１であるとし、各個人の降車駅の情報
を基に、各トイレの今後の混雑状況を予測した情報（混雑増件情報）については、このス
マートフォン５０１に表示されるようにしてもよい。図１３において、混雑増減情報５０
４として、例えば、矢印で表示することができる。矢印が大きいほど今後混雑状況が増す
ことを表しており、これにより、各個人はより空いているトイレを把握することが可能と
なる。即ち、各個人は、混雑しているトイレを避けて、より短い待ち時間で駅のトイレを
利用することが可能となる。
【０１６４】
　また、各個人と同じ列車に乗車中で、携帯端末等により同様に各トイレの混雑状況を確
認中の他の個人が何人いるかを示す数値５０７を表示してもよい。これにより、各個人は
より正確に空いているトイレを把握することが可能となる。
【０１６５】
　また、予測アルゴリズムを、各個人の生活情報（履歴）、生体情報等を用いて、各個人
について、駅のトイレの使用確率を算定するものとしてもよい。これに合わせて、情報生
成アルゴリズムを、各個人の駅のトイレの使用確率と位置情報（履歴）とに基づいて、各
駅のトイレの使用可能性と時刻を算定して、この算定結果を反映した各駅のトイレの混雑
増減情報５０４を生成するものとしてもよい。また、情報生成アルゴリズムを、例えば、
日々の各個人の位置情報の履歴に基づいて、降車確率が高い駅のトイレの混雑度を増加さ
せる（矢印を伸ばす）ように混雑増減情報５０４を生成するものとしてもよい。これによ
り、各個人はより正確に空いているトイレを把握することが可能となる。
【０１６６】
　また、図１３では、スマートフォン５０１に駅毎の混雑増減情報５０４を表示した例を
示したが、トイレ（個室群）毎の混雑増減情報を表示してもより。これにより、各個人は
、より正確に空いているトイレを把握することが可能となる。例えば、日々の使用トイレ
の情報を基に、過去に使用したトイレを利用可能性が高いトイレとして、トイレの混雑度
を増加させた（矢印を伸ばした）混雑増減情報を表示することとしてもよい。これにより
、各個人は、より正確に空いているトイレを把握することが可能となる。
【０１６７】
　また、情報生成アルゴリズムを、各個人が乗車している車両の情報に基づいて、乗って
いる車両に近い位置のトイレを利用可能性が高いトイレと予測することで混雑増減情報を
生成するものとしてもよい。これにより、各個人はより正確に空いているトイレを把握す
ることが可能となる。
【０１６８】
　また、各個人のトイレ（自宅または駅、望ましくは両方）の長期（例えば１週間以上の
期間）の使用履歴を記憶させる手段を用いて、予測アルゴリズムでは、この使用履歴に基
づいて、トイレの利用可能性を予測してもよい。例えば、通勤前後のトイレ利用頻度が高
い個人と利用頻度が低い個人を区別し、個人の習慣を推定し、通勤前の自宅のトイレ利用
頻度が高く、その日、自宅トイレに行きそびれたと推定される個人ほど駅でのトイレ利用
可能性が高いと予測することとしてもよい。
【０１６９】
　また、ウェアラブルセンサ１０１ｃ、１０２ｃは、心拍計であってもよく、装着してい
る者の心拍数を示す生体情報をサーバ１０４に送信するものであってもよい。この場合に
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、サーバ１０４の予測アルゴリズムは、心拍数が高いユーザほど、トイレに行きたい状態
にあると推定し、近い将来においてトイレに行く可能性が高いと予測するものであるとし
てもよい。
【０１７０】
　また、ウェアラブルセンサ１０１ｃ、１０２ｃは、装着している者の発汗を計測し、発
汗量を示す生体情報をサーバ１０４に送信するものであってもよい。この場合に、予測ア
ルゴリズムは、普段より発汗が多いほど、ユーザがトイレに行きたい状態にあると推定し
、近い将来においてトイレに行く可能性が高いと予測するものであるとしてもよい。
【０１７１】
　また、ウェアラブルセンサ１０１ｃ、１０２ｃは、装着している者の血圧を計測し、血
圧を示す生体情報をサーバ１０４に送信するものであってもよい。この場合に、予測アル
ゴリズムは、普段より血圧が高いほど、ユーザがトイレに行きたい状態にあると推定し、
近い将来においてトイレに行く可能性が高いと予測するものであるとしてもよい。
【０１７２】
　また、サーバ１０４の情報生成アルゴリズムは、トイレに行く可能性が高いと予測され
た各ユーザの位置情報に基づき、乗車中の列車や車両を推定し、降車時刻における所在位
置に近い駅のトイレの混雑度を増加させるように混雑増減情報を生成するものでもよい。
この混雑増減情報が、サーバ１０４から、各個人のスマートフォン等に送信されることで
、各個人はより正確に空いているトイレを把握することが可能となる。
【０１７３】
　上述したように、サーバ１０４において、予測アルゴリズムを実行して、各個人の駅の
トイレ使用確率を予測することが可能となる。そして、情報生成アルゴリズムを実行して
、各個人の駅のトイレ使用確率と、各個人の日々の位置情報履歴から推定される降車駅又
は頻繁に利用するトイレの位置等の情報とを統合し混雑増減情報５０４を生成することが
可能となる。これにより、混雑増減情報５０４は、より正確にトイレの混雑情報を予測し
た結果を示すものとなる。また、この混雑増減情報５０４を各個人のスマートフォン５０
１に送信して提示させることが可能となる。これにより、スマートフォン５０１を利用し
た各個人はより正確に空いているトイレを把握することが可能となる。
【０１７４】
　また、本実施の形態の情報提供システムは、更にネットワーク１０３に接続された環境
情報取得端末を備えていてもよい。この環境情報取得端末は、気温を検出しサーバ１０４
に伝達するものである。サーバ１０４においては、提供用情報生成部９２が、その気温の
情報に基づいて、気温が低くなるほどトイレの混雑が増すと推定し、気温を反映した混雑
増減情報５０４を生成するようにしてもよい。サーバ１０４がスマートフォン５０１に混
雑増減情報５０４を送信することで、各個人は、より正確にトイレの混雑増減を把握する
ことが可能となる。
【０１７５】
　また、本実施の形態の情報提供システムにおいて、家電機器１０１ａ、１０２ａが、ト
イレに加えて通信機能を備えたコーヒーメーカーも含むこととしてもよい。これにより、
トイレの使用状況に加えてコーヒーメーカーの使用状況が生活情報としてサーバ１０４に
収集されることとなる。コーヒー等の飲料は利尿作用が高いため女性の場合はトイレの個
