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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　修理受付カウンタに設置され、修理受付時にＩＣタグ付きの修理受付伝票を発行する修
理受付端末と、修理受付情報、修理進捗情報及び顧客情報を管理する修理受付管理サーバ
と、これらを通信可能に接続するネットワークとを備える修理受付管理システムであって
、
　前記修理受付端末が、
　来店時に顧客の顔を撮影する撮影手段と、
　前記ＩＣタグの読み取りを試みるＩＣタグ読み書き手段と、
　前記ＩＣタグ読み書き手段によるＩＣタグの読み取りが成功したときは、読み取られた
ＩＣタグ情報を前記修理受付管理サーバに送信するとともに、前記ＩＣタグ読み書き手段
によるＩＣタグの読み取りが失敗したときは、前記撮影手段により撮影された顧客の顔情
報を前記修理受付管理サーバに送信する顧客特定情報送信手段と、
　前記修理受付管理サーバから修理受付情報、修理進捗情報及び／又は顧客情報を受信し
たとき、受信情報を表示部に表示する受信情報表示手段と、を備え、
　前記修理受付管理サーバが、
　修理受付情報及び修理進捗情報を前記修理受付伝票のＩＣタグ情報に関連付けて記憶す
る修理情報データベースと、
　顧客情報を顔情報に関連付けて記憶する顧客情報データベースと、
　前記修理受付端末から顔情報及び／又はＩＣタグ情報を受信する顧客特定情報受信手段
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と、
　前記修理受付端末でＩＣタグの読み取りが成功したときに送信されるＩＣタグ情報を受
信したとき、ＩＣタグ情報をもとに前記修理情報データベース内を検索し、該当する修理
受付情報及び修理進捗情報を前記修理受付端末に送信する修理情報送信手段と、
　前記修理受付端末でＩＣタグの読み取りが失敗したときに送信される顔情報を受信した
とき、顔情報をもとに前記顧客情報データベース内を検索し、該当する顧客情報があると
きは、その顧客情報を前記修理受付端末に送信する顧客情報送信手段と、を備える
　ことを特徴とする修理受付管理システム。
【請求項２】
　前記修理受付管理サーバが、
　前記修理受付端末からＩＣタグ情報及び修理受付情報を受信したとき、修理受付情報を
ＩＣタグ情報に関連付けて前記修理情報データベースに登録する修理受付情報登録手段を
備えることを特徴とする請求項１記載の修理受付管理システム。
【請求項３】
　前記修理受付管理サーバが、
　前記修理受付端末から顔情報及び顧客情報を受信したとき、顧客情報を顔情報に関連付
けて前記顧客情報データベースに登録する顧客情報登録手段を備えることを特徴とする請
求項１又は２記載の修理受付管理システム。
【請求項４】
　前記修理受付管理サーバが、
　前記修理受付端末からＩＣタグ情報を受信したとき、ＩＣタグ情報をもとに前記修理情
報データベース内を検索して、該当修理品の修理が完了しているか否かを判断し、修理が
完了している場合は、該当修理品の出庫指令を修理品管理倉庫に送信する出庫指令送信手
段を備えることを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の修理受付管理システム。
【請求項５】
　前記修理品管理倉庫が、
　前記修理受付管理サーバから出庫指令を受信したとき、該当修理品を自動的に出庫する
自動出庫装置と、
　出庫された修理品を前記修理受付カウンタまで搬送する搬送装置と、を備える
　ことを特徴とする請求項４記載の修理受付管理システム。
【請求項６】
　修理受付カウンタに設置され、修理受付時にＩＣタグ付きの修理受付伝票を発行する修
理受付端末に、ネットワークを介して通信可能に接続され、修理受付情報、修理進捗情報
及び顧客情報を管理する修理受付管理サーバであって、
　修理受付情報及び修理進捗情報を前記修理受付伝票のＩＣタグ情報に関連付けて記憶す
る修理情報データベースと、
　顧客情報を顔情報に関連付けて記憶する顧客情報データベースと、
　前記修理受付端末から顔情報及び／又はＩＣタグ情報を受信する顧客特定情報受信手段
と、
　前記修理受付端末でＩＣタグの読み取りが成功したときに送信されるＩＣタグ情報を受
信したとき、ＩＣタグ情報をもとに前記修理情報データベース内を検索し、該当する修理
受付情報及び修理進捗情報を前記修理受付端末に送信する修理情報送信手段と、
　前記修理受付端末でＩＣタグの読み取りが失敗したときに送信される顔情報を受信した
とき、顔情報をもとに前記顧客情報データベース内を検索し、該当する顧客情報があると
きは、その顧客情報を前記修理受付端末に送信する顧客情報送信手段と、を備える
　ことを特徴とする修理受付管理サーバ。
【請求項７】
　前記修理受付端末からＩＣタグ情報及び修理受付情報を受信したとき、修理受付情報を
ＩＣタグ情報に関連付けて前記修理情報データベースに登録する修理受付情報登録手段を
