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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報提供元となる第１の端末と、情報提供先となる第２の端末と、これらの端末が通信
ネットワークを介して接続可能なサーバ装置とを具備し、
　前記第１の端末は、
　　提供しようとする商品の識別情報を前記サーバ装置へ送信する物情報送信手段と、
　　前記商品の識別情報の提供先となる第２の端末の宛先情報を前記サーバ装置へ送信す
る宛先情報送信手段と
を備え、
　前記サーバ装置は、
　　情報提供が予想される商品の識別情報に対応付けて当該商品を販売する商業施設の物
理的位置情報を記憶する記憶手段と、
　　前記第１の端末から送られた商品の識別情報をもとに、当該商品を販売する商業施設
の物理的位置情報を前記記憶手段から検索する検索手段と、
　　前記第２の端末の現在位置情報を取得する手段と、
　　前記取得された第２の端末の現在位置情報をもとに、当該第２の端末が前記記憶手段
から検索された商業施設の物理的位置に対し所定範囲内に存在するか否かを判定する手段
と、
　　前記所定範囲内に存在すると判定された第２の端末を通知先として選択し、所定範囲
内に存在しないと判定された第２の端末を通知先から除外する手段と、
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　　前記第１の端末から送られた商品の識別情報及び前記検索された商業施設の物理的位
置情報を、前記通知先として選択された第２の端末に対し送信する手段と
を備え、
　前記第２の端末は、
　　前記サーバ装置から送られた商品の識別情報及び当該商品を販売する商業施設の物理
的位置情報を表示する手段を備えることを特徴とする情報提供システム。
【請求項２】
　前記商品の識別情報が当該商品の種別を表す情報を含む場合に、
　前記サーバ装置は、
　　前記第１の端末から送られた商品の識別情報が前記記憶手段に記憶されているか否か
を判定する手段と、
　　前記第１の端末から送られた商品の識別情報が前記記憶手段に記憶されていないと判
定された場合に、前記第１の端末から送られた商品の識別情報をもとに、当該商品と同じ
種別に属する類似商品を販売する商業施設の物理的位置情報を前記記憶手段から検索する
手段と、
　　前記検索された類似商品を販売する商業施設の物理的位置情報を、前記通知先として
選択された第２の端末へ送信する手段と
を、さらに備えることを特徴とする請求項１記載の情報提供システム。
【請求項３】
　前記サーバ装置は、
　　前記取得された第２の端末の現在位置情報をもとに、当該第２の端末が前記記憶手段
から検索された商業施設の物理的位置に対し所定範囲内に移動する予定があるか否かを推
定する手段と、
　　前記所定範囲内に移動する予定があると推定された第２の端末を通知先として選択し
、所定範囲内に移動する予定がないと推定された第２の端末を通知先から除外する手段と
、
　　前記第１の端末から送られた商品の識別情報及び前記検索された商業施設の物理的位
置情報を、前記通知先として選択された第２の端末に対し送信する手段と
を、さらに備えることを特徴とする請求項１又は２記載の情報提供システム。
【請求項４】
　前記記憶手段が、情報提供が予想される商品の識別情報に対応付けて、当該商品を販売
する商業施設の物理的位置情報とその営業時間帯を表す情報をそれぞれ記憶し、
　前記検索手段が、前記第１の端末から送られた商品の識別情報をもとに、当該商品を販
売する商業施設の物理的位置情報とその営業時間帯を表す情報を前記記憶手段から検索す
る機能を備える場合に、
　前記サーバ装置は、
　　現在時刻が前記検索された営業時間帯に含まれるか否かを判定する手段と、
　　現在時刻が前記営業時間帯に含まれると判定された場合に、前記検索された商業施設
の物理的位置情報とその営業時間帯を表す情報を、前記通知先として選択された第２の端
末へ送信する手段と
を、さらに備えることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の情報提供システム
。
【請求項５】
　前記サーバ装置は、
　　前記取得された第２の端末の現在位置情報と、前記記憶手段から検索された商業施設
の物理的位置情報とから、前記第２の端末の移動所要時間を推定する手段と、
　　前記第２の端末を所持するユーザの行動予定を表す情報を取得する手段と、
　　前記取得された第２の端末ユーザの行動予定を表す情報をもとに、当該第２の端末ユ
ーザの空き時間を推定する手段と、
　　前記推定された空き時間から前記推定された移動所要時間を差し引いた余裕時間を算
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出する手段と、
　　前記算出された余裕時間と前記商品の確認に要する時間とを比較し、余裕時間が確認
に要する時間より長い第２の端末を通知先として選択し、余裕時間が確認に要する時間に
満たない第２の端末を通知先から除外する手段と、
　　前記第１の端末から送られた商品の識別情報及び前記検索された商業施設の物理的位
置情報を、前記通知先として選択された第２の端末に対し送信する手段と
を、さらに備えることを特徴とする請求項１又は２記載の情報提供システム。
【請求項６】
　前記物情報送信手段は、提供としようとする商品の識別情報に当該商品の確認に適した
ユーザの属性情報を含めて送信し、
　前記サーバ装置は、
　　前記第２の端末ユーザの属性情報を取得する手段と、
　　前記提供しようとする商品の確認に適したユーザの属性情報と、前記取得された第２
の端末ユーザの属性情報とを比較し、前記第２の端末ユーザが前記提供しようとする商品
の確認に適するユーザに該当するか否かを判定する手段と、
　　前記第２の端末ユーザが前記提供しようとする商品の確認に適するユーザに該当する
と判定された場合に、前記第１の端末から送られた商品の識別情報及び前記検索された商
業施設の物理的位置情報を、前記通知先として選択された第２の端末に対し送信する手段
と
を、さらに備えることを特徴とする請求項１又は２記載の情報提供システム。
【請求項７】
　情報提供元となる第１の端末及び情報提供先となる第２の端末に対し通信ネットワーク
を介して接続可能なサーバ装置であって、
　情報提供が予想される商品の識別情報に対応付けて当該商品を販売する商業施設の物理
的位置情報を記憶する記憶手段と、
　前記第１の端末から提供しようとする商品の識別情報が到来した場合に、当該商品の識
別情報をもとに、当該商品を販売する商業施設の物理的位置情報を前記記憶手段から検索
する検索手段と、
　前記第２の端末の現在位置情報を取得する手段と、
　前記取得された第２の端末の現在位置情報をもとに、当該第２の端末が前記記憶手段か
ら検索された商業施設の物理的位置に対し所定範囲内に存在するか否かを判定する手段と
、
　前記所定範囲内に存在すると判定された第２の端末を通知先として選択し、所定範囲内
に存在しないと判定された第２の端末を通知先から除外する手段と、
　前記第１の端末から送られた商品の識別情報及び前記検索された商業施設の物理的位置
