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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　管理単位毎に設けられた座席群の集合である複数の座席のいずれかに対して配席される
複数のユーザそれぞれの配席条件を記憶する記憶部と、
　前記複数の座席のうち、第１の座席群を管理する管理者端末から、当該第１の座席群の
配席を変更する変更入力を受け付ける変更受付部と、
　前記変更入力により配席が変更されたと仮定したとき、当該変更によって前記配席条件
それぞれへの適合の是非が変化した場合に、当該変化した配席条件を検出する検出部と、
　前記検出部により検出された配席条件のうち、少なくとも適合から非適合へ変化した配
席条件に関係しているユーザが配席された第２の座席群を管理する管理者端末、及び前記
変更入力を受け付けた管理者端末を識別し、当該識別した管理者端末へ前記変化した配席
条件を報知する報知部と、を備える配席装置。
【請求項２】
　前記配席条件は、所定の座席属性又は所定のユーザとの位置関係に関するものである請
求項１に記載の配席装置。
【請求項３】
　前記変更受付部は、前記第２の座席群の配席を変更する変更入力を受け付け、
　前記報知部は、前記検出部により検出された配席条件のうち、非適合から適合へ変化し
た配席条件、及び適合から非適合へ変化した配席条件の双方を報知する請求項１又は請求
項２に記載の配席装置。
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【請求項４】
　前記座席群は、コンタクトセンタにおける管理単位である業務区分毎に設けられる請求
項１から請求項３のいずれかに記載の配席装置。
【請求項５】
　管理単位毎に設けられた座席群の集合である複数の座席のいずれかに対して、コンピュ
ータが複数のユーザを配席する配席方法であって、
　前記コンピュータは、前記複数のユーザそれぞれの配席条件を記憶する記憶部を有し、
　前記複数の座席のうち、第１の座席群を管理する管理者端末から、当該第１の座席群の
配席を変更する変更入力を受け付ける変更受付ステップと、
　前記変更入力により配席が変更されたと仮定したとき、当該変更によって前記配席条件
それぞれへの適合の是非が変化した場合に、当該変化した配席条件を検出する検出ステッ
プと、
　前記検出ステップにおいて検出された配席条件のうち、少なくとも適合から非適合へ変
化した配席条件に関係しているユーザが配席された第２の座席群を管理する管理者端末、
及び前記変更入力を受け付けた管理者端末を識別し、当該識別した管理者端末へ前記変化
した配席条件を報知する報知ステップと、を前記コンピュータが実行する配席方法。
【請求項６】
　管理単位毎に設けられた座席群の集合である複数の座席のいずれかに対して、コンピュ
ータに複数のユーザを配席させるための配席プログラムであって、
　前記コンピュータは、前記複数のユーザそれぞれの配席条件を記憶する記憶部を有し、
　前記複数の座席のうち、第１の座席群を管理する管理者端末から、当該第１の座席群の
配席を変更する変更入力を受け付ける変更受付ステップと、
　前記変更入力により配席が変更されたと仮定したとき、当該変更によって前記配席条件
それぞれへの適合の是非が変化した場合に、当該変化した配席条件を検出する検出ステッ
プと、
　前記検出ステップにおいて検出された配席条件のうち、少なくとも適合から非適合へ変
化した配席条件に関係しているユーザが配席された第２の座席群を管理する管理者端末、
及び前記変更入力を受け付けた管理者端末を識別し、当該識別した管理者端末へ前記変化
した配席条件を報知する報知ステップと、を前記コンピュータに実行させるための配席プ
ログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の座席に対してユーザを配席する配席装置、配席方法及び配席プログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、オフィスにおけるユーザの作業効率向上等のため、全体管理者がユーザ全体の配