室の混雑度合いを高めることとなることから、サーバ１０４の予測アルゴリズムを、各ユ
ーザが出勤前にコーヒーを飲んだか否かを識別して各ユーザのトイレ利用可能性を予測す
るものとしてもよい。この予測結果が反映された混雑増減情報５０４をスマートフォン５
０１で確認した各個人は、より正確に空いているトイレを把握することが可能となる。な
お、サーバ１０４が、情報入力端末１０１ｄ、１０２ｄから属性情報として性別を収集し
て、これに基づく予測を行うことにより、男性トイレ、女性トイレ、それぞれの混雑状況
を区別して生成した混雑増減情報を各個人に提示することが可能となる。なお、属性情報
に性別を含ませなくても、サーバ１０４において駅等における男性用トイレ及び女性用ト
イレの位置を取得しておき、各ユーザの位置情報の履歴から、過去にいずれのトイレを利
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用したかを識別して各ユーザの性別を推定することとしてもよい。
【０１７６】
　なお、本実施の形態の具体例（家電機器がトイレ等である各例）においても、図２に示
す移動体１０１ｂと情報入力端末１０１ｄと情報提示装置１０５とサーバ１０４とが、一
体的に構成された移動体１０１ｅに置き換わったものとしてもよい（図１０参照）。
【０１７７】
　以上、家電機器１０１ａ，１０２ａが家庭のトイレ等であり、駅等のトイレの混雑状況
等の予測に係る情報提供を行う情報提供システムの例について説明した。家庭のトイレも
駅等のトイレも同種の目的を達成する手段であることから、この予測は、家庭のトイレの
使用状況が駅等のトイレの需要、混雑状況等と一定の関係性を有することに基づく、有効
なものである。
【０１７８】
　（実施の形態４）
　以下、図１、図２を用いて上述した情報提供システム１００における家電機器１０１ａ
、１０２ａを冷蔵庫とした例を中心として説明する。
【０１７９】
　本実施の形態の情報提供システムは、ユーザの食事時間の推定に係るものである。
【０１８０】
　本実施の形態の情報提供システムでは、冷蔵庫である家電機器１０１ａ、１０２ａは、
通信機能を有し、各ユーザ（個人）が使用したことを検出する手段（検出機構）を備える
。この検出機構は、冷蔵庫の扉の開閉センサーであり、ユーザが扉を開く度に冷蔵庫から
、サーバ１０４に、使用されたこと（扉が開いた時刻等）を示す生活情報と冷蔵庫個体を
識別する冷蔵庫ＩＤ（家電機器ＩＤ）がネットワーク１０３を介して送信される。なお、
冷蔵庫が複数の扉を有する場合において、各扉により開いた部屋（野菜室、冷蔵室、冷凍
室、氷室等）を識別する情報も生活情報に含まれて、冷蔵庫からサーバ１０４に送られる
。
【０１８１】
　サーバ１０４では、各ユーザの冷蔵庫の使用履歴（例えば使用時刻毎における使用した
部屋の情報）を収集することができる。その使用履歴から、サーバ１０４は、各ユーザの
食事時間帯を推定して、次の食事時間等の各ユーザの行動を予測することが可能となり、
この予測結果と各ユーザの位置情報とに基づいて生成された提供用情報を情報提示装置１
０５に提供することが可能となる。この提供用情報は情報提示装置１０５により提示され
、例えばこれを映画館運営会社が見ることにより、この映画館運営会社は、映画館への来
場客についての映画鑑賞後の食事予定を把握することが可能となる。例えば、サーバ１０
４においては、映画来場客の平均食事時刻からの経過時間が長い等といった空腹の来場客
の割合が多いと予測される場合には映画上映前に食事に関する広告を提供し、映画館に設
けられた情報提示装置１０５でこの食事に関する広告を放映する。これにより、広告を効
果的に放映することが可能となる。
【０１８２】
　また、サーバ１０４が提供用情報として映画鑑賞後の空腹客の割合を示す情報を生成す
れば、情報提示装置１０５を介してこの情報を得た映画運営会社等は、空腹客の割合が高
いときに効果的に近隣の飲食店の割引チケット配布等のサービスを行うことも可能となる
。
【０１８３】
　なお、サーバ１０４の予測アルゴリズムで各ユーザの次の食事時間を予測することとす
る場合において、冷蔵庫の各部屋が開いた時刻を示す生活情報に基づいて、野菜室、冷凍
室、氷室等を区別した予測を行ってもよい。これにより、より正確にユーザの食事時間を
推定するような予測アルゴリズムを定めることが可能となり、より正確に次の食事時刻を
予測することが可能となる。
【０１８４】
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　また、家電機器１０１ａ、１０２ａは、冷蔵庫ではなく、通信機能を有するダイニング
やキッチンの照明器具、ＩＨ調理器、電子レンジ等の機器としてもよい。これらの機器の
使用状況（使用時刻等）を内容とした生活情報に基づいても、これらの機器の使用目的が
食事と密接に関連することから、冷蔵庫の場合と同様にユーザの食事時間の推定が可能と
なる。なお、家電機器１０１ａ、１０２ａを、冷蔵庫、ダイニングやキッチンの照明器具
、ＩＨ調理器、電子レンジ等の複数台で構成されるものとしてもよく、これにより、より
正確にユーザの食事時間を推定することが可能となる。
【０１８５】
　また、ウェアラブルセンサ１０１ｃ、１０２ｃが血糖計であってもよい。これにより、
各ユーザの血糖値を示す生体情報をサーバ１０４が収集できるため、サーバ１０４におい
ては、血糖値の履歴から各ユーザが空腹であるか否かについて推定可能となり、より正確
に各ユーザの次の食事時間を予測することが可能となる。
【０１８６】
　また、情報提示装置１０５は、各個人に情報を提供するためのスマートフォン、タブレ
ット等の携帯端末であってもよい。これによって、サーバ１０４は、情報提示装置１０５
の各携帯端末を保有する各ユーザにお勧めの飲食店等のピンポイント広告を提供すること
が可能となる。なお、各ユーザには、そのユーザの現在位置に近い飲食店の広告等を提供
してもよい。またユーザの過去の位置情報の履歴を基にして現在位置からの近い将来の移
動経路を予測して、予測された経路に近い飲食店の広告を提供してもよい。広告では、飲
食店の店舗名、食事メニュー、店舗の位置、割引や特典サービス等の情報、或いは生活情
報や生体情報に基づき推定したユーザの状態（図１２の状態３０１参照）を表示するよう
にしてもよい。
【０１８７】
　また、ウェアラブルセンサ１０１ｃ、１０２ｃが中性脂肪やコレステロールなどの血液
中の各種成分濃度を計測する機能を有し、計測した血液の各種成分濃度を生体情報として