情報を、前記通知先として選択された第２の端末に対し送信する手段と
を具備することを特徴とするサーバ装置。
【請求項８】
　前記商品の識別情報が当該商品の種別を表す情報を含む場合に、
　前記第１の端末から送られた商品の識別情報が前記記憶手段に記憶されているか否かを
判定する手段と、
　前記第１の端末から送られた商品の識別情報が前記記憶手段に記憶されていないと判定
された場合に、前記第１の端末から送られた商品の識別情報をもとに、当該商品と同じ種
別に属する類似商品を販売する商業施設の物理的位置情報を前記記憶手段から検索する手
段と、
　前記検索された類似商品を販売する商業施設の物理的位置情報を、前記通知先として選
択された第２の端末へ送信する手段と
を、さらに具備することを特徴とする請求項７記載のサーバ装置。
【請求項９】
　前記取得された第２の端末の現在位置情報をもとに、当該第２の端末が前記記憶手段か
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ら検索された商業施設の物理的位置に対し所定範囲内に移動する予定があるか否かを推定
する手段と、
　前記所定範囲内に移動する予定があると推定された第２の端末を通知先として選択し、
所定範囲内に移動する予定がないと推定された第２の端末を通知先から除外する手段と、
　前記第１の端末から送られた商品の識別情報及び前記検索された商業施設の物理的位置
情報を、前記通知先として選択された第２の端末に対し送信する手段と
を、さらに具備することを特徴とする請求項７又は８記載のサーバ装置。
【請求項１０】
　前記記憶手段が、情報提供が予想される商品の識別情報に対応付けて、当該商品を販売
する商業施設の物理的位置とその営業時間帯を表す情報をそれぞれ記憶し、
　前記検索手段が、前記第１の端末から送られた商品の識別情報をもとに、当該商品を販
売する商業施設の物理的位置情報とその営業時間帯を表す情報を前記記憶手段から検索す
る機能を備える場合に、
　現在時刻が前記検索された営業時間帯に含まれるか否かを判定する手段と、
　現在時刻が前記営業時間帯に含まれると判定された場合に、前記検索された商業施設の
物理的位置情報とその営業時間帯を表す情報を、前記通知先として選択された第２の端末
へ送信する手段と
を、さらに具備することを特徴とする請求項７乃至９のいずれかに記載のサーバ装置。
【請求項１１】
　前記取得された第２の端末の現在位置情報と、前記記憶手段から検索された商業施設の
物理的位置情報とから、前記第２の端末の移動所要時間を推定する手段と、
　前記第２の端末を所持するユーザの行動予定を表す情報を取得する手段と、
　前記取得された第２の端末ユーザの行動予定を表す情報をもとに、当該第２の端末ユー
ザの空き時間を推定する手段と、
　前記推定された空き時間から前記推定された移動所要時間を差し引いた余裕時間を算出
する手段と、
　前記算出された余裕時間と、前記商品の確認に要する時間とを比較し、余裕時間が確認
に要する時間より長い第２の端末を選択する手段と、
　前記第１の端末から送られた商品の識別情報及び前記検索された商業施設の物理的位置
情報を、前記選択された第２の端末に対し送信する手段と
を、さらに具備することを特徴とする請求項７又は８記載のサーバ装置。
【請求項１２】
　前記第１の端末から送られた商品の識別情報から、当該商品の確認に適したユーザの属
性情報を抽出する手段と、
　前記第２の端末ユーザの属性情報を取得する手段と、
　前記抽出された物の確認に適したユーザの属性情報と、前記取得された第２の端末ユー
ザの属性情報とを比較し、前記第２の端末ユーザが前記提供しようとする商品の確認に適
するユーザに該当するか否かを判定する手段と、
　　前記第２の端末ユーザが前記提供しようとする商品の確認に適するユーザに該当する
と判定された場合に、前記第１の端末から送られた商品の識別情報及び前記検索された商
業施設の物理的位置情報を、前記通知先として選択された第２の端末に対し送信する手段
と
を、さらに具備することを特徴とする請求項７又は８記載のサーバ装置。
【請求項１３】
　情報提供元となる第１の端末及び情報提供先となる第２の端末に対し通信ネットワーク
を介して接続されると共に、情報提供が予想される商品の識別情報に対応付けて当該商品
を販売する商業施設の物理的位置情報を記憶した記憶手段を備え、前記第１の端末から第
２の端末への情報提供動作を、前記記憶手段の記憶情報をもとにコンピュータにより処理
するサーバ装置で使用されるプログラムであって、
　前記第１の端末から提供しようとする商品の識別情報が到来した場合に、当該商品の識
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別情報をもとに、当該商品を販売する商業施設の物理的位置情報を前記記憶手段から検索
する処理と、
　前記第２の端末の現在位置情報を取得する処理と、
　前記取得された第２の端末の現在位置情報をもとに、当該第２の端末が前記記憶手段か
ら検索された商業施設の物理的位置に対し所定範囲内に存在するか否かを判定する処理と
、
　前記所定範囲内に存在すると判定された第２の端末を通知先として選択し、所定範囲内
に存在しないと判定された第２の端末を通知先から除外する処理と、
　前記第１の端末から送られた商品の識別情報及び前記検索された商業施設の物理的位置
情報を、前記通知先として選択された第２の端末に対し送信する処理と
を、前記コンピュータに実行させるプログラム。
【請求項１４】
　前記商品の識別情報が物の種別を表す情報を含む場合に、
　前記第１の端末から送られた商品の識別情報が前記記憶手段に記憶されているか否かを
判定する処理と、
　前記第１の端末から送られた商品の識別情報が前記記憶手段に記憶されていないと判定
された場合に、前記第１の端末から送られた商品の識別情報をもとに、当該商品と同じ種
別に属する類似商品を販売する商業施設の物理的位置情報を前記記憶手段から検索する処
理と、
　前記検索された類似商品を販売する商業施設の物理的位置情報を、前記通知先として選
択された第２の端末へ送信する処理と
を、前記コンピュータにさらに実行させる請求項１３記載のプログラム。
【請求項１５】
　前記取得された第２の端末の現在位置情報をもとに、当該第２の端末が前記記憶手段か
ら検索された商業施設の物理的位置に対し所定範囲内に移動する予定があるか否かを推定
する処理と、
　前記所定範囲内に移動する予定があると推定された第２の端末を通知先として選択し、
所定範囲内に移動する予定がないと推定された第２の端末を通知先から除外する処理と、
　前記第１の端末から送られた商品の識別情報及び前記検索された商業施設の物理的位置
情報を、前記選択された第２の端末に対し送信する処理と
を、前記コンピュータにさらに実行させる請求項１３又は１４記載のプログラム。
【請求項１６】
　前記検索する処理が、前記第１の端末から送られた商品の識別情報をもとに、当該商品
を販売する商業施設の物理的位置情報とその営業時間帯を表す情報を前記記憶手段から検
索する機能を備える場合に、
　現在時刻が前記検索された営業時間帯に含まれるか否かを判定する処理と、
　　現在時刻が前記営業時間帯に含まれると判定された場合に、前記検索された商業施設
