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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車載装置から通知対象者への通知を管理する通知管理装置であって、
　少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得する通知対象者情報取得手段と、
　前記通知対象者情報取得手段が取得した情報に基づいて、前記通知対象者への通知に使
用する通知手段を選択する選択手段と、
　時刻情報および／または前記車両の位置情報を取得する状況取得手段と、を備え、
　前記通知対象者情報取得手段は、前記通知対象者の車両に対する向きをさらに取得し、
前記選択手段は、前記状況取得手段が取得した情報をさらに用いて前記通知手段を選択す
ることを特徴とする通知管理装置。
【請求項２】
　車載装置から通知対象者への通知を管理する通知管理装置であって、
　少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得する通知対象者情報取得手段と、
　前記通知対象者情報取得手段が取得した情報に基づいて、前記通知対象者への通知に使
用する通知手段を選択する選択手段と、
　時刻情報および／または前記車両の位置情報を取得する状況取得手段と、を備え、
　前記選択手段は、前記車載機器が出力する通知の緊急度および通知すべき情報量と、前
記状況取得手段が取得した情報とに基づいて使用する通知手段を選択することを特徴とす
る通知管理装置。
【請求項３】
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　車載装置から通知対象者への通知を管理する通知管理装置であって、
　少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得する通知対象者情報取得手段と、
　前記通知対象者情報取得手段が取得した情報に基づいて、前記通知対象者への通知に使
用する通知手段を選択する選択手段と、
　時刻情報および／または前記車両の位置情報を取得する状況取得手段と、を備え、
　前記選択手段は、前記通知手段の方向性、即時性、通知可能な情報量と、前記状況取得
手段が取得した情報とに基づき、複数の通知手段から使用する通知手段を選択することを
特徴とする通知管理装置。
【請求項４】
　前記複数の通知手段は、車外への警音器、車載灯具、車載通信手段、音声出力手段、表
示手段または車内機器のいずれかを少なくとも含むことを特徴とする請求項１～３のいず
れか一つに記載の通知管理装置。
【請求項５】
　前記車載通信手段は、ネットワークを介して通信を行なう間接通信手段を備えたことを
特徴とする請求項４に記載の通知管理装置。
【請求項６】
　前記車載通信手段は、通知対象者が所持する通信端末と直接に通信する直接通信手段を
備えたことを特徴とする請求項４または５に記載の通知管理装置。
【請求項７】
　前記通知対象者情報取得手段は、前記直接通信手段を用いて前記通知対象者と車両との
距離を測定することを特徴とする請求項６に記載の通知管理装置。
【請求項８】
　前記通知対象者情報取得手段は、車両周辺を撮影する撮影手段が撮影した画像から前記
通知対象者と車両との距離および／または前記通知対象者の向きを特定することを特徴と
する請求項１～７のいずれか一つに記載の通知管理装置。
【請求項９】
　前記選択手段は、前記通知対象者の車両に対する相対位置、前記通知対象者の車両に対
する向き、前記状況取得手段が取得した情報、に対して優先度を設定し、該優先度に基づ
いて前記通知対象者への通知に使用する通知手段を選択することを特徴とする請求項１～
８のいずれか一つに記載の通知管理装置。
【請求項１０】
　車載装置から通知対象者への通知を管理する通知管理装置であって、
　少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得する通知対象者情報取得手段と、
　前記通知対象者が車載機器からの通知により確認できる範囲を設定する範囲設定手段と
、
　前記通知対象者が前記範囲内に居る場合に前記車載機器による通知を選択し、前記通知
対象者が前記範囲外に居る場合に携帯端末に対する情報送信による通知を選択する選択手
段と、
　時刻情報および／または前記車両の位置情報を取得する状況取得手段と、を備え、
　前記選択手段は、前記状況取得手段が取得した情報をさらに用いて前記通知手段を選択
することを特徴とする通知管理装置。
【請求項１１】
　車載装置から通知対象者への通知を管理する通知管理装置であって、
　少なくとも通知対象者の車両に対する向きを取得する通知対象者情報取得手段と、
　前記通知対象者の車両に対する向きに応じて前記通知対象者への通知に使用する通知手
段を選択する選択手段と、
　時刻情報および／または前記車両の位置情報を取得する状況取得手段と、を備え、
　前記選択手段は、前記状況取得手段が取得した情報をさらに用いて前記通知手段を選択
することを特徴とする通知管理装置。
【請求項１２】
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　車載装置から通知対象者への通知を管理する通知管理方法であって、
　少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得する通知対象者情報取得工程と、
　前記通知対象者情報取得工程によって取得した情報に基づいて、前記通知対象者への通
知に使用する通知手段を選択する選択工程と、
　時刻情報および／または前記車両の位置情報を取得する状況取得工程と、を含み、
　前記通知対象者情報取得工程は、前記通知対象者の車両に対する向きをさらに取得し、
前記選択工程は、前記状況取得工程によって取得した情報をさらに用いて前記通知手段を
選択することを特徴とする通知管理方法。
【請求項１３】
　車載装置から通知対象者への通知を管理する通知管理方法であって、
　少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得する通知対象者情報取得工程と、
　前記通知対象者情報取得工程によって取得した情報に基づいて、前記通知対象者への通
知に使用する通知手段を選択する選択工程と、
　時刻情報および／または前記車両の位置情報を取得する状況取得工程と、を含み、
　前記選択工程は、前記通知の緊急度および通知すべき情報量と、前記状況取得工程によ
って取得した情報とに基づいて使用する通知手段を選択することを特徴とする記載の通知
管理方法。
【請求項１４】
　車載装置から通知対象者への通知を管理する通知管理方法であって、
　少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得する通知対象者情報取得工程と、
　前記通知対象者情報取得工程によって取得した情報に基づいて、前記通知対象者への通