席条件を考慮して、より多くの配席条件を満たす配席の設定を行っている（例えば、特許
文献１参照）。
【０００３】
　一方、オフィス内が複数の管理単位（例えば、コンタクトセンタにおける業務区分、部
門等）に別れている場合、各管理単位に設けられている管理者は、全体管理者が知りえな
い細かな管理単位内の事情に応じて、管理対象である一部の座席群の中で配席の変更を行
うことがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－４３８６号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、各管理者は、自身が管理している管理単位以外の全体の配席条件を把握
していないため、自由に変更を行うと、他の管理単位の座席群での配席との関係で全体の
配席条件に適合しない場合がある。このような不適合への対応は、細かな管理単位内の事
情を知り得ない全体管理者が行うことは適切ではない。また、一方で、各管理単位の管理
者にとっても、他の管理単位の配席を意識して自らの座席群の配席の変更を行うことは難
しかった。
【０００６】
　本発明は、全体の配席条件に適合させつつ、管理者が部分的な配席の変更を容易に行え
る配席装置、配席方法及び配席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】
　本発明では、以下のような解決手段を提供する。
【０００８】
　（１）管理単位毎に設けられた座席群の集合である複数の座席のいずれかに対して配席
される複数のユーザそれぞれの配席条件を記憶する記憶部と、前記複数のユーザそれぞれ
の配席条件に基づいて、前記複数の座席に対して前記複数のユーザを配席する配席処理部
と、前記複数の座席のうち、第１の座席群の配席を変更する変更入力を受け付ける変更受
付部と、前記変更入力により配席が変更されたと仮定したとき、当該変更によって前記配
席条件それぞれへの適合の是非が変化した場合に、当該変化した配席条件を検出する検出
部と、前記検出部により検出された配席条件のうち、少なくとも適合から非適合へ変化し
た配席条件を報知する報知部と、を備える配席装置。
【０００９】
　このような構成によれば、配席装置は、配席処理部によって複数の座席の全体に対して
配席された後、一部の座席群について配席の変更入力を受け付けた場合、この変更入力に
よって適合状態が変化した配席条件を管理者へ報知できる。したがって、配席装置は、全
体の配席条件に適合させつつ、管理者が部分的な配席の変更を容易に行える。
【００１０】
　（２）前記配席条件は、所定の座席属性又は所定のユーザとの位置関係に関するもので
ある（１）に記載の配席装置。
【００１１】
　このような構成によれば、配席条件は、所定の座席属性又は所定のユーザとの位置関係
に関する管理者が知り得ない条件である。したがって、配席装置は、これらの配席条件の
適合状態が変化したことを報知することにより、管理者が部分的な配席の変更を行う際に
、考慮すべき情報を提供できる。
【００１２】
　（３）前記報知部は、前記適合から非適合へ変化した配席条件と共に、当該配席条件に
関係しているユーザが配席された座席を含む第２の座席群の管理単位を報知する（１）又
は（２）に記載の配席装置。
【００１３】
　このような構成によれば、配席装置は、適合状態が変化した配席条件と共に、この配席
条件に関係している管理単位を報知できる。したがって、管理者は、部分的な配席の変更
に伴って、配席条件に適合させるために協議が必要な管理単位を把握し、効率的に配席の
変更を実施できる。
【００１４】
　（４）前記変更受付部は、前記報知部により報知された管理単位に設けられている前記
第２の座席群の配席を変更する変更入力を受け付け、前記報知部は、前記検出部により検
出された配席条件のうち、非適合から適合へ変化した配席条件、及び適合から非適合へ変
化した配席条件の双方を報知する（３）に記載の配席装置。
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【００１５】
　このような構成によれば、配席装置は、変更入力に応じて報知された管理単位に設けら