サーバ１０４に送信するものであることとしてもよい。サーバ１０４では、取得された生
体情報に基づいて、各ユーザの健康状態を推定することができるため、各ユーザの健康改
善に効果的な食事を提案する内容の提供用情報を生成して、情報提示装置１０５としての
各ユーザの携帯端末に配信することとしてもよい。携帯端末に表示されるユーザの状態（
図１２の状態３０１参照）の内容は、血液中の各種成分濃度や、そのユーザに対する高脂
血症、高コレステロール症、糖尿病等への該当可能性等の情報を含むようにしてもよい。
これにより、各ユーザは、自身の健康改善に効果のある食事を選択することが可能となる
。
【０１８８】
　また、情報入力端末１０１ｄ、１０２ｄに、各ユーザが持病や体質等を入力して、これ
らが属性情報に含められ、サーバ１０４に送信されることとしてもよい。これにより、サ
ーバ１０４は、各ユーザの持病、体質等に基づいて、ユーザ毎の健康改善に適した提供用
情報を生成して、各ユーザへと提供することが可能となる。また、情報入力端末１０１ｄ
、１０２ｄは、各ユーザの入力に応じて、各ユーザの好きな食事、ダイエット中であるか
どうか、喫煙者であるかどうか等の情報を含む属性情報を、サーバ１０４に送信するもの
であってもよい。これによっても、サーバ１０４は、各ユーザに適した提供用情報を生成
し得るようになる。
【０１８９】
　なお、本実施の形態の具体例（家電機器が冷蔵庫等である各例）においても、図２に示
す移動体１０１ｂと情報入力端末１０１ｄと情報提示装置１０５とサーバ１０４とが、一
体的に構成された移動体１０１ｅに置き換わったものとしてもよい（図１０参照）。
【０１９０】
　（実施の形態５）
　以下、実施の形態４で説明した情報提供システムにおいてサーバ１０４が生成する提供
用情報を変形した例を説明する。即ち、サーバ１０４により各ユーザの生活情報、生体情
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報、位置情報等に基づいて生成される食事に関する提供用情報を、ランキング形式のもの
にする例を説明する。
【０１９１】
　ここで、ランキング形式とは、ある評価パラメータ（数値）に基づいて提供用情報の各
項目（情報の要素）に順位（ランク）を付けて各項目を順番に並べた形式をいう。また、
この順位付けをランキングという。
【０１９２】
　例えば、各ユーザが飲食店で食事をする場合、食事の前後の心拍数等の生体情報につい
て、ウェアラブルセンサ１０１ｃ、１０２ｃにより計測し、ネットワーク１０３を介して
サーバ１０４は情報を収集してもよい。これによって、例えば、心拍数から各ユーザの食
事に際しての副交感神経の働きの程度を推定することで、各飲食店、各食事メニューにつ
いて、副交感神経を刺激する効果を評価することが可能となる。従って、サーバ１０４の
提供用情報生成部９２は、各飲食店、各食事メニューをこの評価結果を示す数値に応じて
ランキング形式に表した提供用情報を生成するようにしてもよい。この提供用情報はサー
バ１０４から、例えば各ユーザのスマートフォン等である情報提示装置１０５に送信され
、情報提示装置１０５では、提供用情報を例えば画面に表示する。
【０１９３】
　図１４は、スマートフォン７０１において飲食店をランキング形式で表示する画面例を
示す。
【０１９４】
　図１４に示す画面を見た各ユーザは、自身の健康改善や嗜好に適した飲食店を探し出す
ことが可能となる。近年、いわゆる口コミといった個人の主観的評価による飲食店のラン
キングが広く知られているが、本実施の形態で示すような生体情報を基にしたランキング
であれば、情報操作の恐れが少ない、より信頼性の高いものとなる。
【０１９５】
　以下、図１４に示す画面例について説明する。
【０１９６】
　スマートフォン７０１の画面には、「免疫力を高める飲食店ランキング」と記したタイ
トル７０２、「副交感神経を刺激する飲食店ランキング」と記したサブタイトル７０３、
カテゴリ７０４、ランキング順位７０５、飲食店名７０６、評価パラメータ７０７、飲食
店の位置７０８、待ち時間７０９が含まれている。
【０１９７】
　ここで、タイトル７０２は、ランク付けの基礎となった評価パラメータ（数値）が高い
ものが表す意味（効果）を示す情報である。
【０１９８】
　サブタイトル７０３は、評価パラメータの意味や評価方法を示す情報である。これによ
り、評価内容が分かり易くなる。
【０１９９】
　カテゴリ７０４は、「洋食」、「和食」、「中華」等と食事内容を分類したものである
。これにより、食べたいカテゴリを選んで高く評価されている飲食店を探すことが可能と
なる。なお、より細分化したカテゴリ分類を用いてもよい。また、大分類カテゴリ、中分
類カテゴリ、小分類カテゴリ等と複数の階層の分類を予め用意しておき、情報を閲覧する
者が必要に応じてどの階層の分類を用いるかを選択できるようにしてもよい。例えば、大
分類カテゴリは、「和食」、「洋食」、「中華」、「イタリアン」、「カフェ」等として
もよい。また、「和食」についての中分類カテゴリを、「麺類」、「丼物」、「寿司」、
「和定食」、「焼肉」等とし、「麺類」についての小分類カテゴリを、「そば」、「うど
ん」等としてもよい。
【０２００】
　ランキング順位７０５は、評価パラメータ（数値）の高い順である順位である。これに
より、評価の高い飲食店が分かり易くなる。
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【０２０１】
　飲食店の位置７０８は、現在地からの距離で示される。これと現在の待ち時間７０９と
により、食事までの時間を考慮して飲食店を選択し易くなる。
【０２０２】
　このようなランキング形式の情報は、副交感神経を刺激する効果の高い飲食店等の情報
に限られず、乳児がいる家庭がよく行く場所や店舗の情報であっても、花粉症患者がよく
行く店舗や食事メニューの情報等であってもよい。例えば、家電機器１０１ａ、１０２ａ
を浴室乾燥機であることとし、各ユーザの浴室乾燥機の使用状況を生活情報としてサーバ
１０４が収集することとしてもよい。サーバ１０４における予測アルゴリズムを、例えば
雨季以外の特定の時期（例えば３月頃）において浴室乾燥機の使用が増えているユーザは
花粉症患者であると推定するものとしてもよい。これに合わせて、サーバ１０４における
情報生成アルゴリズムを、店舗の位置情報と花粉症患者であると推定されるユーザの位置
