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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品等の販売を行う店舗の店員が利用する店員用端末と、前記店舗で商品等の購入を希
望する購入希望者が利用する購入希望者用端末と、の間での、表示の同期処理のためのセ
ッションを行うポートを有するコラボレーション装置を用いる販売支援システムであって
、
　前記販売支援システムは、
　前記店舗に関するコンテンツを記憶し、それを前記購入希望者用端末に送信する店舗ペ
ージ表示手段と、
　前記購入希望者用端末から相談指示の情報を受信し、前記コラボレーション装置で利用
可能なポートを一つ選択し、前記購入希望者用端末と前記コラボレーション装置との間で
前記ポートを介して接続を行う指示を前記コラボレーション装置または前記購入希望者用
端末に送信するとともに、前記購入希望者用端末に対して、前記選択したポート番号と電
話番号とを送信する店員コール手段と、を有しており、
　前記店員が前記購入希望者から電話で聞いた前記ポート番号の入力を前記店員用端末で
受け付け、
　前記店員用端末と前記コラボレーション装置との間で、前記入力を受け付けたポート番
号により接続を行うことで、前記店員用端末と前記購入希望者用端末との間で表示の同期
処理を開始する、
　ことを特徴とする販売支援システム。
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【請求項２】
　前記販売支援システムは、更に、
　前記店舗の店員の対応状況を記録する店員対応記録手段と、
　前記店員対応記録手段に記録した店員の対応状況に基づいて、前記購入希望者用端末に
前記店員のうち対応可能な店員の表示を送信する店員一覧手段と、
　を有することを特徴とする請求項１に記載の販売支援システム。
【請求項３】
　前記販売支援システムは、更に、
　前記店員用端末から新たに店員が出勤した情報を受信し、その情報を前記コラボレーシ
ョン装置に送信すると共に、前記店舗に予め割り当てられたポート数の範囲内で前記コラ
ボレーション装置のポートを一つ利用可能とする店舗出勤手段、
　を有することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の販売支援システム。
【請求項４】
　前記コラボレーション装置は、課金処理を行う課金サーバと更にデータの送受信が可能
であって、
　前記店員用端末と前記購入希望者用端末との間で同期処理が行われると前記課金サーバ
に課金情報を送信する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の販売支援システム。
【請求項５】
　前記店員一覧手段は、
　前記店員対応記録手段に記録する店員の対応状況が更新されると、それに併せて前記店
員のうち対応可能な店員の表示を更新する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の販売支援システム。
【請求項６】
　前記購入希望者用端末は、前記店員用端末と前記コラボレーション装置のポートを介し
て前記同期処理を実行する同期処理手段と、前記店舗のサイトに於けるコンテンツを格納
する記憶手段と、前記コンテンツを表示するコンテンツ閲覧手段とを有しており、
　前記同期処理手段は、
　前記記憶手段に格納するコンテンツを取得し、前記コンテンツ閲覧手段で表示を行うコ
ンテンツ取得手段と、
　前記店舗ページ表示手段からコンテンツを取得し前記記憶手段に格納するコンテンツ送
受信手段と、
　前記記憶手段が新たなコンテンツを格納した場合に前記コンテンツ取得手段、前記店員
用端末に対してコンテンツ更新イベントを通知する更新手段と、を有する、
　ことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれかに記載の販売支援システム。
【請求項７】
　前記コンテンツ取得手段は、
　前記コンテンツ表示要求を受信し、前記コンテンツ表示要求に対応するコンテンツが前
記記憶手段に存在した場合に前記記憶手段に格納しているそのコンテンツを取得し、
　前記コンテンツ更新イベントの通知を受信し、前記コンテンツ更新イベントに対応する
コンテンツが前記記憶手段に存在した場合に前記記憶手段に格納しているそのコンテンツ
を取得し、
　前記コンテンツ送受信手段は、
　前記コンテンツ表示要求に対応するコンテンツ、又は前記コンテンツ更新イベントに対
応するコンテンツが前記記憶手段に存在しない場合に、前記店舗ページ表示手段から対応
するコンテンツを取得し、前記記憶手段に格納する、
　ことを特徴とする請求項６に記載の販売支援システム。
【請求項８】
　前記店員用端末は、前記購入希望者用端末と前記コラボレーション装置のポートを介し
て前記同期処理を実行する同期処理手段と、前記店舗のコンテンツを格納する記憶手段と
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、前記コンテンツを表示するコンテンツ閲覧手段とを有しており、
　前記同期処理手段は、
　前記記憶手段に格納するコンテンツを取得し、前記コンテンツ閲覧手段で表示を行うコ
ンテンツ取得手段と、
　前記購入希望者用端末からコンテンツを取得し前記記憶手段に格納するコンテンツ送受
信手段と、
　前記記憶手段が新たなコンテンツを格納した場合に前記コンテンツ取得手段に対してコ
ンテンツ更新イベントを通知する更新手段と、を有する、
　ことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれかに記載の販売支援システム。
【請求項９】
　前記コンテンツ取得手段は、
　前記コンテンツ表示要求を受信し、前記コンテンツ表示要求に対応するコンテンツが前
記記憶手段に存在した場合に前記記憶手段に格納しているそのコンテンツを取得し、
　前記コンテンツ更新イベントの通知を受信し、前記コンテンツ更新イベントに対応する
コンテンツが前記記憶手段に存在した場合に前記記憶手段に格納しているそのコンテンツ
を取得し、
　前記コンテンツ送受信手段は、
　前記コンテンツ表示要求に対応するコンテンツ、又は前記コンテンツ更新イベントに対
応するコンテンツが前記記憶手段に存在しない場合に、コンテンツの取得要求を前記購入
希望者用端末に送信し、前記購入希望者用端末から前記コンテンツの取得要求に対応する
コンテンツを取得し前記記憶手段に格納する、
　ことを特徴とする請求項８に記載の販売支援システム。
【請求項１０】
　前記同期処理手段は、
　前記コンテンツ閲覧手段の前記コンテンツに対する制御情報の入力を受け付け、前記同
期処理の相手の端末に対して、前記コラボレーション装置を介して前記制御情報を送信し
、前記相手の端末から受信した前記制御情報に基づいて、前記制御情報を前記コンテンツ
閲覧手段の前記コンテンツに反映する制御情報手段を、更に有する、
　ことを特徴とする請求項６から請求項９のいずれかに記載の販売支援システム。
【請求項１１】
　前記制御情報は、
　スクロールバーの移動、ウィンドウの大きさ、位置の変更、前記コンテンツに対する描
画、マウスカーソルの移動のいずれかを含む、
　ことを特徴とする請求項１０に記載の販売支援システム。
【請求項１２】
　前記制御情報手段は、
　前記コンテンツに透明の画面を重畳して配置し、前記透明の画面に入力された描画の座
標及び描画種類とを前記相手の端末に対して送信し、
　前記相手の端末から前記描画の座標及び描画種類とを受信し、前記透明の画面に前記描
画種類を描画する、
　ことを特徴とする請求項１０又は請求項１１に記載の販売支援システム。
【請求項１３】
　商品等の販売を行う店舗の店員が利用する店員用端末と、前記店舗で商品等の購入を希
望する購入希望者が利用する購入希望者用端末との間での、表示の同期処理のためのセッ
ションを管理するポートを有するコラボレーション装置を用いる販売支援システムを用い
て行う商品等の販売支援方法であって、
　前記販売支援方法は、
　前記販売支援システムにおいて、前記購入希望者用端末から相談指示の情報を受信する
と、前記コラボレーション装置で利用可能なポートを一つ選択し、前記購入希望者用端末
と前記コラボレーション装置との間で前記ポートを介して接続を行う指示を前記コラボレ



(4) JP 4633728 B2 2011.2.16

10

20

30

40

50

ーション装置又は前記購入希望用端末に送信し、
　前記販売支援システムにおいて、前記購入希望者用端末に対して前記選択したポート番
号と電話番号の情報とを送信し、
　前記店員用端末は、前記店員が前記購入希望者から電話で聞いた前記ポート番号の入力
を受け付け、
　前記店員用端末と前記コラボレーション装置との間で、前記入力を受け付けたポート番
号により接続を行うことで、前記店員用端末と前記購入希望者用端末との間で表示の同期
処理を開始する、
　ことを特徴とする商品等の販売支援方法。
【請求項１４】
　前記販売支援システムは、更に、
　前記購入希望者用端末に対して前記店舗の対応可能な店員の状況を送信する、
