
JP 2016-106334 A 2016.6.16

10

(57)【要約】
【課題】ユーザが視野内に存在する人物と、メッセージ
で意思疎通することができるメッセージ送信システムを
提供する。
【解決手段】人物５００がユーザの視野内に存在すると
き、ユーザ利用端末１０はユーザの視野を画像データと
して取得し、その視野画像を視野画像解析サーバ１００
に送信する。視野画像解析サーバ１００は、視野画像か
ら特徴量を抽出し、特徴量データベース１５０を参照す
ることで視野画像の中心付近にいる人物を特定する。そ
して、その人物の情報を人物情報データベース１５１か
ら読み込み、ユーザ利用端末１０に送信する。ユーザ利
用端末１０が、入力された電子メッセージや画像データ
を、受信した人物情報を基にメッセージ送信サーバ２０
０を介して送信することで、ユーザは視野内の人物とメ
ッセージによって意思疎通を行うことができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが視野内に存在する人物と意思疎通を行うためのメッセージ送信システムであっ
て、
　前記ユーザの視野を画像として取得し、取得された前記ユーザの視野画像から、当該視
野画像に映っている人物を特定する人物特定手段と、
　前記特定された人物の視野画像、又は、前記特定された人物の過去に取得された視野画
像を、電子メッセージに添付して、前記特定された人物に対して当該電子メッセージを送
信させるメッセージ送信制御手段と、を備えるメッセージ送信システム。
【請求項２】
　前記人物特定手段によって特定した人物に対して、前記視野画像の一部または全部を送
信する視野画像送信手段と、
　を備える請求項１に記載のメッセージ送信システム。
【請求項３】
　前記人物特定手段によって特定した人物の、前記視野画像内における位置を算出する人
物像位置算出手段と、
　前記人物像位置算出手段によって算出した位置を基準に、前記特定した人物に関する情
報を、前記ユーザの視野内に表示する人物情報表示手段と、
　を備える請求項１または請求項２のいずれか一項に記載のメッセージ送信システム。
【請求項４】
　ユーザが視野内に存在する人物と意思疎通を行うためのコンピュータが実行するメッセ
ージ送信方法であって、
　前記ユーザの視野を画像として取得し、取得された前記ユーザの視野画像から、当該視
野画像に映っている人物を特定するステップと、
　前記特定された人物の視野画像、又は、前記特定された人物の過去に取得された視野画
像を、電子メッセージに添付して、前記特定された人物に対して当該電子メッセージを送
信させるステップと、を備えるメッセージ送信方法。
【請求項５】
　ユーザが視野内に存在する人物と意思疎通を行うためのコンピュータに、
　前記ユーザの視野を画像として取得し、取得された前記ユーザの視野画像から、当該視
野画像に映っている人物を特定するステップ、
　前記特定された人物の視野画像、又は、前記特定された人物の過去に取得された視野画
像を、電子メッセージに添付して、前記特定された人物に対して当該電子メッセージを送
信させるステップ、
　を実行させるためのメッセージ送信システム用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザが視野内に存在する人物と意思疎通を行うためのメッセージ送信シス
テム、メッセージ送信方法、及び、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　今日、ユーザ間における意思疎通を行う手段として、電子メールやインスタント・メッ
センジャー等の電子メッセージが盛んになってきている。テキストデータや画像データで
構成される電子メッセージは、従来の音声によるやり取りと比較して、雑然とした場所で
も正確な入力や閲覧が可能であり、特に移動中等の街中における利用において優れている
。
【０００３】
　しかしながら、電子メッセージは通常遠隔にいる相手との意思疎通において利用される
のが常であり、直接対面した際には、通常の発声による会話をするのが普通である。その
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場合、話者は会話の相手を見ながら発声をするので、発言は話者の視野の中心に近い人物
に対するものと推察できる。
【０００４】