情報の履歴とに基づいて、花粉症患者がよく行く店舗を抽出して提供用情報として生成す
るものとしてもよい。なお、天気の情報を取得する構成を備えることとして、特定の時期
（例えば３月頃）において晴天である日に浴室乾燥機の使用を行っているユーザが花粉症
患者であると推定することとしてもよい。
【０２０３】
　また、複数の場所（公園、施設、店舗等）を、生活情報等に基づいて特定状態であると
推定されたユーザが何人訪れたか等といった評価結果により順位を付けて、ランキング形
式で提示することとしてもよい。また、生活情報等に基づいて推定されたユーザの状態毎
に区別した形式で各状態のユーザに関連する情報を提示することとしてもよい。
【０２０４】
　また、サーバ１０４における情報生成アルゴリズムを、乳児がいると推定される各家庭
のユーザの位置情報の履歴に基づいて、乳児がいる家庭がよく行く場所を抽出して提供用
情報として生成するものとしてもよい。なお、乳児がいる家庭の推定には、例えば実施の
形態２で示した方法を用いることができる。
【０２０５】
　また、子供部屋の照明の使用時間を示すような生活情報を家電機器から収集することで
、その使用時間が昨年より増加していれば、家庭に受験生がいることが推定可能となる。
また、家庭内の家電機器の使用時間を示す生活情報を家電機器から収集することで、夜間
に比べて日中の家電使用頻度が少なくなれば家電機器のユーザは共働き夫婦であると推定
可能である。このように、生活情報から各ユーザの特徴を抽出し、同じ特徴を有するユー
ザを集めた集団毎について、上述したような飲食店や食事メニュー等のランキングを行う
ようにしてもよい。
【０２０６】
　また、生活情報を基にしたユーザの特徴と、位置情報を基にしたユーザが利用した飲食
店と、生体情報を基にした飲食店の評価とを合わせてランキングを行ってもよい。例えば
、乳児がいる家庭が免疫力を高める飲食店のランキングや、花粉症患者が免疫力を高める
飲食店のランキングというように、ユーザの特徴に基づくカテゴリ毎のランキングによっ
て、よりユーザ個人に適した情報を提供することが可能となる。
【０２０７】
　また、図１４に示した例は、心拍数を示す生体情報に基づき生成された内容であるが、
生体情報の内容は心拍数以外であってもよい。例えばウェアラブルセンサ１０１ｃ、１０
２ｃを体温計として体温を示す生体情報を用いることとすれば、飲食前後の体温の計測結
果に基づいて、身体が温まる飲食店のランキングを提供することが可能となる。
【０２０８】
　また、上述したような飲食店のランキングのみならず、他の場所、施設等についてのラ
ンキングも同様に行うことができる。例えば、飲食前後や入浴前後の心拍数を計測し、副
交感神経の働きの高まりやリラックスの度合いを推定することで、リラックス効果の高い
飲食店や温泉のランキングが可能となる。また、逆に交感神経の働きが高まった状態のユ
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ーザの位置情報を収集することにより、興奮度の高い遊園地（アトラクション）のランキ
ングが可能となる。このように、情報提供システムにおいて、集団の生体情報を収集する
ことにより、ランキング形式で多様な情報を提供することが可能となる。なお、ここで示
したランキング形式は、各実施の形態における情報の提示の形式として利用可能である。
【０２０９】
　（実施の形態６）
　以下、図１、図２を用いて上述した情報提供システム１００における移動体１０１ｂ、
１０２ｂ及び情報提示装置１０５を、自動車に搭載されたカーナビゲーション装置とした
例を中心として説明する。
【０２１０】
　本実施の形態に係る情報提供システムは、ユーザの使用等に基づき家電機器から得られ
た生活情報に応じて、自動車運転中のユーザに対して、そのユーザに適した経路を提案す
るものとなる。なお、提案する経路はユーザ毎に異なり得る。
【０２１１】
　ここでは、まず、家電機器１０１ａ、１０２ａが、実施の形態３で示したように家庭の
トイレである構成とし、トイレの使用状況（使用時刻、使用時間等）が生活情報としてサ
ーバ１０４に送信されることとする。
【０２１２】
　サーバ１０４では各ユーザのトイレの使用履歴を蓄積し、例えば、予め定めておく予測
アルゴリズムに基づいて各ユーザが家庭外でトイレを利用したくなる状態にあるか否かを
推定して外部のトイレを使用する可能性を予測する。また、予め定めておく情報生成アル
ゴリズムに基づいて、各ユーザの位置情報に基づいてトイレを使用する可能性の高いユー
ザか否かに応じてカーナビゲーション用の適切な走行ルートを提案するための提供用情報
を生成する。それから、提供用情報を、該当ユーザのカーナビゲーション装置である情報
提示装置１０５に送信する。これを受けて情報提示装置１０５は、走行ルートを提示する
。
【０２１３】
　なお、走行ルートの提案のためのユーザの状態の推定及び予測と提供用情報の生成と提
示の処理（走行ルート提示処理）については、システム構成上のサーバ１０４と情報提示
装置１０５との処理分担の態様は、多様であり得る。提供用情報の一部を、カーナビゲー
ション装置である情報提示装置１０５において生成してもよく、また、情報提示装置１０
５を通じてユーザから入力された行き先等の情報を受けてサーバ１０４が走行ルートを示
す提供用情報を生成することとしてもよい。例えば、システム構成としては、図１０で示
したように、移動体１０１ｂと情報入力端末１０１ｄと情報提示装置１０５とサーバ１０
４とが、一体的に構成された移動体１０１ｅであるとしてもよい。
【０２１４】
　なお、以下、説明の便宜上、図１０に示したようなシステム構成であり、移動体１０１
ｅが自動車に搭載されたカーナビゲーション装置であるとして、説明を続ける。
【０２１５】
　この移動体１０１ｅは、外部から受信する等により、道路の位置やトイレ提供施設の位
置等の情報を含む地図情報を取得しており、カーナビゲーションのために必要な機能を備
えている。トイレ提供施設の位置の情報については、例えば、カーナビゲーションの地図
情報を提供するサービスプロバイダ、各トイレ提供施設等から提供される。
【０２１６】
　図１５は、トイレ使用に係る生活情報を利用した走行ルート提示処理を示すフローチャ
ートである。
【０２１７】
　同図に示すように、移動体１０１ｅは、ユーザの家庭内のトイレ使用履歴情報を取得し
（ステップＳ１５０１）、直前（自動車乗車前）のトイレ使用時の使用時間（滞在時間）
