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(57)【要約】
【課題】出力部が出力している関連情報が自分に対して
表示されていることを第三者に知られることなく、関連
情報を閲覧等することができる情報出力システム、情報
出力装置、情報提供装置、プログラム及び情報出力方法
を提供する。
【解決手段】情報出力装置は、端末装置の識別情報とそ
の端末装置の利用者の嗜好情報とを対応付けて記憶する
記憶部と、端末装置を検出する検出部と、検出部が端末
装置を検出した場合にその端末装置の識別情報に対応付
けられている利用者の嗜好情報を記憶部から読み出す読
出部と、読出部が読み出した嗜好情報についての関連情
報を取得する関連情報取得部と、関連情報取得部が取得
した関連情報を出力する出力部とを備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報出力装置と端末装置とを備える情報出力システムであって、
　前記情報出力装置は、
　前記端末装置の識別情報とその端末装置の利用者の嗜好情報とを対応付けて記憶する記
憶部と、
　前記端末装置を検出する検出部と、
　前記検出部が端末装置を検出した場合にその端末装置の識別情報に対応付けられている
利用者の嗜好情報を前記記憶部から読み出す読出部と、
　前記読出部が読み出した嗜好情報についての関連情報を取得する関連情報取得部と、
　前記関連情報取得部が取得した関連情報を出力する出力部と、
　を備えることを特徴とする情報出力システム。
【請求項２】
　前記記憶部は、前記端末装置の識別情報と前記嗜好情報とに対応付けて前記端末装置の
利用者の識別情報を記憶し、
　前記読出部は、前記検出部が端末装置を検出した場合にその端末装置の識別情報に対応
付けられている利用者の嗜好情報と前記利用者の識別情報とを前記記憶部から読み出し、
　前記出力部は、前記関連情報取得部が取得した関連情報と前記読出部が読み出した利用
者の識別情報とを出力することを特徴とする請求項１に記載の情報出力システム。
【請求項３】
　前記情報出力装置は、前記出力部を複数備え、
　前記端末装置の位置情報を取得する位置情報取得部と、
　前記位置取得部が取得した位置情報に応じて前記複数の出力部のいずれから関連情報を
出力するかについて制御する制御部と、
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の情報出力システム。
【請求項４】
　前記出力部が関連情報を出力した場合に前記関連情報を前記出力部に出力したことを前
記端末装置に通知する通知部を備えることを特徴とする請求項１から３までのいずれかの
項に記載の情報出力システム。
【請求項５】
　前記端末装置は、前記通知部から通知を受けた場合に、前記情報出力装置に対応付けら
れた着信情報を出力する着信情報出力部を備えることを特徴とする請求項４に記載の情報
出力システム。
【請求項６】
　情報提供装置と端末装置と通信する情報出力装置であって、
　前記端末装置を検出する検出部と、
　前記検出部が端末装置を検出した場合にその端末装置の識別情報を前記情報提供装置に
送信し、その端末装置の識別情報に対応付けられている利用者の嗜好情報についての関連
情報を前記情報提供装置から受信する受信部と、
　前記受信部が受信した関連情報を出力する出力部と、
　を備えることを特徴とする情報出力装置。
【請求項７】
　情報出力装置と端末装置と通信する情報提供装置であって、
　端末装置の識別情報とその端末装置の利用者の嗜好情報とを対応付けて記憶する記憶部
と、
　前記情報出力装置から前記端末装置の識別情報を受信する受信部と、
　前記受信部が前記端末装置の識別情報を受信した場合にその端末装置の識別情報に対応
付けられている利用者の嗜好情報を前記記憶部から読み出す読出部と、
　前記読出部が読み出した嗜好情報についての関連情報を取得する関連情報取得部と、
　前記関連情報取得部が取得した関連情報を前記情報出力装置に送信する送信部と、
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　を備えることを特徴とする情報提供装置。
【請求項８】
　情報出力装置のコンピュータを、
　端末装置の識別情報とその端末装置の利用者の嗜好情報とを対応付けて記憶する記憶手
段と、
　前記端末装置を検出する検出手段と、
　前記検出手段が端末装置を検出した場合にその端末装置の識別情報に対応付けられてい
る利用者の嗜好情報を前記記憶手段から読み出す読出手段と、
　前記読出手段が読み出した嗜好情報についての関連情報を取得する関連情報取得手段と
、
　前記関連情報取得手段が取得した関連情報を出力する出力手段として機能させるための
プログラム。
【請求項９】
　端末装置の識別情報とその端末装置の利用者の嗜好情報とを対応付けて記憶する記憶過
程と、
　前記端末装置を検出する検出過程と、
　前記検出過程で端末装置を検出した場合にその端末装置の識別情報に対応付けられてい
る利用者の嗜好情報を前記記憶過程で記憶した情報から読み出す読出過程と、
　前記読出過程で読み出した嗜好情報についての関連情報を取得する関連情報取得過程と
、
　前記関連情報取得過程で取得した関連情報を出力する出力過程と、
　を実行することを特徴とする情報出力方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報出力システム、情報出力装置、情報提供装置、プログラム及び情報出力
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、携帯電話などの端末装置で視聴する画像情報を、街頭などに設置されている
画像表示装置に表示させて利用者が視聴する技術が知られている（特許文献１）。この技
術では、表示画面の小さな端末装置ではなく、表示画面の大きな画像表示装置で利用者が
指定した画像情報を視聴することができる。この技術では、サーバなどの情報提供装置か
ら画像表示装置に出力する画像情報を、画像表示装置の周囲にいる利用者が、画像表示装
置に対して端末装置により指定する必要がある。
【特許文献１】特開２００５－２２７８７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来の技術では、端末装置の利用者が、画像表示装置に表示する画像情
報を端末装置から指定する必要があるため、画像表示装置に表示している画像情報が、端
末装置の利用者に対する情報であることが、画像表示装置の周囲にいる第三者に知られて
しまうという問題があった。
【０００４】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、出力部が出力している
関連情報が自分に対して表示されていることを第三者に知られることなく、関連情報を閲
覧等することができる情報出力システム、情報出力装置、情報提供装置、プログラム及び
情報出力方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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（１）　本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様による情
報出力システムは、情報出力装置と端末装置とを備える情報出力システムであって、前記
情報出力装置は、前記端末装置の識別情報とその端末装置の利用者の嗜好情報とを対応付
けて記憶する記憶部と、前記端末装置を検出する検出部と、前記検出部が端末装置を検出
した場合にその端末装置の識別情報に対応付けられている利用者の嗜好情報を前記記憶部
から読み出す読出部と、前記読出部が読み出した嗜好情報についての関連情報を取得する
関連情報取得部と、前記関連情報取得部が取得した関連情報を出力する出力部とを備える
。
　本発明では、検出部が端末装置を検出した場合に、利用者の関連情報を出力部が出力す
るので、端末装置の利用者は、出力部が出力している関連情報が自分に対して表示されて
いることを第三者に知られることなく、関連情報を閲覧等することができる。
【０００６】
（２）　また、本発明の一態様による情報出力システムの前記記憶部は、前記端末装置の
識別情報と前記嗜好情報とに対応付けて前記端末装置の利用者の識別情報を記憶し、前記
読出部は、前記検出部が端末装置を検出した場合にその端末装置の識別情報に対応付けら
