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(57)【要約】
【課題】施設のサービス提供者がその施設を訪れている
ユーザに対してそのユーザの意思に応じた応対を行うこ
とのできる情報通信システムを提供する。
【解決手段】この情報通信システムは、ユーザが所持す
るユーザ側装置２０と、ユーザが立ち寄りうる施設に設
けられた施設側装置１０から構成される。そして、ユー
ザ側装置２０は、施設のサービス提供者に対するユーザ
の意思を入力し、入力したユーザの意思を表す意思情報
を近距離無線通信可能な状態にある施設側装置１０へ送
信する。また、ユーザ側装置２０は、ユーザの顔撮影画
像を表す外見情報をその施設側装置１０へ送信する。一
方、施設側装置１０は、ユーザ側装置２０から意思情報
を受信したことを条件として、その意思情報の表すユー
ザの意思を、ユーザ側装置２０から受信した外見情報の
表すそのユーザの顔撮影画像とともに表示部１３に表示
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが所持するユーザ側装置と、ユーザが立ち寄りうる施設に設けられた施設側装置
を備える情報通信システムであって、
　前記ユーザ側装置は、
　当該ユーザ側装置を所持するユーザから前記施設のサービス提供者に対するユーザの意
思を入力する意思入力手段と、
　前記意思入力手段によりユーザの意思が入力されたことを条件として、入力されたユー
ザの意思を特定可能な意思特定情報を当該ユーザ側装置と通信可能な状態にある施設側装
置へ送信する意思情報送信手段と、
　当該ユーザ側装置を所持するユーザの外見的特徴を特定可能な外見特定情報を当該ユー
ザ側装置と通信可能な状態にある施設側装置へ送信する外見情報送信手段を備え、
　前記施設側装置は、前記ユーザ側装置から前記意思特定情報を受信したことを条件とし
て、その意思特定情報に基づき特定されるユーザの意思を、前記ユーザ側装置から受信し
た外見特定情報に基づき特定されるそのユーザの外見的特徴とともに前記施設のサービス
提供者に対して報知する報知手段を備えること
　を特徴とする情報通信システム。
【請求項２】
　前記報知手段は、前記外見特定情報に基づき特定されるユーザの外見的特徴として、そ
のユーザを撮影した撮影画像を表示すること
　を特徴とする請求項１に記載の情報通信システム。
【請求項３】
　前記意思入力手段は、あらかじめ用意された意思の候補の中からのユーザによる選択操
作に基づきユーザの意思を入力可能であること
　を特徴とする請求項１又は請求項２に記載の情報通信システム。
【請求項４】
　前記意思の候補には、前記施設のサービス提供者による応対を希望する意思が少なくと
も含まれていること
　を特徴とする請求項３に記載の情報通信システム。
【請求項５】
　前記意思入力手段は、前記施設のサービス提供者による応対を希望する意思とともに、
応対を希望する時期を入力可能であること
　を特徴とする請求項４に記載の情報通信システム。
【請求項６】
　前記意思の候補には、前記施設のサービス提供者による応対を拒否する意思が少なくと
も含まれていること
　を特徴とする請求項３から請求項５までのいずれか１項に記載の情報通信システム。
【請求項７】
　前記意思入力手段は、ユーザの意思として任意の情報を入力可能であること
　を特徴とする請求項１から請求項６までのいずれか１項に記載の情報通信システム。
【請求項８】
　前記ユーザ側装置は、当該ユーザ側装置を所持するユーザの属性及び嗜好の少なくとも
一方を特定可能なユーザ情報を当該ユーザ側装置と通信可能な状態にある施設側装置へ送
信するユーザ情報送信手段を備え、
　前記報知手段は、前記ユーザ側装置から受信したユーザ情報に基づき特定されるユーザ
の情報を、前記意思特定情報に基づき特定されるそのユーザの意思及び前記外見特定情報
に基づき特定されるそのユーザの外見的特徴とともに報知すること
　を特徴とする請求項１から請求項７までのいずれか１項に記載の情報通信システム。
【請求項９】
　前記施設側装置は、前記ユーザ側装置から前記意思特定情報を受信したことを条件とし
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て、当該施設側装置が設けられた施設におけるそのユーザ側装置を所持するユーザの位置
を検出する位置検出手段を備え、
　前記報知手段は、前記位置検出手段により検出されたユーザの位置を、前記意思特定情
