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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のユーザがそれぞれ使用するユーザ端末間での通信を可能にするネットワークに接
続された通信支援システムであって、
　前記複数のユーザのうちの少なくとも１のユーザに関する情報であって、前記複数のユ
ーザの少なくとも一部のユーザからアクセス可能な共有情報と、前記共有情報にアクセス
済みであるユーザを示すアクセス情報とを記録したユーザ情報記録部へアクセス可能であ
り、
　複数のユーザ端末のいずれかからの通信開始要求を取得して、開始が要求されている通
信の発信ユーザと受信ユーザとを特定するユーザ特定部と、
　前記ユーザ情報記録部に記録された共有情報およびアクセス情報を参照して、前記受信
ユーザに関する共有情報であって前記発信ユーザが未だアクセスしていない共有情報が存
在するか否かを判断する検索部と、
　前記検索部における判断の結果に基づいて、前記発信ユーザのユーザ端末と前記受信ユ
ーザのユーザ端末と間の通信を開始するか否かを判定し、判定結果を出力する制御部とを
備える、通信支援システム。
【請求項２】
　前記検索部が、前記受信ユーザに関する共有情報であって前記発信ユーザが未だアクセ
スしていない共有情報が前記ユーザ情報記録部に存在すると判断した場合に、前記制御部
は、前記発信ユーザのユーザ端末と前記受信ユーザのユーザ端末との間の通信を開始しな
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いと判定する、請求項１に記載の通信支援システム。
【請求項３】
　前記検索部が、前記受信ユーザに関する共有情報であって前記発信ユーザが未だアクセ
スしていない共有情報が前記ユーザ情報記録部に存在すると判断した場合に、前記制御部
は、前記発信ユーザのユーザ端末と前記受信ユーザのユーザ端末との間の通信を開始しな
いと判定し、判定結果として、予め記録された転送先端末を示すデータを出力する、請求
項１に記載の通信支援システム。
【請求項４】
　前記検索部が、前記受信ユーザに関する共有情報であって前記発信ユーザが未だアクセ
スしていない共有情報が前記ユーザ情報記録部に存在すると判断した場合に、前記発信ユ
ーザが未だアクセスしていない共有情報が前記発信ユーザのユーザ端末に送信されるよう
にする情報提供部をさらに備える、請求項１に記載の通信支援システム。
【請求項５】
　前記情報提供部が、前記発信ユーザが未だアクセスしていない共有情報が前記発信ユー
ザのユーザ端末に送信されるようにした場合に、前記発信ユーザが前記共有情報にアクセ
ス済みであるユーザであることが示されるようにアクセス情報を更新する更新部をさらに
備える、請求項４に記載の通信支援システム。
【請求項６】
　前記ユーザ特定部は、さらに、複数のユーザ端末のいずれかにおいて通信が終了したこ
とを示す通信終了通知を取得して、前記終了した通信における発信ユーザと受信ユーザと
を特定し、
　前記ユーザ情報記録部に、前記終了した通信の履歴を含む情報を、前記終了した通信に
おける前記発信ユーザおよび前記受信ユーザのうち少なくとも一方の共有情報として登録
する登録部をさらに備える、請求項１に記載の通信支援システム。
【請求項７】
　前記複数のユーザがそれぞれ使用するユーザ端末間の通信を制御する通信制御サーバに
接続され、
　複数のユーザ端末のいずれかから前記通信制御サーバへ送信された通信開始要求を、前
記通信制御サーバから受信して前記ユーザ特定部へ通知する受信部をさらに備え、
　前記制御部は、前記通信制御サーバに対して、前記判定結果を出力する、請求項１に記
載の通信支援システム。
【請求項８】
　複数のユーザ端末のいずれかからの通信開始要求を前記ユーザ特定部よりも先に取得し
て、前記通信開始要求に特定のデータが含まれているか否かを判定し、前記判定に基づい
て、前記通信開始要求を前記ユーザ特定部へ通知するか否かを決定する処理判定部をさら
に備える、請求項１に記載の通信支援システム。
【請求項９】
　複数のユーザがそれぞれ使用するユーザ端末間での通信を可能にするネットワークに接
続されたコンピュータを用いた通信支援方法であって、
　前記コンピュータのユーザ特定部が、複数のユーザ端末のいずれかからの通信開始要求
を取得して、開始が要求されている通信の発信ユーザと受信ユーザとを特定する工程と、
　前記コンピュータの検索部が、前記複数のユーザのうちの少なくとも１のユーザに関す
る情報であって、前記複数のユーザの少なくとも一部のユーザからアクセス可能な共有情
報と、前記共有情報にアクセス済みであるユーザを示すアクセス情報とを記録したユーザ
情報記録部へアクセスし、前記受信ユーザに関する共有情報であって前記発信ユーザが未
だアクセスしていない共有情報が存在するか否かを判断する検索工程と、
　前記コンピュータの制御部が、前記検索工程における判断の結果に基づいて、前記発信
ユーザのユーザ端末と前記受信ユーザのユーザ端末と間の通信を開始するか否かを判定し
、判定結果を出力する工程と含む、通信支援方法。
【請求項１０】
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　複数のユーザがそれぞれ使用するユーザ端末間での通信を可能にするネットワークに接
続されたコンピュータに処理を実行させる通信支援プログラムであって、
　複数のユーザ端末のいずれかからの通信開始要求を取得して、開始が要求されている通
信の発信ユーザと受信ユーザとを特定する処理と、
　前記複数のユーザのうちの少なくとも１のユーザに関する情報であって、前記複数のユ
ーザの少なくとも一部のユーザからアクセス可能な共有情報と、前記共有情報にアクセス
済みであるユーザを示すアクセス情報とを記録したユーザ情報記録部へアクセスして、前
記受信ユーザに関する共有情報であって前記発信ユーザが未だアクセスしていない共有情
報が存在するか否かを判断する検索処理と、
　前記検索処理における判断の結果に基づいて、前記発信ユーザのユーザ端末と前記受信
ユーザのユーザ端末と間の通信を開始するか否かを判定し、判定結果を出力する処理とを
コンピュータに実行させる、通信支援プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のユーザ間での通信制御を支援する通信支援システム、通信支援方法お
よび通信支援プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電話による通信システムにおいて、通信の開始時に、発信元の電話番号を基に、
発信ユーザの情報を予め設けられたサーバから取得し、着信側のユーザに表示する通信シ
ステムが提案されている（例えば、特許文献１参照）。一例として、あるビジネスにおけ
る顧客と営業担当者が、上記通信システムを利用して通信を行う場合を想定する。例えば
、１人の顧客に対して複数の営業担当者が存在する場合、複数の営業担当者がそれぞれ別
個に顧客に関する情報をサーバに登録する。複数の営業担当者のうち１人が顧客からの電
話を着信すると、通信システムは、サーバに登録された顧客の情報を、当該顧客の電話番
号に基づいて取得し、取得した顧客の情報を着信した営業担当者に表示する。これにより
、複数の営業担当者が別個に取得された顧客情報を共有することができる。
【特許文献１】特開平４－５６５５８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、上記従来の通信システムでは、通信開始要求を発信した発信ユーザが、
受信ユーザに関する未確認の情報があるにも関わらず、確認せずに発信してしまう事態が
生じるという課題があった。例えば、従来の通信システムでは、顧客からの着信を受けて
、営業担当者が応対する場合には、顧客情報を確認して対応することが可能である。一方
、営業担当者から顧客へ連絡を行う場合には、顧客情報を記録したサーバにアクセスして
顧客情報を参照してから連絡するべきである。しかし、上記通信システムでは、営業担当
者が顧客情報を確認しないまま顧客に連絡してしまう事態が生じうる。このような事態は
、例えば、営業担当者が出張しておりサーバにアクセスが困難な場合や、うっかりミスで
サーバの顧客情報を参照することを忘れた場合等に生じる。そのため、顧客との意思疎通
に失敗したり、営業担当者間の連携不足が顧客に露呈して顧客満足度の低下を招いたりす
る恐れがある。
【０００４】
　本発明は、発信ユーザが確認すべき受信ユーザに関する情報があるか否かによって、受
信ユーザと発信ユーザとの通信を開始するか否かを制御することができる通信支援システ
ム、通信支援方法、通信支援プログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明にかかる通信支援システムは、複数のユーザがそれぞれ使用するユーザ端末間で
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の通信を可能にするネットワークに接続された通信支援システムであって、前記複数のユ
