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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者とともに移動して情報を提供する移動式情報端末装置であって、
　コンテンツの格納場所が自装置内の記憶手段であることを示すローカルＵＲＬ（Unifor
m　Resource　Locator）及びコンテンツの格納場所がサーバであることを示すサーバＵＲ
Ｌで位置情報に対応するコンテンツの格納場所を示す位置コンテンツ関連設定情報と、該
ローカルＵＲＬで格納場所が示されるコンテンツとを含む位置情報に対応する関連情報を
前記サーバから取得して前記記憶手段に記憶させる位置関連情報記憶手段と、
　敷地内の棚ごとに設置された複数の発信機から該発信機それぞれに割り当てられた領域
に発せられる信号を受信し、該信号に基づいて棚の位置情報を検出する位置情報検出手段
と、
　前記位置情報検出手段により検出された該棚の位置情報に基づき、前記位置コンテンツ
関連設定情報を参照して、該棚の位置情報に対応するコンテンツの格納場所が前記ローカ
ルＵＲＬで示される場合には該ローカルＵＲＬに基づき前記記憶手段からコンテンツを取
得し、該棚の位置情報に対応するコンテンツの格納場所が前記サーバＵＲＬで示される場
合には該サーバＵＲＬに基づき前記サーバからコンテンツを取得して利用者に通知する位
置関連情報通知手段と、
　を備えたことを特徴とする移動式情報端末装置。
【請求項２】
　前記発信機と前記位置情報検出手段によって定期的な位置情報検出を行い、前記位置情
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報検出手段が同一位置情報を連続して検出した場合、
　前記位置関連情報通知手段は、前記位置情報検出手段により連続して検出された位置情
報を所定の時間間隔で採択し、該採択した位置情報に対応するコンテンツを利用者に通知
する
　ことを特徴とする請求項１に記載の移動式情報端末装置。
【請求項３】
　前記位置関連情報通知手段は、前記所定の時間間隔で採択した位置情報に基づき、同じ
位置情報を検出した回数が所定の回数に達しているか否かを判定し、達していると判定し
た場合に該位置情報に対応するコンテンツを利用者に通知する
　ことを特徴とする請求項２に記載の移動式情報端末装置。
【請求項４】
　前記位置関連情報通知手段は、前記所定の時間間隔で採択した位置情報に基づき、該位
置情報に対応するコンテンツを前回通知してからの経過時間が所定の時間に達しているか
否かを判定し、達していると判定した場合に該位置情報に対応する関連情報を利用者に通
知する
　ことを特徴とする請求項２または３に記載の移動式情報端末装置。
【請求項５】
　敷地内に配置された物品ごとに付与された符号を認識する物品認識手段と、
　前記物品認識手段により認識された符号に基づき、該符号に対応する物品関連情報を利
用者に通知する物品情報通知手段と
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の移動式情報端末
装置。
【請求項６】
　利用者の操作に基づいて、利用者の目的に応じた操作関連情報を取得し、該取得した操
作関連情報を利用者に通知する操作情報通知手段
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載の移動式情報端末
装置。
【請求項７】
　前記位置関連情報通知手段により通知される、位置情報に対応するコンテンツと、
　前記物品情報通知手段により通知される物品関連情報と、
　前記操作情報通知手段により通知される操作関連情報と、
　を自動的に切り替えて利用者に通知することを特徴とする請求項６に記載の移動式情報
端末装置。
【請求項８】
　前記位置関連情報記憶手段により記憶される関連情報を前記サーバから定期的にダウン
ロードして更新する位置関連情報更新手段
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１～７のいずれか一つに記載の移動式情報端末
装置。
【請求項９】
　利用者とともに移動して情報を提供する移動式情報端末装置が実行する移動式情報端末
制御方法であって、
　コンテンツの格納場所が自装置内の記憶手段であることを示すローカルＵＲＬ（Unifor
m　Resource　Locator）及びコンテンツの格納場所がサーバであることを示すサーバＵＲ
Ｌで位置情報に対応するコンテンツの格納場所を示す位置コンテンツ関連設定情報と、該
ローカルＵＲＬで格納場所が示されるコンテンツとを含む位置情報に対応する関連情報を
前記サーバから取得して前記記憶手段に記憶させる位置関連情報記憶工程と、
　敷地内の棚ごとに設置された複数の発信機から該発信機それぞれに割り当てられた領域
に発せられる信号を受信し、該信号に基づいて棚の位置情報を検出する位置情報検出工程
と、
　前記位置情報検出工程により検出された該棚の位置情報に基づき、前記位置コンテンツ
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関連設定情報を参照して、該棚の位置情報に対応するコンテンツの格納場所が前記ローカ
ルＵＲＬで示される場合には該ローカルＵＲＬに基づき前記記憶手段からコンテンツを取
得し、該棚の位置情報に対応するコンテンツの格納場所が前記サーバＵＲＬで示される場
合には該サーバＵＲＬに基づき前記サーバからコンテンツを取得して利用者に通知する位
置関連情報通知工程と、
　を含んだことを特徴とする移動式情報端末制御方法。
【請求項１０】
　利用者とともに移動して情報を提供する移動式情報端末プログラムであって、
　コンテンツの格納場所が自装置内の記憶手段であることを示すローカルＵＲＬ（Unifor
m　Resource　Locator）及びコンテンツの格納場所がサーバであることを示すサーバＵＲ
Ｌで位置情報に対応するコンテンツの格納場所を示す位置コンテンツ関連設定情報と、該
ローカルＵＲＬで格納場所が示されるコンテンツとを含む位置情報に対応する関連情報を
前記サーバから取得して前記記憶手段に記憶させる位置関連情報記憶手順と、
　敷地内の棚ごとに設置された複数の発信機から該発信機それぞれに割り当てられた領域
に発せられる信号を受信し、該信号に基づいて棚の位置情報を検出する位置情報検出手順
と、
　前記位置情報検出手順により検出された該棚の位置情報に基づき、前記位置コンテンツ
関連設定情報を参照して、該棚の位置情報に対応するコンテンツの格納場所が前記ローカ
ルＵＲＬで示される場合には該ローカルＵＲＬに基づき前記記憶手段からコンテンツを取
得し、該棚の位置情報に対応するコンテンツの格納場所が前記サーバＵＲＬで示される場
合には該サーバＵＲＬに基づき前記サーバからコンテンツを取得して利用者に通知する位
置関連情報通知手順と、
　をコンピュータに実行させることを特徴とする移動式情報端末プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、利用者とともに移動して情報を提供する移動式情報端末装置、移動式情報
端末制御方法および移動式情報端末プログラムに関し、特に、移動する利用者の位置に対
応する情報を提供することによって、利用者が関心を持つと思われる情報を自動的に提供
することができる移動式情報端末装置、移動式情報端末制御方法および移動式情報端末プ
ログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スーパーマーケットやドラッグストアなどの店舗において、商品が陳列されてい
る棚などに情報端末を設置し、静止画や動画により、利用者に商品に関する情報を提供す
るシステムが用いられている。
【０００３】
　また、店舗内で利用者が使用するカートに情報端末を設置して、利用者が買物をしなが
ら商品に添付されたバーコードを情報端末に読み込ませることにより、当該商品に関する
情報を提供するシステムが考案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－５６２７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した従来の技術では、利用者が意識して情報端末を利用しなければ
商品の情報を得ることができず、利用者が関心を持つと思われる特売情報や新製品の情報
を提供することができないという問題がある。
【０００６】
　この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するためになされたものであり、移
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動する利用者の位置に対応する情報を提供することによって、利用者が関心を持つと思わ
れる情報をタイムリーに提供することができる移動式情報端末装置、移動式情報端末制御
方法および移動式情報端末プログラム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】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明に係る移動式情報端末装置は、利
用者とともに移動して情報を提供する移動式情報端末装置であって、敷地内の棚ごとに設
置された複数の発信機から該発信機それぞれに割り当てられた領域に発せられる信号を受
信し、該信号に基づいて棚の位置情報を検出する位置情報検出手段と、前記位置情報検出
手段により検出された該棚の位置情報に基づき、該棚の位置情報に対応する関連情報を利
用者に通知する位置関連情報通知手段と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　本発明によれば、敷地内の棚ごとに設置された複数の発信機から該発信機それぞれに割
り当てられた領域に発せられる信号を受信し、受信した信号に基づいて棚の位置情報を検
出し、検出した棚の位置情報に対応する関連情報を利用者に通知するよう構成したので、
利用者がいる棚の位置に応じて、利用者が関心を持つと思われる情報をタイムリーに提供
することができる。
【０００９】
　また、本発明に係る移動式情報端末装置は、上述の発明において、前記発信機と前記位
置情報検出手段によって定期的な位置情報検出を行い、前記位置情報検出手段が同一位置
情報を連続して検出した場合、前記位置関連情報通知手段は、前記位置検出手段により連
続して検出された位置情報を所定の時間間隔で採択し、該採択した位置情報に対応する関
連情報を利用者に通知することを特徴とする。
【００１０】
　本発明によれば、発信機からの信号に基づいて定期的な位置情報検出を行い、同一位置
情報を連続して検出した場合、連続して検出した位置情報を所定の時間間隔で採択し、採
択した位置情報に対応する関連情報を利用者に通知するよう構成したので、利用者に情報
を提供する頻度を調整することができる。
【００１１】
　また、本発明に係る移動式情報端末装置は、上述の発明において、前記位置関連情報通
知手段は、前記所定の時間間隔で採択した位置情報に基づき、同じ位置情報を検出した回
数が所定の回数に達しているか否かを判定し、達していると判定した場合に該位置情報に
対応する関連情報を利用者に通知することを特徴とする。
【００１２】
　本発明によれば、所定の時間間隔で採択した位置情報に基づき、同じ位置情報を検出し
た回数が所定の回数に達しているか否かを判定し、達していると判定した場合に位置情報
に対応する関連情報を利用者に通知するよう構成したので、利用者が同じ場所に一定時間
停止した場合のみ情報を提供することができる。
【００１３】
　また、本発明に係る移動式情報端末装置は、上述の発明において、前記位置関連情報通
知手段は、前記所定の時間間隔で採択した位置情報に基づき、該位置情報に対応する関連
情報を前回通知してからの経過時間が所定の時間に達しているか否かを判定し、達してい
ると判定した場合に該位置情報に対応する関連情報を利用者に通知することを特徴とする
。
【００１４】
　本発明によれば、所定の時間間隔で採択した位置情報に基づき、位置情報に対応する関
連情報を前回通知してからの経過時間が所定の時間に達しているか否かを判定し、達して
いると判定した場合に位置情報に対応する関連情報を利用者に通知するよう構成したので
、利用者に情報を提供する間隔を調整することができる。
【００１５】