備えることを特徴とする請求項６記載の修理受付管理サーバ。
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【請求項８】
　前記修理受付端末から顔情報及び顧客情報を受信したとき、顧客情報を顔情報に関連付
けて前記顧客情報データベースに登録する顧客情報登録手段を備えることを特徴とする請
求項６又は７記載の修理受付管理サーバ。
【請求項９】
　前記修理受付端末からＩＣタグ情報を受信したとき、ＩＣタグ情報をもとに前記修理情
報データベース内を検索して、該当修理品の修理が完了しているか否かを判断し、修理が
完了している場合は、該当修理品の出庫指令を修理品管理倉庫に送信する出庫指令送信手
段を備えることを特徴とする請求項６～８のいずれかに記載の修理受付管理サーバ。
【請求項１０】
　修理受付カウンタに設置され、修理受付時にＩＣタグ付きの修理受付伝票を発行する修
理受付端末に、ネットワークを介して通信可能に接続され、修理受付情報、修理進捗情報
及び顧客情報を管理する修理受付管理サーバ用のプログラムであって、
　前記修理受付管理サーバに、
　修理受付情報及び修理進捗情報を前記修理受付伝票のＩＣタグ情報に関連付けて記憶す
る修理情報データベースと、顧客情報を顔情報に関連付けて記憶する顧客情報データベー
スとを構築させ、
　前記修理受付端末から顔情報及び／又はＩＣタグ情報を受信させ、
　前記修理受付端末でＩＣタグの読み取りが成功したときに送信されるＩＣタグ情報を受
信したとき、ＩＣタグ情報をもとに前記修理情報データベース内を検索させ、該当する修
理受付情報及び修理進捗情報を前記修理受付端末に送信させ、
　前記修理受付端末でＩＣタグの読み取りが失敗したときに送信される顔情報を受信した
とき、顔情報をもとに前記顧客情報データベース内を検索させ、該当する顧客情報がある
ときは、その顧客情報を前記修理受付端末に送信させる
ことを特徴とする修理受付管理プログラム。
【請求項１１】
　前記修理受付端末からＩＣタグ情報及び修理受付情報を受信したとき、修理受付情報を
ＩＣタグ情報に関連付けて前記修理情報データベースに登録させることを特徴とする請求
項１０記載の修理受付管理プログラム。
【請求項１２】
　前記修理受付端末から顔情報及び顧客情報を受信したとき、顧客情報を顔情報に関連付
けて前記顧客情報データベースに登録させることを特徴とする請求項１０又は１１記載の
修理受付管理プログラム。
【請求項１３】
　前記修理受付端末からＩＣタグ情報を受信したとき、ＩＣタグ情報をもとに前記修理情
報データベース内を検索させて、該当修理品の修理が完了しているか否かを判断させ、修
理が完了している場合は、該当修理品の出庫指令を修理品管理倉庫に送信させることを特
徴とする請求項１０～１２のいずれかに記載の修理受付管理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、修理受付カウンタにおける修理受付業務や修理品引き渡し業務に適用される
修理受付管理システム、修理受付管理サーバ及び修理受付管理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、電気製品などの販売店やメーカは、製品の故障を想定し、各種の修理サービス
を提供している。この種の修理サービスとしては、サービスマンが現場に出張して故障品
を修理する出張修理サービス、顧客が故障品を修理センタに送り、後日、修理品を宅配で
受け取る宅配修理サービス、顧客が故障品を修理受付カウンタに持ち込み、後日、修理受
付カウンタで修理品を受け取る持込修理サービスなどがあり、顧客の事情に応じて修理サ
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ービスが選択される。例えば、修理受付カウンタが近所にある場合は、持込修理サービス
の利用が簡便である。
【０００３】
　しかしながら、修理受付カウンタに故障品を持ち込んだ場合、故障品に関するヒヤリン
グ、顧客情報のヒヤリング、修理受付伝票の作成などが行われるため、受付手続に時間が
かかり、また、修理品を受け取る場合も、修理受付伝票の確認、修理品の特定、修理品の
出庫などが行われるため、受け取りに時間がかかるという問題がある。その結果、持込修
理サービスに対する顧客満足度が低下し、特に、修理の依頼回数が複数回に及ぶ顧客にあ
っては、不満が蓄積される可能性がある。
【０００４】
　ところで、近年では、特許文献１、２に示されるようなＩＣタグ利用技術や、特許文献
３に示されるような顔情報利用技術、特に、顔情報などの身体的な特徴にもとづいて個人
認証を行うバイオメトリクス認証技術が注目されている。これらの技術は、既に実用段階
にあり、持込修理サービスにおいても顧客特定手段などとして利用が可能と考えられる。
【特許文献１】特開２００２－０９６９１１号公報
【特許文献２】特開２００３－２７６３６４号公報
【特許文献３】特開２００１－３５７０５６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、持込修理サービスには、修理受付処理、修理品引き渡し処理など、複数