ーザのうちの少なくとも１のユーザに関する情報であって、前記複数のユーザの少なくと
も一部のユーザからアクセス可能な共有情報と、前記共有情報にアクセス済みであるユー
ザを示すアクセス情報とを記録したユーザ情報記録部へアクセス可能であり、複数のユー
ザ端末のいずれかからの通信開始要求を取得して、開始が要求されている通信の発信ユー
ザと受信ユーザとを特定するユーザ特定部と、前記ユーザ情報記録部に記録された共有情
報およびアクセス情報を参照して、前記受信ユーザに関する共有情報であって前記発信ユ
ーザが未だアクセスしていない共有情報が存在するか否かを判断する検索部と、前記検索
部における判断の結果に基づいて、前記発信ユーザのユーザ端末と前記受信ユーザのユー
ザ端末と間の通信を開始するか否かを判定し、判定結果を出力する制御部とを備える。
【０００６】
　制御部は、検索部による判断の結果に基づいて通信を開始するか否かを判定するので、
発信ユーザが未アクセスの受信ユーザに関する共有情報が存在するか否かによって、前記
発信ユーザと受信ユーザとの通信を開始するか否かを判定することができる。さらに制御
部は、判定結果を出力するので、出力された判定結果により通信を開始するか否かを制御
することが可能になる。その結果、受信ユーザに関する情報であって発信ユーザが確認す
べき情報があるか否かによって受信ユーザと発信ユーザとの通信を開始するか否かを制御
することが可能になる。
【０００７】
　本発明にかかる通信支援システムにおいて、前記検索部が、前記受信ユーザに関する共
有情報であって前記発信ユーザが未だアクセスしていない共有情報が前記ユーザ情報記録
部に存在すると判断した場合に、前記制御部は、前記発信ユーザのユーザ端末と前記受信
ユーザのユーザ端末との間の通信を開始しないと判定することが好ましい。
【０００８】
　これにより、受信ユーザに関する共有情報であって、発信ユーザが未だアクセスしてい
ない共有情報が存在する場合には、前記発信ユーザのユーザ端末と前記受信ユーザのユー
ザ端末との間の通信の開始が抑止される。その結果、発信ユーザは、受信ユーザに関して
確認すべき情報があるにも関わらず、受信ユーザとの通信を開始してしまうことを防ぐこ
とができる。
【０００９】
　本発明にかかる通信支援システムにおいて、前記検索部が、前記受信ユーザに関する共
有情報であって前記発信ユーザが未だアクセスしていない共有情報が前記ユーザ情報記録
部に存在すると判断した場合に、前記制御部は、前記発信ユーザのユーザ端末と前記受信
ユーザのユーザ端末との間の通信を開始しないと判定し、判定結果として、予め記録され
た転送先端末を示すデータを出力することが好ましい。
【００１０】
　これにより、受信ユーザに関する共有情報であって、発信ユーザが未だアクセスしてい
ない共有情報が存在する場合には、転送先端末を示すデータが出力されるので、発信ユー
ザのユーザ端末と転送先端末との通信の開始が可能になる。その結果、発信ユーザは、受
信ユーザとの通信を開始する前に、転送先端末のユーザとの通信を開始することができる
。これにより、発信ユーザは、受信ユーザに関して確認すべき情報がある場合、その情報
を確認せずに受信ユーザとの通信を開始することを防ぎ、かつ所定の転送先との通信を開
始することができる。
【００１１】
　本発明にかかる通信支援システムは、前記制御部が、判定結果として、予め記録された
転送先端末を示すデータを出力した場合に、前記発信ユーザが前記共有情報にアクセス済
みであるユーザであることが示されるようにアクセス情報を更新する更新部をさらに備え
ることが好ましい。
【００１２】
　これにより、前記転送先データが示すユーザのユーザ端末と、前記発信ユーザのユーザ
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端末との間での通信が開始される場合、ユーザ情報記録部のアクセス情報が、発信ユーザ
が受信ユーザの共有情報にアクセスしたことを示すように、自動的に更新される。
【００１３】
　本発明にかかる通信支援システムは、前記検索部が、前記受信ユーザに関する共有情報
であって前記発信ユーザが未だアクセスしていない共有情報が前記ユーザ情報記録部に存
在すると判断した場合に、前記発信ユーザが未だアクセスしていない共有情報が前記発信
ユーザのユーザ端末に送信されるようにする情報提供部をさらに備えることが好ましい。
【００１４】
　これにより、受信ユーザに関する共有情報であって、発信ユーザが未だアクセスしてい
ない共有情報が存在する場合には、発信ユーザは、その共有情報を取得することができる
。
【００１５】
　本発明にかかる通信支援システムは、前記情報提供部が、前記発信ユーザが未だアクセ
スしていない共有情報が前記発信ユーザのユーザ端末に送信されるようにした場合に、前
記発信ユーザが前記共有情報にアクセス済みであるユーザであることが示されるようにア
クセス情報を更新する更新部をさらに備えることが好ましい。
【００１６】
　これにより、未アクセスの受信ユーザの共有情報が発信ユーザのユーザ端末に送信され
る場合、発信ユーザが受信ユーザの共有情報にアクセスしたことを示すようにアクセス情
報が自動的に更新される。
【００１７】
　本発明にかかる通信支援システムにおいて、前記ユーザ特定部は、さらに、複数のユー
ザ端末のいずれかにおいて通信が終了したことを示す通信終了通知を取得して、前記終了
した通信における発信ユーザと受信ユーザとを特定し、通信支援システムは、前記ユーザ
情報記録部に、前記終了した通信の履歴を含む情報を、前記終了した通信における前記発
信ユーザおよび前記受信ユーザのうち少なくとも一方の共有情報として登録する登録部を
さらに備えることが好ましい。
【００１８】
　登録部は、終了した通信に関する情報を、その通信の発信ユーザおよび受信ユーザのう
ち少なくとも一方の共有情報としてユーザ情報記録部に登録するので、ユーザ情報記録部
には、終了した通信の履歴を含む情報が共有情報として蓄積される。これにより、終了し
た通信に関する情報を共有情報に登録する操作をユーザが行わなくても、自動的に通信に
関する情報が蓄積される。
【００１９】
　本発明にかかる通信支援システムは、前記複数のユーザがそれぞれ使用するユーザ端末
間の通信を制御する通信制御サーバに接続されてもよい。その場合、通信支援システムは
、複数のユーザ端末のいずれかから前記通信制御サーバへ送信された通信開始要求を、前
記通信制御サーバから受信して前記ユーザ特定部へ通知する受信部をさらに備え、前記制
御部は、前記通信制御サーバに対して、前記判定結果を出力することが好ましい。
【００２０】
　これにより、通信制御サーバは、ユーザ端末から受信した通信制御要求により開始が要
求されている通信について、その通信を開始するか否かを制御部から出力された判定結果
に基づいて制御する。そのため、制御部は、通信制御サーバを介して発信ユーザと受信ユ
ーザとの通信を開始するか否かを制御することができる。
【００２１】
　本発明にかかる通信支援システムは、複数のユーザ端末のいずれかからの通信開始要求
を前記ユーザ特定部よりも先に取得して、前記通信開始要求に特定のデータが含まれてい
るか否かを判定し、前記判定に基づいて、前記通信開始要求を前記ユーザ特定部へ通知す
るか否かを決定する処理判定部をさらに備えることが好ましい。
【００２２】
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　処理判定部により通信開始要求がユーザ特定部へ通知されないと決定された場合、前記
通信開始要求はユーザ特定部へ通知されない。その場合、ユーザ特定部、検索部および制
御部は、前記通信開始要求についての処理を行わない。したがって、処理判定部は、特定
のデータが通信開始要求に含まれている否かによって、その通信開始要求について、通信
支援システムによる処理を行うか否かを決定することになる。そのため、発信ユーザは、
通信開始要求に特定のデータを含ませるか否かによって、通信支援システムによる通信の
処理の有無を操作できる。
【００２３】
　本発明にかかる通信支援システムにおいて、前記制御部は、前記受信ユーザに関する共
有情報であって前記発信ユーザが未だアクセスしていない共有情報が前記ユーザ情報記録
部に存在しないと判断した場合に、前記通信開始要求に特定のデータが含まれているか否
かをさらに判断し、特定のデータが含まれている場合には、前記発信ユーザのユーザ端末
と前記受信ユーザのユーザ端末との間の通信を開始しないと判定することが好ましい。
【００２４】
　これにより、通信開始要求に特定のデータが含まれていると、発信ユーザが未だアクセ
スしていない共有情報が存在しない場合であっても、前記発信ユーザのユーザ端末と前記
受信ユーザのユーザ端末との間の通信は開始されない。一方、発信ユーザが未だアクセス
していない共有情報が存在する場合は、転送先と発信ユーザとの通話が開始されるか、ま
たは、発信ユーザ端末に共有情報が送信される。したがって、発信ユーザは、通信開始要
