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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末のユーザを識別する識別情報に関連付けられた個人情報を管理する管理装置と、前
記管理装置と通信可能な前記端末とを備える管理システムであって、
　前記管理装置は、
　前記識別情報と前記個人情報とを関連付けて記憶し、他のユーザに対して、前記端末の
ユーザに関連付けられている複数のユーザの個人情報のそれぞれを個別に公開するか否か
を示す公開設定情報を記憶する記憶部と、
　前記端末から、前記端末を使用する第１ユーザに対応する前記識別情報である第１識別
情報と、前記第１ユーザと異なる第２ユーザの名刺に付された前記識別情報である第２識
別情報とを含み、前記個人情報の取得を要求する第１取得リクエストを受信すると、前記
記憶部に、前記第１識別情報に関連付けて前記第２識別情報を記憶させる記憶制御部と、
　前記端末から、前記第１取得リクエストを受信すると、前記第１取得リクエストに含ま
れる前記第２識別情報に関連付けて前記記憶部に記憶された前記個人情報を前記端末に送
信し、キーワードを含み、ユーザ間の繋がりを示す人脈情報の取得を要求する第２取得リ
クエストを受信すると、前記公開設定情報に基づいて前記記憶部が記憶しているユーザの
うち、前記第２取得リクエストに含まれる前記キーワードに対応するとともに、公開が許
可されている第３ユーザを特定し、前記第１ユーザから、特定した第３ユーザまでのユー
ザ間の繋がりを示す人脈情報を前記端末に送信する個人情報送信部とを有し、
　前記端末は、
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　前記端末を使用する第１ユーザに対応する前記識別情報である第１識別情報を取得する
取得部と、
　名刺に付された前記第２識別情報と、前記取得部が取得した前記第１識別情報とを含む
前記第１取得リクエストを前記管理装置に送信して前記管理装置から前記個人情報を受信
し、前記第２取得リクエストを前記管理装置に送信して前記管理装置から前記人脈情報を
受信する通信部と、
　受信した前記個人情報を表示部に表示させ、受信した前記人脈情報を前記表示部に表示
させる表示制御部とを有する、
　管理システム。
【請求項２】
　前記端末は、複数の前記第２ユーザの名刺のそれぞれに付された前記第２識別情報を読
み取る読取部をさらに有し、
　前記通信部は、前記第１識別情報と複数の前記第２識別情報とを前記管理装置に送信し
、
　前記記憶制御部は、前記個人情報送信部が前記第１識別情報及び複数の前記第２識別情
報を受信すると、前記記憶部に、前記第１識別情報に関連付けて複数の前記第２識別情報
を記憶させる、
　請求項１に記載の管理システム。
【請求項３】
　前記取得部は、前記第２ユーザに関するメモを示すメモ情報を取得し、
　前記通信部は、前記第１識別情報、前記第２ユーザの名刺に付された前記第２識別情報
、及び前記メモ情報を前記管理装置に送信し、
　前記記憶制御部は、前記個人情報送信部が前記第１識別情報、前記第２識別情報、及び
前記メモ情報を受信すると、前記記憶部に、前記第１識別情報に関連付けて前記第２識別
情報及び前記メモ情報を記憶させる、
　請求項１又は２に記載の管理システム。
【請求項４】
　前記個人情報送信部は、前記公開設定情報に基づいて、一以上の前記第３ユーザの個人
情報のうち公開が許可された個人情報を特定し、特定した第３ユーザの個人情報の少なく
とも一部を取得して前記端末に送信する、
　請求項１から３のいずれか１項に記載の管理システム。
【請求項５】
　前記取得部は、近距離無線通信により、前記端末と所定範囲内に位置する他の端末から
前記第２識別情報を取得し、
　前記端末は、前記他の端末の位置を特定する位置特定部をさらに有し、
　前記通信部は、前記他の端末から取得した前記第２識別情報を前記管理装置に送信し、
前記管理装置から、当該第２識別情報に関連する前記個人情報を受信し、
　前記表示制御部は、特定された前記他の端末の位置と、前記他の端末から受信した前記
第２識別情報に関連する前記個人情報とを関連付けて前記表示部に表示させる、
　請求項１から４のいずれか１項に記載の管理システム。
【請求項６】
　前記管理システムは、プリンタに接続された印刷用端末をさらに備え、
　前記印刷用端末は、前記管理装置から前記識別情報を取得し、前記プリンタを制御して
、当該識別情報を示すバーコードを名刺に印刷させる印刷制御部を有する、
　請求項１から５のいずれか１項に記載の管理システム。
【請求項７】
　端末のユーザを識別する識別情報と、当該ユーザの個人情報とを関連付けて記憶し、他
のユーザに対して、前記端末のユーザに関連付けられている複数のユーザの個人情報のそ
れぞれを個別に公開するか否かを示す公開設定情報を記憶する記憶部と、
　前記端末から、前記端末を使用する第１ユーザに対応する前記識別情報である第１識別
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情報と、前記第１ユーザと異なる第２ユーザの名刺に付された前記識別情報である第２識
別情報とを含み、前記個人情報の取得を要求する第１取得リクエストを受信すると、前記
記憶部に、前記第１識別情報に関連付けて前記第２識別情報を記憶させる記憶制御部と、
　端末から、前記第１取得リクエストを受信すると、前記第１取得リクエストに含まれる
前記第２識別情報に関連付けて前記記憶部に記憶された前記個人情報を前記端末に送信し
、キーワードを含み、ユーザ間の繋がりを示す人脈情報の取得を要求する第２取得リクエ
ストを受信すると、前記公開設定情報に基づいて前記記憶部が記憶しているユーザのうち
、前記第２取得リクエストに含まれる前記キーワードに対応するとともに、公開が許可さ
れている第３ユーザを特定し、前記第１ユーザから、特定した第３ユーザまでのユーザ間
の繋がりを示す人脈情報を前記端末に送信する個人情報送信部と、
　を備える管理装置。
【請求項８】
　端末のユーザを識別する識別情報に関連付けられた個人情報を管理する管理方法であっ
て、
　端末を使用する第１ユーザに対応する前記識別情報である第１識別情報と、前記第１ユ
ーザと異なる第２ユーザの名刺に付された前記識別情報である第２識別情報とを含み、前
記個人情報の取得を要求する第１取得リクエストを端末から管理装置に送信するステップ
と、
　前記管理装置において、前記第１取得リクエストを受信すると、記憶部に、前記第１識
別情報に関連付けて前記第２識別情報を記憶させるステップと、
　前記管理装置において、前記第１取得リクエストを受信すると、前記第１取得リクエス
トに含まれる前記第２識別情報に関連付けて前記記憶部に記憶された前記個人情報を前記
端末に送信するステップと、
　前記端末において、前記管理装置から受信した前記個人情報を表示部に表示させるステ