が５分未満であるか否かを判定する（ステップＳ１５０２）。５分未満であれば、予め設
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定されている目的地に向かう最短ルートを提示し（ステップＳ１５０３）、５分以上であ
れば公衆トイレやトイレ提供施設(コンビニ等)がルート沿いに多いルート（以後、「多ト
イレルート」という。）を提示する（ステップＳ１５０４）。この走行ルート提示処理は
、トイレ使用時の使用時間が５分程度以上であればユーザが下痢気味であるとの推定を、
前提とした処理となっている。これにより、下痢気味のユーザに、より安心して運転する
ことができる多トイレルートを提案することが可能となる。
【０２１８】
　また、走行ルート提示処理においてユーザによる選択を受け付けるようにしてもよい。
【０２１９】
　図１６は、ユーザ選択を含む走行ルート提示処理を示すフローチャートである。
【０２２０】
　同図に示すように、移動体１０１ｅは、ユーザの家庭内のトイレ使用履歴情報を取得し
（ステップＳ１５０１）、直前（自動車乗車前）のトイレ使用時の使用時間（滞在時間）
が５分未満であるか否かを判定する（ステップＳ１５０２）。５分未満であれば、予め設
定されている目的地に向かう最短ルートを提示する（ステップＳ１５０３）。ステップＳ
１５０２において、５分以上であれば、多トイレルートの提示を希望するか否かについて
ユーザの選択入力を受けて（ステップＳ１６０１）、多トイレルートが選択された場合に
限り、多トイレルートを提示する（ステップＳ１５０４）。これにより、本当に必要なユ
ーザに対してのみ多トイレルートを提示することが可能となる。
【０２２１】
　以下、図１６のステップＳ１５０４で多トイレルートをユーザに提示する際におけるカ
ーナビゲーション装置のユーザインタフェース（画面）について説明する。なお、カーナ
ビゲーション装置はタッチパネルを備え、ユーザは、画面に表示されたボタン等にタッチ
することで選択操作ができる。
【０２２２】
　図１７は、カーナビゲーション装置の画面において地図に加えて多トイレルートが選択
的に表示されている状態を示し、図１８は、カーナビゲーション装置の画面において地図
に加えて最短ルートが選択的に表示されている状態を示す。
【０２２３】
　図１７及び図１８におけるルート選択用ボタン群１３０１は、ユーザが最短ルートと多
トイレルートとのいずれかを選択するためのボタンである。ユーザはボタンが表示されて
いる領域にタッチすることで選択できる。最短ルートと多トイレルートとのうち現在表示
されている方が強調（反転）表示されている。即ち、図１７においては多トイレルートが
選択的に表示されており、図１８においては最短ルートが選択的に表示されている。
【０２２４】
　図中、マーク１３０２は、地図上でユーザの現在位置を表すマークであり、ルート１３
０３は太線で走行ルートを表すものである。また、トイレマーク１３０４は地図上でトイ
レ提供施設が所在する位置を表すマークであり、使用中マーク１３０５は、トイレが使用
中であることを表すマークである。
【０２２５】
　図１７に示すように、多トイレルートを選択したユーザに対しては、走行ルート上のト
イレ提供施設の場所にトイレマーク１３０４を表示している。これにより、ユーザにトイ
レの位置を容易に把握させることが可能となる。
【０２２６】
　また、トイレ提供施設に設置されているトイレ（個室）が全て使用中の場合は、トイレ
マーク１３０４の側に使用中マーク１３０５を表示している。これにより、ユーザはより
短時間で使用できると予測されるトイレを選択することが可能となる。
【０２２７】
　また、図示しないが、各トイレ提供施設に設置されているトイレ（個室）の数がトイレ
マーク１３０４の側に表示されていてもよい。これにより、ユーザはより短時間で使用で
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きるトイレを推定し選択することが可能となる。
【０２２８】
　また、上述の例は、最短ルートと多トイレルートの２択の例であるが、図１９に示すよ
うに、「最速ルート」、「最短ルート」、「省エネルート」、「一般道路のみのルート」
、「多トイレルート」等と３つ以上の走行ルートを提案してもよい。ユーザは各ルート名
の文字領域周辺にタッチすることで、多数の走行ルートのうち希望する走行ルートを選択
することが可能となる。
【０２２９】
　また、図１９に示すように、各走行ルートについて、その走行ルートを選択した場合の
目的地到着までの予想時間を表示してもよい。これにより、ユーザは各走行ルート選択時
の長所短所を把握し、的確に希望する走行ルートを選択することが可能となる。また、図
１９に示すように、各走行ルートについて、その走行ルートを選択した場合に目的地到着
までに使用すると予想される燃料の量を表示してもよい。これによっても、ユーザは各走
行ルートの長所短所を把握し、的確に希望する走行ルートを選択することが可能となる。
なお、図１９の画面例では、ガソリン車、ハイブリッド車等に対応した例として、燃料の
単位をリットルとしたが、電気自動車、燃料電池車等に対応して、単位として「Ｗｈ」等
の電力量を用いることとしてもよい。或いは、単位として、必要となる電気料金の金額を
用いることとしてもよい。金額で表示する場合は、走行ルートの途中に有料道路が含まれ
る場合にはその有料道路の通行料金と合算して表示してもよい。
【０２３０】
　また、カーナビゲーション装置の画面には、電池残量、ガソリン残量等の燃料の残量を
基に、目的地までに充電や給油などの燃料補給が必要かどうかの情報も表示してもよい。
これにより、ユーザは、各走行ルート選択時の長所、短所を比較することで的確に希望す
る走行ルートを選択することが可能となる。
【０２３１】
　以上の例では、トイレ使用履歴という生活情報に基づいてユーザが下痢気味であるか否
かの推定をしている。この他に、トイレに排泄物の状態を計測する手段を備え、計測され
た状態を生活情報に含ませるようにして、その生活情報に基づいてユーザが下痢気味であ
るか否かの推定を行うようにしてもよい。例えば、トイレが排泄物を撮影して生成された
画像を生活情報に含ませることとしてもよく、この画像を解析することで下痢か否かの推
定を行うこととしてもよい。これによって、ユーザの状態をより正確に推定し、ユーザに
最適な走行ルートを提案することが可能となる。
【０２３２】
　また、上述の例では、多トイレルートをユーザに提案するかどうかについて、トイレの