求の発信時に特定のデータを通信開始要求に付加することによって、発信ユーザが未だア
クセスしていない受信ユーザの共有情報が存在するか否かの確認だけを行うことができる
。
【００２５】
　本発明にかかる通信支援方法は、複数のユーザがそれぞれ使用するユーザ端末間での通
信を可能にするネットワークに接続されたコンピュータを用いた通信支援方法であって、
前記コンピュータのユーザ特定部が、複数のユーザ端末のいずれかからの通信開始要求を
取得して、開始が要求されている通信の発信ユーザと受信ユーザとを特定する工程と、前
記コンピュータの検索部が、前記複数のユーザのうちの少なくとも１のユーザに関する情
報であって、前記複数のユーザの少なくとも一部のユーザからアクセス可能な共有情報と
、前記共有情報にアクセス済みであるユーザを示すアクセス情報とを記録したユーザ情報
記録部へアクセスし、前記受信ユーザに関する共有情報であって前記発信ユーザが未だア
クセスしていない共有情報が存在するか否かを判断する検索工程と、前記コンピュータの
制御部が、前記検索工程における判断の結果に基づいて、前記発信ユーザのユーザ端末と
前記受信ユーザのユーザ端末と間の通信を開始するか否かを判定し、判定結果を出力する
工程と含む。
【００２６】
　本発明にかかる通信支援プログラムは、複数のユーザがそれぞれ使用するユーザ端末間
での通信を可能にするネットワークに接続されたコンピュータに処理を実行させる通信支
援プログラムであって、複数のユーザ端末のいずれかからの通信開始要求を取得して、開
始が要求されている通信の発信ユーザと受信ユーザとを特定する処理と、前記複数のユー
ザのうちの少なくとも１のユーザに関する情報であって、前記複数のユーザの少なくとも
一部のユーザからアクセス可能な共有情報と、前記共有情報にアクセス済みであるユーザ
を示すアクセス情報とを記録したユーザ情報記録部へアクセスして、前記受信ユーザに関
する共有情報であって前記発信ユーザが未だアクセスしていない共有情報が存在するか否
かを判断する検索処理と、前記検索処理における判断の結果に基づいて、前記発信ユーザ
のユーザ端末と前記受信ユーザのユーザ端末と間の通信を開始するか否かを判定し、判定
結果を出力する処理とをコンピュータに実行させる。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、発信ユーザが確認すべき受信ユーザに関する情報があるか否かによっ



(7) JP 4627281 B2 2011.2.9

10

20

30

40

50

て、受信ユーザと発信ユーザとの通信を開始するか否かを制御することができる通信支援
システム、通信支援方法、通信支援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】
【００２８】
　［第１の実施形態］
　図１は、本実施形態にかかる通信支援システムを含む通信システム全体の構成を示す機
能ブロック図である。図１に示す通信支援システム１は、電話網１３における通話制御サ
ーバ６に接続されている。電話網１３には、ユーザ端末１２ａ、１２ｂを含む複数のユー
ザ端末が接続されている。通話制御サーバ６は、電話網１３における交換機の役割を果た
す。例えば、ユーザ端末１２ａが、ユーザ端末１２ｂとの間で通話を開始しようとする場
合、通話開始要求を通話制御サーバ６に送信する。通話制御サーバ６は、通話開始要求を
受信すると、ユーザ端末１２ａ、１２ｂ間の通話が可能な状態にする。なお、通話制御サ
ーバ６は、本発明における通信制御サーバの１実施形態である。
【００２９】
　通話制御サーバ６は、さらに、ユーザ端末１２ａ，１２ｂから受信した通話開始要求を
通信支援システム１へ送信する。例えば、ユーザ端末１２ａが通話開始要求を通話制御サ
ーバ６に送信した場合、通話制御サーバ６は、ユーザ端末１２ａからの通話開始要求を通
信支援システム１へ送信する。なお、通話制御サーバ６は、ユーザ端末から受信した通話
開始要求をそのまま通信支援システムに送信する必要は必ずしもない。
【００３０】
　また、通話制御サーバ６は、ユーザ端末間の通話が終了すると、通話が終了したことを
示す通話終了通知を通信支援システム１へ送信する。この通話終了通知は、ユーザ端末か
ら送信されたデータでもよいし、通話制御サーバ６が生成したデータでもよい。
【００３１】
　通信支援システム１は、受信部２、ユーザ特定部３、検索部４、制御部５、更新部９お
よび登録部１１を備える。また、通信支援システム１は、識別情報記録部７およびユーザ
情報記録部８にアクセス可能である。
【００３２】
　通信支援システム１は、例えば、パーソナルコンピュータ、ワークステーション、サー
バ等のコンピュータにより実現することができる。受信部２、ユーザ特定部３、検索部４
、制御部５、更新部９および登録部１１の各機能は、コンピュータのＣＰＵが所定のプロ
グラムに従って動作することにより実現される。なお、上記各機能に対応する別個のハー
ドウエアが必ずしも存在するわけではない。
【００３３】
　識別情報記録部７およびユーザ情報記録部８は、コンピュータの内蔵記憶装置またはこ
のコンピュータからアクセス可能な記憶装置によって具現化される。なお、受信部２、ユ
ーザ特定部３、検索部４、制御部５、更新部９および登録部１１の機能をコンピュータで
実現するためのプログラムまたはそれを記録した記録媒体も本発明の一実施態様である。
【００３４】
　受信部２は、電話網１３に接続された複数のユーザ端末のいずれかから通話制御サーバ
６へ送信された通話開始要求および通話終了通知を、通話制御サーバ６から受信してユー
ザ特定部３へ通知する。
【００３５】
　通話開始要求および通話終了通知には、例えば、発信ユーザ端末の電話番号と、受信ユ
ーザ端末の電話番号とが含まれる。発信ユーザ端末は、通話開始要求を発信したユーザ端
末である。受信ユーザ端末は、通話開始要求によって発信ユーザ端末との通話の開始を要
求されるユーザ端末である。
【００３６】
　ユーザ特定部３は、受信部２から通知された通話開始要求または通話終了通知から、開
始しようとする通信における発信ユーザ端末の電話番号と受信ユーザ端末の電話番号とを
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抽出する。ユーザ特定部３は、識別情報記録部７を参照することにより、抽出した電話番
号から発信ユーザを示すデータと受信ユーザを示すデータとを取得する。これにより、発
信ユーザと受信ユーザが特定される。識別情報記録部７には、ユーザ端末の電話番号と、
ユーザを示すデータとが対応付けられて記録されている。
【００３７】
　図２は、識別情報記録部７に記録されるデータの具体例を示す図である。本実施形態で
は、図２に示すような営業担当者テーブル７１および顧客テーブル７２が識別情報記録部
７に記録される場合について説明する。
【００３８】
　営業担当者テーブル７１には、ユーザ端末の電話番号と、そのユーザ端末のユーザであ
る営業担当者の名前とが対応付けられて記録される。顧客テーブル７２には、ユーザ端末
の電話番号と、そのユーザ端末のユーザである顧客の名前とが対応付けられて記録される
。なお、図２に示す営業担当者テーブル７１と顧客テーブル７２は、一例であり、識別情
報記録部７に記録されるデータはこれに限られない。
【００３９】
　検索部４は、ユーザ情報記録部８に記録された共有情報およびアクセス情報を参照して
、ユーザ特定部３によって特定された受信ユーザに関する共有情報であって発信ユーザが
未だアクセスしていない共有情報が存在するか否かを判断する。検索部４は、ユーザ特定
部３が特定した発信ユーザと受信ユーザを表すデータを用いて、発信ユーザが未だアクセ
スしていない受信ユーザに関する共有情報の検索を行う。なお、共有情報は、電話網１３
にアクセス可能なユーザのうち１または複数のユーザに関する情報であって、複数のユー
ザの少なくとも一部からアクセス可能なデータである。
【００４０】
　ユーザ情報記録部８には、共有情報と、その共有情報にアクセス済みであるユーザを示
すアクセス情報とが各ユーザについて記録されている。１人のユーザについての共有情報
には、例えば、そのユーザが行った通話の履歴に関する情報や、そのユーザが行った通話
の内容に関する情報等が含まれる。
【００４１】
　ユーザ情報管理システム２１は、ユーザからの共有情報の入力を受け付けて、入力され
た共有情報をユーザ情報記録部８に登録する。すなわち、ユーザは、ユーザ情報管理シス
テム２１を介してユーザ情報記録部８に共有情報を登録することができる。また、ユーザ
情報管理システム２１は、ユーザからの閲覧要求に応じて、ユーザ情報記録部８に記録さ
れた共有情報をユーザに表示する。すなわち、ユーザは、ユーザ情報管理システム２１を
介してユーザ情報記録部８に記録された共有情報にアクセスすることができる。
【００４２】
　図３は、ユーザ情報記録部８に記録されるデータの具体例を示す図である。本実施形態
では、一例としてユーザ情報記録部８に、図３に示すようなユーザ情報テーブル８１、８