れている座席群について、さらに変更入力を受け付けることができる。したがって、管理
者は、管理単位が異なる座席群に対しても繰り返し変更入力が可能であり、その都度、適
合状態が変化する配席条件を把握しつつ、最適な配席を検討できる。
【００１６】
　（５）前記管理単位毎に設けられた管理者端末とデータ通信する通信部を備え、前記変
更受付部は、前記管理者端末から前記通信部を介して、当該管理者端末に対応する管理単
位に関する座席群の配席を変更する変更入力を受け付け、前記報知部は、前記変更入力を
受け付けた管理者端末、及び報知対象である配席条件に関係しているユーザが配席された
座席を含む座席群の管理単位に対応する管理者端末へ、前記通信部を介して報知する（３
）又は（４）に記載の配席装置。
【００１７】
　このような構成によれば、配席装置は、管理単位毎に設けられた管理者端末から、この
管理単位に関する座席群の配席を変更する変更入力を受け付ける。そして、配席装置は、
適合状態が変化した配席条件に関係している管理単位に対応する管理者端末へ、配席条件
の適合状態が変化したことを報知できる。したがって、配席装置は、部分的な配席の変更
に伴って、配席条件に適合させるために協議が必要な管理単位の管理者へ通知できるので
、管理者間における配席変更の調整が容易になる。
【００１８】
　（６）前記座席群は、コンタクトセンタにおける管理単位である業務区分毎に設けられ
る（１）から（５）のいずれかに記載の配席装置。
【００１９】
　このような構成によれば、配席装置は、複数の業務区分が設けられたコンタクトセンタ
において、全体の配席条件に適合させつつ、管理者が業務区分毎の部分的な配席の変更を
容易に行える。
【００２０】
　（７）管理単位毎に設けられた座席群の集合である複数の座席のいずれかに対して、コ
ンピュータが複数のユーザを配席する配席方法であって、前記コンピュータは、前記複数
のユーザそれぞれの配席条件を記憶する記憶部を有し、前記複数のユーザそれぞれの配席
条件に基づいて、前記複数の座席に対して前記複数のユーザを配席する配席処理ステップ
と、前記複数の座席のうち、第１の座席群の配席を変更する変更入力を受け付ける変更受
付ステップと、前記変更入力により配席が変更されたと仮定したとき、当該変更によって
前記配席条件それぞれへの適合の是非が変化した場合に、当該変化した配席条件を検出す
る検出ステップと、前記検出ステップにおいて検出された配席条件のうち、少なくとも適
合から非適合へ変化した配席条件を報知する報知ステップと、を前記コンピュータが実行
する配席方法。
【００２１】
　このような構成によれば、配席方法をコンピュータが実行することにより、（１）と同
様の効果が期待できる。
【００２２】
　（８）管理単位毎に設けられた座席群の集合である複数の座席のいずれかに対して、コ
ンピュータに複数のユーザを配席させるための配席プログラムであって、前記コンピュー
タは、前記複数のユーザそれぞれの配席条件を記憶する記憶部を有し、前記複数のユーザ
それぞれの配席条件に基づいて、前記複数の座席に対して前記複数のユーザを配席する配
席処理ステップと、前記複数の座席のうち、第１の座席群の配席を変更する変更入力を受
け付ける変更受付ステップと、前記変更入力により配席が変更されたと仮定したとき、当
該変更によって前記配席条件それぞれへの適合の是非が変化した場合に、当該変化した配
席条件を検出する検出ステップと、前記検出ステップにおいて検出された配席条件のうち
、少なくとも適合から非適合へ変化した配席条件を報知する報知ステップと、を前記コン
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ピュータに実行させるための配席プログラム。
【００２３】
　このような構成によれば、配席プログラムをコンピュータに実行させることにより、（
１）と同様の効果が期待できる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、全体の配席条件に適合させつつ、管理者が部分的な配席の変更を容易