(5) JP 4834356 B2 2011.12.14

10

20

30

40

50

　また、本発明に係る移動式情報端末装置は、上述の発明において、敷地内に配置された
物品ごとに付与された符号を認識する物品認識手段と、前記物品認識手段により認識され
た符号に基づき、該符号に対応する物品関連情報を利用者に通知する物品情報通知手段を
さらに備えたことを特徴とする。
【００１６】
　本発明によれば、敷地内に配置された物品ごとに付与された符号を認識し、認識した符
号に対応する物品関連情報を利用者に通知するよう構成したので、利用者は、興味を持っ
た物品の情報を容易に得ることができる。
【００１７】
　また、本発明に係る移動式情報端末装置は、上述の発明において、利用者の操作に基づ
いて、利用者の目的に応じた操作関連情報を取得し、該取得した操作関連情報を利用者に
通知する操作情報通知手段をさらに備えたことを特徴とする。
【００１８】
　本発明によれば、利用者の操作に基づいて、利用者の目的に応じた操作関連情報を取得
し、取得した操作関連情報を利用者に通知するよう構成したので、利用者は、目的に沿っ
た情報をいつでも参照することができる。
【００１９】
　また、本発明に係る移動式情報端末装置は、上述の発明において、前記位置関連情報通
知手段により通知される、位置情報に対応する関連情報と、前記物品情報通知手段により
通知される物品関連情報と、前記操作情報通知手段により通知される操作関連情報と、を
自動的に切り替えて利用者に通知することを特徴とする。
【００２０】
　本発明によれば、位置情報に対応する関連情報と、物品関連情報と、操作関連情報と、
を自動的に切り替えて利用者に通知するよう構成したので、利用者の手を煩わせることな
く提供する情報を切り替えることができる。
【００２１】
　また、本発明に係る移動式情報端末装置は、上述の発明において、前記位置情報に対応
する関連情報を記憶する位置関連情報記憶手段と、前記位置関連情報記憶手段により記憶
される関連情報をサーバから定期的にダウンロードして更新する位置関連情報更新手段と
、をさらに備えたことを特徴とする。
【００２２】
　本発明によれば、位置情報に対応する関連情報を記憶し、その関連情報をサーバから定
期的にダウンロードして更新するよう構成したので、サーバの情報を更新することにより
、利用者に提供する情報を自動的に更新することができる。
【００２３】
　また、本発明に係る移動式情報端末制御方法は、利用者とともに移動して情報を提供す
る移動式情報端末制御方法であって、敷地内の棚ごとに設置された発信機が発する信号を
受信して棚の位置情報を検出する位置情報検出工程と、前記位置情報検出工程により検出
された棚の位置情報に基づき、該棚の位置情報に対応する関連情報を利用者に通知する位
置関連情報通知工程と、を含んだことを特徴とする。
【００２４】
　本発明によれば、敷地内の棚ごとに設置された複数の発信機がそれぞれに割り当てられ
た限定領域に発する信号を受信して棚の位置情報を検出し、検出した棚の位置情報に対応
する関連情報を利用者に通知するよう構成したので、利用者がいる棚の位置に応じて、利
用者が関心を持つと思われる情報をタイムリーに提供することができる。
【００２５】
　また、本発明に係る移動式情報端末プログラムは、利用者とともに移動して情報を提供
する移動式情報端末プログラムであって、敷地内の棚ごとに設置された発信機が発する信
号を受信して棚の位置情報を検出する位置情報検出手順と、前記位置情報検出手順により
検出された棚の位置情報に基づき、該棚の位置情報に対応する関連情報を利用者に通知す
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る位置関連情報通知手順と、をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【００２６】
　本発明によれば、敷地内の棚ごとに設置された複数の発信機がそれぞれに割り当てられ
た限定領域に発する信号を受信して棚の位置情報を検出し、検出した棚の位置情報に対応
する関連情報を利用者に通知するよう構成したので、利用者がいる棚の位置に応じて、利
用者が関心を持つと思われる情報をタイムリーに提供することができる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、利用者がいる位置に応じて、利用者が関心を持つと思われる情報をタ
イムリーに提供することができるので、利用者は、効率よく有益な情報を得ることができ
るという効果を奏する。
【００２８】
　また、本発明によれば、利用者に情報を提供する頻度を調整することができるので、利
用者の移動傾向に合わせた情報提供が行えるという効果を奏する。
【００２９】
　また、本発明によれば、利用者が同じ場所に一定時間停止した場合のみ情報を提供する
ことができるので、利用者が移動を続けている場合に無駄な情報を通知するのを抑止する
ことができるという効果を奏する。
【００３０】
　また、本発明によれば、利用者に情報を提供する間隔を調整することができるので、提
供間隔を適度に調整することにより、利用者が落ち着いて情報確認を行えるという効果を
奏する。
【００３１】
　また、本発明によれば、利用者は、興味を持った物品の情報を容易に得ることができる
ので、当該物品に関する情報確認を効率よく行うことができるという効果を奏する。
【００３２】
　また、本発明によれば、利用者は、目的に沿った情報をいつでも参照することができる
ので、利用者の意志決定を随時支援することができるという効果を奏する。
【００３３】
　また、本発明によれば、利用者の手を煩わせることなく提供する情報を切り替えること
ができるので、利用者の操作に係る負担を軽減できるという効果を奏する。
【００３４】
　また、本発明によれば、サーバの情報を更新することにより、利用者に提供する情報を
自動的に更新することができるので、効率よく利用者に最新の情報を提供することができ
るという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下に添付図面を参照して、この発明に係る移動式情報端末装置、移動式情報端末制御
方法および移動式情報端末プログラムの好適な実施例を詳細に説明する。なお、本実施例
では、本発明をスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの店舗に適用した場合を
中心に説明する。
【実施例】
【００３６】
　まず、本実施例に係るナビゲーションカートシステムの概念について説明する。図１は
、本実施例に係るナビゲーションカートシステムの概念を説明するための説明図である。
【００３７】
　図１の例においては、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの店舗に、商品
を陳列する棚１1～１13が設置されている。
【００３８】
　棚１1～１13には、ＩＲ（赤外線）発信機２1～２13がそれぞれ設置されている。これら
