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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザーが自動車に向けて接近し、該自動車に乗り込み、該自動車を運転し又は車内に
て滞在し、その後、降車に至るまでのユーザーの自動車利用に係る一連の動作を、予め定
められた複数のシーンに区切り、区切られた複数のシーン毎に前記ユーザーによる前記自
動車の利用を補助するための、又はユーザーを楽しませるためのもてなし動作を行なうも
てなし動作部と、
　前記シーン毎に予め定められたユーザーの位置又は動作をシーン推定情報として取得す
るシーン推定情報取得手段と、取得された前記シーン推定情報に基づいて個々の前記シー
ンを特定するシーン特定手段と、特定されたシーンに応じて、使用するもてなし動作部と
、該もてなし動作部によるもてなし動作の内容とを定めるもてなし内容決定手段とを有す
るもてなし意思決定部と、
　前記もてなし意思決定部による決定内容に従うもてなし動作を行なうように、対応する
もてなし動作部の動作制御を行なうもてなし実行制御部とを備え、
　前記もてなし意思決定部は、
　前記シーン別に用意されたもてなし目的の種別項目と、前記もてなし動作部の機能種別
項目とにより二次元配列された機能抽出マトリックスとして構成され、かつ各マトリック
スセルに、当該マトリックスセルにかかるもてなし目的において対応する機能が当該もて
なし目的に適合する機能であるか否かを識別可能な形で、該機能を動作制御する際の基準
として参照する基準参照情報が格納された機能抽出マトリックス記憶部と、
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　特定されたシーンのもてなし目的に適合する機能を前記機能抽出マトリックスから抽出
し、抽出された機能に対応する前記基準参照情報を読み出す機能抽出手段と、
　前記ユーザーの体調及び精神状態の少なくともいずれかを含むユーザー生体特性情報を
取得するユーザー生体特性情報取得手段と、
　取得したユーザー生体特性情報と前記基準参照情報とに基づいて、対応する機能の動作
内容を決定する動作内容決定手段と、
　を有し、さらに、
　前記動作内容決定手段は、前記機能の動作指令情報を、前記ユーザー生体特性情報が示
す前記ユーザーの少なくとも体調と関連付けられた数値指令情報として演算する数値指令
情報演算手段を有し、
　前記もてなし実行制御部は、前記機能を該数値指令情報に対応する動作レベルにて動作
制御することを特徴とする自動車用ユーザーもてなしシステム。
【請求項２】
　取得した前記ユーザー生体特性情報に基づいて、前記ユーザーの少なくとも体調の良否
を数値に反映したユーザー状態指数を算出するユーザー状態指数算出手段を備え、
　前記基準参照情報は、対応する前記機能を動作制御するための基準となるユーザー状態
を反映した基準参照指数として与えられ、
　前記動作内容決定手段は、前記機能の動作指令情報を、前記基準参照指数を前記ユーザ
ー状態指数にて補正する形で、前記ユーザー生体特性情報が示す前記ユーザーの少なくと
も体調と関連付けられた前記数値指令情報として演算する数値指令情報演算手段を有し、
　前記もてなし実行制御部は、前記機能を該数値指令情報に対応する動作レベルにて動作
制御する請求項１記載の自動車用ユーザーもてなしシステム。
【請求項３】
　前記もてなし意思決定部は、
　前記シーン別に用意され、自動車利用にかかる前記ユーザーの安全性、利便性及び快適
性の分類項目と、車外ないし車内におけるユーザーの周囲環境に関与する、少なくとも触
覚系、視覚系及び聴覚系の３つを含む制御対象環境項目とにより二次元配列された目的推
定マトリックスとして構成され、かつ各マトリックスセルに、前記分類項目と前記制御対
象環境項目とに対応する、当該シーンにおいてユーザーが所望すると推定されるもてなし
目的が格納された目的推定マトリックス記憶部と、
　特定されたシーンに対応する前記目的推定マトリックスにて、前記制御対象環境項目別
に、各分類項目に対応するもてなし目的を抽出するもてなし目的抽出手段とを有し、
　前記機能抽出手段は、抽出されたもてなし目的に適合する機能を前記機能抽出マトリッ
クスから抽出し、抽出された機能に対応する前記基準参照情報を読み出すものである請求
項１又は請求項２に記載の自動車用ユーザーもてなしシステム。
【請求項４】
　前記もてなし目的が気温を前記制御対象環境項目とするものである場合、前記機能抽出
マトリックスにおいて、当該もてなし目的に対応する前記機能として空調装置が用意され
ている請求項３に記載の自動車用ユーザーもてなしシステム。
【請求項５】
　前記もてなし目的が明るさを前記制御対象環境項目とするものである場合、前記機能抽
出マトリックスにおいて、当該もてなし目的に対応する前記機能として車外ないし車内の
照明装置が用意されている請求項３又は請求項４に記載の自動車用ユーザーもてなしシス
テム。
【請求項６】
　前記もてなし目的が音響を前記制御対象環境項目とするものである場合、前記機能抽出
マトリックスにおいて、当該もてなし目的に対応する前記機能としてカーオーディオシス
テムが用意されている請求項３ないし請求項５のいずれか１項に記載の自動車用ユーザー
もてなしシステム。
【請求項７】
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　前記もてなし目的が音響を前記制御対象環境項目とするものである場合、前記機能抽出
マトリックスにおいて、当該もてなし目的に対応する前記機能として音響ノイズキャンセ
リングシステムが用意されている請求項３ないし請求項６のいずれか１項に記載の自動車
用ユーザーもてなしシステム。
【請求項８】
　請求項２記載の要件を備え、
　前記ユーザー状態指数はユーザーの体調の良否に応じて一義的に増減するパラメータと
して算出され、前記数値指令情報演算手段は前記数値指令情報を、前記ユーザー状態指数
と前記基準参照指数との差分値を反映した情報として演算するものであり、前記もてなし
実行制御部は、前記差分値が大きいほど、前記ユーザー状態指数に反映された体調の改善
又は悪化抑制方向への寄与が大きくなるように前記機能の動作レベルを設定するものであ
る請求項１ないし請求項７のいずれか１項に記載の自動車用ユーザーもてなしシステム。
【請求項９】
　前記機能抽出マトリックスにて、同一の前記もてなし目的に複数の互いに異なる機能が
割り振られ、各機能に対し前記基準参照指数が互いに異なる数値にて与えられている場合
に、前記もてなし実行制御部は、前記機能抽出マトリックスにおいて、前記差分値がより
大きくなる基準参照指数を有した機能ほど優先的に動作させるものである請求項８記載の
自動車用ユーザーもてなしシステム。
【請求項１０】
　前記もてなし実行制御部は、前記機能抽出マトリックスにおいて、前記差分値が予め定
められた下限値以下となる基準参照指数を有した機能の動作を禁止するものである請求項
８又は請求項９に記載の自動車用ユーザーもてなしシステム。
【請求項１１】
　前記ユーザー状態指数算出手段は、取得した前記ユーザー生体特性情報に反映される前
記ユーザーの体調が良好であるほど、増加ないし減少のうち予め定められた向きに一義的
に変化するように前記ユーザー状態指数を算出するものであり、
　前記動作内容決定手段は、前記ユーザー状態指数の値に応じて前記機能の電気的出力レ
ベルを調整するものである請求項８ないし請求項１０のいずれか１項に記載の自動車用ユ
ーザーもてなしシステム。
【請求項１２】
　前記機能が空調装置である場合、前記動作内容決定手段は、前記差分値が大きいほど空
調出力レベルが増大するように動作内容を決定するものである請求項１１記載の自動車用
ユーザーもてなしシステム。
【請求項１３】
　前記機能がカーオーディオシステムである場合、前記動作内容決定手段は、前記差分値
が大きいほど出力音量が増大するように動作内容を決定するものである請求項１１又は請
求項１２に記載の自動車用ユーザーもてなしシステム。
【請求項１４】
　前記機能がカーオーディオシステムである場合、前記動作内容決定手段は、前記差分値
に応じて前記カーオーディオシステムから出力させる音楽ソースの選曲内容を変更する請
求項１１ないし請求項１３のいずれか１項に記載の自動車用ユーザーもてなしシステム。
【請求項１５】
　前記機能が車内照明装置である場合、前記動作内容決定手段は、前記差分値が大きいほ
ど照明光量が増大するように動作内容を決定するものである請求項１１ないし請求項１４
のいずれか１項に記載の自動車用ユーザーもてなしシステム。
【請求項１６】
　前記動作内容決定手段は、取得した前記ユーザー生体特性情報に反映される前記ユーザ
ーの精神状態に応じ、前記電気的出力レベルの調整とは独立して前記機能の動作出力内容
を該精神状態に適合した内容に調整する請求項１１ないし請求項１５のいずれか１項に記
載の自動車用ユーザーもてなしシステム。
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【請求項１７】
　前記機能が車内照明装置である場合、前記動作内容決定手段は、取得した前記ユーザー
生体特性情報に反映される前記ユーザーの精神状態が高揚したものとなるほど短波長側の
照明色となるように、前記車内照明装置の動作出力内容を決定する請求項１６に記載の自
動車用ユーザーもてなしシステム。
【請求項１８】
　前記機能が空調装置である場合、前記動作内容決定手段は、取得した前記ユーザー生体
特性情報に反映される前記ユーザーの精神状態が高揚したものとなるほど設定温度が低く
なるように、前記空調装置の動作出力内容を決定する請求項１６又は請求項１７に記載の
自動車用ユーザーもてなしシステム。
【請求項１９】
　前記機能がカーオーディオシステムである場合、前記動作内容決定手段は、取得した前
記ユーザー生体特性情報に反映される前記ユーザーの精神状態に応じて、該精神状態に適
合した選曲を行なうとともに、前記ユーザー状態指数の値に応じて出力音量が調整される
よう、前記カーオーディオシステムの動作出力内容を決定する請求項１６ないし請求項１
８のいずれか１項に記載の自動車用ユーザーもてなしシステム。
【請求項２０】
　前記ユーザー生体特性情報取得手段は、
　前記ユーザーの予め定められた生体状態を、当該生体状態を反映した数値パラメータで
ある生体状態パラメータの時間的変化として検出する生体状態変化検出部と、
　前記ユーザー生体特性情報を、検出された前記生体状態パラメータの時間的変化に基づ
いて、ユーザーの体調及び精神状態を推定する情報として生成する精神／体調推定手段と
を備える請求項１ないし請求項１９のいずれか１項に記載の自動車用ユーザーもてなしシ
ステム。
【請求項２１】
　前記生体状態変化検出部は、前記生体状態パラメータの時間的変化波形を検出するもの
であり、
　前記精神／体調推定手段は、前記波形の振幅情報に基づいて前記ユーザーの体調を推定
する体調推定情報を生成するものである請求項２０記載の自動車用ユーザーもてなしシス
テム。
【請求項２２】
　前記生体状態変化検出部は、前記生体状態パラメータの時間的変化波形を検出するもの
であり、
　前記精神／体調推定手段は、前記波形の周波数情報に基づいて前記ユーザーの精神状態
を推定する精神状態推定情報を生成するものである請求項２０又は請求項２１に記載の自
動車用ユーザーもてなしシステム。
【請求項２３】
　前記生体状態変化検出部が複数設けられ、前記精神／体調推定手段は、それら複数の生
体状態変化検出部が検出する前記生体状態パラメータの時間的変化状態の組み合わせに基
づいて、前記ユーザーの体調又は精神状態を推定する請求項２０ないし請求項２２のいず
れか１項に記載の自動車用ユーザーもてなしシステム。
【請求項２４】
　前記ユーザーの、推定すべき前記体調又は精神状態の推定レベルと、個々の前記推定レ
ベルが成立するための、前記複数の生体状態変化検出部がそれぞれ検出しているべき前記
生体状態パラメータの時間的変化状態の組み合わせとを対応付けて記憶した判定テーブル
が設けられ、
　前記精神／体調推定手段は、検出された複数の前記生体状態パラメータの時間的変化状
態の組み合わせを、前記判定テーブル上の前記組み合わせと照合し、照合一致した組み合
わせに対応する推定レベルを現在成立している推定レベルとして特定するものである請求
項２３記載の自動車用ユーザーもてなしシステム。
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【請求項２５】
　請求項２記載の要件を備え、前記ユーザー状態指数算出手段は、特定された前記体調又
は精神状態の推定レベルを用いて前記ユーザー状態指数を算出するものである請求項２４
記載の自動車用ユーザーもてなしシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ユーザーの自動車への接近、乗車、運転、降車及び自動車からの離間、の
少なくともいずれかにおいて、ユーザーによる自動車の利用を補助するための、又はユー
ザーを楽しませる（あるいはサービスする）ための自動車用ユーザーもてなしシステムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
【特許文献１】特開２００３－３１２３９１号公報
【特許文献２】特開２００６－６９２９６号公報
【０００３】
　特許文献１には、携帯電話を用いた車載機器の自動調整装置が開示されている。この装
置は、自動車の搭乗者が所持する携帯電話と、自動車側に搭載された無線装置との間で通
信し、空調装置、カーステレオ、ヘッドライトの光軸、電動シートあるいは電動ミラーと
いった車載装置を、携帯電話所持者毎に予め登録された条件にて動作調整する、というも
のである。また、特許文献１には、携帯電話に搭載されたＧＰＳ（Global Positioning S
ystem）により車内の搭乗者の数や位置を把握し、オーディオ機器の音量バランスや周波
数特性を調整する技術も開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、もてなし動作部の動作内容が、ユーザー自動車との距離に応じ
て変化するように制御される自動車用ユーザーもてなしシステムが開示されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記の装置は、あくまで搭乗者（ユーザー）が自動車に乗り込んだ後で車載装
置の調整を行なうものであり、ユーザーが乗り込む前に車載装置の調整を行なう思想を開
示するものではない。このことは、該文献において、携帯電話機に対する車載側の通信装
置が、近距離無線通信装置（ブルートゥース：規格に定められている通信可能距離は精々
１０ｍである）、図１においてブルートゥース端末が車内の携帯電話機とのみ通信するよ
うに描かれていることからも明らかである。また、自動車の様々な利用シーン毎に微妙に
変化するはずの、ユーザーのもてなし願望内容（自動車側から見ればもてなし目的）やユ
ーザーの状態とは無関係に、車載装置の調整内容を画一的に定めているため、ユーザーを
喜ばせるポイントの外れたもてなし内容になってしまったり、何度か利用するうちにユー
ザーに手の内を読まれ、マンネリ化して次第に喜びも失せてしまったりする欠点がある。
【０００６】
　本発明の課題は、種々のシーン毎にもてなし目的をより明確に特定することにより適用
するもてなし機能の適正化を図り、さらにユーザーの状態も加味して、当該のユーザーが
最も望む（あるいは望むと思われる）形態で車載装置の動作を自律的に制御することがで
き、ひいては、ユーザーを主人あるいは客人として自動車側が積極的にもてなそうという
心にも満ちた自動車用ユーザーもてなしシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段及び作用・効果】
【０００７】
　上記の課題を解決するために、本発明の自動車用ユーザーもてなしシステムは、
　ユーザーが自動車に向けて接近し、該自動車に乗り込み、該自動車を運転し又は車内に
て滞在し、その後、降車に至るまでのユーザーの自動車利用に係る一連の動作を、予め定
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められた複数のシーンに区切り、区切られた複数のシーン毎にユーザーによる自動車の利
用を補助するための、又はユーザーを楽しませるためのもてなし動作を行なうもてなし動
作部と、
　シーン毎に予め定められたユーザーの位置又は動作をシーン推定情報として取得するシ
ーン推定情報取得手段と、取得されたシーン推定情報に基づいて個々のシーンを特定する
シーン特定手段と、特定されたシーンに応じて、使用するもてなし動作部と、該もてなし
動作部によるもてなし動作の内容とを定めるもてなし内容決定手段とを有するもてなし意
思決定部と、
　もてなし意思決定部による決定内容に従うもてなし動作を行なうように、対応するもて
なし動作部の動作制御を行なうもてなし実行制御部とを備え、
　もてなし意思決定部は、
　シーン別に用意されたもてなし目的の種別項目と、もてなし動作部の機能種別項目とに
より二次元配列された機能抽出マトリックスとして構成され、かつ各マトリックスセルに
、当該マトリックスセルにかかるもてなし目的において対応する機能が当該もてなし目的
に適合する機能であるか否かを識別可能な形で、該機能を動作制御する際の基準として参
照する基準参照情報が格納された機能抽出マトリックス記憶部と、
　特定されたシーンのもてなし目的に適合する機能を機能抽出マトリックスから抽出し、
抽出された機能に対応する基準参照情報を読み出す機能抽出手段と、
　ユーザーの体調及び精神状態の少なくともいずれかを含むユーザー生体特性情報を取得
するユーザー生体特性情報取得手段と、
　取得したユーザー生体特性情報と基準参照情報とに基づいて、対応する機能の動作内容
を決定する動作内容決定手段と、
　を有し、さらに、
　動作内容決定手段は、機能の動作指令情報を、ユーザー生体特性情報が示すユーザーの
少なくとも体調と関連付けられた数値指令情報として演算する数値指令情報演算手段を有
し、
　もてなし実行制御部は、機能を該数値指令情報に対応する動作レベルにて動作制御する
ことを特徴とする。
【０００８】
　本発明においては、ユーザーの状態として、ユーザーと自動車との相対的な関係によっ
て定まるシーンを把握する。具体的には、ユーザーが自動車に向けて接近し、該自動車に
乗り込み、該自動車を運転し又は車内にて滞在し、その後、降車に至るまでのユーザーの
自動車利用に係る一連の動作を、予め定められた複数のシーンに区切り、区切られた複数
のシーン毎にユーザーによる自動車の利用を補助するための、又はユーザーを楽しませる
ためのもてなし動作を行なう。
【０００９】
　シーンが特定可能となることで、そのシーンに特有のもてなし目的を絞り込むことがで
き、ユーザーが欲するもてなし機能を、上記もてなし目的から的確に特定することが可能
となる。
【００１０】
　さらに、本発明では、もてなし動作部の動作内容がユーザー生体特性情報の内容に応じ
て変化し、ひいては、自動車利用に際してのユーザーへサービス（もてなし）効果を、ユ
ーザーの精神状態あるいは体調に応じさらなる適正化を図ることができる。具体的には、
機能抽出マトリックスから特定される機能に対する動作制御時の基準参照情報が抽出され
、この基準参照情報に別途取得されたユーザー生体特性情報に反映される体調ないし精神
状態を加味して、選択された機能の動作内容の適正化を図ることができる。
【００１１】
　以上の結果、本発明の自動車用ユーザーの自動車利用に係る様々なシーン（場面）毎に
、自動車側にて行なうもてなし動作が変化するとともに、個々のシーンにて予測されるも
てなし目的に適合したもてなし機能をタイムリーに、かつ、ユーザーの体調ないし精神状
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態に応じて適正化したレベルもしくは内容で動作させることが可能となり、適確かつきめ
細かいサービスを提供できる。
【００１２】
　シーンの決定は、「ユーザーによる自動車利用」の枠内で定めるものであり、近づいて
、乗り込み、運転／滞在し、目的地に着けばドアを開けて降車する、という基本的な流れ
は変化しない。従って、この流れに沿ってスムーズにシーンを切り分けることが、ユーザ
ーに対し自然で違和感のないもてなしを提供する観点において肝要である。この場合、次
のような構成を採用するとよい。すなわち、現在のシーンを特定する現在シーン特定情報
を記憶保持する現在シーン特定情報記憶手段を設ける。シーン特定手段は、該現在シーン
特定情報の記憶内容に基づいて現在シーンを把握するとともに、該現在シーンの把握を前
提として、予め定められたシーン推定情報取得手段により、その後続シーンに特有のユー
ザー位置又は動作が検出された場合に、当該後続シーンに移行したと判断し、該後続シー
ンの特定情報を現在シーン特定情報として現在シーン特定情報記憶手段に記憶させる。現
在がどのシーンにあるかを把握できれば、上記のような自動車使用時のユーザーの行動流
れから、次にどのようなシーンが到来するかは予測でき、その後続シーンに特有のユーザ
ー位置又は動作を検出することで、シーン間の移行を適確に把握できる。また、ドアの開
閉が乗車時と降車時との双方に生ずる事例を考慮すればわかりやすいように、複数のシー
ンにおいて、後続シーン特定情報（前記事例では「ドアの開閉」）の内容が同一となる場
合がある。しかし、現在のシーンが何であるかを把握することで、そのような場合でも後
続シーンの誤把握を防止でき、もてなし動作の切り替えを適確に行なうことができる。
【００１３】
　シーン特定手段は、ユーザーが自動車へ接近する接近シーンと、ユーザーが該自動車内
にて運転又は滞在する運転／滞在シーンとを特定するものとすることができる。もてなし
内容決定手段は、これら各シーンに、使用するもてなし動作部と、該もてなし動作部によ
るもてなし動作の内容とを定めるものとして構成できる。自動車の運転時もしくは滞在時
は、自動車利用に係るシーンとしては長時間を占め、該運転／滞在シーンでのもてなしに
重点を置くことは、ユーザーが快適に自動車を使用できるかどうかの重要な鍵を握ってい
る。他方、接近シーンは、上記運転／滞在シーンに先立つシーンとしては、これに次ぐ時
間的比重を占めるものであり、これをもてなしの機会として有効に活用することで、運転
／滞在シーンに臨むユーザーの精神状態を改善し、ひいては運転／滞在シーンでのもてな
し効果を一層高めることにも寄与する。
【００１４】
　シーン推定情報取得手段は、上記接近シーンを特定するために、自動車と、当該自動車
外に位置するユーザーとの相対距離に基づいて、ユーザーの自動車への接近を検出する接
近検出手段を有するものとして構成できる。また、運転／滞在シーンを特定するために、
自動車の座席に着座したユーザーを検出する着座検出手段を有するものとして構成できる
。いずれも、接近シーンないし運転／滞在シーンを適確に特定できる利点がある。
【００１５】
　接近シーンにおいては、自動車に搭載された自動車外空間を照らし出す照明装置（ヘッ
ドランプ、テールランプ、ハザードランプなど：車内灯も窓ガラスを介した漏洩により車
外空間を照らすことができる）をもてなし動作部として定めることができる。そして、該
照明装置をユーザーの出迎えのために点灯させることを、もてなし動作の内容として定め
ることができる。これによると、自動車に搭載された照明類を、ユーザーの出迎え演出の
ためのイルミネーションとして使用でき、気分高揚等に寄与する。また、夜間や暗所の場
合、駐車した自動車の位置を把握しやすくできる利点も生ずる。
【００１６】
　なお、もてなし動作部は、必ずしも自動車に搭載された設備に限られるものではなく、
駐車中の自動車の周辺設備（例えば、指定された駐車場の付帯設備など）であってもよい
し、自動車の利用に際してユーザーが必ず携行する携行品をもてなし動作部としてもよい
。例えば後者の場合の一例として、下記のような構成を例示できる。すなわち、駐車中の
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自動車又は該自動車の周辺設備に設けられ、外部の端末装置と通信するホスト側通信手段
と、自動車のユーザーが携帯するとともに、ホスト側通信手段と無線通信網を介して通信
する端末側通信手段を有したユーザー側端末装置とを設けるとともに、上記の接近シーン
においてもてなし動作部を、ユーザー側端末装置に設けられた音声出力部とすることがで
きる。この場合、ホスト側通信手段がもてなし制御部であり、接近シーンにおいて、音声
出力部が動作するよう、ユーザー側端末装置に対し無線指令するものとすることができる
。この態様では、ユーザーが自動車に接近すると、ホスト側通信手段によってユーザー側
端末装置に対し無線指令が送られ、ユーザーが携帯したユーザー側端末装置からもてなし
用の音声（音楽、効果音、出迎えの言葉など）を出力させる。これにより、自動車に近づ
くユーザーの音声によるもてなしを、そのユーザーが携行するユーザー側端末装置により