２が記録される場合について説明する。ユーザ情報テーブル８１、８２それぞれには、各
顧客について、顧客の名前、共有情報、アクセス情報が、記録されている。共有情報には
、顧客情報、登録者および登録日時が含まれている。登録者は共有情報を登録した者、登
録日時は共有情報を登録した日付および時間をそれぞれ示すデータである。アクセス情報
は、共有情報にアクセス済みか否かを営業担当者ごとに示すデータである。「既読」はア
クセス済みであることを表しており、「未読」は未アクセスであることを表している。
【００４３】
　アクセス情報は、複数の営業担当者について、共有情報にアクセス済みか否かを示すデ
ータを含んでいる。この複数の営業担当者は、例えば、顧客の共有情報にアクセスする可
能性のある営業担当者である。例えば、顧客テーブル８１では、顧客「鈴木」を担当する
営業担当者「高木」「佐藤」について、それぞれ、共有情報にアクセス済みか否かを示す
データが記録されている。アクセス済みか否かを示すデータを、どのユーザ（営業担当者
）について記録するかは、例えば、ユーザ情報管理システム２１を介してユーザが予め設
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定して決めてもよい。あるいは、ユーザ情報管理システム２１が、共有情報にアクセスし
た営業担当者のデータを、自動的にアクセス情報に記録するようにしてもよい。
【００４４】
　なお、図３に示すデータは一例であり、ユーザ情報記録部８に記録されるデータは、こ
れに限られない。例えば、アクセス情報および共有情報は、異なるテーブルに記録されて
もよいし、テーブルではなくファイルに記録されてもよい。また、図３に示すデータは、
電話網１３を利用して通話を行うユーザのうち、あるビジネスにおける顧客についての共
有情報およびアクセス情報であるが、他のユーザについての共有情報およびアクセス情報
がユーザ情報記録部８に記録されてもよい。
【００４５】
　制御部５は、検索部４における判断の結果に基づいて、発信ユーザのユーザ端末と受信
ユーザのユーザ端末と間の通信を開始するか否かを判定し、判定結果を通話制御サーバ６
へ出力する。判定結果の例として、例えば、発信ユーザ端末と受信ユーザ端末と間の通話
を開始することを指示するデータ、発信ユーザ端末と受信ユーザ端末と間の通話の開始を
抑止することを指示するデータ、または、発信ユーザ端末の発信した通話開始要求の転送
先を示すデータ等が挙げられる。通話制御サーバ６は、制御部５から受信した制御データ
に基づいて通話の開始の是非を決定する。
【００４６】
　更新部９は、制御部５による処理に応じて、ユーザ情報記録部８のデータを更新する。
登録部１１は、受信部２が通話終了通知を受信した場合に、終了した通信の履歴を含む情
報をユーザ情報記録部８に登録する。その際、登録部１１は、終了した通信の履歴を含む
情報を、その通信における前記発信ユーザおよび前記受信ユーザのうち少なくとも一方の
共有情報としてユーザ情報記録部８に登録する。通信の履歴を示す情報と例として、例え
ば、通信の日時、通話時間、通話内容、通話したユーザ等が挙げられる。
【００４７】
　次に、通信支援システム１の動作の具体例について説明する。図４は、通信支援システ
ム１が、通話制御サーバ６から通話開始要求を受信した場合の動作例を示すフローチャー
トである。
【００４８】
　図４に示す処理において、受信部２は、ユーザ端末からの通話開始要求を、通話制御サ
ーバ６を介して受信したか否かを判断する（Ｏｐ１）。受信部２は、通話開始要求を受信
したと判断すると、受信した通話開始要求をユーザ特定部３へ通知する。受信部２は、通
話開始要求を受信しなければ、待機状態となる。
【００４９】
　ユーザ特定部３は、受信部２から通話開始要求を通知されると、通話開始要求に含まれ
ている発信ユーザ端末の電話番号（以下、発番号と称する）と受信ユーザ端末の電話番号
（以下、着番号と称する）とを抽出する。その後、ユーザ特定部３は、発番号を用いて、
識別情報記録部７から発信ユーザを示すデータを取得する（Ｏｐ２）。さらに、ユーザ特
定部３は、着番号を用いて、識別情報記録部７から受信ユーザを示すデータを取得する（
Ｏｐ３）。
【００５０】
　Ｏｐ２およびＯｐ３の処理の具体例について図２を参照して説明する。Ｏｐ２において
、ユーザ特定部３は、営業担当者テーブル７１を検索して、発番号（例えば “０００１
”とする）＝電話番号であるレコードの営業担当者の名前「高木」を取得する。この場合
、「高木」が発信ユーザを示すデータである。また、Ｏｐ３において、ユーザ特定部３は
、顧客テーブル７２を検索して、着番号（例えば “１０００”とする）＝電話番号であ
るレコードの営業担当者の名前「鈴木」を取得する。この場合、「鈴木」が、受信ユーザ
を示すデータである。
【００５１】
　Ｏｐ２、Ｏｐ３で発信ユーザを示すデータおよび受信ユーザを示すデータが取得される
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と、検索部４は、それらのデータを用いて、ユーザ情報記録部８に対して、先ユーザに関
する共有情報であって発信ユーザが未だアクセスしていない共有情報を検索する（Ｏｐ４
）。そして、検索部４は、そのような共有情報が存在するか否かを判断する（Ｏｐ５）。
【００５２】
　例えば、発信ユーザを示すデータが「高木」であり、受信ユーザを示すデータが「鈴木
」である場合、検索部４は、名前が「鈴木」である顧客のユーザ情報テーブル８１（図３
参照）のアクセス情報を参照する。さらに、検索部４は、名前が「高木」の営業担当者に
ついて「未読」を示すデータが前記アクセス情報に存在するか否かを判定する。ユーザ情
報テーブル８１のアクセス情報には、名前が「高木」の営業担当者について「未読」を示
すデータが存在する。この場合、検索部４は、顧客「鈴木」の共有情報の中に、営業担当
者「高木」が未アクセスである共有情報が存在すると判断する。
【００５３】
　Ｏｐ４における検索の結果、検索部４が、受信ユーザに関する共有情報であって発信ユ
ーザが未だアクセスしていない共有情報が存在すると判断した場合（Ｏｐ５でｙｅｓ）、
制御部５は、発信ユーザ端末と受信ユーザ端末との間の通話の開始を抑止することを指示
する制御データを生成し、通話制御サーバ６に送信する（Ｏｐ７）。制御部５から制御デ
ータを受信した通話制御サーバ６は、通話を開始できない旨を、発信ユーザ端末に応答す
る。その結果、発信ユーザ端末と受信ユーザ端末との通話は開始されない。
【００５４】
　一方、Ｏｐ４における検索の結果、検索部４が、前記共有情報は存在しないと判断した
場合（Ｏｐ５でｎｏ）、制御部５は、発信ユーザ端末と受信ユーザ端末との間の通話の開
始を指示する制御データを生成し、通話制御サーバ６に送信する（Ｏｐ６）。制御部５か
ら制御データを受信した通話制御サーバ６は、発送元ユーザ端末からの通話開始要求を、
受信ユーザ端末に転送する。通話制御サーバ６は、受信ユーザ端末から通話開始可能であ
る旨の応答を得ると、発信ユーザ端末と受信ユーザ端末との間で通話が可能な状態にする
。
【００５５】
　以上、図４に示した処理によって、発信ユーザが未アクセスの受信ユーザに関する共有
情報が存在する場合には、発信ユーザは受信ユーザとの通話を開始しないように、通信支
援システム１によって制御されることになる。
【００５６】
　次に、図５を参照して、通信支援システム１が、通話制御サーバ６から通話終了通知を
受信した場合の動作例について説明する。図５に示す処理において、受信部２は、通話制
御サーバ６からの通話終了通知を受信したか否かを判断する（Ｏｐ１０１）。受信部２は
、通話制御サーバ６から通話終了通知を受信したと判断すると、受信した通話終了通知を
ユーザ特定部３へ渡す。
【００５７】
　ユーザ特定部３は、受信部２から通話終了通知を渡されると、通話終了通知に含まれて
いる発番号と着番号とを抽出する。その後のＯｐ２およびＯｐ３の処理は、図４に示すＯ
ｐ２およびＯｐ３と同じである。
【００５８】
　Ｏｐ３の後、登録部１１は、ユーザ情報記録部８に、終了した通信の履歴を含む情報を
、発信ユーザおよび受信ユーザのうち少なくとも一方の共有情報として登録する（Ｏｐ１
０４）。
【００５９】
　ここで、登録される終了した通信の履歴を含む情報の具体例を説明する。図３のユーザ
情報テーブル８２の顧客情報「通話しました」は、例えば、発信ユーザが営業担当者の「
高木」であり、受信ユーザが顧客の「片山」である場合に通話の履歴を示す情報として登
録される顧客情報の例である。さらに、通話の履歴を示す情報として、共有情報の登録者
に「高木」、共有情報の登録日時に「２／１８　１６:００」が登録される。また、「高
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木」のアクセス情報として「既読」、「荒井」のアクセス情報として「未読」が登録され
る。なお、図３に示すユーザ情報記録部８のデータの例では、共有情報およびアクセス情
報は顧客についてのみ記録されており、営業担当者等やその他のユーザについては記録さ