報に基づき特定されるそのユーザの意思及び前記外見特定情報に基づき特定されるそのユ
ーザの外見的特徴とともに報知すること
　を特徴とする請求項１から請求項８までのいずれか１項に記載の情報通信システム。
【請求項１０】
　前記施設側装置は、
　当該施設側装置が設けられた施設のサービス提供者に関する情報を記憶する提供者情報
記憶手段と、
　前記ユーザ側装置から前記意思特定情報を受信したことを条件として、そのユーザ側装
置から受信した情報と前記提供者情報記憶手段に記憶されている情報に基づき、そのユー
ザ側装置を所持するユーザに適したサービス提供者を決定する提供者決定手段を備え、
　前記報知手段は、前記提供者決定手段により決定されたサービス提供者を、前記意思特
定情報に基づき特定されるそのユーザの意思及び前記外見特定情報に基づき特定されるそ
のユーザの外見的特徴とともに報知すること
　を特徴とする請求項１から請求項９までのいずれか１項に記載の情報通信システム。
【請求項１１】
　前記ユーザ側装置は、携帯電話端末であること
　を特徴とする請求項１から請求項１０までのいずれか１項に記載の情報通信システム。
【請求項１２】
　施設のサービス提供者に対するユーザの意思を入力する意思入力手段と、
　前記意思入力手段によりユーザの意思が入力されたことを条件として、入力されたユー
ザの意思を特定可能な意思特定情報を通信可能な状態にある施設側装置へ送信する意思情
報送信手段と、ユーザの外見的特徴を特定可能な外見特定情報を通信可能な状態にある施
設側装置へ送信する外見情報送信手段を備える、ユーザが所持するユーザ側装置と、
　ユーザが立ち寄りうる施設に設けられた施設側装置と、
　を備える情報通信システムに用いられる前記施設側装置であって、
　前記ユーザ側装置から前記意思特定情報を受信したことを条件として、その意思特定情
報に基づき特定されるユーザの意思を、前記ユーザ側装置から受信した外見特定情報に基
づき特定されるそのユーザの外見的特徴とともに前記施設のサービス提供者に対して報知
する報知手段を備えること
　を特徴とする施設側装置。
【請求項１３】
　前記報知手段は、前記外見特定情報に基づき特定されるユーザの外見的特徴として、そ
のユーザを撮影した撮影画像を表示すること
　を特徴とする請求項１２に記載の施設側装置。
【請求項１４】
　前記ユーザ側装置は、当該ユーザ側装置を所持するユーザの属性及び嗜好の少なくとも
一方を特定可能なユーザ情報を当該ユーザ側装置と通信可能な状態にある施設側装置へ送
信するユーザ情報送信手段を備え、
　前記報知手段は、前記ユーザ側装置から受信したユーザ情報に基づき特定されるユーザ
の情報を、前記意思特定情報に基づき特定されるそのユーザの意思及び前記外見特定情報
に基づき特定されるそのユーザの外見的特徴とともに報知すること
　を特徴とする請求項１２又は請求項１３に記載の施設側装置。
【請求項１５】
　前記施設側装置は、前記ユーザ側装置から前記意思特定情報を受信したことを条件とし
て、当該施設側装置が設けられた施設におけるそのユーザ側装置を所持するユーザの位置
を検出する位置検出手段を備え、
　前記報知手段は、前記位置検出手段により検出されたユーザの位置を、前記意思特定情
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報に基づき特定されるそのユーザの意思及び前記外見特定情報に基づき特定されるそのユ
ーザの外見的特徴とともに報知すること
　を特徴とする請求項１２から請求項１４までのいずれか１項に記載の施設側装置。
【請求項１６】
　前記施設側装置は、
　当該施設側装置が設けられた施設のサービス提供者に関する情報を記憶する提供者情報
記憶手段と、
　前記ユーザ側装置から前記意思特定情報を受信したことを条件として、そのユーザ側装
置から受信した情報と前記提供者情報記憶手段に記憶されている情報に基づき、そのユー
ザ側装置を所持するユーザに適したサービス提供者を決定する提供者決定手段を備え、
　前記報知手段は、前記提供者決定手段により決定されたサービス提供者を、前記意思特
定情報に基づき特定されるそのユーザの意思及び前記外見特定情報に基づき特定されるそ
のユーザの外見的特徴とともに報知すること
　を特徴とする請求項１２から請求項１５までのいずれか１項に記載の施設側装置。
【請求項１７】
　ユーザが所持するユーザ側装置と、
　前記ユーザ側装置から施設のサービス提供者に対するユーザの意思を特定可能な意思特