に行える。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】第１実施形態に係る配席装置の機能構成を示すブロック図である。
【図２】第１実施形態に係る配席条件テーブルを示す図である。
【図３】第１実施形態に係る座席属性テーブルを示す図である。
【図４】第１実施形態に係る配席設定テーブルを示す図である。
【図５】第１実施形態に係る配席処理結果に対する変更入力の例を示す図である。
【図６】第１実施形態に係る処理を示すシーケンス図である。
【図７】第２実施形態に係る配席装置の機能構成を示すブロック図である。
【図８】第２実施形態に係る処理を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　＜第１実施形態＞
　以下、本発明の第１実施形態について説明する。
　本実施形態に係る配席装置１は、コンタクトセンタにおいて、管理単位である業務区分
毎に設けられた座席群へのユーザの配席の変更に応じて、ユーザ全体の配席条件への適合
の是非を判定し、報知情報を出力する。
【００２７】
　図１は、本実施形態に係る配席装置１の機能構成を示すブロック図である。
　配席装置１は、制御部１０と、記憶部２０と、通信部３０と、入力部４０と、出力部５
０とを備える。
【００２８】
　制御部１０は、配席装置１の全体を制御する部分であり、記憶部２０に記憶された各種
プログラムを適宜読み出して実行することにより、上記のハードウェアと協働し、本実施
形態における各種機能を実現している。制御部１０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）であってよい。なお、制御部１０が備える各部の機能は後述
する。
【００２９】
　記憶部２０は、ハードウェア群を配席装置１として機能させるための各種プログラム、
及び各種データ等の記憶領域であり、ハードディスク（ＨＤＤ）であってよい。具体的に
は、記憶部２０には、本実施形態の各種機能を実現させるため制御部１０に実行させるプ
ログラム（配席プログラム）が記憶される。
【００３０】
　また、記憶部２０は、管理単位毎に設けられた座席群の集合である複数の座席のいずれ
かに対して配席される複数のユーザそれぞれに設定される配席条件が格納されている配席
条件テーブル２１、複数の座席それぞれの各種属性情報が格納されている座席属性テーブ
ル２２、及び配席の結果が格納されている配席設定テーブル２３を記憶する。
【００３１】
　図２は、本実施形態に係る配席条件テーブル２１を示す図である。
　配席条件テーブル２１には、ユーザを識別するＩＤに対応付けて、ユーザの名前の他、
配席条件Ａ、Ｂ、・・・が格納される。ここで、配席条件が設定されないユーザがあって
もよいし、１人のユーザに対して複数の配席条件が設定されてもよい。
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【００３２】
　なお、配席条件は、所定の座席属性又は所定のユーザとの位置関係に関するものである
。例えば、ＩＤが「００１」のユーザは、ＩＤが「００４」のユーザと隣席となるのは好
ましくなく、さらに、○○業務に配席されるのは好ましくない。また、ＩＤが「００２」
のユーザは、いずれの座席に配席されても構わない。
【００３３】
　図３は、本実施形態に係る座席属性テーブル２２を示す図である。
　座席属性テーブル２２には、座席を識別するＩＤに対応付けて、この座席が属している
座席群（ブロック）、近隣に位置している座席のＩＤ、管理単位（業務区分）、オフィス
内における位置の特徴（例えば、窓際、出入口の近く）等の各種属性が格納される。
【００３４】
　図４は、本実施形態に係る配席設定テーブル２３を示す図である。
　配席設定テーブル２３には、配席の結果として、座席のＩＤに対応付けて、ユーザのＩ
Ｄが格納される。
【００３５】
　通信部３０は、配席装置１が他の装置とデータを送受信する場合のネットワーク・アダ
プタである。通信部３０は、ネットワークを介して、管理単位毎に設けられた管理者端末
１００とデータ通信する。
【００３６】
　入力部４０は、配席装置１に対する操作者からの指示入力を受け付けるインタフェース