知に使用する通知手段を選択する選択工程と、
　時刻情報および／または前記車両の位置情報を取得する状況取得工程と、を含み、
　前記選択工程は、前記通知手段の方向性、即時性、通知可能な情報量と、前記状況取得
工程によって取得した情報とに基づき、複数の通知手段から使用する通知手段を選択する
ことを特徴とする通知管理方法。
【請求項１５】
　前記複数の通知手段は、車外への警音器、車載灯具、車載通信手段、音声出力手段、表
示手段または車内機器のいずれかを少なくとも含むことを特徴とする請求項１２～１４の
いずれか一つに記載の通知管理方法。
【請求項１６】
　前記通知対象者情報取得工程は、通知対象者が所持する通信端末との通信によって前記
通知対象者と車両との距離を測定することを特徴とする請求項１２～１５のいずれか一つ
に記載の通知管理方法。
【請求項１７】
　前記通知対象者情報取得工程は、車両周辺の画像から前記通知対象者と車両との距離お
よび／または前記通知対象者の向きを特定することを特徴とする請求項１２～１６のいず
れか一つに記載の通知管理方法。
【請求項１８】
　車載装置から通知対象者への通知を管理する通知管理装置であって、
　少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得する通知対象者情報取得手段と、
　時刻情報および／または前記車両の位置情報を取得する状況取得手段と、
　前記通知対象者情報取得手段が取得した情報および前記状況取得手段が取得した情報に
基づいて、前記通知対象者への通知に使用する通知手段を選択する選択手段と、を備え、
　前記選択手段は、複数の通知手段から優先度の高い順に通知手段を選択することを特徴
とする通知管理装置。
【請求項１９】
　車載装置から通知対象者への通知を管理する通知管理方法であって、
　少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得する通知対象者情報取得工程と、
　時刻情報および／または前記車両の位置情報を取得する状況取得工程と、
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　前記通知対象者情報取得工程によって取得した情報および前記状況取得工程によって取
得した情報に基づいて、前記通知対象者への通知に使用する通知手段を複数の通知手段か
ら優先度の高い順に選択する選択工程と、
　を含んだことを特徴とする通知管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、車両から通知対象者への通知を管理する通知管理装置および通知管理方法
に関し、特に状況や通知内容に適応した通知対象者への通知を実現する通知管理装置およ
び通知管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車両への各種機器の搭載が進んでおり、車載機器から通知対象者の一人であるユ
ーザ（車両使用者）に通知する内容が多様化している。また、ユーザが車両から離れてい
る状態で動作する機器、例えば遠隔空調制御システムやセキュリティシステムの開発が進
められているので、ユーザが車両から離れている場合にも通知が必要となっている。
【０００３】
　例えば、特許文献１に開示された自動車用盗難等防止警報装置は、自動車に対する人の
接近、接触、または侵入などの異常の有無を監視し、異常を検出した場合に予め記憶した
電話番号に電話をかけ、音声で警報送信している。
【０００４】
　また、特許文献２は、キーレスエントリー装置による車両開閉装置の遠隔作動管理完了
時に、トランスポンダー通信機によりトランスポンダーＩＤが受信できた場合にはブザー
を吹鳴させて遠隔装置完了を報知し、トランスポンダー通信機によりトランスポンダーＩ
Ｄを受信できなかった場合はハザードランプの点滅により遠隔操作完了を報知する技術を
開示している。
【０００５】
　さらに特許文献３は、車載端末と通信するサーバにユーザの嗜好情報や操作回数などを
記憶し、ユーザが必要とする情報を迅速に提供可能な情報配信方法を開示している。
【０００６】
【特許文献１】特開平９－１４１００４号公報
【特許文献２】特開２０００－１７９２０５号公報
【特許文献３】特開２００４－１０２３３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、車両からユーザに通知を行なう方法としては、ヘッドライトなどの灯火系や
ホーンなどのように車両の標準的な装備を利用する方法や、リモートコントローラなどユ
ーザが所持する端末と直接通信する方法、車載通信機器が電話回線やインターネットなど
を介して間接的に通信する方法、スピーカや表示装置を設置する方法などがある。
【０００８】
　従来、車載機器はどの通知方法を用いて通知するかを個別に選択して出力していた。た
とえば、上述の特許文献１では、通知は電話回線を介して実行され、特許文献２では、ブ
ザーおよびハザードランプを使用して通知を行なっていた。
【０００９】
　そのため、ユーザや車両周辺の状況、通知内容の緊急度や情報量に対して適切な通知方
法を選択できず、通知が有効に行なわれない場合が発生する可能性があるという問題点が
あった。
【００１０】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消し、課題を解決するためになされた
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ものであり、状況や通知内容に適応した通知を実行する通知管理方法および通知管理装置
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】
【００１１】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明は、車載装置から通知対象者への
通知を管理する通知管理装置であって、少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を
取得する通知対象者情報取得手段と、前記通知対象者情報取得手段が取得した情報に基づ
いて、前記通知対象者への通知に使用する通知手段を選択する選択手段と、を備え、前記
通知対象者情報取得手段は、前記通知対象者の車両に対する向きをさらに取得することを
特徴とする。
【００１２】
　この発明によれば、通知対象者の車両に対する相対位置と通知対象者の車両に対する向
きとを取得し、取得した情報に基づいて通知対象者への通知に使用する通知手段を選択す
る。
【００１３】
　また、本発明は、車載装置から通知対象者への通知を管理する通知管理装置であって、
少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得する通知対象者情報取得手段と、前
記通知対象者情報取得手段が取得した情報に基づいて、前記通知対象者への通知に使用す