定情報を受信したことを条件として、その意思特定情報に基づき特定されるユーザの意思
を、前記ユーザ側装置から受信したそのユーザの外見的特徴を特定可能な外見特定情報に
基づき特定されるそのユーザの外見的特徴とともに前記施設のサービス提供者に対して報
知する報知手段を備える、ユーザが立ち寄りうる施設に設けられた施設側装置と、
　を備える情報通信システムに用いられる前記ユーザ側装置であって、
　当該ユーザ側装置を所持するユーザから前記施設のサービス提供者に対するユーザの意
思を入力する意思入力手段と、
　前記意思入力手段によりユーザの意思が入力されたことを条件として、入力されたユー
ザの意思を特定可能な意思特定情報を当該ユーザ側装置と通信可能な状態にある施設側装
置へ送信する意思情報送信手段と、
　当該ユーザ側装置を所持するユーザの外見的特徴を特定可能な外見特定情報を当該ユー
ザ側装置と通信可能な状態にある施設側装置へ送信する外見情報送信手段を備えること
　を特徴とするユーザ側装置。
【請求項１８】
　前記ユーザ側装置の外見情報送信手段は、当該ユーザ側装置を所持するユーザの外見的
特徴を特定可能な外見特定情報として、そのユーザを撮影した撮影画像を特定可能な情報
を送信すること
　を特徴とする請求項１７に記載のユーザ側装置。
【請求項１９】
　前記意思入力手段は、あらかじめ用意された意思の候補の中からのユーザによる選択操
作に基づきユーザの意思を入力可能であること
　を特徴とする請求項１７又は請求項１８に記載のユーザ側装置。
【請求項２０】
　前記意思の候補には、前記施設のサービス提供者による応対を希望する意思が少なくと
も含まれていること
　を特徴とする請求項１９に記載のユーザ側装置。
【請求項２１】
　前記意思入力手段は、前記施設のサービス提供者による応対を希望する意思とともに、
応対を希望する時期を入力可能であること
　を特徴とする請求項２０に記載のユーザ側装置。
【請求項２２】
　前記意思の候補には、前記施設のサービス提供者による応対を拒否する意思が少なくと
も含まれていること
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　を特徴とする請求項１９から請求項２１までのいずれか１項に記載のユーザ側装置。
【請求項２３】
　前記意思入力手段は、ユーザの意思として任意の情報を入力可能であること
　を特徴とする請求項１７から請求項２２までのいずれか１項に記載のユーザ側装置。
【請求項２４】
　前記ユーザ側装置は、当該ユーザ側装置を所持するユーザの属性及び嗜好の少なくとも
一方を特定可能なユーザ情報を当該ユーザ側装置と通信可能な状態にある施設側装置へ送
信するユーザ情報送信手段を備え、
　前記報知手段は、前記ユーザ側装置から受信したユーザ情報に基づき特定されるユーザ
の情報を、前記意思特定情報に基づき特定されるそのユーザの意思及び前記外見特定情報
に基づき特定されるそのユーザの外見的特徴とともに報知すること
　を特徴とする請求項１７から請求項２３までのいずれか１項に記載のユーザ側装置。
【請求項２５】
　施設のサービス提供者に対するユーザの意思を入力する意思入力手段と、
　前記意思入力手段によりユーザの意思が入力されたことを条件として、入力されたユー
ザの意思を特定可能な意思特定情報を通信可能な状態にある施設側装置へ送信する意思情
報送信手段と、ユーザの外見的特徴を特定可能な外見特定情報を通信可能な状態にある施
設側装置へ送信する外見情報送信手段を備える、ユーザが所持するユーザ側装置と、
　ユーザが立ち寄りうる施設に設けられた施設側装置と、
　を備える情報通信システムに用いられる前記施設側装置としてコンピュータを機能させ
るための施設側装置用プログラムであって、
　前記ユーザ側装置から前記意思特定情報を受信したことを条件として、その意思特定情
報に基づき特定されるユーザの意思を、前記ユーザ側装置から受信した外見特定情報に基
づき特定されるそのユーザの外見的特徴とともに前記施設のサービス提供者に対して報知
する報知手段としてコンピュータを機能させること
　を特徴とする施設側装置用プログラム。
【請求項２６】
　ユーザが所持するユーザ側装置と、
　前記ユーザ側装置から施設のサービス提供者に対するユーザの意思を特定可能な意思特
定情報を受信したことを条件として、その意思特定情報に基づき特定されるユーザの意思
を、前記ユーザ側装置から受信したそのユーザの外見的特徴を特定可能な外見特定情報に