の処理業務が含まれるため、ＩＣタグや顔認識を単純に適用することはできない。
　また、顔認識は、顔を撮影するカメラ、顔情報を蓄積するデータベース、顔認識を行う
プログラムなどの導入により可能となるが、これらを各修理受付端末に導入した場合、シ
ステムの全体コストが増大するだけでなく、修理受付端末間で顔情報を共有することが困
難になる。
【０００６】
　本発明は、上記の事情にかんがみなされたものであり、ＩＣタグ及び顔認識を効果的に
利用することにより、修理受付カウンタにおける修理受付処理や修理品引き渡し処理を迅
速化し、持込修理サービスに対する顧客満足度を高めることができる修理受付管理システ
ム、修理受付管理サーバ及び修理受付管理プログラムの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため本発明の修理受付管理システムは、修理受付カウンタに設置さ
れ、修理受付時にＩＣタグ付きの修理受付伝票を発行する修理受付端末と、修理受付情報
、修理進捗情報及び顧客情報を管理する修理受付管理サーバと、これらを通信可能に接続
するネットワークとを備える修理受付管理システムであって、前記修理受付端末が、来店
時に顧客の顔を撮影するとともに、前記ＩＣタグの読み取りを試み、顔情報及び／又はＩ
Ｃタグ情報を前記修理受付管理サーバに送信する顧客特定情報送信手段と、前記修理受付
管理サーバから修理受付情報、修理進捗情報及び／又は顧客情報を受信したとき、受信情
報を表示部に表示する受信情報表示手段と、を備え、前記修理受付管理サーバが、修理受
付情報及び修理進捗情報を前記修理受付伝票のＩＣタグ情報に関連付けて記憶する修理情
報データベースと、顧客情報を顔情報に関連付けて記憶する顧客情報データベースと、前
記修理受付端末から顔情報及び／又はＩＣタグ情報を受信する顧客特定情報受信手段と、
ＩＣタグ情報を受信したとき、ＩＣタグ情報をもとに前記修理情報データベース内を検索
し、該当する修理受付情報及び修理進捗情報を前記修理受付端末に送信する修理情報送信
手段と、顔情報を受信したとき、顔情報をもとに前記顧客情報データベース内を検索し、
該当する顧客情報があるときは、その顧客情報を前記修理受付端末に送信する顧客情報送
信手段と、を備える構成としてある。
【０００８】
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　このように構成すれば、修理品を受け取りに来た顧客については、修理受付伝票に付さ
れたＩＣタグ情報による特定を行い、対応した修理受付情報や修理進捗情報を自動的に表
示することができ、また、その他の顧客については、顧客の顔情報による特定を行い、顧
客の特定に成功したときは、対応した顧客情報を自動的に表示することができる。これに
より、来店時のヒアリングや情報入力処理を簡略化し、修理受付処理や修理品引き渡し処
理の所要時間を大幅に短縮することができる。
　しかも、情報管理や顔認識は、修理受付管理サーバで集中的に行うため、各端末で個別
に行う場合に比べて、システム全体のコストを削減できるだけでなく、顧客情報などの共
有化を図ることができる。
【０００９】
　また、本発明の修理受付管理システムは、前記修理受付管理サーバが、前記修理受付端
末からＩＣタグ情報及び修理受付情報を受信したとき、修理受付情報をＩＣタグ情報に関
連付けて前記修理情報データベースに登録する修理受付情報登録手段を備える構成として
ある。
　このように構成すれば、修理受付端末から修理受付管理サーバにＩＣタグ情報及び修理
受付情報を送信するだけで、これらの情報を修理受付管理サーバの修理情報データベース
に登録することができる。
【００１０】
　また、本発明の修理受付管理システムは、前記修理受付管理サーバが、前記修理受付端
末から顔情報及び顧客情報を受信したとき、顧客情報を顔情報に関連付けて前記顧客情報
データベースに登録する顧客情報登録手段を備える構成としてある。
　このように構成すれば、修理受付端末から修理受付管理サーバに顔情報及び顧客情報を
送信するだけで、これらの情報を修理受付管理サーバの顧客情報データベースに登録する
ことができる。
【００１１】
　また、本発明の修理受付管理システムは、前記修理受付管理サーバが、前記修理受付端
末からＩＣタグ情報を受信したとき、ＩＣタグ情報をもとに前記修理情報データベース内
を検索して、該当修理品の修理が完了しているか否かを判断し、修理が完了している場合
は、該当修理品の出庫指令を修理品管理倉庫に送信する出庫指令送信手段を備える構成と
してある。
　このように構成すれば、修理受付端末から修理品管理倉庫に出庫指令を送信する手間を
省き、修理品の引き渡しをより迅速に行うことができる。
【００１２】
　また、本発明の修理受付管理システムは、前記修理品管理倉庫が、前記修理受付管理サ
ーバから出庫指令を受信したとき、該当修理品を自動的に出庫する自動出庫装置と、出庫