効果的に実行することができるようになる。音声による自動車側に搭載されたカーオーデ
ィオシステムを音声出力部として使用することもできるが、窓が閉じられていればもてな
し音声がユーザーまで十分に届かないし、窓を開いて自動車外に音を漏出させると近所迷
惑にもなる。しかし、上記のようにユーザー側端末装置をもてなし音の出力部として利用
すれば、ユーザーの手元で音声出力できるのでもてなし効果が断然高められ、また、もて
なし音が遠方まで及んで迷惑になるようなこともない。
【００１７】
　この場合、音楽や出迎えの言葉を音声出力部から出力すれば、ユーザーの精神状態の向
上ないし改善に寄与するが、出発前の注意確認事項を促すメッセージを音声出力する方法
もある。これにより、同じ接近シーンであっても、ユーザーが注意確認を怠った場合の、
不測の事態を防止する、という別の目的を達成することができる。例えば、注意確認事項
を促すメッセージは、例えば忘れ物や戸締りなどの確認を促すメッセージとすることがで
きるが、これに限られるものではない。
【００１８】
　また、運転／滞在シーンにおいては、自動車に搭載された空調装置をもてなし動作部と
して定めることができる。この場合、ユーザーの精神／体調情報の内容に応じて、空調装
置の設定温度を変化させることが可能であり、ユーザーの気持ちを汲んだ、より人間的で
優しい空調装置調整制御が実現する。同様に、運転／滞在シーンにおいて、自動車に搭載
されたカーオーディオシステムをもてなし動作部として定めることができる。
【００１９】
　次に、より細分化されたシーン設定として、シーン特定手段は、ユーザーが自動車へ接
近する接近シーンと、ユーザーが該自動車へ乗り込む乗り込みシーンと、ユーザーが該自
動車内にて運転又は滞在する運転／滞在シーンと、ユーザーが自動車から降車する降車シ
ーンとを、時系列的にこの順序で特定するものとすることができる。もてなし内容決定手
段は、これら各シーンに対し、使用するもてなし動作部と、該もてなし動作部によるもて
なし動作の内容とを定めるものとすることができる。この態様では、前述の構成に、新た
に、乗り込みシーンと降車シーンとが追加される。これらの各シーンは、時間的に短いが
、ドアの開閉や荷物の積み下ろし動作、あるいはドアの開閉に際した障害物や往来危険な
どに関する配慮など、体力的あるいは心理的に負担の大きい動作が関与する特徴があり、
これを補佐する形で、これらのシーンにも独自のもてなし動作を設定すれば、メインとな
る運転／滞在シーンの前後におけるユーザーのフォローアップをより確実に行なうことが
でき、また、自動車からユーザーが受けるもてなし内容に、より一貫性及び連続性がもた
らされるので、ユーザーの感ずる満足感は一層大きくなる。具体例として、例えば、乗り
込みシーン及び降車シーンにおいてもてなし動作部は、自動車に設けられたドアの自動開
閉装置又は開閉アシスト機構とすることができ、該自動開閉装置又は開閉アシスト機構を
、ユーザーの乗り込み補助のために動作させることがもてなし動作の内容として定めるこ
とができる。また、開閉アシスト機構を設ける場合は、特にドアを開く際に車外の障害物
を検知し、当該障害物とドアとの干渉を回避するための、ドアの開操作を抑制するドア開
抑制手段を設けておくことができる。
【００２０】
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　なお、ユーザーが降車した後にも、ユーザーが自動車から離間する離間シーンなど、さ
らに別のシーンを付け加えることも可能であり、対応したもてなし動作を行なうことがで
きる。
【００２１】
　次に、もてなし意思決定部は、シーン別に用意され、自動車利用にかかるユーザーの安
全性、利便性及び快適性の分類項目と、車外ないし車内におけるユーザーの周囲環境に関
与する、少なくとも触覚系、視覚系及び聴覚系の３つを含む制御対象環境項目とにより二
次元配列された目的推定マトリックスとして構成され、かつ各マトリックスセルに、分類
項目と制御対象環境項目とに対応する、当該シーンにおいてユーザーが所望すると推定さ
れるもてなし目的が格納された目的推定マトリックス記憶部と、
　特定されたシーンに対応する目的推定マトリックスにて、制御対象環境項目別に、各分
類項目に対応するもてなし目的を抽出するもてなし目的抽出手段とを有するものとするこ
とができ、
　機能抽出手段は、抽出されたもてなし目的に適合する機能を機能抽出マトリックスから
抽出し、抽出された機能に対応する基準参照情報を読み出すものとすることができる。
【００２２】
　上記の目的推定マトリックス上では、もてなし目的が、もてなし効果が直接作用するユ
ーザーの五感に従い、触覚系、視覚系及び聴覚系の少なくとも３つに分類されているので
、装置制御対象となる出力パラメータともてなし目的とを直接的に関連付けることができ
る。その結果、上記の機能抽出マトリックスもてなし目的に対してシーン毎に必要となる
もてなし機能を容易にかつ的確に特定することが可能となる。
【００２３】
　もてなし目的は次のようなものを例示できる。まず、触覚系のもてなし目的としては、
気温を制御対象環境項目とするものを例示できる。この場合、機能抽出マトリックスにお
いて、当該もてなし目的に対応する機能として空調装置を用意することができる。空調装
置の機能は車内温度の調整であり、主に運転／滞在シーンに活用される。例えば、空調設
定温度を低温側にシフトさせることで、高揚（あるいは興奮）した精神状態を沈静化した
り、疲れ等により熱っぽくなった体調状態を和らげることができる。
【００２４】
　また、触覚系のもてなし目的は、車内居住状態を制御対象環境項目とするものがある。
車内居住状態を大きく支配するのは、やはりシート位置や高さであり、ドライバーの場合
は、さらにハンドル位置も重要な因子となる。従って、機能抽出マトリックスにおいて、
当該もてなし目的に対応する機能として、シート位置調整機能やハンドル位置調整機能を
用意しておくことができる。主に運転／滞在シーンに活用されるものであり、例えば、体
調悪化等により注意力が散漫となっている場合は、シート位置を前寄りに出してハンドル
位置も多少高く設定するなど、運転に対する集中力向上を支援することができるし、逆に
、興奮している場合、あるいは疲れている場合などは、シート位置を深くしハンドル位置
も多少下げることで、精神的にリラックスさせたり、疲れを和らげたりする上で効果的で
ある。
【００２５】
　次に、視覚系のもてなし目的としては、（車内外の）明るさを制御対象環境項目とする
ことができる。機能抽出マトリックスにおいて、当該もてなし目的に対応する機能として
、車外ないし車内の照明装置を用意することができる。車外照明光は、夜間走行時の前照
灯など走行に不可欠な機能も含まれるが、ユーザーの自動車への接近シーン等においても
、出迎え用のイルミネーションとして活用できる。また、車内照明光は、運転／滞在シー
ンにおいて、車内での操作機器の位置把握の他、車内の雰囲気形成にも重要な役割を果た
す。この場合、体調や精神状態に応じて照明光量や色調を調整することが可能である。
【００２６】
　また、視覚系のもてなし目的は、視覚情報を制御対象環境項目とすることができる。視
覚情報とは、例えば運転／滞在シーンにおいて、カーナビゲーション装置に出力される地
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図情報であり、また、テレビやＤＶＤなどの映像情報である。従って、機能抽出マトリッ
クスにおいて、当該もてなし目的に対応する機能としては、上記のカーナビゲーション装
置又は映像出力装置が用意される。
【００２７】
　聴覚系のもてなし目的としては、音響を制御対象環境項目とするものを例示できる。機
能抽出マトリックスにおいて、当該もてなし目的に対応する機能としてはカーオーディオ
システムを用意することができる。この場合、ユーザーの体調や精神状態に応じて、カー
オーディオシステムの出力音量や、出力する音楽ソースの選曲内容を変化させるものとす
ることができる。これにより、気分や性格に応じて、ユーザーが欲する音楽ソースが自動
的に選ばれ、演奏出力されるので、運転ないし車内滞在中のユーザーをタイムリーに喜ば
せることができる。一方、車内の音響環境を調える上でバックグラウンド的に動作する機
能として、機能抽出マトリックスにおいて、当該もてなし目的に対応する機能として音響
ノイズキャンセリングシステムを用意しておくこともできる。
【００２８】
　次に、本発明の自動車用ユーザーもてなしシステムには、取得したユーザー生体特性情
報に基づいて、ユーザーの少なくとも体調の良否を数値に反映したユーザー状態指数を算
出するユーザー状態指数算出手段を設けることができる。この場合、前述の基準参照情報
は、対応する機能を動作制御するための基準となるユーザー状態を反映した基準参照指数
として与えることができる。また、動作内容決定手段には、機能の動作指令情報を、基準
参照指数をユーザー状態指数にて補正する形で、ユーザー生体特性情報が示すユーザーの
少なくとも体調と関連付けられた数値指令情報として演算する数値指令情報演算手段を設
けることができる。これにより、もてなし実行制御部は、（選択された）機能を、ユーザ
ー状態に応じた適正な動作レベルにて動作制御することができる。
【００２９】
　なお、前述のユーザー状態指数（及び基準参照指数）は体調の良否のみを反映したパラ
メータとすることも可能であるが、古くから「病は気から」と称するがごとく、人間の体
調と精神状態とは本来的に連動している側面もある。従って、ユーザー状態指数には、精
神状態の良否に応じた補正を行うことも可能である。これにより、機能の選択及び選択さ
れた機能の動作レベル設定を、ユーザー状態に応じて一層適正に定めることができる。
【００３０】
　基準参照指数は、対応する機能の動作レベルそのものを表わすパラメータとすることも
できるが、動作レベルの決定計算に直接使用されるパラメータでありさえすれば、動作レ
ベルそのものを表わすパラメータである必要は必ずしもない。
【００３１】
　ユーザー状態指数は、ユーザーの体調の良否に応じて一義的に増減するパラメータとし
て算出することができる。この場合、数値指令情報演算手段は数値指令情報を、ユーザー
状態指数と基準参照指数との差分値を反映した情報として演算するものとして構成するこ
とができる。この構成では、基準参照指数は、着目している機能を体調改善のために積極
動作させるか否かのいわば分岐点を与える基準値として把握され、現実の体調レベルが反
映されたユーザー状態指数との差分値は、機能効果が最も適正化された状態、すなわち、
ユーザーが最も満足と感じる目標状態からの隔たりを直接的に表わすパラメータとして把
握できる。従って、もてなし実行制御部は、差分値が大きいほど、ユーザー状態指数に反
映された体調の改善又は悪化抑制方向への寄与が大きくなるように機能の動作レベルを設
定するものとすることができ、ユーザーの体調に応じた機能動作レベルの適正化を的確に
行なうことができる。
【００３２】
　ただし、上記の思想において基準参照指数は制御値の絶対レベルを表わすものではなく
、ユーザー生体特性情報に基づいて算出された、ユーザーの少なくとも体調の良否を示す
ユーザー状態指数の基準レベルを規定するものである。これは、いわば、現在の制御状態
にてユーザーが、そのユーザー個人の体調又は精神状態を指標として、満足と感じている
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か否かの分岐点を（制御値の絶対レベルとは無関係に）相対的に与えるパラメータとして
捉えることができる。そして、ユーザーの現実の体調又は精神状態を示すユーザー状態指
数が該基準参照指数との間に、（改善の必要な向きに）差分を有している場合は、その差
分が縮小される向きに、関係する機能の動作制御が行なわれることになるのである。
【００３３】
　ユーザーの不満足原因となるのは、ユーザーにとっての何らかの適正環境条件が定義さ
れた場合に、その適正環境条件を種々の方向に逸脱させる外乱である。この適正環境条件
は、従来の思想では、万人に共通した固定的な標準環境条件として統計的に与えられるも
のであり、その標準環境条件を唯一の目標として系全体を収束させるように制御が行なわ
れることになる。しかし、上記本発明の思想では、あくまでもてなし対象となる個々のユ
ーザーの体調ないし精神状態を尺度に適正環境が定められるのであり、同じ外乱レベルで
あっても、適正環境からの逸脱の度合いは、固有の体調ないし精神状態を有するユーザー
毎に全て異なることになる。つまり、上記のユーザー状態指数と基準参照指数との差分値
は、もてなしの対象となるユーザーの非満足の度合いを数値で表わしたものであり、解消
するべき外乱のレベルそのものを表わすものではない。
【００３４】
　簡単な事例で説明すれば、車車内温度が同じ２８℃であっても、それをユーザーがどの
程度暑い（あるいは不快）と感じるかによって、何度温度を下げるかは皆変わるはずであ
る。すなわち、初期温度が２８℃であってももてなし実行制御部は、該差分値が比較的大
きいユーザーＡでは、安定化する制御値設定レベルが２３℃前後となることもあれば、該
差分値がやや小さいユーザーＢでは制御値設定レベルが２５℃で安定化することもありう
る。
【００３５】
　次に、機能抽出マトリックスにおいては、同一のもてなし目的に複数の互いに異なる機
能が割り振ることができる。そして、各機能に対し基準参照指数が互いに異なる数値にて
与えられている場合に、もてなし実行制御部は、機能抽出マトリックスにおいて、差分値
がより大きくなる基準参照指数を有した機能ほど優先的に動作させるものとすることがで
きる。共通のもてなし目的に対し複数の機能を関与させる余地がある場合に、上記のごと
く、機能毎に基準参照指数を異なる値にて与えておくことで、個々の機能の採用優先順位
を定めることができ、ひいては、ユーザー状態に応じて関与する機能の数を適宜増減させ
る制御を合理的に行なうことができる。この場合、もてなし実行制御部は、機能抽出マト
リックスにおいて、差分値が予め定められた下限値以下となる基準参照指数を有した機能
の動作を禁止するものとすることができる。差分値が下限値未満の優先度の低い機能の動
作を積極禁止することで、当該のもてなし目的にて過剰な機能動作を排除することができ
、もてなし動作の一層の適正化を図ることができる。
【００３６】
　ユーザー状態指数算出手段は、取得したユーザー生体特性情報に反映されるユーザーの
体調が良好であるほど、増加ないし減少のうち予め定められた向きに一義的に変化するよ
うにユーザー状態指数を算出するものとすることができる。この場合、動作内容決定手段
は、ユーザー状態指数の値に応じて機能の電気的出力レベルを調整するものとすることが
できる。これにより、ユーザーをよりいち早く満足状態に導くことができる。
【００３７】
　具体的には、上記機能が空調装置である場合、動作内容決定手段は、差分値が大きいほ
ど空調出力レベルが増大するように動作内容を決定するものとすることができる。これに
より、ユーザーが体感的にどの程度「暑い」ないし「寒い」と感じているかをユーザー状
態指数の値により把握でき、空調（暖房ないし冷房）の出力レベルを、ユーザーごとの適
正状態にいち早く導くことができる。
【００３８】
　また、機能がカーオーディオシステムである場合、動作内容決定手段は、差分値が大き
いほど出力音量が増大するように動作内容を決定するものとすることができる。これによ
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り、ユーザーの体調（ないし精神状態）が良好なほどオーディオ出力が増大し、ユーザー
の気持ちを高めることができるとともに、疲労や倦怠感の進行を抑制することができる。
一方、機能がカーオーディオシステムである場合、動作内容決定手段は、差分値に応じて
カーオーディオシステムから出力させる音楽ソースの選曲内容を変更するものとすること
ができる。これにより、その都度体調や精神状態に応じた適正な選曲を行なうことができ
、例えば、個々の体調ないし精神状態においてどのような音楽ソース（曲）が適当である
かを経験的に（例えば、別途詳述するユーザーの選曲統計などにより）見出して、曲目と
ユーザー状態指数（あるいは前述の差分値）との関係を一義的に定めて記憶しておけば、
ユーザー状態指数（あるいは差分値）に応じた選曲内容の適正化を容易に図ることができ
る。
【００３９】
　また、機能が車内照明装置である場合、動作内容決定手段は、差分値が大きいほど照明
光量が増大するように動作内容を決定するものとすることができる。これにより、ユーザ
ーの体調（ないし精神状態）が良好なほど車内照明光量が増大し、ユーザーの気持ちを高
めることができる。
【００４０】
　また、前述のごとく、体調の良否と精神状態の良否とは通常は極端に乖離することがな
く、多くの場合は連動していることから、体調優先にて決定した機能内容に対し、精神状
態による微調整（補正）内容とが整合しない不具合は基本的に生じにくい。これを利用し
て、ユーザー状態指数を主としてユーザーの体調を反映したものとして算出し、動作内容
決定手段は、取得したユーザー生体特性情報に反映されるユーザーの精神状態に応じ、電
気的出力レベルの調整とは独立して機能の動作出力内容を該精神状態に適合した内容に調
整するものとして構成できる。体調優先にて機能の動作出力内容を概略決定し、精神状態
に応じて該動作出力内容を微調整することで、体調と精神状態との双方を考慮したもてな
し制御であるにも拘わらず、その制御アルゴリズムの単純化を図ることができる。
【００４１】
　具体例を挙げれば、機能が車内照明装置である場合、動作内容決定手段は、取得したユ
ーザー生体特性情報に反映されるユーザーの精神状態が高揚したものとなるほど短波長側
の照明色（例えば、薄緑、青色、水色、青みの白色など）となるように、車内照明装置の
動作出力内容を決定することができる。これらの照明色は、いわば寒色系であり、高ぶっ
た精神状態を和らげて落ち着かせる効果があるとともに、車内滞在環境を爽快に演出する
ことができる。一方、これとは逆に、精神状態が落ち込んでいる場合は照明色が長波長側
（黄色、アンバー、赤色、ピンク、あるいはこれらの色彩を帯びた白色光）にシフトする
。これらの照明色は暖色系であり、気分の高揚ないしは温かみのある演出によりリラック
ス効果に優れる。
【００４２】
　一方、機能が空調装置である場合、動作内容決定手段は、取得したユーザー生体特性情
報に反映されるユーザーの精神状態が高揚したものとなるほど設定温度が低くなるように
、空調装置の動作出力内容を決定することができる。過度に精神状態が高揚している場合
は体温も上昇しがちであり、これを空調温度の低減により、文字通りクールダウンするこ
とが可能となる。他方、精神状態が落ち込んでいる場合は設定温度が上昇し、発汗や血行
が促進され、気分ないし体調の高揚に導くことができる。
【００４３】
　また、機能がカーオーディオシステムである場合、動作内容決定手段は、取得したユー
ザー生体特性情報に反映されるユーザーの精神状態に応じて、該精神状態に適合した選曲
を行なうとともに、ユーザー状態指数の値に応じて出力音量が調整されるよう、カーオー
ディオシステムの動作出力内容を決定することができる。これにより、精神状態に応じて
選曲を適正に行なうことができ、かつ選曲された音楽を体調に相応しい音量にて楽しむこ
とができる。なお、選曲に際しては、精神状態と合わせて体調を考慮に入れることも可能
である。
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【００４４】
　次に、ユーザー生体特性情報取得手段は、ユーザーの予め定められた生体状態を、当該
生体状態を反映した数値パラメータである生体状態パラメータの時間的変化として検出す
る生体状態変化検出部と、
　ユーザー生体特性情報を、検出された生体状態パラメータの時間的変化に基づいて、ユ
ーザーの体調及び精神状態を推定する情報として生成する精神／体調推定手段とを備える
ものとして構成できる。
【００４５】
　生体状態変化検出部は、生体状態パラメータの時間的変化波形を検出するとすることが
できる。この場合、精神／体調推定手段は、波形の振幅情報に基づいてユーザーの体調を
推定することができる。例えば、病気や疲労によりユーザーの体調が低下すると、該体調
を反映する生体状態の変動も小さくなる。すなわち、生体状態パラメータの時間的変化波
形の振幅が縮小する傾向となりやすく、上記病気や疲労といった、体調の異常を適確に検
出することが可能となる。一方、精神／体調推定手段は、波形の周波数情報に基づいてユ
ーザーの精神的状態を推定するものとすることもできる。精神状態の安定ないし不安定は
、生体状態の変動速度に反映されることが多く、その変動速度は生体状態パラメータ波形
の周波数に反映されるので、該周波数情報に基づいてユーザーの精神的状態を適確に推定
することができる。
【００４６】
　生体状態変化検出部は、生体状態パラメータの時間的変化情報として、ユーザーの体温
の時間的変化状態を検出するものとすることができる。体温にはユーザーの体調（体調）
や精神状態、特に体調が顕著に反映される（例えば、体調不良時には体温変動幅（波形振
幅）が緩やかになる）とともに、赤外線測定（例えば顔のサーモグラフィーなど）により
遠隔測定が可能であることから、運転中（あるいは車内滞在中）に限らず、自動車に対す
るユーザーの接近、乗り込み、降車／離脱といった種々の局面で、ユーザーの状態推定に
活用できる利点があり、適確なもてなし動作を供するべきシーンの多様化にも貢献できる
。
【００４７】
　また、生体状態変化検出部は、生体状態パラメータの時間的変化状態として、ユーザー
の顔の表情及び視線方向の少なくともいずれかの時間的変化状態を取得するものとするこ
ともできる。これら２つのパラメータも、ユーザーの体調（体調）や精神状態（特に精神
状態）が顕著に反映され、かつ画像撮影による遠隔測定が可能であることから、運転中（
あるいは車内滞在中）に限らず、自動車に対するユーザーの接近、乗り込み、降車／離脱
といった種々の局面で、ユーザーの状態推定に活用できる利点があり、適確なもてなし動
作を供するべきシーンの多様化にも貢献できる。
【００４８】
　もてなし動作部は、ユーザーが自動車の運転中にもてなし動作を行なうものとすること
ができる。そして、生体状態変化検出部は、ユーザーの運転中における生体状態パラメー
タの時間的変化を検出するものとすることができる。これにより、運転者（ユーザー）の
精神状態あるいは体調に応じて、その運転中におけるもてなし動作が適正化され、快適で
より安全な自動車の運転を実現することができる。
【００４９】
　生体状態変化検出部は、生体状態パラメータの時間的変化状態として、血圧、心拍数、
体温、皮膚抵抗及び発汗の１又は２以上からなる第一種生体状態パラメータの時間的変化
状態を取得するものとすることができる。第一種生体状態パラメータは、運転者のいわば
内部肉体的な状態変化を示すものであり、その時間的変化（波形）には、運転者の精神状
態（あるいは心理状態）や体調、特に精神状態が顕著に反映されるので、これを解析する
ことで、該運転者に対するもてなし動作の適正化をより効果的に図ることができる。また
、これら第一種生体状態パラメータは、例えばハンドルの運転者による握り位置に取り付
けられたセンサにより直接的な測定が可能であり、その時間的変化を鋭敏に捉えることが
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できる利点がある。具体例を挙げれば、危険を察知して冷やりとしたり、割り込みや追い
越しでカッとくれば（つまり、精神的に興奮した場合）、発汗が顕著になったり、心臓の
鼓動が高鳴ったりし、血圧、心拍数、体温、皮膚抵抗（あるいは発汗）といった第一種生
体状態パラメータの波形（特に振幅）に顕著な変化が現れる。また、よそ事に気を取られ
て注意力が散漫になっている場合も、第一種生体状態パラメータが同様の波形を示すこと
が知られている。この場合、精神／体調推定手段は、第一種生体状態パラメータの波形周
波数が一定レベル以上に大きくなった場合に、ユーザーの精神状態に異常を来たしている
と推定することが可能である。
【００５０】
　一方、生体状態変化検出部は、生体状態パラメータの時間的変化状態として、ユーザー
の運転中の姿勢、視線方向及び表情の少なくともいずれかからなる第二種生体状態パラメ
ータの時間的変化状態を検出するものとすることができる。第二種生体状態パラメータは
、運転者のいわば外的な体調変化を示すものであり、体調不良や病気、あるいは疲労など
の状態を反映して、その動きの振幅が縮小される傾向にある。従って、精神／体調推定手
段は、第二種生体状態パラメータの波形振幅が一定レベル以下に小さくなった場合に、ユ
ーザーの体調に異常を来たしていると推定することができる。
【００５１】
　一方、第二種生体状態パラメータの波形は、運転者の精神状態の把握にも有効活用する
ことができる。例えば、運転者が興奮状態に陥ると運転者の姿勢が頻繁に変化するように
なる一方、視線方向の変化は逆に減少し、いわゆる「目が据わった」状態になる。また、
精神的に不安定な場合、顔の表情の変化も著しくなる。この場合、精神／体調推定手段は