　例えば、会議において話者の視線の先にいる人物を判定し、音声データをテキストデー
タに変換して、当該人物データとともに保存することで、当該データベースからの情報検
索を適切に処理するアーカイブ装置が明らかにされている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許公開２０００－３５０１９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１において明らかにされているアーカイブ装置では、あくまで
実際にあった音声たる発言を話者の視線の先にいる人物とともに記憶するにすぎず、単な
るアーカイブ装置としての機能の提供に留まっていた。
【０００７】
　そこで本発明の発明者は、ユーザが視野内にいる人物に対して、電子メッセージやユー
ザが見ている視野を画像として送信することで、直接対話と感覚が近い意思疎通の形式を
取りつつも、音声を介さず、街中やパーティー会場といった雑然とした場所においても、
正確かつ迅速に情報伝達を行えることに着目した。
【０００８】
　本発明は、ユーザの視野を画像データとして取得し、視野内に存在する人物を特定して
電子メッセージや当該画像データを送信することで、ユーザが視野内の人物と意思疎通を
行うためのメッセージ送信システム、メッセージ送信方法、及び、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】
【０００９】
　本発明では、以下のような解決手段を提供する。
【００１０】
　第１の特徴に係る発明は、ユーザが視野内に存在する人物と意思疎通を行うためのメッ
セージ送信システムであって、
　前記ユーザの視野を画像として取得し、取得された前記ユーザの視野画像から、当該視
野画像に映っている人物を特定する人物特定手段と、
　前記特定された人物の視野画像、又は、前記特定された人物の過去に取得された視野画
像を、電子メッセージに添付して、前記特定された人物に対して当該電子メッセージを送
信させるメッセージ送信制御手段と、を備えるメッセージ送信システムを提供する。
【００１１】
　第１の特徴に係る発明によれば、ユーザが視野内に存在する人物と意思疎通を行うため
のメッセージ送信システムにおいて、前記ユーザの視野を画像として取得し、取得した視
野画像から、前記視野画像に移っている人物を特定し、特定した人物に対して、電子メッ
セージを送信させる。
【００１２】
　第２の特徴に係る発明は、前記人物特定手段によって特定した人物に対して、前記視野
画像の一部または全部を送信する視野画像送信手段と、
　を備える第１の特徴に係る発明であるメッセージ送信システムを提供する。
【００１３】
　第２の特徴に係る発明によれば、第１の特徴に係る発明であるメッセージ送信システム
は、特定した人物に対して、前記視野画像の一部または全部を送信する。
【００１４】
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　第３の特徴に係る発明は、前記人物特定手段によって特定した人物の、前記視野画像内
における位置を算出する人物像位置算出手段と、
　前記人物像位置算出手段によって算出した位置を基準に、前記特定した人物に関する情
報を、前記ユーザの視野内に表示する人物情報表示手段と、
　を備える第１または第２のいずれかの特徴に係る発明であるメッセージ送信システムを
提供する。
【００１５】
　第３の特徴に係る発明によれば、第１または第２のいずれかの特徴に係る発明であるメ
ッセージ送信システムは、特定した人物の、前記視野画像内における位置を算出し、算出
した位置を基準に、前記特定した人物に関する情報を、ユーザの視野内に表示する。
【００１６】
　これら上記の発明は、メッセージ送信システムのカテゴリであるが、方法、プログラム
のカテゴリであっても、そのカテゴリに応じた同様の作用、効果を奏する。
【００１７】
　第４の特徴に係る発明は、ユーザが視野内に存在する人物と意思疎通を行うためのコン
ピュータが実行するメッセージ送信方法であって、
　前記ユーザの視野を画像として取得し、取得された前記ユーザの視野画像から、当該視
野画像に映っている人物を特定するステップと、
　前記特定された人物の視野画像、又は、前記特定された人物の過去に取得された視野画
像を、電子メッセージに添付して、前記特定された人物に対して当該電子メッセージを送