の物理的位置とその営業時間帯を表す情報を、前記通知先として選択された第２の端末へ
送信する処理と
を、前記コンピュータにさらに実行させる請求項１３又は１４記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、情報提供元のユーザ端末から送信される商品や店舗等の物に関する情報を
、通信ネットワークを経由して情報提供先のユーザ端末へ通知する情報提供システムとそ
のサーバ装置、及びこのサーバ装置で使用されるプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、パーソナル・コンピュータやＰＤＡ（Personal Digital Assistants）、携帯電
話機等のパーソナル端末を使用して、ユーザ間で種々の情報を伝送することが多くなって
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いる。例えば、ユーザが買い物中に気に入った商品や店舗等を見付けた場合に、カメラ機
能を備えた携帯電話機を使用して、上記商品や店舗等に関する情報をその写真と共に電子
メールにより友人の端末へ送信することがよくある。この場合、送信情報に上記商品や店
舗を見付けた場所の位置情報を添付すると、情報の受信者にとっては大変便利である。
【０００３】
　また、位置情報を通知可能な別の方法として、通知先に知らせたい情報を特定の位置に
対応付けてシステムに一時記憶しておき、通知先のユーザが上記記憶された位置に近付い
た時点で上記記憶情報を読み出して通知先のユーザに通知する方法が提案されている（例
えば、特許文献１を参照。）。
【０００４】
【特許文献１】特許第３４２７０６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、前者の方法はユーザ端末間で直接情報を伝送するものであるため、ユーザ端
末が位置検出機能を備えていなければ位置情報を通知することができない。また、通知さ
れた位置が情報通知先ユーザの位置に対し遠く離れているような場合には、提供された商
品又は店舗の情報が情報通知先ユーザには有益な情報として活用され難い。
【０００６】
　一方、後者の方法においても、知らせたい情報に対応する位置情報を情報提供元のユー
ザが何らかの手段で取得してシステムに記憶しなければならない。またこの方法では、知
らせたい情報に対応する位置へ通知先ユーザが移動しない限り情報は通知されない。この
ため、通知しようとする情報が通知先ユーザに伝わり難く有効に活用されない。
【０００７】
　この発明は上記事情に着目してなされたもので、その目的とするところは、情報提供元
の端末が位置情報を取得する機能を備えていなくても提供情報と共に位置情報を通知でき
るようにした情報提供システムとそのサーバ装置及びこのサーバ装置で使用されるプログ
ラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するためにこの発明は、情報提供元となる第１の端末と、情報提供先と
なる第２の端末とが通信ネットワークを介して接続可能なサーバ装置を設置し、このサー
バ装置に、情報提供が予想される商品の識別情報に対応付けて当該商品を販売する商業施
設の物理的位置情報を記憶する記憶手段を設ける。そして、第１の端末から送られた商品
の識別情報をもとに当該商品を販売する商業施設の物理的位置情報を上記記憶手段から検
索し、この検索された商業施設の物理的位置情報を上記第１の端末から送られた商品の識
別情報に付加して、情報提供先となる第２の端末へ送信する。
　また、上記検索された商業施設の物理的位置情報を第２の端末へ送信する際に、上記第
２の端末の現在位置情報を取得して、この取得された第２の端末の現在位置情報をもとに
当該第２の端末が前記記憶手段から検索された商業施設の物理的位置に対し所定範囲内に
存在するか否かを判定し、上記所定範囲内に存在すると判定された第２の端末を通知先と
して選択して、この選択した第２の端末に対し上記第１の端末から送られた商品の識別情
報及び前記検索された商業施設の物理的位置情報を送信するようにしたものである。
【０００９】
　したがってこの発明によれば、情報提供元の第１の端末が位置検出機能を備えていない
場合でも、上記第１の端末が提供しようとする商品の識別情報に当該商品を販売する商業
施設の物理的位置を表す情報が自動的に添付されて第２の端末に通知される。このため、
情報提供を受けた第２の端末のユーザは、通知された商業施設の物理的位置情報をもとに
、紹介された商品を実際に見るために店舗に出向くことが可能となる。
　さらに、例えば情報提供元の第１の端末ユーザが知らせようとする商品を販売する商業
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施設に対し地理的に近い位置に存在する第２の端末ユーザが選択され、この選択された第
２の端末ユーザに対し上記商品情報と商業施設の位置情報が通知される。このため、提供
された物の情報が有効に活用される確率が高まる。
【００１０】
　またこの発明は、以下のような具体的な構成が考えられる。　
　第１の構成は、商品の識別情報に当該商品の種別を表す情報を含めておき、第１の端末
から送られた商品の識別情報が記憶手段に記憶されているか否かを判定し、記憶されてい
ないと判定された場合に、上記第１の端末から送られた商品の識別情報をもとに当該商品
と同じ種別に属する類似商品を販売する商業施設の物理的位置情報を記憶手段から検索し
、この検索された類似商品を販売する商業施設の物理的位置情報を、通知先として選択さ
れた第２の端末へ送信するものである。　
　このように構成すると、第１の端末ユーザが知らせようとした商品の識別情報に加えて
、当該商品と同一種別に属する類似商品の情報が当該類似商品を販売する商業施設の物理
的位置情報と共に第２の端末に通知される。したがって第２の端末ユーザは、例えば第１
の端末ユーザから通知された商品を販売する商業施設の位置が自身の現在位置から遠く離
れている場合に、同時に通知された類似する商品を販売する商業施設のうち自身の現在位
置に近い商業施設に出向いて商品を確認することが可能となる。また、出かけた商業施設
の商品が売り切れたりまた他店へ移動した場合でも、同時に通知された類似する商品を販
売する商業施設に出向いて商品を確認することが可能となる。なお、その際商品が売り切
れていることが判明している場合には、その旨の情報を位置情報に付加して通知するよう
にしてもよい。さらに、情報提供先ユーザは、紹介された商品に加え、その類似商品につ
いてもそれを販売する商業施設の位置を確認することができ、これにより多い品種の中か
ら希望の商品を選ぶことが可能となる。
【００１２】
　第２の構成は、サーバ装置において、記憶手段から検索された商業施設の物理的位置に
対し所定範囲内に移動する予定がある第２の端末を、当該第２の端末の現在位置情報をも
とに選択する。そして、第１の端末から送られた商品の識別情報及び前記検索された商業
施設の物理的位置情報を、上記選択された第２の端末に対し送信するものである。　