ップと、
　キーワードを含み、ユーザ間の繋がりを示す人脈情報の取得を要求する第２取得リクエ
ストを前記端末から前記管理装置に送信するステップと、
　前記管理装置において、前記第２取得リクエストを受信すると、他のユーザに対して、
前記端末のユーザに関連付けられている複数のユーザの個人情報のそれぞれを個別に公開
するか否かを示す公開設定情報に基づいて、前記記憶部が記憶しているユーザのうち、前
記第２取得リクエストに含まれる前記キーワードに対応するとともに、公開が許可されて
いる第３ユーザを特定するステップと、
　前記第１ユーザから、特定された前記第３ユーザまでのユーザ間の繋がりを示す人脈情
報を前記端末に送信するステップと、
　前記端末において、前記管理装置から受信した前記人脈情報を前記表示部に表示させる
ステップと、
　を備える管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、管理システム、管理装置及び管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、サーバに対して名刺に記載されている情報を登録することによって、サーバ上で
名刺を管理することが行われている。例えば、特許文献１には、名刺から画像イメージを
読み取り、ＯＣＲ（Optical Character Recognition）を用いて当該画像イメージから文
字情報を抽出して名刺情報記憶装置に蓄積する名刺管理装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２０１２－２５２４４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、従来の名刺管理装置では、名刺に記載されている文字情報から、名刺の提供
者の会社における所属や肩書きを把握することができるものの、当該提供者がどのような
ことに興味を有しているのか等、名刺に記載されていない情報については、名刺の受領者
が知ることができないという問題があった。例えば、名刺の提供者と、名刺の受領者とが
同一の趣味を有している場合には、趣味について話すことで、初対面であっても打ち解け
やすい。しかしながら、従来の名刺管理装置では、名刺の受領者は、名刺の提供者に関す
る、名刺に記載されていない情報を知ることができず、話題のきっかけを作りにくいとい
う問題があった。
【０００５】
　そこで、本発明はこれらの点に鑑みてなされたものであり、名刺の受領者に、名刺の提
供者に関する、名刺に記載されていない情報を提供することができる管理システム、管理
装置及び管理方法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】
【０００６】
　本発明の第１の態様に係る管理システムは、端末のユーザを識別する識別情報に関連付
けられた個人情報を管理する管理装置と、前記管理装置と通信可能な前記端末とを備える
管理システムであって、前記管理装置は、前記識別情報と前記個人情報とを関連付けて記
憶する記憶部と、前記端末から、前記識別情報を含み、前記個人情報の取得を要求する取
得リクエストを受信すると、当該識別情報に関連付けて前記記憶部に記憶された前記個人
情報を前記端末に送信する個人情報送信部とを有し、前記端末は、名刺に付された前記識
別情報を含む前記取得リクエストを前記管理装置に送信し、前記管理装置から、前記個人
情報を受信する通信部と、受信した前記個人情報を表示部に表示させる表示制御部とを有
する。
【０００７】
　前記端末は、前記端末を使用する第１ユーザに対応する前記識別情報である第１識別情
報を取得する取得部をさらに有し、前記通信部は、前記第１ユーザと異なる第２ユーザの
名刺に付された前記識別情報である第２識別情報と前記第１識別情報とを前記管理装置に
送信し、前記管理装置は、前記個人情報送信部が前記第１識別情報及び前記第２識別情報
を受信すると、前記記憶部に、前記第１識別情報に関連付けて前記第２識別情報を記憶さ
せる記憶制御部をさらに有してもよい。
【０００８】
　前記端末は、複数の前記第２ユーザの名刺のそれぞれに付された前記第２識別情報を読
み取る読取部をさらに有し、前記通信部は、前記第１識別情報と複数の前記第２識別情報
とを前記管理装置に送信し、前記記憶制御部は、前記個人情報送信部が前記第１識別情報
及び複数の前記第２識別情報を受信すると、前記記憶部に、前記第１識別情報に関連付け
て複数の前記第２識別情報を記憶させてもよい。
【０００９】
　前記取得部は、前記第２ユーザに関するメモを示すメモ情報を取得し、前記通信部は、
前記第１識別情報、前記第２ユーザの名刺に付された前記第２識別情報、及び前記メモ情
報を前記管理装置に送信し、前記記憶制御部は、前記個人情報送信部が前記第１識別情報
、前記第２識別情報、及び前記メモ情報を受信すると、前記記憶部に、前記第１識別情報
に関連付けて前記第２識別情報及び前記メモ情報を記憶させてもよい。
【００１０】
　前記個人情報送信部は、前記取得リクエストを受信したことに応じて、前記記憶部が記
憶しているユーザのうち、前記取得リクエストに含まれる個人情報に対応する第３ユーザ
を特定し、前記端末を使用する前記第１ユーザから、特定した第３ユーザまでのユーザ間
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の繋がりを示す人脈情報を前記端末に送信してもよい。
【００１１】
　前記個人情報送信部は、前記一以上の第３ユーザの個人情報のうち公開が許可された個
人情報を特定し、特定した第３ユーザの個人情報の少なくとも一部を取得して前記端末に
送信してもよい。
【００１２】
　前記通信部は、前記個人情報を検索するためのキーワードを含む前記取得リクエストを
送信し、前記個人情報送信部は、前記取得リクエストを受信したことに応じて、前記記憶
部に記憶されている、前記第２ユーザ又は前記第３ユーザに対応する個人情報のうち、前
記キーワードに対応する個人情報を取得して前記端末に送信してもよい。
【００１３】
　前記取得部は、近距離無線通信により、前記端末と所定範囲内に位置する他の端末から
前記第２識別情報を取得し、前記端末は、前記他の端末の位置を特定する位置特定部をさ
らに有し、前記通信部は、前記他の端末から取得した前記第２識別情報を前記管理装置に
送信し、前記管理装置から、当該第２識別情報に関連する前記個人情報を受信し、前記表
示制御部は、特定された前記他の端末の位置と、前記他の端末から受信した前記第２識別
情報に関連する前記個人情報とを関連付けて前記表示部に表示させてもよい。
【００１４】
　前記管理システムは、プリンタに接続された印刷用端末をさらに備え、前記印刷用端末
は、前記管理装置から前記識別情報を取得し、前記プリンタを制御して、当該識別情報を
示すバーコードを名刺に印刷させる印刷制御部を有してもよい。