信させるステップと、を備えるメッセージ送信方法を提供する。
【００１８】
　第５の特徴に係る発明は、
　ユーザが視野内に存在する人物と意思疎通を行うためのコンピュータに、
　前記ユーザの視野を画像として取得し、取得された前記ユーザの視野画像から、当該視
野画像に映っている人物を特定するステップ、
　前記特定された人物の視野画像、又は、前記特定された人物の過去に取得された視野画
像を、電子メッセージに添付して、前記特定された人物に対して当該電子メッセージを送
信させるステップ、
　を実行させるためのメッセージ送信システム用プログラムを提供する。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、ユーザの視野を画像データとして取得し、視野内に存在する人物を特
定して電子メッセージや当該画像データを送信することで、ユーザが視野内の人物と意思
疎通を行うためのメッセージ送信システム、メッセージ送信方法、及び、プログラムを提
供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、メッセージ送信システム１の概要を説明するための概念図である。
【図２】図２は、メッセージ送信システム１の全体構成図である
【図３】図３は、ユーザ利用端末１０、視野画像解析サーバ１００、メッセージ送信サー
バ２００の機能ブロック図である。
【図４】図４は、ユーザ利用端末１０、視野画像解析サーバ１００、メッセージ送信サー
バ２００が実行する、購入商品の資産登録処理の手順を示すフローチャートである。
【図５】図５は、ユーザ利用端末１０、視野画像解析サーバ１００が実行する、視野画像
内の人物の特定処理の手順を示すフローチャートである。
【図６】図６は、眼鏡型を模したユーザ利用端末１０の概要を説明するための概要図であ
る。
【図７】図７は、人物情報表示モジュール１９によってユーザ利用端末１０に表示された
人物情報の一例である。
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【図８】図８は、ユーザ利用端末１０としてスマートフォン端末を利用した場合の、表示
された人物情報の一例である。
【図９】図９は、特徴量データベース１５０内の特徴量テーブルの一例を示したものであ
る。
【図１０】図１０は、人物情報データベース１５１内の人物情報テーブルの一例を示した
ものである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図を参照しながら説明する。なお、
これはあくまでも一例であって、本発明の技術的範囲はこれに限られるものではない。
【００２２】
　本発明の概要について説明する。人物５００がユーザの視野内に存在するとき、ユーザ
利用端末１０はユーザの視野を画像データとして取得し、その視野画像を視野画像解析サ
ーバ１００に送信する。視野画像解析サーバ１００は、視野画像から特徴量を抽出し、特
徴量データベース１５０を参照することで視野画像の中心付近にいる人物を特定する。そ
して、その人物の情報を人物情報データベース１５１から読み込み、ユーザ利用端末１０
に送信する。ユーザ利用端末１０が、入力された電子メッセージや画像データを、受信し
た人物情報を基にメッセージ送信サーバ２００を介して送信することで、ユーザは視野内
の人物とメッセージによって意思疎通を行うことができる。
【００２３】
　[メッセージ送信システムの概要］
　図１に基づいて、本発明の好適な実施形態であるメッセージ送信システム１の概要につ
いて説明する。メッセージ送信システム１は、ユーザ利用端末１０、視野画像解析サーバ
１００、メッセージ送信サーバ２００から構成される。
【００２４】
　初めに、ユーザ利用端末１０はユーザの視野画像を取得する。ユーザが人物５００に対
してメッセージを送信する場合、図１に示されるように、ユーザ利用端末１０は人物５０
０を含んだ視野画像を取得する（ステップＳ０１）。
【００２５】
　次に、ユーザ利用端末１０は、取得した視野画像を視野画像解析サーバ１００に送信す
る（ステップＳ０２）。視野画像解析サーバ１００は、受信した視野画像に対して解析を
加え、顔や体系等を判定するための特徴量を抽出する。
【００２６】
　視野画像解析サーバ１００が備える記憶部内の特徴量データベース１５０には、人物を