された修理品を前記修理受付カウンタまで搬送する搬送装置と、を備える構成としてある
。
　このように構成すれば、修理品が自動的に出庫されるだけでなく、修理受付カウンタま
で自動的に搬送されるので、修理品の引き渡しをより迅速に行うことができる。
【００１３】
　また、本発明の修理受付管理サーバは、修理受付カウンタに設置され、修理受付時にＩ
Ｃタグ付きの修理受付伝票を発行する修理受付端末に、ネットワークを介して通信可能に
接続され、修理受付情報、修理進捗情報及び顧客情報を管理する修理受付管理サーバであ
って、修理受付情報及び修理進捗情報を前記修理受付伝票のＩＣタグ情報に関連付けて記
憶する修理情報データベースと、顧客情報を顔情報に関連付けて記憶する顧客情報データ
ベースと、前記修理受付端末から顔情報及び／又はＩＣタグ情報を受信する顧客特定情報
受信手段と、ＩＣタグ情報を受信したとき、ＩＣタグ情報をもとに前記修理情報データベ
ース内を検索し、該当する修理受付情報及び修理進捗情報を前記修理受付端末に送信する
修理情報送信手段と、顔情報を受信したとき、顔情報をもとに前記顧客情報データベース
内を検索し、該当する顧客情報があるときは、その顧客情報を前記修理受付端末に送信す
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る顧客情報送信手段と、を備える構成としてある。
【００１４】
　このように構成すれば、修理品を受け取りに来た顧客については、修理受付伝票に付さ
れたＩＣタグ情報による特定を行い、対応した修理受付情報や修理進捗情報を自動的に表
示することができ、また、その他の顧客については、顧客の顔情報による特定を行い、顧
客の特定に成功したときは、対応した顧客情報を自動的に表示することができる。これに
より、来店時のヒアリングや情報入力処理を簡略化し、修理受付処理や修理品引き渡し処
理の所要時間を大幅に短縮することができる。
　しかも、情報管理や顔認識は、修理受付管理サーバで集中的に行うため、各端末で個別
に行う場合に比べて、システム全体のコストを削減できるだけでなく、顧客情報などの共
有化を図ることができる。
【００１５】
　また、本発明の修理受付管理サーバは、前記修理受付端末からＩＣタグ情報及び修理受
付情報を受信したとき、修理受付情報をＩＣタグ情報に関連付けて前記修理情報データベ
ースに登録する修理受付情報登録手段を備える構成としてある。
　このように構成すれば、修理受付端末から修理受付管理サーバにＩＣタグ情報及び修理
受付情報を送信するだけで、これらの情報を修理受付管理サーバの修理情報データベース
に登録することができる。
【００１６】
　また、本発明の修理受付管理サーバは、前記修理受付端末から顔情報及び顧客情報を受
信したとき、顧客情報を顔情報に関連付けて前記顧客情報データベースに登録する顧客情
報登録手段を備える構成としてある。
　このように構成すれば、修理受付端末から修理受付管理サーバに顔情報及び顧客情報を
送信するだけで、これらの情報を修理受付管理サーバの顧客情報データベースに登録する
ことができる。
【００１７】
　また、本発明の修理受付管理サーバは、前記修理受付端末からＩＣタグ情報を受信した
とき、ＩＣタグ情報をもとに前記修理情報データベース内を検索して、該当修理品の修理
が完了しているか否かを判断し、修理が完了している場合は、該当修理品の出庫指令を修
理品管理倉庫に送信する出庫指令送信手段を備える構成としてある。
　このように構成すれば、修理受付端末から修理品管理倉庫に出庫指令を送信する手間を
省き、修理品の引き渡しをより迅速に行うことができる。
【００１８】
　また、本発明の修理受付管理プログラムは、修理受付カウンタに設置され、修理受付時
にＩＣタグ付きの修理受付伝票を発行する修理受付端末に、ネットワークを介して通信可
能に接続され、修理受付情報、修理進捗情報及び顧客情報を管理する修理受付管理サーバ
用のプログラムであって、前記修理受付管理サーバに、修理受付情報及び修理進捗情報を
前記修理受付伝票のＩＣタグ情報に関連付けて記憶する修理情報データベースと、顧客情
報を顔情報に関連付けて記憶する顧客情報データベースとを構築させ、前記修理受付端末
から顔情報及び／又はＩＣタグ情報を受信させ、ＩＣタグ情報を受信したとき、ＩＣタグ
情報をもとに前記修理情報データベース内を検索させ、該当する修理受付情報及び修理進
捗情報を前記修理受付端末に送信させ、顔情報を受信したとき、顔情報をもとに前記顧客
情報データベース内を検索させ、該当する顧客情報があるときは、その顧客情報を前記修
理受付端末に送信させる構成としてある。
【００１９】
　このように構成すれば、修理品を受け取りに来た顧客については、修理受付伝票に付さ
れたＩＣタグ情報による特定を行い、対応した修理受付情報や修理進捗情報を自動的に表
示することができ、また、その他の顧客については、顧客の顔情報による特定を行い、顧
客の特定に成功したときは、対応した顧客情報を自動的に表示することができる。これに