、第二種生体状態パラメータの波形周波数が一定レベル以上に大きくなるか、又は一定レ
ベル以下に小さくなった場合に（どちらになるかは、パラメータの種類によって異なる）
、ユーザーの精神に異常を来たしていると推定することができる。
【００５２】
　なお、周波数及び振幅とは異なる時間変化情報により、精神状態ないし体調を把握でき
る生体状態パラメータも存在する。例えば、生体状態変化検出部は生体状態パラメータの
時間的変化として、ユーザーの瞳孔寸法の時間的変化を検出するものとすることができる
。精神／体調推定手段は、検出された瞳孔寸法に予め定められたレベル以上の変動が生じ
ている場合に、ユーザーの体調に異常を来たしていると推定することができる。これは、
目の焦点合わせや光量調整が疲れにより不安定化し、いわゆるかすみ目やチラツキなどの
状態に陥ることが多いためである。一方、怒り等により異常に興奮した状態になると、運
転者は目をカッと見開いた状態になることが多い。この場合、精神／体調推定手段は、検
出された瞳孔寸法が予め定められたレベル以上に拡張している場合に、ユーザーの精神状
態に異常を来たしていると推定することができる。
【００５３】
　また、生体状態変化検出部は複数設けることができ、精神／体調推定手段は、それら複
数の生体状態変化検出部が検出する生体状態パラメータの時間的変化状態の組み合わせに
基づいて、ユーザーの精神的状態又は体調を推定するものとすることができる。複数の生
体状態パラメータを組み合わせることにより、推定（すなわち識別）可能な精神的状態又
は体調の種別をより多様化（あるいは細分化）することができ、また、推定精度を高める
ことができる。この場合、ユーザーの、推定すべき体調又は精神状態の推定レベルと、個
々の推定レベルが成立するための、複数の生体状態変化検出部がそれぞれ検出しているべ
き生体状態パラメータの時間的変化状態の組み合わせとを対応付けて記憶した判定テーブ
ルを設けておき、精神／体調推定手段は、検出された複数の生体状態パラメータの時間的
変化状態の組み合わせを、判定テーブル上の組み合わせと照合し、照合一致した組み合わ
せに対応する推定レベルを現在成立している推定レベルとして特定するものとすることが
できる。これにより、多数の生体状態パラメータを考慮する場合でも、推定レベルの特定
処理を効率的に実施することができる。
【００５４】
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　そして、前述のユーザー状態指数算出手段は、特定された体調又は精神状態の推定レベ
ルを用いてユーザー状態指数を算出するものとすることができる。これにより、生体状態
変化検出部が検出する生体状態パラメータの時間的変化を用いて、ユーザーの体調又は精
神状態を、ユーザー状態指数として的確に数値化することができる。
　被推定状態は、「集中力散漫」、「体調不良」及び「興奮状態」の少なくとも３つを含
むものとすることができる。精神／体調推定手段によりユーザー（運転者）が「集中力散
漫」と推定された場合には、もてなし制御部はもてなし動作部に対し、ユーザーを覚醒さ
せる動作を行なわせるものとすることができる。これにより、ユーザーを運転に集中させ
ることができる。また、精神／体調推定手段によりユーザーが「体調不良」と推定された
場合に、もてなし制御部は、もてなし動作によりユーザーに与えられる外乱刺激が緩和さ
れるように、対応するもてなし動作部の動作制御を行なうものとすることができる。外乱
刺激の低減により、心理的負担からくる肉体疲労の増長を抑制でき、運転者の苦痛を軽減
することができる。また、精神／体調推定手段によりユーザーが「興奮状態」と推定され
た場合に、もてなし制御部はもてなし動作部に対し、ユーザーの精神的緊張を緩和するた
めの動作を行なわせるものとすることができる。これにより、運転者の熱くなった精神状
態を冷却することができ、冷静で温和な運転指向に矯正することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５５】
　以下、本発明の実施の形態を添付の図面を用いて詳しく説明する。図１は、本発明の一
実施形態を示す自動車用ユーザーもてなしシステム（以下、単に「システム」ともいう）
１００の概念ブロック図である。該システム１００は、種々のもてなし動作部５０２～５
１７，５３４，５４１，５４８，５４９，５５０，５５１，５５２，１００１Ｂが接続さ
れた第一のコンピュータからなるもてなし実行制御部３と、種々のセンサ・カメラ群５１
８～５２８が接続された第二のコンピュータからなるもてなし意思決定部２とからなる自
動車側搭載部１００を、その要部とする形で構成されている。第一のコンピュータと第二
のコンピュータは、いずれもＣＰＵ，ＲＯＭ，ＲＡＭを備え、ＲＯＭに格納された制御ソ
フトウェアを、ＲＡＭをワークメモリとして実行することにより、後述の種々の機能を実
現する。
【００５６】
　上記システム１００においては、ユーザーが自動車に向けて接近し、該自動車に乗り込
み、該自動車を運転し又は車内にて滞在し、その後、降車に至るまでのユーザーの自動車
利用に係る一連の動作が、予め定められた複数のシーンに区切られる。そして、区切られ
た複数のシーン毎に、もてなし動作部５０２～５１７，５３４，５４１，５４８，５４９
，５５０，５５１，５５２，１００１Ｂが、ユーザーによる自動車の利用を補助するため
の、又はユーザーを楽しませるためのもてなし動作を行なう。本実施形態では、車外への
音波発生装置としてホーン５０２、ブザー５０３が接続されている。また、照明装置（ラ
ンプ類）としては、ヘッドランプ５０４（ビームをハイとローとで切り替え可）、フォグ
ランプ５０５、ハザードランプ５０６、テールランプ５０７、コーナリングランプ５０８
、バックアップランプ５０９、ストップランプ５１０、車内照明５１１及び床下ランプ５
１２が接続されている。また、他のもてなし動作部として、エアコン５１４、カーオーデ
ィオシステム（カーステレオ）５１５、電動シート・ハンドル５１６及びサイドミラーや
バックミラーなどの角度調整用の駆動部５１７、カーナビゲーションシステム５３４、ド
ア開閉用のアシスト機構（以下、ドアアシスト機構という）５４１、車内に芳香剤を放出
する芳香発生部５４８、重度体調不良（重度の眠気を催した状態を含む）に対する気付け
・覚醒用のアンモニア発生部５４９（例えば、運転用のハンドルの中心部に、運転者の顔
付近を目指す形でアンモニアを噴出するように取り付けられる）、運転者に注意喚起した
り眠気から覚醒させるためのシートバイブレータ５５０（シート底部あるいは背もたれ部
に埋設される）、ハンドルバイブレータ５５１（ハンドルの軸に取り付けられている）、
車内騒音低減用のノイズキャンセラ１００１Ｂが接続されている。
【００５７】
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　図２は、車内照明５１１の構成例を示すもので、各々固有の照明色からなる複数の照明
部（本実施形態では、赤色系照明５１１ｒ、アンバー系照明５１１ｕ、黄色系照明５１１
ｙ、白色系照明５１１ｗ及び青色系照明５１１ｂからなる）を有する。これらの照明は、
もてなし意思決定部２からもてなし実行制御部３を経て入力される制御指令信号を受けて
、指定されたものが選択され、制御指令信号に従い種々の点灯パターンにて点灯制御され
る。図４は、ユーザーの性格種別に応じて定められた点灯制御データの構成例を示すもの
で、もてなし意思決定部２のＲＯＭに記憶され、制御ソフトウェアにより随時読み出され
て使用される。例えば、活動的な性格（ＳＫＣ１（図１１参照））に対しては、赤色系照
明５１１ｒを選んでこれをフラッシュ点灯（最初のみ、その後連続点灯）させ、おとなし
い性格（ＳＫＣ２）に対しては、アンバー系照明５１１ｕを選んでフェードイン点灯させ
る、などであるが、これはほんの一例である。また、照明光の強度及び照明色は、後述す
るユーザー状態指数Ｇの算出値に応じて調整される。
【００５８】
　なお、照明装置は、白熱電球、蛍光ランプのほか、発光ダイオードを用いた照明装置を
採用することも可能である。特に、赤色系（Ｒ）、緑色系（Ｇ）、青色系（Ｂ）の３原色
の発光ダイオードを組み合わせることにより、種々の照明光を簡単に得ることができる。
図４は、その回路構成の一例を示すもので、赤色系（Ｒ）、緑色系（Ｇ）、青色系（Ｂ）
の各発光ダイオード３４０１が電源（Ｖｓ）に接続され、各々トランジスタ３４０２でス
イッチング駆動される。このスイッチングは、コンパレータ３４０３に入力される三角波
（のこぎり波でもよい）の周期と、指令信号の電圧レベルとによって定まるデューティ比
によりＰＷＭ制御される。各色の発光ダイオード３４０１への指令信号の入力波形は、各
々独立に変更可能であり、３つの発光色の混合比率に応じて任意の色調の照明色が得られ
、また、色調や照明強度パターンを、指令信号の入力波形に応じて経時的に変化させるこ
とも可能である。なお、各色の発光ダイオード３４０１の発光強度は、上記のようにＰＷ
Ｍ制御する方式のほか、連続点灯を前提として駆動電流レベルにて調整することも可能で
あるし、これとＰＷＭ制御とを組み合わせた方式も可能である。
【００５９】
　図５には、赤色系（Ｒ）、緑色系（Ｇ）、青色系（Ｂ）の各光の混合比（デューティ比
による）と、視認される混合光の色との関係を示す（ここで示す混合比は、「１」を設定
された色に対する他色の相対混合比で表わしており、この相対混合比を基準に絶対照明強
度は別途設定される）。それぞれ、制御時に発光色を選択するためのインデックス（０～
１４）が付与され、制御参照情報としてもてなし実行制御部３のＲＯＭ（あるいは、もて
なし意思決定部２側の記憶装置５３５：制御に必要な情報を、通信によりもてなし実行制
御部３に送信すればよい）に記憶される。白色照明光は使用頻度が高く、着色された照明
光との間でスムーズに制御移行できるように、白色を規定するインデックスが、該インデ
ックスの配列上にて周期的に複数現れるように定められている。
【００６０】
　特に中間に位置する白色（インデックス：６）を境として、その前後に、暖色系（うす
橙→橙→赤）と寒色系（水色→青→青紫）の各色が配列し、ユーザーの体調状態や精神状
態に応じて、白色照明光から暖色系照明光ないし寒色系照明光にスムーズに切り替えるこ
とができるようになっている。ここで、演出等を特に考慮しない通常時の照明色は白色を
中心に設定され、これに精神状態指数（数値が大きいほど高揚した精神状態であることを
示す）の値が対応付けられている。中庸の精神状態（精神状態指数：５）では白色が選択
され、精神状態指数が大きくなるほど（つまり、高揚した精神状態となるほど）青系、す
なわち短波長側に、精神状態指数が小さくなるほど（つまり、沈んだ精神状態となるほど
）赤系、すなわち長波長側に照明色が変化するように定められている。この実施形態では
、精神状態指数が１０のとき、ＲＧＢの各相対設定値が「水色」となるように、精神状態
指数が１のときは同じく「うす橙」となるとうに定められ、それらの中間の精神状態指数
においては、補間によりＲＧＢの各相対設定値が定められる。
【００６１】
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　次に、図６は、カーオーディオシステム５１５の構成例を示すもので、もてなし意思決
定部２からもてなし実行制御部３を経て、曲特定情報やボリュームコントロール情報など
の、もてなし用曲演奏制御情報が入力されるインターフェース部５１５ａを有する。イン
ターフェース部５１５ａには、デジタルオーディオ制御部５１５ｅ、多数の音楽ソースデ
ータを格納した音楽ソースデータベース５１５ｂ，５１５ｃ（前者はＭＰＥＧ３データベ
ース、後者はＭＩＤＩデータベース）が接続されている。曲特定情報に基づいて選曲され
た音楽ソースデータはインターフェース部５１５ａを経てオーディオ制御部に送られ、そ
こでデジタル音楽波形データにデコードされ、アナログ変換部５１５ｆでアナログ変換さ
れた後、プリアンプ５１５ｇ及びパワーアンプ５１５ｈを経て、もてなし用曲演奏制御情
報により指定されたボリュームにてスピーカ５１５ｊから出力される。
【００６２】
　図１に戻り、電動ドア機構５４１は、乗降用のスライドドアあるいはスイング式ドアを
、図示しないモータ（アクチュエータ）により自動開閉ないし開閉パワーアシストするた
めのものである。
【００６３】
　図７は、ノイズキャンセラ１００１Ｂの一構成例を示す機能ブロック図である。該ノイ
ズキャンセラ１００１Ｂの要部は、騒音抑制手段をなす能動的騒音制御機構本体２０１０
と、必要音強調部（手段）２０５０とを含む。能動的騒音制御機構２０１０は、車内に侵
入する騒音を検出する車内騒音検出マイク（ノイズ検知マイク）２０１１と、車内騒音検
出マイク２０１１が検出する騒音波形と逆位相の騒音制御用波形を合成する騒音制御用波
形合成部（制御音発生部）２０１５とを有する。騒音制御用波形は騒音制御用スピーカ２
０１８から出力される。また、騒音制御用音波が重畳後の車内音に含まれる消し残し騒音
成分を検出するエラー検出マイク２０１２と、消し残し騒音のレベルが縮小する方向にフ
ィルタ係数が調整される適応フィルタ２０１４も設けられている。
【００６４】
　車両自身に音源を有する車内騒音としては、エンジン音、路面音、風切り音などがあり
、車内騒音検出マイク２０１１は、複数個のものが、個別の車内騒音の検知に適した位置
に分散配置されている。車内騒音検出マイク２０１１は、搭乗者Ｊから見てそれぞれ違う
位置にあり、マイク２０１１が拾う位置での騒音波形と、搭乗者Ｊが実際に聞く騒音波形
との間には少なからぬ位相差がある。そこで、この位相差を合せこむために、車内騒音検
出マイク２０１１の検知波形は適宜、位相調整部２０１３を介して制御音発生部２０１５
に与えられる。
【００６５】
　次に、必要音強調部２０５０は、強調音検知マイク２０５１及び必要音抽出フィルタ２
０５３を含んで構成され、その必要音の抽出波形が制御音発生部２０１５に与えられる。
ここでも、車内騒音検出マイク２０１１と同様の事情により、位相調整部２０５２が適宜
設けられる。強調音検知マイク２０５１は、車外の必要音を取り込むための車外用マイク
２０５１と、車内の必要音を取り込むための車内用マイク２０５１とからなる。いずれも
周知の指向性マイクにて構成でき、車外用は、音検知の指向性の強い角度域が車外方向を
向き、指向性の弱い角度域が車内方向を向くように取り付けられている。本実施形態では
、マイク２０５１の全体が車外に出るように取り付けられているが、指向性の弱い角度域
が車内側に位置し、指向性の強い角度域のみが車外に出るように、車内と車外とにまたが
って取り付けることも可能である。他方、車内用マイク２０５１は、各座席に対応して、
搭乗者の会話音を選択的に検知できるよう、音検知の指向性の強い角度域が搭乗者の正面
側を向き、指向性の弱い角度域が反対方向を向くように取り付けられる。これら強調音検
知マイク２０５１は、いずれも、その入力波形（検出波形）のうち必要音成分を優先的に
通過させる必要音抽出フィルタ２０５３に接続されている。なお、図６のカーオーディオ
システム５１５のオーディオ入力が車内必要音音源２０１９として利用されるようになっ
ている。このオーディオ機器のスピーカ出力音（スピーカは騒音制御用スピーカ２０１８
と兼用してもよいし、別途設けてもよい）は、騒音制御用波形が重畳されても相殺されな
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いように制御される。
【００６６】
　図８は、図７の機能ブロック図に対応したハードウェアブロック図の一例を示すもので
ある。第一ＤＳＰ（Digital Signal Processor）２１００は騒音制御用波形合成部（制御
音発生部）２０１５及び適応フィルタ２０１４（さらには位相調整部２０１３）を構成す
るものであり、車内騒音検出マイク２０１１がマイクアンプ２１０１及びＡ／Ｄ変換器２
１０２を介して、また、騒音制御用スピーカ２０１８がＤ／Ａ変換器２１０３及びアンプ
２１０４を介してそれぞれ接続されている。他方、第二ＤＳＰ２２００は、抑制すべき騒
音成分の抽出部を構成するものであり、エラー検出マイク２０１２がマイクアンプ２１０
１及びＡ／Ｄ変換器２１０２を介して、また、オーディオ入力など抑制対象外の音声信号
源、すなわち必要音音源２０１９がＡ／Ｄ変換器２１０２を介してそれぞれ接続されてい
る。
【００６７】
　必要音強調部２０５０は、必要音抽出フィルタ２０５３として機能する第三ＤＳＰ２３
００を有し、必要音検知マイク（強調音検知マイク）２０５１がマイクアンプ２１０１及
びＡ／Ｄ変換器２１０２を介して接続されている。そして、第三ＤＳＰ２３００はデジタ
ル適応フィルタとして機能する。以下、フィルタ係数の設定処理について説明する。
【００６８】
　緊急車両（救急車、消防車、パトカーなど）のサイレン音、踏み切り警報器音、後続車
のクラクション音、ホイッスル音、人間の叫び声（子供の泣き声や女性の叫び声など）を
、注意ないし危険認識すべき必要車外音（強調音）として定め、それらのサンプル音をデ
ィスク等に記録して、読み取り再生可能な参照強調音データとしてライブラリー化してお
く。また、会話音については、複数人の個別のモデル音声を、同様に参照強調音データと
してライブラリー化しておく。なお、自動車への搭乗候補者が固定的に定められている場
合には、モデル音声を、そのモデル音声自身の発声による参照強調音データとして用意し
ておけば、その搭乗候補者が乗車した場合の会話音の強調精度を高めることができる。
【００６９】
　そして、フィルタ係数に適当な初期値を与え、強調音検知マイク２０５１による強調音
検出レベルを初期値に設定する。次いで、各参照強調音を読み出して出力し、強調音検知
マイク２０５１により検出する。そして、適応フィルタの通過波形を読み取り、参照強調
音として通過できた波形のレベルを測定する。この検知レベルが目標値に達するまで上記
の処理を繰り返す。このようにして、車外音及び車内音（会話音）の双方について、参照
強調音を次々と取り替えて、通過波形の検知レベルが最適化されるよう、フィルタ係数を
学習処理させる。上記のようにフィルタ係数が調整された必要音抽出フィルタ２０５３に
より、強調音検知マイク２０５１からの入力波形から必要音を抽出し、その抽出強調音波
形を第二ＤＳＰ２２００に転送する。第二ＤＳＰ２２００は、車内騒音検出マイク２０１
１の検知波形から、必要音音源（ここではオーディオ出力）２０１９からの入力波形と、
第三ＤＳＰ２３００からの抽出強調音波形を差分演算する。
【００７０】
　第一ＤＳＰ２１００に組み込まれるデジタル適応フィルタのフィルタ係数は、システム
の使用に先立って初期化が行われる。まず、抑制対象となる種々の騒音を定め、それらの
サンプル音をディスク等に録音して、再生可能な参照騒音としてライブラリー化しておく
。そして、フィルタ係数に適当な初期値を与え、エラー検出マイク２０１２による消し残
し騒音レベルを初期値に設定する。次いで、参照騒音を順次読み出して出力し、車内騒音
検出マイク２０１１により検出する。適応フィルタを通過した車内騒音検出マイク２０１
１の検出波形を読み取り、これを高速フーリエ変換することにより、騒音検出波形を、各
々波長の異なる正弦波素波に分解する。そして、各正弦波素波の位相を反転させた反転素
波を生成し、これを再度合成することにより、騒音検出波形と逆位相の騒音制御用波形が
得られる。これを騒音制御用スピーカ２０１８から出力する。
【００７１】
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　適応フィルタの係数が適性に定められていれば、車内騒音検出マイク２０１１の波形か
らは騒音成分だけが効率良く抽出されているはずなので、これに基づいて逆相合成された
騒音制御用波形により車内騒音を過不足なく相殺することができる。しかし、フィルタ係
数の設定が適性でなければ相殺されない波形成分が消し残し騒音成分となって生ずる。こ
れは、エラー検出マイク２０１２により検出される。消し残し騒音成分のレベルは目標値
と比較され、目標値以下になっていなければフィルタ係数を更新し、これが目標値以下に
なるまで同様の処理を繰り返す。このようにして、参照騒音を次々と取り替えて、消し残
し騒音成分が最小化されるよう、フィルタ係数を学習処理させる。そして、実使用時には
、消し残し騒音成分を定常的にモニタリングし、常時これが最小化されるようにフィルタ
係数をリアルタイム更新しつつ、上記と同様の処理を行なうことで、必要な音波成分を残
しつつ、車内の騒音レベルのみを効果的に低減することができる。
【００７２】
　図１に戻り、ユーザー側端末装置１は、本実施形態では周知の携帯電話として構成され
ている（以下、「携帯電話１」ともいう）。この携帯電話１には、着信音出力や音楽演奏
のために、着信音データや音楽データ（ＭＰＥＧ３データあるいはＭＩＤＩデータ：着信
音としても使用される）がダウンロード可能とされており、図示しない楽音合成回路にて
該データに基づく演奏出力が可能である。
【００７３】
　また、もてなし意思決定部２には、次のようなセンサ・カメラ群が接続されている。こ
れらの一部はシーン推定情報取得手段として機能し、また、ユーザー生体特性情報取得手
段として機能するものである。
・車外用カメラ５１８：自動車に接近してくるユーザーの姿を撮影する。ユーザーの仕草
や顔の表情などを静止画ないし動画として取得する。ユーザーを拡大して撮影するために
、望遠レンズを用いた光学式ズーム方式や、撮影画像をデジタル的に拡大するデジタルズ
ーム方式を併用することができる。
・赤外線センサ５１９：自動車に接近するユーザー、ないし乗車したユーザーの顔部分か
らの放射赤外線に基づき、サーモグラフィーを撮影する。ユーザー生体特性情報取得手段
である体温測定部として機能し、その時間的変化波形を測定することにより、ユーザーの
体調状態ないし精神状態を推定することができる。
【００７４】
・着座センサ５２０：ユーザーが座席に着座したか否かを検出する。自動車のシートに埋
設される近接スイッチ等で構成することができる。このほか、シートに着座したユーザー
を撮影するカメラにより着座センサを構成することもできる。この方法であると、シート
に荷物など、人以外の荷重源が載置された場合と、人が着座した場合とを相互に区別でき
、例えば人が着座した場合にだけもてなし動作を行なう、といった選択制御も可能となる
。また、カメラを用いれば、着座したユーザーの動作を検出することも可能であり、検出
情報をより多様化することができる。なお、シート上でのユーザーの動作を検出するには
、シートに装着した感圧センサを用いる方法もある。
【００７５】
　さらに、本実施形態では、図９に示すように、シートの座部及び背もたれ部に複数分散
埋設された着座センサ５２０Ａ，５２０Ｂ，５２０Ｃの検知出力に基づいて、着座したユ
ーザー（運転者）の姿勢変化を波形検出するようにしている。いずれも着座圧力を検出す
る圧力センサで構成され、具体的には、正面を向いて着座したユーザーの背中の中心に基
準センサ５２０Ａが配置される。残部のセンサは、それよりもシート左側に偏って配置さ
れた左側センサ５２０Ｂと、シート右側に偏って配置された右側センサ５２０Ｃとからな
る。基準センサ５２０Ａの出力は、差動アンプ６０３及び６０４にて、それぞれ右側セン
サ５２０Ｃの出力及び左側センサ５２０Ｂの出力との差分が演算され、さらにそれらの差
分出力同士が、姿勢信号出力用の差動アンプ６０５に入力される。その、姿勢信号出力Ｖ
out（第二種生体状態パラメータ）は、ユーザーが正面を向いて着座しているときほぼ基
準値（ここではゼロＶ）となり、姿勢が右に偏ると右側センサ５２０Ｃの出力が増加し、
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左側センサ５２０Ｃの出力が減少するので負側にシフトし、姿勢が左に偏るとその逆とな
って正側にシフトする。なお、右側センサ５２０Ｃ及び左側センサ５２０Ｂは、いずれも
加算器６０１，６０２により、座部側のセンサ出力と背もたれ側のセンサ出力との加算値
として出力されているが、残部センサ出力と背もたれセンサ出力の差分値を出力するよう
にしてもよい（このようにすると、運転者が前のめりになったとき背もたれセンサ側の出
力が減少し、その差分値が増大するので、より大きな姿勢の崩れとして検出することがで
きる。
【００７６】
・顔カメラ５２１：着座したユーザーの顔の表情を撮影する。例えばバックミラー等に取
り付けられ、フロントグラス側から運転者を斜め上方から、シートに着座したユーザー（
運転者）の顔を含む上半身を撮影する。その画像から顔部分の画像を切り出し、ユーザー
の種々の表情を予め撮影して用意されたマスター画像と比較することにより、図１０に示
す種々の表情を特定することができる。体調状態ないし体調状態のいずれにおいても、状
態が良好な順に表情の序列を決めておき、その序列に従って得点付与することにより（例
えば、精神状態の場合、安定を「１」、注意散漫・不安を「２」、興奮・怒りを「３」と
するなど）、表情を離散的な数値パラメータ（第二種生体状態パラメータ）として使用す