【００１５】
　本発明の第２の態様に係る管理装置は、端末のユーザを識別する識別情報と、当該ユー
ザの個人情報とを関連付けて記憶する記憶部と、端末から、名刺に付された前記識別情報
を含み、前記個人情報の取得を要求する取得リクエストを受信すると、当該識別情報に関
連付けて前記記憶部に記憶された前記個人情報を前記端末に送信する個人情報送信部と、
を備える。
【００１６】
　本発明の第３の態様に係る管理方法は、端末のユーザを識別する識別情報に関連付けら
れた個人情報を管理する管理方法であって、名刺に付された前記識別情報を含み、前記個
人情報の取得を要求する取得リクエストを端末から管理装置に送信するステップと、前記
管理装置において、前記取得リクエストを受信すると、当該識別情報に関連付けて記憶部
に記憶された前記個人情報を前記端末に送信するステップと、前記端末において、前記管
理装置から受信した前記個人情報を表示部に表示させるステップと、を備える。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、名刺の受領者が、名刺の提供者に関する、名刺に記載されていない情
報を提供することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】第１の実施形態に係る管理システムの概要を示す図である。
【図２】第１の実施形態に係る管理装置の構成を示す図である。
【図３】第１の実施形態に係る端末の構成を示す図である。
【図４】個人情報記憶部に記憶されている情報の一例を示す図である。
【図５】変更履歴情報記憶部に記憶されている情報の一例を示す図である。
【図６】個人情報の登録に係る処理の流れを示すシーケンス図である。
【図７】名刺受領時の処理の流れを示すシーケンス図である。
【図８】受領記憶部に記憶されている情報の一例を示す図である。
【図９】名刺の交換相手との再会時における個人情報の表示に係るシーケンスを示す図で
ある。
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【図１０】人脈照会に係る処理の流れを示すシーケンス図である。
【図１１】第３ユーザを特定する例を示す図である。
【図１２】公開制御情報記憶部に記憶されている情報の一例を示す図である。
【図１３】第２の実施形態に係る端末の構成を示す図である。
【図１４】他の端末の位置に、個人情報が関連付けて表示された例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
＜第１の実施形態＞
［管理システムＳの概要］
　図１は、第１の実施形態に係る管理システムＳの概要を示す図である。管理システムＳ
は、管理装置１と、複数の端末２（図１では、端末２Ａ、端末２Ｂを示す。）とを備え、
複数の端末２のそれぞれのユーザの名刺に記載された氏名や会社名等の情報や、名刺に記
載されていないユーザの趣味等の情報を含む個人情報を管理するシステムである。
【００２０】
　管理装置１は、端末２のユーザを識別する識別情報に関連付けられた個人情報や、名刺
の受け渡しに関する複数のユーザの関係を示す情報を管理するサーバである。端末２は、
例えば、スマートフォン等の携帯端末である。なお、端末２は、パーソナルコンピュータ
であってもよい。
【００２１】
　管理装置１は、ユーザを識別する識別情報と、当該ユーザの個人情報とを関連付けて記
憶しており、端末２から、識別情報を受信したことに応じて、当該識別情報に関連付けて
記憶されている個人情報を当該端末２に送信する。
【００２２】
　具体的には、図１に示す例において、端末２Ａを使用する第１ユーザＡは、端末２Ｂを
使用する第２ユーザＢから、第２ユーザＢに対応する識別情報ｉＢを示す２次元バーコー
ドＢＣ－Ｂが付されている名刺ＭＢを受領する。第１ユーザＡは、端末２Ａを操作して２
次元バーコードＢＣ－Ｂから識別情報ｉＢを読み取り（図１の（１））、当該識別情報ｉ
Ｂを管理装置１に送信する（図１の（２））。
【００２３】
　同様に、端末２Ｂの第２ユーザＢは、第１ユーザＡから、第１ユーザＡに対応する識別
情報ｉＡを示す２次元バーコードＢＣ－Ａが付されている名刺ＭＡを受領すると、端末２
Ｂを操作して識別情報ｉＡを読み取り（図１の（５））、当該識別情報ｉＡを管理装置１
に送信する（図１の（６））。
【００２４】
　管理装置１は、端末２Ａから識別情報ｉＢを受信したことに応じて、第２ユーザＢに対
応する個人情報ＰＢを端末２Ａに送信する（図１の（３））。また、管理装置１は、端末
２Ｂから識別情報ｉＡを受信したことに応じて、第１ユーザＡに対応する個人情報ＰＡを
端末２Ｂに送信する（図１の（７））。
【００２５】
　端末２Ａは、管理装置１から個人情報ＰＢを受信したことに応じて、当該個人情報ＰＢ
を表示する（図１の（４））。端末２Ｂは、管理装置１から個人情報ＰＡを受信したこと
に応じて、当該個人情報ＰＡを表示する（図１の（８））。
【００２６】
　このように、管理システムＳでは、管理装置１が、ユーザの名刺に記載された氏名や会
社名等の情報を含む個人情報を管理するので、名刺の受領者である端末２のユーザは、名
刺に付されている二次元バーコード（例えば、ＱＲコード（登録商標））を読み取って識
別情報を管理装置１に送信することで、名刺に関連付けられた個人情報を取得することが
できる。したがって、端末２のユーザは、受領した名刺に記載された氏名や会社名等の個
人情報だけでなく、名刺の提供者の趣味等の名刺に記載されていない個人情報を把握でき
るので、名刺の提供者がどのような人物であるのかを把握し、名刺の提供者と打ち解けや
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すい話題について話すことにより、交流を促進することができる。
　以下、管理装置１及び端末２が備える機能について詳細に説明する。
【００２７】
［管理装置１の構成］
　図２は、第１の実施形態に係る管理装置１の構成を示す図である。管理装置１は、記憶
部１１と、制御部１２とを備える。
【００２８】
　記憶部１１は、例えば、ハードディスク、ＲＯＭ及びＲＡＭ等により構成される。記憶
部１１は、管理装置１を機能させるための各種プログラムを記憶する。例えば、記憶部１
１は、管理装置１の制御部１２を、後述する登録部１２１、個人情報送信部１２２、及び
記憶制御部１２３として機能させるための管理プログラムを記憶する。記憶部１１は、外
部メモリ等の記憶媒体に記憶されたプログラムを読み取って記憶してもよく、通信ネット
ワークを介して外部機器からダウンロードされたプログラムを記憶してもよい。また、記
憶部１１は、個人情報記憶部１１１と、変更履歴情報記憶部１１２と、受領情報記憶部１
１３と、公開制御情報記憶部１１４とを備える。これらの詳細については後述する。
【００２９】
　制御部１２は、例えば、ＣＰＵにより構成される。制御部１２は、記憶部１１に記憶さ