より、来店時のヒアリングや情報入力処理を簡略化し、修理受付処理や修理品引き渡し処
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理の所要時間を大幅に短縮することができる。
　しかも、情報管理や顔認識は、修理受付管理サーバで集中的に行うため、各端末で個別
に行う場合に比べて、システム全体のコストを削減できるだけでなく、顧客情報などの共
有化を図ることができる。
【００２０】
　また、本発明の修理受付管理プログラムは、前記修理受付端末からＩＣタグ情報及び修
理受付情報を受信したとき、修理受付情報をＩＣタグ情報に関連付けて前記修理情報デー
タベースに登録させる構成としてある。
　このように構成すれば、修理受付端末から修理受付管理サーバにＩＣタグ情報及び修理
受付情報を送信するだけで、これらの情報を修理受付管理サーバの修理情報データベース
に登録することができる。
【００２１】
　また、本発明の修理受付管理プログラムは、前記修理受付端末から顔情報及び顧客情報
を受信したとき、顧客情報を顔情報に関連付けて前記顧客情報データベースに登録させる
構成としてある。
　このように構成すれば、修理受付端末から修理受付管理サーバに顔情報及び顧客情報を
送信するだけで、これらの情報を修理受付管理サーバの顧客情報データベースに登録する
ことができる。
【００２２】
　また、本発明の修理受付管理プログラムは、前記修理受付端末からＩＣタグ情報を受信
したとき、ＩＣタグ情報をもとに前記修理情報データベース内を検索させて、該当修理品
の修理が完了しているか否かを判断させ、修理が完了している場合は、該当修理品の出庫
指令を修理品管理倉庫に送信させる構成としてある。
　このように構成すれば、修理受付端末から修理品管理倉庫に出庫指令を送信する手間を
省き、修理品の引き渡しをより迅速に行うことができる。
【発明の効果】
【００２３】
　以上のように、本発明によれば、修理品を受け取りに来た顧客については、修理受付伝
票に付されたＩＣタグ情報による特定を行い、対応した修理受付情報や修理進捗情報を自
動的に表示することができ、また、その他の顧客については、顧客の顔情報による特定を
行い、顧客の特定に成功したときは、対応した顧客情報を自動的に表示することができる
。これにより、来店時のヒアリングや情報入力処理を簡略化し、修理受付処理や修理品引
き渡し処理の所要時間を大幅に短縮することができる。
　しかも、情報管理や顔認識は、修理受付管理サーバで集中的に行うため、各端末で個別
に行う場合に比べて、システム全体のコストを削減できるだけでなく、顧客情報などの共
有化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
　図１は、修理受付管理システムのブロック図である。
　この図に示すように、修理受付管理システムは、パソコンなどの持込修理サービスに適
用されるものであり、各地の修理受付カウンタに設置される修理受付端末１０と、各地の
修理受付カウンタに併設される修理品管理倉庫２０と、修理受付情報、修理進捗情報、顧
客情報などを集中的に管理する修理受付管理サーバ３０と、これらを通信可能に接続する
インターネットなどのネットワーク４０とを備えて構成されている。
【００２５】
　図２は、修理受付端末のブロック図である。
　この図に示す修理受付端末１０は、端末用コンピュータであり、通信部１１、入力部１
２、表示部１３、カメラ１４、印字部１５、ＩＣタグ読み書き部１６、処理部１７などか
ら構成されている。
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【００２６】
　通信部１１は、ネットワークインタフェースであり、ネットワーク４０を介して、修理
受付管理サーバ３０と情報のやり取りを行う。
　入力部１２は、キーボードやマウスであり、顧客からヒヤリングした故障品の情報や、
顧客情報が入力される。
　表示部１３は、入力部１２から入力された情報や、修理受付管理サーバ３０から受信し
た情報の表示を行う。
　カメラ１４は、来店した顧客の顔を撮影する装置であり、顧客の来店を検知し、自動的
に撮影動作するものが好ましい。
【００２７】
　印字部１５は、修理受付伝票に対して印字を行う。この修理受付伝票は、修理受付時に
顧客に対して発行されるものであり、修理品の引き渡し時に提出を求める。修理受付伝票
に印字される情報としては、修理受付番号、型名、症状、受付者、顧客情報などがある。
　ＩＣタグ読み書き部１６は、修理受付伝票に貼り付け又は埋め込まれたＩＣタグ（ＲＦ
ＩＤ：Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）と非接触で通
信し、ＩＣタグ情報の読み書きを行う。ＩＣタグ情報の書き込みは、例えば、修理受付伝
票の印字と同時に行うことができる。このとき書き込まれるＩＣタグ情報としては、修理
受付番号、型名、症状、受付者、顧客情報などがある。一方、ＩＣタグ情報の読み取りは