使用時間等の生活情報に基づいて、ユーザの直前のトイレ使用時間について５分を基準と
して判断した。しかし、判断基準を別のもの（生活情報又は生体情報から得られる別の基
準、或いは別の生活情報から得られる基準）としてもよく、また、ユーザ自身が判断のア
ルゴリズムを指定し得るようにしてもよい。
【０２３３】
　次に、家電機器１０１ａ、１０２ａが、家庭の照明器具であることとし、照明使用状況
（使用時刻、使用時間等）を生活情報として収集して、この生活情報に基づいて各ユーザ
に適した走行ルートを提案する情報提供システムの態様について説明する。
【０２３４】
　図２０は、照明使用に係る生活情報を利用した走行ルート提示処理を示すフローチャー
トである。
【０２３５】
　同図に示すように、移動体１０１ｅは、ユーザの家庭内の照明使用履歴情報を取得し（
ステップＳ２００１）、昨夜、全部屋の照明をＯＦＦとした時間が５時間以上であるか否
かを判定する（ステップＳ２００２）。５時間以上であれば、予め設定されている目的地
に向かう最短ルートを提示し（ステップＳ２００３）、５時間未満であれば、街灯の無い
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高速道路などの眠くなりやすいルートを避けたルート（以後、「多刺激ルート」という。
）を提示する（ステップＳ２００４）。この走行ルート提示処理は、昨夜において全部屋
の照明をＯＦＦとした時間が５時間以上であればユーザが睡眠不足であるとの推定を、前
提とした処理となっている。これにより、睡眠不足のため眠気が強いはずのユーザに、よ
り安心して運転することができる多刺激ルートを提案することが可能となる。
【０２３６】
　また、多刺激ルートの提示についても、上述した多トイレルートの提示と同様に、ユー
ザによる選択を受け付けてユーザに希望された場合に限ってその多刺激ルートの提示を行
うこととしてもよい。また、多刺激ルートについても、目的地到着までの予想時間を表示
してもよい。
【０２３７】
　また、ウェアラブルセンサ１０１ｃは、運転手の手に接するように自動車のハンドルに
電極を設置して構成され、運転手の手を介して心拍を計測するものであることとしてもよ
い。心拍を示す生体情報に基づいて、心拍間隔を周波数解析して間隔の揺らぎが単一で低
くなっていれば眠い状態であると推定することができる。このため、この推定と、上述の
生活情報に基づく睡眠不足の推定とを併用することで、より正確に眠気が強いことの判断
を行うことが可能となる。
【０２３８】
　また、家電機器１０１ａ、１０２ａが、ユーザに使用された状況（使用時刻等）を生活
情報として送信する、食事に関連する機器類の１台以上であってもよい。食事に関連する
機器類としては、調理用の家電機器（ＩＨ調理器、冷蔵庫、電子レンジ）、食洗機、ダイ
ニング又はキッチンの照明器具等が挙げられる。
【０２３９】
　この場合は、生活情報に基づいてユーザが外出前（自動車への乗車前）に食事をしたか
否かを推定することができ、食事から乗車までの時間が長ければ（例えば５時間以内に食
事していなければ）、ユーザが飲食店に寄る可能性が高いと予測することができる。この
ため、道路沿いに飲食店等の食事提供業者が多いルート（以下、「多飲食店ルート」とい
う。」を提示することとしてもよい。また、ユーザの選択を受け付けてユーザに希望され
た場合に限って多飲食店ルートの提示を行うこととしてもよい。
【０２４０】
　上述した各例は、各ユーザについての生活情報を基にして、多トイレルート、多刺激ル
ート等の様々な走行ルートをユーザ毎に提案するものである。従って、全ユーザに対して
全ての走行ルートを提示するのとは異なり、各ユーザにとって必要と予測される走行ルー
トに絞って提案をするので、希望の走行ルートを選択するユーザ負担（手間）を軽減する
ことが可能となる。
【０２４１】
　以下、図２に示したようなシステム構成であり、移動体１０１ｂ、１０２ｂ及び情報提
示装置１０５が自動車に搭載されたカーナビゲーション装置であるとして説明をする。
【０２４２】
　ウェアラブルセンサ１０１ｃ、１０２ｃが、ユーザの心拍数等の生体情報をサーバ１０
４に送信するものであり、移動体１０１ｂ、１０２ｂがユーザの自動車に搭載され位置情
報をサーバ１０４に送信するカーナビゲーション装置であってもよい。この場合、サーバ
１０４においては、各ユーザ（各運転手）について、心拍数等に基づく眠気と位置の情報
を収集することで、地図上で運転手が眠気を感じやすい道路（場所）を把握することが可
能となる。これにより、地図上で多くの車の運転手が眠気を感じた道路の情報を作成して
おき、これを利用して、睡眠不足のユーザや眠気を感じているユーザに対して、多刺激ル
ートを提案することが可能となる。
【０２４３】
　なお、予め道路毎に刺激度を算出しておいて、これを利用して多刺激ルートを提案する
こととしてもよい。以下、刺激度の算出方法の一例を示す。
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【０２４４】
　刺激度としては、例えば、複数の車の運転手の眠気の度合いの平均値の逆数を用いるこ
ととしてもよい。この眠気の度合いは、心拍揺らぎの低さに比例するとしてもよい。また
、刺激度の算出には、心拍に係る生体情報だけでなく、照明使用履歴等の生活情報も併用
してもよい。例えば、昨晩の睡眠時間の短さに応じて、重み付けをしてもよい。例えば、
全運転手の昨夜の睡眠時間の平均値を１として、各運転手の昨夜の睡眠時間を標準化し、
眠気の度合い÷昨夜の睡眠時間（標準化後）の平均値を道路毎に算出し、刺激度としても
よい。このように、昨夜の睡眠時間によって、重み付けを行うことで、睡眠時間が短い運
転手にとって刺激的な道路を把握することが可能となるため、睡眠時間が短い運転手に提
案する多刺激ルートとしては、より適切な道路を選択することが可能となる。
【０２４５】
　また、昨夜の睡眠時間の情報を用いる別の例としては、昨夜の睡眠時間が５時間未満の
運転手に限定して、眠気の平均値を道路毎に算出してもよい。これによっても、睡眠時間
が短い運転手に提案する多刺激ルートとして、より適切な道路を選択することが可能とな
る。
【０２４６】
　なお、生活情報及び位置情報を用いてユーザへ情報を提示することについて上述した。
ユーザへの情報提示以外の例として、トイレや照明の使用履歴や排泄物の情報等の生活情