れている利用者の嗜好情報と前記利用者の識別情報とを前記記憶部から読み出し、前記出
力部は、前記関連情報取得部が取得した関連情報と前記読出部が読み出した利用者の識別
情報とを出力する。
　本発明では、検出部が端末装置を検出した場合に、利用者の関連情報と利用者の識別情
報とを出力部が出力するので、端末装置の利用者は、出力部が出力している利用者の識別
情報を参照することにより、出力部が出力している関連情報が自分に対して表示されてい
ることを第三者に知られることなく、関連情報を閲覧等することができる。
【０００７】
（３）　また、本発明の一態様による情報出力システムの前記情報出力装置は、前記出力
部を複数備え、前記端末装置の位置情報を取得する位置情報取得部と、前記位置取得部が
取得した位置情報に応じて前記複数の出力部のいずれから関連情報を出力するかについて
制御する制御部とを備える。
　本発明では、端末装置の利用者は、情報出力装置と端末装置との位置関係に応じて、視
認に適した出力部により関連情報を閲覧等することができる。
【０００８】
（４）　また、本発明の一態様による情報出力システムの前記情報出力装置は、前記出力
部が関連情報を出力した場合に前記関連情報を前記出力部に出力したことを前記端末装置
に通知する通知部を備える。
　本発明では、出力部が関連情報を出力していることを、通知部によって端末装置に通知
することができるので、端末装置の利用者は、出力部に関連情報が出力されていることを
確実に知ることができる。
【０００９】
（５）　また、本発明の一態様による情報出力システムの前記端末装置は、前記通知部か
ら通知を受けた場合に、前記情報出力装置に対応付けられた着信情報を出力する着信情報
出力部を備える。
　本発明では、端末装置の利用者が、情報出力装置の通知部からの通知と、他の通信先か
らの通知とを混同することを防ぐことができる。
【００１０】
（６）　また、本発明の一態様による情報出力装置は、情報提供装置と端末装置と通信す
る情報出力装置であって、前記端末装置を検出する検出部と、前記検出部が端末装置を検
出した場合にその端末装置の識別情報を前記情報提供装置に送信し、その端末装置の識別
情報に対応付けられている利用者の嗜好情報についての関連情報を前記情報提供装置から
受信する受信部と、前記受信部が受信した関連情報を出力する出力部とを備える。
【００１１】
（７）　また、本発明の一態様による情報提供装置は、情報出力装置と端末装置と通信す
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る情報提供装置であって、端末装置の識別情報とその端末装置の利用者の嗜好情報とを対
応付けて記憶する記憶部と、前記情報出力装置から前記端末装置の識別情報を受信する受
信部と、前記受信部が前記端末装置の識別情報を受信した場合にその端末装置の識別情報
に対応付けられている利用者の嗜好情報を前記記憶部から読み出す読出部と、前記読出部
が読み出した嗜好情報についての関連情報を取得する関連情報取得部と、前記関連情報取
得部が取得した関連情報を前記情報出力装置に送信する送信部とを備える。
【００１２】
（８）　また、本発明の一態様によるプログラムは、情報出力装置のコンピュータを、端
末装置の識別情報とその端末装置の利用者の嗜好情報とを対応付けて記憶する記憶手段と
、前記端末装置を検出する検出手段と、前記検出手段が端末装置を検出した場合にその端
末装置の識別情報に対応付けられている利用者の嗜好情報を前記記憶手段から読み出す読
出手段と、前記読出手段が読み出した嗜好情報についての関連情報を取得する関連情報取
得手段と、前記関連情報取得手段が取得した関連情報を出力する出力手段として機能させ
る。
【００１３】
（９）　また、本発明の一態様による情報出力方法は、端末装置の識別情報とその端末装
置の利用者の嗜好情報とを対応付けて記憶する記憶過程と、前記端末装置を検出する検出
過程と、前記検出過程で端末装置を検出した場合にその端末装置の識別情報に対応付けら
れている利用者の嗜好情報を前記記憶過程で記憶した情報から読み出す読出過程と、前記
読出過程で読み出した嗜好情報についての関連情報を取得する関連情報取得過程と、前記
関連情報取得過程で取得した関連情報を出力する出力過程とを実行する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明では、端末装置の利用者は、出力部が出力している関連情報が自分に対して表示
されていることを第三者に知られることなく、関連情報を閲覧等することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態による情報出力システムの概略構成図である。この情
報出力システムは、情報出力装置１０ａ、情報提供装置２０ａ、端末装置３０ａを備えて
いる。情報出力装置１０ａ、情報提供装置２０ａ、端末装置３０ａは、インターネットな
どのネットワーク４０に接続されており、各装置間で情報の送受信を行う。
　本実施形態では、情報出力装置１０ａとして、ＪＰＥＧ（ジェイペグ：Joint Photogra
phic Experts Group）に代表される画像圧縮技術を用いて伝送された画像情報を復元して
表示する画像表示機器を用いている。情報出力装置１０ａは、建物の壁面などに設置され
る。
　情報提供装置２０ａは、ネットワーク４０を介して、他の装置に画像情報などを提供す
るサーバなどである。情報提供装置としては、ＰＣ（パーソナルコンピュータ：Personal
 Computer）などが用いられる。
　本実施形態では、端末装置３０ａとして、携帯電話を用いている。端末装置３０ａは、
その端末装置３０ａの利用者が外出する際などに携帯される持ち運び可能な機器である。
【００１６】
　図２は、本発明の第１の実施形態による情報出力装置１０ａの構成を示す概略ブロック
図である。この情報出力装置１０ａは、制御部１１ａ、検出部１２ａ、通信部１３ａ（受
信部とも称する）、記憶部１４ａ、表示部１５ａ（出力部とも称する）、通知部１６ａを
備えている。
　制御部１１ａは、ＣＰＵ（中央演算処理装置：Central Processing Unit）を備えてお
り、情報出力装置１０ａを構成する各部を制御する。ＣＰＵは、制御プログラム等を格納
したメモリ等を備えている。
　検出部１２ａは、ＩＣタグリーダを備えており、情報出力装置１０ａと端末装置３０ａ
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とが所定の距離（例えば、５メートル）以内に接近した場合に、ＩＣタグを備える端末装
置３０ａと無線信号の送受信を行うことによって、端末装置３０ａのＩＣタグを検出し、
ＩＣタグのメモリメモリに記録されている端末装置３０ａの識別情報を取得する。
　通信部１３ａは、モデムなどを備えており、制御部１１ａの制御に基づいて、他の装置
（情報提供装置２０ａや端末装置３０ａ）とネットワーク４０を介して通信する。
【００１７】
　記憶部１４ａは、メモリなどを備えており、制御部１１ａの制御に基づいて、情報出力
装置１０ａが情報提供装置２０ａからネットワーク４０を介して受信する関連情報などを
記憶する。関連情報については後述する（図３参照）。
　表示部１５ａは、ディスプレイなどの表示機器を備えており、情報出力装置１０ａが情
報提供装置２０ａから受信する関連情報などを表示する。ディスプレイの大きさとしては
、例えば、１０インチのものが用いられる。
　通知部１６ａは、表示部１５ａが関連情報を表示した場合に、その関連情報を表示部１
５ａに表示したことを、制御部１１ａ、通信部１３ａを介して、端末装置３０ａにメール
を送信することなどにより、端末装置３０ａに通知する。
【００１８】
　図３は、本発明の第１の実施形態による情報出力装置１０ａの表示部１５ａが表示する
関連情報の一例を示す図である。図３では、関連情報として、Ｇレストランの広告の画像
情報が、表示部１５ａに表示されている。本実施形態では、関連情報は、Ａ服屋、Ｂ喫茶
店、Ｃ書店、Ｄ商店、Ｅ雑貨屋、Ｆ酒屋、Ｇレストランなどの位置を記した地図の画像情
報である。また、図３に示す関連情報には、Ｇレストランの広告である「Ｇレストランで
はタイムサービスを実施中！」という画像情報や、端末装置３０ａの現在の位置を示す「
現在位置」の画像情報が含まれている。
【００１９】
　図４は、本発明の第１の実施形態による情報提供装置２０ａの構成を示す概略ブロック