基づき特定されるそのユーザの外見的特徴とともに前記施設のサービス提供者に対して報
知する報知手段を備える、ユーザが立ち寄りうる施設に設けられた施設側装置と、
　を備える情報通信システムに用いられる前記ユーザ側装置としてコンピュータを機能さ
せるためのユーザ側装置用プログラムであって、
　当該ユーザ側装置を所持するユーザから前記施設のサービス提供者に対するユーザの意
思を入力する意思入力手段と、
　前記意思入力手段によりユーザの意思が入力されたことを条件として、入力されたユー
ザの意思を特定可能な意思特定情報を当該ユーザ側装置と通信可能な状態にある施設側装
置へ送信する意思情報送信手段と、
　当該ユーザ側装置を所持するユーザの外見的特徴を特定可能な外見特定情報を当該ユー
ザ側装置と通信可能な状態にある施設側装置へ送信する外見情報送信手段としてコンピュ
ータを機能させること
　を特徴とするユーザ側装置用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザが立ち寄りうる施設で用いられる情報通信システムに関するものであ
る。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、施設の利用を促すためのシステムが提案されている。例えば、特許文献１に記載
の販売促進システムにおいて、商品の売り手は、無償サービスポイントを含めた販売促進
情報を店舗用端末を使用してサーバへアップロードし、商品の買い手は、アップロードさ
れた販売促進情報を携帯電話端末で受信する。そして、販売促進情報を得た携帯電話端末
のユーザは、その販売促進情報を発信した店舗へ買い手として来店した際、個人情報（氏
名、年齢、性別、住所、電話番号、電子メールアドレス等）を赤外線通信により店舗用端
末へ送信する。これにより、売り手は、買い手の個人情報を店舗用端末で受信して顧客リ
ストに容易に追加することが可能となり、販売促進に役立てることができる。
【特許文献１】特開２００３－２７１８６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、施設の利用を促すための要因の一つとして、施設のサービス提供者による適
切な応対が挙げられる。ただし、施設を訪れるユーザの中には、施設のサービス提供者に
よる積極的な応対を望むものもいれば、逆に、積極的な応対を煩わしく思うものもいるた
め、施設のサービス提供者による適切な応対は、施設を訪れたユーザに応じて異なるもの
となる。
【０００４】
　したがって、施設のサービス提供者は、施設を訪れたユーザの意思を把握した上で応対
することが好ましいが、容易なことではない。なお、前述した特許文献１に記載の構成に
よれば、施設のサービス提供者は、施設を訪れたユーザの個人情報を把握することは可能
であるが、そのユーザの意思までは把握することができない。
【０００５】
　本発明は、こうした問題にかんがみてなされたものであり、施設のサービス提供者がそ
の施設を訪れているユーザに対してそのユーザの意思に応じた応対を行うことのできる情
報通信システ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】
【０００６】
　請求項１に記載の情報通信システムによれば、施設のサービス提供者は、施設を訪れて
いるユーザに対して各ユーザの意思に応じた応対を行うことが可能となる。
　すなわち、この情報通信システムでは、ユーザ側装置が、そのユーザ側装置を所持する
ユーザから施設のサービス提供者に対するユーザの意思を入力し、その意思を特定可能な
意思特定情報をそのユーザ側装置と通信可能な状態にある施設側装置へ送信する。そして
、施設側装置が、ユーザ側装置から受信した意思特定情報に基づき特定されるユーザの意
思を施設のサービス提供者に対して報知する。この結果、施設のサービス提供者は、施設
を訪れているユーザの意思を把握することができ、ユーザの意思に応じた応対が可能とな
る。
【０００７】
　しかも、この情報通信システムでは、ユーザ側装置が、そのユーザ側装置を所持するユ
ーザの外見的特徴を特定可能な外見特定情報を施設側装置へ送信する。そして、施設側装
置が、ユーザ側装置から受信した外見特定情報に基づき特定されるそのユーザの外見的特
徴を、ユーザの意思とともに報知する。このため、施設のサービス提供者は、複数のユー
ザが施設を訪れており、かつ、ユーザの居場所が定まっていないような場合にも、報知さ
れたユーザの意思がどのユーザのものであるかを把握することができる。