れていない。そのため、登録部１１は、顧客である「片山」についての共有情報およびア
クセス情報を登録し、「高木」については登録しないことにしてもよい。
【００６０】
　以上のように、図５に示す処理により、受信部２が通話終了通知を受信した場合に、終
了した通信の履歴に関する情報がユーザ情報記録部８に蓄積される。これにより、ユーザ
が登録操作を行わなくても、終了した通信の履歴に関する情報が自動的にユーザ情報記録
部８に蓄積される。そのため、例えば、営業担当者が顧客との通話を終了した後、通話し
たことをユーザ情報記録部８に登録し忘れて、他の営業担当者がその顧客に同じ要件で再
度電話をかけてしまうという事態の発生を防ぐことができる。
【００６１】
　次に、通信支援システム１の動作の変形例について説明する。図６は、通信支援システ
ム１が、通話制御サーバ６から通話開始要求を受信した場合の動作の変形例を示すフロー
チャートである。
【００６２】
　図６に示す処理において、Ｏｐ１～Ｏｐ６は、図４に示すＯｐ１～Ｏｐ６と同じである
。Ｏｐ５でｙｅｓの場合、検索部４は、検索の結果見つかった共有情報の登録者を示す情
報をユーザ情報記録部８から取得し、その登録者が、発信ユーザであるか否かを判断する
（Ｏｐ８）。登録者が発信ユーザである場合（Ｏｐ８でｙｅｓの場合）、制御部５は、通
話制御サーバ６に通話開始を指示する制御データを送信する（Ｏｐ６）。
【００６３】
　登録者が発信ユーザとは異なる場合（Ｏｐ８でｎｏの場合）、制御部５は、登録者のユ
ーザ端末の電話番号を転送先ユーザ端末の電話番号として識別情報記録部７から取得する
（Ｏｐ９）。例えば、発信ユーザが営業担当者「高木」であり、受信ユーザが顧客の「片
山」である場合、図３のユーザ情報テーブル８２に示すように、「高木」が「未読」であ
る共有情報の登録者は「荒井」である。この場合、制御部５は、登録者「荒井」のユーザ
端末の電話番号“０００３”を図２に示す営業担当者テーブル７１から取得する。
【００６４】
　ここで、もし、発信ユーザが未アクセスの共有情報が複数存在する場合、制御部５は、
複数の共有情報のうち、最近に登録された共有情報の登録者の電話番号を取得する。これ
により、最も新しい情報を持つ者を転送先ユーザとすることができる。
【００６５】
　そして、制御部５は、受信ユーザ端末からの通話開始要求を、前記転送先ユーザのユー
ザ端末へ転送することを指示する制御データを生成して、通話制御サーバ６へ送信する（
Ｏｐ１０）。この転送を指示する制御データには、転送先ユーザ端末の電話番号（すなわ
ち、Ｏｐ９で取得した登録者「荒井」のユーザ端末の電話番号“０００３”）が含まれる
。
【００６６】
　この制御データを受信した通話制御サーバ６は、受信ユーザ端末からの通話開始要求を
、前記転送先ユーザのユーザ端末へ転送する。その結果、転送先ユーザ端末の電話番号が
示す登録者「荒井」のユーザ端末と、発信ユーザ「高木」のユーザ端末との間の通話が開
始される。この通話が終了すると、通話制御サーバ６は、通話終了通知を受信部２へ送信
する。
【００６７】
　Ｏｐ１０の後、制御部５は、受信ユーザ端末と転送先ユーザ端末との間の通話が終了し
たか否かを判断する（Ｏｐ１１）。このＯｐ１１において、制御部５は、受信部２が通話
制御サーバ６から通話終了通知を受信したか否かによって上記の判断をすることができる
。
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【００６８】
　制御部５が、通話が終了したと判断した場合、更新部９は、受信ユーザの共有情報にア
クセス済みのユーザに、発信ユーザが含まれるようにユーザ情報記録部８のアクセス情報
を更新する（Ｏｐ１２）。更新部９は、例えば、図３のユーザ情報テーブル８２のアクセ
ス情報において、「高木」が未アクセスを示す「未読」を、アクセス済みを示す「既読」
に更新する（Ｏｐ１２）。
【００６９】
　以上、図６に示した処理により、発信ユーザが未アクセスの受信ユーザに関する共有情
報が存在する場合は、発信ユーザは受信ユーザとの通話を開始しないで、共有情報の登録
者と通話を開始するように、通信支援システム１によって制御されることになる。これに
より、発信ユーザは、未アクセスの共有情報の登録者と通話をすることができる。その結
果、発信ユーザは、ユーザ情報記録部８に記録されていない情報についても共有情報の登
録者から得られる可能性がある。さらに、発信ユーザと共有情報の登録者との通話が終了
すると、共有情報が自動的にアクセス済みに更新される。
【００７０】
　なお、図６に示す例では、共有情報に含まれる登録者を転送先としているが、転送先は
登録者に限られない。例えば、制御部５は、共有情報とは別に予め記録されている転送先
を示すデータを用いて転送先を決定してもよい。図７は、予め記録される転送先を示すデ
ータの具体例を示す図である。図７に示すデータは、顧客の名前とその主営業担当者の名
前とが対応付けられて記録されている。例えば、受信ユーザが顧客の「片山」である場合
、制御部５は、Ｏｐ９の処理の代わりに、図７に示すデータを参照して、転送先ユーザを
示すデータとして、主営業担当者の「荒井」を得ることができる。図７に示すように、受
信ユーザごとに転送先を示すデータを予め記録しておくことで、受信ユーザについて詳し
い情報を持っているユーザを転送先に設定することができる。
【００７１】
　以上、第１の実施形態について説明したが、通信支援システム１が適用可能な通信シス
テムは、上記実施形態で説明した電話網１３による通信システムに限られない。例えば、
インターネットまたはイントラネットにおけるメール通信システム、ＩＭ（ｉｎｓｔａｎ
ｔ　ｍｅｓｓａｇｉｎｇ）システム等にも本発明にかかる通信支援システム１を適用する
ことができる。
【００７２】
　［第２の実施形態］
　図８は、本実施形態にかかる通信支援システムを含む通信システム全体の構成を示す機
能ブロック図である。図８において、図１と同じ部分には、同じ番号を付し、説明を省略
する。図８に示す通信支援システム１０は、図１に示す通信支援システム１に処理判定部
１６をさらに付加した構成である。
【００７３】
　処理判定部１６は、受信部２ａが、ユーザ端末から通話制御サーバ６を介して受信した
通話開始要求に、特定の番号が含まれているか否かを判断する。そして、処理判定部１６
は、その判断結果に基づいて、通話開始要求をユーザ特定部３に通知するか、または、通
知せずに通話制御サーバ６へ通話開始処理の継続を指示するかいずれかを行う。
【００７４】
　ここで、特定の番号は、ユーザ端末が通話開始要求を発信する際に付加される。ユーザ
がユーザ端末に通話開始要求を発信させる操作を行う際、通話をしたい相手のユーザ端末
の電話番号を入力する。この入力時にユーザは、前記電話番号に加えて特定の番号を入力
してもよい。
【００７５】
　次に、通信支援システム１０の動作の具体例について説明する。図９は、通信支援シス
テム１０が、通話制御サーバ６から通話開始要求を受信した場合の動作例を示すフローチ
ャートである。図９において、Ｏｐ１～Ｏｐ７は、図４に示すＯｐ１～Ｏｐ７と同じ処理
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である。
【００７６】
　受信部２は、Ｏｐ１でユーザ端末からの通話開始要求を通話制御サーバ６から受信した
と判断すると、受信した通話開始要求を処理判定部１６へ通知する。処理判定部１６は、
通話開始要求に特定の番号が含まれているか否かを判断する（Ｏｐ１７）。ここで、特定
の番号は、通信支援システム１０による制御をしないことを表す番号として、予め決めら
れた番号である。
【００７７】
　処理判定部１６は、通話開始要求に特定の番号が含まれていると判断した場合（Ｏｐ１
７でｙｅｓの場合）、通話制御サーバ６に、通話開始要求にかかる通話を開始する処理を
継続することを指示するデータを送信する（Ｏｐ１８）。このデータを受信した通話制御
サーバ６は、通話を開始する処理を継続する。なお、受信部２ａが受信した通話開始要求
は、ユーザ特定部３へは通知されない。
【００７８】
　一方、処理判定部１６は、通話開始要求に特定の番号が含まれていないと判断した場合
（Ｏｐ１７でｎｏの場合）、通話開始要求をユーザ特定部３に通知する。その後のＯｐ２
～Ｏｐ７の処理は、図４に示すＯｐ２～Ｏｐ７と同様である。
【００７９】
　以上、図９に示した処理により、通話開始要求に特定の番号が含まれている場合には、
その通話開始要求について、通信支援システム１０による通信の制御を行わないようにす
ることができる。このため、通話開始要求を発信する発信ユーザは、予め決められた特定
の番号を、通話を開始したい相手の電話番号に付加して入力することにより、通信支援シ
ステム１０による通話制御を行わせないようにすることができる。
【００８０】
　なお、本実施形態において、処理判定部１６は、通話開始要求に特定の番号が含まれて
いる場合に、通信支援システム１０による通信の制御をしないようにしているが、これと
は逆に、通話開始要求に特定の番号が含まれていない場合に、通信支援システム１０によ
る通信の制御をしないようにしてもよい。