る通知手段を選択する選択手段と、を備え、前記選択手段は、前記車載機器が出力する通
知の緊急度および通知すべき情報量に基づいて使用する通知手段を選択することを特徴と
する。
【００１４】
　この発明によれば、少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得し、取得した
情報、通知の緊急度および通知すべき情報量に基づいて通知対象者への通知に使用する通
知手段を選択する。
【００１５】
　また、本発明は、車載装置から通知対象者への通知を管理する通知管理装置であって、
少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得する通知対象者情報取得手段と、前
記通知対象者情報取得手段が取得した情報に基づいて、前記通知対象者への通知に使用す
る通知手段を選択する選択手段と、を備え、前記選択手段は、複数の通知手段から当該通
知手段の方向性、即時性、通知可能な情報量に基づいて使用する通知手段を選択すること
を特徴とする。
【００１６】
　この発明によれば、少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得し、取得した
情報、通知手段の方向性、即時性、通知可能な情報量に基づいて通知対象者への通知に使
用する通知手段を選択する。
【００１７】
　また、本発明は、前記複数の通知手段は、車外への警音器、車載灯具、車載通信手段、
音声出力手段、表示手段または車内機器のいずれかを少なくとも含むことを特徴とする。
【００１８】
　この発明によれば、少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得し、取得した
情報に基づいて、車外への警音器、車載灯具、車載通信手段、音声出力手段、表示手段、
車内機器から使用する通知手段を選択する。
【００１９】
　また、本発明は、前記車載通信手段は、ネットワークを介して通信を行なう間接通信手
段を備えたことを特徴とする。
【００２０】
　この発明によれば、少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得し、取得した
情報に基づいて、警音器、車載灯具、ネットワークを介して通信を行なう間接通信手段、
音声出力手段、表示手段、から使用する通知手段を選択する。
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【００２１】
　また、本発明は、前記車載通信手段は、通知対象者が所持する通信端末と直接に通信す
る直接通信手段を備えたことを特徴とする。
【００２２】
　この発明によれば、少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得し、取得した
情報に基づいて、警音器、車載灯具、通知対象者が所持する通信端末と直接に通信する直
接通信手段、音声出力手段、表示手段、から使用する通知手段を選択する。
【００２３】
　また、本発明は、前記通知対象者情報取得手段は、前記直接通信手段を用いて前記通知
対象者と車両との距離を測定することを特徴とする。
【００２４】
　この発明によれば、通知対象者が所持する通信端末と直接に通信する直接通信手段によ
って通知対象者と車両との距離を測定し、測定した距離に基づいて通知対象者への通知に
使用する通知手段を選択する。
【００２５】
　また、本発明は、前記通知対象者情報取得手段は、車両周辺を撮影する撮影手段が撮影
した画像から前記通知対象者と車両との距離および／または前記通知対象者の向きを特定
することを特徴とする。
【００２６】
　この発明によれば、車両周辺を撮影する撮影手段によって通知対象者の位置を撮影して
通知対象者と車両との距離や通知対象者の向きを特定し、特定した距離や向きに基づいて
通知に使用する通知手段を選択する。
【００２７】
　また、本発明は、時刻情報および／または前記車両の位置情報を取得する状況取得手段
をさらに備え、前記選択手段は、前記状況取得手段が取得した情報をさらに用いて前記通
知手段を選択することを特徴とする。
【００２８】
　この発明によれば、通知対象者の車両に対する相対位置、車両の位置、時刻を取得し、
取得した情報に基づいて通知対象者への通知に使用する通知手段を選択する。
【００２９】
　また、本発明は、前記選択手段は、前記通知対象者の車両に対する相対位置、前記通知
対象者の車両に対する向き、前記状況取得手段が取得した情報、に対して優先度を設定し
、該優先度に基づいて前記通知対象者への通知に使用する通知手段を選択することを特徴
とする。
【００３０】
　この発明によれば、通知対象者の車両に対する相対位置、前記通知対象者の車両に対す
る向き、前記状況取得手段が取得した情報、に対して優先度を設定し、該優先度に基づい
て前記通知対象者への通知に使用する。
【００３１】
　また、本発明は、車載装置から通知対象者への通知を管理する通知管理装置であって、
少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得する通知対象者情報取得手段と、前
記通知対象者が車載機器からの通知により確認できる範囲を設定する範囲設定手段と、前
記通知対象者が前記範囲内に居る場合に前記車載機器による通知を選択し、前記通知対象
者が前記範囲外に居る場合に携帯端末に対する情報送信による通知を選択する選択手段と
、を備えたことを特徴とする。
【００３２】
　この発明によれば、通知対象者が車載機器からの通知により確認できる範囲を設定し、
通知対象者が前記範囲内に居る場合に前記車載機器による通知を選択し、前記通知対象者
が前記範囲外に居る場合に携帯端末に対する情報送信による通知を選択する。
【００３３】
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　また、本発明は、車載装置から通知対象者への通知を管理する通知管理装置であって、
少なくとも通知対象者の車両に対する向きを取得する通知対象者情報取得手段と、前記通
知対象者の車両に対する向きに応じて前記通知対象者への通知に使用する通知手段を選択
する選択手段と、を備えたことを特徴とする。
【００３４】
　この発明によれば、通知対象者の車両に対する向きに応じて通知に使用する通知手段を
選択する。
【００３５】
　また、本発明は、車載装置から通知対象者への通知を管理する通知管理方法であって、
少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得する通知対象者情報取得工程と、前
記通知対象者情報取得工程によって取得した情報に基づいて、前記通知対象者への通知に
使用する通知手段を選択する選択工程と、を含み、前記通知対象者情報取得工程は、前記
通知対象者の車両に対する向きをさらに取得することを特徴とする。
【００３６】
　この発明によれば、通知対象者の車両に対する相対位置と通知対象者の車両に対する向