　ことを特徴とする請求項１３に記載の商品等の販売支援方法。
【請求項１５】
　前記販売支援システムは、
　前記店舗の対応可能な店員の状況が更新された場合に、その更新された状況を前記購入
希望者用端末に対して送信する、
　ことを特徴とする請求項１４に記載の商品等の販売支援方法。
【請求項１６】
　商品等の販売を行う店舗の店員が利用する店員用端末と、前記店舗で商品等の購入を希
望する購入希望者が利用する購入希望者用端末と、の間での、表示の同期処理のためのセ
ッションを行うポートを有するコラボレーション装置を用いる販売支援システムであって
、
　前記販売支援システムは、
　前記店舗に関するコンテンツを記憶し、それを前記購入希望者用端末に送信する店舗ペ
ージ表示手段と、
　前記購入希望者用端末から相談指示の情報を受信し、前記コラボレーション装置で利用
可能なポートを一つ選択し、前記購入希望者用端末と前記コラボレーション装置との間で
前記ポートを介して接続を行う指示を前記コラボレーション装置または前記購入希望者用
端末に送信するとともに、前記購入希望者用端末に対して、前記選択したポート番号と電
話番号とを送信する店員コール手段と、を有しており、
　前記店員が前記購入希望者から電話で聞いた前記ポート番号の入力を前記店員用端末で
受け付け、
　前記店員用端末と前記コラボレーション装置との間で、前記入力を受け付けたポート番
号により接続を行うことで、前記店員用端末と前記購入希望者用端末との間で表示の同期
処理を開始し、
　前記店員用端末は、前記購入希望者用端末と前記コラボレーション装置のポートを介し
て前記同期処理を実行する同期処理手段と、前記店舗のコンテンツを格納する記憶手段と
、前記コンテンツを表示するコンテンツ閲覧手段とを有しており、
　前記同期処理手段は、
　前記記憶手段に格納するコンテンツを取得し、前記コンテンツ閲覧手段で表示を行うコ
ンテンツ取得手段と、
　前記購入希望者用端末からコンテンツを取得し前記記憶手段に格納するコンテンツ送受
信手段と、
　前記記憶手段が新たなコンテンツを格納した場合に前記コンテンツ取得手段に対してコ
ンテンツ更新イベントを通知する更新手段と、を有し、
　前記コンテンツ取得手段は、
　前記コンテンツ表示要求を受信し、前記コンテンツ表示要求に対応するコンテンツが前
記記憶手段に存在した場合に前記記憶手段に格納しているそのコンテンツを取得し、
　前記コンテンツ更新イベントの通知を受信し、前記コンテンツ更新イベントに対応する
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コンテンツが前記記憶手段に存在した場合に前記記憶手段に格納しているそのコンテンツ
を取得し、
　前記コンテンツ送受信手段は、
　前記コンテンツ表示要求に対応するコンテンツ、又は前記コンテンツ更新イベントに対
応するコンテンツが前記記憶手段に存在しない場合に、コンテンツの取得要求を前記購入
希望者用端末に送信し、前記購入希望者用端末から前記コンテンツの取得要求に対応する
コンテンツを取得し前記記憶手段に格納する、
　ことを特徴とする販売支援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークを介した商品やサービス等の販売に於いて、ネットワーク上の
店舗（サイト）の店員とコミュニケーションを交わしながら、商品やサービスを購入する
ことが出来る販売支援システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　何らかの商品やサービス（以下、商品等）を購入したいと思った場合、ネットワーク外
での商品等の販売に於いては、購入希望者はその商品等を取り扱っている店舗に赴き購入
している。その際に、商品等について質問があったり、助言を求めたい場合には、店員に
尋ねたり、或いは逆に店員から購入希望者に対して商品等の提案をしている。
【０００３】
　一方、ネットワーク上での商品等の販売の場合、ネットワーク上にサイトを設け、その
サイトに訪れた購入希望者が自ら商品等を選択することで購入している。この際に購入希
望者が商品等に疑問を持った場合には、予め設けられている商品等に関する説明のコンテ
ンツを閲覧したり、或いは電子メール等によって質問することで自発的にその疑問の解消
を図っている。
【０００４】
　しかしそもそも商品知識が少ない購入希望者の場合、商品等に関する説明のコンテンツ
を閲覧したとしても、その内容を理解するのに時間を要し、或いは理解できない場合もあ
る。又、理解したとしても、その理解の範囲は当該コンテンツに記載されている内容の範
囲内に限られ、それ以外のことに疑問を持ったとしても、それを解消することが出来ない
。
【０００５】
　更に、電子メール等によって質問をしたとしても、通常はすぐに回答をもらえるわけで
はないので、商品購入までに時間を要し、場合によっては商品等の購入を断念することも
ある。このようなことは、商品等に関心を持っている購入希望者に対する販売機会を喪失
することを意味している。
【０００６】
　このような問題点を解決する為、下記特許文献１に開示の発明では、購入希望者のもと
に端末装置を持った営業担当者が赴き、その営業担当者が有する端末装置と商品等の販売
サイト側の担当者との間で表示内容を同期させながら、商品販売をするシステムに関する
発明を開示している。
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－２８１３５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記特許文献１に開示の発明では、営業担当者が営業を行う際に、その技術知識の不足
を補う為に所定のサーバ側に技術担当者を待機させて、営業担当者と技術担当者との間で
端末装置とサーバ側での表示を同期させながら、商品の販売を行っている。その為、この
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ような端末装置を所持しない購入希望者が自発的に商品等の購入を行う場合には、購入希
望者のもとに、端末装置を持った営業担当者が赴く必要があるので、購入希望者は自己が
欲する時に商品等の購入をすることが出来ない問題点がある。
【０００９】
　又、営業担当者が来訪する場合には、操作に習熟した営業担当者が端末装置を操作する
こととなるのでその同期する為のアクセス先等は、営業担当者及び技術担当者との間での
み予め定めておけばよい。しかし、一般的なネットワーク上のサイトを通した商品等の販
売の場合、不特定多数の購入希望者が対象となるので、その同期をする為のアクセス先は
、公表しておく必要があり、又、購入希望者はコンピュータに詳しくない人であることも
想定されるので、誰でもが容易にアクセスできるようにしておかなければならない問題点
もある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　そこで本発明者は、コンピュータに詳しくない購入希望者自らが、商品等を販売するネ
ットワーク上の店舗（サイト）の店員とコミュニケーションを交わし、サイトの表示の同
期を取りながら商品等の購入を行うことが出来る、販売支援システムを発明した。
【００１１】
　請求項１の発明は、商品等の販売を行う店舗の店員が利用する店員用端末と、前記店舗
で商品等の購入を希望する購入希望者が利用する購入希望者用端末と、の間での、表示の
同期処理のためのセッションを行うポートを有するコラボレーション装置を用いる販売支
援システムであって、前記販売支援システムは、前記店舗に関するコンテンツを記憶し、
それを前記購入希望者用端末に送信する店舗ページ表示手段と、前記購入希望者用端末か
ら相談指示の情報を受信し、前記コラボレーション装置で利用可能なポートを一つ選択し
、前記購入希望者用端末と前記コラボレーション装置との間で前記ポートを介して接続を
行う指示を前記コラボレーション装置または前記購入希望者用端末に送信するとともに、
前記購入希望者用端末に対して、前記選択したポート番号と電話番号とを送信する店員コ
ール手段と、を有しており、前記店員が前記購入希望者から電話で聞いた前記ポート番号
の入力を前記店員用端末で受け付け、前記店員用端末と前記コラボレーション装置との間
で、前記入力を受け付けたポート番号により接続を行うことで、前記店員用端末と前記購
入希望者用端末との間で表示の同期処理を開始する、販売支援システムである。
【００１２】
　請求項１３の発明は、商品等の販売を行う店舗の店員が利用する店員用端末と、前記店
舗で商品等の購入を希望する購入希望者が利用する購入希望者用端末との間での、表示の
同期処理のためのセッションを管理するポートを有するコラボレーション装置を用いる販
売支援システムを用いて行う商品等の販売支援方法であって、前記販売支援方法は、前記
販売支援システムにおいて、前記購入希望者用端末から相談指示の情報を受信すると、前
記コラボレーション装置で利用可能なポートを一つ選択し、前記購入希望者用端末と前記
コラボレーション装置との間で前記ポートを介して接続を行う指示を前記コラボレーショ
ン装置又は前記購入希望用端末に送信し、前記販売支援システムにおいて、前記購入希望