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のＩＲ発信機２1～２13は、設置されている棚１1～１13の位置を示す位置情報（ＩＲ信号
）を、定期的に発信している。
【００３９】
　また、店舗の利用者が使用するカート５には、利用者に商品の情報を提供するカート端
末装置１０が設置されている。このカート端末装置１０には、ＩＲ発信機２1～２13から
発信される位置情報を読み取るＩＲ受信機と、商品に添付されたタグのバーコードを読み
取るスキャナが取り付けられている。
【００４０】
　また、店舗内のカート５が通過する通路付近には、複数の無線基地局４1～４5が、それ
ぞれの無線エリアで通路全体をカバーできるように設置されている。カート端末装置１０
は、これらの無線基地局４1～４5により構成される無線ＬＡＮを介して、店舗サーバと接
続される。
【００４１】
　また、カート端末装置１０は、ＩＲ発信機２1～２13が送信する位置情報とコンテンツ
とを対応付けて記憶しており、ＩＲ受信機が位置情報を受信すると、その近傍の棚１1～
１13に陳列されている商品に関連するコンテンツを画面に表示する。
【００４２】
　例えば、棚１3に野菜類が陳列され、棚１2に魚類が陳列されているとする。利用者が使
用しているカート５が、まだ棚１1～１13の近傍にいない場合は、カート端末装置１０は
、初期画面であるメインメニューを画面に表示する（状態１）。そして、利用者がカート
５を移動し、ＩＲ発信エリア３3に侵入した場合は、カート端末装置１０は、野菜に関す
る特売情報や、特定の野菜に含まれる栄養素の情報などのコンテンツを画面に表示する（
状態２）。その後、利用者がカート５を移動し、ＩＲ発信エリア３2に侵入した場合は、
カート端末装置１０は、魚に関する特売情報や、産地の情報などのコンテンツを画面に表
示する（状態３）。そして、さらに利用者がカートを移動し、ＩＲ送信エリア３5に進入
した場合は、カート端末装置１０は、棚１5に陳列された商品に関連するコンテンツを画
面に表示し（状態４）、ＩＲ送信エリア３12に進入した場合は、棚１12に陳列された商品
に関連するコンテンツを表示する(状態５)。
【００４３】
　カート端末装置１０に記憶されているコンテンツは、開店前に店舗スタッフによりカー
ト端末装置１０の電源が投入された際に、無線ＬＡＮを解して店舗サーバからダウンロー
ドされる。また、電源投入後も定期的に店舗サーバから変更分のコンテンツがダウンロー
ドされ、最新状態が保たれる。
【００４４】
　また、利用者が商品をカート端末装置１０に取り付けられたスキャナに近づけた場合、
スキャナは商品に添付されたタグのバーコードを読み取る。そして、カート端末装置１０
は、スキャナが読み取ったバーコードをもとに当該商品の情報を店舗サーバから取得し、
買物合計画面に表示する。この買物合計画面は、位置情報に対応したコンテンツおよびメ
インメニューが表示されている時でも、利用者が商品を近づけたタイミングで自動的に画
面を切り替えて表示される。
【００４５】
　このように、本実施例に係るナビゲーションカートシステムでは、カート端末装置１０
が、店舗内を移動するカート５の位置を常時認識して、その近傍に配置されている商品に
関する情報を画面に表示することによって、利用者が買物をするのに役立つ情報をリアル
タイムに提供することができる。
【００４６】
　なお、ここでは説明の便宜上、５台の無線基地局４1～４5のみを示したが、このナビゲ
ーションカートシステムは、店舗の広さに応じて、任意の台数の無線基地局から構成され
る。
【００４７】
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　また、本実施例では、ＩＲ発信機とＩＲ受信機を用いて位置情報を認識することとした
が、ＩＣタグとＩＣタグリーダを用いて位置情報を認識することもできる。
【００４８】
　また、本実施例では、ひとつの棚にひとつのＩＲ発信機を設定した場合を説明したが、
本発明はこれに限定されるものではなく、商品を陳列するエリアをより細かく区分けし、
それぞれのエリアにひとつのＩＲ発信機を設置した場合にも同様に適用することができる
。
【００４９】
　次に、本実施例に係るナビゲーションカートシステムの構成について説明する。図２は
、本実施例に係るナビゲーションカートシステムの構成を示す機能ブロック図である。同
図に示すように、このナビゲーションカートシステムは、利用者が使用するカートに設置
されるカート端末装置１０と、カート端末装置１０に配信する情報を保持する店舗サーバ
４０とが無線ＬＡＮを介して接続されて構成される。また、カート端末装置１０には、Ｉ
Ｒ受信機５０とスキャナ３０が接続されている。
【００５０】
　ＩＲ受信機５０は、店舗に設置されている複数のＩＲ発信機が発信する位置情報を読み
取る装置である。スキャナ３０は、商品に添付されているタグからバーコードを読み取る
装置である。
【００５１】
　カート端末装置１０は、店舗内における位置に応じて、近傍にある売場の商品に関連す
るコンテンツを表示する装置である。このカート端末装置１０は、利用者とともに店舗内
を移動するカート５に設置される。図３は、本実施例に係るカート端末装置１０を設置し
たカート５を示す図である。同図に示すように、このカート端末装置１０は、利用者が店
舗内でカート５を使用した際に、ＩＲ発信機２1～２13から発信されるＩＲ送信エリア３1

～３13を認識できるようにカート５に設置される。
【００５２】
　このカート端末装置１０は、ＩＲ受信制御部１１と、スキャナ制御部１２と、画面表示
制御部１３と、メインメニュー制御部１４と、買物合計表示制御部１５と、コンテンツ表
示制御部１６と、ログ記憶部１７と、表示コンテンツ記憶部１８と、位置コンテンツ関連
設定記憶部１９と、表示設定記憶部２０と、ログ送信部２１と、コンテンツ配信制御部２
２と、設定情報取込部２３と、無線通信部２４とを有する。
【００５３】
　ＩＲ受信制御部１１は、ＩＲ受信機５０が読み取った位置情報からＩＲ番号を検出する
処理部である。スキャナ制御部１２は、スキャナ３０が読み取ったバーコードから商品コ
ードを検出する処理部である。
【００５４】
　画面表示制御部１３は、メインメニュー制御部１４と、買物合計表示制御部１５と、コ
ンテンツ表示制御部１６とを制御する処理部である。具体的には、この画面表示制御部１
３は、各制御部間の制御の移動や、ＩＲ受信制御部１１およびスキャナ制御部１２と各制
御部の間のデータの受け渡しを行う。
【００５５】
　メインメニュー制御部１４は、メインメニュー画面を表示し、利用者が選択したメニュ
ーに応じた処理を行う処理部である。図４は、メインメニュー画面の一例を示す図である
。同図に示すように、利用者は、メインメニュー画面より、レシピ、特売品、商品検索、
またはお買物合計のいずれかのメニューを選択することができる。
【００５６】
　利用者がレシピを選択した場合、メインメニュー制御部１４は、レシピを案内する画面
を表示する。ここで、利用者が参照したいレシピを指定すると、当該レシピに関するコン
テンツを店舗サーバ４０からダウンロードして、画面に表示する。
【００５７】