図である。この情報提供装置２０ａは、制御部２１ａ、記憶部２２ａ、通信部２３ａ（受
信部、送信部とも称する）、読出部２４ａ、関連情報取得部２５ａを備えている。
　制御部２１ａは、ＣＰＵを備えており、情報提供装置２０ａを構成する各部を制御する
。ＣＰＵは、制御プログラム等を格納したメモリ等を備えている。
　記憶部２２ａは、メモリなどを備えており、制御部２１ａの制御に基づいて、情報提供
装置２０ａが情報出力装置１０ａや端末装置３０ａからネットワーク４０を介して受信す
る情報などを記憶する。
【００２０】
　図５は、本発明の第１の実施形態による情報提供装置２０ａの記憶部２２ａが記憶する
情報の一例を示す図である。図５に示すように、記憶部２２ａは、端末装置の識別情報（
例えば、Ｓ１２６５２８）、端末装置のメールアドレス（例えば、ｉ．ｙ＠ｓｈ．ｃｏ．
ｊｐ）、嗜好情報（例えば、Ｓ１２６７１４）、関連情報（例えば、Ｓ１２６５６６．ｊ
ｐｇ）を対応付けて記憶している。なお、本実施形態において、関連情報（例えば、Ｓ１
２６５６６．ｊｐｇ）は、図３に示した画像情報である。
　ここで、端末装置の識別情報は、複数の端末装置の中から所定の端末装置を一意に識別
するために、各端末装置に割り当てられる情報である。
　また、メールアドレスは、端末装置３０ａにメールを送信する際のメールの宛先を示す
情報である。
　関連情報は、上述したように、ＪＰＥＧに代表される画像圧縮技術を用いて圧縮される
画像情報等であり、嗜好情報に対応付けられている。なお、本実施形態では、端末装置３
０ａの利用者の嗜好情報（例えば、Ｓ１２６７１４）と、Ｇレストランの広告である図３
に示すような画像情報（例えば、Ｓ１２６５６６．ｊｐｇ）である関連情報とが対応付け
られている。
【００２１】
　図４に戻り、通信部２３ａは、モデムなどを備えており、制御部２１ａの制御に基づい
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て、他の装置（情報出力装置１０ａや端末装置３０ａ）とネットワーク４０を介して通信
する。
　読出部２４ａは、情報出力装置１０ａの検出部１２ａが端末装置３０ａを検出した場合
に、その端末装置３０ａの識別情報を、端末装置３０ａから通信部２３ａ、制御部２１ａ
を介して取得し、その端末装置３０ａの識別情報に対応付けられている嗜好情報を、制御
部２１ａの制御に基づいて、記憶部２２ａから読み出す。
　関連情報取得部２５ａは、読出部２４ａが記憶部２２ａから読み出した嗜好情報に対応
付けられている関連情報を、記憶部２２ａから読み出すことにより、関連情報を取得する
。
【００２２】
　図６は、本発明の第１の実施形態による端末装置３０ａの構成を示す概略構成図である
。この端末装置３０ａは、制御部３１ａ、入力部３２ａ、通信部３３ａ、記憶部３４ａ、
表示部３５ａ、ＩＣタグ３７ａを備えている。
　制御部３１ａは、ＣＰＵを備えており、端末装置３０ａを構成する各部を制御する。Ｃ
ＰＵは、制御プログラム等を格納したメモリ等を備えている。
　入力部３２ａは、ボタンや十字キーなどを備えており、端末装置３０ａの利用者の操作
に基づいて、嗜好情報を取得する。入力部３２ａは、取得した嗜好情報を、制御部３１ａ
に出力する。
　通信部３３ａは、モデム、アンテナなどを備えており、制御部３１ａの制御に基づいて
、他の装置（情報出力装置１０ａや情報提供装置２０ａ）とネットワーク４０を介して通
信する。
　記憶部３４ａは、メモリなどを備えており、制御部３１ａの制御に基づいて、端末装置
３０ａが情報出力装置１０ａや情報提供装置２０ａからネットワーク４０を介して受信す
る情報などを記憶する。また、記憶部３４ａは、自端末装置３０ａの識別情報（例えば、
Ｓ１２６５２８）を予め記憶している。
　表示部３５ａは、ディスプレイなどの表示機器を備えており、情報出力装置１０ａの通
知部１６ａが送信するメールなどを表示する。ディスプレイの大きさとしては、例えば、
１０インチのものが用いられる。
　ＩＣタグ３７ａは、自端末装置３０ａの識別情報（例えば、Ｓ１２６５２８）を予め記
憶しており、情報出力装置１０ａの検出部１２ａによってＩＣタグ３７ａが検出された場
合に、記憶している自端末装置３０ａの識別情報（例えば、Ｓ１２６５２８）を情報出力
装置１０ａに送信する。
【００２３】
　図７は、本発明の第１の実施形態による情報出力システムの処理を示すシーケンス図で
ある。始めに、端末装置３０ａの制御部３１ａは、入力部３２ａから嗜好情報（例えば、
Ｓ１２６７１４）が入力されたか否かについて判定する（ステップＳ３１）。嗜好情報が
入力されていない場合には、ステップＳ３１で「ＮＯ」と制御部３１ａが判定し、ステッ
プＳ３１に進む。一方、嗜好情報が入力された場合には、ステップＳ３１で「ＹＥＳ」と
制御部３１ａが判定し、ステップＳ３２に進む。
　そして、端末装置３０ａの制御部３１ａは、記憶部３４ａから自端末装置３０ａの識別
情報（例えば、Ｓ１２６５２８）を読み出し、ステップＳ３１で取得した嗜好情報ととも
に通信部３３ａからネットワーク４０を介して、情報提供装置２０ａに送信する（ステッ
プＳ３２）。
【００２４】
　情報提供装置２０ａの通信部２３ａは、ステップＳ３２で端末装置３０ａが送信した端
末装置３０ａの識別情報（例えば、Ｓ１２６５２８）と嗜好情報（例えば、Ｓ１２６７１
４）とを、ネットワーク４０を介して受信する（ステップＳ２１）。
　情報提供装置２０ａの制御部２１ａは、ステップＳ２１で受信した端末装置３０ａの識
別情報（例えば、Ｓ１２６５２８）と嗜好情報（例えば、Ｓ１２６７１４）とを、記憶部
２２ａに記録する（ステップＳ２２）。
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【００２５】
　情報出力装置１０ａの制御部１１ａは、検出部１２ａが端末装置３０ａを検出したか否
かについて判定する（ステップＳ１１）。端末装置３０ａを検出していない場合には、ス
テップＳ１１で「ＮＯ」と制御部１１ａは判定し、ステップＳ１１に進む。一方、端末装
置３０ａを検出した場合には、ステップＳ１１で「ＹＥＳ」と制御部１１ａは判定し、検
出した端末装置３０ａの識別番号（例えば、Ｓ１２６５２８）を、端末装置１０ａからネ
ットワーク４０を介して取得し、その端末装置３０ａの識別情報を記憶部１４ａに記録す
る。
　そして、情報出力装置１０ａの制御部１１ａは、記憶部１４ａから端末装置３０ａの識
別情報（例えば、Ｓ１２６５２８）を読み出し、通信部１３ａからネットワーク４０を介
して、情報提供装置２０ａに送信する（ステップＳ１２）。
【００２６】
　情報提供装置２０ａの通信部２３ａは、ステップＳ１２で情報出力装置１０ａが送信し
た端末装置３０ａの識別情報（例えば、Ｓ１２６５２８）を、ネットワーク４０を介して
受信する（ステップＳ２３）。
　そして、情報提供装置２０ａの制御部２１ａは、ステップＳ１２で受信した端末装置３
０ａの識別情報（例えば、Ｓ１２６５２８）に対応付けられている嗜好情報（例えば、Ｓ
１２６７１４）を記憶部２２ａから読み出す（ステップＳ２４）。
　次に、情報提供装置２０ａの制御部２１ａは、ステップＳ２４で読み出した嗜好情報（
例えば、Ｓ１２６７１４）に対応付けられている関連情報（例えば、Ｓ１２６５６６．ｊ
ｐｇ）を記憶部２２ａから読み出すことにより取得する（ステップＳ２５）。
　そして、情報提供装置２０ａの制御部２１ａは、ステップＳ２５で取得した関連情報（
例えば、Ｓ１２６５６６．ｊｐｇ）と、ステップＳ２３で受信した端末装置３０ａの識別
情報（例えば、Ｓ１２６５２８）を、通信部２３ａからネットワーク４０を介して、情報
出力装置１０ａに送信する（ステップＳ２６）。
【００２７】
　情報出力装置１０ａの通信部１３ａは、ステップＳ２６で情報提供装置２０ａが送信し
た関連情報（例えば、Ｓ１２６５６６．ｊｐｇ）と、端末装置３０ａの識別情報（例えば
、Ｓ１２６５２８）とを、ネットワーク４０を介して受信する（ステップＳ１３）。
　次に、情報出力装置１０ａの制御部１１ａは、ステップＳ１３で受信した関連情報（例
えば、Ｓ１２６５６６．ｊｐｇ）を表示部１５ａに表示する（ステップＳ１４）。このス
テップＳ１４の処理によって、情報出力装置１０ａの表示部１５ａには、図３のような画
像が表示される。
　そして、情報出力装置１０ａの制御部１１ａは、ステップＳ１３で識別情報（例えば、
Ｓ１２６５２８）を受信した端末装置３０ａに対して、メール（通知情報とも称する）を