きとを取得し、取得した情報に基づいて通知対象者への通知に使用する通知手段を選択す
る。
【００３７】
　また、本発明は、車載装置から通知対象者への通知を管理する通知管理方法であって、
少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得する通知対象者情報取得工程と、前
記通知対象者情報取得工程によって取得した情報に基づいて、前記通知対象者への通知に
使用する通知手段を選択する選択工程と、を含み、前記選択工程は、前記通知の緊急度お
よび通知すべき情報量に基づいて使用する通知手段を選択することを特徴とする。
【００３８】
　この発明によれば、少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得し、取得した
情報、通知の緊急度および通知すべき情報量に基づいて通知対象者への通知に使用する通
知手段を選択する。
【００３９】
　また、本発明は、車載装置から通知対象者への通知を管理する通知管理方法であって、
少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得する通知対象者情報取得工程と、前
記通知対象者情報取得工程によって取得した情報に基づいて、前記通知対象者への通知に
使用する通知手段を選択する選択工程と、を含み、おいて、前記選択工程は、複数の通知
手段から当該通知手段の方向性、即時性、通知可能な情報量に基づいて使用する通知手段
を選択することを特徴とする。
【００４０】
　この発明によれば、少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得し、取得した
情報、通知手段の方向性、即時性、通知可能な情報量に基づいて通知対象者への通知に使
用する通知手段を選択する。
【００４１】
　また、本発明は、前記複数の通知手段は、車外への警音器、車載灯具、車載通信手段、
音声出力手段、表示手段または車内機器のいずれかを少なくとも含むことを特徴とする。
【００４２】
　この発明によれば、少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得し、取得した
情報に基づいて、車外への警音器、車載灯具、車載通信手段、音声出力手段、表示手段、
車内機器から使用する通知手段を選択する。
【００４３】
　また、本発明は、前記通知対象者情報取得工程は、通知対象者が所持する通信端末との
通信によって前記通知対象者と車両との距離を測定することを特徴とする。
【００４４】
　この発明によれば、通知対象者が所持する通信端末と直接に通信する直接通信手段によ
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って通知対象者と車両との距離を測定し、測定した距離に基づいて通知対象者への通知に
使用する通知手段を選択する。
【００４５】
　また、本発明は、前記通知対象者情報取得工程は、車両周辺の画像から前記通知対象者
と車両との距離および／または前記通知対象者の向きを特定することを特徴とする。
【００４６】
　この発明によれば、通知対象者の位置を撮影して通知対象者と車両との距離や通知対象
者の向きを特定し、特定した距離や向きに基づいて通知に使用する通知手段を選択する。
【００４７】
　また、本発明は、時刻情報および／または前記車両の位置情報を取得する状況取得工程
をさらに備え、前記選択工程は、前記状況取得工程によって取得した情報をさらに用いて
前記通知手段を選択することを特徴とする。
【００４８】
　この発明によれば、通知対象者の車両に対する相対位置、車両の位置、時刻を取得し、
取得した情報に基づいて通知対象者への通知に使用する通知手段を選択する。
【００４９】
　また、本発明は、車載装置から通知対象者への通知を管理する通知管理装置であって、
少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得する通知対象者情報取得手段と、前
記通知対象者情報取得手段が取得した情報に基づいて、前記通知対象者への通知に使用す
る通知手段を選択する選択手段と、を備え、前記選択手段は、複数の通知手段から優先度
の高い順に通知手段を選択することを特徴とする。
【００５０】
　この発明によれば、少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得し、取得した
情報に基づいて通知対象者への通知に使用する通知手段を優先度の高い順に選択する。
【００５１】
　また、本発明は、車載装置から通知対象者への通知を管理する通知管理方法であって、
少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得する通知対象者情報取得工程と、前
記通知対象者情報取得工程によって取得した情報に基づいて、前記通知対象者への通知に
使用する通知手段を複数の通知手段から優先度の高い順に選択する選択工程と、を含んだ
ことを特徴とする。
【００５２】
　この発明によれば、少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得し、取得した
情報に基づいて通知対象者への通知に使用する通知手段を優先度の高い順に選択する。
【発明の効果】
【００５３】
　本発明によれば、通知対象者の車両に対する相対位置と通知対象者の車両に対する向き
とを取得し、取得した情報に基づいて通知対象者への通知に使用する通知手段を選択する
ので、通知対象者の位置や向きに適応した通知を実行する通知管理装置を得ることができ
るという効果を奏する。
【００５４】
　また、本発明によれば、少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得し、取得
した情報、通知の緊急度および通知すべき情報量に基づいて通知対象者への通知に使用す
る通知手段を選択するので、緊急度や情報量に適応した通知を実行する通知管理装置を得
ることができるという効果を奏する。
【００５５】
　また、本発明によれば、少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得し、取得
した情報、通知手段の方向性、即時性、通知可能な情報量に基づいて通知対象者への通知
に使用する通知手段を選択するので、状況に基づいた適切な通知手段を選択して通知する
通知管理装置を得ることができるという効果を奏する。
【００５６】



(9) JP 4578858 B2 2010.11.10

10

20

30

40

50

　また、本発明によれば、少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得し、取得
した情報に基づいて、車内への警音器、車載灯具、車載通信手段、音声出力手段、表示手
段、車内機器から使用する通知手段を選択するので、車載の各種通知装置を状況に適応し
て選択する通知管理装置を得ることができるという効果を奏する。