(9) JP 4834356 B2 2011.12.14

10

20

30

40

50

　また、利用者が特売品を選択した場合、メインメニュー制御部１４は、特売品を案内す
る画面を表示する。ここで、利用者が参照したい特売品を指定すると、当該特売品に関す
るコンテンツを店舗サーバ４０からダウンロードして、画面に表示する。
【００５８】
　また、利用者が商品検索を選択した場合、メインメニュー制御部１４は、商品を検索す
る画面を表示する。ここで、利用者が検索したい商品を指定すると、店舗のフロアマップ
を画面に表示する。同時に、当該商品の位置を示す座標を店舗サーバ４０から取得し、当
該商品の位置をマップ上に出力する。さらに、コンテンツ制御記憶部１６が位置コンテン
ツ関連設定記憶部１９から取得しているマップ位置座標をもとにカートの位置をマップ上
に出力する。
【００５９】
　このメインメニュー制御部１４が、メインメニューから選択された処理を行うことによ
り、利用者は、メインメニューから操作を行うことによって、買物をする際に参考になる
情報を容易に得ることができる。
【００６０】
　また、利用者が買物合計を選択した場合、メインメニュー制御部１４は、買物合計画面
を表示し、買物合計表示制御部１５が蓄積している買物リスト情報の全ての商品情報と合
計金額を出力する。
【００６１】
　買物合計表示制御部１５は、利用者が購入しようとしている商品を買物リスト情報とし
て蓄積し、買物合計画面を表示する処理部である。具体的には、この買物合計表示制御部
１５は、スキャナ制御部１２が検出した商品コードをもとに、店舗サーバ４０の商品情報
記憶部４１および特売品情報記憶部４２から当該商品の価格を取得し、買物リスト情報と
して蓄積する。また、同時に買物合計画面を表示する。図５は、買物合計画面の一例を示
す図である。同図に示すように、買物合計画面には、その時点で買物リスト情報として蓄
積されている全ての商品と合計金額とを表示する。
【００６２】
　この買物合計制御部１５が、スキャナに連動して買物合計画面を表示することにより、
利用者は、購入しようとしている商品の合計金額をいつでも把握することができる。
【００６３】
　コンテンツ表示制御部１６は、コンテンツの表示を制御する処理部である。具体的には
、このコンテンツ表示制御部１６は、まず、ＩＲ受信制御部１１が検出したＩＲ番号をも
とに、位置コンテンツ関連設定記憶部１９から、対応するコンテンツのＵＲＬと、マップ
位置座標を取得する。その後、表示設定記憶部２０にある設定値をもとに、当該コンテン
ツを表示するか否かのチェックを順次行う。
【００６４】
　具体的には、このコンテンツ表示制御部１６は、まず、受信ポーリングタイマーチェッ
クを行う。この受信ポーリングタイマーチェックでは、前回位置情報を受信してからの時
間と、表示設定記憶部２０にある受信ポーリングタイマーとして設定された時間とを比較
する。比較した結果、前回位置情報受信からの時間が短かった場合は、当該コンテンツを
表示せずに処理を終了する。一方、前回位置情報受信からの時間が長かった場合は、当該
ＩＲ番号を示す位置情報ログをログ記憶部２１に格納し、続いて位置情報受信回数チェッ
クを行う。
【００６５】
　位置情報受信回数チェックでは、同じ位置情報を受信した回数と、表示設定記憶部２０
にある位置情報受信回数として設定された回数とを比較する。比較した結果、同じ位置情
報を受信した回数が少なかった場合は、当該コンテンツを表示せずに処理を終了する。一
方、同じ位置情報を受信した回数が多かった場合は、続いて、コンテンツ起動タイマーチ
ェックを行う。
【００６６】
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　コンテンツ起動タイマーチェックでは、前回コンテンツ起動からの時間と、表示設定記
憶部２０にあるコンテンツ起動タイマーとして設定された時間とを比較する。比較した結
果、前回コンテンツ起動からの時間が短かった場合は、当該コンテンツを表示せずに処理
を終了する。一方、前回コンテンツ起動からの時間が長かった場合は、続いて、前回起動
コンテンツチェックを行う。
【００６７】
　前回起動コンテンツチェックでは、表示設定記憶部２０にある前回起動コンテンツチェ
ックとして設定された値が「１」であった場合は、前回起動したコンテンツのＵＲＬと、
受信したＩＲ番号に対応するコンテンツのＵＲＬとを比較する。比較した結果、両コンテ
ンツが同じものであった場合は、当該コンテンツを表示せずに処理を終了する。一方、両
コンテンツが違うものであった場合は、続いて、操作起動タイマーチェックを行う。
【００６８】
　操作起動タイマーチェックでは、利用者が前回端末を操作してからの時間と、表示設定
記憶部２０にある操作起動タイマーとして設定された時間とを比較する。比較した結果、
利用者が前回端末を操作してからの時間が短かった場合は、当該コンテンツを表示せずに
処理を終了する。一方、利用者が前回端末を操作してからの時間が長かった場合は、当該
コンテンツを画面に表示する。
【００６９】
　コンテンツの表示では、まず、当該位置情報に対応するコンテンツのＵＲＬを参照し、
ＵＲＬがカート端末装置１０を示しているか、店舗サーバ４０を示しているかを判定する
。判定した結果、カート端末装置１０を示していた場合は、当該ＵＲＬで示されたカート
端末装置１０の格納場所からコンテンツを取得する。一方、店舗サーバ４０を示していた
場合は、当該ＵＲＬで示された店舗サーバ４０の格納場所からコンテンツを取得する。
【００７０】
　その後、取得したコンテンツを画面に表示する。図６は、位置情報に連動したコンテン
ツの一例を示す図である。同図に示すように、コンテンツは、特売情報などの買物に役立
つ情報を表示する。また、同時に、表示したコンテンツを示すコンテンツ表示ログをログ
記憶部１７に格納する。
【００７１】
　このコンテンツ表示制御部１６が、位置情報に基づいてコンテンツの表示を自動的に制
御することにより、無駄なコンテンツ表示が抑止され、画面を円滑に切り替えることがで
きる。
【００７２】
　また、このコンテンツ表示制御部１６が、利用者の位置情報を位置情報ログと、コンテ
ンツ表示ログをログ記憶部１７に格納することにより、このログを、利用者の嗜好分析や
、動線分析などを行う際に利用することができる。
【００７３】
　ログ記憶部１７は、コンテンツ表示制御部１６が出力したログを記憶する記憶部である
具体的には、ＩＲ受信制御部１１が検出したＩＲ番号を示す位置情報ログと、コンテンツ
表示制御部１６が表示したコンテンツを示すコンテンツ表示ログとを記憶する。
【００７４】
　表示コンテンツ記憶部１８は、店舗サーバ４０からダウンロードしたローカル用コンテ
ンツを記憶する記憶部である。
【００７５】
　位置コンテンツ関連設定記憶部１９は、位置情報とコンテンツを対応付けた位置コンテ
ンツ関連設定情報を記憶する記憶部である。図７は、位置コンテンツ関連設定記憶部１９
の一例を示す図である。同図に示すように、この位置コンテンツ関連設定記憶部１９は、
ＩＲ番号と、メインコンテンツＵＲＬと、マップ位置座標とを対応付けて記憶する。
【００７６】
　ここで、メインコンテンツＵＲＬとは、ＩＲ送信機が設置された位置を示すＩＲ番号に
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対応し、当該位置において表示するコンテンツの格納場所を示すＵＲＬである。図７に示
す例のメインコンテンツＵＲＬでは、「C:¥Contents¥LMCM0001.swf」は、「C:¥Contents
」がカート端末装置１０の表示コンテンツ記憶部１８を示し、「¥LMCM0001.swf」がコン
テンツのファイル名を示している。また、「¥¥10.144.155.16¥Contents¥CMCM0002.swf」
は、「¥¥10.144.155.16」が店舗サーバ４０のＩＰアドレスを示し、「¥Contents」が店舗
サーバ上の全コンテンツ記憶部４３を示し、「¥CMCM0002.swf」がコンテンツのファイル
名を示している。
【００７７】
　また、マップ位置座標とは、利用者がメインメニューから商品検索を選択した場合に、
メインメニュー制御部１４が、フロアマップにカートの位置を示す際に使用する、フロア
マップ上の座標である。
【００７８】
　この位置コンテンツ関連設定記憶部１９に記憶されたＩＲ番号と、メインコンテンツＵ
ＲＬと、マップ位置座標との対応付けを適宜変更することにより、店舗内で商品の配置替
えを行った場合でも、それぞれの商品に応じたコンテンツを画面に表示することができる
。
【００７９】
　表示設定記憶部２０は、コンテンツ表示を制御するための設定値を含む表示設定情報を
記憶する記憶部である。図８は、表示設定記憶部２０の一例を示す図である。同図に示す
ように、この表示設定記憶部２０は、コンテンツ表示制御部１６がコンテンツを表示する
か否かを判定する際に使用する受信ポーリングタイマー、位置情報受信回数、コンテンツ
起動タイマー、前回起動コンテンツ抑止、操作起動タイマーの設定値を記憶する。
【００８０】
　ここで、受信ポーリングタイマーとして設定される値は、ＩＲ受信制御部１１が検出し
たＩＲ番号に対して、コンテンツを表示するか否かのチェックを行う間隔を示す時間であ
る。この受信ポーリングタイマーの設定値を小さくした場合は、位置情報ログが細かく出
力されるため、ログ解析時に利用者の動線を正確に認識することができる。一方、設定値
を大きくした場合は、位置情報ログを出力する間隔が広くなるため、ログが膨大な量とな
るのを防ぐことができる。すなわち、この設定値を変更することにより、ログ解析の精度
またはログの出力量を調整することができる。
【００８１】
　また、位置情報受信回数とは、コンテンツを表示するために必要な、同じ位置情報を受
信した回数である。この位置情報受信回数を設定することにより、利用者が同じ位置に一
定時間留まっていた場合のみコンテンツを表示することができ、カートが素早く移動した
場合など、無駄なコンテンツを表示するのを抑止することができる。
【００８２】
　また、コンテンツ起動タイマーとは、コンテンツを起動する間隔を示す時間である。こ
のコンテンツ起動タイマーを設定することにより、無線ＬＡＮの電波状況が悪いエリアで
コンテンツの表示に時間がかかる場合など、コンテンツを画面に全て表示しきらないうち
に別のコンテンツを表示しようとして、不完全な表示が継続するのを抑止することができ
る。
【００８３】
　また、前回起動コンテンツ抑止とは、表示しようとしたコンテンツが、すでに表示中の
コンテンツと同じであった場合、出力を抑止するか否かを判定するための判定フラグであ
る。図８に示す例では、抑止する場合は「１」を、抑止しない場合は「０」を設定してい
る。この前回起動コンテンツ抑止を設定することにより、同じ画面が何度も繰り返して切
り替わりながら表示されるのを抑止することができる。
【００８４】
　また、操作起動タイマーとは、利用者がカート端末装置１０を操作した後に、コンテン
ツ表示を抑止する時間である。この操作起動タイマーを設定することにより、利用者がカ