　このように構成すると、例えば情報提供元の第１の端末ユーザが知らせようとする商品
の販売店の近くへ移動する予定のある第２の端末ユーザが選択され、この選択された第２
の端末ユーザに対し上記商品情報と店舗の位置情報が通知される。したがってこの場合に
も、物の情報が有効に活用される確率を高めることができる。
【００１３】
　第３の構成は、情報提供が予想される商品の識別情報に対応付けて当該商品を販売する
商業施設の物理的位置情報とその営業時間帯を表す情報をそれぞれ記憶しておく。そして
、サーバ装置において、情報提供元の第１の端末から送られた商品の識別情報をもとに当
該商品を販売する商業施設の物理的位置情報とその営業時間帯を表す情報を記憶手段から
検索し、現在時刻がこの検索された営業時間帯に含まれる場合に、上記検索された商業施
設の物理的位置情報とその営業時間帯を表す情報を、前記通知先として選択された第２の
端末へ送信するものである。　
　このように構成すると、例えば情報提供元の第１の端末ユーザが知らせようとする商品
を取り扱う販売店が複数ある場合に、これらの販売店の中から位置だけでなく営業時間も
考慮されて最適な販売店が選択され通知される。したがってこの場合にも、通知される物
の情報が有効に活用される確率が高められる。
【００１４】
　第４の構成は、商品の識別情報にその確認に要する時間を表す情報を含める。そして、
サーバ装置において、第２の端末のユーザの現在位置情報と、記憶手段から検索された商
業施設の物理的位置情報とから、上記第２の端末のユーザの移動所要時間を推定するとと
もに、第２の端末ユーザの行動予定情報をもとに当該第２の端末ユーザの空き時間を推定
する。そして、この推定された空き時間から上記推定された移動所要時間を差し引いた余
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裕時間を算出し、この算出された余裕時間と上記物の確認所要時間とを比較することによ
り余裕時間が確認所要時間より長い第２の端末を選択し、この選択された第２の端末に対
し、第１の端末から送られた物を表す情報及び検索された物理的位置を表す情報を送信す
るようにしたものである。　
　このように構成すると、情報提供先となる第２の端末ユーザの行動が予測され、この第
２の端末ユーザに、販売店に出向いて商品を確認する時間的な余裕がある場合にのみ、当
該第２の端末ユーザに対し商品の情報及び位置情報が通知される。
【００１５】
　第５の構成は、提供としようとする商品の識別情報にその確認に適したユーザの属性情
報を含める。そして、サーバ装置において、提供しようとする商品の確認に適したユーザ
の属性情報と、情報提供先となる第２の端末ユーザの属性情報とを比較し、情報提供先と
なる第２の端末ユーザが上記提供しようとする商品の確認に適するユーザに該当すると判
定された場合に、当該第２の端末に対し、第１の端末から送られた商品識別情報及び検索
された商業施設の物理的位置情報を送信するものである。　
　このように構成すると、例えば知らせようとする商品が女性向けの場合には、情報提供
先の第２の端末ユーザの中から女性ユーザが選択されて通知が行われる。また、知らせよ
うとする商品が特定の職種に関連するものである場合には、情報提供先の第２の端末ユー
ザの中から上記職種に係わるユーザが選択されて通知が行われる。
【発明の効果】
【００１６】
　要するにこの発明では、サーバ装置が、情報提供元の第１の端末から送信された商品の
識別情報に対応する商業施設の物理的位置情報を検索し、検索された商業施設の物理的位
置情報を上記商品の識別情報に添付した上で、上記検索された商業施設の物理的位置に対
し所定範囲内に存在する第２の端末へ選択的に送信するようにしている。したがって、情
報提供元の端末が位置情報を取得する機能を備えていなくても、提供情報と共に位置情報
を通知できるようにした情報提供システムとそのサーバ装置及びこのサーバ装置で使用さ
れるプログラムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　（第１の実施形態）　
　この発明の第１の実施形態は、情報提供サーバの位置情報データベースに「もの」の位
置情報を予め登録しておき、情報提供元のユーザ端末から「もの」の提供情報が送られた
場合に、この提供情報に含まれる「もの」識別情報をもとに上記位置情報データベースか
ら当該「もの」或いはその類似品を販売する商業施設の位置情報を読み出す。そして、こ
の「もの」を販売する商業施設の位置に対し所定範囲内に存在する情報提供先のユーザ端
末を選択し、この選択されたユーザ端末に対し、上記提供情報を上記読み出された「もの
」を販売する商業施設の位置情報と共に送信するようにしたものである。
【００１８】
　図１は、この発明に係わる情報提供システムの第１の実施形態を示す概略構成図であり
、１１～１ｎはユーザ端末、２は情報提供サーバを示している。ユーザ端末１１～１ｎと
しては、パーソナル・コンピュータやＰＤＡ（Personal Digital Assistants）、携帯電
話機等のパーソナル端末が使用される。このうち移動通信機能を備えた端末は、移動通信
ネットワーク５及び有線通信ネットワーク４を介して上記情報提供サーバ２に接続され、
一方有線通信機能のみを備えた端末は有線通信ネットワーク４を介して上記情報提供サー
バ２に接続される。
【００１９】
　有線通信ネットワーク４は、インターネット等のコンピュータ・ネットワークと、この
コンピュータ・ネットワークとユーザ端末との間を接続するための加入者網とから構成さ
れる。加入者網には、ＰＳＴＮ（Public Switched Telephone Network）やＩＳＤＮ（Int
egrated Service Digital Network）に加え、有線ＬＡＮ（Local Area Network）等の企
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業内通信ネットワーク、ＣＡＴＶ（Cable Television）ネットワークを含む。また移動通
信ネットワーク５は、例えば携帯通信システム、ＰＨＳ（Personal Handyphone System）
、無線ＬＡＮを含む。
【００２０】
　また、図中６は商品等の「もの」に取着された無線タグであり、この無線タグ６にはＲ
ＦＩＤ（Radio Frequency IDentification）に加え、商品情報及び位置情報が記憶される
。これらの記憶情報は、無線タグ読取器７により読み取られたのち、有線通信ネットワー
ク４を介して情報提供サーバ２に送られる。なお、３１～３ｍはインターネット上に設け
られる情報サイトである。この情報サイト３１～３ｍは例えばＷＷＷ（World Wide Web）
サーバにより構成され、各種商品情報等を配信する。
【００２１】
　ところで、上記ユーザ端末１１～１ｎ及び情報提供サーバ２は以下のように構成される
。図２はその機能構成を示すブロック図である。すなわち、先ずユーザ端末１１～１ｎは
、ブラウザやメーラ等のインターネットアクセスに必要な機能を有するもので、情報入力
送信部１１１，１ｎ１と、情報受信出力部１１２，１ｎ２とを備えている。情報入力送信