れている各種プログラムを実行することにより、管理装置１に係る機能を制御する。制御
部１２は、登録部１２１と、個人情報送信部１２２と、記憶制御部１２３とを備える。こ
れらの詳細については後述する。
【００３０】
［端末２の構成］
　図３は、第１の実施形態に係る端末２の構成を示す図である。端末２は、表示部２１と
、入力部２２と、撮像部２３と、記憶部２４と、制御部２５とを備える。
　表示部２１は、例えば、液晶ディスプレイや有機ＥＬ（Electro-Luminescence）ディス
プレイ等により構成される。表示部２１は、例えば、制御部２５の制御に応じて、他の端
末２のユーザの個人情報を表示する。
【００３１】
　入力部２２は、例えば、ボタンや、表示部２１上に配置される接触センサ等により構成
されており、端末２のユーザから操作入力を受け付ける。
　撮像部２３は、レンズ及びＣＭＯＳセンサ等により構成されており、制御部２５の制御
に応じて被写体を撮像して画像データを生成する。撮像部２３は、生成した画像データを
制御部２５に出力する。
【００３２】
　記憶部２４は、例えば、ＲＯＭ及びＲＡＭ等により構成される。記憶部２４は、端末２
を機能させるための各種プログラムを記憶する。例えば、記憶部２４は、端末２の制御部
２５を、後述する登録受付部２５１、読取部２５２、取得部２５３、通信部２５４、及び
表示制御部２５５として機能させるための端末用プログラムを記憶する。記憶部２４は、
外部メモリ等の記憶媒体に記憶されたプログラムを読み取って記憶してもよく、通信ネッ
トワークを介して外部機器からダウンロードされたプログラムを記憶してもよい。
【００３３】
　制御部２５は、例えば、ＣＰＵにより構成される。制御部２５は、記憶部２４に記憶さ
れている各種プログラムを実行することにより、端末２に係る機能を制御する。制御部２
５は、登録受付部２５１と、読取部２５２と、取得部２５３と、通信部２５４と、表示制
御部２５５とを備える。
　続いて、管理装置１の制御部１２及び端末２の制御部２５の詳細な機能について、シー
ケンス図を用いながら説明する。
【００３４】
［個人情報の登録］
　管理装置１の登録部１２１と、端末２の登録受付部２５１とは、協働することにより個



(8) JP 6600477 B2 2019.10.30

10

20

30

40

50

人情報を個人情報記憶部１１１に登録する。以下に、個人情報の登録に係る処理について
説明する。
【００３５】
　まず、個人情報記憶部１１１に記憶される情報について説明する。図４は、個人情報記
憶部１１１に記憶されている情報の一例を示す図である。図４に示すように、個人情報記
憶部１１１は、識別情報と、登録日と、当該個人情報とを関連付けて記憶する。登録日は
、個人情報が最後に更新された日時を示す。個人情報には、ユーザの氏名、会社名、部門
、役職、会社の住所、電話番号、及び会社のメールアドレス等の名刺に記載される情報と
、当該ユーザの趣味等の名刺に記載されない情報とが含まれている。
【００３６】
　図５は、変更履歴情報記憶部１１２に記憶されている情報の一例を示す図である。図５
に示すように、変更履歴情報記憶部１１２は、識別情報と、登録日と、過去の個人情報と
を関連付けて記憶する。登録日は、過去の個人情報が個人情報記憶部１１１に登録された
日時を示す。図５では、過去の個人情報に対応する項目として、部門及び役職を示してい
るが、これに限らず、他の項目が含まれていてもよい。
【００３７】
　図６は、個人情報の登録に係る処理の流れを示すシーケンス図である。
　制御部２５は、端末用プログラムが実行されると、表示部２１にメニュー画面を表示さ
せる。このメニュー画面には、個人情報の登録を受け付けるボタン等を示す画像が表示さ
れており、入力部２２が当該画像を選択する操作を、端末２を使用する第１ユーザから受
け付けると、登録受付部２５１は、個人情報の登録又は変更を要求する登録リクエストを
送信する。
【００３８】
　ここで、登録リクエストには、第１ユーザに対応する識別情報が含まれている。第１ユ
ーザに対応する識別情報は、記憶部２４に予め記憶されている。例えば、第１ユーザに対
応する識別情報は、端末用プログラムの端末２へのインストール時に記憶部２４に記憶さ
れる。なお、第１ユーザに対応する識別情報は、第１ユーザを識別可能な情報であれば、
他の情報であってもよい。
【００３９】
　登録部１２１は、登録リクエストを受信したことに応じて、当該端末２に登録画面を送
信する。具体的には、登録部１２１は、登録リクエストに含まれている識別情報に関連付
けられて、個人情報記憶部１１１に個人情報が登録済みであるか否かを判定する（Ｓ１）
。登録部１２１は、個人情報が登録済みであると判定すると、Ｓ２に処理を移し、当該個
人情報を取得する。登録部１２１は、個人情報が登録済みではないと判定すると、Ｓ３に
処理を移す。
【００４０】
　続いて、登録部１２１は、登録画面を生成する（Ｓ３）。ここで、登録部１２１は、Ｓ
２において個人情報を取得した場合には、当該個人情報を含む登録画面を生成する。続い
て、登録部１２１は、生成した登録画面を端末２に送信する。
【００４１】
　登録受付部２５１は、登録画面において個人情報の入力又は訂正を受け付ける（Ｓ４）
。登録受付部２５１は、個人情報の入力又は訂正が完了すると、第１ユーザに対応する識
別情報と個人情報とを管理装置１に送信する。
【００４２】
　登録部１２１は、識別情報と個人情報とを受信すると、受信した識別情報に関連付けら
れて、個人情報記憶部１１１に個人情報が登録済みであるか否かを判定する（Ｓ５）。登
録部１２１は、個人情報が登録済みであると判定すると、Ｓ６に処理を移し、既に記憶さ
れている個人情報と、登録日と、識別情報とを関連付けて変更履歴情報記憶部１１２に記
憶させることにより、変更履歴を生成する。
【００４３】
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　続いて、登録部１２１は、受信した識別情報と、現在日時を示す登録日と、受信した個
人情報を関連付けて個人情報記憶部１１１に個人情報を記憶させる（Ｓ７）。登録部１２
１は、個人情報記憶部１１１に個人情報が既に記憶されている場合には、既に記憶されて
いる個人情報を、受信した個人情報に変更するとともに、登録日を現在の日時に変更する
。
【００４４】
［個人情報の表示］
　管理装置１の個人情報送信部１２２及び記憶制御部１２３と、端末２の読取部２５２、
取得部２５３、通信部２５４、及び表示制御部２５５とは、協働することにより、個人情
報を端末２の表示部２１に表示させる。以下に、個人情報送信部１２２、読取部２５２、
取得部２５３、通信部２５４、及び表示制御部２５５の詳細な機能について説明する。
【００４５】
　［名刺受領時における個人情報の表示］
　図１において、端末２Ａは、端末２Ａを使用する第１ユーザＡが、当該第１ユーザＡと