(12) JP 4834356 B2 2011.12.14

10

20

30

40

50

ート端末を意識的に操作している間にコンテンツを表示してしまうことを一定時間抑止す
ることができる。
【００８５】
　この表示設定記憶部２０に記憶された設定値を適宜変更することにより、コンテンツ表
示制御部１６が行うコンテンツ表示の制御を、利用者の移動傾向や店舗の状況に応じて調
整することができる。
【００８６】
　ログ送信部２１は、ログ記憶部１７が記憶したログを店舗サーバ４０に送信する処理部
である。具体的には、このログ送信部２１は、利用者がレジで精算を終えた場合に、無線
ＬＡＮを介して、ログ記憶部１７に格納された位置情報ログおよびコンテンツ表示ログを
店舗サーバに送信する。
【００８７】
　コンテンツ配信制御部２２は、店舗サーバ４０からコンテンツをダウンロードし、表示
コンテンツ記憶部１８に格納する処理部である。具体的には、このコンテンツ配信制御部
２２は、カート端末装置１０の電源投入時に、店舗サーバ４０の全コンテンツ記憶部４３
を参照し、ローカル用コンテンツをダウンロードして表示コンテンツ記憶部１８に格納す
る。電源投入後は、定期的に店舗サーバ４０の全コンテンツ記憶部を参照し、ローカル用
コンテンツの変更分をダウンロードし、表示コンテンツ記憶部１８のコンテンツを最新の
状態に更新する。
【００８８】
　このコンテンツ配信制御部２２が定期的に表示コンテンツ記憶部１８のコンテンツを更
新することにより、タイムサービスなどで商品の価格を変更したい場合など、店舗サーバ
４０の全コンテンツ記憶部４３にあるコンテンツを変更すれば、自動的に店舗内にある全
てのカート端末装置１０のコンテンツが更新され、利用者に最新の情報を提供することが
できる。
【００８９】
　設定情報取込部２３は、店舗サーバ４０の設定情報記憶部４４から位置コンテンツ関連
設定情報および表示設定情報をダウンロードし、位置コンテンツ関連設定記憶部１９およ
び表示設定記憶部２０に格納する処理部である。具体的には、この設定情報取込部２３は
、カート端末装置１０の電源投入時に、店舗サーバ４０の設定情報記憶部４４を参照し、
位置コンテンツ関連設定情報と表示設定情報をダウンロードし、位置コンテンツ関連設定
記憶部１９と表示設定記憶部２０にそれぞれ格納する。
【００９０】
　無線通信部２４は、店舗サーバ４０にＬＡＮを介して接続された無線基地局４1～４5と
通信を行う処理部である。
【００９１】
　無線基地局４1～４5は、カート端末装置１０の無線通信部２４と通信を行う装置である
。
【００９２】
　店舗サーバ４０は、ＬＡＮを介して無線基地局４1～４5と接続されており、カート端末
装置１０に配信するコンテンツや設定情報を保持する装置である。また、この店舗サーバ
４０は、商品情報記憶部４１と、特売情報記憶部４２と、全コンテンツ記憶部４３と、設
定情報記憶部４０とを有する。
【００９３】
　商品情報記憶部４１は、商品ごとの情報を記憶する記憶部である。具体的には、商品ご
とに、商品コードと、商品名と、商品の価格と、商品の位置を示す座標とを対応付けて記
憶する。
【００９４】
　特売品情報記憶部４２は、商品ごとの特売情報を記憶する記憶部である。具体的には、
商品ごとに、商品コードと、商品の特売価格とを対応付けて記憶する。
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【００９５】
　全コンテンツ記憶部４３は、カート端末装置１０に配信するローカル用コンテンツ、レ
シピや特売品に関するコンテンツなどのサーバ用コンテンツを記憶する記憶部である。
【００９６】
　この全コンテンツ記憶部４３が、ローカル用コンテンツとサーバ用コンテンツを区分け
して保持し、カート端末装置１０のコンテンツ配信制御部２２はこのローカル用コンテン
ツのみをダウンロードし、レシピなどのデータ量が大量となるものについては、サーバ用
コンテンツとして、必要な時にその都度参照されるようにすることにより、カート端末装
置１０の記憶部が圧迫されるのを防ぐことができる。
【００９７】
　設定情報記憶部４０は、カート端末装置１０に配信する位置コンテンツ関連設定情報と
表示設定情報とを記憶する記憶部である。
【００９８】
　なお、本実施例では、カート端末装置１０が、ひとつのコンテンツを画面に表示する場
合を説明したが、上下にバナー領域を追加して画面を構成することもできる。
【００９９】
　図９は、上下バナーを出力する場合の画面構成の一例を示す図である。同図に示すよう
に、コンテンツ表示領域の上下にバナー領域を配置して構成する。このコンテンツ表示領
域には、位置情報に連動した特売情報などのコンテンツを表示する。そして、上下のバナ
ー領域には、位置情報に連動した商品広告などのコンテンツを表示する。
【０１００】
　図１０は、上下バナーを出力する場合の位置コンテンツ関連設定記憶部１９の一例を示
す図である。同図に示すように、位置コンテンツ関連設定記憶部１９に、メインコンテン
ツＵＲＬの他に、上バナーＵＲＬと下バナーＵＲＬをさらに記憶する。そして、コンテン
ツ表示制御部２２が、この上バナーＵＲＬと下バナーＵＲＬを参照して、上下バナー領域
に当該ＵＲＬに格納されたコンテンツを表示するように構成する。
【０１０１】
　また、利用者がカート端末装置１０を利用する際に、レシピモードや特売情報モードを
指定して、画面に表示するコンテンツの種類を変えられるように構成することもできる。
【０１０２】
　図１１は、ナビゲーションモードを設定する場合の位置コンテンツ関連設定記憶部１９
の一例を示す図である。同図に示すように、位置コンテンツ関連設定記憶部１９に、メイ
ンコンテンツＵＲＬの他に、レシピ情報ＵＲＬと特売情報ＵＲＬをさらに記憶する。そし
て、コンテンツ表示制御部２２が、利用者が選択したモードにより、参照するＵＲＬを切
り替えてコンテンツを表示するように構成する。
【０１０３】
　また、利用者がカート端末装置１０を利用する際に、性別や年齢などの個人情報を入力
し、個人情報に合わせたコンテンツを画面に表示するように構成することもできる。この
場合は、個人情報のパターンに対応したＵＲＬを位置コンテンツ関連設定記憶部１９に記
憶し、それぞれのパターンに応じて参照するＵＲＬを切り替えてコンテンツを表示するよ
うに構成する。
【０１０４】
　次に、本実施例に係るカート端末装置１０の処理手順について説明する。図１２は、本
実施例に係るカート端末装置１０の処理手順を示すフローチャートである。同図に示すよ
うに、このカート端末装置１０は、利用者がカートを使い始めると、メインメニュー制御
部１４がメインメニューを画面に表示する（ステップＳ１０１）。
【０１０５】
　利用者がメインメニューからレシピ、特売品、商品検索、お買物合計のいずれかのメニ
ューを選択した場合は（ステップＳ１０２）、メインメニュー制御部１４がそれぞれのメ
ニューに対応する画面を表示し、メインメニュー処理を行う（ステップＳ１０３）。なお
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、メインメニュー処理の処理内容については、後述する。
【０１０６】
　そして、利用者が、表示されている画面上の戻るボタンを選択した場合は（ステップＳ
１０４）、メインメニュー制御部１４は、画面表示をメインメニューに戻す（ステップＳ