部１１１，１ｎ１は、キー入力部、カメラ及び外部メモリにより入力された情報を編集し
て提供情報を作成し、この作成された提供情報を情報提供サーバ２に向け送信する。情報
受信出力部１１２は、情報提供サーバ２から送信された提供情報を受信し、この受信され
た提供情報を記憶及び表示する。
【００２２】
　次に情報提供サーバ２は、情報提供処理部２と、位置情報データベース２２と、提供情
報データベース２３と、ユーザ情報データベース２４とを備えている。　
　このうち位置情報データベース２２には、「もの」、例えば商品ごとに、その識別情報
に対応付けて当該「もの」を販売する商業施設の物理的位置情報が記憶される。物理的位
置情報は、例えば緯度経度情報により表され、先に述べた無線タグ６或いは情報サイト３
１～３ｍから収集される。また、ユーザ端末１１～１ｎがＧＰＳを利用した位置検出機能
を備えている場合には、このユーザ端末１１～１ｎの位置検出機能から位置情報を収集す
ることも可能である。図４にその一例を示す。なお、位置情報データベース２２には、上
記位置情報に加え、「もの」を販売する商業施設の営業時間や、ユーザが「もの」を直に
手にとって確認するために必要な確認所要時間を記憶することも可能である。
【００２３】
　提供情報データベース２３には、上記各ユーザ端末１１～１ｎのうち情報提供元となる
ユーザ端末から送信された提供情報が記憶される。提供情報には、商品や店舗等の「もの
」を表す識別情報と、ユーザが添付する「もの」の関連情報と、情報提供元ユーザ情報と
、情報通知先ユーザ情報とが含まれる。「もの」の関連情報は、ユーザのコメントや「も
の」の写真等により構成される。情報提供元ユーザ情報及び情報提供先ユーザ情報は、例
えばユーザ端末のメールアドレスにより構成される。図５はこの提供情報データベース２
３に記憶される提供情報の一例を示すものである。
【００２４】
　ユーザ情報データベース２４には、各加入者ユーザの識別情報に対応付けて、ユーザ名
やメールアドレス、ユーザの現在位置情報、行動予定情報及び属性情報を含めることが可
能である。ユーザ属性情報には、性別、年齢、職種、趣味や嗜好等が含まれる。これらの
情報は、ユーザ自身が自身の端末から随時新規登録または変更することができる。
【００２５】
　情報提供処理部２１は、サーバ２の中核をなすもので、例えば次のように構成される。
図３はその構成を示す機能ブック図である。　
　すなわち、センタサーバＣＳＶは中央処理ユニット（ＣＰＵ：Central Processing Uni
t）２１１を備える。このＣＰＵ２１１には、バス２１２を介してプログラムメモリ２１
３と、データメモリ２１４と、通信インタフェース２１５と、メモリインタフェース２１
６と、入出力インタフェース２１７がそれぞれ接続されている。
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【００２６】
　データメモリ２１４は、記憶媒体として例えばフラッシュメモリまたはＲＡＭを使用し
たもので、情報提供処理の過程において種々のデータを一時保存するために使用される。
通信インタフェース（通信Ｉ／Ｆ）２１５は、ＣＰＵ２１１の制御の下、ユーザ端末１１
～１ｎとの間で有線通信ネットワーク４により規定される通信プロトコル、例えばＴＣＰ
／ＩＰ（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）に従い通信を行う。
【００２７】
　メモリインタフェース２１６は、ＣＰＵ２１１の制御の下、先に述べた位置情報データ
ベース２２、提供情報データベース２３及びユーザ情報データベース２４に対する情報の
書き込み及び読み出し処理を行う。入出力インタフェース２１７は、ＣＰＵ２１１の制御
の下、入力部２５、表示部２６及び外部装置２７との間の情報入力及び出力処理を行う。
外部装置２７としては、ハードディスクドライブやＩＣカード、ＵＳＢ（Universal Seri
al Bus）や無線ＬＡＮ等により接続される他の端末装置が想定される。
【００２８】
　ところで、プログラムメモリ２１には、この発明に係わる制御プログラムとして、提供
情報受信制御プログラム２１３ａと、位置情報検索制御プログラム２１３ｂと、通知先選
択プログラム２１３ｃと、提供情報送信制御プログラム２１３ｄが格納されている。
【００２９】
　提供情報受信制御プログラム２１３ａは、ユーザ端末１１～１ｎから提供情報が送られ
た場合に、通信インタフェース２１５を介してこの情報を受信し、受信された提供情報を
メモリインタフェース２１６を介して提供情報データベース２３に格納する。
　位置情報検索制御プログラム２１３ｂは、上記提供情報データベース２３に格納された
提供情報に含まれる「もの」の識別情報をもとに位置情報データベース２２を検索し、当
該「もの」、例えば商品を販売する商業施設の位置情報を読み出す。また、それと共に上
記「もの」のグループ識別情報をもとに位置情報データベース２２を検索し、当該「もの
」と同一種類に属する類似商品を販売する商業施設の位置情報を読み出す。
【００３０】
　通知先選択プログラム２１３ｃは、情報提供先となる一つまたは複数のユーザ端末の現
在位置情報をユーザ情報データベース２４から読み出す。そして、この読み出された情報
提供先ユーザ端末の現在位置情報を、上記位置情報データベース２２から検索された「も
の」を販売する商業施設の位置情報と比較し、これにより商業施設に対し所定範囲内に現
在存在するユーザ端末を通知先として選択する。
【００３１】
　提供情報送信制御プログラム２１３ｄは、上記通知先選択プログラム２１３ｃにより通
知先として選択されたユーザ端末のアドレス情報をもとに、当該ユーザ端末宛に、上記提
供情報データベース２３に格納された受信提供情報と上記位置情報検索制御プログラム２
１３ｂにより検索された商業施設の位置情報を送信する。
【００３２】
　次に、以上のように構成された情報提供システムにおける情報提供動作を説明する。図
６は、このシステムの中心をなす情報提供サーバ２の制御手順と制御内容を示すフローチ
ャートである。　
　情報提供サーバ２は、ステップ６ａにおいてユーザ端末１１～１ｎからの提供情報の到
来を監視している。この状態で、例えばあるユーザが買い物中に見付けたある商品を紹介
するために、自身の端末１１から提供情報を送信したとする。この場合情報提供サーバ２
は、送信元のユーザ端末１１が本システムの情報提供サービスに利用登録済みであるか否
かを判定する。この判定は、ユーザＩＤの照合によりなされる。そして、上記送信元のユ
ーザ端末１１が登録済みであれば、ステップ６ｂに移行してここで上記提供情報を受信し
、この受信された提供情報を提供情報データベース２３に記憶する。
【００３３】
　提供情報データベース２３に新たな提供情報が記憶されると、情報提供サーバ２は当該
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提供情報を情報提供先へ送信するための処理を開始する。すなわち、先ずステップ６ｃに
より上記受信された提供情報に含まれる「もの」識別情報をもとに位置情報データベース
２２を検索し、該当する「もの」が登録されているか否かをステップ６ｄで判定する。こ