送信する（ステップＳ１５）。なお、本実施形態では、ステップＳ１５で送信するメール
の本文には何もメッセージを記載していない場合について説明する。
【００２８】
　端末装置３０ａの通信部３３ａは、ステップＳ１５で情報出力装置１０ａが送信したメ
ールを、ネットワーク４０を介して受信する（ステップＳ３３）。
【００２９】
　図７のシーケンス図の処理を行うことによって、端末装置３０ａの利用者が、情報出力
装置１０ａに近づいた場合に、情報出力装置１０ａの表示部１５ａに関連情報（例えば、
Ｓ１２６５６６．ｊｐｇ）が表示されるとともに（図３参照）、情報出力装置１０ａから
端末装置３０ａにメールが送信される。よって、情報出力装置１０ａの検出部１２ａが端
末装置３０ａを検出した場合に、利用者の関連情報（例えば、Ｓ１２６５６６．ｊｐｇ）
を表示部１５ａが出力するので、端末装置３０ａの利用者は、表示部１５ａが出力してい
る関連情報が自分に対して表示されていることを第三者に知られることなく、関連情報を
閲覧等することができる。
　また、端末装置３０ａの利用者は、端末装置３０ａにメッセージの記載されていないメ
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ールを受信した場合に、情報提供装置２０ａの記憶部に記録してあるその利用者の嗜好情
報に関連する関連情報が、情報出力装置１０ａの表示部１５ａに表示されていることを知
ることができる。
【００３０】
（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
　図８は、本発明の第２の実施形態による情報出力システムの概略構成図である。この情
報出力システムは、情報出力装置１０ｂ、情報提供装置２０ｂ、端末装置３０ｂを備えて
いる。
　本実施形態では、情報出力装置１０ｂとして、ＪＰＥＧに代表される画像圧縮技術を用
いて伝送された画像情報を復元して表示する画像表示機器を用いている。情報出力装置１
０ｂは、建物の壁面などに設置される。
　情報提供装置２０ｂは、ネットワーク４０を介して、他の装置に画像情報などを提供す
るサーバなどである。情報提供装置としては、ＰＣなどが用いられる。
　本実施形態では、端末装置３０ｂとして、携帯電話を用いている。端末装置３０ｂは、
その端末装置３０ｂの利用者が外出する際などに携帯される持ち運び可能な機器である。
【００３１】
　図９は、本発明の第２の実施形態による情報出力装置１０ｂの構成を示す概略ブロック
図である。この情報出力装置１０ｂは、制御部１１ｂ、検出部１２ｂ、通信部１３ｂ（受
信部とも称する）、記憶部１４ｂ、表示部１５ｂ（出力部とも称する）、通知部１６ｂを
備えている。
　制御部１１ｂは、ＣＰＵを備えており、情報出力装置１０ｂを構成する各部を制御する
。ＣＰＵは、制御プログラム等を格納したメモリ等を備えている。
　検出部１２ｂは、ＩＣタグリーダを備えており、情報出力装置１０ｂと端末装置３０ｂ
とが所定の距離以内（例えば、５メートル）に接近した場合に、ＩＣタグを備える端末装
置３０ｂと無線信号の送受信を行うことによって、端末装置３０ｂのＩＣタグを検出し、
ＩＣタグのメモリメモリに記録されている端末装置３０ｂの識別情報を取得する。
　通信部１３ｂは、モデムなどを備えており、制御部１１ｂの制御に基づいて、他の装置
（情報提供装置２０ｂや端末装置３０ｂ）とネットワーク４０を介して通信する。
【００３２】
　記憶部１４ｂは、メモリなどを備えており、制御部１１ｂの制御に基づいて、情報出力
装置１０ｂが情報提供装置２０ｂからネットワーク４０を介して受信する関連情報などを
記憶する。本実施形態における関連情報は、第１の実施形態における関連情報と同じであ
るのでその説明を省略する。
　表示部１５ｂは、ディスプレイなどの表示機器を備えており、情報出力装置１０ｂが情
報提供装置２０ｂから受信する関連情報と、利用者の識別情報とを表示する。ディスプレ
イの大きさとしては、例えば、１０インチのものが用いられる。
　通知部１６ｂは、表示部１５ｂが関連情報を表示した場合に、その関連情報を表示部１
５ｂに表示したことを、制御部１１ｂ、通信部１３ｂを介して、端末装置３０ｂにメール
を送信することなどにより、端末装置３０ｂに通知する。
【００３３】
　図１０は、本発明の第２の実施形態による情報出力装置１０ｂの表示部１５ｂが表示す
る関連情報と利用者の識別情報の一例を示す図である。図１０では、図３の関連情報上に
、利用者の識別情報である「ｅｋｌｇａｌ」という画像情報が含まれている。
【００３４】
　図１１は、本発明の第２の実施形態による情報提供装置２０ｂの構成を示す概略ブロッ
ク図である。この情報提供装置２０ｂは、制御部２１ｂ、記憶部２２ｂ、通信部２３ｂ（
受信部、送信部とも称する）、読出部２４ｂ、関連情報取得部２５ｂを備えている。
　制御部２１ｂは、ＣＰＵを備えており、情報提供装置２０ｂを構成する各部を制御する
。ＣＰＵは、制御プログラム等を格納したメモリ等を備えている。
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　記憶部２２ｂは、メモリなどを備えており、制御部２１ｂの制御に基づいて、情報提供
装置２０ｂが情報出力装置１０ｂや端末装置３０ｂからネットワーク４０を介して受信す
る情報などを記憶する。
【００３５】
　図１２は、本発明の第２の実施形態による情報提供装置２０ｂの記憶部２２ｂが記憶す
る情報の一例を示す図である。図１２に示すように、記憶部２２ｂは、端末装置の識別情
報（例えば、Ｓ１２６５２８）、端末装置のメールアドレス（例えば、ｉ．ｙ＠ｓｈ．ｃ
ｏ．ｊｐ）、嗜好情報（例えば、Ｓ１２６７１４）、関連情報（例えば、Ｓ１２６５６６
．ｊｐｇ）、利用者の識別情報（例えば、ｅｋｌｇａｌ）を対応付けて記憶している。
　ここで、端末装置の識別情報は、複数の端末装置の中から所定の端末装置を一意に識別
するために、各端末装置に割り当てられる情報である。
　また、メールアドレスは、端末装置３０ｂにメールを送信する際のメールの宛先を示す
情報である。
　関連情報は、上述したように、ＪＰＥＧに代表される画像圧縮技術を用いて圧縮される
画像情報等であり、嗜好情報に対応付けられている。なお、本実施形態では、端末装置３
０ｂの利用者の嗜好情報（例えば、Ｓ１２６７１４）と、Ｇレストランの広告である図３
に示すような画像情報（例えば、Ｓ１２６５６６．ｊｐｇ）である関連情報とが対応付け
られている。
　また、利用者の識別情報は、端末装置の利用者の中から所定の利用者を識別するために
、各利用者に割り当てられる情報である。
【００３６】
　図１１に戻り、通信部２３ｂは、モデムなどを備えており、制御部２１ｂの制御に基づ
いて、他の装置（情報出力装置１０ｂや端末装置３０ｂ）とネットワーク４０を介して通
信する。
　読出部２４ｂは、情報出力装置１０ｂの検出部１２ｂが端末装置３０ｂを検出した場合
に、その端末装置３０ｂの識別情報を、端末装置３０ｂから通信部２３ｂ、制御部２１ｂ
を介して取得し、その端末装置３０ｂの識別情報に対応付けられている嗜好情報と利用者
の識別情報とを、制御部２１ｂの制御に基づいて、記憶部２２ｂから読み出す。
　関連情報取得部２５ｂは、読出部２４ｂが記憶部２２ｂから読み出した嗜好情報に対応
付けられている関連情報を、記憶部２２ｂから読み出すことにより、関連情報を取得する
。
　関連情報取得部２５ｂは、読出部２４ｂが記憶部２２ｂから読み出した嗜好情報に対応
付けられている関連情報と利用者の識別情報とを、記憶部２２ｂから読み出すことにより
、関連情報と利用者の識別情報とを取得する。
【００３７】
　図１３は、本発明の第２の実施形態による端末装置３０ｂの構成を示す概略構成図であ
る。この端末装置３０ｂは、制御部３１ｂ、入力部３２ｂ、通信部３３ｂ、記憶部３４ｂ
、表示部３５ｂ、ＩＣタグ３７ｂを備えている。
　制御部３１ｂは、ＣＰＵを備えており、端末装置３０ｂを構成する各部を制御する。Ｃ
ＰＵは、制御プログラム等を格納したメモリ等を備えている。
　入力部３２ｂは、ボタンや十字キーなどを備えており、端末装置３０ｂの利用者の操作
に基づいて、嗜好情報を取得する。入力部３２ｂは、取得した嗜好情報を、制御部３１ｂ
に出力する。
　通信部３３ｂは、モデム、アンテナなどを備えており、制御部３１ｂの制御に基づいて
、他の装置（情報出力装置１０ｂや情報提供装置２０ｂ）とネットワーク４０を介して通
信する。