１０５）。
【０１０７】
　また、ＩＲ発信機が送信する位置情報をＩＲ受信機５０が受信した場合は（ステップＳ
１０６）、コンテンツ表示制御部１６は、コンテンツ表示処理を行う（ステップＳ１０７
）。なお、コンテンツ表示処理の処理内容については、後述する。
【０１０８】
　その後、コンテンツ表示制御部１６は、表示中のコンテンツがすでに一定時間表示され
ているか否かを判定し（ステップＳ１０９）、表示していた場合は、画面表示を当該コン
テンツ表示前の画面（メインメニューまたはメニュー選択後の画面）に戻す（ステップＳ
１１０）。
【０１０９】
　また、スキャナ３０が商品のバーコードを読み込んだ場合は（ステップＳ１１１）、買
物合計表示制御部１５は、スキャナ制御部１２により検出された商品コードをもとに店舗
サーバ４０の商品情報記憶部４１および特売品情報記憶部４２から当該商品の価格を取得
し、買物リスト情報として蓄積する。同時に、買物合計画面を表示し、その時点で買物リ
スト情報として蓄積されている全ての商品と合計金額を出力する（ステップＳ１１２）。
そして、買物合計画面を一定時間表示した場合（ステップＳ１１３）または利用者が閉じ
るボタンを選択した場合は（ステップＳ１１４）、画面表示を買物合計画面表示前の画面
（メインメニューまたはメニュー選択後の画面）に戻す（ステップＳ１１５）。
【０１１０】
　また、利用者がレジで精算を終えた場合は、ナビゲーションを終了し（ステップＳ１１
６）、ログ送信部２１がログ記憶部１７にある当該利用者のログを店舗サーバ４０に送信
する（ステップＳ１１７）。利用者が買物を続ける場合は、ステップＳ１０２に戻り、ナ
ビゲーションを継続する。
【０１１１】
　このように、メインメニュー制御部１４がメインメニューを画面に表示し、ＩＲ受信機
５０が位置情報を検出した場合は、コンテンツ表示制御部１６が位置情報に対応したコン
テンツを画面に表示し、一定時間表示した後に、メインメニューに表示を戻し、スキャナ
３０がバーコードを検出した場合は、買物合計表示制御部１５が買物合計画面を画面に表
示し、一定時間表示した後に、メインメニューに表示を戻すことにより、それぞれの画面
を自動的に切り替えて表示することができる。
【０１１２】
　次に、図１２に示したメインメニュー処理について、詳細に説明する。図１３は、図１
２に示したメインメニュー処理の処理手順を示すフローチャートである。
【０１１３】
　同図に示すように、メインメニュー制御部１４は、レシピが選択された場合は（ステッ
プＳ２０１，Ｙｅｓ）、レシピ案内画面を表示する（ステップＳ２０２）。そして、利用
者がレシピ画面でレシピを指定した場合は（ステップＳ２０３，Ｙｅｓ）、指定されたレ
シピのコンテンツ情報を店舗サーバ４０の全コンテンツ記憶部４３から取得し、画面に表
示する（ステップＳ２０４）。
【０１１４】
　また、特売品が選択された場合は（ステップＳ２０５，Ｙｅｓ）、特売品案内画面を表
示する（ステップＳ２０６）。そして、利用者が特売品画面で特売品を指定した場合は（
ステップＳ２０７）、指定された特売品のコンテンツ情報を店舗サーバ４０の全コンテン
ツ記憶部４３から取得し、画面に表示する（ステップＳ２０８）。
【０１１５】
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　また、商品検索が選択された場合は（ステップＳ２０９，Ｙｅｓ）、商品検索画面を表
示する（ステップＳ２１０）。そして、利用者が商品検索画面で商品を指定した場合は（
ステップＳ２１１）、フロアマップを画面に表示し、商品の位置とカートの位置を出力す
る（ステップＳ２１２）。
【０１１６】
　また、お買物合計が選択された場合は（ステップＳ２１３，Ｙｅｓ）、買物合計画面を
表示し、買物合計表示制御部１５が蓄積している全ての商品と合計金額を出力する。
【０１１７】
　このように、利用者がメインメニューからカート端末装置１０を操作することにより、
利用者は、買い物をする際に参考にしたい情報や、求める商品が陳列された場所を容易に
得ることができる。
【０１１８】
　次に、図１２に示したコンテンツ表示処理について、詳細に説明する。図１４は、図１
２に示したコンテンツ表示処理の処理手順を示すフローチャートである。
【０１１９】
　同図に示すように、コンテンツ表示制御部１６は、ＩＲ受信制御部１１が検出したＩＲ
番号をもとに、位置コンテンツ関連設定記憶部１９から、対応するコンテンツのＵＲＬを
取得する（ステップＳ３０１）。
【０１２０】
　そして、受信ポーリングタイマーチェックを行う（ステップＳ３０２）。すなわち、前
回位置情報を受信してからの時間と、表示設定記憶部２０にある受信ポーリングタイマー
として設定された時間とを比較し（ステップＳ３０３）、前回位置情報受信からの時間が
短かった場合は、当該コンテンツを表示せずに処理を終了する。
【０１２１】
　一方、前回位置情報受信からの時間が長かった場合は、位置情報受信回数チェックを行
う（ステップＳ３０４）。すなわち、同じ位置情報を受信した回数と、表示設定記憶部２
０にある位置情報受信回数として設定された回数とを比較し（ステップＳ３０５）、同じ
位置情報を受信した回数が少なかった場合は、当該コンテンツを表示せずに処理を終了す
る。
【０１２２】
　一方、同じ位置情報を受信した回数が多かった場合は、コンテンツ起動タイマーチェッ
クを行う（ステップＳ３０６）。すなわち、前回コンテンツ起動からの時間と、表示設定
記憶部２０にあるコンテンツ起動タイマーとして設定された時間とを比較し（ステップＳ
３０７）、前回コンテンツ起動からの時間が短かった場合は、当該コンテンツを表示せず
に処理を終了する。
【０１２３】
　一方、前回コンテンツ起動からの時間が長かった場合は、前回起動コンテンツチェック
を行う（ステップＳ３０８）。ここで、前回起動したコンテンツのＵＲＬと、受信したＩ
Ｒ番号に対応するコンテンツのＵＲＬとを比較し（ステップＳ３０９）、両コンテンツが
同じものであった場合は、当該コンテンツを表示せずに処理を終了する。
【０１２４】
　一方、両コンテンツが違うものであった場合は、操作起動タイマーチェックを行う（ス
テップＳ３１０）。ここで利用者が前回端末を操作してからの時間と、表示設定記憶部２
０にある操作起動タイマーとして設定された時間とを比較し（ステップＳ３１１）、利用
者が前回端末を操作してからの時間が短かった場合は、当該コンテンツを表示せずに処理
を終了する。
【０１２５】
　一方、利用者が前回端末を操作してからの時間が長かった場合は、当該位置情報に対応
するコンテンツのＵＲＬをもとに、カート端末装置１０または店舗サーバ４０から当該コ
ンテンツを取得し（ステップＳ３１３，Ｓ３１４）、画面に表示する（ステップＳ３１５
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）。
【０１２６】
　このように、コンテンツ表示制御部１６が、表示設定記憶部２０に記憶されたタイマー
や回数の設定値をもとにコンテンツの表示を判定することにより、コンテンツを円滑に切
り替えて表示することができる。
【０１２７】
　上述してきたように、本実施例では、店舗内を利用者とともに移動するカート５にカー
ト端末装置１０を設置し、コンテンツ表示制御部１６が、売場ごとに設置されたＩＲ発信