【００８１】
　また、処理判定部１６は、通話制御サーバ６に設けられてもよい。その場合、処理判定
部１６は、ユーザ端末から通話開始要求を取得して、特定の番号が含まれているか否かに
よって、受信部２ａへその通話開始要求を送信するか否かを決定する。そして、処理判定
部１６は、送信すると決定した場合に、通話開始要求を受信部２ａへ送信する。すなわち
、処理判定部１６は、通信支援システム１０で処理する必要のある通話開始要求のみを受
信部２ａへ送信する。
【００８２】
　また、通信支援システム１０を、上記の通話制御サーバ６を含む電話網１３による通信
システムではなく、例えば、インターネットまたはイントラネットにおけるメール通信シ
ステムまたはＩＭシステム等に適用する場合は、上記特定の番号の代わりに特定のキーワ
ードを用いることができる。すなわち、上記特定の番号は、特定の処理を行うことを示す
特定のデータの一例である。
【００８３】
　また、上記特定の番号は、ユーザごとに異なる番号としてもよい。この場合、例えば、
識別情報記録部７に、ユーザごとに設定された特定の番号を記録しておくことができる。
処理判定部１６は、通話開始要求に含まれる着番号から受信ユーザを特定し、受信ユーザ
について設定された特定の番号を、識別情報記録部７から取得することができる。処理判
定部１６は、取得した特定の番号が通話開始要求に含まれているかを判断する。
【００８４】
　図１０は、ユーザごとに設定された特定の番号を記録するデータの具体例を示す図であ
る。図１０に示す顧客テーブル７２ａは、図２に示す顧客テーブル７２に、ユーザ（顧客
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）ごとに設定された特定の番号を追加した構成を有する。例えば、通話開始要求に含まれ
る着番号が示す受信ユーザが、顧客「鈴木」である場合、上記Ｏｐ１７において処理判定
部１６は、その通話開始要求に「鈴木」の特定の番号“＃１１１１”を顧客テーブル７２
から取得する。そして、処理判定部１６は、取得した特定の番号“＃１１１１”が通話開
始要求に含まれるか否かを判断する。
【００８５】
　［第３の実施形態］
　図１１は、本実施形態にかかる通信支援システムの動作を示すフローチャートである。
図１１において、Ｏｐ１～Ｏｐ５およびＯｐ８～Ｏｐ１２は、図６におけるＯｐ１～Ｏｐ
５およびＯｐ８～Ｏｐ１２と同じ処理である。また、本実施形態にかかる通信支援システ
ムの構成は、図１に示す通信支援システム１と同様の構成とすることができる。
【００８６】
　図１１において、Ｏｐ５でｎｏの場合、すなわち、検索部４は、発信ユーザが未アクセ
スである受信ユーザの共有情報が存在しないと判断した場合、制御部５は、通話開始要求
に特定の番号が含まれるか否かを判断する（Ｏｐ２６）。また、Ｏｐ８でｙｅｓの場合も
、Ｏｐ２６の処理が行われる。ここで、特定の番号は、通信の開始を抑止することを表す
番号である。
【００８７】
　制御部５は、特定の番号が含まれると判断した場合（Ｏｐ２６でｎｏの場合）、通話開
始要求にかかる通信を開始する処理を継続することを指示する制御データを生成し、通話
制御サーバ６へ送信する（Ｏｐ２７）。
【００８８】
　制御部５は、特定の番号が含まれると判断した場合（Ｏｐ２６でｙｅｓの場合）、通話
開始要求にかかる通信の開始を抑止することを指示する制御データを生成し、通話制御サ
ーバ６へ送信する（Ｏｐ２８）。
【００８９】
　以上、図１１に示した処理により、発信ユーザが未アクセスの受信ユーザに関する共有
情報が存在しない場合であっても、通話開始要求に特定の番号が含まれている場合には、
受信ユーザとの通話を開始しないようにすることができる。一方で、発信ユーザが未アク
セスの受信ユーザに関する共有情報が存在する場合は、発信ユーザと共有情報の登録者と
の通話が開始される。すなわち、発信ユーザは、通話開始要求に特定の番号を付加して発
信すると、未アクセスの共有情報がある場合にはその登録者へ転送され、未アクセスの共
有情報がない場合には通話の開始が抑止される。すなわち、発信ユーザは、未アクセスの
共有情報の有無の確認だけ行うことが可能になる。
【００９０】
　なお、本実施形態では、特定の番号が含まれるか否かで、通話の開始を抑止するか否か
が決定されているが、特定の番号に基づく制御部５の制御はこの例に限られない。例えば
、特定の番号が含まれるか否かによって、登録者への転送を行うか否かを決定することも
できる。
【００９１】
　また、本実施形態を、例えば、メール通信システムやＩＭシステム等に適用した場合は
、特定の番号の代わりに特定のキーワードを用いることができる。
【００９２】
　［第４の実施形態］
　図１２は、本実施形態にかかる通信支援システムを含む通信システム全体の構成を示す
機能ブロック図である。図１２に示す通信支援システム１００において、図１と同じ部分
には、同じ番号を付し、説明を省略する。
【００９３】
　図１２に示す通信支援システム１００は、情報提供部１４をさらに備える。また、通信
支援システム１００は、電話網１３における通話制御サーバ６および音声読上げサーバ１
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５に接続されている。音声読上げサーバ１５は、音声データを再生し、再生した音声を、
電話網１３を介してユーザ端末１２ａ、１２ｂへ伝える機能を有する。
【００９４】
　本実施形態では、ユーザ情報記録部８に記録される共有情報に、音声データが含まれて
いる場合について説明する。共有情報には、例えば、過去の通話を録音したデータが、音
声データとして記録される。音声データを含む共有情報は、上記第１の実施形態と同様に
、登録部１１またはユーザ情報管理システム２１によってユーザ情報記録部８に記録され
る。
【００９５】
　情報提供部１４は、発信ユーザが未アクセスである共有情報がユーザ情報記録部８に存
在すると検索部４が判断した場合、その共有情報を、発信ユーザ端末に送信することを通
話制御サーバ６へ指示する。
【００９６】
　具体的には、情報提供部１４は、発信ユーザが未アクセスの共有情報が存在すると検索
部４が判断した場合、発信ユーザ端末が発信した通話開始要求を音声読上げサーバ１５へ
転送することを、通話制御サーバ６に指示する。また、情報提供部１４は、発信ユーザに
対して読上げるべき音声データを音声読上げサーバ１５へ指示する。音声読上げサーバ１
５は、通話制御サーバ６から通話開始要求を受信すると、発信ユーザとの通話を開始し、
開始した通話において、情報提供部１４から指示された音声データを再生する。これによ
り、音声読上げサーバ１５は、再生した音声を発信ユーザ端末へ伝えることができる。
【００９７】
　次に、通信支援システム１００の動作の具体例について説明する。図１３は、通信支援
システム１００が、通話制御サーバ６から通話開始要求を受信した場合の動作例を示すフ
ローチャートである。図１３に示す処理において、Ｏｐ１～Ｏｐ６は、図４に示すＯｐ１
～Ｏｐ６と同じである。
【００９８】
　図１３において、Ｏｐ５でｙｅｓの場合、すなわち、発信ユーザが未アクセスである受
信ユーザの共有情報が存在すると検索部４が判断した場合、情報提供部１４は、音声読上
げサーバ１５に、その発信ユーザに対して読上げるべき音声データを音声読上げサーバ１
５へ指示する（Ｏｐ１３）。この際、情報提供部１４は、Ｏｐ４で検索結果として見つか
った共有情報に含まれる音声データを読上げるように音声読上げサーバ１５へ指示する。
【００９９】
　さらに、情報提供部１４は、発信ユーザ端末が発信した通話開始要求を音声読上げサー
バ１５へ転送することを指示する制御データを生成し、通話制御サーバ６へ送信する（Ｏ
ｐ１４）。すなわち、情報提供部１４は、音声読上げサーバ１５と発信ユーザとの通話を
開始することを指示する制御データを、通話制御サーバ６へ送信する。この制御データに
は、例えば、音声読上げサーバ１５の電話番号が含まれる。
【０１００】
　情報提供部１４から制御データを受信した通話制御サーバ６は、通話開始要求を音声読
上げサーバ１５に転送する。音声読上げサーバ１５は、通話制御サーバ６から通話開始要
求を受信すると、発信ユーザとの通話を開始する。通話において音声読上げサーバ１５は
、Ｏｐ１３で情報提供部１４に指示された音声データを再生する。このようにして、共有
情報が読上げられる（Ｏｐ１５）。
【０１０１】
　音声読上げサーバ１５は、再生が終了すると発信ユーザ端末との通話を終了して、再生
終了を通話制御サーバ６に通知する。通知を受けた通話制御サーバ６は、その再生終了を
制御部５ａにも通知する。制御部５ａは、通知を受けると、発信ユーザと受信ユーザとの
通話を開始することを指示する制御データを生成し、通話制御サーバ６に送信する（Ｏｐ
１６）。
【０１０２】
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　このように、制御部５ａは、発信ユーザが未アクセスの共有情報が存在する場合であっ
ても、未アクセスの共有情報が発信ユーザへ送信されることを条件として、通話の開始を