　記憶部３４ｂは、メモリなどを備えており、制御部３１ｂの制御に基づいて、端末装置
３０ｂが情報出力装置１０ｂや情報提供装置２０ｂからネットワーク４０を介して受信す
る情報などを記憶する。また、記憶部３４ｂは、自端末装置３０ｂの識別情報（例えば、
Ｓ１２６５２８）を予め記憶している。
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　表示部３５ｂは、ディスプレイなどの表示機器を備えており、情報出力装置１０ｂの通
知部１６ｂが送信するメールなどを表示する。
　ＩＣタグ３７ｂは、自端末装置３０ｂの識別情報（例えば、Ｓ１２６５２８）を予め記
憶しており、情報出力装置１０ｂの検出部１２ｂによってＩＣタグ３７ｂが検出された場
合に、記憶している自端末装置３０ｂの識別情報（例えば、Ｓ１２６５２８）を情報出力
装置１０ｂに送信する。
【００３８】
　図１４は、本発明の第２の実施形態による情報出力システムの処理を示すシーケンス図
である。始めに、端末装置３０ｂの制御部３１ｂは、入力部３２ｂから嗜好情報（例えば
、Ｓ１２６７１４）が入力されたか否かについて判定する（ステップＳ６１）。嗜好情報
が入力されていない場合には、ステップＳ６１で「ＮＯ」と制御部３１ｂが判定し、ステ
ップＳ６１に進む。一方、嗜好情報が入力された場合には、ステップＳ６１で「ＹＥＳ」
と制御部３１ｂが判定し、ステップＳ６２に進む。
　そして、端末装置３０ｂの制御部３１ｂは、記憶部３４ｂから自端末装置３０ｂの識別
情報（例えば、Ｓ１２６５２８）を読み出し、ステップＳ６１で取得した嗜好情報ととも
に通信部３３ｂからネットワーク４０を介して、情報提供装置２０ｂに送信する（ステッ
プＳ６２）。
【００３９】
　情報提供装置２０ｂの通信部２３ｂは、ステップＳ６２で端末装置３０ｂが送信した端
末装置３０ｂの識別情報（例えば、Ｓ１２６５２８）と嗜好情報（例えば、Ｓ１２６７１
４）とを、ネットワーク４０を介して受信する（ステップＳ５１）。
　情報提供装置２０ｂの制御部２１ｂは、ステップＳ５１で受信した端末装置３０ｂの識
別情報（例えば、Ｓ１２６５２８）と嗜好情報（例えば、Ｓ１２６７１４）とを、記憶部
２２ｂに記録する（ステップＳ５２）。
【００４０】
　情報出力装置１０ｂの制御部１１ｂは、検出部１２ｂが端末装置３０ｂを検出したか否
かについて判定する（ステップＳ４１）。端末装置３０ｂを検出していない場合には、ス
テップＳ４１で「ＮＯ」と制御部１１ｂは判定し、ステップＳ４１に進む。一方、端末装
置３０ｂを検出した場合には、ステップＳ４１で「ＹＥＳ」と制御部１１ｂは判定し、検
出した端末装置３０ｂの識別番号（例えば、Ｓ１２６５２８）を端末装置１０ａからネッ
トワーク４０を介して取得し、その端末装置３０ｂの識別情報を記憶部１４ｂに記録する
。
　そして、情報出力装置１０ｂの制御部１１ｂは、記憶部１４ｂから端末装置３０ｂの識
別情報（例えば、Ｓ１２６５２８）を読み出し、通信部１３ｂからネットワーク４０を介
して、情報提供装置２０ｂに送信する（ステップＳ４２）。
【００４１】
　情報提供装置２０ｂの通信部２３ｂは、ステップＳ４２で情報出力装置１０ｂが送信し
た端末装置３０ｂの識別情報（例えば、Ｓ１２６５２８）を、ネットワーク４０を介して
受信する（ステップＳ５３）。
　そして、情報提供装置２０ｂの制御部２１ｂは、ステップＳ４２で受信した端末装置３
０ｂの識別情報（例えば、Ｓ１２６５２８）に対応付けられている嗜好情報（例えば、Ｓ
１２６７１４）と利用者の識別情報（例えば、ｅｋｌｇａｌ）とを記憶部２２ｂから読み
出す（ステップＳ５４）。
　次に、情報提供装置２０ｂの制御部２１ｂは、ステップＳ５４で読み出した嗜好情報（
例えば、Ｓ１２６７１４）に対応付けられている関連情報（例えば、Ｓ１２６５６６．ｊ
ｐｇ）を記憶部２２ｂから読み出すことにより取得する（ステップＳ５５）。
　そして、情報提供装置２０ｂの制御部２１ｂは、ステップＳ５５で取得した関連情報（
例えば、Ｓ１２６５６６．ｊｐｇ）と、ステップＳ５３で受信した端末装置３０ｂの識別
情報（例えば、Ｓ１２６５２８）と、利用者の識別情報（例えば、ｅｋｌｇａｌ）とを、
通信部２３ｂからネットワーク４０を介して、情報出力装置１０ｂに送信する（ステップ
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Ｓ５６）。
【００４２】
　情報出力装置１０ｂの通信部１３ｂは、ステップＳ５６で情報提供装置２０ｂが送信し
た関連情報（例えば、Ｓ１２６５６６．ｊｐｇ）と、端末装置３０ｂの識別情報（例えば
、Ｓ１２６５２８）と、利用者の識別情報（例えば、ｅｋｌｇａｌ）とを、ネットワーク
４０を介して受信する（ステップＳ４３）。
　次に、情報出力装置１０ｂの制御部１１ｂは、ステップＳ４３で受信した関連情報（例
えば、Ｓ１２６５６６．ｊｐｇ）と、利用者の識別情報（例えば、ｅｋｌｇａｌ）とを表
示部１５ｂに表示する（ステップＳ４４）。このステップＳ４４の処理によって、情報出
力装置１０ｂの表示部１５ｂには、図１０のような画像が表示される。
　そして、情報出力装置１０ｂの制御部１１ｂは、ステップＳ４３で識別情報（例えば、
Ｓ１２６５２８）を受信した端末装置３０ｂに対して、メール（通知情報とも称する）を
送信する（ステップＳ４５）。なお、本実施形態では、ステップＳ４５で送信するメール
の本文には何もメッセージを記載していない場合について説明する。
【００４３】
　端末装置３０ｂの通信部３３ｂは、ステップＳ４５で情報出力装置１０ｂが送信したメ
ールを、ネットワーク４０を介して受信する（ステップＳ６３）。
【００４４】
　図１４のシーケンス図の処理を行うことによって、端末装置３０ｂの利用者が、情報出
力装置１０ｂに近づいた場合に、情報出力装置１０ｂの表示部１５ｂに関連情報（例えば
、Ｓ１２６５６６．ｊｐｇ）と、利用者の識別情報（例えば、ｅｋｌｇａｌ）とが表示さ
れるとともに（図１０参照）、情報出力装置１０ｂから端末装置３０ｂにメールが送信さ
れる。よって、情報出力装置１０ｂの検出部１２ｂが端末装置３０ｂを検出した場合に、
利用者の関連情報（例えば、Ｓ１２６５６６．ｊｐｇ）を表示部１５ｂが出力するので、
端末装置３０ｂの利用者は、表示部１５ｂが出力している関連情報が自分に対して表示さ
れていることを第三者に知られることなく、関連情報を閲覧等することができる。
　また、端末装置３０ｂの利用者は、端末装置３０ｂにメッセージの記載されていないメ
ールを受信した場合に、情報提供装置２０ｂの記憶部に記録してあるその利用者の嗜好情
報に関連する関連情報が、情報出力装置１０ｂの表示部１５ｂに表示されていることを知
ることができる。
　また、端末装置３０ｂの利用者は、情報出力装置１０ｂの表示部１５ｂに、関連情報（
例えば、Ｓ１２６５６６．ｊｐｇ）と、利用者の識別情報（例えば、ｅｋｌｇａｌ）とが
表示されるので、その利用者の識別情報に基づいて、表示部１５ｂに表示されている関連
情報が自分に対する情報であることを認識することができる。
【００４５】
（第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。
　図１５は、本発明の第３の実施形態による情報出力システムの概略構成図である。この
情報出力システムは、情報出力装置１０ｃ、情報提供装置２０ｃ、端末装置３０ｃを備え
ている。情報出力装置１０ｃ、情報提供装置２０ｃ、端末装置３０ｃは、インターネット
などのネットワーク４０に接続されており、各装置間で情報の送受信を行う。
　本実施形態では、情報出力装置１０ｃとして、ＪＰＥＧに代表される画像圧縮技術を用
いて伝送された画像情報を復元して表示する画像表示機器を用いている。情報出力装置１
０ｃは、建物の壁面などに設置される。
　情報提供装置２０ｃは、ネットワーク４０を介して、他の装置に画像情報などを提供す
るサーバなどである。情報提供装置としては、ＰＣなどが用いられる。
　本実施形態では、端末装置３０ｃとして、携帯電話を用いている。端末装置３０ｃは、
その端末装置３０ｃの利用者が外出する際などに携帯される持ち運び可能な機器である。
【００４６】
　図１６は、本発明の第３の実施形態による情報出力装置１０ｃの構成を示す概略ブロッ
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ク図である。この情報出力装置１０ｃは、制御部１１ｃ、検出部１２ｃ、通信部１３ｃ（