装置である。入力部４０は、例えば、キーボード、マウス及びタッチパネル等により構成
される。
【００３７】
　出力部５０は、操作者にデータの入力を受け付ける画面を表示したり、配席装置１によ
る処理結果の画面を表示したりするディスプレイ装置を含む。さらに、出力部５０は、ブ
ラウン管表示装置（ＣＲＴ）や液晶表示装置（ＬＣＤ）等のディスプレイ装置の他、プリ
ンタ等の各種出力装置を含んでよい。
【００３８】
　次に、制御部１０の機能を詳述する。
　制御部１０は、配席処理部１１と、変更受付部１２と、検出部１３と、報知部１４とを
備える。これら各部は、配席プログラムを実行することにより実現される機能ブロックで
ある。
【００３９】
　配席処理部１１は、配席条件テーブル２１に格納されている複数のユーザそれぞれの配
席条件に基づいて、オフィス内の複数の座席に対して複数のユーザを配席する。この配席
の処理アルゴリズムは、既存のものであってよく、配席条件をより多く満足する配席結果
となることが好ましい。
【００４０】
　変更受付部１２は、配席処理部１１により配席された複数の座席のうち、第１の座席群
の配席を変更する変更入力を、通信部３０又は入力部４０を介して受け付ける。
【００４１】
　また、変更受付部１２は、複数の座席群に関する変更入力を受け付けてもよく、例えば
、報知部１４により報知された管理単位に設けられている第２の座席群の配席を変更する
変更入力を受け付ける。
【００４２】
　検出部１３は、変更入力により配席が変更されたと仮定したとき、この変更によって配
席条件それぞれへの適合の是非が変化した場合に、変化した配席条件を検出する。検出部
１３は、適合から非適合へ変化した配席条件を検出することにより、変更入力による不具
合の情報を警告として取得できる。
【００４３】
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　報知部１４は、検出部１３により検出された配席条件のうち、少なくとも適合から非適
合へ変化した配席条件を報知する。また、報知部１４は、適合から非適合へ変化したこと
が検出された配席条件と共に、この配席条件に関係しているユーザが配席された座席を含
む第２の座席群の管理単位を報知する。
【００４４】
　さらに、報知部１４は、第２の座席群の配席を変更する変更入力を受け付けた場合には
、検出部１３により検出された配席条件のうち、非適合から適合へ変化した配席条件、及
び適合から非適合へ変化した配席条件の双方を報知する。これにより、報知部１４は、第
１の座席群の配席が変更されたことによる不具合が解消されたか否か、また、新たに不具
合が生じたか否か、さらに、新たに不具合が生じた場合に関係する管理単位を報知できる
。
【００４５】
　ここで、報知部１４は、出力部５０により報知情報である配席条件及び管理単位を出力
させてもよいし、通信部３０により管理者端末１００へ報知情報を通知してもよい。
【００４６】
　図５は、本実施形態に係る配席処理結果に対する変更入力の例を示す図である。
　この例では、ブロックＡ（座席Ａ０１～Ａ０４）及びブロックＢ（座席Ｂ０１～Ｂ０４
）に対して、配席条件テーブル２１の配席条件に基づいてユーザ００１～００８が配席さ
れている。
【００４７】
　このとき、ブロックＡの配席について、ユーザ００１とユーザ００８とを入れ替える変
更入力を受け付けた場合、変更後の配席が配席条件のそれぞれに適合しているか否かが判
定される。すると、ユーザ００１に関する配席条件「ユーザ００４と隣席ＮＧ」に適合し
ないため、この適合しなくなった配席条件、及び関係するユーザ００４が配席されている
ブロックＢの管理単位（業務区分）が報知される。
【００４８】
　図６は、本実施形態に係る配席装置１及び管理者端末１００の処理を示すシーケンス図
である。
　なお、配席装置１において、予め配席処理が実行され、配席結果が配席設定テーブル２
３に格納されているものとする。
【００４９】
　ステップＳ１において、管理者端末１００は、管理者から、いずれかの座席群について
の配席の変更入力を受け付ける。
【００５０】
　ステップＳ２において、配席装置１は、管理者端末１００から、ステップＳ１で受け付