特定するための特徴量に関する情報があらかじめ記憶されている。視野画像解析サーバ１
００は、特徴量データベース１５０を参照し、抽出した特徴量に基づいて視野画像内の人
物を特定する（ステップＳ０３）。視野画像解析サーバ１００は、特定した人物に関する
情報を記憶部内の人物情報データベース１５１に問い合わせ（ステップＳ０４）、人物情
報を読み込む（ステップＳ０５）。そして、読み込んだ人物情報をユーザ利用端末１０に
送信する（ステップＳ０６）。
【００２７】
　ユーザ利用端末１０は、特定した人物情報と、その人物に送信するメッセージ内容とを
、メッセージ送信サーバ２００に対して送信する（ステップＳ０７）。ここで、ユーザ利
用端末１０は、メッセージ内容に、現在や過去に取得した視野画像を含めてもよい。また
、送信するメッセージ内容は、キーボード等の入力デバイスを利用して人物５００を視野
内に捉えながら入力してもよいし、ステップＳ０１より以前に入力を完了していてもよい
。すなわち、ステップＳ０１の時点で視野画像内に人物５００が含まれ、ステップＳ０５
が実行される段階でメッセージの入力が完了していればよい。
【００２８】
　また、メッセージ送信サーバ２００を介してメッセージを送信する際には、通常の電子
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メールプロトコルに限らず、ＩＭ（インスタント・メッセージ）のほか、特定のソフトウ
ェアや、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）が備えるメッセージ機能を
、ＡＰＩ等によって呼び出す形式であってもよい。当該メッセージは、電子的に送受信さ
れ、少なくとも文字情報を含めることができればよい。ユーザ利用端末１０は特定のメッ
セージ送信規約に基づく形式で、メッセージ送信サーバ２００にメッセージ内容と宛先た
る特定した人物情報を送信し、メッセージ送信サーバ２００はその内容をメッセージとし
て特定した人物に送信する（ステップＳ０８）。
【００２９】
　人物５００は、メッセージ送信サーバ２００が送信したメッセージを、メッセージ受信
装置５０１で受信する。メッセージ受信装置５０１は、メッセージ送信サーバ２００が送
信したメッセージを受信できればよく、スマートフォン、パソコン等の情報端末に限らず
、ユーザ利用端末１０と同種の端末であっても構わない。
【００３０】
　以上が、本発明の好適な実施形態であるメッセージ送信システム１の概要である。
【００３１】
［メッセージ送信システム１のシステム構成］
　図２は、メッセージ送信システム１のシステム構成を示す。メッセージ送信システム１
は、インターネット網などの公衆回線網３と、ユーザ利用端末１０と、視野画像解析サー
バ１００と、メッセージ送信サーバ２００から構成される。ユーザ利用端末１０は、公衆
回線網３を介して、視野画像解析サーバ１００、メッセージ送信サーバ２００と通信可能
に接続されている。
【００３２】
　ここで、視野画像解析サーバ１００とメッセージ送信サーバ２００が物理的に同一のサ
ーバであってもよく、これらが備える機能すべてをユーザ利用端末１０が備える場合は、
ユーザ利用端末１０のみによってメッセージ送信システム１が構成されていてもよい。
【００３３】
　［各機能の説明］
　図３に基づいて、各装置の構成について説明する。ユーザ利用端末１０は、制御部１１
として、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ），ＲＡＭ（Ｒａｎ
ｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ），ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）
等を備え、通信部１２として、他の機器と通信可能にするためのデバイス、例えば、ＩＥ
ＥＥ８０２．１１に準拠したＷｉＦｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）対応デバ
イスを備える。また、入出力部１３として、ユーザの視野を画像として取得するカメラ等
の撮影機器を備え、画像や文字のメッセージを表示する液晶モニタ、投影スクリーン等の
表示部と、ユーザからの入力を受付けるキーボードやタッチパネル等の入力部を備える。
【００３４】