者用端末に対して前記選択したポート番号と電話番号の情報とを送信し、前記店員用端末
は、前記店員が前記購入希望者から電話で聞いた前記ポート番号の入力を受け付け、前記
店員用端末と前記コラボレーション装置との間で、前記入力を受け付けたポート番号によ
り接続を行うことで、前記店員用端末と前記購入希望者用端末との間で表示の同期処理を
開始する、商品等の販売支援方法である。
【００１４】
　これらの発明によって、購入希望者と店員とでその表示の同期を行う為のコラボレーシ
ョン装置でのポートを互いに把握し、そのポートを介して表示を同期することが出来る。
そしてそれと同時に連絡先となる電話番号を購入希望者に通知することが出来るので、そ
の電話番号に架電した購入希望者は、同期表示されている内容を見ながら、店員に対して
直接コミュニケーションを取ることが出来る。その為、商品等に対する質問の回答をすぐ
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に得ることが出来る。又、購入希望者は、電話番号に対して架電をし、更に店員に対して
ポート番号を告知するだけでよいので、コンピュータに詳しくない者であっても、本発明
を利用することが出来る。尚、店員とは、購入希望者からの問い合わせに対して対応をす
る者を指し、例えば従業員（コールセンターの担当者も含む）の他、コールセンターを外
部委託し、当該店舗と直接雇用関係のない者が店員として対応をしても良い。
【００１５】
　請求項２の発明に於いて、前記販売支援システムは、更に、前記店舗の店員の対応状況
を記録する店員対応記録手段と、前記店員対応記録手段に記録した店員の対応状況に基づ
いて、前記購入希望者用端末に前記店員のうち対応可能な店員の表示を送信する店員一覧
手段と、を有する販売支援システムである。
【００１６】
　請求項１４の発明に於いて、前記販売支援システムは、更に、前記購入希望者用端末に
対して前記店舗の対応可能な店員の状況を送信する、商品等の販売支援方法である。
【００１７】
　このように店員の対応状況を購入希望者端末に送信することによって、購入希望者はそ
の店員の状況を知ることが出来る。
【００１８】
　請求項３の発明において、前記販売支援システムは、更に、前記店員用端末から新たに
店員が出勤した情報を受信し、その情報を前記コラボレーション装置に送信すると共に、
前記店舗に予め割り当てられたポート数の範囲内で前記コラボレーション装置のポートを
一つ利用可能とする店舗出勤手段、を有する販売支援システムである。
【００１９】
　出勤している店員数が利用可能であるポート数よりも少ない場合には、購入希望者がポ
ートを介してコラボレーション装置と接続したものの、店員が接続をしない為、すぐに同
期処理を行えない、即ち、待たされる状況となる。このようなことは購入希望者に対して
ストレスを与える原因となり、店舗の評判を下げることにも繋がる。そこで本発明のよう
に、出勤中の店員数と利用可能なポート数とを同数に維持することで、このような待ち状
態を解消することが出来る。
【００２０】
　請求項４の発明において、前記コラボレーション装置は、課金処理を行う課金サーバと
更にデータの送受信が可能であって、前記店員用端末と前記購入希望者用端末との間で同
期処理が行われると前記課金サーバに課金情報を送信する、販売支援システムである。
【００２１】
　従来は、バナー広告がクリックされることで広告料金を課金する等のシステムは存在し
ているが、このような従来の課金では、サイトが閲覧されただけで課金されているので、
広告主としては、実際に購入（売上）に結びつかない場合でも料金が発生することとなる
。その為、不要な料金負担を強いられている場合もある。一方、本発明のように構成する
ことによって、コラボレーション装置で同期処理が行われた時点で課金情報を課金サーバ
に記録することによって、商品等の購入に結びつく段階で料金が発生することとなる。そ
の為、従来よりも実効性が高く、広告主にとって不満が減ることとなる。
【００２２】
　請求項５の発明に於いて、前記店員一覧手段は、前記店員対応記録手段に記録する店員
の対応状況が更新されると、それに併せて前記店員のうち対応可能な店員の表示を更新す
る、販売支援システムである。
【００２３】
　請求項１５の発明において、前記販売支援システムは、前記店舗の対応可能な店員の状
況が更新された場合に、その更新された状況を前記購入希望者用端末に対して送信する、
商品等の販売支援方法である。
【００２４】
　このように常に店員の状況を更新することによって、購入希望者に対して店舗の対応が
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混雑しているか、余裕があるかの情報を提供することが出来る。
【００２５】
　請求項６の発明において、前記購入希望者用端末は、前記店員用端末と前記コラボレー
ション装置のポートを介して前記同期処理を実行する同期処理手段と、前記店舗のサイト
に於けるコンテンツを格納する記憶手段と、前記コンテンツを表示するコンテンツ閲覧手
段とを有しており、前記同期処理手段は、前記記憶手段に格納するコンテンツを取得し、
前記コンテンツ閲覧手段で表示を行うコンテンツ取得手段と、前記店舗ページ表示手段か
らコンテンツを取得し前記記憶手段に格納するコンテンツ送受信手段と、前記記憶手段が
新たなコンテンツを格納した場合に前記コンテンツ取得手段、前記店員用端末に対してコ
ンテンツ更新イベントを通知する更新手段と、を有する、販売支援システムである。
【００２６】
　更に上述の同期処理手段に於いて、前記コンテンツ取得手段は、前記コンテンツ表示要
求を受信し、前記コンテンツ表示要求に対応するコンテンツが前記記憶手段に存在した場
合に前記記憶手段に格納しているそのコンテンツを取得し、前記コンテンツ更新イベント
の通知を受信し、前記コンテンツ更新イベントに対応するコンテンツが前記記憶手段に存
在した場合に前記記憶手段に格納しているそのコンテンツを取得し、前記コンテンツ送受
信手段は、前記コンテンツ表示要求に対応するコンテンツ、又は前記コンテンツ更新イベ
ントに対応するコンテンツが前記記憶手段に存在しない場合に、前記店舗ページ表示手段
から対応するコンテンツを取得し、前記記憶手段に格納する、販売支援システムとすると
良い。
【００２７】
　このように購入希望者用端末の同期処理手段を構成することによって、コラボレーショ
ン装置を介した同期処理を行うことが出来る。
【００２８】
　請求項８の発明において、前記店員用端末は、前記購入希望者用端末と前記コラボレー
ション装置のポートを介して前記同期処理を実行する同期処理手段と、前記店舗のコンテ
ンツを格納する記憶手段と、前記コンテンツを表示するコンテンツ閲覧手段とを有してお
り、前記同期処理手段は、前記記憶手段に格納するコンテンツを取得し、前記コンテンツ
閲覧手段で表示を行うコンテンツ取得手段と、前記購入希望者用端末からコンテンツを取
得し前記記憶手段に格納するコンテンツ送受信手段と、前記記憶手段が新たなコンテンツ
を格納した場合に前記コンテンツ取得手段に対してコンテンツ更新イベントを通知する更
新手段と、を有する、販売支援システムである。
【００２９】
　更に上述の同期処理手段に於いて、前記コンテンツ取得手段は、前記コンテンツ表示要
求を受信し、前記コンテンツ表示要求に対応するコンテンツが前記記憶手段に存在した場
合に前記記憶手段に格納しているそのコンテンツを取得し、前記コンテンツ更新イベント
の通知を受信し、前記コンテンツ更新イベントに対応するコンテンツが前記記憶手段に存
在した場合に前記記憶手段に格納しているそのコンテンツを取得し、前記コンテンツ送受
信手段は、前記コンテンツ表示要求に対応するコンテンツ、又は前記コンテンツ更新イベ
ントに対応するコンテンツが前記記憶手段に存在しない場合に、コンテンツの取得要求を
前記購入希望者用端末に送信し、前記購入希望者用端末から前記コンテンツの取得要求に
対応するコンテンツを取得し前記記憶手段に格納する、販売支援システムである。
【００３０】
　このように店員用端末の同期処理手段を構成することによって、コラボレーション装置
を介した同期処理を行うことが出来る。
【００３１】
　請求項１０の発明において、前記同期処理手段は、前記コンテンツ閲覧手段の前記コン
テンツに対する制御情報の入力を受け付け、前記同期処理の相手の端末に対して、前記コ
ラボレーション装置を介して前記制御情報を送信し、前記相手の端末から受信した前記制
御情報に基づいて、前記制御情報を前記コンテンツ閲覧手段の前記コンテンツに反映する
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制御情報手段を、更に有する、販売支援システムである。
【００３２】
　本発明のように制御情報手段を設けることによって、コンテンツに対する制御情報の入
力を相手方に反映することが出来る。
【００３３】
　請求項１１の発明に於いて、前記制御情報は、スクロールバーの移動、ウィンドウの大
きさ、位置の変更、前記コンテンツに対する描画、マウスカーソルの移動のいずれかを含
む、販売支援システムである。
【００３４】