【００５７】
　また、本発明によれば、少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得し、取得
した情報に基づいて、警音器、車載灯具、ネットワークを介して通信を行なう間接通信手
段、音声出力手段、表示手段、から使用する通知手段を選択するので、通知対象者までの
距離が遠い場合には、ネットワーク経由で通知を実行する通知管理装置を得ることができ
るという効果を奏する。
【００５８】
　また、本発明によれば、少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得し、取得
した情報に基づいて、警音器、車載灯具、通知対象者が所持する通信端末と直接に通信す
る直接通信手段、音声出力手段、表示手段、から使用する通知手段を選択するので、状況
によって直接通信手段を用いて通知対象者に通知を行なう通知管理装置を得ることができ
るという効果を奏する。
【００５９】
　また、本発明によれば、通知対象者が所持する通信端末と直接に通信する直接通信手段
によって通知対象者と車両との距離を測定し、測定した距離に基づいて通知対象者への通
知に使用する通知手段を選択するので、通知対象者との距離を簡易に測定して適切な通知
手段を選択する通知管理装置を得ることができるという効果を奏する。
【００６０】
　また、本発明によれば、車両周辺を撮影する撮影手段によって通知対象者の位置を撮影
して通知対象者と車両との距離や通知対象者の向きを特定し、特定した距離や向きに基づ
いて通知に使用する通知手段を選択するので、通知対象者までの距離や通知対象者の向き
を簡易に特定し、適切な通知手段を選択する通知管理装置を得ることができるという効果
を奏する。
【００６１】
　また、本発明によれば、通知対象者の車両に対する相対位置、車両の位置、時刻を取得
し、取得した情報に基づいて通知対象者への通知に使用する通知手段を選択するので、車
両の位置や時刻に適応した通知を行なう通知管理装置を得ることができるという効果を奏
する。
【００６２】
　また、本発明によれば、通知対象者の車両に対する相対位置、前記通知対象者の車両に
対する向き、前記状況取得手段が取得した情報、に対して優先度を設定し、該優先度に基
づいて前記通知対象者への通知に使用するので、通知対象者の位置や向き、状態に適応し
た通知を実行する通知管理装置を得ることができるという効果を奏する。
【００６３】
　また、本発明によれば、通知対象者が車載機器からの通知により確認できる範囲を設定
し、通知対象者が前記範囲内に居る場合に前記車載機器による通知を選択し、前記通知対
象者が前記範囲外に居る場合に携帯端末に対する情報送信による通知を選択するので、車
両から通知対象者までの距離に適応した通知を実行する通知管理装置を得ることができる
という効果を奏する。
【００６４】
　また、本発明によれば、通知対象者の車両に対する向きに応じて通知に使用する通知手
段を選択するので、通知対象者の向きに適応した通知を実行する通知管理装置を得ること
ができるという効果を奏する。
【００６５】
　また、本発明によれば、通知対象者の車両に対する相対位置と通知対象者の車両に対す
る向きとを取得し、取得した情報に基づいて通知対象者への通知に使用する通知手段を選
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択するので、通知対象者の位置や向きに適応した通知を実行する通知管理方法を得ること
ができるという効果を奏する。
【００６６】
　また、本発明によれば、少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得し、取得
した情報、通知の緊急度および通知すべき情報量に基づいて通知対象者への通知に使用す
る通知手段を選択するので、緊急度や情報量に適応した通知を実行する通知管理方法を得
ることができるという効果を奏する。
【００６７】
　また、本発明によれば、少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得し、取得
した情報、通知手段の方向性、即時性、通知可能な情報量に基づいて通知対象者への通知
に使用する通知手段を選択するので、状況に基づいた適切な通知手段を選択して通知する
通知管理方法を得ることができるという効果を奏する。
【００６８】
　また、本発明によれば、少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得し、取得
した情報に基づいて、車外への警音器、車載灯具、車載通信手段、音声出力手段、表示手
段、車内機器から使用する通知手段を選択するので、車載の各種通知装置を状況に適応し
て選択する通知管理方法を得ることができるという効果を奏する。
【００６９】
　また、本発明によれば、通知対象者が所持する通信端末と直接に通信する直接通信手段
によって通知対象者と車両との距離を測定し、測定した距離に基づいて通知対象者への通
知に使用する通知手段を選択するので、通知対象者との距離を簡易に測定して適切な通知
手段を選択する通知管理方法を得ることができるという効果を奏する。
【００７０】
　また、本発明によれば、通知対象者の位置を撮影して通知対象者と車両との距離や通知
対象者の向きを特定し、特定した距離や向きに基づいて通知に使用する通知手段を選択す
るので、通知対象者までの距離や通知対象者の向きを簡易に特定し、適切な通知手段を選
択する通知管理方法を得ることができるという効果を奏する。
【００７１】
　また、本発明によれば、通知対象者の車両に対する相対位置、車両の位置、時刻を取得
し、取得した情報に基づいて通知対象者への通知に使用する通知手段を選択するので、車
両の位置や時刻に適応した通知を行なう通知管理方法を得ることができるという効果を奏
する。
【００７２】
　また、本発明によれば、少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得し、取得
した情報に基づいて通知対象者への通知に使用する通知手段を優先度の高い順に選択する
ので、設定された優先度に基づいた適切な通知手段を選択して通知する通知管理装置を得
ることができるという効果を奏する。
【００７３】
　また、本発明によれば、少なくとも通知対象者の車両に対する相対位置を取得し、取得
した情報に基づいて通知対象者への通知に使用する通知手段を優先度の高い順に選択する
ので、設定された優先度に基づいた適切な通知手段を選択して通知する通知管理方法を得
ることができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００７４】
　以下に添付図面を参照して、この発明に係る車両用の通知管理装置の好適な実施例を詳
細に説明する。
【実施例】
【００７５】
　図１は、本発明の実施例である車載システムの概要構成を説明する概要構成図である。
同図に示すように、車載システムにおいて通知管理装置１は、ナビゲーション装置２、間