受信部とも称する）、記憶部１４ｃ、複数の表示部１５ｃ、１５ｄ（出力部とも称する）
、通知部１６ｃを備えている。
　制御部１１ｃは、ＣＰＵを備えており、情報出力装置１０ｃを構成する各部を制御する
。ＣＰＵは、制御プログラム等を格納したメモリ等を備えている。また、本実施形態の制
御部１１ｃは、位置取得部１７ｃが取得する位置情報に応じて、複数の表示部１５ｃ、１
５ｄのいずれから関連情報を出力するかについて制御する。
　検出部１２ｃは、ＩＣタグリーダを備えており、情報出力装置１０ｃと端末装置３０ｃ
とが所定の距離（例えば、５メートル）以内に接近した場合に、ＩＣタグを備える端末装
置３０ｃと無線信号の送受信を行うことによって、端末装置３０ｃのＩＣタグを検出し、
ＩＣタグのメモリメモリに記録されている端末装置３０ｃの識別情報を取得する。
　通信部１３ｃは、モデムなどを備えており、制御部１１ｃの制御に基づいて、他の装置
（情報提供装置２０ｃや端末装置３０ｃ）とネットワーク４０を介して通信する。
【００４７】
　記憶部１４ｃは、メモリなどを備えており、制御部１１ｃの制御に基づいて、情報出力
装置１０ｃが情報提供装置２０ｃからネットワーク４０を介して受信する関連情報などを
記憶する。本実施形態における関連情報は、第１の実施形態における関連情報と同じであ
るのでその説明を省略する。なお、本実施形態の記憶部１４ｃは、位置関連情報を記憶し
ている。
【００４８】
　図１７は、本発明の第３の実施形態による情報出力装置２０ｃの記憶部１４ｃが記憶す
る位置関連情報の一例を示す図である。記憶部１４ｃは、位置関連情報として、位置情報
と各表示部１５ｃ、１５ｄの対応関係を記憶している。図１７では、地図上の所定の点を
原点（ｘ，ｙ）＝（ｘ０，ｙ０）とした場合に、位置情報が、ｘがｘ０からｘ１であって
、ｙがｙ０からｙ１である領域Ｒ１は、表示部１５ｃに対応付けられている。なお、図１
７において、情報出力装置２０ｃは、（ｘ，ｙ）＝（ｘ１，ｙ１）の位置に設置されてい
る。また、情報出力装置２０ｃの表示画面は、（ｘ，ｙ）＝（ｘ１，ｙ０）の位置に向け
られている。
　また、位置情報が、ｘがｘ１からｘ２であって、ｙがｙ０からｙ１である領域Ｒ２は、
表示部１５ｄに対応付けられている。
【００４９】
　表示部１５ｃと表示部１５ｄは、デュアルディスプレイなどの表示機器を備えており、
情報出力装置１０ｃが情報提供装置２０ｃから受信する関連情報などを表示する。デュア
ルディスプレイの大きさとしては、例えば、１０インチのものが用いられる。表示部１５
ｃと表示部１５ｄとでは、視聴者が画像を視認することができる角度が異なる。例えば、
表示部１５ｃは、情報出力装置１０ｃの前面の左半分の領域にいる視聴者のみが視認する
ことができる。一方、表示部１５ｄは、情報出力装置１０ｃの前面の右半分の領域にいる
視聴者のみが視認することができる。
　本実施形態において、端末装置３０ｃが領域Ｒ１に存在する場合には、関連情報が表示
部１５ｃに表示される（図１８（Ａ）参照）。一方、端末装置３０ｃが領域Ｒ２に存在す
る場合には、関連情報が表示部１５ｄに表示される（図１８（Ｂ）参照）。
【００５０】
　通知部１６ｃは、表示部１５ｃ又は表示部１５ｄが関連情報を表示した場合に、その関
連情報を表示部１５ｃ又は表示部１５ｄに表示したことを、制御部１１ｃ、通信部１３ｃ
を介して、端末装置３０ｃにメールを送信することなどにより、端末装置３０ｃに通知す
る。
　位置情報取得部１７ｃは、端末装置１０ｃがＧＰＳ（全地球測位システム：Global Pos
itioning System）などにより測位した端末装置３０ｃの位置情報を、無線通信やネット
ワーク４０を介して取得する。なお、位置情報取得部１７ｃは、端末装置３０ｃの位置情
報を、ＧＰＳを用いない他の方法によって取得してもよい。
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【００５１】
　図１９は、本発明の第３の実施形態による情報提供装置２０ｃの構成を示す概略ブロッ
ク図である。この情報提供装置２０ｃは、制御部２１ｃ、記憶部２２ｃ、通信部２３ｃ（
受信部、送信部とも称する）、読出部２４ｃ、関連情報取得部２５ｃを備えている。
　制御部２１ｃは、ＣＰＵを備えており、情報提供装置２０ｃを構成する各部を制御する
。ＣＰＵは、制御プログラム等を格納したメモリ等を備えている。
　記憶部２２ｃは、メモリなどを備えており、制御部２１ｃの制御に基づいて、情報提供
装置２０ｃが情報出力装置１０ｃや端末装置３０ｃからネットワーク４０を介して受信す
る情報などを記憶する。記憶部２２ｃが記憶する情報は、第１の実施形態と同様であるの
で、その説明を省略する。
【００５２】
　通信部２３ｃは、モデムなどを備えており、制御部２１ｃの制御に基づいて、他の装置
（情報出力装置１０ｃや端末装置３０ｃ）とネットワーク４０を介して通信する。
　読出部２４ｃは、情報出力装置１０ｃの検出部１２ｃが端末装置３０ｃを検出した場合
に、その端末装置３０ｃの識別情報を、端末装置３０ｃから通信部２３ｃ、制御部２１ｃ
を介して取得し、その端末装置３０ｃの識別情報に対応付けられている利用者の嗜好情報
を、制御部２１ｃの制御に基づいて、記憶部２２ｃから読み出す。
　関連情報取得部２５ｃは、読出部２４ｃが記憶部２２ｃから読み出した嗜好情報に対応
付けられている関連情報を、記憶部２２ｃから読み出すことにより、関連情報を取得する
。　　　
【００５３】
　図２０は、本発明の第３の実施形態による端末装置３０ｃの構成を示す概略構成図であ
る。この端末装置３０ｃは、制御部３１ｃ、入力部３２ｃ、通信部３３ｃ、記憶部３４ｃ
、表示部３５ｃ、位置測位部３６ｃ、ＩＣタグ３７ｃを備えている。
　制御部３１ｃは、ＣＰＵを備えており、端末装置３０ｃを構成する各部を制御する。Ｃ
ＰＵは、制御プログラム等を格納したメモリ等を備えている。
　入力部３２ｃは、ボタンや十字キーなどを備えており、端末装置３０ｃの利用者の操作
に基づいて、嗜好情報を取得する。入力部３２ｃは、取得した嗜好情報を、制御部３１ｃ
に出力する。
　通信部３３ｃは、モデム、アンテナなどを備えており、制御部３１ｃの制御に基づいて
、他の装置（情報出力装置１０ｃや情報提供装置２０ｃ）とネットワーク４０を介して通
信する。
　記憶部３４ｃは、メモリなどを備えており、制御部３１ｃの制御に基づいて、端末装置
３０ｃが情報出力装置１０ｃや情報提供装置２０ｃからネットワーク４０を介して受信す
る情報などを記憶する。また、記憶部３４ｃは、自端末装置３０ｃの識別情報（例えば、
Ｓ１２６５２８）を予め記憶している。
　表示部３５ｃは、ディスプレイなどの表示機器を備えており、情報出力装置１０ｃの通
知部１６ｃが送信するメールなどを表示する。
　ＩＣタグ３７ｃは、自端末装置３０ｃの識別情報（例えば、Ｓ１２６５２８）を予め記
憶しており、情報出力装置１０ｃの検出部１２ｃによってＩＣタグ３７ｃが検出された場
合に、記憶している自端末装置３０ｃの識別情報（例えば、Ｓ１２６５２８）を情報出力
装置１０ｃに送信する。
　なお、本実施形態において、情報出力装置１０ｃの検出部１２ｃによってＩＣタグ３７
ｃが検出された場合に、制御部３１ｃは、位置測位部３６ｃが測位する端末装置３０ｃの
位置情報を、通信部３３ｃから、ネットワーク４０を介して、情報出力装置１０ｃに送信
する。
【００５４】
　図２１は、本発明の第３の実施形態による情報出力システムの処理を示すシーケンス図
である。始めに、端末装置３０ｃの制御部３１ｃは、入力部３２ｃから嗜好情報（例えば
、Ｓ１２６７１４）が入力されたか否かについて判定する（ステップＳ９１）。嗜好情報
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が入力されていない場合には、ステップＳ９１で「ＮＯ」と制御部３１ｃが判定し、ステ
ップＳ９１に進む。一方、嗜好情報が入力された場合には、ステップＳ９１で「ＹＥＳ」
と制御部３１ｃが判定し、ステップＳ９２に進む。
　そして、端末装置３０ｃの制御部３１ｃは、記憶部３４ｃから自端末装置３０ｃの識別
情報（例えば、Ｓ１２６５２８）を読み出し、ステップＳ９１で取得した嗜好情報ととも
に通信部３３ｃからネットワーク４０を介して、情報提供装置２０ｃに送信する（ステッ
プＳ９２）。
【００５５】
　情報提供装置２０ｃの通信部２３ｃは、ステップＳ９２で端末装置３０ｃが送信した端
末装置３０ｃの識別情報（例えば、Ｓ１２６５２８）と嗜好情報（例えば、Ｓ１２６７１