指示してもよい。
【０１０３】
　以上、図１３に示した処理により、通話開始要求を発信した発信ユーザは、未アクセス
の受信ユーザに関する共有情報が存在する場合は、受信ユーザとの通話を開始する前に、
読上げられた共有情報を取得することができる。
【０１０４】
　上記実施形態では、共有情報に音声データが含まれている場合について説明した。共有
情報がテキストデータであり、音声データが含まれていない場合、音声読上げサーバ１５
は、例えば、テキストデータを音声データに変換して、変換後の音声データを再生しても
よい。
【０１０５】
　また、上記実施形態では、音声読上げサーバ１５に共有情報を読上げさせることで、共
有情報を発信ユーザへ送信する場合について説明した。しかし、共有情報を発信ユーザへ
送信する方法は、上記の音声読上げに限られない。例えば、音声読上げサーバ１５の代わ
りにメールサーバまたはＩＭサーバを用いて、メールまたはＩＭにより共有情報を発信ユ
ーザに送信することができる。
【０１０６】
　［第５の実施形態］
　図１４は、本実施形態にかかる通信支援システムを含む通信システム全体の構成を示す
機能ブロック図である。図１４に示す通信支援システム１０１において、図１と同じ部分
には、同じ番号を付し、説明を省略する。
【０１０７】
　図１４に示す通信支援システム１０１は、パケット通信網２３に接続されている。パケ
ット通信網２３には、ユーザ端末１２ｃ、１２ｄが接続されている。そのため、ユーザ端
末１２ｃ、１２ｄは、パケット通信網２３を介して通信支援システム１０１にアクセス可
能である。
【０１０８】
　本実施形態において、ユーザ端末１２ｃは、発信部１７と発信確認部１８を備える。ユ
ーザ端末１２ｄもユーザ端末１２ｃと同様の構成であるので、以下、ユーザ端末１２ｃの
みについて説明する。発信部１７は、ユーザがユーザ端末１２ｃに対して発信操作を行っ
た場合に、通話制御サーバ６に対して発信するための通話開始要求を生成する。
【０１０９】
　発信部１７は、生成した通話開始要求を、通話制御サーバ６へ発信する前に、発信確認
部１８へ通知する。通話開始要求の通知を受けた発信確認部１８は、その通話開始要求を
発信するべきか否かを判断する。具体的には、発信確認部１８は、通話開始要求を通信支
援システム１０１へ送信し、その応答として制御データを受信する。発信確認部１８は、
受信した制御データに基づいて、発信するべきか否かを決定する。
【０１１０】
　通信支援システム１０１の受信部２ｂは、パケット通信網２３に接続された複数のユー
ザ端末のうちいずれか（ここでは一例として、ユーザ端末１２ｃとする）から通話開始要
求を受信して、ユーザ特定部３へ通知する。ユーザ特定部３、検索部４、更新部９の機能
は、第１の実施形態と同様である。制御部５ｂは、検索部４の判断結果に基づいて、ユー
ザ端末１２ｃの発信を制御するための制御データを生成し、ユーザ端末１２ｃへ送信する
。
【０１１１】
　次に、通信支援システム１０１およびユーザ端末１２ｃの動作の具体例について説明す
る。図１５は、ユーザ端末１２ｃがユーザから発信操作を受け付けた場合の、通信支援シ
ステム１０１およびユーザ端末１２ｃの動作例を示すフローチャートである。
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【０１１２】
　図１５において、ユーザ端末１２ｃの発信部１７は、ユーザから発信操作がなされたか
否かを判断する（Ｏｐ２０１）。発信部１７は、発信操作がなされたと判断すると、発信
操作に基づいて、通話開始要求を生成する（Ｏｐ２０２）。発信部１７は、生成した通話
開始要求を、発信確認部１８へ通知する。なお、発信操作がされなければ、発信部１７は
待機状態となる。
【０１１３】
　発信操作は、例えば、ユーザが通話したい相手の電話番号を入力する操作である。発信
部１７が生成する通話開始要求には、例えば、ユーザ端末１２ｃの電話番号（発信ユーザ
端末の電話番号：発番号）と、発信操作で入力された電話番号（受信ユーザ端末の電話番
号：着番号）とが含まれる。
【０１１４】
　図１６は、ユーザ端末１２ｃが備えるディスプレイに表示される画面の遷移の具体例を
示す図である。図１６中の画面Ｇ１は、ユーザが発信操作を行う際に表示される画面の例
である。画面Ｇ１には、通話の相手となるユーザの名前と電話番号が表示される。ユーザ
は、通話を開始したい相手の名前と電話番号を選択することで、発信操作を行うことがで
きる。例えば、画面Ｇ１において、ユーザは、「鈴木　１０００」を選択することで、電
話番号が“１０００”であるユーザ端末のユーザである「鈴木」への発信を指示する。こ
の場合、発信部１７が生成する通話開始要求には、ユーザ端末１２ｃの電話番号と「鈴木
」の電話番号“１０００”が含まれる。
【０１１５】
　発信部１７から通話開始要求の通知を受けた発信確認部１８は、その通話開始要求を発
信するべきか否かを、通信支援システム１０１へ問い合わせる（Ｏｐ２０３）。この際、
発信確認部１８は、パケット通信網２３を介して通話開始要求を通信支援システム１０１
へ送信する。また、発信確認部１８は、例えば、図１６の画面Ｇ２に示すように、問い合
わせ中である旨のメッセージをユーザ端末１２ｃのディスプレイに表示する。
【０１１６】
　ユーザ端末１２ｃから通話開始要求を受信した通信支援システム１０１の受信部２ｂは
、ユーザ特定部３へ通知する。その後のＯｐ２～Ｏｐ５の処理は、図４に示したＯｐ２～
Ｏｐ５の処理と同様である。
【０１１７】
　Ｏｐ５でｎｏの場合、すなわち、発信ユーザが未アクセスである受信ユーザの共有情報
が存在しないと検索部４が判断した場合、制御部５ｂは、発信を継続することを指示する
制御データを生成し、ユーザ端末１２ｃの発信確認部１８に送信する（Ｏｐ２０５）。制
御データを受信した発信確認部１８は、制御データを発信部１７へ通知する。制御データ
を通知された発信部１７は、発信処理を継続する（Ｏｐ２０６）。すなわち、発信部１７
は、Ｏｐ２０２で生成した通話開始要求を、電話網１３を介して通話制御サーバ６へ送信
する。
【０１１８】
　一方、Ｏｐ５でｙｅｓの場合、制御部５ｂは、発信を中止することを指示する制御デー
タを生成し、ユーザ端末１２ｃの発信確認部１８に送信する（Ｏｐ２０７）。制御データ
を受信した発信確認部１８は、制御データを発信部１７へ通知する。制御データを通知さ
れた発信部１７は、発信処理を中止する（Ｏｐ２０８）。すなわち、発信部１７は、Ｏｐ
２０２で生成した通話開始要求を破棄する。その際、発信部１７は、例えば、図１６の画
面Ｇ３に示すように、発信処理を中止した旨のメッセージをユーザ端末１２ｃのディスプ
レイに表示してもよい。
【０１１９】
　以上、図１５に示した処理により、通話制御サーバ６を介さなくても、ユーザ端末１２
ｃからの発信を制御することができる。なお、通信支援システム１０１とユーザ端末１２
ｃとの通信は、パケット通信網２３を介して行われる場合に限られない。また、制御部５
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は、発信の中止または発信の継続を指示する制御データ以外にも、例えば、転送先ユーザ
への転送を指示する制御データを生成してもよい。
【０１２０】
　以上、上記第１～第５の実施形態では、一例として、あるビジネスにおける顧客と営業
担当者が、電話網１３を介して通話を行う場合に、通信支援システム１がその通話を制御
する場合を例にあげて説明した。しかし、通信支援システム１が制御することができる通
話は、顧客と営業担当者との通話に限られない。
【０１２１】
　なお、上記実施形態における電話網１３の具体例として公衆交換電話網、ＩＰ電話網、
移動体通信網、またはそれらの組み合わせ等を挙げることできる。電話網１３が公衆交換
電話網である場合は、通話制御サーバ６として例えば、交換機を用いることができる。電
話網１３がＩＰ電話網である場合は、通話制御サーバ６として例えば、ＳＩＰサーバを用
いることができる。
【０１２２】
　なお、上記実施形態において、ユーザ特定部３は、ユーザの名前によって発信ユーザと
受信ユーザとを特定しているが、発信ユーザと受信ユーザとを特定するためのデータは、
ユーザの名前に限られない。例えば、ユーザの電話番号、メールアドレス、ＩＤ等で発信
ユーザと受信ユーザとを特定してもよい。
【０１２３】
　以上の実施の形態に関し、更に以下の付記を開示する。
（付記１）
　複数のユーザがそれぞれ使用するユーザ端末間での通信を可能にするネットワークに接
続された通信支援システムであって、
　前記複数のユーザに含まれる１または複数のユーザに関する情報であって、前記複数の
ユーザの少なくとも一部からアクセス可能な共有情報と、前記共有情報にアクセス済みで
あるユーザを示すアクセス情報とを記録したユーザ情報記録部へアクセス可能であり、
　複数のユーザ端末のいずれかからの通信開始要求を取得して、開始が要求されている通
信の発信ユーザと受信ユーザとを特定するユーザ特定部と、
　前記ユーザ情報記録部に記録された共有情報およびアクセス情報を参照して、前記受信