　上述の制御情報としては、このような例示できる。
【００３５】
　請求項１２の発明に於いて、前記制御情報手段は、前記コンテンツに透明の画面を重畳
して配置し、前記透明の画面に入力された描画の座標及び描画種類とを前記相手の端末に
対して送信し、前記相手の端末から前記描画の座標及び描画種類とを受信し、前記透明の
画面に前記描画種類を描画する、販売支援システムである。
【００３６】
　コンテンツに図形や線等を描画する場合には、コンテンツ自体に直接描画することは困
難であるので、コンテンツに透明の画面を重畳して配置し、その上に描画をすると良い。
このように構成することによって、相手の端末でも透明の画面に描画を反映することが可
能となる。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明によって、コンピュータに詳しくない購入希望者自らが、サイトの店員と直接コ
ミュニケーションを交わしながら、商品等の購入を行うことが出来る。これによって、あ
たかも実際の店舗と同様な感覚を保ちながら買い物をすることが出来る。
【００３８】
　そして従来技術のように、営業担当者の来訪を待つ必要がないので、購入希望者自らが
欲する時に商品等を購入することが出来る。
【００３９】
　又、購入希望者が抱いた疑問等に対しても、すぐに店員が対応を行うことが出来るので
、購入希望者が商品等に関心がある間にその疑問等の解消を図ることが出来る。その為、
販売機会を喪失することを防げる。更に、購入希望者と店員とが直接リアルタイムでコミ
ュニケーションを交わすことが出来るので、既製品の他、複雑な要求が出されるオーダー
メイドの商品等についても取り扱うことが可能となり、商品等の提供の幅を広げることが
出来る。
【００４０】
　更に、店員が直接電話で応対することが基本となる為、店舗のサイトを従来よりも簡素
化して構築することが出来る。例えば、組合せ家具の販売サイトで注文を受け付ける場合
には、自動販売型のサイトを構築するには、そのパーツ同士の組合せの可否等、非常に複
雑なシステム開発が必要であったが、本発明では店員が直接応対するので、そのような複
雑はシステムは不要となる。又、上述のように店舗のサイトを簡素化することが出来るの
で、そのシステム開発費用を下げることが出来る。その為、商品等にかかるシステム原価
を下げることが出来、従来よりも低価格で商品等の提供を行うことも出来る。
【００４１】
　加えて、購入希望者は、上述のようなメリットに加え、ネットワーク上に設けられたサ
イト上であっても、コンピュータによる自動回答ではなく、人間による応対を受けること
が出来、複雑な疑問や曖昧なニュアンスを告げることも出来る（コンピュータによる対応
の場合、予めプログラムされたこと以外の対応は出来ない）。又、商品等も低価格で設定
される余地が残されるので、従来よりも低価格の商品等を購入できる可能性が高まる。
【図面の簡単な説明】
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【００４２】
【図１】本発明の販売支援システムのシステム構成を示すシステム構成図である。
【図２】同期処理手段のシステム構成を示すシステム構成図である。
【図３】販売支援システムの処理プロセスの一例を示すフローチャートである。
【図４】販売支援システムの処理プロセスの一例を示すフローチャートである。
【図５】店員一覧画面の一例を示す図である。
【図６】店員が一人出勤した場合の店員一覧画面の一例を示す図である。
【図７】相談ボタン画面の一例を示す図である。
【図８】連絡先画面の一例を示す図である。
【図９】店員対応記録手段の概念図である。
【図１０】店員が一人出勤した場合の店員対応記録手段の概念図である。
【図１１】出勤画面の一例を示す図である。
【図１２】店舗のサイトの一例を示す図である。
【図１３】店舗のサイトに連絡先画面が表示された場合を示す図である。
【図１４】ポート番号入力画面の一例を示す図である。
【図１５】店員が新たに接客中になった場合の店員一覧画面の一例を示す図である。
【図１６】同期処理手段の処理プロセスの一例を示す図である。
【図１７】同期処理手段の処理プロセスの一例を示す図である。
【図１８】同期処理手段の処理プロセスの一例を示す図である。
【図１９】ツールバーの一例を示す図である。
【図２０】スクロールバーの表示位置の変更を、制御情報として同期させる場合のコンテ
ンツの一例である。
【図２１】スクロールバーの表示位置の変更を、制御情報として同期させる場合のコンテ
ンツの一例である。
【図２２】スクロールバーの表示位置の変更が同期された場合のコンテンツの一例である
。
【図２３】ウィンドウサイズの変更を、制御情報として同期させる場合のコンテンツの一
例である。
【図２４】ウィンドウサイズの変更を、制御情報として同期させる場合のコンテンツの一
例である。
【図２５】ウィンドウサイズの変更が同期された場合のコンテンツの一例である。
【図２６】描画パレットの一例を示す図である。
【図２７】コンテンツへの入力を、制御情報として同期させる場合のコンテンツの一例で
ある。
【図２８】コンテンツへの入力が制御情報として同期された場合のコンテンツの一例であ
る。
【図２９】店員用端末で選択したコンテンツを購入希望者用端末で同期する場合のコンテ
ンツの一例である。
【図３０】店員用端末で選択したコンテンツが、最初に購入希望者用端末で表示された場
合を示すコンテンツの一例である。
【図３１】購入希望者用端末で表示したコンテンツが店員用端末で表示され同期した場合
のコンテンツの一例である。
【符号の説明】
【００４３】
　１：販売支援システム
　２：コラボレーションサーバ
　３：購入希望者用端末
　４：店員用端末
　５：店舗出勤手段
　６：店員コール手段
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　７：店舗ページ表示手段
　８：店員一覧手段
　９：店員対応記録手段
１０：課金サーバ
１１：同期処理手段
１２：コンテンツ取得手段
１３：制御情報手段
１４：コンテンツ送受信手段
１５：更新手段
１６：記憶手段
１７：コンテンツ閲覧手段
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　本発明の販売支援システム１のシステム構成の一例を図１のシステム構成図に示す。販
売支援システム１は、ネットワーク上の店舗での店員が利用する店員用端末４と、当該店
舗での商品等の購入を希望する購入希望者が利用する購入希望者用端末３と、店員用端末
４と購入希望者用端末３との間でその表示を同期するコラボレーションサーバ２と、課金
処理を行う課金サーバ１０の間で、ネットワークを介してデータの送受信が可能である。
【００４５】
　このネットワークにはインターネット等のオープンネットワーク、ＬＡＮ等のクローズ
ドネットワーク、それらの組合せのイントラネット等のいずれであっても良く、有線、無
線の別も問わない。
【００４６】
　販売支援システム１は、店舗出勤手段５と店員コール手段６と店員一覧手段８と店舗ペ
ージ表示手段７と店員対応記録手段９とを有している。
【００４７】
　店舗出勤手段５は、ネットワーク上での店舗に店員が出勤した場合（即ち、店員用端末
４から出勤したことの指示を受信した場合）、その旨をコラボレーションサーバ２に送信
する手段である。又、この指示をコラボレーションサーバ２に送信する際に、コラボレー
ションサーバ２に店員用端末４が利用可能なポートを一つ追加する。ここで追加したポー
トを介して購入希望者用端末３との間で表示の同期処理を行う。更に、店員が出勤した指
示を受信したコラボレーションサーバ２は、店員対応記録手段９（後述）に対して店員の
対応状態を「未出社」から「出勤待機中」に更新する。
【００４８】
　店舗ページ表示手段７は、ネットワーク上での店舗のサイトを記憶しており、そのサイ
トのコンテンツを例えばＨＴＭＬ形式で購入希望者用端末３と店員用端末４とに送信する
手段である。このサイトには、当該店舗で販売する商品等の情報をコンテンツとして掲載
していると良い。
【００４９】
　店員一覧手段８は、店員対応記録手段９に記録している店員の対応状態を購入希望者用
端末３に送信し表示する手段である。この際に表示する店員一覧画面の一例を図５に示す
。店員一覧画面では、接客可能な店員の一覧、その店員の状態を表示していると良い。例
えば図５に示した店員一覧画面では、接客中（他の購入希望者用端末３との間で同期を行
っており、接客をしている店員）が５名、待機中（店舗に出勤しているが購入希望者に対
しては未対応の店員）が４名であることを示している。
【００５０】
　新たな店員が出勤した場合には、上述のようにコラボレーションサーバ２が店員対応記
録手段９の店員の対応状態を「未出社」から「出勤待機中」に更新するので、それに基づ
いて、店員一覧手段８は、店員一覧画面で表示する待機中の店員の画像を一名増やし、待
機中が５名となる。この状態の店員一覧画面を図６に示す。
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【００５１】
　店員コール手段６は、購入希望者用端末３から、当該店舗のサイトに表示されている図