、顧客が修理品を受け取りにきたとき、来店と同時に自動的に実行することが好ましい。
　なお、本実施形態では、読み書き自在なＩＣタグを用いるが、読み取り専用のＩＣタグ
であってもよい。この場合には、ＩＣタグ固有の識別情報を読み取り、この識別情報に関
連付けて修理受付情報が管理される。
【００２８】
　処理部１７は、来店時に撮影した顧客の顔情報や、来店時に修理受付伝票から読み取っ
たＩＣタグ情報を修理受付管理サーバ３０に送信する顧客特定情報送信処理と、修理受付
管理サーバ３０から修理受付情報、修理進捗情報、顧客情報などを受信したとき、受信情
報を表示部１３に表示する受信情報表示処理と、修理受付伝票を発行する修理伝票発行処
理と、修理受付伝票を発行する際に、ＩＣタグ情報、修理受付情報、顔情報、顧客情報な
どを修理受付管理サーバ３０に送信する情報登録処理とを行う。以下、処理部１７の処理
手順について、図３を参照して説明する。
【００２９】
　図３は、修理受付端末の処理手順を示すフローチャート、図４は、修理受付端末の表示
画面を示す説明図である。
　この図に示すように、修理受付端末１０の処理部１７は、顧客の来店を監視し（Ｓ１０
１）、顧客が来店したとき、顧客の顔を撮影するとともに（Ｓ１０２）、ＩＣタグの読み
取りを試みる（Ｓ１０３）。そして、ＩＣタグの読み取りに成功したときは（Ｓ１０４）
、ＩＣタグ情報を修理受付管理サーバ３０に送信するとともに（Ｓ１０５）、修理受付管
理サーバ３０からＩＣタグ情報に対応した修理受付情報及び修理進捗情報を受信し（Ｓ１
０６）、これを表示部１３に表示する（Ｓ１０７）。ここで、図４に示すように、修理が
完了している場合は、修理品の引き渡しが行われる。
【００３０】
　一方、ＩＣタグの読み取りに失敗したときは、顔情報を修理受付管理サーバ３０に送信
するとともに（Ｓ１０８）、修理受付管理サーバ３０から顔情報に対応する顧客情報を受
信し（Ｓ１０９）、これを表示部１３に表示する（Ｓ１１０）。なお、顔情報に対応する
顧客情報がない場合は、空欄の顧客情報画面が表示される。表示した顧客情報画面をもと
に修理受付伝票を作成する場合は（Ｓ１１１）、修理の受付に必要な情報の入力を求める
とともに（Ｓ１１２）、入力の終了を判断する（Ｓ１１３）。入力が終了したら、修理受
付伝票の印字を行うとともに（Ｓ１１４）、ＩＣタグ情報、修理受付情報、顔情報及び顧
客情報を修理受付管理サーバ３０に送信し（Ｓ１１５）、修理受付処理が終わる。
【００３１】
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　図５は、修理品管理倉庫のブロック図である。
　この図に示す修理品管理倉庫２０は、通信部２１、棚２２、自動出庫装置２３、搬送装
置２４、処理部２５などから構成されている。
【００３２】
　通信部２１は、ネットワークインタフェースであり、ネットワーク４０を介して、修理
受付管理サーバ３０と情報のやり取りを行う。
　棚２２は、修理が完了した修理品を管理するものであり、自動出庫装置２３が組み込ま
れている。自動出庫装置２３は、出庫指令を受けると、指定された棚位置から修理品をピ
ックアップし、これを搬送装置２４の搬送始端位置に載置する。
　搬送装置２４は、搬送始端位置に載置された修理品を搬送終端位置まで搬送するもので
あり、搬送終端位置は、修理受付カウンタに至る。
【００３３】
　処理部２５は、修理が完了した修理品が棚２２に入庫されたとき、その情報を修理進捗
情報（修理完了通知）として修理受付管理サーバ３０に送信する修理進捗情報送信処理と
、修理受付管理サーバ３０から出庫指令を受信したとき、該当修理品を自動的に出庫し、
修理受付カウンタまで搬送させる自動出庫処理とを行う。以下、処理部２５の処理手順に
ついて、図６を参照して説明する。
【００３４】
　図６は、修理品管理倉庫の処理手順を示すフローチャートである。
　この図に示すように、修理品管理倉庫２０の処理部２５は、修理品の入庫を判断すると
ともに（Ｓ２０１）、修理受付管理サーバ３０からの出庫指令を判断する（Ｓ２０２）。
修理品が入庫されたら、修理品を特定する情報や棚位置情報が含まれた修理完了通知を修
理受付管理サーバ３０に送信する（Ｓ２０３）。
　一方、修理受付管理サーバ３０から出庫指令を受信した場合は、所定の棚位置から修理
品を出庫するとともに（Ｓ２０４）、これを修理受付カウンタまで搬送する（Ｓ２０５）
。
【００３５】
　図７は、修理受付管理サーバのブロック図、図８は、修理情報データベースの説明図、
図９は、顧客情報データベースの説明図である。
　これらの図に示す修理受付管理サーバ３０は、サーバ用コンピュータであり、通信部３
１、修理情報データベース３２、顧客情報データベース３３、処理部３４などから構成さ
れている。
【００３６】
　通信部３１は、ネットワークインタフェースであり、ネットワーク４０を介して、修理
受付端末１０や修理品管理倉庫２０と情報のやり取りを行う。
　修理情報データベース３２は、修理受付情報及び修理進捗情報を修理受付伝票のＩＣタ