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接通信装置１２、車外カメラ１３、直接通信装置１４、空調装置１５、火災防止装置１６
、バッテリー管理装置１７、車内通知系３１、車外通知系３２、灯火系３３などと接続す
る。
【００７６】
　ナビゲーション装置２は、自車両の走行経路の設定および誘導を行なう装置である。具
体的には、ナビゲーション装置２は、ＧＰＳ通信部１１によって自車両の現在位置を取得
し、地図データ２ａを用いて自車両が走行している道路を特定し、表示系３１に含まれる
車内ディスプレイ３１ａおよび車内スピーカ３１ｂを用いて経路誘導を実行する。また、
ナビゲーション装置２は、通知管理装置１に、自車両の位置情報および時刻情報を送信す
る。
【００７７】
　間接通信装置１２は、携帯電話等のように、電話回線やインターネットなどを介してユ
ーザが所持する携帯端末等と通信する間接通信手段であり、車外カメラ１３は、自車両の
周辺を撮影する撮影手段である。
【００７８】
　また、直接通信装置１４は、ユーザが所持する端末、例えば車両のドアロック機構を遠
隔操作するリモートキー端末（いわゆるスマートエントリー）などと直接に通信する直接
通信手段である。なお、直接通信装置１４が通信する端末と、間接通信装置１２が通信す
る端末とは一体に形成してもよく、さらに携帯電話機能など他の機能を持たせてもよい。
【００７９】
　空調装置１５は、車両の室温制御などを実行する装置である。また、火災防止装置１６
は、車両火災の検出や防止を実行する装置である。さらに、バッテリー管理装置１７は、
車両に搭載されたバッテリーの充電状態を管理する装置である。
【００８０】
　空調装置１５、火災装置１６、バッテリー管理装置１７をはじめ、各種車載機器は、そ
れぞれ必要なセンサなどと接続され、それぞれの機能を実現する。また、各種車載機器は
、自動的にまたはユーザの要求に基づいて処理を実行するとともに、必要な場合にユーザ
に通知を行なう。
【００８１】
　この通知の必要性の判断や、通知の緊急度および通知内容の決定は、各車載機器に設け
た通知処理部（空調装置１５では通知処理部１５ａ、火災防止装置１６では通知処理部１
６ａ、バッテリー管理装置１７ａでは通知処理部１７ａ、など）によって行なう。
【００８２】
　そして各通知処理部は、通知が必要であると判断した場合に、その緊急度および通知内
容を含む通知要求を通知管理部１に送信する。
【００８３】
　通知管理部１は、その内部に状況取得部２１、ユーザ検出部２２、通知要求受信部２３
、および通知手段選択部２４を有する。状況取得部２１は、ナビゲーション装置２から自
車両の位置情報および時刻情報を受信し、通知手段選択部２４に出力する。
【００８４】
　また、ユーザ検出部２２は、レーダによる近接センサ、間接通信装置１２、車外カメラ
１３および直接通信装置１４の出力から、ユーザの位置や向きを検出し、通知手段選択部
２４に出力する。さらに、通知要求受信部２３は、空調装置１５、火災防止装置１６、バ
ッテリー管理装置１７などの車載機器からユーザへの通知要求を受信して通知手段選択部
２４に出力する。
【００８５】
　通知手段選択部２４は、車両の位置情報、時刻情報、ユーザと自車両との相対位置、ユ
ーザの向き、通知の緊急度および通知内容に基づいて通知手段を選択し、選択した通知手
段を用いてユーザへの通知を実行する。
【００８６】
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　通知手段選択部２４が選択する通知手段は、ここでは車内通知系３１に含まれる車内デ
ィスプレイ３１ａ、車内スピーカ３１ｂ、車外通知系３２に含まれるホーン３２ａ、車外
スピーカ３２ｂ、車外ディスプレイ３２ｃ、灯火系３３に含まれるヘッドライト３３ａ、
ウィンカーランプ３２ｂ、間接通信装置１２、直接通信装置１４のうちのいずれか、もし
くはその組み合わせである。
【００８７】
　つぎに、通知要求と通知手段の選択について具体例を挙げて説明する。図２は、通知処
理部が送信する通知要求の具体例を説明する説明図である。同図に示すように、通知要求
Ｄ１は、「通知手段指定なし」、「緊急度」、「通知内容」の項目を有する。
【００８８】
　項目「通知手段指定なし」は、通知管理装置１に通知手段の選択を委任することを示す
ものである。また、「緊急度」は、例えば空調装置１５であれは、ユーザが指定した処理
の完了通知などでは低い値に、車室温の異常を検出した場合には高い値に設定する。
【００８９】
　さらに、通知内容は、その通知によって伝えるべき内容を示す。この通知内容の情報量
が少ない場合には、簡易な通知（例えばヘッドライト３２ａの点滅など）でその目的を達
成することができるが、通知すべき情報量が多い場合には、より詳細な情報提供が可能な
通知手段（例えば間接通信装置１２）を使用する必要が生ずる。
【００９０】
　ところで、異常発生時の連絡先が指定されている場合など、通知処理部側で通知手段を
指定する必要があれば、同図に示した通知要求Ｄ２を用いればよい。この通知要求Ｄ２は
、項目「通知手段指定あり」によって通知手段の指定があることを示すとともに、通知タ
イミング、通知手段、通知内容をそれぞれ指定している。
【００９１】
　したがって、通知要求受信部２３が通知要求Ｄ２を受信した場合には、通知手段選択部
２４は、指定された通知タイミングおよび通知手段で、指定された内容を通知する。なお
、通知処理部側で通知手段を指定する場合には、各車載機器が通知管理装置１を介するこ
となく、各通知手段を直接に制御するように構成してもよい。
【００９２】
　つぎに、通知手段の特性について説明する。図３に示すようにそれぞれの通知手段は、
有効距離、方向性、即時性、通知可能な情報量が異なる。
【００９３】
　まず、通知の有効距離については、車外ディスプレイ３２ｃを用いた表示、車外スピー
カ３２ｂを用いた音声通知、直接通信装置１４を用いた直接通信、灯火系３３を用いた光
による通知、ホーン３２ａを用いた警告音による通知、の順に有効距離が長くなる。なお
、有効距離は、「Ｌ０」＜「Ｌ１」＜「Ｌ２」＜「Ｌ３」＜「Ｌ４」＜「Ｌ５」となる。
【００９４】
　なお、間接通信装置１２による通知は、距離の制限を受けず、車内ディスプレイ３１ａ
を用いた表示による通知および車内スピーカ３１ｂを用いた音声通知は、車内にいるユー
ザにのみ有効である。
【００９５】
　つぎに、通知の方向性については、車外ディスプレイ３２ｃを用いた表示、灯火系３３
を用いた光による通知、車内ディスプレイ３１ａを用いた表示による通知は、方向性を有
し、ユーザがその通知手段を見ている場合にのみ有効である。
【００９６】
　一方、車外スピーカ３２ｂを用いた音声通知、直接通信装置１４を用いた直接通信、ホ
ーン３２ａを用いた警告音による通知、間接通信装置１２による通知、車内スピーカ３１
ｂを用いた音声通知は、方向性がないので、有効距離内のユーザに対してはその向きに関