器２1～２13により送信される位置情報によって、店舗内におけるカート５の位置を把握
し、位置コンテンツ関連設定記憶部１９に記憶された位置情報とコンテンツの対応付けに
基づき、近傍にある売り場に陳列された商品に関連するコンテンツをリアルタイムに画面
に表示することとしたので、利用者が買物をするために参考となる情報をタイムリーに提
供することができる。
【０１２８】
　また、コンテンツ配信制御部２２が、カート端末装置１０の電源が投入された際に、店
舗サーバ４０の全コンテンツ記憶部４３からコンテンツをダウンロードして表示コンテン
ツ記憶部１８に記憶し、電源投入後も定期的に店舗サーバ４０を参照して変更分のコンテ
ンツをダウンロードし、表示コンテンツ記憶部１８のコンテンツを更新することとしたの
で、利用者に最新の情報を提供することができる。
【０１２９】
　また、メインメニュー制御部１４がメインメニューを画面に表示し、コンテンツ表示制
御部１６がＩＲ受信機５０に連動して位置情報に連動したコンテンツを表示し、一定時間
表示した後にメインメニューに表示を切り替え、買物合計表示制御部１５がスキャナ３０
に連動して買物合計画面を表示し、一定時間表示した後にメインメニューに表示を切り替
えることとしたので、利用者が操作を行わなくても、それぞれの画面を自動的に切り替え
て表示することができる。
【０１３０】
　なお、本実施例では、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの店舗において
、利用者が使用するカート端末に情報端末を設置し、位置に応じて、商品に関する情報を
提供する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、展
示場において、来場者が情報端末を携帯し、展示品の情報を提供する場合にも同様に適用
することができる。
【０１３１】
　また、本実施例では、カート端末装置１０について説明したが、カート端末装置１０が
有する構成をソフトウェアによって実現することで、同様の機能を有するカート端末プロ
グラムを得ることができる。そこで、このカート端末プログラムを実行するコンピュータ
について説明する。
【０１３２】
　図１５は、本実施例に係るカート端末プログラムを実行するコンピュータの構成を示す
機能ブロック図である。同図に示すように、このコンピュータ１００は、ＲＡＭ１１０と
、ＣＰＵ１２０と、ＨＤＤ１３０と、無線ＬＡＮインタフェース１４０と、タッチスクリ
ーン１５０と、ＰＣインタフェース１６０とを有する。
【０１３３】
　ＲＡＭ１１０は、プログラムやプログラムの実行途中結果などを記憶するメモリであり
、ＣＰＵ１２０は、ＲＡＭ１１０からプログラムを読み出して実行する中央処理装置であ
る。
【０１３４】
　ＨＤＤ１３０は、プログラムやデータを格納するディスク装置であり、無線ＬＡＮイン
タフェース１４０は、コンピュータ１００を無線ＬＡＮ経由で他のコンピュータに接続す
るためのインタフェースである。
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【０１３５】
　タッチスクリーン１５０は、利用者が指などで画面に触れることで、コンピュータ１０
０の操作を行なうことができるディスプレイであり、ＰＣインタフェース１６０は、コン
ピュータ１００を他のコンピュータに接続するためのインタフェースである。
【０１３６】
　そして、このコンピュータ１００において実行されるカート端末プログラム１１１は、
ＰＣインタフェース１６０または無線ＬＡＮインタフェース１４０を介して接続された他
のコンピュータのデータベースなどに記憶され、これらのデータベースから読み出されて
コンピュータ１００にインストールされる。
【０１３７】
　そして、インストールされたカート端末プログラム１１１は、ＨＤＤ１３０に記憶され
、ＲＡＭ１１０に読み出されてＣＰＵ１２０によってカート端末プロセス１２１として実
行される。
【０１３８】
（付記１）利用者とともに移動して情報を提供する移動式情報端末装置であって、
　敷地内に設置された複数の発信機から該発信機それぞれに割り当てられた領域に発せら
れる信号を受信し、該信号に基づいて位置情報を検出する位置情報検出手段と、
　前記位置情報検出手段により検出された該位置情報に基づき、該位置情報に対応する関
連情報を利用者に通知する位置関連情報通知手段と、
　を備えたことを特徴とする移動式情報端末装置。
【０１３９】
（付記２）前記発信機と前記位置情報検出手段によって定期的な位置情報検出を行い、前
記位置情報検出手段が同一位置情報を連続して検出した場合、
　前記位置関連情報通知手段は、前記位置検出手段により連続して検出された位置情報を
所定の時間間隔で採択し、該採択した位置情報に対応する関連情報を利用者に通知するこ
とを特徴とする付記１に記載の移動式情報端末装置。
【０１４０】
（付記３）前記位置関連情報通知手段は、前記所定の時間間隔で採択した位置情報に基づ
き、同じ位置情報を検出した回数が所定の回数に達しているか否かを判定し、達している
と判定した場合に該位置情報に対応する関連情報を利用者に通知することを特徴とする付
記２に記載の移動式情報端末装置。
【０１４１】
（付記４）前記位置関連情報通知手段は、前記所定の時間間隔で採択した位置情報に基づ
き、該位置情報に対応する関連情報を前回通知してからの経過時間が所定の時間に達して
いるか否かを判定し、達していると判定した場合に該位置情報に対応する関連情報を利用
者に通知することを特徴とする付記３に記載の移動式情報端末装置。
【０１４２】
（付記５）前記位置関連情報通知手段は、前記所定の時間間隔で採択した位置情報に基づ
き、同じ前記位置情報に対応する関連情報を連続して通知するか否かを設定した設定値に
より位置情報を通知するか否かを判定し、通知すると判定した場合に該位置情報に対応す
る関連情報を利用者に通知することを特徴とする付記４に記載の移動式情報端末装置。
【０１４３】
（付記６）前記位置関連情報通知手段は、前記所定の時間間隔で採択した位置情報に基づ
き、前記利用者が最後に操作を行ってからの経過時間が所定の時間に達しているか否かを
判定し、達していると判定した場合に該位置情報に対応する関連情報を利用者に通知する
ことを特徴とする付記５に記載の移動式情報端末装置。
【０１４４】
（付記７）前記位置関連情報通知手段は、前記位置情報を採択するための基準となる所定
の時間間隔と、前記同じ位置情報を検出した回数を判定するための基準となる所定の回数
と、前記位置情報に対応する関連情報を前回通知してからの経過時間を判定するための基
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準となる所定の時間と、前記同じ位置情報に対応する関連情報を連続して通知するか否か
を設定した設定値と、前記利用者が最後に操作を行ってからの経過時間を判定するための
基準となる所定の時間とを、通知設定情報として記憶し、該通知設定情報に基づいて該位
置情報に対応する関連情報を通知するか否かを判定することを特徴とする付記６に記載の
移動式情報端末装置。
【０１４５】
（付記８）敷地内に配置された物品ごとに付与された符号を認識する物品認識手段と、
　前記物品認識手段により認識された符号に基づき、該符号に対応する物品関連情報を利
用者に通知する物品情報通知手段をさらに備えたことを特徴とする付記１～７のいずれか