【０００８】
　ここで、外見特定情報に基づき特定されるユーザの外見的特徴としては、例えば請求項
２に記載のように、そのユーザを撮影した撮影画像を表示することが考えられる。このよ
うにすれば、施設のサービス提供者は、見知らぬユーザであっても容易に見分けることが
可能となる。
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【０００９】
　ところで、施設のサービス提供者に対する意思をユーザから容易に入力するためには、
例えば請求項３に記載のように、意思入力手段が、あらかじめ用意された意思の候補の中
からのユーザによる選択操作に基づきユーザの意思を入力可能に構成されているとよい。
この構成によれば、ユーザは、あらかじめ用意された意思の候補の中から自身の意思を選
択するだけでよいため、施設のサービス提供者に対するユーザの意思を簡単な操作で伝え
ることができる。
【００１０】
　ここで、意思の候補としては、例えば請求項４に記載のように、施設のサービス提供者
による応対を希望する意思が挙げられる。このような意思を選択可能な構成によれば、ユ
ーザは、サービス提供者による応対を希望する意思をサービス提供者に伝えることで、施
設のサービス提供者による積極的な応対を受けることができる。
【００１１】
　特に、請求項５に記載のように、施設のサービス提供者による応対を希望する意思とと
もに、応対を希望する時期を入力可能であれば、サービス提供者による応対を効率よく受
けることができる。すなわち、ユーザがサービス提供者による応対を希望する状況として
は、即座の応対を希望する場合と、即座ではなく少し時間が経過した後に応対を希望する
場合がある。一方、サービス提供者は、ユーザからの応対を希望する意思を把握した際に
、即座に応対できる状況に常にあるとは限らない。そこで、少し時間が経過した後に応対
を希望するような場合には、あらかじめその旨を通知可能な構成とすることで、サービス
提供者による応対が効率よく行われるようにすることができる。
【００１２】
　また、意思の候補としては、例えば請求項６に記載のように、施設のサービス提供者に
よる応対を拒否する意思が挙げられる。このような意思を選択可能な構成によれば、ユー
ザは、サービス提供者による応対を望まない意思をサービス提供者に伝えることで、施設
のサービス提供者による積極的な応対を回避することができる。
【００１３】
　一方、例えば請求項７に記載のように、意思入力手段が、ユーザの意思として任意の情
報を入力可能に構成されていてもよい。この構成によれば、ユーザの意思を柔軟に伝える
ことが可能となる。
【００１４】
　また、請求項８に記載の情報通信システムでは、ユーザ側装置が、ユーザの属性及び嗜
好の少なくとも一方を特定可能なユーザ情報を施設側装置へ送信する。そして、施設側装
置が、ユーザ側装置から受信したユーザ情報に基づき特定されるユーザの情報を、そのユ
ーザの意思及び外見的特徴とともに報知する。このような構成の情報通信システムによれ
ば、施設のサービス提供者は、ユーザの意思だけでなくその属性や嗜好といった情報も把
握することが可能となる。この結果、ユーザに応じたサービスを積極的に提供することが
できる。
【００１５】
　ところで、本発明の情報通信システムでは、施設側装置が、ユーザの意思とともにその
ユーザの外見的特徴を報知するため、施設のサービス提供者は、ユーザの位置が定まって
いなくてもユーザを見つけ出して応対することが可能である。しかしながら、施設が広い
などの理由によりユーザを見つけ出すのが容易でない場合には、ユーザの位置について何
らかの情報を把握できることが好ましい。
【００１６】
　そこで、請求項９に記載の情報通信システムでは、施設側装置が、施設におけるそのユ
ーザ側装置を所持するユーザの位置を検出し、検出したユーザの位置をそのユーザの意思
及び外見的特徴とともに報知する。この構成によれば、施設のサービス提供者は、ユーザ
を容易に見つけ出すことが可能となる。
【００１７】
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　一方、ユーザの応対が可能なサービス提供者が複数存在する場合には、ユーザに応じた
適切なサービス提供者に応対させることが好ましい。そこで、請求項１０に記載の情報通
信システムでは、施設側装置が、施設のサービス提供者に関する情報を記憶しており、ユ