の判定の結果、該当する「もの」が登録されていれば、当該「もの」、例えば商品を販売
する商業施設の位置情報を位置情報データベース２２から読み出した後、ステップ６ｇに
移行して通知先ユーザの選択処理を実行する。
【００３４】
　これに対し、該当する「もの」が位置情報データベース２２に登録されていなかったと
する。この場合情報提供サーバ２は、ステップ６ｃに移行してここで位置情報データベー
ス２２を再度アクセスし、上記「もの」と同一種別に属する類似品が登録されているか否
かをステップ６ｆで判定する。このとき上記類似品の検索は、例えば「もの」識別情報の
上位二桁を種別の識別用ビットと定義し、この上位二桁の識別用ビットにより位置情報デ
ータベース２２を検索することにより行われる。上記類似品の検索の結果、類似品が見つ
かると情報提供サーバ２は、当該類似品を販売する商業施設の位置情報を位置情報データ
ベース２２から読み出した後、ステップ６ｆからステップ６ｇに移行して通知先ユーザの
選択処理を実行する。なお、類似品が見つからなかった場合には、ステップ６ｋにおいて
新たな「もの」識別情報の登録処理を監視しながら、ステップ６ａによる新たな提供情報
の到来監視に戻る。
【００３５】
　さて、ステップ６ｇにおいて情報提供サーバ２は、通知先ユーザの選択処理を例えば次
のように実行する。図７はその制御手順と制御内容を示すフローチャートである。　
　すなわち、情報提供サーバ２は先ずステップ７ａにより提供情報データベース２３から
、情報提供元のユーザ端末１１から情報提供先として指定されたユーザ端末（例えば１ｎ
）を一つ選択する。そして、この選択されたユーザ端末１ｎの現在位置情報をステップ７
ｂによりユーザ情報データベース２４から読み出す。そして、上記読み出されたユーザ端
末１ｎの現在位置情報を、上記位置情報データベース２２から読み出された「もの」を販
売する商業施設の位置情報と比較し、ステップ７ｄによりユーザ端末１ｎが「もの」を販
売する商業施設の位置に対し所定範囲内に存在するか否かを判定する。
【００３６】
　この判定の結果、ユーザ端末１ｎが「もの」を販売する商業施設の位置に対し所定範囲
内に存在していた場合には、ユーザ端末１ｎは「もの」を販売する商業施設に対し比較的
近い場所に存在すると判断し、ステップ７ｅにより当該ユーザ端末１ｎを通知先ユーザと
して選択する。なお、ユーザ端末１ｎが「もの」を販売する商業施設の位置に対し所定範
囲内に存在していない場合には、ユーザ端末１ｎは「もの」を販売する商業施設から遠く
離れている場所に存在すると判断し、ステップ７ｆにより当該ユーザ端末１ｎを通知先ユ
ーザから外す。
【００３７】
　かくして、１つのユーザ端末について、情報提供先として適当か否かが判定される。情
報提供先として複数のユーザ端末が指定されている場合には、情報提供サーバ２はこれら
のユーザ端末についてそれぞれ以上述べたステップ７ａからステップ７ｆによる適合判定
処理を繰り返し実行する。
【００３８】
　そうして通知先ユーザの選択処理が終了すると、情報提供サーバ２はステップ６ｈに移
行し、ここで上記選択処理結果をもとに通知先ユーザの有無を判定する。この判定の結果
、通知先として適当なユーザ端末が選択されていれば、ステップ６ｉに移行して当該ユー
ザ端末に対する提供情報の送信処理を次のように実行する。すなわち、情報提供元のユー
ザ端末１１から送られた提供情報を提供情報データベース２３から読み出し、この提供情
報に上記位置情報データベース２２から読み出された「もの」を販売する商業施設の位置
情報を添付して、送信メールデータを作成する。そして、この送信メールデータを、上記
通知先として選択されたユーザ端末１ｎに向け送信する。なお、通知先として選択された
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ユーザ端末が複数ある場合には、これらのユーザ端末に対しそれぞれ上記送信メールデー
タを送信する。
【００３９】
　以上述べたように第１の実施形態では、情報提供サーバ２の位置情報データベース２２
に「もの」の位置情報を予め登録しておき、情報提供元のユーザ端末から「もの」の提供
情報が送られた場合に、この提供情報に含まれる「もの」識別情報をもとに上記位置情報
データベース２２から当該「もの」或いはその類似品を販売する商業施設の位置情報を読
み出す。そして、この「もの」を販売する商業施設の位置に対し所定範囲内に存在する情
報提供先のユーザ端末を選択し、この選択されたユーザ端末に対し、上記提供情報を上記
読み出された「もの」を販売する商業施設の位置情報と共に送信するようにしている。
【００４０】
　したがって、情報提供元のユーザ端末が「もの」を紹介するための提供情報を送信する
と、当該「もの」を販売する商業施設の位置情報が情報提供サーバ２で自動的に添付され
た後、情報提供先のユーザ端末に通知される。このため、情報提供元のユーザ端末が位置
検出機能等を備えていない場合でも、情報提供を受けたユーザは通知された位置情報をも
とに、紹介された「もの」、例えば商品を販売する商業施設の位置を知ることができ、実
際に出向くことが可能となる。
【００４１】
　また、情報提供元のユーザが指定した「もの」を販売する商業施設の位置情報に加え、
上記「もの」の類似品を販売する商業施設の位置情報が情報提供先ユーザに通知されるの
で、情報提供先ユーザは紹介された「もの」に加え、類似品についても確認することがで
き、より多い品種の中から希望の商品を選ぶことが可能となる。
【００４２】
　さらに、情報提供先のユーザ端末へ提供情報を送信する際に、「もの」を販売する商業
施設に対し所定範囲内に存在するユーザ端末を選択し、この選択されたユーザ端末に対し
提供情報を送信するようにしている。このため、提供情報がより有効に活用される。
【００４３】
　（第２の実施形態）　
　この発明の第２の実施形態は、情報提供サーバのユーザ情報データベースに、情報提供
先ユーザの行動予定情報を記憶しておく。そして、情報提供サーバにおいて情報提供先の
ユーザ端末へ提供情報を送信する際に、上記行動予定表をもとに情報提供先ユーザの移動
予定地の位置を推定し、推定された移動予定地の位置が「もの」を販売する商業施設に対
し所定範囲内に入るユーザ端末を選択する。そして、この選択されたユーザ端末に対し提
供情報を位置情報と共に送信するようにしたものである。
【００４４】
　図８は、この発明の第２の実施形態に係わる情報提供サーバにおける通知先ユーザの選
択処理手順とその内容を示すフローチャートである。なお、同図において前記図７と同一
部分には同一符号を付して詳しい説明は省略する。また、情報提供システム及び情報提供
サーバ２の基本構成についても前記第１の実施形態と同一なので、図１乃至図３を引用し
て説明を行う。
【００４５】
　ユーザ情報データベース２４には、各加入者ユーザの識別情報に対応付けて、ユーザ名
やメールアドレス、ユーザの現在位置情報に加え、行動予定情報が登録してある。　
　通知先選択プログラム２１３ｃは、情報提供先として情報提供元ユーザから指定された
ユーザ端末の行動予定情報をユーザ情報データベース２４から読み出し、この読み出され