７（相談ボタン画面）に示すような「店員への相談ボタン」を押下する等により、店員と
コミュニケーションを交わすことを希望する指示を送信した場合に、その指示を購入希望
者用端末３から受信すると、コラボレーションサーバ２と購入希望者用端末３との間でポ
ートを介して接続する指示を、コラボレーションサーバ２又は購入希望者用端末３に送信
する手段である。この指示を受信したコラボレーションサーバ２又は購入希望者用端末３
は、当該ポートを介して接続する。この指示を送信するのは、いずれのサーバ又は端末で
あっても良い。
【００５２】
　又、店員コール手段６は、当該ポート番号と店員とコミュニケーションを交わす為の連
絡先である電話番号を購入希望者用端末３に送信する手段でもある。ポート番号と電話番
号が表示された連絡先画面の一例を図８に示す。尚、図８では、コンピュータに詳しくな
い購入希望者に対しても抵抗感をなくす為に、ポート番号という専門用語を用いずに、「
整理番号」として表示している。
【００５３】
　この際に接続するポートは、予め店舗に対して割り当てられたポート数の範囲内であっ
て、店員出勤手段で店員が出勤したことによって利用可能となったポートのうちの一つで
ある。例えば、当該店舗に１５個のポートが割り当てられており、店員が１０人出勤して
いる場合には、１５個のうち１０個が利用可能なポートであり、その１０個のうちの未使
用のポートを一つ選択する。
【００５４】
　連絡先画面を購入希望者用端末３で閲覧した購入希望者は、当該電話番号「０１２０－
××××－××××」に架電し、電話にでた店員に対して整理番号「１２３」（ポート番
号：１２３）を告げることで、店員用端末４と購入希望者用端末３との間でポート番号１
２３を介して同期処理が開始され、直接、コミュニケーションを交わしながら商品等を購
入することが出来る。
【００５５】
　店員対応記録手段９は、サイトの店員の状況を、店員を識別する店員識別子とその状況
とを対応付けて記録している手段である。状況としては、「未出社」、「出勤待機中」、
「出勤対応中」等がある。店員対応記録手段９の概念を図９に示す。
【００５６】
　例えば店舗出勤手段５からＳｔａｆｆ１０の店員が出勤した指示を受信したコラボレー
ションサーバ２は、店員対応記録手段９の当該店員の状況「未出社」を「出勤待機中」に
更新することで、店員の状況を更新することが出来る。更新後の店員対応記録手段９の概
念を図１０に示す。
【００５７】
　課金サーバ１０は、店員用端末４と購入希望者用端末３との間で同期処理が開始される
と、その情報をコラボレーションサーバ２から受信し、課金情報として記録するサーバで
ある。この課金情報として、どの店舗、店員がいつ対応したか、その際のポート番号等を
記録し、場合によってはその対応時間を記録しても良い。このように課金サーバ１０で課
金情報を記録することによって、後日当該店舗に対して、コラボレーションサーバ２を利
用したことの対価を、コラボレーションサーバ２の管理会社等が請求することが出来る。
【００５８】
　従来、バナー広告等がクリックされたことによって広告料金を課金するシステムは存在
しているが、このような従来の課金では、サイトが閲覧されただけで課金されているので
、広告主にとっては実際に購入に結びつかない場合でも料金が発生する。しかし上述のよ
うに、コラボレーションサーバ２で同期処理が行われた時点で課金情報を課金サーバ１０
に記録することによって、商品等の購入に結びつく段階で料金が発生することとなる。そ
の為、従来よりも実効性が高く、広告主にとって不満が減ることとなる。
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【００５９】
　コラボレーションサーバ２は、ネットワークを介して店員用端末４と購入希望者用端末
３との間で、表示する店舗のサイトの同期処理を行うポートを有するサーバである。この
同期処理は、店員コール手段６で利用可能にしたポートを介して行われる。この同期処理
には各種の同期処理を用いることが出来るが、例えば本件発明者が発明した、ＰＣＴ／Ｊ
Ｐ０３／０１０６６号に開示の同期プログラムを用いることが出来る。この同期処理につ
いては後述する。尚、同期プログラムをコンピュータ端末に読み取らせた同期処理手段１
１を用いた同期処理の際のシステム構成を図２に示す。尚、コラボレーションサーバ２は
サーバでなくても良く、店員用端末４と購入希望者用端末３との間で、ポートを介して同
期処理の為のセッションを行えるものであれば、如何なる装置であっても良い。
【００６０】
　店員用端末４及び購入希望者用端末３は、通常のコンピュータ端末であれば良い。又、
店員用端末４及び購入希望者用端末３には、図２に示すように同期プログラムが同期処理
手段１１としてインストールされている。購入希望者用端末３にインストールされている
かどうか分からない場合には、例えば図７に示すように「同期プログラムのインストール
確認ボタン」を押下することによって、インストールの有無の確認を行い、インストール
されていない場合には、所定のサーバから当該同期プログラムをダウンロードしてインス
トールする。
【００６１】
　次に本発明の販売支援システム１を用いた商品等の購入の処理プロセスの一例を図３及
び図４のフローチャート、図１及び図２のシステム構成図を用いて示す。尚、以下の実施
例では、同期プログラムは既に店員用端末４及び購入希望者用端末３にインストールされ
ているとする。
【００６２】
　店員が業務を開始し、ネットワーク上での店舗へ出勤する場合には、図１１に示すよう
な、店員用端末４に表示されている出勤画面の「出勤」ボタンを押下する。この際に、ど
の店員が出勤するかを識別する為に、店員識別子の入力が店員用端末４に行われると良い
。この「出勤」ボタンを押下することによって、店員用端末４から販売支援システム１の
店舗出勤手段５に対して、当該入力された店員識別子を有する店員が出勤したことの指示
が送信される。その際にその指示と併せて店員識別子も送信される。
【００６３】
　当該指示と店員識別子とを受信した店舗出勤手段５は（Ｓ１００）、その旨をコラボレ
ーションサーバ２に送信する。そしてコラボレーションサーバ２に同期処理に用いる為の
ポートを、当該店舗に割り当てられたポート数を超えない範囲で一つ利用可能状態とし、
待機ポートを追加する（Ｓ１１０）。例えば当該店舗が１５個のポートが割り当てられて
おり、現在店員が９人出勤していた場合、９個のポートが既に利用可能状態となっている
ので、新たな店員が出勤した場合には更に１個のポートを利用可能状態にする。このよう
に店員が出勤する毎に利用可能なポートを一つ増やす。逆に店員が退勤した場合には利用
可能なポートを一つ減らす。
【００６４】
　このように出勤或いは退勤に併せて店舗出勤手段５が利用可能なポートを一つ増やす、
或いは減らすことによって、出勤中の店員の数とポートの数とを同数に保つことが出来る
。
【００６５】
　例えば図５に示すように、接客中の店員が５名（使用中のポートが５個）、待機中の店
員が４名（待機ポートが４個）の状態から一人の店員が出勤したことによって、接客中の
店員が５名、待機中の店員が５名となった場合には、使用中のポートが５個、待機ポート
が５個となる。
【００６６】
　又、Ｓ１００の指示を受信したコラボレーションサーバ２は、店員対応記録手段９に対
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して当該店員識別子を有する店員の対応状態を「未出社」から「出勤待機中」に更新する
（Ｓ１２０）。このように店員の対応状態が更新されると、店員一覧手段８は、店員一覧
画面の店員の表示を待機中に一人追加する（Ｓ１３０）。これによって図５から図６の状
態に店員一覧画面が更新される。
【００６７】
　購入希望者は、購入希望者用端末３から販売支援システム１にアクセスし、店舗ページ
表示手段７から当該店舗のサイトを受信し、閲覧する。この際に表示された店舗のサイト
の一例を図１２に示す。図１２の画面では、サイトの左上半分には、店員一覧画面が表示
してあり、右半分には当該店舗に於ける商品等の情報が記載されており、左下半分には図
７に示した相談ボタン画面が表示されている。
【００６８】
　ここでこのサイトを店舗ページ表示手段７から購入希望者用端末３で受信した購入希望
者が、当該サイトの「店員への相談」ボタンを押下すると、店員とコミュニケーションを
直接交わすことを希望する旨の指示が購入希望者用端末３から送信され、それを店員コー
ル手段６で受信する（Ｓ１４０）。
【００６９】
　この指示を受信した店員コール手段６は、コラボレーションサーバ２に当該購入希望者
用端末３との間で同期処理を行う為の利用可能となるポートから一つのポートを選択し、
そのポートを介して当該購入希望者用端末３とコラボレーションサーバ２とを接続する指
示をコラボレーションサーバ２又は購入希望者用端末３に送信する（Ｓ１５０）。この指
示を受信したコラボレーションサーバ２又は購入希望者用端末３は、当該ポートを介して
接続する。又、店員コール手段６は、当該ポート番号と店員とコミュニケーションを交わ
す為の連絡先である電話番号を購入希望者用端末３に送信する（Ｓ１６０）。