ーザ側装置から受信した情報と記憶している情報に基づき、ユーザに適したサービス提供
者を決定して報知する。このような構成によれば、ユーザに応じた適切なサービス提供者
に応対を促すことができる。
【００１８】
　また、ユーザ側装置としては、例えば請求項１１に記載のように、携帯電話端末が挙げ
られる。携帯電話端末であれば、多くのユーザが所持しているため、ユーザに専用装置を
新たに所持させることなく本発明の情報通信システムを利用させることができる。
【００１９】
　次に、請求項１２～１６に記載の施設側装置によれば、請求項１，２，８～１０の情報
通信システムをそれぞれ構築することができ、これにより前述した効果を得ることができ
る。
【００２０】
　また、請求項１７～２４に記載のユーザ側装置によれば、請求項１～８の情報通信シス
テムをそれぞれ構築することができ、これにより前述した効果を得ることができる。
　一方、請求項２５に記載の施設側装置用プログラムによれば、請求項１２の施設側装置
としてコンピュータを機能させることができ、これにより前述した効果を得ることができ
る。
【００２１】
　また、請求項２６に記載のユーザ側装置用プログラムによれば、請求項１７のユーザ側
装置としてコンピュータを機能させることができ、これにより前述した効果を得ることが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明が適用された実施形態について、図面を用いて説明する。
　［１．第１実施形態］
　まず、第１実施形態の情報通信システムについて説明する。
【００２３】
　［１－１．全体構成］
　図１は、第１実施形態の情報通信システムの概略構成を表すブロック図である。
　この情報通信システムは、ユーザが立ち寄りうる施設（販売店、飲食店等の店舗）にお
いて、ユーザの意思に応じた応対を施設の店員に行わせるためのものであり、施設に設け
られた施設側装置１０と、ユーザが所持するユーザ側装置２０とから構成される。
【００２４】
　ここで、この情報通信システムを構成する各装置１０，２０の具体的な構成について説
明する。
　［１－１－１．施設側装置の構成］
　施設側装置１０は、制御部１１、通信部１２、表示部１３及び記憶部１４を備える。
【００２５】
　制御部１１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等からなるマイクロコンピュータを中心に構成
されており、各種処理を実行する。
　通信部１２は、施設を訪れているユーザ側装置２０との間で近距離無線通信を行うため
のものであり、通信エリアに存在するユーザ側装置２０との間で無線通信が可能となる。
本実施形態では、施設を訪れているユーザが存在し得るすべての領域を包含するように通
信エリアが形成されている。なお、近距離無線通信としては、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標）、ＤＳＲＣ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｓｈｏｒｔ　Ｒａｎｇｅ　Ｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎ）、無線ＬＡＮ、ＺＩＧＢＥＥ（登録商標）等が挙げられる。
【００２６】
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　表示部１３は、施設の店員に対して各種情報を表示するためのものであり、例えば液晶
ディスプレイを用いて構成される。
　記憶部１４は、各種情報を記憶可能に構成されたものであり、当該施設側装置１０の設
けられた施設に固有の識別情報である施設識別情報が記憶されている。施設識別情報は、
当該施設側装置１０の設けられた施設に固有の情報であるとともに、その施設の種類（業
種）を特定可能な情報となっている。例えば、全体として１０桁の数字で構成され、上３
桁の数字が施設の種類を表し、下７桁の数字が固有番号を表すといった情報を用いること
ができる。
【００２７】
　［１－１－２．ユーザ側装置の構成］
　ユーザ側装置２０は、施設を利用するユーザが携帯可能な可搬型端末（本実施形態では
携帯電話端末）であり、制御部２１、通信部２２、記憶部２３、表示部２４及び操作部２
５を備える。
【００２８】
　制御部２１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等からなるマイクロコンピュータを中心に構成