　ユーザ利用端末１０において、制御部１１が所定のプログラムを読み込むことで、通信
部１２と協働して、視野画像送信モジュール１４、人物情報受信モジュール１５、メッセ
ージ内容送信モジュール１６を実現する。また、ユーザ利用端末１０において、制御部１
１が所定のプログラムを読み込むことで、入出力部１３と協働して、視野画像撮影モジュ
ール１７、視野画像調整モジュール１８、人物情報表示モジュール１９、送信先決定モジ
ュール２０、メッセージ内容入力受付モジュール２１を実現する。
【００３５】
　視野画像解析サーバ１００は、ユーザ利用端末１０と同様に、制御部１０１として、Ｃ
ＰＵ，ＲＡＭ，ＲＯＭ等を備え、通信部１０２として、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１に
準拠したＷｉＦｉ対応デバイス又は、有線ケーブルによる接続可能とするデバイス等の、
他の電化製品、及び無線アクセスポイントとのデータ通信を実現するデバイスを備える。
データやファイルを記憶する記憶部１０３として、ハードディスクや半導体メモリ、記録
媒体、メモリカード等による、データのストレージ部を備える。記憶部１０３は、特徴量
データベース１５０と、人物情報データベース１５１を備える。
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【００３６】
　視野画像解析サーバ１００において、制御部１０１が所定のプログラムを読み込むこと
で、通信部１０２と協働して、視野画像受信モジュール１０４、人物情報送信モジュール
１０５を実現する。また、視野画像解析サーバ１００において、制御部１０１が所定のプ
ログラムを読み込むことで、記憶部１０３と協働して、特徴量抽出モジュール１０６、人
物特定モジュール１０７、人物情報読み込みモジュール１０８を実現する。
【００３７】
　メッセージ送信サーバ２００は、視野画像解析サーバ１００と同様に、制御部２０１と
して、ＣＰＵ，ＲＡＭ，ＲＯＭ等を備え、通信部２０２として、例えば、ＩＥＥＥ８０２
．１１に準拠したＷｉＦｉ対応デバイス又は、有線ケーブルによる接続可能とするデバイ
ス等の、他の電化製品、及び無線アクセスポイントとのデータ通信を実現するデバイスを
備える。
【００３８】
　メッセージ送信サーバ２００において、制御部２０１が所定のプログラムを読み込むこ
とで、通信部２０２と協働して、送信メッセージ受付モジュール２０３、メッセージ送信
モジュール２０４を実現する。
【００３９】
　［視野画像内の人物の特定処理］
　図４は、メッセージ送信システム１において、ユーザ利用端末１０、視野画像解析サー
バ１００が実行する、視野画像内の人物の特定処理の手順を表したフローチャートである
。この視野画像内の人物の特定処理について説明する。
【００４０】
　初めに、ユーザ利用端末１０は、ユーザの視野画像を取得する。視野画像撮影モジュー
ル１７は、ユーザの視野画像を撮影する（ステップＳ１１）。図６は、眼鏡型を模したユ
ーザ利用端末１０の概要を説明するための概要図である。カメラ５１は、ユーザ利用端末
１０のほぼ中央に存在し、ユーザの前方に向かって撮像を行うことで、ユーザの視野画像
を撮影する。
【００４１】
　ユーザが常に真正面を向いていると近似した場合、カメラ５１によって撮影した正面方
向の画像を、そのままユーザの視野画像として用いてよい。しかし実際には、ユーザが同
時に二人以上と対面している際、顔を固定したまま眼球を動かした場合を考慮し、ユーザ
の視野画像の中心をより精密に求めたい場合もある。ユーザ利用端末１０の視野画像調整
モジュール１８は、ユーザの視線方向を取得し、視野画像の中心や範囲を調整してもよい
（ステップＳ１２）。フレームの裏に赤外線光源５２、赤外線カメラ５３を設置して、ユ
ーザの眼球画像を撮影し、ユーザの視線方向を算出する等、一例として特許公開２０１０
－２０４８２３号公報において明らかにされている手法を用いてよい。
【００４２】
　なお、ユーザ利用端末１０のレンズ５４は、ユーザ側の面に特殊な反射加工がなされて
おり、小型投影機５５によって投影される画像を視野に重ねて表示できるようになってい
る。また、ユーザ利用端末１０は、入力部としてキーボード５６やタッチパネル等を備え
ている。
【００４３】
　次に、ユーザ利用端末１０の視野画像送信モジュール１４は、調整された視野画像を視