異なる第２ユーザＢから名刺ＭＢを受領した際に、当該名刺ＭＢに付された識別情報ｉＢ
を読み取って管理装置１に送信し、管理装置１から個人情報ＰＢを受信して表示部２１に
表示させる。以下の説明では、端末２Ａを使用する第１ユーザＡに対応する識別情報ｉＡ
と、第２ユーザＢに対応する識別情報ｉＢとを区別するため、第１ユーザＡに対応する識
別情報ｉＡを第１識別情報といい、第２ユーザＢに対応する識別情報ｉＢを第２識別情報
という。図７は、名刺受領時の処理の流れを示すシーケンス図である。
【００４６】
　例えば、端末用プログラムが実行されることにより、表示部２１に表示されるメニュー
画面には、名刺を受領したことの記録を受け付けるボタン等を示す画像が表示されている
。読取部２５２は、入力部２２が当該画像を選択する操作を受け付けたことに応じて、名
刺に付されている二次元バーコードから第２識別情報を読み取る（Ｓ１１）。
【００４７】
　具体的には、読取部２５２は、入力部２２が当該画像を選択する操作を受け付けると、
撮像部２３を制御し、撮像可能状態とし、端末２Ａを使用する第１ユーザＡから撮像操作
を受け付ける。第１ユーザＡが、第２ユーザＢの名刺ＭＢに付されている第２識別情報を
示す２次元バーコードＢＣ－Ｂを被写体に指定して撮像操作を行うと、読取部２５２は、
撮像部２３に当該２次元バーコードＢＣ－Ｂを撮像させる。読取部２５２は、撮像部２３
から出力された画像データに含まれる２次元バーコードＢＣ－Ｂを解析し、第２識別情報
を読み取る。
【００４８】
　続いて、取得部２５３は、名刺交換をした相手に関するメモを示すメモ情報を取得する
。具体的には、取得部２５３は、表示部２１に、メモ情報の入力画面を表示させ、端末２
Ａの第１ユーザＡからメモ情報の入力を受け付ける（Ｓ１２）。なお、メモ情報の入力は
任意であってよい。
【００４９】
　続いて、取得部２５３は、端末２Ａの記憶部２４に記憶されている第１識別情報を取得
する（Ｓ１３）。
　続いて、通信部２５４は、個人情報の取得を要求する取得リクエストを管理装置１に送
信する。ここで、メニュー画面において名刺を受領したことの記録を受け付ける画像が選
択された場合、取得リクエストには、第１識別情報、名刺に付された第２識別情報、メモ
情報及び受領フラグが含まれる。受領フラグは、名刺を受領したことを示す情報である。
【００５０】
　個人情報送信部１２２は、端末２Ａから、第２識別情報を含み、個人情報の取得を要求
する取得リクエストを受信すると、当該第２識別情報に関連付けて記憶部１１に記憶され
た個人情報ＰＢを端末２Ａに送信する（Ｓ１４）。
　表示制御部２５５は、通信部２５４が、管理装置１から個人情報ＰＢを受信すると、当



(10) JP 6600477 B2 2019.10.30

10

20

30

40

50

該個人情報ＰＢを表示部２１に表示させる（Ｓ１５）。
【００５１】
　記憶制御部１２３は、個人情報送信部１２２が第１識別情報及び第２識別情報を受信す
ると、記憶部１１に、第１識別情報に関連付けて第２識別情報を記憶させる（Ｓ１６）。
具体的には、記憶制御部１２３は、個人情報送信部１２２が受信した取得リクエストに受
領フラグが含まれている場合、当該取得リクエストに含まれている第１識別情報と、第２
識別情報と、当該取得リクエストを受信した日時を示す受領日とを関連付けて受領情報記
憶部１１３に記憶させる。
【００５２】
　なお、本シーケンスにおいて、読取部２５２は、複数の第２ユーザの名刺のそれぞれに
付された第２識別情報を一度に読み取ってもよい。例えば、端末２Ａを使用する第１ユー
ザＡが、受領した複数の名刺のそれぞれに付されている第２識別情報を示す複数の二次元
バーコードを被写体に指定して撮像操作を行うと、読取部２５２は、撮像部２３に当該複
数の二次元バーコードを撮像させる。読取部２５２は、例えば、撮像部２３から出力され
た画像データを解析して名刺の輪郭線を特定し、画像データに含まれる領域を複数の領域
に分割する。そして、読取部２５２は、複数の領域のそれぞれに含まれる二次元バーコー
ドを解析し、第２識別情報を読み取る。
【００５３】
　通信部２５４は、第１識別情報と複数の第２識別情報とを管理装置１に送信し、管理装
置１の記憶制御部１２３は、個人情報送信部１２２が第１識別情報及び複数の第２識別情
報を受信すると、受領情報記憶部１１３に、当該第１識別情報に関連付けて複数の第２識
別情報を記憶させる。このようにすることで、管理システムＳは、複数の第２ユーザと名
刺交換をした場合における、名刺の受領登録の作業を軽減することができる。
【００５４】
　図８は、受領情報記憶部１１３に記憶されている情報の一例を示す図である。図８に示
すように、受領情報記憶部１１３は、名刺を受け取った第１ユーザに対応する第１識別情
報と、名刺を渡した第２ユーザに対応する第２識別情報と、第１ユーザが第２ユーザから
名刺を受領した日時を示す名刺受領日と、第１ユーザが第２ユーザを特定するための情報
を示すメモ情報とを関連付けて記憶する。
【００５５】
　また、記憶制御部１２３は、個人情報送信部１２２が、第１識別情報、第２識別情報、
及びメモ情報を含む取得リクエストを受信すると、当該メモ情報を、当該取得リクエスト
に含まれている第１識別情報と第２識別情報とに関連付けて受領情報記憶部１１３に記憶
させる。
【００５６】
　［名刺の交換相手との再会時における個人情報の表示］
　ユーザ間で一度名刺交換が行われると、当該ユーザ間では、再び名刺交換が行われない
。このため、例えば、名刺交換をした相手の名前を失念していたり、前回会ったときの状
況を失念したりすることがある。このため、本実施形態に係る管理システムＳでは、名刺
を受領したことが受領情報記憶部１１３に登録されている場合に、名刺に付された二次元
バーコードを再び読み取ることなく個人情報を表示する。
【００５７】
　図９は、名刺の交換相手との再会時における個人情報の表示に係るシーケンスを示す図
である。ここでは、図１に示す端末２Ａを使用する第１ユーザＡと、他の端末２Ｂを使用
する第２ユーザＢとが既に名刺交換を行っており、名刺を受領したことが受領情報記憶部
１１３に登録されていることとする。また、端末２Ａ及び他の端末２Ｂのそれぞれが端末
用プログラムを実行していることとする。
【００５８】
　まず、端末２Ａの取得部２５３は、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）やＮＦＣ
（Near field communication）等の近距離無線通信により所定範囲内の端末を検索する。
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例えば、端末２Ａの取得部２５３は、近距離無線通信によりビーコン信号を発信する。他
の端末２Ｂは、当該ビーコン信号を受信すると、近距離無線通信により、当該他の端末２
Ｂの第２ユーザＢに対応する第２識別情報を端末２Ａに送信する。