わらず有効である。
【００９７】
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　つぎに、通知の即時性については、直接通信装置１４を用いた直接通信、および間接通
信装置１２による通知は、ユーザが端末を確認した時点で通知内容が認識される。その一
方、他の通知手段は、通知の実行と同時にユーザに認識せしめることができ、高い即時性
を有する。
【００９８】
　また、通知可能な情報量については、灯火系３３を用いた光による通知、およびホーン
３２ａを用いた警告音による通知は、単純なパターンによる通知となり、通知可能な情報
量は少ない。これに比して、車外スピーカ３２ｂを用いた音声通知、および車内スピーカ
３１ｂを用いた音声通知は、通知内容を言葉で説明することが出来るので、情報量が多く
なる。
【００９９】
　さらに、車外ディスプレイ３２ｃを用いた表示、車内ディスプレイ３１ａを用いた表示
による通知、直接通信装置１４を用いた直接通信、間接通信装置１２による通知は、さら
に多くの情報を通知することが可能である。
【０１００】
　通知手段選択部２４は、ユーザの位置や向き、通知の緊急度および通知内容の情報量を
取得し、各通知手段の特性の特性から最適な通知手段を選択する。
【０１０１】
　ユーザの車両に対する距離は、具体的には、車外カメラ１３の撮影結果から画像処理に
よって算出することができる。また、ユーザが所持する端末と直接通信装置１４とが通信
可能であるならば、ユーザは直接通信の有効距離内に居ることが分かる。
【０１０２】
　同様に、ユーザの向きについても車外カメラ１３の撮影結果から判断することができる
。また、直接通信などによってユーザの移動方向が検出できる場合、ユーザの移動方向か
らユーザの向きを推定することができる。すなわち、ユーザが車両に接近中である場合に
はユーザは車両の方向を向いていると推定でき、ユーザが車両から遠ざかっている場合に
はユーザは車両の方向を向いていないと推定できる。
【０１０３】
　ところで、通知手段の有効性は、時刻や周辺状況などによって変化する。例えば、図４
に示すように、日中（すなわち周辺が暗い場合）であれば表示や光による通知の効果は減
少し、夜間（すなわち周辺が明るい場合）であれば表示や光による通知の効果が増大する
。
【０１０４】
　また、夜間の住宅地などでは、ホーン３２ａや車外スピーカ３２ｂによる通知は住民に
迷惑となる可能性がある。一方、市街地など車両周辺が騒がしい場合は、ホーン３２ａや
車外スピーカ３２ｂによる通知の効果が減少することとなる。
【０１０５】
　そこで、通知手選択部２４は、状況取得部２１がナビゲーション装置２から取得した自
車両の位置情報および時刻情報を用いて、周辺状況に適した通知手段を選択する。なお、
ここでは位置情報と時刻情報を用いているが、周辺状況として利用可能な情報はこれに限
定されるものではない。例えば周囲の明るさを直接に検出する、車両外部の音声を直接取
得する、など、各種情報を周辺状況の判断に使用することができる。なお、各パラメータ
の優先度として「有効距離」＞「方向性」＞「即時性」＞「情報量」を設定するようにし
ているが、この優先度は適宜変更してもよい。
【０１０６】
　つぎに、本実施例にかかる車載システムの処理動作について説明する。図５は、本車載
システムの処理動作を説明するフローチャートである。同図に示すように、まず、空調装
置１５、火災防止装置１６、バッテリー管理装置１７などの車載機器がユーザからのサー
ビス要求を受信し（ステップＳ１０１）、要求されたサービスを実行する（ステップＳ１
０２）。
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【０１０７】
　その結果、通知の必要があるならば、車載機器側で通知の緊急度および通知内容を決定
し、通知管理装置１に送信する（ステップＳ１０３）。
【０１０８】
　通知管理装置１は、受信した通知の緊急度および通知内容、ユーザの位置等に基づいて
通知手段を選択し（ステップＳ１０４）、選択した通知手段による通知処理を実行して（
ステップＳ１０５）、処理を終了する。
【０１０９】
　つぎに、図５にステップ１０４として示した通知手段の選択処理について、さらに詳細
に説明する。図６は、通知手段の選択処理について説明するフローチャートである。同図
に示すように、まず通知手段選択部２４は、通知の緊急度および通知内容（情報量）に基
づいて通知手段を選別する（ステップＳ２０１）とともに、ユーザの位置および方向に基
づいて、通知手段を選別する（ステップＳ２０２）。
【０１１０】
　その結果、残った通知手段はいずれも通知の目的を達成可能であるので、通知手段選択
部２４は、周辺の状況（時刻情報や車両の位置情報）に基づいて使用する通知手段を決定
する。
【０１１１】
　このように、通知管理装置１が各種車載機器から緊急度や通知内容を含む通知要求を受
信し、各通知手段の特性に基づいて使用する通知手段を選択することで、ユーザや車両周
辺の状況に適応した通知を実現することができる。
【０１１２】
　なお、選択する通知手段は、必ずしも単独である必要はなく、複数の通知手段を組み合
わせて使用してもよい。例えばユーザが近くに居る状態で、緊急度が高くかつ情報量の多
い通知を行なう場合、直接通信によってユーザが所持する端末に詳細な情報を送信すると
ともに、ホーンなどの即時性の高い通知によって端末の確認を促すことができる。
【０１１３】
　また、図４に示したフローチャートでは、ユーザからの要求に応答して処理を開始する
場合を例に説明を行なったが、車載機器が自動的に処理を実行し、通知の必要性を判断す
る場合であっても同様の処理フローを適用可能であることはいうまでもない。
【０１１４】
　つぎに、本実施例での動作の具体例について、図７を参照して説明する。同図に示すよ
うに、まず、自車両Ｃ１とユーザとの位置関係を知るために、距離を検出するための範囲
を設定しておく。これは、近接センサの電波などによるものや、カメラの画像処理等によ
り行なう。
【０１１５】
　まず、ユーザが位置Ｈ１に居る状態での動作について説明する。この状態で、例えはバ
ッテリー電圧の低下が激しくなった場合、低下が激しいために通知の緊急度は大きい。そ
して、通知内容は「バッテリー電圧が急激に低下しています。対処願います。」などであ
り、情報量は中レベルである。
【０１１６】
　さらに、ユーザの位置は、近接センサやカメラによって検知することができないので、
ユーザとの距離はＬ５以上となる。また、ユーザの向きは、近接センサやカメラによって
検知できないために不明となる。また、時刻は夜であるものする。
【０１１７】
　したがって、この状態（ユーザ位置Ｈ１）では、距離がＬ５以上であることから通知手
段の選択肢は「間接通信」となる。そして、距離を最高の優先度とすると、選択肢が一つ
であるため、以降のパラメータ（方向性など）に関わらず、間接通信が通知手段として選
択され、携帯電話によって通知がなされる。