【００７０】
　Ｓ１６０では例えば図８に示すような連絡先画面が購入希望者用端末３で表示される（
Ｓ１７０）。この状態の購入希望者用端末３で表示されている状態を図１３に示す。この
連絡先画面を購入希望者用端末３で閲覧した購入希望者は、当該電話番号「０１２０－×
×××－××××」に架電する（Ｓ１８０）。
【００７１】
　この電話番号に架電したことによって、店員が当該電話に応答する。そして電話に応答
した店員に対して整理番号「１２３」（ポート番号：１２３）を告げる（Ｓ１９０）。こ
のポート番号を聞いた店員は、店員用端末４から所定の操作により同期処理手段１１を起
動し、同期処理を開始する為のポート番号を、例えば図１４に示すポート番号入力画面か
ら入力する。
【００７２】
　Ｓ１９０では、整理番号を「１２３」と告げられたので、店員は店員用端末４に表示さ
れた図１４に示すポート番号入力画面から整理番号（ポート番号）として「１２３」を入
力し（Ｓ２００）、接客開始ボタンを押下する。
【００７３】
　このボタンの押下により、店員用端末４からコラボレーションサーバ２に対して、当該
ポート番号（１２３）で接続を行い（Ｓ２１０）、同期処理を開始する（Ｓ２４０）。即
ち、購入希望者用端末３で表示されているサイトと店員用端末４で表示されているサイト
を同一に保つ同期処理をコラボレーションサーバ２が開始する。
【００７４】
　又、接客開始ボタンを店員用端末４を押下したことによって、当該店員は接客に入った
ので、Ｓ２１０で接続を行った店員の状況を、店員対応記録手段９で「出勤対応中」に更
新する。そして店員対応記録手段９での更新を受けて、店員一覧手段８は、店員一覧画面
で表示する店員から、接客中６名、待機中４名に更新する。具体的には、図６の表示から
図１５の表示に更新する（Ｓ２２０）。
【００７５】
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　更に、コラボレーションサーバ２は、当該同期処理が開始されたことによって（接客開
始ボタンが押下されたことを受信して）、課金サーバ１０に課金情報を記録する（Ｓ２３
０）。このように実際に同期処理が開始された（店員と購入希望者とが直接コミュニケー
ションを交わした）ことによって、従来よりも実効性のある課金となる。
【００７６】
　次にＳ２４０に於けるコラボレーションサーバ２による店員用端末４と購入希望者用端
末３との間の同期処理について説明する。この同期処理手段１１は、店員用端末４及び購
入希望者用端末３とに具備されており、コラボレーションサーバ２を介して同期処理を実
行する。同期処理手段１１のシステム構成の一例を図２に示す。
【００７７】
　店員用端末４と購入希望者用端末３は記憶手段１６を有している。記憶手段１６は、コ
ンテンツ送受信手段１４（後述）が、当該各端末以外の端末から取得したコンテンツを格
納している手段であり、例えばキャッシュ等が該当する。キャッシュ以外の他のメモリや
ハードディスク等の公知の記憶装置のいずれであっても良い。
【００７８】
　更に店員用端末４と購入希望者用端末３は、ウェブブラウザ等の公知のコンテンツ閲覧
手段１７を有している。コンテンツ閲覧手段１７は、ウェブブラウザ等のコンピュータ端
末で同期を行うアプリケーションソフトウェアであれば良く、本明細書ではウェブブラウ
ザである場合を説明するが、ワープロソフトや表計算ソフト、プレゼンテーション用ソフ
トであっても良い。この場合、ＵＲＬに加えて／の代わりに、ファイルの所在地を示した
情報がデータとして送受信され、同期が行われることとなる。尚、同期自体はウェブブラ
ウザであっても、ワープロソフト等であっても同様の処理で実現できる。
【００７９】
　コラボレーションサーバ２は、店員用端末４と購入希望者用端末３との間で、Ｓ１５０
及びＳ２１０で接続したポートを介してセッションを確立し、同期処理を実行する。
【００８０】
　同期処理手段１１は、コンテンツ取得手段１２と制御情報手段１３と記憶手段１６とコ
ンテンツ送受信手段１４と更新手段１５とからなる。
【００８１】
　コンテンツ取得手段１２は、購入希望者用端末３又は店員用端末４から店舗のサイトに
於けるコンテンツに対するコンテンツ表示要求（例えば、ＵＲＬの入力やリンクの選択等
）を受けたときに記憶手段１６から当該コンテンツを取得し、コンテンツ閲覧手段１７を
用いて表示を行う手段である。
【００８２】
　又、このコンテンツ取得手段１２は、更新手段１５（後述）が記憶手段１６に格納して
いるコンテンツが更新された場合にコンテンツ取得手段１２に送信するコンテンツ更新イ
ベントを受信したときに、記憶手段１６から当該コンテンツを取得し、コンテンツ閲覧手
段１７を用いて表示を行う手段である。
【００８３】
　制御情報手段１３は、ユーザがコンテンツ閲覧手段１７に対して入力した制御情報、例
えばスクロール、ウィンドウの大きさや位置の変更、ユーザのマウスカーソルの移動等に
よる位置を受け付け、それをコラボレーションサーバ２を介して、相手先の端末に送信す
る手段である。
【００８４】
　又制御情報手段１３は、コラボレーションサーバ２を介して、相手先の端末から制御情
報を受信した場合には、それをコンテンツ閲覧手段１７に反映する手段である。
【００８５】
　コンテンツ送受信手段１４は、コンテンツ取得手段１２が要求したコンテンツが記憶手
段１６に存在しなかった場合に、当該端末以外の端末からコンテンツを取得し、記憶手段
１６に格納する手段である。又、相手先の端末からコンテンツの送信要求を受信した場合
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に、当該コンテンツを記憶手段１６から抽出し、相手先の端末に対して送信する手段でも
ある。
【００８６】
　この場合、当該端末がホスト側（後述）である場合には、店舗ページ表示手段７から当
該コンテンツを取得しそれを記憶手段１６に格納する。又当該端末がリモート側（後述）
である場合には、そのセッションに於けるホスト側の端末に対して、当該コンテンツの取
得要求を送信し、ホスト側の端末が取得し記憶手段１６に格納した当該コンテンツを、ホ
スト側の端末から受信し、リモート側の端末の記憶手段１６に格納する。
【００８７】
　更新手段１５は、記憶手段１６が新たなコンテンツを格納した場合に、コンテンツ取得
手段１２に対して新たなコンテンツが格納されたことを示す、コンテンツ更新イベントを
、当該端末又は相手先の端末に対して通知する手段である。又相手先の端末からコンテン
ツ更新イベントを受信し、それをコンテンツ取得手段１２に対して通知する手段でもある
。コンテンツ更新イベントには、更新されたことの他、ＵＲＬやファイルの所在地等のコ
ンテンツの所在地を示す情報が含まれていても良い。
【００８８】
　尚、本明細書に於いて、ホスト側の端末とは、当該店舗のサイトに於けるコンテンツを
格納している店舗ページ表示手段７から、ネットワークを介してコンテンツの取得を行う
端末であり、リモート側の端末とは、ホスト側の端末に対してコンテンツの取得要求を行
い、コンテンツが格納されたキャッシュから、コンテンツを取得する端末を意味している
。
【００８９】
　次に同期処理手段１１による、本発明の販売支援システム１に於ける同期処理の処理の
流れの一例を図１６乃至図１８のフローチャートを用いて説明する。尚、本実施例に於い
ては、まずホスト側の購入希望者用端末３から、店舗ページ表示手段７にある店舗のサイ
トのコンテンツの取得要求を行い、当該サイトの表示後、何らかの制御を購入希望者用端
末３（ホスト側）又は店員用端末４（リモート側）に於いて行い、その後、店員用端末４
（リモート側）から店舗ページ表示手段７にある、当該サイトの他のコンテンツの取得要
求を行い、当該コンテンツの表示を行う場合を説明する。
【００９０】
　尚、既にＳ１５０及びＳ２１０に於いて店員用端末４と購入希望者用端末３とは、ポー
ト番号「１２３」を介してセッションが確立されているので、購入希望者用端末３がホス
ト側となる。そして、当該店舗のサイト内のコンテンツ（例えば商品Ａについての説明の
コンテンツ）を選択することによって、コンテンツ表示要求をコンテンツ閲覧手段１７に
送信した場合には（Ｓ３００）、購入希望者用端末３のコンテンツ取得手段１２が、コン
テンツ表示要求に対応するコンテンツを、購入希望者用端末３の記憶手段１６に格納して
いるかの確認を行う（Ｓ３１０）。
【００９１】
　尚、この際に選択されたコンテンツのＵＲＬ（即ち同期対象となるＵＲＬ）は、図１９
に示すようにツールバーに表示される。
【００９２】
　購入希望者用端末３の記憶手段１６に当該コンテンツが存在しなかった場合には（Ｓ３
２０）、購入希望者用端末３はホスト側であるので、購入希望者用端末３のコンテンツ送
受信手段１４が、店舗ページ表示手段７から当該コンテンツを取得し（Ｓ３３０）、それ
を購入希望者用端末３の記憶手段１６に格納する（Ｓ３４０）。
【００９３】
　Ｓ３４０で購入希望者用端末３の記憶手段１６に当該コンテンツを格納後、又はＳ３１
０で確認の結果、記憶手段１６に当該コンテンツを格納している場合、購入希望者用端末
３のコンテンツ取得手段１２は、記憶手段１６から当該コンテンツを取得し、コンテンツ