一つに記載の移動式情報端末装置。
【０１４６】
（付記９）利用者の操作に基づいて、利用者の目的に応じた操作関連情報を取得し、該取
得した操作関連情報を利用者に通知する操作情報通知手段をさらに備えたことを特徴とす
る付記１～８のいずれか一つに記載の移動式情報端末装置。
【０１４７】
（付記１０）前記位置関連情報通知手段により通知される、位置情報に対応する関連情報
と、
　前記物品情報通知手段により通知される物品関連情報と、
　前記操作情報通知手段により通知される操作関連情報と、
　を自動的に切り替えて利用者に通知することを特徴とする請求項１～６のいずれか一つ
に記載の移動式情報端末装置。
【０１４８】
（付記１１）前記位置情報に対応する関連情報を記憶する位置関連情報記憶手段と、
　前記位置関連情報記憶手段により記憶される関連情報をサーバから定期的にダウンロー
ドして更新する位置関連情報更新手段と、
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１～７のいずれか一つに記載の移動式情報端末
装置。
【０１４９】
（付記１２）前記位置情報と、前記位置情報に対応する関連情報とを対応付けた位置対応
情報を記憶する位置対応情報記憶手段をさらに備え、
　前記位置関連情報通知手段は、前記位置対応情報記憶手段により記憶された位置対応情
報に基づき、該位置情報に対応する関連情報を通知することを特徴とする付記１～１１の
いずれか一つに記載の移動式情報端末装置。
【０１５０】
（付記１３）前記位置対応情報記憶手段により記憶された位置対応情報をサーバからダウ
ンロードして更新する位置対応情報更新手段をさらに備えたことを特徴とする付記１２に
記載の移動式情報端末装置。
【０１５１】
（付記１４）前記通知設定情報を記憶する通知設定情報記憶手段と、
　前記通知設定情報記憶手段により記憶された通知設定情報をサーバからダウンロードし
て更新する通知設定情報更新手段と、
　をさらに備えたことを特徴とする付記１～１３のいずれか一つに記載の移動式情報端末
装置。
【０１５２】
（付記１５）前記位置関連情報通知手段は、利用者からの指定に基づき、通知する関連情
報の種類を変更することを特徴とする付記１～１４のいずれか一つに記載の移動式情報端
末装置。
【０１５３】
（付記１６）前記位置関連情報通知手段は、複数種類の位置情報に対応する関連情報を同
時に通知することを特徴とする付記１～１５のいずれか一つに記載の移動式情報端末装置
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。
【０１５４】
（付記１７）前記位置関連情報通知手段は、前記所定の時間間隔で採択した位置情報を随
時記録することを特徴とする付記１～１６のいずれか一つに記載の移動式情報端末装置。
【０１５５】
（付記１８）前記位置関連情報通知手段は、利用者に通知した前記位置情報に対応する関
連情報を随時記録することを特徴とする付記１～１７のいずれか一つに記載の移動式情報
端末装置。
【０１５６】
（付記１９）利用者とともに移動して情報を提供する移動式情報端末制御方法であって、
　敷地内に設置された複数の発信機から該発信機それぞれに割り当てられた領域に発せら
れる信号を受信し、該信号に基づいて位置情報を検出する位置情報検出工程と、
　前記位置情報検出工程により検出された該位置情報に基づき、該位置情報に対応する関
連情報を利用者に通知する位置関連情報通知工程と、
　を含んだことを特徴とする移動式情報端末制御方法。
【０１５７】
（付記２０）利用者とともに移動して情報を提供する移動式情報端末プログラムであって
、
　敷地内に設置された複数の発信機から該発信機それぞれに割り当てられた領域に発せら
れる信号を受信し、該信号に基づいて位置情報を検出する位置情報検出手順と、
　前記位置情報検出手順により検出された該位置情報に基づき、該位置情報に対応する関
連情報を利用者に通知する位置関連情報通知手順と、
　をコンピュータに実行させることを特徴とする移動式情報端末プログラム。
【産業上の利用可能性】
【０１５８】
　以上のように、本発明に係る移動式情報端末装置、移動式情報端末制御方法および移動
式情報端末プログラムは、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの店舗におい
て、利用者に売場の商品に関する情報を提供する商品案内システムなどに有用であり、特
に、利用者とともに移動し、利用者の位置に応じた情報を提供する場合に適している。
【図面の簡単な説明】
【０１５９】
【図１】本実施例に係るナビゲーションカートシステムの概念を説明するための説明図で
ある。
【図２】本実施例に係るナビゲーションカートシステムの構成を示す機能ブロック図であ
る。
【図３】本実施例に係るカート端末を設置したカートを示す図である。
【図４】メインメニュー画面の一例を示す図である。
【図５】買物合計画面の一例を示す図である。
【図６】位置情報に連動したコンテンツの一例を示す図である。
【図７】位置コンテンツ関連設定記憶部の一例を示す図である。
【図８】表示設定記憶部の一例を示す図である。
【図９】上下バナーを出力する場合の画面構成の一例を示す図である。
【図１０】上下バナーを出力する場合の位置コンテンツ関連設定記憶部の一例を示す図で
ある。
【図１１】ナビゲーションモードを設定する場合の位置コンテンツ関連設定記憶部の一例
を示す図である。
【図１２】本実施例に係るカート端末装置の処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】図１２に示したメインメニュー処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】図１２に示したコンテンツ表示処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図１５】本実施例に係るカート端末プログラムを実行するコンピュータの構成を示す機
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【符号の説明】
【０１６０】
１1～１13　　棚
２1～２13　　ＩＲ発信機
３1～３13　　ＩＲ発信エリア
４1～４5　　無線基地局
５　　カート
１０　　カート端末装置
１１　　ＩＲ受信制御部
１２　　スキャナ制御部
１３　　画面表示制御部
１４　　メインメニュー制御部
１５　　買物合計表示制御部
１６　　コンテンツ表示制御部
１７　　ログ記憶部
１８　　表示コンテンツ記憶部
１９　　位置コンテンツ関連設定記憶部
２０　　表示設定記憶部
２１　　ログ送信部
２２　　コンテンツ配信制御部
２３　　設定情報取込部
２４　　無線通信部
３０　　スキャナ
４０　　店舗サーバ
４１　　商品情報記憶部
４２　　特売情報記憶部
４３　　全コンテンツ記憶部
４４　　設定情報記憶部
５０　　ＩＲ受信機
１００　　コンピュータ
１１０　　ＲＡＭ
１１１　　カート端末プログラム
１２０　　ＣＰＵ
１２１　　カート端末プロセス
１３０　　ＨＤＤ
１４０　　無線ＬＡＮインタフェース
１５０　　タッチスクリーン
１６０　　ＰＣインタフェース
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