報を、例えば機器類（例えばユーザに保有された移動体に備えられた装置）を制御するた
めの制御用データ（情報）の供給に利用するようなシステム構成も可能である。
【０２４７】
　例えば、全部屋の照明がＯＦＦにされた時間に基づいて、ユーザが睡眠不足であること
を推定し、自動車に搭載された空気調和装置において車内の二酸化炭素濃度が低くなるよ
うに空気の調節を行うように制御することとしてもよい。この制御は、制御用の情報を空
気調和装置に供給することにより実現される。なお、二酸化炭素濃度は、赤外分光を用い
た二酸化炭素濃度計を空気調和装置が内部又は外部に備えることで計測される。また、昨
夜の全部屋の照明がＯＦＦにされた時間が５時間以上であれば、車外と車内の空気の入れ
えを実施せず、５時間未満であれば車外と車内の空気の入れ替えを実施するようにしても
よい。これにより、睡眠不足のユーザにとって眠気が解消される効果が生じ、睡眠不足で
ないユーザにとっても空気調和装置の省電力の効果が生じる。また、トイレの使用時間や
排泄物の状態（成分）を計測する手段（家電機器）の出力を生活情報として用いて、ユー
ザが下痢気味であるか否かを推定し、推定結果に応じて車内の空調温度を調節してもよい
。下痢気味のユーザに対しては設定温度を上げ、下痢気味ではないユーザに対しては設定
温度を低めにする等の空気調和を行うことで、ユーザの状態に合わせた空気調和が可能と
なる。
【０２４８】
　また、全部屋の照明がＯＦＦにされた時間から、ユーザが睡眠不足であることを推定し
、自動車のブレーキの効き安さを調節してもよい。寝不足の運転手に対しては、ブレーキ
の踏み込みに対して強めにブレーキを効かせることとしてもよい。これにより、事故の確
率が高い睡眠不足の運転手に対しては事故防止、寝不足ではない運転手にとっては急ブレ
ーキが少なく身体に与える急停止の負荷が少ない走行をそれぞれ提供することが可能とな
る。
【０２４９】
　また、ユーザ（運転手）の眠気を推定するために、心拍に係る生体情報を用いる例につ
いて上述したが、同様の生体情報に基づき、ユーザの心拍数の変化からヒヤリハットが生
じた状態であると推定することとしてもよい。ここで、ヒヤリハットとは、重大な災害や
事故には至らないものの、直結してもおかしくない一歩手前の事例をいい、心拍数の急速
な上昇があれば、ヒヤリハットが生じたと推定し得る。また、心拍数以外に基づいてもヒ
ヤリハットの推定は可能である。例えば皮膚コンダクタンスを計測可能なウェアラブルセ
ンサから計測された皮膚コンダクタンスを生体情報として収集し、皮膚コンダクタンスの
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急な上昇があればヒヤリハットが生じたと推定することとしてもよい。また、皮膚コンダ
クタンスと心拍数の両方の情報を併用して推定を行うことで、より正確にヒヤリハットの
発生を推定することとしてもよい。そして、ユーザ（運転手）の位置情報から、ヒヤリハ
ットの生じた場所を特定することが可能となる。このため、複数のユーザからの情報を収
集して統合することで、運転手がヒヤッとし易い場所（道路）を特定し、事故が起こり易
い（危険度の高い）道路についての情報（以下、「ヒヤリハット情報」という。）を、ユ
ーザ等に提供することができるようになる。
【０２５０】
　図２１は、カーナビゲーション装置の画面において地図に加えてヒヤリハット情報が表
示されている状態を示す。
【０２５１】
　図２１におけるヒヤリハット情報選択用ボタン群１６０１は、睡眠不足の運転手に関連
するヒヤリハット情報のみを表示するための選択肢か、全運転手に関連するヒヤリハット
情報を表示するための選択肢かを選択可能に表示するボタン群である。ユーザはボタンが
表示されている領域にタッチすることで選択できる。睡眠不足の運転手に関連するヒヤリ
ハット情報のみを表示するための選択肢と全運転手に関連するヒヤリハット情報を表示す
るための選択肢とのうち現在選択されている方が強調（反転）表示されている。
【０２５２】
　図中、マーク１３０２は、地図上でユーザの現在位置を表すマークであり、二重線１６
０２は道路を表している。太線１６０３は、事故が起こり易い道路を示すものであり、事
故が起こり易いのは往路であるか復路であるかを区別するため、道路の往路と復路との１
つ以上に沿って付されている。また、例えば、太線１６０３の太さによって、ヒヤッとし
た運転手の割合の高さを表すこととしてもよい。また、要注意マーク１６０４は、事故が
起こり易い程度が特に高い交差点に表示されるマークである。なお、要注意マーク１６０
４は、事故の情報を収集することで実際に事故があった場所に表示されることとしてもよ
い。この要注意マーク１６０４により、特に注意すべき場所をユーザに通知することが可
能となる。
【０２５３】
　また、図２１のようなヒヤリハット情報の表示の代わりに、多くの運転手が記述の眠気
の度合いが高い状態に陥る場所の情報を表示することとしてもよい。また、例えば、温泉
施設に３０分以上停車した車の運転手の心拍波形を計測し、温泉施設利用前後の心拍波形
の変化から、副交感神経の働きの高まりを算出し、リラックスの度合いとして評価するこ
とで、リラックスできる温泉施設を特定することができる。従って、そのリラックスでき
る温泉施設を地図上に表示することも可能となる。また、同様に、リラックスできる飲食
店を特定して地図上に表示することとしてもよい。
【０２５４】
　また、自動車内にマイクを設置し、乗車後のユーザのくしゃみの回数を計測して、ユー
ザの位置情報と合わせて用いることで、くしゃみ回数から空気の汚れ度合いを推定するこ
とにより、空気の汚れ度合いについての情報を地図上に表示することも可能となる。この
場合、ユーザが花粉症であるかどうかの情報が得られていると空気の汚れの原因毎に、別
個に地図で情報を提供することが可能となる。
【０２５５】
　また、上述したようなユーザの位置情報を得る機能及びユーザに情報を提示する機能を
有するカーナビゲーション装置は、スマートフォンやタブレット等の携帯端末であること
としてもよい。これにより携帯端末を所持したユーザは適切な移動のルート（走行ルート
）を知ることができるようになる。また、ユーザに情報を提示する機能をカーナビゲーシ
ョン装置が担い、ユーザの位置情報を得る機能を携帯端末が担うこととしてもよい。
【０２５６】
　（実施の形態７）
　以下、上述したウェアラブルセンサ１０１ｃ、１０２ｃの一態様例であるウェアラブル