た行動予定情報をもとに当該ユーザ端末の移動予定地の位置を推定する。そして、この推
定された移動予定地の位置を、位置情報データベース２２から検索された「もの」を販売
する商業施設の位置情報と比較し、これにより商業施設に対し所定範囲内に移動する予定
のユーザ端末を提供情報の通知先として選択する。
【００４６】
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　このような構成であるから、ステップ７ｂ～ステップ７ｅにおいて、現在位置が「もの
」を販売する商業施設に対し所定範囲内に存在するユーザ端末の選択が終了すると、情報
提供サーバ２は続いてステップ８ａに移行する。そして、ユーザ情報データベース２４か
ら情報提供先ユーザの行動予定情報を読み出し、この読み出された行動予定情報をもとに
当該ユーザの移動予定地の位置を推定する。そして、この推定された移動予定地の位置を
、「もの」を販売する商業施設の位置情報とステップ８ｂで比較し、上記情報提供先ユー
ザが「もの」を販売する商業施設の近くに移動する予定があるか否かをステップ８ｃで判
定する。
【００４７】
　この判定の結果、情報提供先ユーザが「もの」を販売する商業施設から所定範囲内に移
動する予定だった場合には、ステップ８ｄにより当該ユーザの端末を提供情報の通知先に
追加する。一方、情報通知先ユーザが「もの」を販売する商業施設から所定範囲内に移動
する予定がない場合には、ステップ８ｅにおいて当該ユーザの端末を提供情報の通知先に
は加えない。
【００４８】
　したがって第２の実施形態によれば、現在位置が「もの」を販売する商業施設に対し比
較的近い場所に存在するユーザ端末に加えて、「もの」を販売する商業施設に対し比較的
近い場所に移動する予定のユーザ端末が選択され、提供情報の送信が行われる。このため
、提供情報をより多くの情報提供先ユーザに送信することが可能となる。
【００４９】
　（第３の実施形態）　
　この発明の第３の実施形態は、位置情報データベースに、「もの」を販売する商業施設
の位置情報に加えて、当該「もの」をユーザが直に手にとって確認にするために必要な時
間（確認所要時間）を記憶しておく。そして、情報提供サーバにおいて、通知先のユーザ
端末を選択する際に、情報提供先として指定されているユーザ端末の現在位置をもとに「
もの」を販売する商業施設までの移動所要時間を求める。また、ユーザ情報データベース
２４に記憶されるユーザの行動予定情報をもとに空き時間を推定し、この空き時間から上
記移動所要時間を差し引いてユーザの余裕時間を算出する。そして、算出された余裕時間
が確認所要時間より長いユーザを提供情報の通知先として選択し、この選択されたユーザ
端末へ提供情報及び位置情報を送信するようにしたものである。
【００５０】
　図９は、この発明の第３の実施形態に係わる情報提供サーバにおける通知先ユーザ選択
処理手順とその内容を示すフローチャートである。なお、情報提供システム及び情報提供
サーバ２の基本構成については前記第１の実施形態と同一なので、図１乃至図３を引用し
て説明を行う。
【００５１】
　位置情報データベース２２には、「もの」の識別情報に対応付けて、「もの」を販売す
る商業施設の位置情報に加え、当該「もの」をユーザが直に手にとって評価するために必
要な確認所要時間が予め記憶されている。また、ユーザ情報データベース２４には、各加
入者ユーザの識別情報に対応付けて、ユーザ名やメールアドレス、ユーザの現在位置情報
に加え、行動予定情報が登録されている。
【００５２】
　通知先選択プログラム２１３ｃは、情報提供先のユーザ端末の現在位置をユーザ情報デ
ータベース２４から読み出し、この現在位置と、「もの」を販売する商業施設との距離を
算出して、この算出された距離をもとに移動所要時間を算出する。またそれと共に、情報
提供先ユーザの行動予定情報をユーザ情報データベース２４から読み出し、この読み出さ
れた行動予定情報をもとに当該ユーザ端末の空き時間を推定する。そして、この空き時間
から上記算出された移動所要時間を差し引いてユーザの余裕時間を求め、この余裕時間と
上記確認所要時間とを比較して、余裕時間が確認所要時間より多いユーザを情報提供先と
して選択する。
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【００５３】
　次に、この実施形態における通知先選択処理手順を説明する。情報提供サーバ２は、先
ずステップ９ａにより「もの」の確認所要時間を位置情報データベース２２から読み出す
。続いて、情報提供元のユーザ端末から指定された情報提供先のユーザ端末の中から一つ
をステップ９ｂで選択し、この選択されたユーザ端末の現在位置をステップ９ｃによりユ
ーザ情報データベース２４から読み出す。次に、ステップ９ｄにおいて、上記読み出され
たユーザ端末の現在位置と「もの」を販売する商業施設の位置との距離を算出し、算出さ
れた距離とユーザが使用する移動手段とをもとにステップ９ｅで移動所要時間を推定する
。　
　なお、このとき例えば交通情報等をもとに上記移動手段に遅延が発生しているか否かを
判定し、遅延が発生している場合にはその遅延時間を考慮して上記移動所要時間を推定す
るとよい。
【００５４】
　また情報提供サーバ２は、ステップ９ｆにおいてユーザ情報データベース２４からユー
ザの行動予定情報を読み出し、この行動予定情報をもとにステップ９ｇで当該ユーザの空
き時間を推定する。そして、この空き時間から上記算出された移動所要時間を差し引いて
ユーザの余裕時間を算出し、この算出された余裕時間と上記確認所要時間とをステップ９
ｉで比較する。この比較の結果、余裕時間が確認所要時間より長ければ、「もの」の確認
が可能と判断して、ステップ９ｊにより当該ユーザの端末を通知先として選択する。これ
に対し余裕時間が確認所要時間に満たない場合には、「もの」の確認が不可能と判断して
、当該ユーザを通知先から除外する。
【００５５】
　以下同様に、ステップ９ｂで情報提供先ユーザを一つ選択するごとに、上記ステップ９
ｃ～ステップ９ｊにより、当該ユーザが情報提供先として適当かどうかが判定されて、適
当ならば通知先として選択される。そして、ステップ９ｋにより、情報提供元のユーザ端
末から指定されたすべての情報提供先ユーザについて適合判定が終了したことが検出され
ると、情報提供サーバ２は図６のステップ６ｈおよびステップ６ｉに示す提供情報及び位
置情報の送信処理に移行する。
【００５６】
　したがって第３の実施形態によれば、情報提供先として指定されたユーザごとに、「も
の」を販売する商業施設に実際に出向いて当該「もの」を確認する時間的余裕があるか否
かが判定され、余裕がある場合にのみ当該ユーザに対し提供情報及び位置情報の通知が行
われる。したがって、「もの」の情報を利用する可能性が高いユーザにのみ提供情報を通
知することができる。
【００５７】
　（その他の実施形態）　
　上記各実施形態では、情報提供元の端末ユーザが知らせようとする商品を販売する店舗
に対し地理的に比較的近い位置に存在する第２の端末ユーザを選択し、この選択された端
末ユーザに対し上記商品情報と店舗の位置情報を通知するようにした。しかしそれに限ら