けた変更入力を示すデータを受信する。
【００５１】
　ステップＳ３において、配席装置１は、ステップＳ２で受信したデータに基づいて、座
席の変更を仮設定し、記憶部２０に記憶する。
【００５２】
　ステップＳ４において、配席装置１は、ステップＳ３で仮設定された配席に基づいて、
配席条件テーブル２１に格納されている配席条件を確認し、適合状態が変化した配席条件
を検出する。
【００５３】
　ステップＳ５において、配席装置１は、ステップＳ４で適合状態が変化した配席条件、
及びこの配席条件に関係する管理単位を示すデータを、管理者端末１００へ送信する。
【００５４】
　ステップＳ６において、管理者端末１００は、ステップＳ５で受信したデータに基づい
て、変更入力に対する報知情報として、適合状態が変化した配席条件、及びこの配席条件
に関係する管理単位を出力する。
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【００５５】
　ステップＳ７において、管理者端末１００は、管理者からの入力に応じて、変更入力の
受け付けを終了するか否かを判定する。この判定がＹＥＳの場合、処理は終了し、判定が
ＮＯの場合、処理はステップＳ１に戻って、新たな変更入力の受け付けを継続する。
【００５６】
　なお、関係する管理単位の全てから承認を得た場合には、配席装置１は、管理者端末１
００から配席の確定指示データを受信し、仮設定された座席の変更を配席設定テーブル２
３に反映させて更新することにより、配席変更を確定してもよい。
【００５７】
　以上のように、本実施形態によれば、配席装置１は、配席処理によって複数の座席の全
体に対して配席された後、一部の座席群について配席の変更入力を受け付けた場合、この
変更入力によって適合状態が変化した配席条件を管理者へ報知できる。したがって、配席
装置１は、全体の配席条件に適合させつつ、管理者が部分的な配席の変更を容易に行える
。
【００５８】
　また、配席条件は、所定の座席属性又は所定のユーザとの位置関係に関する管理者が知
り得ない条件である。したがって、配席装置１は、これらの配席条件の適合状態が変化し
たことを報知することにより、管理者が部分的な配席の変更を行う際に、考慮すべき情報
を提供できる。
【００５９】
　また、配席装置１は、適合状態が変化した配席条件と共に、この配席条件に関係してい
る管理単位（業務区分）を報知できる。したがって、管理者は、部分的な配席の変更に伴
って、配席条件に適合させるために協議が必要な管理単位を把握し、効率的に配席の変更
を実施できる。
【００６０】
　また、配席装置１は、変更入力に応じて報知された管理単位に設けられている座席群に
ついて、さらに変更入力を受け付けることができる。したがって、管理者は、管理単位が
異なる座席群に対しても繰り返し変更入力が可能であり、その都度、適合状態が変化する
配席条件を把握しつつ、最適な配席を検討できる。
【００６１】
　＜第２実施形態＞
　以下、本発明の第２実施形態について説明する。なお、第１実施形態と同様の構成につ
いては同一の符号を付し、説明を省略又は簡略化する。
　本実施形態に係る配席装置１ａは、管理単位毎に設けられた管理者端末又は管理者を識
別し、特定のデータを通信する。
【００６２】
　図７は、本実施形態に係る配席装置１ａの機能構成を示すブロック図である。
　第１実施形態の配席装置１とは、制御部１０ａの変更受付部１２ａ及び報知部１４ａ、
並びに通信部３０ａが異なっている。
【００６３】
　変更受付部１２ａは、管理者端末１００ａから通信部３０ａを介して、この管理者端末
１００ａに対応する管理単位に関する座席群の配席を変更する変更入力を受け付ける。ま
た、変更受付部１２ａは、管理者端末１００ｂから、この管理者端末１００ｂに対応する
管理単位に関する座席群の配席を変更する変更入力を受け付ける。変更受付部１２ａは、
同様に、各管理者端末１００（ａ、ｂ、・・・）から変更入力を受け付けるが、この変更
入力は、管理単位それぞれの内部事情に基づいて管理単位に関する座席群についてのみ配
席を変更するものである。
【００６４】
　このとき、変更受付部１２ａは、変更入力の対象となっている座席群が、変更入力を受