グ情報に関連付けて記憶する。具体的には、図８に示すように、受付番号、型名、お客様
ＩＤ、症状、診断内容、修理内容、修理状況、棚位置などの情報が含まれる。
　顧客情報データベース３３は、顧客情報を顔情報に関連付けて記憶する。具体的には、
図９に示すように、お客様ＩＤ、住所、電話番号、顔写真（顔画像）などの情報が含まれ
る。
【００３７】
　処理部３４は、修理品管理倉庫２０から修理完了通知を受信したとき、修理情報データ
ベース３２の修理進捗情報を更新する進捗情報更新処理と、修理受付端末１０から修理受
付情報登録要求（ＩＣタグ情報及び修理受付情報）を受信したとき、修理受付情報をＩＣ
タグ情報に関連付けて修理情報データベース３２に登録する修理受付情報登録処理と、修
理受付端末１０から顧客情報登録要求（顔情報及び顧客情報）を受信したとき、顧客情報
を顔情報に関連付けて顧客情報データベース３３に登録する顧客情報登録処理と、修理受
付端末１０から顧客特定要求（顔情報又はＩＣタグ情報）を受信する顧客特定情報受信処
理と、顧客特定要求としてＩＣタグ情報を受信したとき、ＩＣタグ情報をもとに修理情報
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データベース３２内を検索し、該当する修理受付情報及び修理進捗情報を修理受付端末１
０に送信する修理情報送信処理と、顧客特定要求として顔情報を受信したとき、顔情報を
もとに顧客情報データベース３３内を検索し、該当する顧客情報があるときは、その顧客
情報を修理受付端末１０に送信する顧客情報送信処理と、修理受付端末１０から顧客特定
要求としてＩＣタグ情報を受信したとき、ＩＣタグ情報をもとに修理情報データベース３
２内を検索して、該当修理品の修理が完了しているか否かを判断し、修理が完了している
場合は、該当修理品の出庫指令を修理品管理倉庫２０に送信する出庫指令送信処理とを行
う。以下、処理部３４の処理手順について、図１０を参照して説明する。
【００３８】
　図１０は、修理受付管理サーバの処理手順を示すフローチャートである。
　この図に示すように、修理受付管理サーバ３０の処理部３４は、修理受付端末１０から
の情報登録要求や顧客特定要求、修理品管理倉庫２０からの修理完了通知などを判断する
（Ｓ３０１、Ｓ３０２、Ｓ３０３）。修理品管理倉庫２０から修理完了通知を受信した場
合は、修理情報データベース３２の該当する修理受付情報を検索し、その修理進捗情報（
修理状況）を更新する（Ｓ３０４）。
　修理受付端末１０から情報登録要求を受信した場合は、修理受付情報をＩＣタグ情報に
関連付けて修理情報データベース３２に登録するとともに（Ｓ３０５）、顧客情報を顔情
報に関連付けて顧客情報データベース３３に登録する（Ｓ３０６）。
【００３９】
　また、修理受付端末１０から顧客特定要求を受信し、かつ、顧客特定要求がＩＣタグ情
報である場合は（Ｓ３０７）、ＩＣタグ情報をもとに修理情報データベース３２内を検索
し（Ｓ３０８）、該当する修理受付情報及び修理進捗情報を修理受付端末１０に送信する
（Ｓ３０９）。また、該当修理品の修理が完了している場合は（Ｓ３１０）、該当修理品
の出庫指令を修理品管理倉庫２０に送信する（Ｓ３１１）。
　一方、顧客特定要求が顔情報である場合は、顔情報をもとに顧客情報データベース３３
内を検索し（Ｓ３１２）、該当する顧客情報があるときは、その顧客情報を修理受付端末
１０に送信する（Ｓ３１３）。
【００４０】
　つぎに、修理受付管理システムの全体動作について、図１１を参照して説明する。
　図１１は、修理受付管理システムの全体動作を示すフローチャートである。
【００４１】
　この図に示すように、修理受付カウンタに顧客が来店すると（Ｓ４０１）、修理受付端
末１０は、顧客の顔を撮影するとともに、ＩＣタグの読み取りを試みる（Ｓ４０２）。Ｉ
Ｃタグの読み取りに成功した場合は（Ｓ４０３）、ＩＣタグ情報を修理受付管理サーバ３
０に送信する（Ｓ４０４）。修理受付管理サーバ３０は、ＩＣタグ情報を受信すると（Ｓ
４０５）、ＩＣタグ情報をもとに修理情報データベース３２内を検索し（Ｓ４０６）、該
当する修理受付情報及び修理進捗情報を修理受付端末１０に送信する（Ｓ４０７）。修理
受付端末１０は、修理受付情報及び修理進捗情報を受信すると（Ｓ４０８）、これらを表
示部１３に表示する（Ｓ４０９）。また、修理受付管理サーバ３０は、検索した修理進捗
情報にもとづいて、修理が完了しているか否かを判断し（Ｓ４１０）、修理が完了してい
る場合には、修理品管理倉庫２０に出庫指令を送信する（Ｓ４１１）。修理品管理倉庫２
０は、出庫指令を受信すると（Ｓ４１２）、該当修理品を自動的に出庫し、修理受付カウ
ンタまで搬送する（Ｓ４１３）。
【００４２】
　一方、来店時にＩＣタグの読み取りに失敗した場合は、顧客の顔情報を修理受付管理サ
ーバ３０に送信する（Ｓ４１４）。修理受付管理サーバ３０は、顔情報を受信すると（Ｓ
４１５）、顔情報をもとに顧客情報データベース３３内を検索し（Ｓ４１６）、該当する