【０１１８】
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　つぎに、ユーザが位置Ｈ２に居る状態での動作について説明する。この状態で、例えば
バッテリー電圧の低下が激しくなった場合、低下が激しいために通知の緊急度は大きい。
そして、通知内容は「バッテリー電圧が急激に低下しています。対処願います。」などで
あり、情報量は中レベルである。
【０１１９】
　さらに、ユーザの位置は、近接センサやカメラによってＬ３と検知されている。また、
ユーザの向きは、近接センサやカメラによって自車両Ｃ１と反対向きであることが検知さ
れている。また、時刻は夜であるものする。
【０１２０】
　したがって、この状態（ユーザ位置Ｈ２）では、距離がＬ３であることから通知手段の
選択肢は「直接通信」、「光」、「ホーン」、「間接通信」となる。次の優先度を方向性
とすると、ユーザは自車両Ｃ１の反対側を向いていることから、通知手段の選択肢は「直
接通信」、「ホーン」、「間接通信」に絞られる。（ユーザが自車両Ｃ１の方向を向いて
いる場合、車載装置で視認できるので「光」が選択される。）
【０１２１】
　次の優先度を即時性とすると、緊急度が大きいので通知手段として「ホーン」が選択さ
れる。これで、時刻は夜であり、ホーンでの通知は迷惑となる可能性があるが、緊急度の
優先度が高いためである。
【０１２２】
　また、情報量が中程度であり、ホーンによる通知のみでは充分な情報量が得られないの
で、この場合、ホーンとともに直接通信による文字表示を行なう。または、ホーンとして
車外スピーカを採用し、音声で通知しても良い。
【０１２３】
　なお、スマートエントリーキーに文字表示機能がない場合、携帯電話などの間接通信で
表示する。また、バッテリー電圧が著しく低い場合は、消費電力の大きいホーンの使用を
避け、直接通信のみの報知としてもよい。
【０１２４】
　このように各パラメータに優先度を設定し、優先度が高い順に報知手段を選択してゆく
。なお、ここではユーザの自車両に対する向きを検出したが、車ではなく車載機器を向い
ているか否かを検出してもよい。
【０１２５】
　また、ユーザの向きを検出するにあたっては、「カメラによってユーザを撮影して画像
処理し、視線が自車両を向いているか否かを判断する。」、「スマートエントリーキーの
電波強度によりユーザが近づいてくる（電波強度が次第に大きくなる）場合はユーザが自
車両方向を向いている、ユーザが離れている（電波強度が次第に小さくなる）場合はユー
ザが自車両側を向いていないと判断する。」、「ドアがアンロックされた場合はユーザが
近づき、自車両側を向いていると判断し、ドアがロックされた場合は自車両側を向いてい
ないと推定する。」などの方法を用いることができる。このように構成することにより、
全ての通知手段を選択するなど、やみくもな通知に比べ、効率よくユーザに通知すること
ができる。
【０１２６】
　ところで、図１に示した車載システムは、通知手段の選択を統合処理する通知管理装置
を設けているが、本発明の利用はこれに限定されるものではない。例えば、各車載機器が
それぞれ通知手段の選択を行なうように構成してもよい。
【０１２７】
　図８は、各車載機器がそれぞれ通知手段を選択する場合の車載システムの概要構成を示
す概要構成図である。同図では、空調装置４１は、通知処理部４１ａに加え、状況取得部
２２、ユーザ検出部２３および通知手段選択部２４を有する。
【０１２８】
　状況取得部２２、ユーザ検出部２３および通知手段選択部２４は、図１と同様に機能す
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るので、空調装置４１は通知の必要が生じた場合にその緊急度や内容に基づいて使用すべ
き通知手段を選択することができる。
【０１２９】
　同様に、火災防止装置４２やバッテリー管理装置４３もその内部に状況取得部、ユーザ
検出部、通知手段選択部を備えており、通知手段の選択を実行可能である。
【０１３０】
　したがって、本構成によれは、各車載機器がそれぞれ通知手段を選択することができる
とともに、通知手段の選択ロジックを共用し、開発・製造コストを削減することができる
。
【０１３１】
　上述してきたように、本実施例にかかる車載システムは、通知が必要である場合に、通
知の緊急度、通知内容の情報量、ユーザまでの距離やユーザの向き、周辺の状況に基づい
て、適切な通知手段を選択するので、状況や通知内容に適応した通知を実行することがで
きる。
【０１３２】
　なお、以上説明した通知手段として車内に設けられたシートベルトやステアリングなど
の車内機器を使用してもよい。たとえば、シートベルトを通知手段として用いる場合には
、そのベルトによる締め動作を通知に使用することができ、ステアリングは振動させるこ
とで通知手段として機能させることができる。なお、本実施例では、通知対象者を車両使
用者である「ユーザ」としたが、これに限らず車両同乗者や登録された第三者であっても
良い。
【産業上の利用可能性】
【０１３３】
　以上のように、本発明にかかる通知管理方法および通知管理方法は、車両からユーザへ
の通知に有用であり、特に効果的かつ確実な通知の実現に適している。
【図面の簡単な説明】
【０１３４】
【図１】本発明の実施例に係る車載システムの概要構成を示す概要構成図である。
【図２】図１に示した通知処理部が送信する通知要求の具体例を説明する説明図である。
【図３】各通知手段の特性について説明する説明図である。
【図４】時刻や周辺状況などによる通知手段の有効性の変化について説明する説明図であ
る。
【図５】車載システムの処理動作を説明するフローチャートである。
【図６】通知手段の選択処理について説明するフローチャートである。
【図７】車載システムの動作の具体例を説明する説明図である。
【図８】各車載機器がそれぞれ通知手段を選択する場合の車載システムの概要構成を示す
概要構成図である。
【符号の説明】
【０１３５】
　　１　　通知管理装置
　　２　　ナビゲーション装置
　　２ａ　地図データ
　１１　　ＧＰＳ通信部
　１２　　間接通信装置
　１３　　車外カメラ
　１４　　直接通信装置
　１５，４１　　空調装置
　１６，４２　　火災防止装置
　１７，４３　　バッテリー管理装置
　１５ａ，１６ａ，１７ａ，４１ａ　通知処理部
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　２１　　状況取得部
　２２　　ユーザ検出部
　２３　　通知要求受信部
　２４　　通知手段選択部
　３１　　車内通知系
　３１ａ　車内ディスプレイ
　３１ｂ　車内スピーカ
　３２　　車外通知系
　３２ａ　ホーン
　３２ｂ　車外スピーカ
　３２ｃ　車外ディスプレイ
　３３　　灯火系
　３３ａ　ヘッドライト
　３３ｂ　ウィンカーランプ

【図１】 【図２】

【図３】
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