野画像解析サーバ１００に送信する（ステップＳ１３）。視野画像解析サーバ１００の視
野画像受信モジュール１０４は、視野画像を受信する（ステップＳ１４）。
【００４４】
　視野画像解析サーバ１００の特徴量抽出モジュール１０６は、受信した視野画像の中心
付近に含まれる人物を特定するために、画像の特徴量の抽出を行う（ステップＳ１５）。
ここで特徴量とは、受信した視野画像内から、予め記憶された人物の顔や体の画像をパタ
ーンとしてパターン認識を行う際に、その評価基準となる値である。より具体的には、特
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徴量抽出モジュール１０６は、受信した視野画像の中心付近から、人の顔や体にあたる部
分を特定し、当該部分を縦横に数等分し、各部分のピクセルの色の平均値を算出する。そ
して、顔の輪郭、鼻、眼、眉などの位置や大きさによって大きく変化する色の平均値を特
徴量として扱う。
【００４５】
　視野画像解析サーバ１００の人物特定モジュール１０７は、抽出された特徴量を特徴量
データベース１５０に予め記憶された各人物の特徴量と比較し、その差を算出するととも
に、各特徴量に設定された重みづけの係数を乗算し、足し合わせて正規化することで、そ
の中のどの人物である蓋然性が高いかを算出し、その中で最も蓋然性の高い人物を視野画
像の中心付近に映っている人物として特定する（ステップＳ１６）。
【００４６】
　図９は、特徴量データベース１５０内の特徴量テーブルの一例を示したものである。こ
こでは簡単のため、人物が二名と、視野画像を２５６色と仮定し、特徴量１から特徴量５
の５つの特徴量を０から２５５までの数字で表しているが、実際には更に多くの特徴量を
、さらに広い値域で表すことで精度を向上させるのが普通である。
【００４７】
　その後、視野画像解析サーバ１００の人物情報読み込みモジュール１０８は、特定した
人物の情報を人物情報データベース１５１から読み込む。そして、人物情報送信モジュー
ル１０５は、当該人物情報をユーザ利用端末１０に送信する（ステップＳ１７）。人物情
報送信モジュール１０５は、特徴量抽出モジュール１０６が顔や体にあたる部分を特定し
た、当該部分の画像内の位置を同時に送信してもよい。
【００４８】
　図１０は、人物情報データベース１５１内の人物情報テーブルの一例を示したものであ
る。人物情報テーブルには、各人物の人物名、性別、年齢を始めとする個人情報と、メッ
セージの送信先とが記憶されている。
【００４９】
　ユーザ利用端末１０の人物情報受信モジュール１５は、人物情報を受信する（ステップ
Ｓ１８）。ユーザ利用端末１０の人物情報表示モジュール１９は、受信した人物情報を、
同時に受信した画像内の位置情報を用いて、当該人物の顔や体にあたる部分の付近に表示
してもよい。
【００５０】
　図７は、人物情報表示モジュール１９によってユーザ利用端末１０に表示された人物情
報の一例である。この図は、ユーザ利用端末１０をユーザ側から見た場合を示している。
人物６１は、表示内容でなくレンズ６５を透過した視野の一部であり、それに重ねて人物
６１の人物情報６２、指示棒６３、説明文６４が表示されている。これらの表示内容は、
眼鏡の弦に設置された小型投影機によって、レンズ６５に投影されている。
【００５１】
　ユーザ利用端末１０として、図７のような眼鏡型の端末ではなく、液晶とカメラを備え
たスマートフォン端末等を利用しても、本発明の目的を達成できる。図８は、ユーザ利用
端末１０としてスマートフォン端末を利用した場合の、表示された人物情報の一例である
。ユーザがスマートフォン端末１０ｂを目の前に構えることによって、スマートフォン端
末１０ｂのカメラによって撮影された画像がユーザの視野とみなされ、タッチパネル液晶
７５に表示される。すなわち、ユーザは人物７１を肉眼で直視せず、タッチパネル液晶７
５を介してその姿をみることになる。その上に図７と同様、人物情報７２、指示棒７３、
説明文７４が表示される。加えて、タッチパネルによるソフトウェアキーボード７６を利
用すれば、視点たるカメラを固定したまま、ソフトウェアキーボード７６を見ることがで
きるので、眼鏡型端末と比較して入力の簡便性が高いと考えられる。ユーザは作成したメ
ッセージ内容７７を、説明文７４をタップすることで、人物７１に対して送信する。メッ
セージに視野画像を添付する際には、視野画像添付ボタン７８をタップすることで、現在