顧客情報があるときは、その顧客情報を修理受付端末１０に送信する（Ｓ４１７）。修理
受付端末１０は、顧客情報を受信すると（Ｓ４１８）、これらを表示部１３に表示する（
Ｓ４１９）。この情報をもとに修理受付伝票を作成する場合や、新規に修理受付伝票を作
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成する場合は、必要な情報を入力した後（Ｓ４２０）、修理受付伝票を印字する（Ｓ４２
１）。修理受付伝票の印字が終わったら、ＩＣタグ情報、修理受付情報、顔情報及び顧客
情報を修理受付管理サーバ３０に送信する（Ｓ４２２）。修理受付管理サーバ３０は、Ｉ
Ｃタグ情報、修理受付情報、顔情報及び顧客情報を受信すると（Ｓ４２３）、これらの情
報を修理情報データベース３２及び顧客情報データベース３３に登録する（Ｓ４２４）。
【００４３】
　以上のように構成された本実施形態の修理受付管理システムによれば、修理品を受け取
りに来た顧客については、修理受付伝票に付されたＩＣタグ情報による特定を行い、対応
した修理受付情報や修理進捗情報を自動的に表示することができ、また、その他の顧客に
ついては、顧客の顔情報による特定を行い、顧客の特定に成功したときは、対応した顧客
情報を自動的に表示することができる。これにより、来店時のヒアリングや情報入力処理
を簡略化し、修理受付処理や修理品引き渡し処理の所要時間を大幅に短縮することができ
る。
　しかも、情報管理や顔認識は、修理受付管理サーバ３０で集中的に行うため、各端末１
０で個別に行う場合に比べて、システム全体のコストを削減できるだけでなく、顧客情報
などの共有化を図ることができる。
【００４４】
　また、修理受付管理サーバ３０は、修理受付端末１０からＩＣタグ情報及び修理受付情
報を受信したとき、修理受付情報をＩＣタグ情報に関連付けて修理情報データベース３２
に登録するので、修理受付端末１０から修理受付管理サーバ３０にＩＣタグ情報及び修理
受付情報を送信するだけで、これらの情報を修理受付管理サーバ３０の修理情報データベ
ース３２に登録することができる。
　また、修理受付管理サーバ３０は、修理受付端末１０から顔情報及び顧客情報を受信し
たとき、顧客情報を顔情報に関連付けて顧客情報データベース３３に登録するので、修理
受付端末１０から修理受付管理サーバ３０に顔情報及び顧客情報を送信するだけで、これ
らの情報を修理受付管理サーバ３０の顧客情報データベースに登録することができる。
【００４５】
　また、修理受付管理サーバ３０は、修理受付端末１０からＩＣタグ情報を受信したとき
、ＩＣタグ情報をもとに修理情報データベース３２内を検索して、該当修理品の修理が完
了しているか否かを判断し、修理が完了している場合は、該当修理品の出庫指令を修理品
管理倉庫２０に送信するので、修理受付端末１０から修理品管理倉庫２０に出庫指令を送
信する手間を省き、修理品の引き渡しをより迅速に行うことができる。
　また、修理品管理倉庫２０は、修理受付管理サーバ３０から出庫指令を受信したとき、
該当修理品を自動的に出庫するとともに、出庫された修理品を修理受付カウンタまで搬送
するので、修理品の引き渡しをより迅速に行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明は、修理受付カウンタにおける修理受付業務や修理品引き渡し業務を行うための
修理受付管理システム、修理受付管理サーバ及び修理受付管理プログラムに適用される。
特に、修理受付業務や修理品引き渡し業務の迅速化が求められる場合に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】修理受付管理システムのブロック図である。
【図２】修理受付端末のブロック図である。
【図３】修理受付端末の処理手順を示すフローチャートである。
【図４】修理受付端末の表示画面を示す説明図である。
【図５】修理品管理倉庫のブロック図である。
【図６】修理品管理倉庫の処理手順を示すフローチャートである。
【図７】修理受付管理サーバのブロック図である。
【図８】修理情報データベースの説明図である。
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【図９】顧客情報データベースの説明図である。
【図１０】修理受付管理サーバの処理手順を示すフローチャートである。
【図１１】修理受付管理システムの全体動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００４８】
１０　修理受付端末
１４　カメラ
１６　ＩＣタグ読み書き部
２０　修理品管理倉庫
２３　自動出庫装置
２４　搬送装置
３０　修理受付管理サーバ
３２　修理情報データベース
３３　顧客情報データベース
４０　ネットワーク

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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