　端末２Ａの取得部２５３は、端末２Ｂから端末２Ｂの第２ユーザＢの第２識別情報を受
信する（Ｓ２１）。
　続いて、端末２Ａの取得部２５３は、第１ユーザＡに対応する第１識別情報を取得する
（Ｓ２２）。
【００５９】
　続いて、端末２Ａの通信部２５４は、個人情報の取得を要求する取得リクエストを管理
装置に送信する。ここで、取得リクエストには、Ｓ２１において取得した第２識別情報及
びＳ２２において取得した第１識別情報が含まれる。
【００６０】
　個人情報送信部１２２は、端末２Ａから、取得リクエストを受信すると、取得リクエス
トに含まれている第１識別情報及び第２識別情報が関連付けられて受領情報記憶部１１３
に記憶されているか否かを判定する（Ｓ２３）。
【００６１】
　個人情報送信部１２２は、受領情報記憶部１１３に記憶されていると判定すると、個人
情報記憶部１１１から、取得リクエストに含まれる第２識別情報に関連付けられている個
人情報ＰＢを取得する（Ｓ２４）。また、個人情報送信部１２２は、受領情報記憶部１１
３から、取得リクエストに含まれる第１識別情報及び第２識別情報に関連付けられている
メモ情報を個人情報ＰＢとして取得する。個人情報送信部１２２は、変更履歴情報記憶部
１１２から、取得リクエストに含まれる第２識別情報に関連付けられている過去の役職や
過去の所属部門等の過去の個人情報を個人情報ＰＢとして取得してもよい。
【００６２】
　続いて、個人情報送信部１２２は、取得した個人情報ＰＢを端末２Ａに送信する。
　端末２Ａの表示制御部２５５は、通信部２５４が、管理装置１から個人情報ＰＢを受信
すると、当該個人情報ＰＢを表示部２１に表示させる（Ｓ２５）。
【００６３】
　［人脈情報の表示］
　記憶部１１に記憶されている受領情報記憶部１１３に記憶されている情報は、名刺交換
を行ったユーザの関係を示している。管理システムＳは、当該関係に基づいて、端末２の
ユーザが、当該ユーザが名刺交換を行ったことがない他のユーザの個人情報を照会する人
脈情報表示機能を有している。人脈情報表示機能は、管理装置１の個人情報送信部１２２
と、端末２の取得部２５３、通信部２５４、及び表示制御部２５５により実現される。
【００６４】
　図１０は、人脈照会に係る処理の流れを示すシーケンス図である。
　例えば、端末用プログラムが実行されることにより、表示部２１に表示されるメニュー
画面には、人脈の照会を受け付けるための画像が表示されている。取得部２５３は、当該
画像を選択する操作を受け付けたことに応じて、端末２を使用する第１ユーザの第１識別
情報を取得する（Ｓ３１）。
【００６５】
　また、取得部２５３は、キーワードの入力を受け付ける画面を表示させて、端末２のユ
ーザからキーワードを取得する（Ｓ３２）。このキーワードは、個人情報を検索する際に
、検索条件として用いられる。
【００６６】
　取得部２５３は、キーワードと、当該キーワードで検索したい項目とを受け付けてもよ
い。例えば、趣味が「ゴルフ」のユーザを検索したい場合には、ユーザは、項目として「
趣味」を指定し、キーワード「ゴルフ」を指定する。なお、本シーケンスでは、キーワー
ドを受け付けることとしたが、これに限らず、キーワードを受け付けないようにしてもよ
い。
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【００６７】
　続いて、通信部２５４は、第１識別情報、キーワード、及び人脈照会を行うことを示す
照会フラグを含む取得リクエストを管理装置１に送信する。
　個人情報送信部１２２は、取得リクエストを受信したことに応じて、端末２を使用する
第１ユーザと異なるユーザのうち、取得リクエストに含まれるキーワード（個人情報）に
対応する第３ユーザを特定し、第１ユーザから、特定した第３ユーザまでのユーザ間の繋
がりを示す人脈情報を端末２に送信するとともに、特定した第３ユーザの個人情報の少な
くとも一部（例えば、氏名のイニシャル、会社名、趣味）を取得して端末２に送信する（
Ｓ３３）。ここで、人脈情報は、第１ユーザが、第３ユーザに到達するためのルートを示
す情報であり、例えば、第１ユーザの氏名、第２ユーザの氏名、第３ユーザの氏名を矢印
で連結させた文字列である。
【００６８】
　具体的には、個人情報送信部１２２は、取得リクエストを受信したことに応じて、記憶
部１１の個人情報記憶部１１１及び受領情報記憶部１１３を参照して、第３ユーザを特定
する。以下に、第１識別情報が「００１」の第１ユーザに対応する第３ユーザを特定する
例を用いて説明する。図１１は、第３ユーザを特定する例を示す図である。ここでは、第
３ユーザが、第１ユーザと名刺交換をしたことのある第２ユーザとの関連性があるユーザ
であるものとして説明を行う。例えば、図１１に示すように、第１識別情報としての「０
０１」に関連付けられている第２識別情報が「００２」、「００３」、「００４」であり
、第１識別情報としての「００２」に関連付けられている第２識別情報が「００１」、「
００３」、「００５」、「００６」であり、第１識別情報としての「００３」に関連付け
られている第２識別情報が「００１」、「００２」、「００７」、「００８」であるとす
る。
【００６９】
　個人情報送信部１２２は、第１識別情報「００１」に関連付けられている第２識別情報
「００２」に対して、第１識別情報「００２」に関連付けられている第２識別情報を関連
付ける。これにより、第１識別情報「００１」には、第２識別情報「００２」を介して、
第２識別情報「００１」、「００３」、「００５」、「００６」が関連付けられる。
【００７０】
　ここで、第２識別情報「００１」は、第１識別情報「００１」と同一であり、第２識別
情報「００３」は、初めから第１識別情報「００１」に関連付けられていることから、こ
れらの第２識別情報を消去する。これにより、第１識別情報「００１」には、第２識別情
報「００２」を介して、第３ユーザの識別情報「００５」、「００６」が関連付けられる
。
【００７１】
　同様に、第１識別情報「００１」に関連付けられている第２識別情報「００３」に対し
て、第１識別情報「００３」に関連付けられている第２識別情報を関連付ける。これによ
り、第１識別情報「００１」には、第２識別情報「００３」を介して、第３ユーザの識別
情報「００７」、「００８」が関連付けられる。個人情報送信部１２２は、第１識別情報
に関連付けられた第２ユーザ及び第３ユーザの識別情報に対応する個人情報を個人情報記
憶部１１１から取得する。
【００７２】
　ここで、個人情報送信部１２２は、取得リクエストに含まれているキーワードに基づい
て、当該キーワードを個人情報に含む第３ユーザを特定する。具体的には、個人情報送信
部１２２は、取得リクエストを受信したことに応じて、端末２を使用する第１ユーザに、
第２ユーザを介して関連付けられている第３ユーザのうち、キーワードに対応する個人情
報に対応する第３ユーザを特定する。そして、個人情報送信部１２２は、第３ユーザに関