ず、情報提供元の端末ユーザが知らせようとする商品を販売する店舗が複数検索された場
合に、これらの店舗の中から情報提供先の端末ユーザの現在位置又は移動予想位置に近い
店舗を選択し、この選択された店舗の位置情報を商品情報と共に上記情報提供先の端末ユ
ーザに通知するようにしてもよい。
【００５８】
　また、前記第１の実施形態では、図６に示したようにステップ６ｄで「もの」が登録さ
れていないと判定された場合にステップ６ｅに移行して類似品を検索するようにした。し
かし、それに限るものではなく、ステップ６ｄで「もの」が登録されていると判定された
場合にも類似品を検索し、類似品があればその情報を上記「もの」の情報と共に位置情報
を付加して通知先ユーザの端末へ送信するようにしてもよい。このようにすると、通知先
ユーザは情報提供元のユーザから紹介された「もの」ばかりでなく、類似品についても確
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認することが可能となる。特に、ユーザから紹介された「もの」を販売する商業施設に出
向いたところ、該当する「もの」が売り切れていたり他店へ移動していた場合には、上記
類似品を販売する商業施設に出向いて類似商品を確認することが可能となる。なお、その
際商品が売り切れていることが判明している場合には、その旨の情報を位置情報に付加し
て通知するようにしてもよい。
【００５９】
　また、情報提供サーバ２の位置情報データベース２２に、「もの」を販売する商業施設
の位置情報に加えて当該商業施設の営業時間帯を表す情報を記憶しておく。そして、情報
提供サーバ２において、情報提供元のユーザ端末から送られた「もの」の識別情報をもと
に、当該「もの」を販売する商業施設の位置情報と営業時間帯を表す情報を上記位置情報
データベース２２からそれぞれ読み出す。そして、現在時刻が上記読み出された営業時間
内である場合に、当該商業施設の位置情報及び営業時間を示す情報を、情報提供元のユー
ザ端末から送られた提供情報と共に、情報提供先のユーザ端末へ送信するように構成して
もよい。　
　このように構成すると、例えば情報提供元のユーザ端末が知らせようとする商品を取り
扱う商業施設が複数ある場合に、これらの商業施設の中から位置だけでなく営業時間も考
慮されて最適な販売店が選択されて通知される。
【００６０】
　さらに、提供としようとする「もの」の情報に、当該「もの」に適したユーザ属性情報
を含め、一方ユーザ情報データベース２４に情報提供先ユーザの属性情報を含める。そし
て、情報提供先サーバ２において、情報提供元が「もの」情報と共に指定したユーザ属性
情報と、情報提供先ユーザの属性情報とを比較する。そして、情報提供先ユーザが上記提
供対象の「もの」に適するユーザであると判定された場合に、当該ユーザ端末に対し「も
の」を表す情報及び当該「もの」を販売する商業施設の位置情報を送信するようにしても
よい。　
　このように構成すると、例えば知らせようとする「もの」が化粧品等のように女性向け
の商品の場合には、情報提供先ユーザの中から女性ユーザが選択されてこの選択された女
性ユーザに「もの」の情報が通知される。また、知らせようとする「もの」がカー用品等
のように自動車の所有者向けの商品の場合には、情報提供先ユーザの中から自動車の所有
者または自動車に興味を持つユーザが選択されて通知が行われる。
【００６１】
　さらに、前記実施形態では「もの」の識別情報としてＩＤ番号を使用する場合を例にと
って説明したが、「もの」の愛称や製品名を使用することも可能である。また「もの」の
情報として商品を例にとって説明したが、レストランや雑貨店等の「店舗」、動物園や遊
園地等の「施設」、美容関係、マッサージや鍼灸等の「サービス」も「もの」の情報に含
まれる。
【００６２】
　さらに、前記実施形態ではこの発明の情報提供処理に必要な種々機能をすべて一つの情
報提供サーバ２に備えるようにしたが、複数のサーバ装置または端末装置に分散して設け
てもよい。その他、システムの構成、ユーザ端末の種類とその構成、情報提供サーバの構
成とその機能、「もの」の位置情報を位置情報データベースに登録するための具体的手段
と位置情報の構成、情報提供処理の手順と内容、提供情報の内容等についても、この発明
の要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施できる。
【００６３】
　要するにこの発明は、上記各実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階で
はその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記各実施形態
に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例え
ば、各実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、
異なる実施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【図面の簡単な説明】
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【００６４】
【図１】この発明に係わる情報提供システムの第１の実施形態を示す概略構成図。
【図２】図１に示した情報提供システムの中心をなす情報提供サーバの構成を示すブロッ
ク図。
【図３】図２に示した情報提供サーバの情報提供処理部の機能構成を示すブロック図。
【図４】位置情報データベースに記憶される情報の一例を示す図。
【図５】提供情報データベースに記憶される情報の一例を示す図。
【図６】図３に示す情報提供処理部による制御手順と制御内容を示すフローチャート。
【図７】図６に示した制御手順中の通知先ユーザ選択処理の手順と内容を示すフローチャ
ート。
【図８】この発明の第２の実施形態に係わる情報提供サーバで実行される通知先ユーザ選
択処理の手順と内容を示すフローチャート。
【図９】この発明の第３の実施形態に係わる情報提供サーバで実行される通知先ユーザ選
択処理の手順と内容を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００６５】
　１１～１ｎ…ユーザ端末、１１１，１ｎ１…情報入力送信部、１１２，１ｎ２…情報受
信出力部、２…情報提供サーバ、２１…情報提供処理部、２２…位置情報データベース、
２３…提供情報データベース、２４…ユーザ情報データベース、２５…入力部、２６…表
示部、２７…外部装置、２１１…ＣＰＵ、２１２…バス、２１３…プログラムメモリ、２
１３ａ…情報提供受信制御プログラム、２１３ｂ…位置情報検索制御プログラム、２１３
ｃ…通知先選択プログラム、２１３ｄ…情報提供送信制御プログラム、２１４…データメ
モリ、２１５…通信インタフェース、２１６…メモリインタフェース、２１７…入出力イ
ンタフェース、３１～３ｍ…情報サイト、４…有線通信ネットワーク、５…移動通信ネッ
トワーク、６…無線タグ、７…無線タグ読取器。
【図１】 【図２】
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