４）とを、ネットワーク４０を介して受信する（ステップＳ８１）。
　情報提供装置２０ｃの制御部２１ｃは、ステップＳ８１で受信した端末装置３０ｃの識
別情報（例えば、Ｓ１２６５２８）と嗜好情報（例えば、Ｓ１２６７１４）とを、記憶部
２２ｃに記録する（ステップＳ８２）。
【００５６】
　情報出力装置１０ｃの制御部１１ｃは、検出部１２ｃが端末装置３０ｃを検出したか否
かについて判定する（ステップＳ７１）。端末装置３０ｃを検出していない場合には、ス
テップＳ７１で「ＮＯ」と制御部１１ｃは判定し、ステップＳ７１に進む。一方、端末装
置３０ｃを検出した場合には、ステップＳ７１で「ＹＥＳ」と制御部１１ｃは判定し、検
出した端末装置３０ｃの識別番号（例えば、Ｓ１２６５２８）を端末装置１０ｃからネッ
トワーク４０を介して取得し、その端末装置３０ｃの識別情報を記憶部１４ｃに記録する
。
【００５７】
　また、情報出力装置１０ｃの制御部１１ｃは、通信部１３ｃ、ネットワーク４０を介し
て端末装置１０ｃから、端末装置１０ｃの位置情報（例えば、（ｘ，ｙ）＝（ｘ０，ｙ０
））を取得する（ステップＳ７２）。
　そして、情報出力装置１０ｃの制御部１１ｃは、記憶部１４ｃから自端末装置３０ｃの
識別情報（例えば、Ｓ１２６５２８）を読み出し、通信部３３ｃから、ネットワーク４０
を介して、情報出力装置１０ｃに送信する（ステップＳ７３）。
【００５８】
　情報提供装置２０ｃの通信部２３ｃは、ステップＳ７２で情報出力装置１０ｃが送信し
た端末装置３０ｃの識別情報（例えば、Ｓ１２６５２８）と位置情報（（ｘ，ｙ）＝（ｘ
０，ｙ０））とを、ネットワーク４０を介して受信する（ステップＳ８３）。
　そして、情報提供装置２０ｃの制御部２１ｃは、ステップＳ７２で受信した端末装置３
０ｃの識別情報（例えば、Ｓ１２６５２８）に対応付けられている嗜好情報（例えば、Ｓ
１２６７１４）を記憶部２２ｃから読み出す（ステップＳ８４）。
　次に、情報提供装置２０ｃの制御部２１ｃは、ステップＳ８４で読み出した嗜好情報（
例えば、Ｓ１２６７１４）に対応付けられている関連情報（例えば、Ｓ１２６５６６．ｊ
ｐｇ）を記憶部２２ｃから読み出すことにより取得する（ステップＳ８５）。
　そして、情報提供装置２０ｃの制御部２１ｃは、ステップＳ８５で取得した関連情報（
例えば、Ｓ１２６５６６．ｊｐｇ）と、ステップＳ８３で受信した端末装置３０ｃの識別
情報（例えば、Ｓ１２６５２８）を、通信部２３ｃからネットワーク４０を介して、情報
出力装置１０ｃに送信する（ステップＳ８６）。
【００５９】
　情報出力装置１０ｃの通信部１３ｃは、ステップＳ８６で情報提供装置２０ｃが送信し
た関連情報（例えば、Ｓ１２６５６６．ｊｐｇ）と、端末装置３０ｃの識別情報（例えば
、Ｓ１２６５２８）とを、ネットワーク４０を介して受信する（ステップＳ７４）。
　次に、情報出力装置１０ｃの制御部１１ｃは、ステップＳ７２で取得した位置情報（例
えば、（ｘ，ｙ）＝（ｘ０，ｙ０））に対応する表示部１５ｃ又は表示部１５ｄを、記憶
部１４ｃが記憶している位置関連情報から読み出し、読み出した表示部で関連情報を表示
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することを決定する（ステップＳ７５）。ここでは、位置情報（例えば、（ｘ，ｙ）＝（
ｘ０，ｙ０））に対応した表示部１５ｃで関連情報（例えば、Ｓ１２６５６６．ｊｐｇ）
を表示することを決定する。
　そして、制御部１１ｃは、ステップＳ７３で受信した関連情報（例えば、Ｓ１２６５６
６．ｊｐｇ）を表示部１５ｃに表示する（ステップＳ７６）。このステップＳ７６の処理
によって、情報出力装置１０ｃの表示部には、図３のような画像が表示される。つまり、
表示部１５ｃに関連情報が表示される。
　そして、情報出力装置１０ｃの制御部１１ｃは、ステップＳ７４で識別情報（例えば、
Ｓ１２６５２８）を受信した端末装置３０ｃに対して、メール（通知情報とも称する）を
送信する（ステップＳ７７）。なお、本実施形態では、ステップＳ７７で送信するメール
の本文には何もメッセージを記載していない場合について説明する。
【００６０】
　端末装置３０ｃの通信部３３ｃは、ステップＳ７７で情報出力装置１０ｃが送信したメ
ールを、ネットワーク４０を介して受信する（ステップＳ９３）。
【００６１】
　図２１のシーケンス図の処理を行うことによって、端末装置３０ｃの利用者が、情報出
力装置１０ｃに近づいた場合に、端末装置１０ｃの位置に応じて、情報出力装置１０ｃの
表示部１５ｃ又は表示部１５ｄに関連情報（例えば、Ｓ１２６５６６．ｊｐｇ）が表示さ
れるとともに（図１８（Ａ）、図１８（Ｂ）参照）、情報出力装置１０ｃから端末装置３
０ｃにメールが送信される。よって、情報出力装置１０ｃの検出部１２ｃが端末装置３０
ｃを検出した場合に、利用者の関連情報（例えば、Ｓ１２６５６６．ｊｐｇ）を表示部１
５ｃ又は表示部１５ｄが表示するので、端末装置３０ｃの利用者は、情報出力装置１０ｃ
と端末装置３０ｃとの位置関係に応じて、視認に適した表示部１５ｃ又は表示部１５ｄに
より関連情報を閲覧等することができる。
【００６２】
　なお、上述した第３の実施形態では、情報出力装置が２つの表示部１５ｃ、１５ｄを備
える場合について説明したが、これに限定されるものではなく、情報出力装置に３つ以上
の表示部を設けるようにしてもよい。この場合、情報出力装置１０ｃの記憶部１４ｃは、
位置関連情報として、位置情報と各表示部の対応関係を記憶している。
　また、上述した第３の実施形態において、情報出力装置１０ｃの周囲に端末装置を有す
る複数の利用者がいる場合であって、一方の利用者が領域Ｒ１におり、他方の利用者が領
域Ｒ２にいる場合には、一方の利用者の嗜好情報に対応付けられている関連情報を表示部
１５ｃに表示するとともに、他方の利用者の嗜好情報に対応付けられている関連情報を表
示部１５ｄに表示するようにしてもよい。
【００６３】
　また、上述した第１から第３の実施形態では、端末装置として、携帯電話を用いる場合
について説明したが、端末装置として、ＰＨＳ（ピーエイチエス：Personal Handyphone 
System）、ＰＤＡ（携帯情報端末：Personal Data Assistance）、ＰＣなどを用いてもよ
い。
　また、上述した第１から第３の実施形態では、情報出力装置と端末装置とを、別々の装
置を用いているが、情報出力装置と端末装置とを１台の装置により構成してもよい。
【００６４】
　また、上述した第１から第３の実施形態のシーケンス図（図７、図１４、図２１）では
、ステップＳ１５、Ｓ４５、Ｓ７７で送信するメールの本文には何もメッセージを記載し
ない場合について説明したが、情報出力装置の表示部に関連情報（例えば、Ｓ１２６５６
６．ｊｐｇ）を表示していることを利用者に通知するメッセージを記載して、情報出力装
置から端末装置に送信するようにしてもよい。このメールを受信した端末装置の制御部は
、受信したメールに含まれるメッセージを端末装置の表示部に表示する。
【００６５】
　また、上述した第１から第３の実施形態のシーケンス図（図７、図１４、図２１）では
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、ステップＳ１５、Ｓ４５、Ｓ７７で、情報出力装置の通知部が、情報出力装置から端末
装置にメールを送信することによって、情報出力装置の表示部に関連情報を表示している
ことを端末装置の利用者に通知する場合について説明したが、このような構成に限定され
るものではない。例えば、情報出力装置の通知部は、端末装置に電話をかけたり、端末装
置のバイブレーション機能によって端末装置を振動させたり、端末装置が備えるＬＥＤ（
エルイーディー：Light Emitting Diode）を点滅させたりすることによって、情報出力装
置の表示部に関連情報を表示していることを端末装置の利用者に通知するようにしてもよ
い。
【００６６】
　この場合、端末装置は、情報出力装置の通知部から電話やメールによる通知を受けた場
合に、端末装置の利用者が他の通信先からの電話やメールであると混同しないように、端
末装置における着信音（着信情報とも称する）を変えるようにしてもよい。つまり、情報
出力装置に対応付けられた着信音を端末装置に記憶しておき、端末装置が情報出力装置か
ら電話やメールを受信した場合には、その端末装置に対応した着信音を端末装置のスピー