閲覧手段１７を用いて表示する（Ｓ３５０）。
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【００９４】
　又、購入希望者用端末３の更新手段１５は、コンテンツ更新イベントを、店員用端末４
に対して通知する（Ｓ３６０）。
【００９５】
　購入希望者用端末３からコンテンツ更新イベントの通知を受信した店員用端末４の更新
手段１５は、コンテンツ更新イベントを店員用端末４のコンテンツ取得手段１２に対して
通知する。
【００９６】
　店員用端末４のコンテンツ取得手段１２は、店員用端末４の記憶手段１６に当該コンテ
ンツを格納しているかいないかの確認を行うが、格納はしていないので（格納していない
ことが明らかなので、この確認を行わなくても良い）、コンテンツ送受信手段１４が購入
希望者用端末３のコンテンツ送受信手段１４に対して、当該コンテンツの送信要求を行う
（Ｓ３７０）。
【００９７】
　当該コンテンツの送信要求を受信した購入希望者用端末３のコンテンツ送受信手段１４
は、購入希望者用端末３の記憶手段１６から当該コンテンツを抽出し、送信要求を行った
店員用端末４に対して送信する（Ｓ３８０）。
【００９８】
　購入希望者用端末３のコンテンツ送受信手段１４から、店員用端末４のコンテンツ送受
信手段１４が当該コンテンツを受信すると（Ｓ３９０）、そのコンテンツを記憶手段１６
に格納し（Ｓ４００）、店員用端末４のコンテンツ取得手段１２は、記憶手段１６から当
該コンテンツを取得し、コンテンツ閲覧手段１７を用いて表示を行う（Ｓ４１０）。
【００９９】
　このようにすることで、購入希望者用端末３で表示しているコンテンツと同一のコンテ
ンツを店員用端末４で表示し、同期処理を行うことが出来る。そして架電により購入希望
者と店員とはコミュニケーションが行えるので、同一の画面を双方が閲覧しながら購入希
望者は店員に対して商品等の質問、店員はその回答を直接行うことが出来る。
【０１００】
　次に購入希望者用端末３又は店員用端末４に於いて、制御情報の入力が行われた場合を
説明する。
【０１０１】
　購入希望者用端末３、店員用端末４では同一のコンテンツの表示が行われているが、何
れかの端末の利用者がコンテンツ閲覧手段１７に対して、制御情報、例えばスクロール、
ウィンドウの大きさや位置の変更等の入力を行った場合には（図２０では店員用端末４の
コンテンツがスクロールバーで表示位置を変更される制御を行った場合を示す）、店員用
端末４の制御情報手段１３がそれを受信し、コラボレーションサーバ２を介して購入希望
者用端末３に送信する（Ｓ４２０）。即ち図２０の場合では、店員用端末４側のコンテン
ツの表示位置情報を制御情報として送信する。この場合を図２１に示す。
【０１０２】
　又、店員自らのマウスカーソルの移動による位置情報を、制御情報として店員用端末４
の制御情報手段１３が受信し、コラボレーションサーバ２を介して購入希望者用端末３に
送信し、表示を行わせても良い。具体的には、店員用端末４の画面上に於ける、画面とア
クティブウィンドウ及びアクティブウィンドウ内に於けるマウスカーソルとの相対位置、
又は、画面内に於ける絶対位置をマウスカーソルの位置情報として取得し、それを送信す
る。
【０１０３】
　店員用端末４からコラボレーションサーバ２を介して制御情報を受信すると、購入希望
者用端末３の制御情報手段１３は、受信した制御情報をコンテンツ閲覧手段１７に反映す
る（Ｓ４３０）。例えば制御情報がスクロールバーの上下移動であれば、購入希望者用端
末３のコンテンツ閲覧手段１７に於いても、スクロールバーの上下移動を行い、ウィンド
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ウの大きさや位置の変更等の場合には、購入希望者用端末３のコンテンツ閲覧手段１７に
於いても、ウィンドウの大きさや位置の変更等を行う。又、制御情報がマウスカーソルの
移動による位置情報であれば、そのマウスカーソルの移動を含む位置を表示する（具体的
には、画面上に於ける相対位置又は絶対位置をマウスカーソルの位置情報として取得して
いるので、それに対応する画面上の位置を相対的又は絶対的な位置として算出し表示を行
う）。この際に、移動前と移動後を表示しても良いし、移動状態を表示しても良い。上述
の図２０、図２１の場合では、表示位置情報を制御情報として受信し、購入希望者用端末
３で制御情報手段１３が、コンテンツの表示位置を同期させる。これを図２２に示す。
【０１０４】
　又、他の場合として、購入希望者用端末３でコンテンツのウィンドウサイズが変更され
た場合を図２３に示す。この変更が行われた場合に、購入希望者用端末３の制御情報手段
１３は、購入希望者用端末３側のウィンドウサイズ情報を制御情報として、店員用端末４
に送信する。この場合を図２４に示す。購入希望者用端末３からウィンドウサイズ情報の
制御情報を受信した、店員用端末４の制御情報手段１３は、その制御情報に基づいて、コ
ンテンツのウィンドウサイズを変更して同期させる。これを図２５に示す。
【０１０５】
　以上のようなプロセスを経ることによって、各端末のコンテンツ閲覧手段１７に入力し
た制御情報を、相手先の端末に対しても反映することが可能となる。
【０１０６】
　更にこの制御情報には、スクロールバーの移動やウィンドウの大きさや位置の変更、マ
ウスカーソルの位置の表示等の他にも、例えば図２６に示すような描画パレットをコンテ
ンツ閲覧手段１７と共に表示し、この描画パレットから直線、矩形、楕円、文字、マーカ
ペン、ビットマップ貼り付け、ポリゴン、図形消去、全画面消去、色選択、線種選択、文
字フォント選択、ビットマップ選択、塗りつぶしパターン選択、塗りつぶし色選択等の描
画種類をユーザが選択し、コンテンツ上に描画等を行うことで、相手先の端末に対して同
様にコンテンツ上に描画等を行っても良い。
【０１０７】
　具体的にはコンテンツ上に、コンテンツ内に於ける描画の座標位置検出の為の透明の画
面を、コンテンツに重畳して描画し、その上に、店員又は購入希望者が直線や矩形、楕円
等の上述の描画を行う。ここで行われた描画の座標（コンテンツ内に於ける相対的座標が
好適であるが、画面内に於ける絶対的座標であっても良い）を、透明な画面で検出し、そ
れを描画内容（描画の相対的座標、直線、矩形、楕円、文字、マーカペン、ビットマップ
貼り付け、ポリゴン、図形消去、全画面消去、色選択、線種選択、文字フォント選択、ビ
ットマップ選択、塗りつぶしパターン選択、塗りつぶし色選択等の描画種類）として制御
情報手段１３が、Ｓ４２０と同様に相手先の端末に送信する。
【０１０８】
　相手先の端末の制御情報手段１３は、受信した描画内容に於ける、相対的座標（又は絶
対的座標）と描画種類に基づいて、当該端末のコンテンツ閲覧手段１７で描画を行う。
【０１０９】
　又制御情報には、コンテンツの入力フィールドにテキスト等が入力された場合の同期も
ある。この場合を図２７に示す。図２７では、購入希望者用端末３のコンテンツの入力フ
ィールドに、テキストが入力、チェックボックス等から選択が行われた場合を示している
。この場合、どの入力フィールドやチェックボックス、プルダウンメニュー等に、何が入
力、選択されたかを制御情報として、制御情報手段１３が、店員用端末４に対して送信す
る。これを受信した店員用端末４の制御情報手段１３が、受信した制御情報に基づいて、
コンテンツに反映することとなる。この場合を図２８に示す。以上のようにすることで、
入力代行のような場合であっても同期をすることが可能となる。
【０１１０】
　次に店員用端末４に於いて、コンテンツの取得要求が為された場合のプロセスの流れを
説明する。
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【０１１１】
　店員用端末４を利用する店員が、例えば新たなコンテンツのＵＲＬを入力する、図２９
のコンテンツからリンク先を選択（クリック）すること等によって、コンテンツ表示要求
をコンテンツ閲覧手段１７に行った場合には（Ｓ４４０）、店員用端末４のコンテンツ取
得手段１２が、コンテンツ表示要求に対応するコンテンツを、店員用端末４の記憶手段１
６に格納しているかの確認を行う（Ｓ４５０）。図２９では、リンク先を選択（クリック
）した場合を示している。このようにして同期対象となるＵＲＬが選択された場合、図１
９に示したツールバーにそのＵＲＬが表示される。
【０１１２】
　店員用端末４の記憶手段１６に当該コンテンツが存在しなかった場合には（Ｓ４６０）
、店員用端末４はリモート側であるので、店員用端末４のコンテンツ送受信手段１４が、
そのセッションに於けるホスト側である購入希望者用端末３に対して、当該コンテンツの
取得要求を送信し（Ｓ４７０）、購入希望者用端末３が取得し記憶手段１６に格納した当
該コンテンツを、購入希望者用端末３から受信し、店員用端末４の記憶手段１６に格納す
る。即ちＳ３３０以降のプロセスを実行する。
【０１１３】
　即ちリモート側の店員用端末４の記憶手段１６に、当該コンテンツが格納されていない
場合には、ホスト側の購入希望者用端末３の記憶手段１６にも当該コンテンツは格納され