け付けた管理者端末１００に対応する管理単位に関するものであるか否かを認証すること
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としてよい。
【００６５】
　報知部１４ａは、変更入力を受け付けた管理者端末１００ａ、及び報知対象である配席
条件に関係しているユーザが配席された座席を含む座席群の管理単位に対応する管理者端
末１００ｂへ、通信部３０ａを介して報知する。すなわち、報知部１４ａは、変更入力に
基づく配席の変更により、この変更された座席群の管理単位とは別の管理単位に関係する
配席条件が不適合となった場合に、この別の管理単位を管理している管理者へ、調整が必
要であることを通知できる。
【００６６】
　通信部３０ａは、複数の管理者端末１００（ａ、ｂ、・・・）又は複数の管理者を識別
してデータ通信を行う。ここで、管理者端末１００を使用する管理者が異なることは、管
理者端末１００が異なることに相当する。つまり、管理者端末１００又は管理者を識別す
ることにより、変更受付部１２ａにおいて変更入力を受け付けた管理単位が識別される。
なお、管理者端末１００又は管理者の識別は、制御部１０ａにより行われてもよい。
【００６７】
　図８は、本実施形態に係る配席装置１ａ、並びに管理者端末１００ａ及び管理者端末１
００ｂの処理を示すシーケンス図である。
　なお、配席装置１ａにおいて、予め配席処理が実行され、配席結果が配席設定テーブル
２３に格納されているものとする。
【００６８】
　ステップＳ１１において、管理者端末１００ａは、管理者から、自身が管理する管理単
位に属する第１の座席群についての配席の変更入力を受け付ける。
【００６９】
　ステップＳ１２において、配席装置１ａは、管理者端末１００ａから、ステップＳ１で
受け付けた変更入力を示すデータを受信する。
【００７０】
　ステップＳ１３において、配席装置１ａは、ステップＳ１２で受信したデータに基づい
て、座席の変更を仮設定し、記憶部２０に記憶する。
【００７１】
　ステップＳ１４において、配席装置１ａは、ステップＳ１３で仮設定された配席に基づ
いて、配席条件テーブル２１に格納されている配席条件を確認し、適合状態が変化した配
席条件を検出する。
【００７２】
　ステップＳ１５において、配席装置１ａは、ステップＳ１４で適合状態が変化した配席
条件、及びこの配席条件に関係する管理単位を示すデータを、管理者端末１００ａへ送信
する。
【００７３】
　ステップＳ１６において、管理者端末１００ａは、ステップＳ１５で受信したデータに
基づいて、変更入力に対する報知情報として、適合状態が変化した配席条件、及びこの配
席条件に関係する管理単位を出力する。
【００７４】
　ステップＳ１７において、管理者端末１００ａは、管理者からの入力に応じて、仮設定
された配席を確定するか否かを判定する。この判定がＹＥＳの場合、処理はステップＳ１
８に移り、判定がＮＯの場合、処理はステップＳ１１に戻って、新たな変更入力の受け付
けを継続する。
【００７５】
　ステップＳ１８において、配席装置１ａは、管理者端末１００ａから、配席の確定指示
データを受信する。
【００７６】
　ステップＳ１９において、配席装置１ａは、ステップＳ１４で適合状態が変化した配席
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条件に、管理者端末１００ｂの管理単位に関係するものが含まれている場合、この関係す
る配席条件及び管理単位を示すデータを、管理者端末１００ｂへ送信する。
【００７７】
　ステップＳ２０において、管理者端末１００ｂは、ステップＳ１９で受信したデータに
基づいて、管理者端末１００ａにおける変更入力に対する報知情報として、適合状態が変
化した配席条件、及びこの配席条件に関係する管理単位を出力する。
【００７８】
　ステップＳ２１において、管理者端末１００ｂは、管理者からの入力に応じて、仮設定
された配席を確定するか否かを判定する。この判定がＹＥＳの場合、処理はステップＳ２
４に移り、判定がＮＯの場合、処理はステップＳ２２に移る。
【００７９】