カ（着信情報出力部とも称する）から出力するようにしてもよい。なお、端末装置は、情
報出力装置の通知部から通知を受けた場合に、情報出力装置に対応付けられた着信画面（
着信情報とも称する）を、端末装置の表示部（着信情報出力部とも称する）に表示するよ
うにしてもよい。
【００６７】
　また、上述した第１から第３の実施形態では、情報出力装置として、画像情報である関
連情報を表示する画像表示装置を用いる場合について説明したが、このような構成に限定
されるものではない。例えば、関連情報として音声情報を用い、情報出力装置として、関
連情報を出力するスピーカを用いてもよい。
【００６８】
　また、上述した第１から第３の実施形態では、情報提供装置の記憶部が、嗜好情報と関
連情報とを対応付けて記憶している場合について説明しているが、このような構成に限定
されるものではない。例えば、情報提供装置の記憶部には、端末装置の識別情報（例えば
、Ｓ１２６５２８）、端末装置のメールアドレス（例えば、ｉ．ｙ＠ｓｈ．ｃｏ．ｊｐ）
、嗜好情報（例えば、Ｓ１２６７１４）を対応付けて記憶しておき、ネットワーク４０に
接続されている他の機器に関連情報と端末装置の識別情報と対応付けて記録しておくよう
にしてもよい。この場合、情報提供装置の関連情報取得部は、情報提供装置の読出部が情
報提供装置の記憶部から読み出した嗜好情報を他の機器に送信し、他の機器は、受信した
嗜好情報に対応付けられている関連情報を読み出して、情報提供装置に送信する。
【００６９】
　また、上述した第１から第３の実施形態において、端末装置の識別情報に対応付けられ
て複数の嗜好情報が情報提供装置の記憶部に記録されている場合には、それらの嗜好情報
の関連情報を、情報出力装置の表示部の表示画面に分割して表示するようにしてもよい。
また、それらの嗜好情報の関連情報を、所定の時間間隔（例えば、５秒）で切り換えて情
報出力装置の表示部の表示画面に表示するようにしてもよい。
　また、関連情報と情報出力装置とを対応付けて記憶しておき、情報出力装置に対応付け
られている関連情報を、情報出力装置の表示部で表示してもよい。例えば、端末装置の識
別情報に対応付けられてＪレストランの嗜好情報とＫレストランの嗜好情報とが記憶され
ており、利用者が近くにいる情報出力装置にＫレストランの嗜好情報が対応付けられてい
る場合には、利用者が情報出力装置に近づいたときに、Ｋレストランの嗜好情報について
の関連情報を情報出力装置の表示部に表示するようにしてもよい。
【００７０】
　なお、以上説明した実施形態において、図２、図９、図１６の情報出力装置１０ａ～１
０ｃの各部、図４、図１１、図１９の情報提供装置２０ａ～２０ｃの各部、図６、図１３
、図２０の端末装置３０ａ～３０ｃの各部の機能又はこれらの機能の一部を実現するため
のプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録さ
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れたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより情報出力シス
テムの制御を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周
辺機器等のハードウェアを含むものとする。
【００７１】
　また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気
ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハー
ドディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」
とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送
信する場合の通信線のように、短時刻の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合
のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定
時刻プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した
機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシ
ステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良
い。
【００７２】
　以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も特許請
求の範囲に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の第１の実施形態による情報出力システムの概略構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態による情報出力装置１０ａの構成を示す概略ブロック図
である。
【図３】本発明の第１の実施形態による情報出力装置１０ａの表示部１５ａが表示する関
連情報の一例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態による情報提供装置２０ａの構成を示す概略ブロック図
である。
【図５】本発明の第１の実施形態による情報提供装置２０ａの記憶部２２ａが記憶する情
報の一例を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施形態による端末装置３０ａの構成を示す概略構成図である。
【図７】本発明の第１の実施形態による情報出力システムの処理を示すシーケンス図であ
る。
【図８】本発明の第２の実施形態による情報出力システムの概略構成図である。
【図９】本発明の第２の実施形態による情報出力装置１０ｂの構成を示す概略ブロック図
である。
【図１０】本発明の第２の実施形態による情報出力装置１０ｂの表示部１５ｂが表示する
関連情報と利用者の識別情報の一例を示す図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態による情報提供装置２０ｂの構成を示す概略ブロック
図である。
【図１２】本発明の第２の実施形態による情報提供装置２０ｂの記憶部２２ｂが記憶する
情報の一例を示す図である。
【図１３】本発明の第２の実施形態による端末装置３０ｂの構成を示す概略構成図である
。
【図１４】本発明の第２の実施形態による情報出力システムの処理を示すシーケンス図で
ある。
【図１５】本発明の第３の実施形態による情報出力システムの概略構成図である。
【図１６】本発明の第３の実施形態による情報出力装置１０ｃの構成を示す概略ブロック
図である。
【図１７】本発明の第３の実施形態による情報出力装置２０ｃの記憶部１４ｃが記憶する
位置関連情報の一例を示す図である。
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【図１８】本発明の第３の実施形態による表示部１５ｃ又は表示部１５ｄに表示される関
連情報の一例を示す図である。
【図１９】本発明の第３の実施形態による情報提供装置２０ｃの構成を示す概略ブロック
図である。
【図２０】本発明の第３の実施形態による端末装置３０ｃの構成を示す概略構成図である
。
【図２１】本発明の第３の実施形態による情報出力システムの処理を示すシーケンス図で
ある。
【符号の説明】
【００７４】
１０ａ～１０ｃ・・・情報出力装置、１１ａ～１１ｃ・・・制御部、１２ａ～１２ｃ・・
・検出部、１３ａ～１３ｃ・・・通信部、１４ａ～１４ｃ・・・記憶部、１５ａ～１５ｄ
・・・表示部、１６ａ～１６ｃ・・・通知部、１７ｃ・・・位置情報取得部、２０ａ～２
０ｃ・・・情報提供装置、２１ａ～２１ｃ・・・制御部、２２ａ～２２ｃ・・・記憶部、
２３ａ～２３ｃ・・・通信部、２４ａ～２４ｃ・・・読出部、２５ａ～２５ｃ・・・関連
情報取得部、３０ａ～３０ｃ・・・端末装置、３１ａ～３１ｃ・・・制御部、３２ａ～３
２ｃ・・・入力部、３３ａ～３３ｃ・・・通信部、３４ａ～３４ｃ・・・記憶部、３５ａ
～３５ｃ・・・表示部、３６ｃ・・・位置測位部、ＩＣタグ・・・３７ａ～３７ｃ

【図１】 【図２】
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