ることができ、その時間変化を離散的な波形として測定できるので、当該波形に基づき、
精神状態ないし体調状態の推定を行なうことも可能である。なお、顔を含む上半身の画像
形状と、その画像上での重心位置から、運転者の姿勢の変化を検出することもできる。す
なわち、重心位置の変化波形は姿勢の変化波形として使用でき（第二種生体状態パラメー
タ）、当該波形に基づき、精神状態ないし体調状態の推定を行なうことも可能である。な
お、もてなし制御に使用するユーザー生体状態情報の取得源（ユーザー生体特性情報取得
手段）としての機能以外に、バイオメトリックスによるユーザーの本人認証用にも使用さ
れる。また、目のアイリスの向きを拡大検出することで、顔や視線の方向を特定すること
もできる（例えば、やたらに時計の方向を見る場合は、「時間を気にして焦っている」と
推定するなど）。また、視線方向の角度の時間的変化波形（真正面を向いているときを基
準方向として、その基準方向に対する左右へのぶれ角度を波形変化として検出する）に基
づき（第二種生体状態パラメータ）、運転者の体調状態あるいは精神状態を推定するのに
も使用される。
・マイクロフォン５２２：ユーザーの声を検出する。これも、ユーザー生体特性情報取得
手段として機能させうる。
【００７７】
・感圧センサ５２３：自動車のハンドルやシフトレバーの、ユーザーによる把握位置に取
り付けられ、ユーザーの握り力や、握ったり放したりの繰り返し頻度などを検出する（ユ
ーザー生体特性情報取得手段）。
・血圧センサ５２４：自動車のハンドルのユーザー把握位置に取り付けられる（ユーザー
生体特性情報取得手段）。血圧センサ５２４の検出する血圧値はその時間的変化が波形と
して記録され（第一種生体状態パラメータ）、その波形に基づいて運転者の体調状態ない
し精神状態の推定に使用される。
・体温センサ５２５：自動車のハンドルのユーザー把握位置に取り付けられた温度センサ
からなる（ユーザー生体特性情報取得手段）。体温センサ５２５の検出する体温値はその
時間的変化が波形として記録され（第一種生体状態パラメータ）、その波形に基づいて運
転者の体調状態ないし精神状態の推定に使用される。
・皮膚抵抗センサ５４５：発汗等による体表面の抵抗値を測定する周知のセンサであり、
自動車のハンドルのユーザー把握位置に取り付けられる。皮膚抵抗センサ５４５の検出す
る皮膚抵抗値はその時間的変化が波形として記録され（第一種生体状態パラメータ）、そ
の波形に基づいて運転者の体調状態ないし精神状態の推定に使用される。
【００７８】
・網膜カメラ５２６：ユーザーの網膜パターンを撮影し、バイオメトリックスによるユー
ザーの本人認証用に使用される。
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・アイリスカメラ５２７：バックミラー等に取り付けられ、ユーザーのアイリス（虹彩）
の画像を撮影し、バイオメトリックスによるユーザーの本人認証用に使用される。アイリ
スの画像を用いる場合、その模様や色の個人性を利用して照合・認証を行なう。特にアイ
リス模様は後天的形成要素であり、遺伝的影響度も低いので一卵性双生児でも顕著な相違
があり、確実に識別できる利点がある。アイリス模様を用いた認証方式は、認識・照合を
迅速に行なうことができ、他人誤認率も低い特徴がある。また、アイリスカメラにより撮
影された運転者の瞳孔寸法（第二種生体状態パラメータ）の時間的変化に基づいて、体調
状態あるいは精神状態の推定を行なうことができる。
・静脈カメラ５２８：ユーザーの静脈パターンを撮影し、バイオメトリックスによるユー
ザーの本人認証用に使用される。
・ドアカーテシスイッチ５３７：ドアの開閉を検知する。乗り込みシーン及び降車シーン
への移行を検出する、シーン推定情報取得手段として使用される。
【００７９】
　また、もてなし意思決定部２には、エンジン始動を検知するためのイグニッションスイ
ッチ５３８の出力も分岐入力されている。また、車内の明るさレベルを検出する照度セン
サ５３９、車内の音響レベルを測定する音圧センサ５４０も、もてなし意思決定部２に同
様に接続されている。
【００８０】
　また、もてなし意思決定部２には、タッチパネル（カーナビゲーションシステム５３４
のモニターに重ねられたタッチパネルで兼用してもよい：この場合は、入力情報はもてな
し実行制御部３からもてなし意思決定部２に転送される）等で構成された入力部５２９と
、もてなし動作情報記憶部として機能するハードディスクドライブ等で構成された記憶装
置５３５とが接続されている。
【００８１】
　他方、もてなし実行制御部３には、車両位置情報を取得するためのＧＰＳ５３３（カー
ナビゲーションシステム５３４においても使用する）、ブレーキセンサ５３０、車速セン
サ５３１及び加速度センサ５３２も接続されている。
【００８２】
　もてなし意思決定部２は、センサ・カメラ群５１８～５２８の１又は２以上のものの検
出情報から、ユーザーの性格、精神状態及び体調の少なくともいずれかを含むユーザー生
体状態情報を取得し、その内容に応じてどのもてなし動作部にどのようなもてなし動作を
させるかを決定して、これをもてなし実行制御部３に指令する。もてなし実行制御部３は
、これを受けて、対応するもてなし動作部５０２～５１７，５３４，５４１，５４８，５
４９，５５０，５５１，５５２，１００１Ｂにもてなし動作を実行させる。すなわち、も
てなし意思決定部２ともてなし実行制御部３とが互いに協働して、取得されたユーザー生
体状態情報の内容に応じてもてなし動作部５０２～５１７，５３４，５４１，５４８，５
４９，５５０，５５１，５５２，１００１Ｂの動作内容を変化させる機能を実現する。も
てなし実行制御部３には、自動車側通信手段（ホスト側通信手段）をなす無線通信装置４
が接続されている。該無線通信装置４は、自動車のユーザーが携帯するユーザー側端末装
置（携帯電話）１と無線通信網を介して通信する。
【００８３】
　一方、カーオーディオシステム５１５には、ユーザーが手動で操作する操作部５１５ｄ
（図６）が設けられ、ここからの選曲データの入力により、所望の音楽ソースデータを読
み出して演奏することもできる。また、操作部５１５ｄからのボリューム／トーンコント
ロール信号は、プリアンプ５１５ｇへ入力される。この選曲データは、インターフェース
部５１５ａから、図１のもてなし実行制御部３を経てもてなし意思決定部２へ転送され、
これに接続された記憶装置５３５の選曲実績データ４０３として蓄積される。その蓄積内
容に基づいて、後述のユーザ－性格判定処理が行われる（つまり、カーオーディオシステ
ム５１５の操作部５１５ｄは、ユーザー生体特性情報取得手段の機能を構成しているとい
える）。
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【００８４】
　図１１は、上記音楽ソースデータのデータベース構造の一例を示すもので、曲ＩＤ、曲
名及びジャンルコードと対応付ける形で音楽ソースデータ（ＭＰＥＧ３又はＭＩＤＩ）が
記憶されている。また、各音楽ソースデータには、その音楽を選曲したユーザーについて
推定される性格種別（「活動的」、「おとなしい」、「楽観的」、「悲観的」、「頽廃的
」、「体育会系」、「知性派」、「ロマンチスト」など）を示す性格種別コード、同じく
年齢コード（「幼児」、「子供」、「ジュニア」、「青年」、「壮年」、「中点」、「熟
年」、「敬老」、「年齢無関係」など）、性別コード（「男性」、「女性」及び「性別無
関係」）が個々に対応付けて記憶されている。性格種別コードはユーザー性格特定情報の
一つであり、年齢コード及び性別コードは、性格とは無関係なサブ分類である。ユーザー
の性格が特定できても、年齢層や性別に合わない音楽ソースを選択したのでは、ユーザー
を楽しませる「もてなし」としての効果は半減する。従って、ユーザーに提供する音楽ソ
ースの適性をより絞り込むために、上記のようなサブ分類付与は有効である。
【００８５】
　一方、各音楽ソースデータには、曲モードコードも個々に対応付けて記憶されている。
曲モードコードは、その曲を選曲したユーザーの精神状態や体調と、当該曲との連関を示
すデータであり、本実施形態では、「盛り上げ系」、「爽快系」、「温和・癒し系」、「
ヒーリング・α波系」等に分類されている。なお、性格種別コード、年齢コード、性別コ
ード、ジャンルコード及び曲モードコードは、各ユーザーに固有のもてなし内容を選定す
る際に参照するデータなので、これらを総称してもてなし参照データと呼ぶことにする。
【００８６】
　さらに、各音楽ソースデータには、後述する体調指数ＰＬと精神状態指数ＳＬとが個々
に対応付けて記憶されている。これらの指数は、該指数が示す体調ないし精神状態に適合
する音楽ソースデータを特定するために事前に付与されたものである。その使用方法につ
いては後述する。
【００８７】
　次に、本実施形態においてシーンは、接近シーンＳＣＮ１、乗り込みシーンＳＣＮ２、
準備シーンＳＣＮ３、運転／滞在シーンＳＣＮ４、降車シーンＳＣＮ５及び離脱シーンＳ
ＣＮ６が、時系列的にこの順序で設定されている。接近シーンの特定は、後述するごとく
、ユーザー側のＧＰＳ５５４と、自動車側のＧＰＳ５３３とにより、自動車と、当該自動
車外に位置するユーザーとの相対距離及びその変化を特定し、ユーザーが自動車へ予め定
められた距離以内に接近したことを検出することで行なう。乗り込みシーンと降車シーン
とは、ドアカーテシスイッチ５３７のドア開検知出力に基づいて特定する。ただし、単に
ドア開の情報だけでは乗り込みシーンか降車シーンかを特定できないから、もてなし意思
決定部２のＲＡＭ内に、現在シーン特定情報を記憶保持する現在シーン特定情報記憶手段
として、図１２に示すごとくシーンフラグ３５０を設けることで対応するようにしている
。シーンフラグ３５０は各シーンに対応した個別シーンフラグを有し、時系列順に到来順
序が定められた各シーンが到来する毎に、そのシーンに対応するフラグを「到来（フラグ
値１）」に設定してゆく。シーンフラグ３５０にて、値が「１」になっているフラグの最
新のもの（「１」フラグ列の末尾のもの）を特定することで、現在どのシーンまで進んで
きているかを特定できる。
【００８８】
　また、準備シーンとシーン運転／滞在シーンとは、いずれも前述の着座センサがユーザ
ーを検出しているか否かにより特定するが、自動車に乗り込んでイグニッションスイッチ
５３８がＯＮになるまでの間、あるいは、イグニッションスイッチ５３８がＯＮにならず
、かつ一定以上の着座継続が確認されるまでの間は、準備シーンとして認識される。また
、離脱シーンへの移行は、降車シーンのあと、ドアカーテシスイッチ５３７がドア閉を検
知することで識別される。
【００８９】
　各もてなし動作は、対応するもてなし動作部の動作制御アプリケーションにより制御さ
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れる。これらの動作制御アプリケーションはもてなし実行制御部３のＲＯＭ（あるいは記
憶装置５３５）内に記憶されている。
【００９０】
　動作制御アプリケーションに基づき、各シーンにおいて、どのもてなし動作部（もてな
し機能）をどのような内容で動作させるかは、次のようにして決定される。すなわち、図
１のもてなし意思決定部２のＲＯＭ（あるいは記憶装置５３５）には、自動車利用に係る
ユーザーの安全性、利便性及び快適性の分類項目と、車外ないし車内におけるユーザーの
周囲環境に関与する、少なくとも触覚系、視覚系及び聴覚系の３つを含む制御対象環境項
目とにより張られる二次元配列マトリックスとして構成された目的推定マトリックスがシ
ーン別に用意され記憶されている。
【００９１】
　図１３は接近シーン（遠距離）にて使用する目的推定マトリックス３７１の一部を示す
ものである。該目的推定マトリックス３７１の各マトリックスセルには、分類項目と制御
対象環境項目とに対応する、当該シーンにおいてユーザーが所望すると推定されるもてな
し目的が格納されている。接近シーンでは、もてなし目的が車内用と車外用とに大別され
ており、次のようなもてなし目的が具体的に特定されるようになっている。
【００９２】
（車内）
「車内状況を把握」
　分類項目：「安全」（サブ項目：「ケガ、破壊防止」→「不安を取り除く」→「車内状
態を把握」／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」
「演出」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「気持ちの高揚」→「期
待する」／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」
【００９３】
（車外）
「転倒を避ける」
　分類項目：「安全」（サブ項目：「ケガ、破壊防止」→「障害を取り除く」→「回避す
る」／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」
「車の向き把握」
　分類項目：「安全」（サブ項目：「ケガ、破壊防止」→「不安を取り除く」→「誘導す
る」／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」
「暗い所を見る」
　分類項目：「安全」（サブ項目：「ケガ、破壊防止」→「不安を取り除く」→「状況を
確認」／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」
【００９４】
　また、上記ＲＯＭには、もてなし目的の種別項目と、もてなし動作部の機能種別項目と
により張られる二次元配列マトリックスとして構成された機能抽出マトリックスが記憶さ
れている。図１３は接近シーンにて使用する機能抽出マトリックス３７２の一部を示すも
のである。機能抽出マトリックス３７２は、各マトリックスセルに、当該マトリックスセ
ルにかかるもてなし目的において対応する機能が当該もてなし目的に適合する機能である
か否かを識別可能な形で、該機能を動作制御する際の基準として参照する基準参照情報が
格納されている。
【００９５】
　本実施形態のシステムでは、もてなし意思決定部２において、前述のセンサないしカメ
ラにより取得されたユーザー生体特性情報に基づき、ユーザーの少なくとも体調及び精神
状態を各々数値に反映したユーザー状態指数（体調指数と精神状態指数）が算出される（
ユーザー状態指数算出手段）。上記の基準参照情報は、対応する機能を動作制御するため
の基準となるユーザー状態を反映した基準参照指数として与えられる。また、もてなし実
行制御部３では、選択すべきもてなし機能の動作指令情報が、上記基準参照指数をユーザ
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ー状態指数にて補正する形で、ユーザー生体特性情報が示すユーザーの少なくとも体調と
関連付けられた数値指令情報として演算される（数値指令情報演算手段）。
【００９６】
　具体的には、上記の数値指令情報は、ユーザー状態指数と基準参照指数との差分値とし
て演算される。基準参照指数は、着目している機能を体調改善のために積極動作させるか
否かのいわば分岐点を与える基準値として把握することができ、現実の体調レベルが反映
されたユーザー状態指数との差分値は、機能効果が最も適正化された状態、すなわち、ユ
ーザーが最も満足と感じる目標状態からの隔たりを直接的に表わすパラメータとして把握
される。この差分値が大きいほど、ユーザー状態指数に反映された体調の改善又は悪化抑
制方向への寄与が大きくなるように機能の動作レベルが設定される。
【００９７】
　本実施形態では、取得したユーザー生体特性情報に反映されるユーザーの体調が良好で
あるほど、増加ないし減少のうち予め定められた向きに一義的に変化するものとして、ユ
ーザー状態指数が算出される。そして、ユーザーの体調（ユーザー状態指数）に反映され
た、適正環境からの逸脱の度合い（差分値）が大きいほど、これを解消するために選択さ
れる機能の電気的出力レベルが増加するように制御がなされる。ユーザー状態指数は、ユ
ーザー生体特性情報から直接算出される体調指数と等価なものを用いてもよいし、該体調
指数を、ユーザー生体特性情報から算出される精神状態指数にて補正して得られるものを
用いてもよい。
【００９８】
　基準参照指数は、対応する機能を作動させるかどうかを判定する上でのユーザー状態指
数の基準レベルを規定するものである。換言すれば、そのユーザー個人の体調（及び精神
状態）を指標として、満足と感じているか否かの分岐点を（制御値の絶対レベルとは無関
係に）相対的に与えるパラメータであり、統計的ないし実験的に把握された後述の体調指
数ないし精神状態指数の算出に関与する種々の生体特性情報と、実際のユーザーの体調な
いし精神状態との対応関係に基づいて定められる。そして、ユーザー状態指数と基準参照
指数との間に、（改善の必要な向きに）差分が生じていれば、その差分が縮小される向き
に、関係する機能の動作制御が行なわれる。
【００９９】
　図１４に基づいて具体的に説明する。すなわち、図１３の目的推定マトリックス３７１
にて接近シーン（遠距離）で特定されるもてなし目的は、図１４の機能抽出マトリックス
３７２に示すごとく、「転倒を避ける」、「車の向き把握」、「暗い所を見る」、「車内
状況を把握」及び「演出」（光による演出と、音による演出との２通りがある）である。
基準参照指数が与えられていないマトリックスセルについては、当該のもてなし目的に対
応するもてなし機能が存在しないことを意味する。逆に、基準参照指数が与えられている
マトリックスセルについては、当該のもてなし目的に対応するもてなし機能が存在し、別
途算出された体調指数（ユーザー状態指数）と、この基準参照指数との差分が予め定めら
れた基準値より大きければ（例えばゼロより大きければ）、その機能が選択されることに
なる。なお、同一のもてなし目的（ひいては、これと関連付けられるもてなし機能）を複
数のマトリックスセルに割り当てることも可能である。
【０１００】
　そして、上記差分値が大きいほど（つまり、ユーザーの不満足度（あるいは、欲求度）
が大きいほど）、当該機能の電気的出力値が大きく設定され、ユーザーを早期に満足状態
とするための機能動作制御が行なわれる。例えば、「光演出」における第一車外照明（ヘ
ッドライト、床ランプあるいはテールランプ）については、基準参照指数が比較的小さく
設定され、多少疲れていても（精神状態補正される場合は、多少落ち込んだ精神状態にな
っていても）、ユーザー状態指数（標準状態で「５」、数値が大きくなるほど良好である
ことを示す）からの差分値は正の値を示し、演出用に点灯動作することになる。この場合
、ユーザー状態指数が大きいと（つまり、ユーザー状態が良好であると）、演出用の照明
強度が大きくなるように動作制御が行なわれ、逆に、ユーザー状態指数が小さいと（つま
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り、ユーザー状態が不良であると）、演出用の照明強度が小さくなるように動作制御が行
なわれる。
【０１０１】
　ユーザー状態指数の算出値は、ユーザー生体特性情報の最新の取得に基づいて常時更新
されており、ユーザー状態指数が改善されれば上記差分値はさらに拡大するので、照明強
度は増強される制御となる。逆にユーザー状態指数が悪化すれば差分値は縮小するので、
照明強度は低減される。そして、ユーザー状態指数がほぼ安定化したところで、対応する
照明強度が維持される形となる。例えば、体調良好で気分的に盛り上がっていればぎらぎ
らの強い照明による演出がなされるが、もてなされるユーザーがこれを過剰（つまり、不
快）と感じればユーザー状態指数は減少し、演出用の照明光は和らげられる。他方、最初
落ち込んでいても、柔らかい照明による演出を受けて気分が盛り上がれば、ユーザー状態
指数が増加し演出用の照明光が強められる。いずれも、ユーザーが「適当」と感じたとこ
ろで、照明光強度の制御値は安定化する。また、照明光をどんなに絞ってもユーザー状態
指数の減少傾向が止まらない場合は、ユーザーが照明演出を却って煩わしく感じている、
ということであり、上記の差分値がゼロ（あるいは定められた所定値）となったところで
該当の照明演出機能は淘汰され動作が停止する。
【０１０２】
　また、「光演出」に関しては、同じもてなし目的でありながら、上記の第一車外照明の
ほかに、第二車外照明（スモールランプ、コーナリングランプ、ハザードランプなど）及
び車内照明と、複数の互いに異なる機能が割り振られており、基準参照指数は、第一車外
照明→第二車外照明→車内照明の順で大きく設定されている。その結果、算出されたユー
ザー状態指数との差分値は第一車外照明→第二車外照明→車内照明の順で小さくなり、機
能動作の優先順位もこの順で低くなる。その結果、ユーザー状態指数が６を超える程度に
良好であれば、第一車外照明、第二車外照明及び車内照明の全てが動作して演出がより盛
り上がる一方、ユーザー状態指数が下がるにつれて、第二車外照明及び車内照明が順次淘
汰され、演出は小規模なものとなる。
【０１０３】
　なお、もてなし目的によっては、ユーザー状態指数の値によらず一律に選択され、かつ
、ユーザー状態指数の値とは無関係に制御内容が定められる機能も存在する（以下、これ
を「一様制御対象機能」と称する：これに対し、ユーザー状態指数の値（前述の差分値）
に応じて制御内容が適正化されるように制御される機能を「状態依存型機能」と称する）
。機能選択マトリックス３７２において、そのような機能に対応するマトリックスセルに
は、これを識別するための情報（「＊」）が格納され、該機能が一様制御対象機能である
ことを判別して、定められた制御が実行されるようにしてある。
【０１０４】
　例えば、図１４においては、分類項目が「安全」に対応する２つのもてなし目的「転倒
を避ける」及び「暗い所を見る」の２つにつき、ユーザーの自動車へのアプローチを確保
するために必要な外部照明（後述）が一様制御対象機能として指定されている。
【０１０５】
　また、１つの機能が複数のもてなし目的にて共有されることもある。この場合、当該の
機能の適正制御内容が、もてなし目的によって相違することもありえるが、この場合、異
なるもてなし目的の間で制御内容が競合しないように、次のような対策が施されている。
（１）当該の機能が割り振られた複数のもてなし目的のうち、１つのみが該機能を「状態
依存型機能」として取り扱い（以下、第一種もてなし目的という）、残余のもてなし目的
ではこれを「一様制御対象機能」として取り扱っている場合、（以下、第二種もてなし目
的という）「状態依存型機能」として取り扱うもてなし目的を優先し、対応する制御を実
行する。この場合、図１４に示すごとく、機能抽出マトリックス３７２において第二種も
てなし目的に対応するマトリックスセルには、第一種もてなし目的の制御を優先する旨を
示す情報「δ」が格納される。マトリックスセルにこの情報が格納されている場合、当該
の機能は選択するが、制御については基準参照指数が格納されているもてなし目的を優先
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し、該基準参照指数を用いた前述の差分値に基づく制御が実行される。図１４においては
、第一車外照明に対する「演出」が第一種もてなし目的となり、「車の向き把握」が第二
種もてなし目的となるように定められている。
（２）当該の機能が割り振られた複数のもてなし目的のうち、２以上のものに「状態依存
型機能」が割り振られている場合は、どのもてなし目的の基準参照指数を優先的に用いる
かを予め定めておく（例えば、基準参照指数の最も小さいものを優先するなど）。
【０１０６】
　次に、図１５は、接近シーン（近距離）における目的推定マトリックスの一部を示す事
例である。内容は以下の通りである。
（車内）
「躓き、ぶつけ防止」
　分類項目：「安全」（サブ項目：「ケガ、破壊防止」→「障害を取り除く」→「回避す
る」／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」
「躓き、ぶつけ防止」
　分類項目：「安全」（サブ項目：「ケガ、破壊防止」→「不安を取り除く」→「状況を
確認／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」
「初期の温感を調整」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「不快感を排除」→「対
象を排除」／制御対象環境項目「気温（触覚系）」
「演出」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「気持ちの高揚」→「期
待する／効果を高める」／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」及び「音（聴覚系）」
「アロマ（芳香）」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「気持ちの高揚」→「期
待する／効果を高める」／制御対象環境項目「臭／香（嗅覚系）」
【０１０７】
（車外）
「躓き、ぶつけ防止」
　分類項目：「安全」（サブ項目：「ケガ、破壊防止」→「不安を取り除く」→「状況を