ユーザに関する共有情報であって前記発信ユーザが未だアクセスしていない共有情報が存
在するか否かを判断する検索部と、
　前記検索部における判断の結果に基づいて、前記発信ユーザのユーザ端末と前記受信ユ
ーザのユーザ端末と間の通信を開始するか否かを判定し、判定結果を出力する制御部とを
備える、通信支援システム。
（付記２）
　前記検索部が、前記受信ユーザに関する共有情報であって前記発信ユーザが未だアクセ
スしていない共有情報が前記ユーザ情報記録部に存在すると判断した場合に、前記制御部
は、前記発信ユーザのユーザ端末と前記受信ユーザのユーザ端末との間の通信を開始しな
いと判定する、付記１に記載の通信支援システム。
（付記３）
　前記検索部が、前記受信ユーザに関する共有情報であって前記発信ユーザが未だアクセ
スしていない共有情報が前記ユーザ情報記録部に存在すると判断した場合に、前記制御部
は、前記発信ユーザのユーザ端末と前記受信ユーザのユーザ端末との間の通信を開始しな
いと判定し、判定結果として、予め記録された転送先端末を示すデータを出力する、付記
１に記載の通信支援システム。
（付記４）
　前記制御部が、判定結果として、予め記録された転送先端末を示すデータを出力した場
合に、前記発信ユーザが前記共有情報にアクセス済みであるユーザであることが示される
ようにアクセス情報を更新する更新部をさらに備える、付記３に記載の通信支援システム
。
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（付記５）
　前記検索部が、前記受信ユーザに関する共有情報であって前記発信ユーザが未だアクセ
スしていない共有情報が前記ユーザ情報記録部に存在すると判断した場合に、前記発信ユ
ーザが未だアクセスしていない共有情報が前記発信ユーザのユーザ端末に送信されるよう
にする情報提供部をさらに備える、付記１に記載の通信支援システム。
（付記６）
　前記情報提供部が、前記発信ユーザが未だアクセスしていない共有情報が前記発信ユー
ザのユーザ端末に送信されるようにした場合に、前記発信ユーザが前記共有情報にアクセ
ス済みであるユーザであることが示されるようにアクセス情報を更新する更新部をさらに
備える、付記５に記載の通信支援システム。
（付記７）
　前記ユーザ特定部は、さらに、複数のユーザ端末のいずれかにおいて通信が終了したこ
とを示す通信終了通知を取得して、前記終了した通信における発信ユーザと受信ユーザと
を特定し、
　前記ユーザ情報記録部に、前記終了した通信の履歴を含む情報を、前記終了した通信に
おける前記発信ユーザおよび前記受信ユーザのうち少なくとも一方の共有情報として登録
する登録部をさらに備える、付記１に記載の通信支援システム。
（付記８）
　前記複数のユーザがそれぞれ使用するユーザ端末間の通信を制御する通信制御サーバに
接続され、
　複数のユーザ端末のいずれかから前記通信制御サーバへ送信された通信開始要求を、前
記通信制御サーバから受信して前記ユーザ特定部へ通知する受信部をさらに備え、
　前記制御部は、前記通信制御サーバに対して、前記判定結果を出力する、付記１に記載
の通信支援システム。
（付記９）
　複数のユーザ端末のいずれかからの通信開始要求を前記ユーザ特定部よりも先に取得し
て、前記通信開始要求に特定のデータが含まれているか否かを判定し、前記判定に基づい
て、前記通信開始要求を前記ユーザ特定部へ通知するか否かを決定する処理判定部をさら
に備える、付記１に記載の通信支援システム。
（付記１０）
　前記制御部は、前記受信ユーザに関する共有情報であって前記発信ユーザが未だアクセ
スしていない共有情報が前記ユーザ情報記録部に存在しないと判断した場合に、前記通信
開始要求に特定のデータが含まれているか否かをさらに判断し、特定のデータが含まれて
いる場合には、前記発信ユーザのユーザ端末と前記受信ユーザのユーザ端末との間の通信
を開始しないと判定する、付記１に記載の通信支援システム。
（付記１１）
　複数のユーザがそれぞれ使用するユーザ端末間での通信を可能にするネットワークに接
続されたコンピュータを用いた通信支援方法であって、
　前記コンピュータのユーザ特定部が、複数のユーザ端末のいずれかからの通信開始要求
を取得して、開始が要求されている通信の発信ユーザと受信ユーザとを特定する工程と、
　前記コンピュータの検索部が、前記複数のユーザに含まれる１または複数のユーザに関
する情報であって、複数のユーザの少なくとも一部からアクセス可能な共有情報と、前記
共有情報にアクセス済みであるユーザを示すアクセス情報とを記録したユーザ情報記録部
へアクセスし、前記受信ユーザに関する共有情報であって前記発信ユーザが未だアクセス
していない共有情報が存在するか否かを判断する検索工程と、
　前記コンピュータの制御部が、前記検索工程における判断の結果に基づいて、前記発信
ユーザのユーザ端末と前記受信ユーザのユーザ端末と間の通信を開始するか否かを判定し
、判定結果を出力する工程と含む、通信支援方法。
（付記１２）
　複数のユーザがそれぞれ使用するユーザ端末間での通信を可能にするネットワークに接
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続されたコンピュータに処理を実行させる通信支援プログラムであって、
　複数のユーザ端末のいずれかからの通信開始要求を取得して、開始が要求されている通
信の発信ユーザと受信ユーザとを特定する処理と、
　前記複数のユーザに含まれる１または複数のユーザに関する情報であって、複数のユー
ザの少なくとも一部からアクセス可能な共有情報と、前記共有情報にアクセス済みである
ユーザを示すアクセス情報とを記録したユーザ情報記録部へアクセスして、前記受信ユー
ザに関する共有情報であって前記発信ユーザが未だアクセスしていない共有情報が存在す
るか否かを判断する検索処理と、
　前記検索処理における判断の結果に基づいて、前記発信ユーザのユーザ端末と前記受信
ユーザのユーザ端末と間の通信を開始するか否かを判定し、判定結果を出力する処理とを
コンピュータに実行させる、通信支援プログラム。
【産業上の利用可能性】
【０１２４】
　本発明は、複数のユーザがそれぞれ使用するユーザ端末間での通信を制御して、発信ユ
ーザと受信ユーザとのが円滑に意思疎通できるように支援する通信支援システムとして利
用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１２５】
【図１】第１の実施形態にかかる通信支援システムを含む通信システム全体の構成を示す
機能ブロック図
【図２】識別情報記録部に記録されるデータの具体例を示す図
【図３】ユーザ情報記録部に記録されるデータの具体例を示す図
【図４】通信支援システムが、通話開始要求を受信した場合の動作例を示すフローチャー
ト
【図５】通信支援システムが、通話終了通知を受信した場合の動作例を示すフローチャー
ト
【図６】通信支援システムが、通話開始要求を受信した場合の動作の変形例を示すフロー
チャート
【図７】予め記録される転送先を示すデータの具体例を示す図
【図８】第２の実施形態にかかる通信支援システムを含む通信システム全体の構成を示す
機能ブロック図
【図９】通信支援システムが、通話開始要求を受信した場合の動作例を示すフローチャー
ト
【図１０】ユーザごとに設定された番号を記録するデータの具体例
【図１１】第３の実施形態にかかる通信支援システムの動作を示すフローチャート
【図１２】第４の実施形態にかかる通信支援システムを含む通信システム全体の構成を示
す機能ブロック図
【図１３】通信支援システムが、通話開始要求を受信した場合の動作例を示すフローチャ
ート
【図１４】第５の実施形態にかかる通信支援システムを含む通信システム全体の構成を示
す機能ブロック図
【図１５】第５の実施形態における通信支援システムおよびユーザ端末の動作例を示すフ
ローチャート
【図１６】ユーザ端末が備えるディスプレイに表示される画面の遷移の具体例を示す図
【符号の説明】
【０１２６】
１、１０、１００、１０１通信支援システム
２、２ａ、２ｂ　　　受信部
３　　　ユーザ特定部
４　　　検索部
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５、５ａ、５ｂ　　　制御部
６　　　通話制御サーバ
７　　　識別情報記録部
８　　　ユーザ情報記録部
９　　　更新部
１１　　登録部
１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ　ユーザ端末
１３　　電話網
１４　　情報提供部
１５　　音声読上げサーバ
１６　　処理判定部
１７　　発信部
１８　　発信確認部
２１　　ユーザ情報管理システム
２３　　パケット通信網
７１　　営業担当者テーブル
７２、７２a    顧客テーブル
８１、８２　　ユーザ情報テーブル

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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