または過去の視野画像を添付することができる。
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【００５２】
　以上が、メッセージ送信システム１において、ユーザ利用端末１０、視野画像解析サー
バ１００が実行する、視野画像内の人物の特定処理の手順である。
【００５３】
　［メッセージの送信処理］
　図４は、メッセージ送信システム１において、ユーザ利用端末１０、メッセージ送信サ
ーバ２００が実行する、メッセージの送信処理の手順を表したフローチャートである。こ
のメッセージの送信処理について説明する。
【００５４】
　初めに、ユーザ利用端末１０の送信先決定モジュール２０は、ユーザからの入力を受け
付け、メッセージの送信先を決定する（ステップＳ２１）。メッセージの送信先としては
、前述した視野画像内の人物の特定処理において取得した人物情報に含まれた宛先や、過
去にメッセージを送信した送信先から選択してよい。
【００５５】
　次に、ユーザ利用端末１０のメッセージ内容送信モジュール１６は、送信するメッセー
ジ内容が入力されているかを判断する。メッセージ内容の入力が完了していない場合（ス
テップＳ２２：「ＮＯ」の場合）、メッセージ内容入力受付モジュール２１は、ユーザか
らメッセージ内容の入力を受け付ける（ステップＳ２３）。メッセージ送信先の選択より
も前に、既にメッセージ内容入力受付モジュール２１がメッセージ内容の入力を受け付け
ていた場合（ステップＳ２２：「ＹＥＳ」の場合）には、ステップＳ２３を行わずに処理
を進める。
【００５６】
　その後、メッセージ内容送信モジュール１６は、メッセージ内容とメッセージの送信先
とを、メッセージ送信サーバ２００に送信する（ステップＳ２４）。メッセージ送信サー
バ２００の送信メッセージ受付モジュール２０３は、メッセージ内容とメッセージの送信
先とを受信する（ステップＳ２５）。
【００５７】
　メッセージ送信サーバのメッセージ送信モジュール２０４は、受信したメッセージ内容
とメッセージの送信先に基づいて、メッセージの送信処理を行う（ステップＳ２６）。当
該送信処理とは、例えば、メッセージがメールであればメールデーモンのプロセスがメー
ル送信リクエストを処理することであるし、メッセージがＳＮＳ内のメッセージ機能であ
れば、宛先ユーザのメッセージボックス領域にメッセージ内容を書き込むことが該当する
。
【００５８】
　以上が、メッセージ送信システム１において、ユーザ利用端末１０、メッセージ送信サ
ーバ２００が実行する、メッセージの送信処理の手順である。
【００５９】
　上述した手段、機能は、コンピュータ（ＣＰＵ，情報処理装置，各種端末を含む）が、
所定のプログラムを読み込んで、実行することによって実現される。プログラムは、例え
ば、フレキシブルディスク、ＣＤ（ＣＤ－ＲＯＭなど）、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶ
Ｄ－ＲＡＭなど）等のコンピュータ読取可能な記録媒体に記録された形態で提供される。
この場合、コンピュータはその記録媒体からプログラムを読み取って内部記憶装置または
外部記憶装置に転送し記憶して実行する。また、そのプログラムを、例えば、磁気ディス
ク、光ディスク、光磁気ディスク等の記憶装置（記録媒体）に予め記録しておき、その記
憶装置から通信回線を介してコンピュータに提供するようにしてもよい。
【００６０】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述したこれらの実施形態に限
るものではない。また、本発明の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、本発明の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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【符号の説明】
【００６１】
　１　メッセージ送信システム、１０　ユーザ利用端末、１００　視野画像解析サーバ、
１５０　特徴量データベース、１５１　人物情報データベース、２００　メッセージ送信
サーバ

【図１】 【図２】
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