　ステップＳ２２～Ｓ２３において、配席装置１ａは、ステップＳ１１～Ｓ１２と同様に
、管理者端末１００ｂで受け付けられた第２の座席群についての配席の変更入力を示すデ
ータを受信する。その後、この変更入力に基づいて、配席変更の仮設定（ステップＳ１３
）及び配席条件の確認（ステップＳ１４）が行われる。この結果、配席条件の適合状態が
変化すれば、関係する管理者端末１００ａ又は管理者端末１００ｂへ報知情報が通知され
る（ステップＳ１５及びステップＳ１９）。
【００８０】
　ステップＳ２４において、配席装置１ａは、管理者端末１００ｂから、配席の確定指示
データを受信する。
【００８１】
　このようにして、ステップＳ１７及びステップＳ２１の双方において、仮設定された配
席を確定すると判定されるまで、管理者端末１００ａ又は管理者端末１００ｂにおける変
更入力に基づいて、繰り返し配席の仮設定が行われ、その都度、配席条件の適合状態の変
化に関する報知情報が出力される。
【００８２】
　ステップＳ２５において、配席装置１ａは、ステップＳ１８及びステップＳ２４で確定
指示データを受信したことに応じて、仮設定された座席の変更を配席設定テーブル２３に
反映させて更新する。
【００８３】
　ステップＳ２６及びステップＳ２７において、配席装置１ａは、配席の変更が確定され
たことを、管理者端末１００ａ及び管理者端末１００ｂへ通知する。
【００８４】
　以上のように、本実施形態によれば、配席装置１ａは、管理単位（業務区分）毎に設け
られた管理者端末１００（ａ、ｂ、・・・）から、この管理単位に関する座席群の配席を
変更する変更入力を受け付ける。そして、配席装置１ａは、適合状態が変化した配席条件
に関係している管理単位に対応する管理者端末１００へ、配席条件の適合状態が変化した
ことを報知できる。したがって、配席装置１ａは、部分的な配席の変更に伴って、配席条
件に適合させるために協議が必要な管理単位の管理者へ通知できるので、管理者間におけ
る配席変更の調整が容易になる。
【００８５】
　なお、本実施形態では、管理単位が２つ、すなわち管理者端末１００が２台の場合を例
示したが、本発明は、３つ以上の管理単位（業務区分）が関連する場合にも適用可能であ
る。この場合、配席装置１ａは、報知情報が出力された全ての管理者の管理者端末１００
から確定指示を受けると、仮設定を確定する。
【００８６】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前述した実施形態に限るもので
はない。また、本実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙
したに過ぎず、本発明による効果は、本実施形態に記載されたものに限定されるものでは
ない。
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【００８７】
　前述の配席装置１及び１ａは、サーバ装置又はＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔ
ｅｒ）等、様々な情報処理装置（コンピュータ）であってよく、前述の各機能は、ソフト
ウェアにより実現される。ソフトウェアによって実現される場合には、このソフトウェア
を構成するプログラムが情報処理装置にインストールされる。また、これらのプログラム
は、ＣＤ－ＲＯＭ等のリムーバブルメディアに記録されて配布されてもよいし、ネットワ
ークを介して情報処理装置にダウンロードされることにより配布されてもよい。
【符号の説明】
【００８８】
　１、１ａ　配席装置
　１０、１０ａ　制御部
　１１　配席処理部
　１２、１２ａ　変更受付部
　１３　検出部
　１４、１４ａ　報知部
　２０　記憶部
　２１　配席条件テーブル
　２２　座席属性テーブル
　２３　配席設定テーブル
　３０、３０ａ　通信部
　４０　入力部
　５０　出力部
　１００、１００ａ、１００ｂ　管理者端末

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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