ていないので（上述のプロセスによってコンピュータ端末間の同期が取られている為）、
購入希望者用端末３が店舗ページ表示手段７、或いは他のウェブサーバからコンテンツの
取得を行い、それを購入希望者用端末３と店員用端末４の双方の記憶手段１６に格納する
ことなる。双方の記憶手段１６に当該コンテンツを格納することによって、購入希望者用
端末３及び店員用端末４で同一のコンテンツを表示することが可能となる。
【０１１４】
　この際には、図３０に示すように、先にホスト側の購入希望者用端末３でコンテンツの
表示を行う。その後、ホスト側の購入希望者用端末３からコンテンツ更新イベントを受信
したリモート側の店員用端末４が、同一のコンテンツを表示することで、同期が行われる
。この場合を図３１に示す。
【０１１５】
　又、Ｓ４５０で確認の結果、記憶手段１６に当該コンテンツを格納している場合、店員
用端末４のコンテンツ取得手段１２は、記憶手段１６から当該コンテンツを取得し、コン
テンツ閲覧手段１７を用いて表示を行う（Ｓ４８０）。
【０１１６】
　店員用端末４の更新手段１５は、コンテンツ更新イベントを、相手先の購入希望者用端
末３に対して通知する（Ｓ４９０）。
【０１１７】
　店員用端末４からコンテンツ更新イベントの通知を受信した購入希望者用端末３の更新
手段１５は、コンテンツ更新イベントを購入希望者用端末３のコンテンツ取得手段１２に
対して通知する。
【０１１８】
　購入希望者用端末３のコンテンツ取得手段１２は、店員用端末４の記憶手段１６に当該
コンテンツを格納しているかいないかの確認を行う。店員用端末４の記憶手段１６に当該
コンテンツが格納されているということは、購入希望者用端末３の記憶手段１６にも格納
されていることを意味しているので、当該コンテンツ取得手段１２が、購入希望者用端末
３の記憶手段１６から当該コンテンツを抽出し、コンテンツ閲覧手段１７を用いて表示を
行う（Ｓ５００）。
【０１１９】
　以上のようなプロセスの流れによって、リモート側の店員用端末４でコンテンツ表示を
行った場合に、ホスト側の購入希望者用端末３に於いても同一のコンテンツ表示を行うこ
とが可能となる。
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【０１２０】
　以上のようなプロセスの流れの該当箇所を適宜繰り返すことによって、購入希望者用端
末３及び店員用端末４で表示するコンテンツの同期処理を実行することが出来る。そして
購入希望者或いは店員が、所定の終了作業を行った場合に、購入希望者用端末３及び店員
用端末４のポート番号「１２３」を介したセッションを切断し、同期処理を終了する。
【０１２１】
　以上のような同期処理を実行する場合に於いてサイトによっては、ネットワーク間のセ
キュリティを保持する為に、例えばＳＳＬ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｓｏｃｋｅｔｓ　Ｌａｙｅｒ
）のようなプロトコルが用いられている場合がある。このような場合、ホスト側の購入希
望者用端末３は販売支援システム１とＳＳＬによる通信が行えるが、リモート側の店員用
端末４は、ホスト側の購入希望者用端末３の記憶手段１６からコンテンツを取得している
ので、ＳＳＬによる通信が行えていないこととなる。即ち店員用端末４と購入希望者用端
末３との間の通信は、セキュリティが確保されておらず、その通信が保護されていない。
【０１２２】
　例えば、販売支援システム１のサイトから購入希望者がクレジットカード決済によって
商品等を直接購入できる場合であって、店員がその代行入力を行う場合には、ホスト側で
ある購入希望者用端末３とリモート側である店員用端末４との間で、クレジットカード番
号等の機密性の要求されるコンテンツがやりとりされるが、そのままでは平文化されたコ
ンテンツをやりとりしているに過ぎず、その機密性が確保されていない。
【０１２３】
　従って、ホスト側の購入希望者用端末３が店舗ページ表示手段７との間でＳＳＬを用い
ている場合には、更にホスト側の購入希望者用端末３とリモート側の店員用端末４（更に
詳細には、セッションを張っているホスト側の購入希望者用端末３とコラボレーションサ
ーバ２、リモート側の店員用端末４とコラボレーションサーバ２）との間でもＳＳＬによ
る通信を行う。これによって全ての通信の機密性を確保することが可能となる。
【０１２４】
　又、本発明のようにネットワーク上のサイトから商品等を購入する場合には、店員によ
る不正を防止する為に、商品等の購入申込について、店員用端末４から申込がなされたこ
とをコラボレーションサーバ２で検出した場合、ホスト側である購入希望者用端末３に警
告を表示することによって、無断で店員による商品等の購入申込等が為されることを防ぐ
ことが可能となる。この場合、警告に対してそれをユーザが承認するという形式を取るこ
とによって、商品等の購入申込が行えるようにしても良い。
【０１２５】
　本発明に於ける各手段は、その機能が論理的に区別されているのみであって、物理上あ
るいは事実上は同一の領域を為していても良い。
【０１２６】
　尚、本発明を実施するにあたり本実施態様の機能を実現するソフトウェアのプログラム
を記録した記憶媒体をシステムに供給し、そのシステムのコンピュータが記憶媒体に格納
されたプログラムを読み出し実行することによって実現されることは当然である。
【０１２７】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラム自体が前記した実施態様の機能を実現
することとなり、そのプログラムを記憶した記憶媒体は本発明を当然のことながら構成す
ることになる。
【０１２８】
　プログラムを供給する為の記憶媒体としては、例えば磁気ディスク、ハードディスク、
光ディスク、光磁気ディスク、磁気テープ、不揮発性のメモリカード等を使用することが
できる。
【０１２９】
　又、コンピュータが読み出したプログラムを実行することにより、上述した実施態様の
機能が実現されるだけではなく、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼働
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よって前記した実施態様の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【０１３０】
　更に、記憶媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張ボ
ードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わる不揮発性あるいは揮発性の記
憶手段１６に書き込まれた後、そのプログラムの指示に基づき、機能拡張ボードあるいは
機能拡張ユニットに備わる演算処理装置などが実際の処理の一部あるいは全部を行い、そ
の処理により前記した実施態様の機能が実現される場合も含まれることは当然である。 
【産業上の利用可能性】
【０１３１】
　本発明によって、コンピュータに詳しくない購入希望者自らが、サイトの店員とリアル
タイムでコミュニケーションを交わしながら、商品等の購入を行うことが出来る。これに
よって、あたかも実際の店舗と同様な感覚を保ちながら買い物をすることが出来る。
【０１３２】
　そして従来技術のように、営業担当者の来訪を待つ必要がないので、購入希望者自らが
欲する時に商品等を購入することが出来る。
【０１３３】
　又、購入希望者が抱いた疑問等に対しても、すぐに店員が対応を行うことが出来るので
、購入希望者が商品等に関心がある間にその疑問等の解消を図ることが出来る。その為、
販売機会を喪失することを防げる。更に、購入希望者と店員とが直接リアルタイムでコミ
ュニケーションを交わすことが出来るので、既製品の他、複雑な要求が出されるオーダー
メイドの商品等についても取り扱うことが可能となり、商品等の提供の幅を広げることが
出来る。
【０１３４】
　更に、店員が直接電話で応対することが基本となる為、店舗のサイトを従来よりも簡素
化して構築することが出来る。例えば、組合せ家具の販売サイトで注文を受け付ける場合
には、自動販売型のサイトを構築するには、そのパーツ同士の組合せの可否等、非常に複
雑なシステム開発が必要であったが、本発明では店員が直接応対するので、そのような複
雑はシステムは不要となる。又、上述のように店舗のサイトを簡素化することが出来るの
で、そのシステム開発費用を下げることが出来る。その為、商品等にかかるシステム原価
を下げることが出来、従来よりも低価格で商品等の提供を行うことも出来る。
【０１３５】
　加えて、購入希望者は、上述のようなメリットに加え、ネットワーク上に設けられたサ
イト上であっても、コンピュータによる自動回答ではなく、人間による応対を受けること
が出来、複雑な疑問や曖昧なニュアンスを告げることも出来る（コンピュータによる対応
の場合、予めプログラムされたこと以外の対応は出来ない）。又、商品等も低価格で設定
される余地が残されるので、従来よりも低価格の商品等を購入できる可能性が高まる。
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