確認／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」
「ドア（乗降口）位置把握」
　分類項目：「安全」（サブ項目：「ケガ、破壊防止」→「不安を取り除く」→「状況を
確認／制御対象環境項目「ドア操作（触覚系）」
「躓き、ぶつけ防止」
　分類項目：「安全」（サブ項目：「ケガ、破壊防止」→「不安を取り除く」→「状況を
確認／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」
【０１０８】
　図１６は、これに対応する機能抽出マトリックス３７２の一部を示すものである。内容
は以下のとおりである。
「躓き、ぶつけ防止」（第一種もてなし目的）
　選択機能：外部照明及び床下照明（ヘッドライト）いずれも、一様制御対象機能
「ドア（乗降口）位置把握」（第二種もてなし目的）
　選択機能：車内照明（光演出が優先）
「初期の温感を調整」（第一種もてなし目的）
　選択機能：空調（状態依存型機能）
【０１０９】
「アロマ（芳香）」
　選択機能：芳香発生部（状態依存型機能）
「光演出」
　選択機能：車内照明（状態依存型機能：漏光によりドア（乗降口）位置把握にも利用す
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る：多少体調が悪くとも、車内が明るく照明されて漏光量が多くなるよう、基準参照指数
は小さく設定されている（ここでは「１」））。
「音演出」
　選択機能：カーオーディオシステム、携帯電話（状態依存型機能：ユーザーが所持する
携帯電話からも出迎え音楽を流す）、パワーウィンドウ（窓を少し開け、車内のカーオー
ディオシステムからの演奏音を外へ漏らす）。携帯電話はカーオーディオシステムよりも
基準参照指数が大きく設定され、採用優先順位が下げられている。
【０１１０】
　図１７は、乗車シーンにおける目的推定マトリックスの一部を示す事例である。内容は
以下の通りである。
（車内）
「適温調整」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「不快感を排除」→「対
象を排除」／制御対象環境項目「気温（触覚系）」
「暗いところでも操作」
　分類項目：「容易に」（サブ項目：「面倒なことはしたくない」→「手間を削減」→「
作業を効率化／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」
「忘れ物防止」
　分類項目：「容易に」（サブ項目：「面倒なことはしたくない」→「手間を削減」→「
作業を効率化／制御対象環境項目「音（聴覚系）」
「（起動を）演出」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「気持ちの高揚」→「期
待する」／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」及び「音（聴覚系）」
「アロマ（芳香）」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「気持ちの高揚」→「期
待する」／制御対象環境項目「臭／香（嗅覚系）」
【０１１１】
（車外）
「（ユーザーの）衝突防止」
　分類項目：「安全」（サブ項目：「ケガ、破壊防止」→「不安を取り除く」→「状況を
確認／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」
「操作系を把握」
　分類項目：「安全」（サブ項目：「ケガ、破壊防止」→「不安を取り除く」→「状況を
確認／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」
「楽に乗り込みたい」
　分類項目：「容易に」（サブ項目：「面倒なことはしたくない」→「労力を削減」→「
操作力を削減／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」
／制御対象環境項目「ドア操作（触覚系）」
「悪臭侵入防止」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「不快感の排除」→「対
象の排除」／制御対象環境項目「臭／香（嗅覚系）」
「雑音侵入防止」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「不快感の排除」→「対
象の排除」／制御対象環境項目「音（聴覚系）」
【０１１２】
　図１８は、これに対応する機能抽出マトリックス３７２の一部を示すものである。内容
は以下のとおりである。
「適温調整」（第一種もてなし目的）
　選択機能：空調（状態依存型機能）
「（ユーザーの）衝突防止」（第一種もてなし目的）
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　選択機能：外部照明及び床下照明（いずれも、一様制御対象機能）
「操作系を把握」
　選択機能：外部照明及び床下照明（いずれも、一様制御対象機能）
「暗いところでも操作」（第一種もてなし目的）
　選択機能：外部照明及び床下照明（いずれも、一様制御対象機能）及び車内照明（状態
依存型機能）
「忘れ物防止」（第一種もてなし目的）
　選択機能：カーオーディオシステム（一様制御対象機能：忘れ物確認メッセージの出力
）
「楽に乗り込みたい」
　選択機能：電動ドア（一様制御対象機能）
【０１１３】
「アロマ（芳香）」
　選択機能：芳香発生部（状態依存型機能）
「（起動を）光演出」
　選択機能：車内照明（状態依存型機能）
「音演出」
　選択機能：カーオーディオシステム（状態依存型機能）
「悪臭侵入防止」「雑音侵入防止」
　選択機能：パワーウィンドウ（一様制御対象機能；窓を締め切る）
【０１１４】
　図１９は、運転／滞在シーンにおける目的推定マトリックスの一部を示す事例である。
内容は以下の通りである。
（車内）
「集中力維持」
　分類項目：「安全」（サブ項目：「ケガ、破壊防止」→「障害を取り除く」→「回避す
る／制御対象環境項目「気温（触覚系）」
「寒暑の改善」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「不快感を排除」→「対
象を排除」／制御対象環境項目「気温（触覚系）」
「体調に合わせる」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「体調を向上」→「期待
する」／制御対象環境項目「気温（触覚系）」
【０１１５】
「集中力維持」
　分類項目：「安全」（サブ項目：「ケガ、破壊防止」→「障害を取り除く」→「回避す
る／制御対象環境項目「接触型インテリア（触覚系）」
「快適にする」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「不快感を排除」→「対
象を排除」／制御対象環境項目「接触型インテリア（触覚系）」
「体調に合わせる」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「体調を向上」→「期待
する」／制御対象環境項目「接触型インテリア（触覚系）」
【０１１６】
「ぶつけ防止」
　分類項目：「安全」（サブ項目：「ケガ、破壊防止」→「障害を取り除く」→「回避す
る／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」
「設備状況を把握」
　分類項目：「安全」（サブ項目：「ケガ、破壊防止」→「不安を取り除く」→「状況を
確認／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」
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「作業にあった明るさ設定」
　分類項目：「容易に」（サブ項目：「面倒なことはしたくない」→「手間を削減」→「
作業を効率化／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」
【０１１７】
「快適な明るさ設定」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「不快感を排除」→「対
象を排除」／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」
「盛り上げる（光演出）」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「気持ちの高揚」→「期
待する」／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」
「安らぐ（光演出）」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「体調を向上」→「期待
する」／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」
【０１１８】
「案内情報出力」
　分類項目：「容易に」（サブ項目：「面倒なことはしたくない」→「手間を削減」→「
作業を効率化／制御対象環境項目「視覚情報（視覚系）」
「映像で盛り上げる」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「気持ちの高揚」→「効
果を高める」／制御対象環境項目「視覚情報（視覚系）」
【０１１９】
「会話を優先」
　分類項目：「容易に」（サブ項目：「面倒なことはしたくない」→「手間を削減」→「
作業を分担／制御対象環境項目「音（聴覚系）」
「会話／音を優先」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「不快感を排除」→「対
象を排除」／制御対象環境項目「音（聴覚系）」
「作業を盛り上げる（音演出）」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「気持ちの高揚」→「期
待する」／制御対象環境項目「音（聴覚系）」
「作業／会話を盛り上げる（音演出）」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「気持ちの高揚」→「効
果を高める」／制御対象環境項目「音（聴覚系）」
「安らぐ（音演出）」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「体調を向上」→「期待
する」／制御対象環境項目「音（聴覚系）」
【０１２０】
（車外）
「外が見える」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「不快感を排除」→「対
象を排除」／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」
「注目物を見せる」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「気持ちの高揚」→「期
待する」／制御対象環境項目「明るさ（視覚系）」
【０１２１】
「悪臭侵入防止分解」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「不快感の排除」→「対
象の排除」／制御対象環境項目「臭／香（嗅覚系）」
「香りを導入」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「気持ちを高揚」→「期



(30) JP 4572889 B2 2010.11.4

10

20

30

40

50

待する」／制御対象環境項目「臭／香（嗅覚系）」
【０１２２】
「重要な音抽出」
　分類項目：「安全」（サブ項目：「ケガ、破壊防止」→「障害を取り除く」→「回避す
る／制御対象環境項目「音（聴覚系）」
「雑音侵入を防止」
　分類項目：「容易に」（サブ項目：「面倒なことはしたくない」→「手間を削減」→「
作業を効率化」／制御対象環境項目「音（聴覚系）」
「雑音を消す」
　分類項目：「快適」（サブ項目：「やるのであれば快適に」→「不快感を排除」→「対
象を排除」／制御対象環境項目「音（聴覚系）」
【０１２３】
　図２０は、これに対応する機能抽出マトリックス３７２の一部を示すものである。内容
は以下の通りである。
「寒暑改善（集中力維持、体調に合わせる）」（第一種もてなし目的）
　選択機能：空調（状態依存型機能）
「快適な明るさ」（第一種もてなし目的）
　選択機能：車内照明（状態依存型機能）
「作業しやすい明るさ（ぶつけ防止、設備状態把握）」（第一種もてなし目的）
　選択機能：外部照明及び車内照明（いずれも、一様制御対象機能）
「接触型インテリア」
　選択機能：電動シート・ハンドル、シートバイブレータ（いずれも、状態依存型機能）
「光演出（盛り上げる／安らぐ）」（第一種もてなし目的）
　選択機能：車内照明（いずれも、一様制御対象機能）及び車内照明（状態依存型機能）
「案内情報出力」（第一種もてなし目的）
　選択機能：カーオーディオシステム（一様制御対象機能：カーナビゲーションシステム
による案内情報の出力）
「映像盛り上げ」
　選択機能：映像出力装置（一様制御対象機能）、シート振動機構（一様制御対象機能）
【０１２４】
「アロマ（悪臭侵入防止分解）」
　選択機能：芳香発生部（状態依存型機能）
「香りを導入／換気」
　選択機能：パワーウィンドウ（状態依存型機能）
「音演出（作業を盛り上げる、作業／会話を盛り上げる、安らぐ」
　選択機能：カーオーディオシステム（状態依存型機能）
「悪臭侵入防止」「雑音侵入防止」
　選択機能：パワーウィンドウ（一様制御対象機能；窓を締め切る）
「雑音を消す（重要な音抽出、会話・音を優先）」
　選択機能：ノイズキャンセラ（状態依存型機能）
「雑音侵入を防止」
　選択機能：パワーウィンドウ（一様制御対象機能；窓を締め切る）
「集中力維持」
　選択機能：カーオーディオシステム、空調装置、シート振動、気付け、ハンドル調整機
構、シート調整機構（いずれも、状態依存型機能）
「外が見える（注目物を見せる）」
　選択機能：ヘッドライト（＋フォグランプ）（一様制御対象機能）
【０１２５】
　以下、自動車用ユーザーもてなしシステム（以下、単に「システム」ともいう）１００
の動作について説明する。図２１は、システム１００における、もてなし意思決定からも
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てなし動作実行に至る一連の処理の全体アルゴリズムを概念的に示すものである（これら
３つの図は、対応する丸数字を接続子として、一つながりの図として読まれるべきもので
ある）。もてなし主処理は、「目的推定（δ１）」、「個性適合（δ２）」、「状態適合
（δ３）」、「演出対応（δ４）」、「機能選択（δ５）」、「駆動（δ６）」の各ステ
ップからなる。
【０１２６】
　まず、「目的推定（δ１）」では、ユーザー位置検出（β１）及びユーザー動作検出（
β２）により、現在のシーンを推定する。ユーザー位置検出（β１）は、具体的には、ユ
ーザーと自動車との相対的位置関係（α１）を把握・特定することにより行なう。また、
本実施形態では、ユーザーの接近方向（α２）も合わせて考慮する。他方、ユーザー動作
検出（β２）は、基本的には、ドアの開閉操作やシートへの着座など、シーン決定用に固
定的に定められた動作を検出するセンサ類（シーン推定情報取得手段）の出力を用いて行
なう（α５）。また、着座継続時間により準備シーンから運転／滞在シーンへの移行検知
を行なう場合のように、特定動作の継続時間（α６）も考慮される。
【０１２７】
　図２２は、シーン決定の処理の流れを示すフローチャートである。この処理は、自動車
の使用中に一定の周期で繰り返し実行されるものである。まず、Ｓ１で、図１２のシーン
フラグ３５０をリードする。Ｓ２，Ｓ５，Ｓ８，Ｓ１２，Ｓ１６及びＳ２０は、現在どの
シーンまで進んでいるかを、上記シーンフラグ３５０の状態から判別する処理である。シ
ーンフラグ３５０は、時系列的に先に位置するシーンのフラグから順にセットされるよう
になっており、先行するシーンを差し置いて後続のシーンのフラグが単発的にセットされ
るようなことはない。
【０１２８】
　Ｓ２～Ｓ４は接近シーンの特定処理であり、まずＳ２で接近シーンに対するフラグＳＣ
Ｎ１が「１」でない（つまり、接近シーンが未到来である）ことを確認して、Ｓ３で、自
動車側のＧＰＳ５３３（図１）と、ユーザー側のＧＰＳ（例えば、携帯電話１に内蔵され
たもの）とがそれぞれ特定する位置情報から、ユーザーが自動車に対し一定距離以下（例
えば５０ｍ以下）に近づいたか否かを判別する。そして、近づいていれば接近シーンに移
行したと判断して、Ｓ４でＳＣＮ１を「１」にセットする（なお、本実施形態では、ユー
ザーと自動車との距離に応じ、「遠距離」と「近距離」とにさらに細分化している）。
【０１２９】
　Ｓ５～Ｓ７は乗車シーンの特定処理であり、Ｓ５で乗車シーンに対するフラグＳＣＮ２
が「１」でないことを確認して、Ｓ６でドアカーテシスイッチ５３７からの入力情報から
ドアが開になったかどうかを判断する。そして、ドアが開になっていれば乗車シーンに移
行したと判断して、Ｓ７でＳＣＮ２を「１」にセットする。現在のシーンがＳＣＮ＝１、
つまり、接近シーンであることを確認しているので、この状況での「ドア開」は乗車時の
ものであることを容易に判別できる。
【０１３０】
　Ｓ８～Ｓ１１は準備シーンの特定処理である。Ｓ８で準備シーンに対するフラグＳＣＮ
３が「１」でないことを確認して、Ｓ９で着座センサ５２０からの入力情報から、ユーザ
ーが着座したかどうかを判別する。そして、ユーザーの着座が検知されれば準備シーンに
移行したと判断して、Ｓ１０でＳＣＮ３を「１」にセットする。この段階では着座が完了
したことを検知するのみであり、ユーザーが運転ないし車内滞在へ本格的に移行する準備
段階にあることを特定するに留まる。Ｓ１１では、運転／滞在シーンへの移行判定に使用
する着座タイマーを起動する。
【０１３１】
　Ｓ１２～Ｓ１５は運転／滞在シーンの特定処理である。Ｓ１２で運転／滞在シーンに対
するフラグＳＣＮ４が「１」でないことを確認して、Ｓ１３でイグニッションスイッチ５
３８からの入力情報から、ユーザーがエンジンを始動したかどうかを判別する。エンジン
始動されていれば、直ちに運転／滞在シーンへ移行したと判断し、Ｓ１５へジャンプして
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ＳＣＮ４を「１」にセットする。一方、エンジン始動されていなくとも、着座タイマーが
一定時間（ｔ１）経過していれば、ユーザーが（例えば運転以外の目的で）車内に滞在す
るために乗車したと判断し、Ｓ１５へ進んでＳＣＮ４を「１」にセットする（ｔ１が経過
していなければ、準備シーン継続のためＳ１５をスキップする。
【０１３２】
　Ｓ１６～Ｓ１９は降車シーンの特定処理である。Ｓ１６で降車シーンに対するフラグＳ
ＣＮ５が「１」でないことを確認して、Ｓ１７でイグニッションスイッチ５３８からの入
力情報から、ユーザーがエンジンを停止したかどうかを判別する。エンジン停止されてい
れば、Ｓ１８に進み、ドアカーテシスイッチ５３７の入力情報から、ユーザーがドアを開
いたかどうかを判別する。ドアが開いていれば降車シーンへ移行したと判断し、Ｓ１９で
ＳＣＮ５を「１」にセットする。
【０１３３】
　Ｓ２０～Ｓ２３は離間シーンの特定処理である。Ｓ２０で離間シーンに対するフラグＳ
ＣＮ６が「１」でないことを確認して、Ｓ２１でイグニッションスイッチ５３８及び着座
センサ５２０からの入力情報とから、ユーザーが座席から離脱しつつドアを閉じたかどう
かを判断する。ＹｅｓであればＳ２２に進み、ＳＣＮ６を「１」にセットする。さらに、
Ｓ２３では降車タイマーを起動する。なお、Ｓ２０においてＳＣＮ６が１だった場合（つ
まり、離間シーンが既に到来している場合）にはＳ２４以下へ移行する。降車シーンでの
もてなし処理に必要な時間ｔ２を降車タイマーにより計測し、Ｓ２４でｔ２が既に経過し
ていれば、Ｓ２５で次回のもてなし処理のためにシーンフラグをリセットし、また、Ｓ２
６で着座タイマーと降車タイマーをリセットする。
【０１３４】
　図２１に戻り、γ１でシーンが決定されれば、δ１にて、そのシーンでのもてなし目的
を推定する。具体的には、Ｗ１に示すごとく、図１３、図１５、図１７あるいは図１９に
例示した目的推定マトリックス３７１から特定されたシーンに対応するものを選択し、安
全性、利便性及び快適性の分類項目毎に、ユーザーの体感、すなわち、触覚系、視覚系、
嗅覚系及び聴覚系のそれぞれを対象とする制御対象環境項目に適合するもてなし目的が存
在するか否かを検索する。もてなし目的が検索されれば、図１４、図１６、図１８あるい
は図２０に例示した、対応するシーン別の機能抽出マトリックス３７２を参照し、検索さ
れたもてなし目的に対応するもてなし機能を抽出する。具体的には、各もてなし目的に対
応するマトリックスセルを順次検索し、基準参照指数が格納されていた場合には対応する
機能を状態依存型機能として抽出し、前述の識別情報「＊」が格納されていた場合には対
応する機能を状態依存型機能として抽出する。
【０１３５】
　次に、δ２に進んで、もてなし内容をユーザーの個性に適合させる処理となる。これは
、具体的には、後述するユーザーの性格判定処理と、判定された性格に応じて、個々のも
てなし処理に適正な重み付けをすること、つまり、個々のユーザーの性格に適合するよう
、複数のもてなし動作の組み合わせを適宜カスタマイズしたり、あるいは、もてなし動作
の程度を変更したりすることを目的とするものである。個性の特定には性格検出処理β４
が必要である。性格検出処理β４は、アンケート処理（α７）など、ユーザー自身の入力
により性格分類を取得して行なう方法と、ユーザーの動作、行為や思考パターン、あるい
は表情などから、より分析的に性格分類を決定する方法との双方を用いることができる。
後者については、後述の実施形態に音楽選曲の統計から性格分類を決定する具体例を示し
ている（α８：Ｗ２も参照）。
【０１３６】
　次に、δ３では、もてなし内容をユーザーの精神／体調状態に適合させる処理となる。
この点についても、詳細な具体例は後述するが、ユーザー生体特性情報取得手段の検出情
報に基づいて、ユーザーの精神状態及び体調を反映した精神／体調情報を取得し、その取
得内容に応じてユーザーの精神状態ないし体調状態を推定する。具体的には、ユーザーか
ら取得したユーザー生体特性情報から体調指数と精神状態指数とを算出し、さらに、それ
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ら体調指数ないし精神状態指数に基づいてユーザー状態指数Ｇを演算する（Ｗ３）。
【０１３７】
　ユーザー生体特性情報取得手段は、赤外線センサ５１９（顔色：α１７）、顔カメラ５
２１（表情：α９、姿勢：α１１、視線：α１２、瞳孔径：α１３）、脈拍センサ５２４
（心拍（心電）：α１４）などが採用可能であるが、この他にも、運転操作実績を検出す
るセンサ類（５０２ｗ、５３０、５３１，５３２，５３２ａ；誤操作率：α１０）、血圧
センサ（α１５）、着座センサ５２０（感圧センサによりシートにかかる体重分布を測定
し、運転中の小刻みな体重移動を検出して、運転中の落ち着きが損なわれた判定を行った
り、偏った体重の掛かりかたを検出して、運転者の疲労の程度を判定したりすることがで
きる）。詳細は後述する。
【０１３８】
　ここでも、処理の要旨は、上記のユーザー生体特性情報取得手段からの出力を精神状態
や体調状態を示す数値パラメータに置き換え（β５）、その数値パラメータ及びその時間
的変化からユーザーの精神状態や体調状態を推定して（γ３，γ４）、個々のもてなし処
理に適正な重み付けをすること、つまり、推定されるユーザーの精神状態や体調状態に適
合するよう、複数のもてなし動作の組み合わせを適宜カスタマイズしたり、あるいは、も
てなし動作の程度を変更したりすることを目的とするものである。同じシーンのもてなし
であっても、前述のごとく、ユーザーの性格が異なれば、その性格に適合したもてなし動
作を行なうのがよいのであり、また、同じユーザーであっても精神状態や体調に応じても
てなしの種別や程度を調整することになる。
【０１３９】
　この場合、照明光の場合を例に取れば、性格によってユーザーの指向する照明色が相違
し（例えば、活発なタイプは赤系を、おとなしいタイプは緑や青系を指向）、体調の良し
悪しによって照明強度に対する要望（例えば、体調が悪いときは照明による刺激を抑制す
るため光量を落とす）が相違することが多い。前者では照明光の周波数あるいは波長（赤
系→緑系→青系の順に波長が短くなる）を調整するもてなし制御となり、後者は照明光の
振幅を調整するもてなし制御となる。また、精神状態は、その両方に関係する因子であり
、幾分陽気な精神状態において、さらに気分を盛り上げるために赤系の照明光を採用する
こともありえるし（周波数調整）、照明光の色を変えず、明るさを増したりすることもあ
りえる（振幅調整）。また、過度に興奮した状態では、気持ちを沈めるために青系の照明
光を採用したり（周波数調整）、照明光の色を変えず明るさを減らしたりする（振幅調整
）、といった処理が考えられる。音楽の場合は、種々の周波数成分が含まれているのでよ