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センサ１７０１について説明する。
【０２５７】
　図２２は、耳穴装着式のウェアラブルセンサの例を示す図である。
【０２５８】
　ウェアラブルセンサ１７０１は、耳穴に装着するタイプであって、少なくとも耳穴内の
音を計測する手段を備えていてもよい。耳穴からは各種の音の計測が可能であり、耳穴装
着式のウェアラブルセンサ１７０１を用いて、心音、呼吸音、声のうちの１つ以上の計測
を行うようにすることで、ユーザの感情状態を推定することが可能となる。なお、心音か
らは心拍数、呼吸音からは呼吸数が導出され、これらはユーザの感情推定に利用できる。
また、声の計測により、ユーザの会話の内容を記録することが可能となる。更に、ユーザ
と共に会話をする相手の声を計測しておいてもよい。これによって、ユーザが会話してい
る相手の話の内容も記録することが可能となる。
【０２５９】
　また、ユーザと会話する相手の声をより高精度に計測するため、耳穴装着式のウェアラ
ブルセンサ１７０１は、耳穴の空気の出入りを塞ぐ密閉式ではなく、非密閉式であっても
よい。
【０２６０】
　また、ウェアラブルセンサ１７０１は、内部に生体情報を外部に送信するための通信手
段を含む代わりに、通信手段を備える情報処理装置１７０２と接続されるものであっても
よい。これによって、耳穴内への挿入部は小型で軽量にすることが可能となる。また、ユ
ーザへの装着の負担も軽減される。なお、情報処理装置１７０２は、位置情報を検出する
移動体１０１ｂ、１０２ｂであってもよく、更に情報提示装置１０５の機能を備えている
こととしてもよい。
【０２６１】
　（補足）
　以上、情報提供方法を実現する情報提供システムの各実施態様について上述したが、上
述の各実施態様は一例にすぎず、各種の変更が可能であることは言うまでもない。
【０２６２】
　例えば、上述した移動体は、スマートフォンから自動車まで、ユーザに保有されユーザ
とともに移動し得るものであれば足りる。この移動体という概念は、ネットワークと接続
可能な航空機内の装置、例えば航空機内の各座席に設置される装置や、ネットワークと接
続可能なバスに備えられた装置、例えばバスの空調システム等も含む。従って、情報提供
システムは、例えば、ユーザの生活情報を用いて、航空機内やバス車内において睡眠不足
のユーザの状態に合わせて空調を行うために、空調装置等に制御用の情報を供給すること
を実現する構成であってもよい。また、航空機内やバス車内において、ユーザに適した情
報を提供すること等を実現する構成であってもよい。
【０２６３】
　なお、上述した各機器類による各種処理（図３～図７、図１１、図１５、図１６、図２
０に示す処理等）の全部又は一部は、各機器類の機構（ハードウェア）により実行されて
も、ソフトウェアにより実行されてもよい。なお、ソフトウェアによる処理の実行は、各
機器類に含まれるプロセッサがメモリに記憶された制御プログラムを実行することにより
実現されるものである。また、その制御プログラムを記録媒体に記録して頒布や流通させ
てもよい。例えば、頒布された制御プログラムを機器類にインストールして、機器類のプ
ロセッサに実行させることで、機器類に各種処理（図３～図７、図１１、図１５、図１６
、図２０に示す処理等）を行わせることが可能となる。
【０２６４】
　また、本発明の一実施態様としてのサーバ２００は、図２３に示すように、複数の機器
各々のユーザについて当該ユーザが使用した当該機器から当該機器の動作状態に関する情
報である生活情報を受信して取得する生活情報取得部２１０と、移動した各ユーザの位置
情報を受信して取得する位置情報取得部２２０と、前記生活情報取得部により取得された
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各生活情報と前記位置情報取得部により取得された各位置情報とに応じて、プロセッサに
よって特定の場所における特定の物又は特定のサービスの需要を予測し、予測の結果に基
づいて、提供する情報を生成する情報生成部２３０とを備える。
【０２６５】
　また、本発明の一実施態様としての移動体３００は、図２４に示すように、機器のユー
ザに情報を提供する移動体であって、前記ユーザが使用した前記機器の動作状態に関する
情報である生活情報を、受信することにより取得する生活情報取得部３１０と、移動した
前記ユーザの位置を検知することにより当該ユーザの位置情報を取得された位置情報取得
部３２０と、前記生活情報及び前記位置情報に応じて、前記ユーザに提供する情報を生成
する情報生成部３３０と、前記情報生成部により生成された情報を前記ユーザに提示する
情報提示部３４０とを備える。
【０２６６】
　その他、上述した各実施形態に対して当業者が当然に思いつく各種変形を施して得られ
る形態、又は、各実施形態で示した構成要素及び機能を任意に組み合わせることで実現さ
れる形態も本発明の範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０２６７】
　本発明は、例えばサーバ、移動体等において、ユーザの生体機能の状態とは必ずしも相
関のない有益な情報を提供するために利用可能である。
【符号の説明】
【０２６８】
　１１　生活情報記録部
　１２、２２、３２、４２、５２、６１、６１ｅ　通信部
　２１　生体情報計測部
　３１、３１ｅ　入力受付部
　４１、４１ｅ　位置計測部
　５１、５１ｅ　情報提示部
　７１、７１ｅ、２１０、３１０　生活情報取得部
　７２、７２ｅ　生体情報取得部
　７３、７３ｅ　属性情報取得部
　７４、７４ｅ　登録情報取得部
　７５、７５ｅ、２２０、３２０　位置情報取得部
　８１、８１ｅ　生活情報記憶部
　８２、８２ｅ　生体情報記憶部
　８３、８３ｅ　属性情報記憶部
　８４、８４ｅ　登録情報記憶部
　８５、８５ｅ　位置情報記憶部
　９１、９１ｅ　行動予測部
　９２、９２ｅ　提供用情報生成部
　１００　情報提供システム
　１０１、１０２　家屋
　１０１ａ、１０２ａ　家電機器
　１０１ｂ、１０２ｂ、１０１ｅ、３００　移動体
　１０１ｃ、１０２ｃ、１７０１　ウェアラブルセンサ
　１０１ｄ、１０２ｄ　情報入力端末
　１０３　ネットワーク
　１０４、２００　サーバ
　１０５　情報提示装置
　２３０、３３０　情報生成部
　３４０　情報提示部
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