連付けられている第２ユーザを特定する。
【００７３】
　ここで、個人情報送信部１２２は、取得リクエストを受信したことに応じて、端末２を
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使用する第１ユーザに関連付けて記憶されている第２ユーザ又は第３ユーザに対応する個
人情報のうち、キーワードに対応する個人情報を取得してもよい。例えば、個人情報送信
部１２２は、第２ユーザ及び第３ユーザのそれぞれに対応する複数の個人情報のうち、い
ずれかの項目に、キーワードと一致する文字列を含む個人情報を取得する。このようにす
ることで、管理装置１は、端末２を使用する第１ユーザが指定したキーワードに対応する
第２ユーザ及び第３ユーザの個人情報に限定して、当該第１ユーザに通知することができ
る。
【００７４】
　また、個人情報送信部１２２は、一以上の第３ユーザの個人情報のうち公開が許可され
た個人情報を特定し、特定した第３ユーザの個人情報の少なくとも一部を取得して端末２
に送信してもよい。具体的には、個人情報送信部１２２は、公開制御情報記憶部１１４を
参照して、一以上の第３ユーザの個人情報のうち公開が許可された個人情報を特定する。
【００７５】
　図１２は、公開制御情報記憶部１１４に記憶されている情報の一例を示す図である。図
１２に示すように、公開制御情報記憶部１１４には、識別情報と、公開制御情報とが関連
付けられて記憶されている。公開制御情報には、自己情報公開情報と、他者情報公開情報
とが含まれている。公開制御情報は、端末２を介して、端末２のユーザが設定可能である
。
【００７６】
　自己情報公開情報は、他のユーザに対して個人情報を公開するか否かを示す情報である
。図１２では、識別情報「００１」の自己情報公開情報は、識別情報「００１」に関連付
けられた個人情報を公開することを示している。
【００７７】
　他者情報公開情報は、他のユーザに対して、自身に関連付けられているユーザの個人情
報を公開するか否かを示す情報である。図１２では、識別情報「００１」の他者情報公開
情報は、識別情報「００１」に関連付けられた第２識別情報「００２」の個人情報を公開
することを示し、第２識別情報「００３」、「００４」の個人情報を公開しないことを示
している。
【００７８】
　例えば、図１１に示す例において、識別情報「００２」に関連付けられている自己情報
公開情報が、図１２に示すように個人情報を公開することを示しているとともに、他者情
報公開情報において、第２識別情報「００５」、「００６」の個人情報を公開することを
示しているものとする。また、識別情報「００５」に関連付けられている自己情報公開情
報が個人情報を公開することを示し、識別情報「００６」に関連付けられている自己情報
公開情報が個人情報を公開しないことを示しているものとする。この場合、識別情報「０
０１」のユーザには、識別情報「００２」、「００５」のそれぞれの個人情報が送信され
るが、識別情報「００６」の個人情報は送信されない。
【００７９】
　また、図１１に示す例において、識別情報「００３」に関連付けられている自己情報公
開情報が、図１２に示すように個人情報を公開しないことを示している場合には、第２識
別情報「００７」、「００８」に関連付けられている自己情報公開情報が公開することを
示している場合であっても、当該識別情報「００７」、「００８」の個人情報は送信され
ない。
【００８０】
　表示制御部２５５は、通信部２５４が、管理装置１から人脈情報及び個人情報を受信す
ると、当該人脈情報及び個人情報を表示部２１に表示させる（Ｓ３４）。このようにする
ことで、端末２のユーザは、人脈情報を確認して、自身が関係を築きたい第３ユーザと知
り合いである第２ユーザに連絡等を取ることができ、第３ユーザと知り合うきっかけをつ
くることができる。なお、上述の説明では、ここでは、第３ユーザが、一人のユーザ（第
１ユーザと名刺交換をしたことのある第２ユーザ）を介して、第１ユーザと関連性がある
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ものとして説明を行ったが、これに限らない。例えば、個人情報送信部１２２は、複数の
ユーザを介して、第１ユーザと関連性があるユーザを特定し、第１ユーザから当該ユーザ
までの人脈を示す人脈情報を取得するようにしてもよい。
【００８１】
［第１の実施形態における効果］
　以上のとおり、第１の実施形態に係る管理システムＳでは、管理装置１は、端末２から
、名刺に付された識別情報を含み、個人情報の取得を要求する取得リクエストを受信する
と、当該識別情報に関連付けて記憶部１１に記憶された個人情報を端末２に送信し、端末
２は、管理装置１から受信した個人情報を表示部２１に表示させる。
【００８２】
　このようにすることで、名刺の受領者である端末２のユーザは、名刺の提供者の名刺に
記載された氏名や会社名等の個人情報だけでなく、名刺の提供者の趣味等の名刺に記載さ
れていない個人情報を把握できるので、名刺に記載された個人情報のみを把握する場合に
比べて、名刺の提供者がどのような人物であるのかを把握し、打ち解けやすい話題につい
て話すことにより、名刺の提供者との交流を促進することができる。
【００８３】
　また、管理装置１は、第１識別情報及び第２識別情報を受信すると、受領情報記憶部１
１３に、第１識別情報に関連付けて第２識別情報を記憶させるので、誰と誰とが名刺交換
を行ったかについて管理することができる。
【００８４】
　また、管理装置１は、第１識別情報、第２識別情報、及びメモ情報を受信すると、受領
情報記憶部１１３に、第１識別情報に関連付けて第２識別情報及びメモ情報を記憶させる
。すなわち、名刺交換を行ったユーザのメモを示すメモ情報を、当該ユーザに関連付けて
記憶する。これにより、当該ユーザは、改めて名刺の交換相手と再会した場合に、当該交
換相手のことを失念した場合であっても、当該メモ情報に基づいて思い出すことができる
。
【００８５】
　また、管理装置１は、第２ユーザに関連付けられて記憶部１１が記憶している、第２ユ
ーザ以外の一以上の第３ユーザの個人情報の少なくとも一部を取得して端末２に送信する
。これにより、第１ユーザは、第２ユーザが誰と知り合いであるかを把握することができ
る。また、第３のユーザは、第２ユーザと関連性があるユーザであることから、第１ユー
ザは、例えば、第２ユーザに対して、第３ユーザの紹介を依頼することができる。
【００８６】
　また、管理装置１は、一以上の第３ユーザの個人情報のうち公開が許可された個人情報
に限定して端末２に送信するので、公開が許可されていない個人情報の漏洩を防止するこ
とができる。
【００８７】
＜第２の実施形態＞
［位置情報と個人情報を関連付けて表示する］
　続いて、第２の実施形態について説明する。第１の実施形態において、端末２は、名刺