り複雑であるが、覚醒効果を高めるために、数１００Ｈｚ～１０ｋＨｚ程度の高音域の音
波を強調したり、逆に気持ちを沈めるために、リラックス時の脳波（α波）の周波数（７
～１３Ｈｚ：ヒューマンレゾナンス）に、音波の揺らぎの中心周波数を合せこんだ、いわ
ゆるα波系音楽を採用したりするなど、周波数／振幅により制御パターンを同様に把握す
ることができる。
【０１４０】
　車内の明るさや音波レベルに関しては、性格、精神状態及び体調を勘案して、各シーン
毎に適性レベルを数値設定する。この設定を、前述の機能抽出マトリックス３７２を用い
て行なうこととなる。
【０１４１】
　次に、δ４に進み、もてなし演出対応処理となる。例えば、図１の照度センサ５３９（
視覚刺激：α１８）、音圧センサ（聴覚刺激：α１９）などの出力から、現在ユーザーが
どの程度の刺激を感じているかに関しての情報（外乱刺激）を得（環境推定：β６）、そ
の外乱刺激を、上記のユーザー状態指数Ｇ（あるいはその基準参照指数Ｇ０との差分ΔＧ
）と比較可能な数値に変換して、外乱の数値的な推定を行なう（γ５）。なお、特定すべ
き外乱刺激としては、触覚刺激（α２０：例えば、ハンドルに取り付けられた感圧センサ
５２３など）、及び嗅覚刺激（α２１：嗅覚センサによる）なども併用することができる
。また、外乱推定に関しては、ユーザーを取り囲む空間からの間接的刺激、具体的には、
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高さ（α２２）、距離（α２３）、奥行き（α２４）及び自身ないし同乗者の体格（α２
５）等を考慮することも可能である（空間検出：β７）。
【０１４２】
　次いで、δ５では機能選択処理となる。前述のごとく、状態依存型機能の場合はユーザ
ー状態指数Ｇから基準参照指数Ｇ０を減算して差分値ΔＧを演算し、ΔＧが減少する向き
に選択されたもてなし機能の動作が制御される。具体的には、ユーザー状態指数Ｇに反映
された、そのユーザーにとっての適正状態Ｇ０からの逸脱の度合い、すなわち差分値ΔＧ
が大きいほど、これを解消するための機能の電気的出力レベルを増加させることができる
。他方、外乱影響解消の観点からは、検知された外乱レベルが大きいほど、これを解消す
るための機能の電気的出力レベルを増加させることもできる。
【０１４３】
　この両者を組み合わせた制御形態として、例えば、与えられた外乱を解消する方向への
電気的出力レベルの最大値をＰmaxとし、想定される外乱レベルの最大値をＥmax、差分値
ΔＧの最大値をΔＧmaxとしたとき、設定すべき電気的出力レベルＰを、
　Ｐ＝Ｐmax・（Ｅ／Ｅmax）・（ΔＧ／ΔＧmax）
とすることができる。この方式によると、検知される外乱Ｅが大きいほど電気的出力レベ
ルＰも大きく設定されるが、ユーザー毎に一様ではない該外乱の不満足度への寄与が差分
値ΔＧにより考慮された形になっている。なお、ΔＧが予め定められた下限値ｇｓ以下（
例えばゼロ）となる場合は、そのもてなし機能の動作は停止（ないし、これに相当するア
イドリング状態）となる。
【０１４４】
　なお、外乱レベルＥが未知かあるいは一定以上の検出精度が得られない場合、初期設定
では当該機能の電気的出力レベルＰを、予め定められた過剰設定値としておき（例えば「
暑い」場合には、空調装置の冷房出力を最大値Ｐmaxないしこれに近い過剰設定値Ｐeとし
ておき）、以降、上記差分値ΔＧの縮小傾向をユーザー生体特性情報の継続的な検知によ
りモニタリングしながら電気的出力レベルＰを漸減させ、最終的には、上記差分値ΔＧが
最小化される値に電気的出力レベルＰを安定化させる制御アルゴリズムを採用することも
可能である。この場合も、差分値ΔＧが大きくなるほど、電気的出力レベルＰが大きく設
定される期間は長く継続することになり、安定化までに要する電気的出力レベルの平均値
は増大することになる。また、一旦安定化した状態から差分値ΔＧが増大する傾向に移行
した場合は、差分値ΔＧの増分に応じて電気的出力レベルＰを増加させる制御を行なうこ
とができる。
【０１４５】
　次に、ユーザー性格分類は、例えば以下のような方法により決定できる。
　自動車のユーザーは、図２３に示すように、もてなし意思決定部２のＲＯＭ（書換えが
可能となるように、フラッシュＲＯＭで構成しておくことが望ましい）等に形成されたユ
ーザー登録部６００に予め登録される。このユーザー登録部は、各ユーザー名（あるいは
、ユーザーＩＤ（及び暗証番号）と、その性格種別とが互いに対応付けられた形で登録さ
れている。この性格種別は、後述のごとく、ユーザーによる自動車使用継続中に蓄積され
る、カーオーディオシステムの選曲統計情報に基づいて決定することも可能である。しか
し、自動車の使用開始直後など、選曲統計情報の蓄積が不十分な場合、あるいは、操作履
歴情報を敢えて収集せずに性格種別を推定したい場合は、性格種別情報又は該性格種別情
報を特定するために必要な情報を、ユーザー自身により入力させ、その入力結果に基づい
て性格種別を決定するようにしてもよい。
【０１４６】
　例えば、図１のモニター５３６（カーナビゲーションシステム５３４のモニターで代用
してもよい）に性格種別を表示し、ユーザーは自分に適合する性格種別を選んで、入力部
５２９からこれを入力することができる。また、性格種別を直接入力させる代わりに、性
格種別判定のためのアンケート入力を行なう方式を採用してもよい。この場合、モニター
５３６にはアンケートの質問事項を表示し、ユーザーは回答選択肢から回答を選ぶ形で答
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える（ここでは、選択ボタン５２９Ｂで選択肢を構成し、この上に重ねられたタッチパネ
ル５２９の該当位置に触れて選択入力を行なう）。全ての質問に回答することで、その回
答の組み合わせに応じて予め定められた性格種別群から、１つのものが一義的に決定され
るようになっている。
【０１４７】
　なお、ユーザー名を含めたユーザー登録入力も、上記の入力部５２９からなされ、決定
された性格種別とともにユーザー登録部６００に記憶される。また、これらの一連の入力
は、携帯電話１から行なうことも可能であり、この場合は、その入力情報を無線により自
動車側に転送する。また、ユーザーが自動車購入する際に、入力部５２９か専用の入力ツ
ールを用いて、ディーラー側で事前にユーザー登録入力を済ませておく方法もある。
【０１４８】
　以下、カーオーディオシステムの選曲実績の統計情報に基づいて性格種別を決定する事
例について説明する。図６のカーオーディオシステム５１５においては、ユーザーは操作
部５１５ｄからの入力により、いつでも好きな曲を選んで演奏を楽しむことができる。ユ
ーザーが自身で選曲した場合は、図２４に示すように、そのユーザーの特定情報（ユーザ
ー名あるいはユーザーＩＤ）と、選曲された音楽ソースデータのＩＤと、前述のもてなし
参照データＲＤ（性格種別コード、年齢コード、性別コード、ジャンルコード及び曲モー
ドコード）とが互いに対応付けられた形で、選曲実績記憶部４０３（図１の記憶装置５３
５内に形成されている）に記憶される。本実施形態では、選曲の日時、ユーザーの性別及
び年齢も合せて記憶されている。
【０１４９】
　選曲実績記憶部４０３には、図２５に示すように、ユーザー別に、その選曲実績の統計
情報４０４（図１の記憶装置５３５に記憶されている）が作成される。この統計情報４０
４では、選曲データが、性格種別コード別（ＳＫＣ）にカウントされ、どの性格種別の曲
が最も多く選曲されたかが数値パラメータとして特定される。最も単純な処理としては、
選曲頻度が最も高い性格種別を、そのユーザーの性格として特定することが可能である。
例えば、統計情報４０４に蓄積されている選曲実績数が一定レベルに到達すれば、例えば
ユーザー入力により初期設定された性格種別を、統計情報４０４から上記のごとく導かれ
た性格種別と置き換えるようにすればよい。
【０１５０】
　ところで、ユーザーの性格の分類は実際にはもっと複雑なものであり、音楽の好みも、
一律に同じ性格種別に押し込めてしまえるほど単純ではない。また、そのユーザーが置か
れている生活環境（充実しているか、ストレスがたまっているか、など）によっても短期
的には変動しやすいことがある。この場合は、音楽の嗜好も変動し、その統計から導かれ
る性格種別も変化することがあってもおかしくない。この場合、無制限に遡って選曲実績
の統計を取るのではなく、図２５に示すように、直近の一定期間（例えば１ヶ月～６ヶ月
）に限定して選曲実績の統計情報４０４を作成すれば、性格種別の短期的な変動を統計結
果に反映することができ、音楽によるもてなし内容をユーザーの状態に合せて臨機応変に
変更できる。
【０１５１】
　また、同じユーザーであっても、いつも同じ性格種別の音楽を選ぶとは限らず、他の性
格種別の音楽にもまたがって選曲されることもありえる。この場合、選曲頻度が最も高い
性格種別のみから選曲していたのでは、ユーザーの気分転換を図る上では、必ずしも望ま
しくない状況も生じえる。そこで、各性格種別に割り振る選曲確率期待値を、統計情報４
０４が示す選曲頻度に応じて割り振り、その期待値に応じて重み付けされた形で、各性格
種別からランダムに選曲する方式を採用することもできる。このようにすると、ユーザー
が多かれ少なかれ興味を示す（つまり選曲された）音楽ソースについては、複数の性格種
別にまたがる形で選曲頻度の高いものから優先的に選曲され、時折は自分の性格種別以外
の音楽によるもてなしを受けることも可能となり、よい気分転換になる。具体的には、図
２６に示すように、一定個数の乱数値からなる乱数表を記憶しておき、各性格種別に割り
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振る乱数値の個数を、上記選曲頻度に比例して配分する。次いで、周知の乱数発生アルゴ
リズムにより乱数を発生させ、得られた乱数値が、どの性格種別に割り振られた乱数値で
あるかを照合することで、選択すべき性格種別を特定することが可能となる。
【０１５２】
　なお、統計情報４０４では、音楽のジャンル別（ＪＣ）、年齢別（ＡＣ）及び性別（Ｓ
Ｃ）による選曲頻度もカウントされており、性格種別の場合の上記方式と同様にして、選
曲頻度の高いジャンル、年齢層あるいは性別に属する音楽ソースデータを、優先的に選曲
するように構成できる。このようにすると、ユーザーの嗜好によりマッチしたもてなし選
曲を行なうことが可能となる。なお、一つの音楽ソースデータに、複数の性格種別を割り
振ることも可能である。
【０１５３】
　図２７は、その処理の一例を示すフローチャートである。図２５のように性格種別毎の
選曲頻度統計が得られた場合、図２６に示すように、乱数表上の乱数値を各性格種別に対
し、個々の選曲頻度に比例して配分する。次いで、フローチャートのＳ１０８にて、任意
の乱数値を１個発生させ、乱数表上にて、その取得された乱数値に対応する性格種別コー
ドを選ぶ。次いで、Ｓ１０９では、図３の点灯制御データ群から、その性格コードに対応
したものを選択する。そして、Ｓ１１０では、取得した性格種別コードに対応する音楽ソ
ースデータのうち、図２５にて最も選曲頻度の高いジャンル、年齢層及び性別に該当する
音楽ソースデータを全て抽出する（もちろん、ここでも性格種別の決定時と同様、各ジャ
ンル、年齢層及び性別毎の頻度に応じた乱数比例配分により、選曲に係るジャンル、年齢
層及び性別を選択するようにしてもよい）。抽出された音楽ソースデータが複数ある場合
は、Ｓ１１１のように、その中の１つの音楽ソースデータＩＤを乱数により１つ選択する
ようにしてもよいし、音楽ソースデータの一覧表をモニター５３６（図１）示して、操作
部５１５ｄ（図６）によりユーザーにマニュアル選択させるようにしてもよい。こうして
、選択された点灯制御データに従い、ユーザーにより運転中（もしくはユーザーが滞在中
）の自動車内の照明装置の点灯制御が実施され、また、選択された音楽ソースデータによ
る音楽演奏がカーオーディオシステムにてなされる。
【０１５４】
　なお、自動車の使用に先立っては、ユーザーの認証が必要である。特にユーザーが複数
登録されている場合は、ユーザーによって性格種別が異なるものに設定され、もてなしの
内容も異なるものとなるからである。最も簡単な認証方式は、携帯電話１からユーザーＩ
Ｄと暗証番号を自動車側に送信し、これを受けたもてなし意思決定部２が、登録されてい
るユーザーＩＤと暗証番号との照合を行なう方法である。また、携帯電話１に設けたカメ
ラにより顔写真の照合を行ったり、音声認証、指紋を用いた認証など、バイオメトリック
ス認証方式を採用することもできる。他方、自動車へのユーザーの接近時は、ユーザーＩ
Ｄと暗証番号とを用いた簡略な認証に留め、開錠後、自動車に乗り込んでから、前述の顔
カメラ５２１、マイクロフォン５２２、網膜カメラ５２６、アイリスカメラ５２７あるい
は静脈カメラ５２８などによるバイオメトリックス認証を行なうようにしてもよい。
【０１５５】
　以下、個々のシーンでのもてなしの代表例について説明する。
　接近シーンでは、まず、ユーザー（端末装置１）の自動車に対する接近方向を特定する
。自動車側では、ＧＰＳ５３３による位置情報と、駐車に至る自動車の進行方向変化の履
歴から、自動車の位置とともに自動車の向きを特定することができる。従って、携帯電話
１から送られてくるユーザーの位置情報（ＧＰＳ５５４による）を参照することによって
、自動車に対しユーザーが、例えば前方側、後方側及び側方のいずれから接近してきてい
るか、及び自動車に対しユーザーがどの程度の距離まで接近しているかを認識できる。
【０１５６】
　また、ユーザーの精神状態あるいは体調状態については、自動車に接近するユーザーの
表情（車外用カメラ５１８にて撮影できる）や体温（赤外線センサ５１９で測定できる）
の時間的変化を測定し、その変化波形から推定することができる。図２８は、表情変化解
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析処理のフローチャートの一例を示すものであり、ＳＳ１５１で変化カウンターＮをリセ
ットし、ＳＳ１５２でサンプリングタイミングが到来すればＳＳ１５３に進み、顔画像を
撮影する。顔画像は表情特定が可能な正面画像が得られるまで繰り返す（ＳＳ１５４→Ｓ
Ｓ１５３）。正面画像が得られたら、マスター画像（記憶装置５３５内の生体認証用マス
ターデータ４３２（記憶装置５３５内）に含まれる）と順次比較することにより、表情種
別を特定する（ＳＳ１５５）。特定された表情種別が「安定」なら、表情パラメータＩに
「１」をセットする（ＳＳ１５６→ＳＳ１５７）。特定された表情種別が「不安・不快」
なら、表情パラメータＩに「２」をセットする（ＳＳ１５８→ＳＳ１５９）。特定された
表情種別が「興奮・怒り」なら、表情パラメータＩに「３」をセットする（ＳＳ１６０→
ＳＳ１６１）。
【０１５７】
　そして、ＳＳ１６２では、前回取得された表情パラメータの値Ｉ’を読み出してその変
化値ΔＮを演算し、ＳＳ１６３で、該値を変化カウンターＮに加算する。以上の処理を、
定められたサンプリング期間が満了するまで繰り返す（ＳＳ１６４→ＳＳ１５２）。サン
プリング期間が満了すればＳＳ１６５へ進み、表情パラメータＩの平均値Ｉ（整数化する
）を演算して、その表情値に対応する精神状態として判定を行なうことができる。また、
変化カウンターＮの値が大きいほど表情の変化が大きいと捕らえることができ、例えばＮ
の値に閾値を設けて、表情変化をＮの値から「変化小」、「増」、「微増」及び「急増」
として判定することができる。
【０１５８】
　一方、図２９は、体温波形解析処理のフローチャートの一例を示すものであり、サンプ
リングルーチンでは、一定時間間隔で定められたサンプリングタイミングが到来する毎に
、赤外線センサ５１９により検出される体温値をサンプリングし、波形記録する。そして
、波形解析ルーチンでは、ＳＳ５３にて直近の一定期間にサンプリングされた体温値を波
形として取得し、ＳＳ５４で該波形に周知の高速フーリエ変換処理を行なって周波数スペ
クトラムを求め、ＳＳ５５で、そのスペクトラムの中心周波数（あるいはピーク周波数）
ｆを演算する。また、ＳＳ５６では、図３０に示すように、波形を一定数の区間σ１，σ
２‥に分割し、ＳＳ５７で区間別の体温平均値を演算する。そして、区間毎に、平均体温
値を波形中心線として、積分振幅Ａ１，Ａ２‥（中心線を基準とした波形変位の絶対値を
積分し、その積分値を区間幅σ１，σ２‥で除した値である）を演算する。そして、ＳＳ
５９では、各区間の積分振幅Ａを平均し、波形振幅の代表値として決定する。
【０１５９】
　なお、以下の処理も含め、波形取得のための情報サンプリングプログラムは、シーンが
特定できた場合に、そのシーンに関係するユーザー生体特性情報取得手段についてのみ、
一定の時間間隔で起動されるようにスケジュール管理される。また、図面中には表れてい
ないが、サンプリングの繰り返しについては、無制限に続くわけではなく、上記のごとく
波形解析に必要なサンプリング数が得られるように定められた前述のサンプリング期間が
満了すれば繰り返しが打ち切られる。
【０１６０】
　ＳＳ６０では、周波数ｆが上限閾値ｆu0より大きくなっているかどうかを調べ、大きく
なっていれば監視中の体温変化が「急」であると判定する。また、ＳＳ６２では、周波数
ｆが下限閾値ｆL0（＞ｆu0）より小さくなっているかどうかを調べ、小さくなっていれば
監視中の体温変化が「緩」であると判定する。また、ｆu0≧ｆ≧ｆL0ならばＳＳ６４に進
み、監視中の体温変化は「標準」であると判定する。次に、ＳＳ６５に進み、積分振幅Ａ
（平均値）を閾値Ａ０と比較する。Ａ＞Ａ０であれば、監視中の平均体温レベルは「変動
」状態にあると判定する。また、Ａ≦Ａ０であれば、監視中の平均体温レベルは「維持（
安定）」状態にあると判定する。
【０１６１】
　このようにして得られた生体状態パラメータの時間的変化に係る判定結果を用いて、ユ
ーザーの具体的な体調／精神状態の判定（推定）が行なわれる。そして、個々の具体的に
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は、記憶装置５３５内には、図３１に示すように、ユーザーの判定すべき精神状態又は体
調状態である複数の被特定状態と、個々の被特定状態が成立していると判定するための、
複数のユーザー生体特性情報取得手段がそれぞれ検出しているべき生体状態パラメータの
時間的変化状態の組み合わせとを対応付けて記憶した判定テーブル１６０１が記憶されて
いる。また、この判定テーブル１６０１には、各体調／精神状態に対応する体調指数ＰＬ
及び精神状態指数ＳＬの各値も記憶されている。
【０１６２】
　本実施形態では、被特定状態として、「正常」、「集中力散漫」、「体調不良」、「興
奮状態」及び「落胆」が定められている。なお、「体調不良」は複数レベル、ここでは「
軽度体調不良」と「重度体調不良」との２レベルに分割されている。なお、「集中力散漫
」及び「興奮状態」についても、よりきめ細かい精神／体調状態の推定を行なうために、
これを複数レベルに分けて定めることが可能である。なお、本実施形態では、上記の基本
被特定状態に対し、体調系のものと精神状態系のものとの複合状態についても、生体状態
パラメータの時間的変化状態の組み合わせが独自に定められ、これらの複合状態の推定精
度向上を図っている。さらに、もてなし動作の不適合や程度の不足あるいは過剰等により
、ユーザーがある種の不快感を感じている場合、該ユーザーは軽度体調不良と同様の生体
状態を示すことが多く、本実施形態では該「不快感」と「軽度体調不良」とを被特定状態
として統合している（もちろん、関与する複数のパラメータ構成の閾値変更等により、両
者を分離して特定するようにしてもよい）。
【０１６３】
　個々の被特定状態に対応する体調指数ＰＬ及び精神状態指数ＳＬの値の設定例を、判定
テーブル１６０１内に示している。いずれも、最大値（ここでは「１０」）と最小値（こ
こでは「０」）を有する一定の範囲内の数値として定められているが、「正常」に対応す
るのは、体調指数については、数値範囲の最大値（ここでは「１０」）であり、ここから
数値が減少するほど体調が悪いことを示す。他方、精神状態指数ＳＬは、「正常」に対応
するのが数値範囲の中間値（つまり、精神的に「安定」もしくは「中庸」であることを示
す：ここでは「５」としているが、必ずしも中央値である必要はない）であり、最大値側
に振れると「高揚ないし興奮」状態であることを、最小値側に振れると「沈んだ、ないし
落胆」状態であることを示す。
【０１６４】
　生体状態パラメータとしては、この後のシーンで使用するものも含め、「血圧」、「体
温」、「皮膚抵抗」、「表情」、「姿勢」、「視線」、「瞳孔（寸法）」及び「操舵」の
各パラメータが網羅されている。同じパラメータであっても、使用するセンサあるいはカ
メラはシーンに応じて、目的とする生体状態パラメータの取得に有利なものが適宜選択さ
れる。
【０１６５】
　前述のごとく、この接近シーンでは、車外用カメラ５１８によるユーザーの表情と、赤
外線センサ５１９によるユーザーの体温が生体状態パラメータとして採用可能である。判
定テーブル１６０１によると、集中力散漫のときは表情の変化が急増し、体調不良や興奮
状態の場合も表情の変化は増加する傾向にある。いずれも正常時とは異なる状態であるこ
とは識別できるが、個々の精神／体調状態を詳細に識別することは難しい。他方、体温の
状態について見れば、集中力散漫のときは特に大きな変化がない（つまり、正常時とほぼ
おなじ）のに対し、体調不良時は緩やかな変化を示し、興奮状態の場合は非常に急激な変
化を呈する。従って、この両者を組み合わせれば、「集中力散漫」、「体調不良」及び「
興奮状態」を互いに識別することが可能となる。
【０１６６】
　この場合の処理を図３２に示している（これは、シーンによらず同じ思想で判定処理可
能であり、後述の運転／滞在シーンでも基本的な流れは同じである）。基本的には、複数
（ここでは、表情と体温の２つ）の生体状態パラメータについて判定テーブル上の被照合
情報と照合し、照合一致した組み合わせに対応する被特定状態を現在成立している被特定
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状態として特定する処理となる。すなわち、ＳＳ５０１～ＳＳ５０８では、図５４～図５
７、図６０～図６２あるいは図６４、６５の各フローチャートに示す解析処理による、各
生体状態パラメータの時間的変化に係る判定結果（例えば、「急減」や「増加」など）を
リードする。ＳＳ５０９では、各被特定状態が成立していると判定するためには、判定テ
ーブル１６０１における個々の生体状態パラメータがどのような変化傾向を示していれば
よいかを表す被照合情報と、上記判定結果とを照合し、被照合情報と判定結果とが一致し
た被特定状態の照合カウンターをインクリメントする。この場合、例えば、全ての生体状
態パラメータについて、被照合情報と判定結果とが一致した被特定状態のみを採用する処
理としてもよいが、参照する生体状態パラメータが多い場合は、被照合情報と判定結果と
が全ての生体状態パラメータについて一致するのが稀となり、ユーザーの体調状態あるい
は精神状態の推定を柔軟に行なうことができなくなる。従って、照合カウンターの得点（
Ｎ）を「一致度」とみなして、最も得点の高いもの、つまり一致度の最も高いものを、被
特定状態として確定させる方法が有効である（ＳＳ５１０）。
【０１６７】
　なお、図４４において、例えば平均血圧レベルが「変動」と判定された場合のように、
同じ生体状態パラメータの状態が複数の被特定状態（「集中力散漫」あるいは「興奮状態
」）への成立に肯定的に寄与する場合もあるが、この場合は、それら各被特定状態の照合
カウンターをインクリメントする。例えば、平均血圧レベルが「変動」と判定された場合
は、４つの照合カウンター値Ｎ１，Ｎ４，Ｎ５，Ｎ６がインクリメントされる。
【０１６８】
　他方、被照合情報と判定結果との一致不一致は、既に種々説明したごとく、生体状態パ
ラメータ（周波数あるいは振幅等）の閾値との比較で判断されているものがほとんどであ
り、上記のように一致／不一致を二値的（つまり、シロかクロか）に決定する際に、実際
のパラメータの指示値と閾値との偏差がどの程度であったかは情報として埋没することに
なる。しかし、実際には、閾値に近接した値で一致／不一致が決定される場合は、いわば
「グレー」の判定であり、閾値から隔たった（例えば閾値を大幅にクリアした）形で一致
／不一致が決定される場合と比較して、判定結果への寄与の度合いを小さく扱うようにす
ることが本来的には望ましい。
【０１６９】
　これを解決する方法としては、被照合情報と判定結果とが完全に一致した場合にのみ照
合カウンターへの加算を行なうようにするのに代え、完全一致せずとも、定められた範囲
内で近接した結果が得られた場合は、完全一致の場合よりも低い得点に制限しつつ、これ
を照合カウンターへ加算することが考えられる。例えば、被照合情報が「急増」となって
いる場合、判定結果も「急増」であれば３点を、「増」の場合は２点を、「微増」の場合
は１点を加算する方式を例示できる。
【０１７０】
　図３２に戻り、上記の結果を用いて体調指数と精神状態指数とを計算する（ＳＳ５１１