の交換相手（第２ユーザ）との再会時において、名刺に付された二次元バーコードを再び
読み取ることなく当該交換相手の個人情報を表示した。しかしながら、一度に複数の交換
相手と再会した場合には、それぞれの相手と、取得した個人情報との対応関係がわからな
くなるという問題がある。そこで、第２の実施形態では、第２ユーザの端末２の位置に関
連付けて個人情報を表示する点で第１の実施形態と異なる。以下に、第１の実施形態と異
なる部分について説明を行う。第１の実施形態と同じ部分については適宜説明を省略する
。
【００８８】
　図１３は、第２の実施形態に係る端末２の構成を示す図である。
　第２の実施形態において、端末２は、位置特定部２５６をさらに備える。
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　位置特定部２５６は、端末２と所定範囲内に位置する他の端末２の位置を特定する。
【００８９】
　まず、端末２の取得部２５３は、近距離無線通信によりビーコン信号を発信する。続い
て、他の端末２は、当該ビーコン信号を受信すると、近距離無線通信により、当該他の端
末２を使用する第２ユーザに対応する第２識別情報を端末２に送信する。端末２の取得部
２５３は、端末２から第２ユーザの第２識別情報を受信する。位置特定部２５６は、近距
離無線通信により発信するビーコン信号に対応して受信する、他の端末２の第２識別情報
を含む電波の受信電波強度に基づいて、端末２と他の端末２との距離を特定する。
【００９０】
　また、端末２は、指向性を有する複数のアンテナを備えており、位置特定部２５６は、
複数のアンテナからそれぞれ異なる信号を発信させ、他の端末２から、これらの異なる信
号に対応する応答信号を受信する。そして、位置特定部２５６は、応答信号の受信状況に
基づいて、受信した応答信号に対応するアンテナを特定することにより、端末２に対する
他の端末２の方向を特定する。なお、位置特定部２５６は、複数のアンテナから順番に信
号を発信させ、他の端末２から、それぞれの信号に対応する応答信号の受信状況に基づい
て受信した応答信号に対応するアンテナを特定することにより、端末２に対する他の端末
２の方向を特定してもよい。
【００９１】
　そして、位置特定部２５６は、特定した距離及び方向に基づいて、他の端末２の位置を
特定する。位置特定部２５６は、複数の他の端末２のそれぞれの位置を特定する。
　なお、位置特定部２５６は、近距離無線通信により、他の端末２から当該他の端末２の
位置を示す位置情報を取得することにより、他の端末２の位置を特定してもよい。
【００９２】
　表示制御部２５５は、特定された他の端末２の位置と、当該他の端末２から受信した第
２識別情報に関連する個人情報の少なくとも一部とを関連付けて表示部２１に表示させる
。図１４は、他の端末２の位置に個人情報が関連付けて表示された例を示す。図１４に示
す破線円２１１は、端末２のユーザの位置を示し、実線円２１２、２１３及び２１４は、
端末２を基準とした他の端末２の位置を示している。また、実線円２１２、２１３及び２
１４は、個人情報の一部である名字が表示されている。この名字が選択されると、表示制
御部２５５は、当該名字に対応するユーザの個人情報を表示させる。
【００９３】
［第２の実施形態における効果］
　以上のとおり、第２の実施形態に係る端末２は、他の端末２の位置と、当該他の端末２
から受信した第２識別情報に関連する個人情報の少なくとも一部とを関連付けて表示部２
１に表示させるので、端末２のユーザは、複数の名刺の交換相手と一度に再会する場合で
あっても、これらの交換相手のそれぞれの個人情報を誤りなく確認することができる。
【００９４】
＜第３の実施形態＞
［二次元バーコードを名刺に印刷する］
　続いて、第３の実施形態について説明する。第３の実施形態において、管理システムＳ
は、プリンタに接続された印刷用端末をさらに備えており、当該印刷用端末が、プリンタ
を制御して、識別情報を示す二次元バーコードを名刺に印刷する点で第１の実施形態と異
なる。
【００９５】
　具体的には、管理装置１は、印刷用端末から、一の識別情報を受け付けると、当該識別
情報に対応する二次元バーコードを示す画像を生成し、当該画像を印刷用端末に送信する
。
　印刷用端末は、印刷制御部を備えており、識別情報を示す二次元バーコードを名刺に印
刷させる。具体的には、印刷用端末は、管理装置１から識別情報を取得すると、プリンタ
を制御して、当該識別情報を示す二次元バーコードを、当該識別情報に対応するユーザの
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【００９６】
［第３の実施形態における効果］
　以上のとおり、第３の実施形態に係る印刷用端末は、ユーザの名刺に識別情報を示す二
次元バーコードが印刷されていない場合であっても、当該名刺に識別情報を示す二次元バ
ーコードを印刷するので、識別情報が付された名刺を容易に生成することができる。
【００９７】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることが
可能であることが当業者に明らかである。そのような変更又は改良を加えた形態も本発明
の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【００９８】
　例えば、個人情報送信部１２２は、取得リクエストを受信したことに応じて、第２ユー
ザに関連付けられて受領情報記憶部１１３が記憶している、第２ユーザ以外の一以上の第
３ユーザの個人情報の少なくとも一部を取得して端末２に送信したが、これに限らない。
個人情報送信部１２２は、複数のユーザを介して関連している他のユーザの個人情報の少
なくとも一部を取得して端末２に送信してもよい。例えば、個人情報送信部１２２は、第
３ユーザに関連付けられて受領情報記憶部１１３が記憶している、第３ユーザ以外の一以
上の第４ユーザの個人情報の少なくとも一部を取得して端末２に送信してもよい。また、
名刺には、識別情報を示す２次元バーコードを付したが、これに限らず、名刺に識別情報
を直接付すようにしておき、読取部２５２が当該識別情報を読み取るようにしてもよい。
【符号の説明】
【００９９】
１・・・管理装置、１１・・・記憶部、１１１・・・個人情報記憶部、１１２・・・変更
履歴情報記憶部、１１３・・・受領情報記憶部、１１４・・・公開制御情報記憶部、１２
・・・制御部、１２１・・・登録部、１２２・・・個人情報送信部、１２３・・・記憶制
御部、２・・・端末、２１・・・表示部、２２・・・入力部、２３・・・撮像部、２４・
・・記憶部、２５・・・制御部、２５１・・・登録受付部、２５２・・・読取部、２５３
・・・取得部、２５４・・・通信部、２５５・・・表示制御部、２５６・・・位置特定部
、Ｓ・・・管理システム
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