）。具体的には、判定テーブル１６０１上にて個々の生体状態パラメータによる被特定状
態に対応する体調指数ないし精神状態指数の平均値として、下記（ａ）、（ｂ）のように
して計算できる。
【０１７１】
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【数１】

【０１７２】
　なお、被特定状態を判定する上での各パラメータからの寄与は、上記の例ではいずれも
等価なものとして扱っていたが、寄与の大きいものと小さいものとを区別し、異なる重み
を付与して取り扱うようにしてもよい。この場合、各生体状態パラメータに付与する重み
係数をＷｊとして、体調指数ＰＬと精神状態指数ＳＬとは下記（ｃ）、（ｄ）のように計
算できる。
【０１７３】
【数２】

【０１７４】
　重み係数Ｗｊが全て１のとき、つまり、重みを付与しない場合の計算式は以下の（ａ）
’、（ｂ）’となる（これらは、前述の式（ａ）、（ｂ）と同値である）。
【０１７５】
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【数３】

【０１７６】
　上記のように決定された体調指数ＰＬと精神状態指数ＳＬを用いて、ユーザー状態指数
Ｇを算出する（ＳＳ５１２）。例えば、体調指数ＰＬをユーザー状態指数Ｇそのものとし
て採用することが可能である。すなわち、
　　Ｇ＝ＳＬ　‥（ｅ）
【０１７７】
　また、体調指数ＰＬと精神状態指数ＳＬとを併用する場合、例えば両者の平均値として
ユーザー状態指数Ｇを決定することも可能である。すなわち、
　Ｇ＝（ＰＬ＋ＳＬ）／２　‥（ｆ）
　又は、
　Ｇ＝（ＰＬ×ＳＬ）１／２　‥（ｇ）
【０１７８】
　接近シーンでのもてなし制御の説明に戻る。例えば、ユーザーの接近方向が、例えば図
３３に示すごとく前方からであれば、前方用ランプ群を選択する。前方用ランプ群として
、ヘッドランプ５０４、フォグランプ５０５、コーナリングランプ５０８を使用すること
ができる。また、接近方向が後方からであれば、後方用ランプ群を選択する。後方用ラン
プ群として、本実施形態では、テールランプ５０７、バックアップランプ５０９、ストッ
プランプ５１０を使用する。それ以外の場合は側方からの接近と判断し、側方用ランプ群
を選択する。側方用ランプ群として、本実施形態では、ハザードランプ５０６、テールラ
ンプ５０７、床下ランプ５１２を使用する。また、自動車の駐車位置周辺に存在する建物
等の周辺設備に設けられた外部照明（建物側照明）１１６１も、自動車及びその周辺をラ
イトアップするためのもてなし機能を構成している。
【０１７９】
　自動車とユーザーとの距離が上限値（例えば２０ｍ以上に設定される）を超えていれば
遠距離用照明モードとなり、２０ｍ未満であれば近距離用照明モードとなる。図１３及び
図１４に示すように、接近シーン（遠距離）では、自動車への安全なアプローチ確保（転
倒を避ける）がもてなし目的であり、外部照明１１６１がもてなし機能として選択される
。また、第一車外照明（前方側からのアプローチであればヘッドライト５０４、後方側か
らのアプローチであればテールランプ５０７、側方からのアプローチであれば床ランプ５
１２）、第二車外照明（前方側からのアプローチであればフォグランプ５０５、コーナリ
ングランプ５０８、ハザードランプ５０６など）及び車内照明（車内照明）５１１を用い
て、ユーザーを出迎えるための演出照明がなされる。また、ユーザーは、どの照明が点灯
するかによって、自動車の向きを把握することができる。
【０１８０】
　前述のごとく、第一車外照明、第二車外照明及び車内照明は状態依存型機能であり、Δ
Ｇの値に応じて点灯強度が変化するように制御がなされ、ΔＧの値がゼロとなる照明は動
作を休止する。図１４より、ユーザー状態指数が６を超えれば第一車外照明、第二車外照
明及び車内照明の全てが動作し、ユーザー状態指数が４～６の間であれば第一車外照明と
第二車外照明のみが動作し、ユーザー状態指数が２～４の間であれば第一車外照明のみが
動作し、ユーザー状態指数が２未満であれば演出用の照明動作は行われない。なお、演出
用の機能としてはホーン５０２の吹鳴も組み込むことができる。
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【０１８１】
　このうち、第一車外照明をなすヘッドランプ５０４は、ユーザー状態指数Ｇが一定値（
例えば４）を超える場合はハイビームで点灯し、そうでない場合にはロービームで点灯す
る。つまり、ユーザーによる見かけの点灯強度が変化しており、電気的出力そのものは変
化してない。他方、車内照明については、図４のＬＥＤ点灯制御回路により、ΔＧの値に
応じたデューティー比による出力制御（つまり、点灯強度制御）がなされる。また、運転
中の前方視界確保に用いられるもの（ヘッドランプあるいはフォグランプ）以外の車外照
明（床下照明５１２など）も同様のＬＥＤ回路にて構成することで、ΔＧの値に応じたデ
ューティー比による出力制御が可能である。
【０１８２】
　なお、これから向う目的地をイメージした照明点灯パターンにてイルミネーションを行
なう方法もある。例えば、目的地が海であれば、青色系の照明光の照度を漸増させた後漸
減させる、波を連想させるイルミネーションパターンで点灯を行なうと効果的である。こ
うしたイルミネーションは、あるいは車内照明５１１を用いて行なうのが適当である。
【０１８３】
　この場合、イルミネーションの照明色は、ユーザーの精神状態に応じて変化させること
ができる。この場合、図５に示すごとく、前述の精神状態指数ＳＬが大きい場合（つまり
、好調側の場合）は、イルミネーションに使用する照明光を短波長側（つまり、青みや緑
みがかった色）にシフトさせ、精神状態指数ＳＬが小さい場合（つまり、低調側の場合）
は、イルミネーションに使用する照明光を長波長側（つまり、黄色みや赤みがかった色）
にシフトさせる。図５では、番号５，６，７に、水色、白及びうす橙に対応する精神状態
指数ＳＬの値のみを例示しているが、精神状態指数ＳＬがこれ以外の値となった場合は、
図５の番号５，６，７のＲＧＢ設定値を用いて該精神状態指数ＳＬに対応するＲＧＢ設定
値を補間により決定する。
【０１８４】
　また、接近シーンでは、上記のような照明装置以外に、携帯電話１（ユーザー側端末装
置）に設けられたスピーカ（音声出力部）３１１をもてなし動作部として使用することも
できる。この場合、自動車側の通信装置４は、携帯電話１すなわちユーザーの接近を検出
し、そのユーザーに対応する性格種別（つまり、取得されたユーザー生体状態情報）に応
じて異なる出力内容にてスピーカ３１１からもてなし用音声を出力させる。本実施形態に
おいて、もてなし用音声データは音楽ソースデータとするが、効果音や人間の声（いわゆ
る着声あるいは着ボイスと称されるもの）のデータであってもよい。このもてなし用音声
データは、図１に示すように、自動車側の記憶装置５３５に記憶しておき、必要なものを
携帯電話１に通信装置４を介して配信するようにしてもよいし、携帯電話１側の音データ
用フラッシュＲＯＭに記憶させても、いずれでもよい。
【０１８５】
　次に、接近シーン（近距離）では、図１５及び図１６に示すように、ユーザーが躓いた
り、自動車にぶつかったりしないように、外部照明１１６１と床下照明５１６の点灯は継
続される。また、車内照明５１１は、接近シーン（近距離）においても演出用に使用され
る。該車内照明５１１は、接近シーン（遠距離）では体調良好時の演出補助に用いられて
いるに過ぎなかったが、接近シーン（近距離）では、ドア位置（乗降口）把握のため、基
準参照指数Ｇ０の値が小さく設定され（ここでは「４」）、採用の優先順位が高くなるよ
うに仕向けられている。
【０１８６】
　また、音による演出用として、カーオーディオ装置５１５による音楽演奏が重視され、
携帯電話１よりも小さな基準参照指数Ｇ０が割り振られている。さらに、嗅覚系により新
たな演出効果を加えるため、芳香発生部５４８も採用対象機能として基準参照指数Ｇ０が
割り振られている。そして、カーオーディオ装置５１５からの演奏音と芳香発生部５４８
からの芳香（アロマ）が車外のユーザーに届くよう、パワーウィンドウ５３５が採用対象
機能として定められ、基準参照指数Ｇ０が割り振られている。これにより、ユーザー指数
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Ｇ（差分値ΔＧ）が大きければカーオーディオ装置５１５と携帯電話１との双方による音
楽演出がなされ、また、ユーザー指数Ｇ（差分値ΔＧ）が大きいほどパワーウィンドウ５
３５の開度が大きくなり、カーオーディオ装置５１５からの演奏音と、芳香発生部５４８
からの芳香の漏出効果が高められる。他方、ユーザー指数Ｇ（差分値ΔＧ）が小さくなる
と、携帯電話１が音演出機能から外れ、パワーウィンドウ５３５の開度が小さくなり、カ
ーオーディオ装置５１５からの演奏音と、芳香発生部５４８からの芳香の漏出効果が抑制
される。
【０１８７】
　なお、カーオーディオ装置５１５から流す演奏曲については、推定される精神状態ある
いは体調状態との関係では、体調不良状態では刺激的な高音域を避けた低温域主体の音楽
を流すか、あるいは体調不良状態が比較的重い場合は、音量も小さくし、テンポもゆった
り系に設定する。また、興奮状態の場合も、音楽のテンポをゆったり系に設定すると効果
的である。一方、集中力散漫状態の場合は、音量を逆にアップしたり、パーカッション強
打や絶叫歌唱あるいはピアノ不協和音など、気分覚醒に効果のある音楽（例えば、フリー
ジャズ、ハードロック、ヘヴィーメタル、前衛系音楽など）を流すと効果的である。具体
的には、図１１の音楽ソースデータのデータベースにおいて、性格種別により粗選曲を行
なった後、さらに、体調指数ＰＬ及び精神指数ＳＬに応じた選曲がなされることになる。
該データベースにおいて、個々の演奏曲に付与された体調指数ＰＬ及び精神指数ＳＬは個
別の数値範囲にて与えられ、前述の方法により決定された体調指数ＰＬ及び精神指数ＳＬ
がいずれも上記の数値範囲内となる曲が選ばれて、演奏に供される。
【０１８８】
　続いて、乗車シーンでは、図１７及び図１８に示すように、ユーザーが自動車にぶつか
ったりしないように、外部照明１１６１と床下照明５１６の点灯は継続される。また、車
内照明５１１は、ここでも演出用に使用されるが、車内の状態把握や暗所での操作補助の
ため基準参照指数Ｇ０が接近シーン（近距離）よりもさらに低く設定され（ここでは、「
２」）、照明強度が相対的に大きくなるように配慮されている。また、空調制御、カーオ
ーディオ装置５１５による音演出、芳香発生部５４８による嗅覚系演出も継続される。た
だし、パワーウィンドウ５３５は、乗り込み直前なので、乗り込み後の悪臭侵入防止ない
し雑音侵入防止のため、一様制御対象機能として全閉制御される。他方、そユーザーがド
アに接近したことが検知されれば、対応するドアが電動ドア機構５４１により自動的に開
き、ユーザーの乗り込みを補助する（これも一様制御対象機能）。従って、芳香発生部５
４８による嗅覚系演出はドア開時にユーザーに認識されることになる。また、車外用カメ
ラ５１８にてユーザーが大きな手荷物を抱えていることが検出された場合や、ユーザーが
体調不良と推定される場合に、トランクルームの位置を知らせたり、そのカバーの開動作
を自動で行って、積み込みを補助したりする動作も有効である。
【０１８９】
　他方、出発前の注意確認事項を促すメッセージ（音声データはもてなし実行制御部３の
ＲＯＭに記憶しておくことができ、カーオーディオシステムの音声出力ハードウェアを流
用して出力処理が可能である）を音声出力させる。注意確認事項を促すメッセージの実例
としては次のようなものがある。
・「免許証と財布は大丈夫ですか？」
・（カーナビで設定された行き先が空港ならば）「パスポートは持ちましたか？」
・「玄関の鍵をかけましたか？」
・「裏の窓は開いてませんか？」
・「車内のエアコンは切りましたか？」
・「ガスの元栓は締めましたか？」
【０１９０】
　次に、運転／滞在シーンは、自動車側のユーザーに対するもてなし処理の主要部を占め
るものであり、図１９及び図２０に示すように最も多数のもてなし目的及びもてなし機能
が関与する。まず、主要なものについて説明する。「寒暑改善（集中力維持、体調に合わ
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せる）」に関しては、引き続き空調（エアコン５１４）が状態依存型機能として選択され
、ユーザーが快適と感じる車内空調温度及び湿度の調整がなされる。
【０１９１】
　また、「快適な明るさ」確保と「演出」に使用される車内照明５１１の制御形態は、基
本的には乗車シーンと同じであるが、ユーザーが車内滞在するので、明るさはやや抑えら
れるよう、基準参照指数Ｇ０の値は大きく設定されている。一方、ユーザーがエアコン５
１４やカーナビゲーション装置５３４あるいはカーステレオ５１５等を操作しようとして
いる場合（パネル近傍を映し出すカメラやパネルに設けられたタッチセンサで検知する（
図１に図示せず））は、車内照明５１１は一様制御対象機能に切り替わり、操作補助に十
分な一定光量での照明を行なう（手元のスポット照明でもよい）。
【０１９２】
　接触型インテリアについて電動シート・ハンドル５１６は、モータ動作によりハンドル
の位置やシートの前後位置あるいは背もたれの角度等を自動で調整するもので、ユーザー
状態に応じて最も適正なシート高さ及びシート前後位置に自動調整する。例えば緊張感が
薄らいできていると判定された場合は、背もたれを起こしてシートを前に出したり、ハン
ドル位置を高めたりして運転に集中できるようにする。また、疲れていると判定された場
合は、不快感を示すユーザーの動きが静まる向きに、背もたれの角度を微調整したりする
ことが有効である。また、ユーザーへ刺激を与えるためにシートバイブレータ５５０を随
時動作させる。なお、電動シート・ハンドル５１６の動作がシートバイブレータ５５０の
動作よりも優先されるよう、基準参照指数Ｇ０の値は前者において後者よりも小さく設定
されている。
【０１９３】
　カーナビゲーション装置５３４は、目的地の設定に伴い、現地や道中の様子を、無線通
信ネットワークを介して取得し、モニター上に表示するもてなし動作が行われる。また、
ユーザーが疲れや退屈を感じ取っている場合は、気分転換に効果のありそうなスポットに
寄り道的に案内するのも効果的な方法である。また、映像については、ユーザーの気分に
応じて適宜効果的な映像を出力するもてなし動作が行われる。映像出力用のモニタは、カ
ーナビゲーション装置５３４のモニタと兼用してもよい。
【０１９４】
　ヘッドランプ５０４やフォグランプ５０５等の外部照明は一様制御対象機能として取り
扱われ、周囲が減光した場合に、走行に必要な明るさが確保されるよう随時点灯制御され
る。
【０１９５】
　芳香発生部５４８は、乗車シーンからの動作を継続する。ユーザー状態指数Ｇ（差分値
ΔＧ０）の値に応じて、適正な芳香発生量がその都度調整される。また、パワーウィンド
ウ５３５による窓開閉により、換気や外部からの香り導入にかかる動作を実行される。ま
た、極度の眠気等から覚醒させるために、アンモニア発生部５４９から気付け用のアンモ
ニアを発生させる動作も随時行なわれる。
【０１９６】
　また、音演出に関しても、カーステレオ（カーオーディオ）５１５による演奏が、乗車
シーンから継続して行なわれる。なお、走行中は種々の騒音が発生するので、ノイズキャ
ンセラ１００１Ｂによる騒音消去処理がなされるが、騒音抑制レベルはユーザー状態指数
Ｇ（差分値ΔＧ０）の値に応じて、適宜調整される。また、重要音や会話に対する取り込
みレベルも同様に調整される。なお、外部からの雑音侵入防止を図るために、換気が必要
となる状況以外はパワーウィンドウ５３５は全閉に固定制御される。
【０１９７】
　運転／滞在シーンにおけるもてなし機能制御に関しては、非常に多くの具体例を考える
ことができる。例えば、先行するシーンでも既に説明したごとく、運転者（ユーザー）の
体調や精神状態に応じて音楽の選曲を変えたり、エアコンの設定温度や、車内の照明色あ
るいは照明強度を調整したりする。また、ハンドルやシートについては、差分値ΔＧの値
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に応じて、例えば緊張感が薄らいできている状況と判定される場合（集中力散漫）は、背
もたれを起こしてシートを前に出したり、ハンドル位置を高めたりして運転に集中できる
ようにする。また、疲れていると判定された場合は、不快感を示すユーザーの動きが静ま
る向きに、背もたれの角度を微調整したりすることが有効である。
【０１９８】
　また、上記以外にも、次のような態様がある。
・興奮状態（気分が高ぶりすぎていると判断されたとき、あるいは、怒りやストレスを感
じていると判断されたとき）：静かで心地よい音楽を演奏し、気持ちを落ち着かせるよう
にする。同様に、クールダウンに効果のある短波長系（青色系）の照明光を車内照明に用
いる。また、空調温度を下げ、シートバイブレータ５５０によりゆっくりした（後述の集
中力散漫時よりも周期の長い）リズム振動を発生させ、リラックスさせる。また、アロマ
テラピー効果による精神安定化を狙い、芳香の出力を増加させる。
【０１９９】
・集中力が散漫化したとき：ハンドルバイブレータ５５１やシートバイブレータ５５０に
インパルス的な強い振動を発生させ、集中を促す。また、アンモニア発生部５４９から気
付け用の強い臭いを発生させる。さらに、車内照明にてフラッシュ光や刺激的な波長によ
り出力し、注意を促すこともできる。また、警告音を出力させることも有効である。
【０２００】
・体調不良：速度抑制などの安全運転や、停車・休憩を促す。踏み切りや赤信号に接近し
たときに注意情報を音声出力する。最悪の場合、運転の見合わせなどを音声出力やモニタ
ー表示により通知する。また、方向発生部からリラックスを促す芳香を発生させる。眠気
に関しては、集中力が散漫化したときと同じもてなし動作も有効である。また、照明光の
うち、必要性の低い光を低減して、ユーザーが自動車に接近するときの視認性を向上させ
るようにする。例えば、赤系の照明出力を低減する。他方、指定された必要音（警告音／
重要音）を残して、オーディオ出力に対し低音域を主体としたイコライジングを行なうこ
ともできる。また、オーディオ設定に関しては音量レベルだけでなく、トーン設定に関し
ても制御適性値を変更可能としておき、低音の設定値を高温の設定値に対して相対的に増
大させることができる。空調に関しては、空調の温度設定を上昇し、加湿器（図１には図
示せず）の作動を併用することも可能である。
【０２０１】
・落胆：景気のよい音楽を演奏したり、照明を赤系など、刺激的なものに変え、気分を盛
り上げる。
【０２０２】
　なお、運転／滞在シーンにおいては、ユーザーの性格種別を、音楽ソースの選曲実績以
外の情報を用いる形でも推定することができる。例えば、ユーザー毎の運転実績データを
蓄積し、その運転実績データの解析結果に基づいてユーザーの性格種別を特定することが
できる。以下、その具体例について説明する。図３４に示すように、ユーザーが運転中に
ストレスを感じたときに行ないやすい操作をストレス反映操作として予め定めておき、そ
のストレス反映操作を対応する検出部で検出し、その検出結果をストレス反映操作統計記
データ４０５（図１：記憶装置５３５内）として記憶・蓄積する。そして、その蓄積結果
に基づいて、ユーザーの性格種別を推定する。以下に説明する実施形態は、自動車の運転
上好ましくない性格要素による影響を、如何に抑制するかに主眼をおいたものである。
【０２０３】
　ストレス反映操作は、本実施形態では、ホーン操作（いらいらして、やたらにクラクシ
ョンを鳴らす）、ブレーキ回数（車間等を詰めすぎて、やたらにブレーキを踏む）、車線
変更回数（前の車を追い越そうと、頻繁に車線を変える：ウィンカーの操作＋ウィンカー
が操作された後のハンドル操作角度で検出できる（ハンドル操作角度が一定以下であれば
、車線変更とみなす））が選定され、ホーンスイッチ５０２ａ、ブレーキセンサ５３０、
ウィンカースイッチ５０２Ｗ、加速度センサ５３２がストレス反映操作検出部として機能
する。各操作が発生する毎に、ストレス反映操作統計記憶部４０５内の対応するカウンタ
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ーがカウントアップし、その回数が記録される。これらの操作は、「危険運転」への指向
を反映したものであるともいえる。
【０２０４】
　また、走行中の車速が車速センサ５３１により検出され、加速度が加速度センサ５３２
により検出され、平均速度ＶＮ及び平均加速度ＡＮが算出されてストレス反映操作統計記
憶部４０５内に記憶される。平均加速度ＡＮは、増加方向の一定レベル以上の加速度が検
出されている期間に限って平均値が取られ、加速度変動の少ない低速走行時期間は、平均
値算出に組み入れられない。このようにすることで、該平均加速度ＡＮの値は、追い越し
等に伴いやたらにアクセルを踏み込んだり、あるいは急発進したりすることを好むか否か
を反映した値となる。また、車速センサ５３１の出力積分値から走行距離が算出され、ス
トレス反映操作統計記憶部４０５内に記憶される。
【０２０５】
　さらに、上記ストレス反映操作統計は、一般道区間と高速道区間とで別々に作成される
（その識別は、カーナビゲーションシステム５３４からの走行情報を参照することにより
可能である）。つまり、高速道路走行時では、スムーズに流れている場合、普通の運転を
するユーザーであれば、ホーンを吹鳴したり、ブレーキを踏んだり、車線変更したりする
回数は少ないはずなので、これらのストレス反映操作の検出回数は、一般道区間よりも高
い重み付けで加算されるべきだからである。また、平均速度や平均加速度は、一般道区間
より必然的に高くなるので、上記のように一般道区間と高速道区間とで区別して統計を取
ることで、この影響も緩和することができる。
【０２０６】
　以下に、上記ストレス反映操作統計を用いた性格判定のアルゴリズムの一例を示すが、
これに限られるものではない。まず、ホーン回数Ｎｈ、ブレーキ回数ＮＢ、車線変更回数
ＮＬＣについては、一般道区間（添え字「Ｏ」で示している）と高速道区間（添え字「Ｅ
」で示している）での各値に、それぞれ重み係数αとβ（ただし、α＜β：どちらかの係
数を１に固定して、他方の係数を相対値表示してもよい）を乗じて加算し、それを走行距
離Ｌで割った値を、換算回数（添え字「Ｑ」で示している）として算出する。他方、平均
速度と平均加速度も、同様に一般道区間での値と高速道区間での値を、重み係数を乗じて
加算し、換算平均速度及び換算平均加速度として算出する。これらを全て加算した値を、
性格推定パラメータΣＣｈとして求め、該ΣＣｈの値に応じて性格推定を行なう。
【０２０７】
　本実施形態では、ΣＣｈの値の範囲を、予め定められた互いに異なる境界値Ａ１，Ａ２
，Ａ３，Ａ４で複数の区間に区切り、そのそれぞれに性格種別を割り振っている。そして
、算出されたΣＣｈの値が属する区間に対応付けて、縮小係数δ１、δ２、δ３（いずれ
も０より大きく１より小）を定めている。これを用いた具体的な性格分析処理の流れの一
例を図３５に示す。前述のごとく、Ｓ１０１でユーザーを認証し、Ｓ１０２で図２４の選
曲実績データ４０３を取得する。そして、Ｓ１０３で、図２５の選曲実績の統計データ４
０４を作成する。次に、Ｓ１０４では、図３４のストレス反映操作統計記憶部４０５内に
蓄積されている情報（走行実績データ）を読み出し、Ｓ１０５で上記の方法によりΣＣｈ
の値を算出して、対応する性格種別を特定し、縮小係数δを取得する。Ｓ１０６では、選
曲実績の統計情報４０４で、最も頻度が高い性格種別を特定し、これに縮小係数δを乗じ
て見かけの頻度を低減する。これにより、例えば「活動的」なユーザーにおいてΣＣｈが
高くなるような結果が得られた場合、その「活動的」性格の故にΣＣｈが高くなるような
危険運転への指向が高められていることを意味するから、これをあおるような音楽の選曲
頻度を、縮小係数δを乗ずることで抑制することができ、安全運転に導くことができる。
また、「おとなしい」ユーザーにおいてΣＣｈが低くなるような結果が得られた場合、「
おとなしい」に対応する音楽の選曲頻度が縮小係数δを乗ずることで抑制され、活発な音
楽の選曲頻度が相対的に増大するから、ユーザーに適度な刺激が与えられ、運転にメリハ
リを付けることで、安全性を高めることが可能となる。
【０２０８】
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　次に、運転中においては、性格とは別に、精神状態や体調について考慮する必要がより
高くなる。ユーザー（運転者）が運転席に着座している状態では、生体状態パラメータを
取得するためのユーザー生体特性情報取得手段（センサやカメラ類）としてさらに多くの
ものを採用でき、具体的には、図１の赤外線センサ５１９、着座センサ５２０、顔カメラ
５２１、マイクロフォン５２２、感圧センサ５２３、血圧センサ５２４、体温センサ５２
５、アイリスカメラ５２７及び皮膚抵抗センンサ５４５を用いることができる。これらの
ユーザー生体特性情報取得手段は、運転中のユーザーの生体反応を様々な角度から捉える
ことができ、もてなし意思決定部２は、接近シーンでの実施形態にて詳述したのと同様に
、それらが検出する生体状態パラメータの時間的変化情報からユーザーの精神状態や体調
を推定し、これに適合した形態でもてなし動作を行なう。
【０２０９】
　前述と同様、顔の表情の情報は、顔カメラ５２１により撮影した顔の静止画像から得ら
れ、その全体（又は部分：例えば目や口）の画像を、種々の心理状態あるいは体調状態に
おけるマスター画像と比較することで、ユーザーが怒っているのか、平静であるのか、機
嫌がよい（例えば楽しくウキウキしている）のか、機嫌が悪い（例えば落胆ないし悲嘆し
ている）のか、あるいは不安ないし緊張にさらされているのか、などを推定することがで
きる。また、ユーザーに固有のマスター画像を使用するのではなく、顔の輪郭、目（ある
いはアイリス）、口及び鼻の位置や形状を、全てのユーザーに共通の顔面特徴量として抽
出し、その特徴量を、種々の心理状態あるいは体調状態において予め測定・記憶されてい
る標準特徴量と比較して、同様の判定を行なうことができる。なお、上記の顔面特徴量か
ら顔の類型を性格別に分類し、照合することで、ユーザーの性格種別の特定に使用するこ
ともできる。
【０２１０】
　体の動作は、顔カメラ５２１により撮影したユーザーの動画像（例えば、小刻みに動い
たりする、顔をしかめたりするなど）、感圧センサ５２３の検知状態（例えば頻繁にハン
ドルから手を離したりする）などの情報に基づき、例えば運転中のユーザーがいらいらし
ているのか、そうでないのかを判断することができる。
【０２１１】
　体温は、ハンドルに取り付けた体温センサ５２５や、赤外線センサ５１９で取得した顔
のサーモグラフィーなどの体温検出部により検出・特定できる。図２９に示したのと同様
のアルゴリズムにより、体温変化の緩急と平均体温レベルの変動／維持を判定できる。な
お、ユーザーの平熱を予め登録しておき、その平熱からの温度シフト（特に高温側）を体
温検出部により測定することで、より微妙な体温変化ひいてはそれによる細かい感情の動
き等も検出することが可能となる。
【０２１２】
　図３６は、皮膚抵抗変化波形解析処理のフローチャートの一例を示すものであり、サン
プリングルーチンでは、一定時間間隔で定められたサンプリングタイミングが到来する毎
に、皮膚抵抗センサ５４５により検出される皮膚抵抗値をサンプリングし、波形記録する
。そして、波形解析ルーチンでは、ＳＳ１０３にて直近の一定期間にサンプリングされた
皮膚抵抗値を波形として取得し、ＳＳ１０４で該波形に周知の高速フーリエ変換処理を行
なって周波数スペクトラムを求め、ＳＳ１０５で、そのスペクトラムの中心周波数（ある
いはピーク周波数）ｆを演算する。また、ＳＳ１０６では、図５３に示すように、波形を
一定数の区間σ１，σ２‥に分割し、ＳＳ１０７で区間別の皮膚抵抗平均値を演算する。
そして、区間毎に、平均皮膚抵抗値を波形中心線として、積分振幅Ａ１，Ａ２‥を演算す
る。そして、ＳＳ１０９では、各区間の積分振幅Ａを時間ｔに対してプロットし、最小二
乗回帰して勾配αを求める。
【０２１３】
　ＳＳ１１０では、周波数ｆが上限閾値ｆu0より大きくなっているかどうかを調べ、大き
くなっていれば監視中の皮膚抵抗変化が「急」であると判定する。また、ＳＳ１１２では
、周波数ｆが下限閾値ｆL0（＞ｆu0）より小さくなっているかどうかを調べ、小さくなっ
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ていれば監視中の皮膚抵抗変化が「緩」であると判定する。また、ｆu0≧ｆ≧ｆL0ならば
ＳＳ１１４に進み、監視中の皮膚抵抗変化は「標準」であると判定する。次に、ＳＳ１１
５に進み、勾配αの絶対値を閾値α０と比較する。｜α｜≦α０であれば、監視中の平均
皮膚抵抗レベルは「一定」状態にあると判定する。また、｜α｜＞α０の場合、αの符号
が正であれば監視中の平均皮膚抵抗レベルは「増」状態にあると判定し、負であれば「減
」状態にあると判定する。
【０２１４】
　図３１に示すように、皮膚抵抗検出値の変化が急で変化の方向が「増」である場合は、
精神状態が「集中力散漫」と推定できる。体調不良に関しては、軽度のものは皮膚抵抗の
時間的変化にそれ程反映されないが、体調不良が進行すると、皮膚抵抗値の変化が緩やか
に増加に転ずるので、「重度体調不良」の推定には有効である。また、皮膚抵抗値は急激
に減少する場合は、「興奮（怒り）状態」であることを、かなり高精度に推定することが
できる。
【０２１５】
　次に、図３７は、姿勢信号波形解析処理のフローチャートの一例を示すものであり、サ
ンプリングルーチンでは、一定時間間隔で定められたサンプリングタイミングが到来する
毎に、図９を用いて説明した姿勢信号値（Ｖout）をサンプリングし、波形記録するＳＳ
２０１，ＳＳ２０２）。そして、波形解析ルーチンでは、ＳＳ２０３にて直近の一定期間
にサンプリングされた姿勢信号値を波形として取得し、ＳＳ２０４で該波形に周知の高速
フーリエ変換処理を行なって周波数スペクトラムを求め、ＳＳ２０５で、そのスペクトラ
ムの中心周波数（あるいはピーク周波数）ｆを演算する。また、ＳＳ２０６では、図３０
に示すように、波形を一定数の区間σ１，σ２‥に分割し、ＳＳ２０７で区間別の姿勢信
号平均値を演算する。そして、区間毎に、平均姿勢信号値を波形中心線として、積分振幅
Ａ１，Ａ２‥を演算する。そして、ＳＳ２０９では、各区間の積分振幅Ａを平均し、波形
振幅の代表値として決定する。また、ＳＳ２１０では、積分振幅Ａの分散Σ２を演算する
。
【０２１６】
　ＳＳ２１１では、周波数ｆが上限閾値ｆu0より大きくなっているかどうかを調べ、大き
くなっていれば監視中の姿勢変化速度が「増」であると判定する。また、ＳＳ２１３では
、周波数ｆが下限閾値ｆL0（＞ｆu0）より小さくなっているかどうかを調べ、小さくなっ
ていれば監視中の姿勢変化速度が「減」であると判定する。また、ｆu0≧ｆ≧ｆL0ならば
ＳＳ２１５に進み、監視中の姿勢変化速度が「正常」であると判定する。次に、ＳＳ２１
６に進み、積分振幅Ａの平均値Ａｎの値を予め定められた閾値と比較して、姿勢移動量を
「変化小」、「微増」および「急増」のいずれかに判定する（平均値Ａｎが大きいほど、
姿勢移動量は増加傾向にある）。また、ＳＳ２１７では、Ａの分散Σ２の値が閾値以上に
なっている場合は、姿勢移動が増減傾向にあると判定する。
【０２１７】
　姿勢の変化は、基本被特定状態（「体調不良」、「集中力散漫」及び「興奮状態」）の
相違に応じて顕著に異なる傾向を示すので、それらを相互識別する上で特に有効なパラメ
ータである。正常であれば、運転中のユーザーは適度に姿勢を保ちながら運転に必要な緊
張感を持続される。他方、体調不良が生ずると、辛さを和らげようとして時折姿勢を変え
る仕草が目立つようになり、姿勢移動量は微増傾向となる。しかし、体調不良がさらに進
行すると（あるいは、極度の眠気に襲われた場合）、姿勢が不安定になってぐらつくよう
になり、姿勢移動は増減傾向となる。このときの姿勢移動は、体のコントロールが利かな
い不安定なものなので、姿勢移動の速度は大幅に減少する。また、集中力が散漫になって
いる場合も、姿勢移動はだらしなく増減するが、体のコントロールは利く状態であるから
、姿勢移動速度はそれほど減少しない点に違いがある。他方、興奮状態にある場合は、落
ち着きがなくなったり、いらいらしたりして姿勢移動は急増し、移動速度も大きくなる。
【０２１８】
　図３８は、視線角度波形解析処理のフローチャートの一例を示すものであり、サンプリ
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ングルーチンでは、一定時間間隔で定められたサンプリングタイミングが到来する毎に、
ＳＳ２５２で顔画像を撮影し、その画像中にて瞳孔位置と、顔中心位置とを特定し、ＳＳ
２５３で、該顔中心位置に対する瞳孔の正面方向からのぶれを演算して、視線角度θを求
めることができる。そして、波形解析ルーチンでは、ＳＳ２５４にて直近の一定期間にサ
ンプリングされた視線角度値を波形として取得し、ＳＳ２５５で該波形に周知の高速フー
リエ変換処理を行なって周波数スペクトラムを求め、ＳＳ２５６で、そのスペクトラムの
中心周波数（あるいはピーク周波数）ｆを演算する。また、ＳＳ２５７では、図３０に示
すように、波形を一定数の区間σ１，σ２‥に分割し、ＳＳ２５８で区間別の視線角度平
均値を演算する。そして、ＳＳ２５９では、区間毎に、平均視線角度値を波形中心線とし
て、積分振幅Ａ１，Ａ２‥を演算する。そして、ＳＳ２６０では、各区間の積分振幅Ａを
平均し、波形振幅の代表値Ａｎとして決定する。また、ＳＳ２６１では、積分振幅Ａの分
散Σ２を演算する。
【０２１９】
　ＳＳ２６２では、周波数ｆが上限閾値ｆu0より大きくなっているかどうかを調べ、大き
くなっていれば監視中の視線角度θの変化速度が「増」であると判定する。また、ＳＳ２
６４では、周波数ｆが下限閾値ｆL0（＞ｆu0）より小さくなっているかどうかを調べ、小
さくなっていれば監視中の視線角度θの変化速度が「減」であると判定する。また、ｆu0
≧ｆ≧ｆL0ならばＳＳ２６６に進み、監視中の視線角度θの変化速度が「正常」であると
判定する。次に、ＳＳ２６７に進み、積分振幅Ａの平均値Ａｎの値を予め定められた閾値
と比較して、視線角度θの変化量を「変化小」、「微増」および「急増」のいずれかに判
定する（平均値Ａｎが大きいほど、視線角度θの変化量は増加傾向にある）。また、ＳＳ
２６８では、Ａの分散Σ２の値が閾値以上になっている場合は、視線角度θの変化が増減
傾向にある状態、つまり「変調」状態（いわゆる、目がきょろきょろした状態）にあると
判定する。
【０２２０】
　まず、視線角度θは、集中力が散漫になった場合に移動量が急増し、また、きょろきょ
ろと変調を来たすようになるので、該集中力散漫と推定する上での有力な決め手となる。
また、体調不良が生ずると、その不良の程度に応じて視線移動量が減少するので、体調不
良の推定にも有効である。また、興奮状態でも視線移動量は減少するが、体調不良時は、
視界に変化が起きた場合に視線がついてゆきにくくなり、移動速度も減少するのに対し、
興奮状態では、視界の変化等に鋭敏に反応してこれを睨みつけるなど、時折生ずる視線移
動の速度は非常に大きいので、互いに識別することができる。
【０２２１】
　図３９は、瞳孔径変化解析処理のフローチャートの一例を示すものであり、サンプリン
グルーチンでは、一定時間間隔で定められたサンプリングタイミングが到来する毎に、Ｓ
Ｓ３０２でアイリスカメラ５２７（図１）によりユーザーのアイリスを撮影し、ＳＳ３０
３では、その画像上にて瞳孔径ｄを決定する。そして、解析ルーチンでは、ＳＳ３０４に
て直近の一定期間にサンプリングされた瞳孔径ｄを波形として取得する。また、ＳＳ３０
５では、図３０に示すように、波形を一定数の区間σ１，σ２‥に分割し、ＳＳ３０６で
区間別の瞳孔径平均値ｄｎを演算する。そして、ＳＳ３０７では、区間毎に、平均瞳孔径
値を波形中心線として、積分振幅Ａ１，Ａ２‥を演算し、ＳＳ３０８では、各区間につい
て計算された積分振幅の平均値Ａｎを演算する。また、ＳＳ３０９では、積分振幅Ａの分
散Σ２を演算する。
【０２２２】
　ＳＳ３１０では瞳孔径平均値ｄｎが閾値ｄ０より大きくなっているかどうかを調べ、大
きくなっていればＳＳ３１１に進み、「瞳孔開」と判定する。また、大きくなっていなけ
ればＳＳ３１２に進み、瞳孔径変化波形の積分振幅Ａの分散Σ２が閾値Σ２0よりも大き
いかどうかを調べ、大きければ「瞳孔径変動」と判定する。また、大きくなければ「正常
」と判定する。
【０２２３】
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　図３１に示すように、瞳孔径ｄは、ユーザーの精神状態に応じて顕著に変化し、特に、
特有の瞳孔開状態があるか否かに基づいて、ユーザーが興奮状態にあるか否かを高精度に
推定することができる。また、瞳孔径が変動する場合は、集中力散漫であると推定するこ
とができる。
【０２２４】
　また、本発明においては、運転者のステアリング操作状態も、その運転者の精神ないし
体調状態を推定するための生体状態パラメータとして使用する。ただし、ステアリングの
サンプリング及び評価は直線走行時に限るようにし、右左折時やレーン変更時など、操舵
角度が必然的に大きくなることが予め予測される期間は、ステアリング操作の監視・評価
は行なわないことが望ましい（正常なのに、ステアリングが不安定と判定されてしまう惧
れがある）。例えば、ウィンカー点灯操作があった場合は、そのウィンカー点灯期間と、
操舵操作が予想される前後の一定期間（例えば、点灯前の約５秒、点灯後の約１０秒）に
ついては、評価の対象外とするとよい。
【０２２５】
　図４０は、操舵角度波形解析処理のフローチャートの一例を示すものであり、サンプリ
ングルーチンでは、一定時間間隔で定められたサンプリングタイミングが到来する毎に、
ＳＳ３５２で、操舵角センサ５４７の出力により現在の操舵角度φを読み取る（例えば、
直進中立状態でφ＝０°とし、左右いずれかへの触れ角として定義する（例えば右方向の
角度を正、左方向の角度を負とする））。そして、操舵精度解析ルーチンでは、ＳＳ３５
３にて直近の一定期間にサンプリングされた操舵角度値を波形として取得し、ＳＳ３５４
で該波形に周知の高速フーリエ変換処理を行なって周波数スペクトラムを求め、ＳＳ３５
５で、そのスペクトラムの中心周波数（あるいはピーク周波数）ｆを演算する。また、Ｓ
Ｓ３５６では、図３０に示すように、波形を一定数の区間σ１，σ２‥に分割し、ＳＳ３
５７で区間別の操舵角度平均値を演算する。そして、ＳＳ３５８では、区間毎に、平均操
舵角度値を波形中心線として、積分振幅Ａ１，Ａ２‥を演算する。そして、ＳＳ３５９で
は、積分振幅Ａの分散Σ２を演算する。
【０２２６】
　ＳＳ３６０では、周波数ｆが上限閾値ｆu0より大きくなっているかどうかを調べ、大き
くなっていればＳＳ３６１に進み、監視中の操舵角度φの変化速度が「増」であると判定
する。また、ＳＳ３６２では、周波数ｆが下限閾値ｆL0（＞ｆu0）より小さくなっている
かどうかを調べ、小さくなっていれば監視中の操舵角度φの変化速度が「減」であると判
定する。また、ｆu0≧ｆ≧ｆL0ならばＳＳ３６４に進み、監視中の操舵角度φの変化速度
が「正常」であると判定する。次に、ＳＳ３６５に進み、操舵角度φの変化波形の積分振
幅Ａの分散Σ２が閾値Σ２0よりも大きいかどうかを調べ、大きければ操舵誤差が「増」
と判定する（ＳＳ３６６）。また、大きくなければ「正常」と判定する（ＳＳ３６７）。
【０２２７】
　また、操舵誤差に関しては、上記のような操舵角度による検出だけでなく、図１の走行
モニタカメラ５４６によるモニタリング画像から検出することもできる。走行モニタカメ
ラ５４６は、例えば自動車の正面中央（例えば、フロントグリルの中央など）に取り付け
ることができ、図４１に示すように、走行方向前方の視界を撮影するものである。自動車
に対するカメラの取付位置が定まれば、撮影視野上での走行方向における車幅中心位置（
自動車側基準位置）も定まり、例えば路肩線、中央線あるいはレーン分離線を画像上で識
別することにより、自身が走行中のレーン中心位置を画像上で特定することができる。そ
して、上記の車幅中心位置のレーン中心位置からのずれを求めれば、自分の運転する自動
車がレーンの中央をキープできているかどうかをモニタリングすることができる。図４２
は、その処理の流れの一例を示すフローチャートであり、ＳＳ４０１では走行モニター画
像のフレームを取得し、ＳＳ４０２では、上記のごとく路肩線、中央線あるいはレーン分
離線を示す白線（あるいは追い越し禁止の橙線）のレーン側エッジ線を周知の画像処理に
より抽出し、それぞれレーン幅位置として特定する。そして、ＳＳ４０３では、そのエッ
ジ線間距離を二分する位置をレーン中心位置として演算する。他方、ＳＳ４０４では、上
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記画像フレーム上に、車幅中心位置をプロットし、上記のレーン中心位置からの道路幅員
方向におけるずれ量ηを演算する。この処理を、予め定められた時間間隔で取り込まれる
画像フレームに対して繰り返し、ずれ量ηの時間変化波形として記録する（ＳＳ４０５→
ＳＳ４０１）。
【０２２８】
　この場合の操舵精度の解析処理は、例えば図４３に示すような流れにより行なうことが
できる。すなわち、ＳＳ４５１では、直近一定期間の波形の中心線に対する積分振幅Ａを
演算し、また、ＳＳ４５３では、レーン中心位置からのずれ量η自身の平均値ηｎを演算
する。ＳＳ４５４では、積分振幅Ａを予め定められている閾値Ａ０と比較し、この閾値を
超えていればＳＳ４５５に進んで操舵誤差「増」と判定する。Ａが大きいということは、
ずれ量ηが時間に対して大きく揺らいでいることを意味し、一種のふらつき走行の傾向を
示すものである。一方、レーン中央をキープできず、端に寄っていく傾向が続く場合は、
ＳＳ４５４で積分振幅Ａが閾値Ａ０より小さくなっていても、ずれ量η自体は大きくなり
、異常と判定するべきである。従って、この場合はＳＳ４５６に進み、ずれ量平均値ηｎ
が閾値ηｎ０を超えていればＳＳ４５５に進み、操舵誤差「増」と判定する。他方、ずれ
量平均値ηｎが閾値ηｎ０より小さければＳＳ４５７へ進み、「正常」と判定する。
【０２２９】
　また、操舵速度（操舵に対する反応）については、波形に周知の高速フーリエ変換処理
を行なって周波数スペクトラムを求め、そのスペクトラムの中心周波数（あるいはピーク
周波数）ｆを演算して、そのｆから傾向を判定することが可能である。この場合、周波数
ｆが上限閾値ｆu0より大きくなっているかどうかを調べ、大きくなっていれば、操舵速度
が「増」であると判定する。また、ＳＳ３６２では、周波数ｆが下限閾値ｆL0（＞ｆu0）
より小さくなっているかどうかを調べ、小さくなっていれば操舵速度が「減」であると判
定する。また、ｆu0≧ｆ≧ｆL0ならば、操舵速度が「正常」であると判定する。
【０２３０】
　図３０に示すように、操舵誤差の増大を検知することで、運転者が集中力散漫状態や興
奮状態にあることを推定できる。他方、重度の体調不良（居眠り状態を含む）が発生した
場合も、正常な操舵が妨げられるので、誤差の増大傾向からこれを推定することができる
。他方、体調不良や集中力の散漫化は操舵への反応が遅れがちになり、操舵速度の減少か
らこれを推定することができる。また、興奮状態では、いらいらして急ハンドルを切りが
ちになるので、操舵速度の増加からこれを推定することができる。
【０２３１】
　運転／滞在シーンにおいても、図３２の流れに従って被特定状態を特定する処理が行な
われる。この場合、参照される生体状態パラメータの数も多くなるので、照合カウンター
の得点を「一致度」とみなして、最も得点の高いもの、つまり一致度の最も高いものを、
被特定状態として確定させる方法がより有効である。前述のごとく、照合カウンターへの
加算は、被照合情報と判定結果とが完全一致せずとも、定められた範囲内で近接した結果
が得られた場合は、完全一致の場合よりも低い得点に制限しつつ、これを照合カウンター
へ加算するように実施できる。
【０２３２】
　図４４は、血圧波形解析処理のフローチャートの一例を示すものであり、サンプリング
ルーチンでは、一定時間間隔で定められたサンプリングタイミングが到来する毎に、血圧
センサ５２４により検出される血圧をサンプリングし、波形記録する。そして、波形解析
ルーチンでは、ＳＳ３にて直近の一定期間にサンプリングされた血圧を波形として取得し
、ＳＳ４で該波形に周知の高速フーリエ変換処理を行なって周波数スペクトラムを求め、
ＳＳ５で、そのスペクトラムの中心周波数（あるいはピーク周波数）ｆを演算する。また
、ＳＳ６では、図５３に示すように、波形を一定数の区間σ１，σ２‥に分割し、ＳＳ７
で区間別の血圧平均値を演算する。そして、区間毎に、平均血圧を波形中心線として、積
分振幅Ａ１，Ａ２‥を演算する。
【０２３３】
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　ＳＳ１０では、周波数ｆが上限閾値ｆu0より大きくなっているかどうかを調べ、大きく
なっていれば監視中の血圧変化が「急」であると判定する。また、ＳＳ１２では、周波数
ｆが下限閾値ｆL0（＞ｆu0）より小さくなっているかどうかを調べ、小さくなっていれば
監視中の血圧変化が「緩」であると判定する。また、ｆu0≧ｆ≧ｆL0ならばＳＳ１４に進
み、監視中の血圧変化は「標準」であると判定する。次に、ＳＳ１５に進み、振幅Ａを閾
値Ａ０と比較する。Ａ≦Ａ０であれば、監視中の平均血圧レベルは「維持」状態にあると
判定する。また、監視中の平均血圧レベルは「変動」状態にあると判定する。
【０２３４】
　図３１に示すように、血圧検出値の変化が急で変化の方向が「変動」である場合は、精
神状態が「集中力散漫」と推定できる。体調不良に関しては、血圧の変動が緩やかとなる
。また、血圧は急激に変動する場合は、「興奮（怒り）状態」であることを推定すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【０２３５】
【図１】本発明の自動車用ユーザーもてなしシステムの、電気的構成の一例を示すブロッ
ク図。
【図２】車内照明の電気的構成の一例を示すブロック図。
【図３】照明装置の点灯制御データの構成例を示す概念図。
【図４】発光ダイオードを用いた照明装置の一例を示す回路図。
【図５】ＲＧＢフルカラー照明の、各照明光の混合比と発光色の関係を示す図。
【図６】カーオーディオシステムの電気的構成の一例を示すブロック図。
【図７】ノイズキャンセラの構成例を示す概念ブロック図。
【図８】同じくハードウェア構成の一例を示すブロック図。
【図９】姿勢信号波形の生成ハードウェアの一例を示す回路図。
【図１０】種々の被特定状態のイメージ図。
【図１１】音楽ソースデータベースの内容を示す概念図。
【図１２】シーンフラグの内容を示す模式図。
【図１３】目的推定マトリックスの第一例を示す図。
【図１４】機能抽出マトリックスの第一例を示す図。
【図１５】目的推定マトリックスの第二例を示す図。
【図１６】機能抽出マトリックスの第二例を示す図。
【図１７】目的推定マトリックスの第三例を示す図。
【図１８】機能抽出マトリックスの第三例を示す図。
【図１９】目的推定マトリックスの第四例を示す図。
【図２０】機能抽出マトリックスの第四例を示す図。
【図２１】もてなし処理の全体流れを示すフローチャート。
【図２２】シーン決定処理の流れを示すフローチャート。
【図２３】ユーザー登録情報の内容を示す概念図。
【図２４】選曲実績記憶部の内容を示す概念図。
【図２５】選曲実績の統計情報の内容を示す概念図。
【図２６】選曲用乱数テーブルの一例を示す図。
【図２７】もてなしソース決定処理の一例を示すフローチャート。
【図２８】表情変化解析アルゴリズムの一例を示すフローチャート。
【図２９】体温波形取得とその解析アルゴリズムの一例を示すフローチャート。
【図３０】波形解析手法をいくつか例示して示す模式図。
【図３１】判定テーブルの一例を示す図。
【図３２】状態特定処理の一例を示すフローチャート。
【図３３】接近シーンでのもてなし動作の一例を示す模式図。
【図３４】ストレス反映操作統計記憶部の内容を示す概念図。
【図３５】性格分析処理の流れを示すフローチャート。
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【図３６】皮膚抵抗波形取得とその解析アルゴリズムの一例を示すフローチャート。
【図３７】姿勢信号波形取得とその解析アルゴリズムの一例を示すフローチャート。
【図３８】視線角度波形取得とその解析アルゴリズムの一例を示すフローチャート。
【図３９】瞳孔径波形取得とその解析アルゴリズムの一例を示すフローチャート。
【図４０】操舵角度波形取得とその解析アルゴリズムの一例を示すフローチャート。
【図４１】走行モニター画像のイメージ図。
【図４２】走行モニタデータ取得処理の一例を示すフローチャート。
【図４３】走行モニタデータを用いた操舵精度解析処理の一例を示すフローチャート。
【図４４】血圧変化波形取得とその解析アルゴリズムの一例を示すフローチャート。
【符号の説明】
【０２３６】
　２　もてなし意思決定部
　３　もてなし実行制御部
　１００　自動車用ユーザーもてなしシステム
　３１１　スピーカ（音声出力部）
　５０２～５１７，５３４　もてなし動作部
　５１５　カーオーディオシステム
　５１１　車内照明（照明装置）
　５２１　顔カメラ（ユーザー生体特性情報取得手段）
　５２３　感圧センサ（ユーザー生体特性情報取得手段）
　５１９　赤外線センサ（ユーザー生体特性情報取得手段）
　５２５　体温センサ（ユーザー生体特性情報取得手段）
　５２４　脈拍センサ（ユーザー生体特性情報取得手段）

【図１】 【図２】

【図３】
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【図３６】 【図３７】
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