されており、各種処理を実行する。
　通信部２２は、施設側装置１０との間で近距離無線通信を行うためのものである。
【００２９】
　記憶部２３は、各種情報を記憶可能に構成されており、ユーザ識別情報、外見情報、基
本情報及び嗜好情報が記憶されている。なお、これらの情報は、例えば、ユーザが本情報
通信システムを利用するための加入手続を行った際に記憶部２３に書き込まれ、必要に応
じて更新される。
【００３０】
　ここで、ユーザ識別情報は、当該ユーザ側装置２０を所持するユーザに固有の識別情報
である。
　外見情報は、当該ユーザ側装置２０を所持するユーザの外見的特徴を表すものであり、
本実施形態では、ユーザの顔撮影画像（顔写真）を表す画像情報が用いられる。
【００３１】
　基本情報は、当該ユーザ側装置２０を所持するユーザの属性を表す情報であり、本実施
形態では、ユーザの氏名、身長、体重、年齢、得意言語、性別、家族構成、趣味といった
情報が含まれている。
【００３２】
　嗜好情報は、当該ユーザ側装置２０を所持するユーザの嗜好を表す情報であり、本実施
形態では、施設の種類ごとに分類して登録されている。例えば、衣料品店に関する嗜好情
報として、好きな色や好みのスタイルの情報が登録されている。具体的には、好きな色の
情報として、衣料品の色（青、緑、紫等）、トーン（明るいトーン等）、その他（派手、
柄物等）の情報が登録されている。また、好みのスタイルの情報として、雰囲気（トラッ
ド等）、スタイル（動きやすいゆったりしたもの等）の情報が登録されている。
【００３３】
　表示部２４は、各種情報を表示するためのものであり、例えば液晶ディスプレイを用い
て構成される。
　操作部２５は、ユーザからの外部操作による指令を入力するためのものであり、図２に
示すように、ユーザが押操作可能な複数のキー（スイッチ）を有している。この中には、
当該ユーザ側装置２０を所持するユーザの意思を施設の店員に対して通知する操作（以下
「意思通知操作」という。）を行うための専用キーとして、応対希望キー２６と応対拒否
キー２７が設けられている。
【００３４】
　ここで、応対希望キー２６は、店員による応対を希望する意思（以下「応対希望意思」
という。）を通知するためのキーである。すなわち、ユーザ側装置２０を所持したユーザ
が、施設においてこの応対希望キー２６を押すと、後述する処理により、その施設に設け
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られた施設側装置１０の表示部１３に応対希望意思を示すメッセージがそのユーザの顔撮
影画像とともに表示される（図５等）。
【００３５】
　一方、応対拒否キー２７は、店員による応対を拒否する意思（以下「応対拒否意思」と
いう。）を通知するためのキーである。すなわち、ユーザ側装置２０を所持したユーザが
、施設においてこの応対拒否キー２７を押すと、後述する処理により、その施設に設けら
れた施設側装置１０の表示部１３に応対拒否意思を示すメッセージがそのユーザの顔撮影
画像とともに表示される。
【００３６】
　このように、本実施形態では、応対希望意思及び応対拒否意思がユーザの意思の候補と
してあらかじめ用意されており、ユーザは、いずれかの意思を選択することで施設の店員
にその意思を通知することができるようになっている。
【００３７】
　また、操作部２５が有する複数のキーの中には、数字や文字等の情報を入力するための
ダイヤルキー２８が含まれている。そして、ユーザは、応対希望意思の付加情報として、
店員による応対を希望する時期を数値で指定したり、店員に対する具体的な希望内容を任
意の文字列で伝えたりすることができる。
【００３８】
　例えば、ユーザが、施設においてダイヤルキー２８で数値「３」を打ち込んだ後に応対
希望キー２６を押すと、後述する処理により、その施設に設けられた施設側装置１０の表
示部１３に３分後の応対を希望する意思を示すメッセージが表示される（図５）。
【００３９】
　また、ユーザが、施設においてダイヤルキー２８で来店目的や希望商品等の任意の文字
列を打ち込んだ後に応対希望キー２６を押すと、後述する処理により、その施設に設けら
れた施設側装置１０の表示部１３にユーザの打ち込んだ文字列が表示される（図６）。
【００４０】
　［１－２．情報通信システムで実行される処理］
　次に、第１実施形態の情報通信システムを構成する各装置１０，２０で実行される処理
について説明する。
【００４１】
　［１－２－１．情報送信処理］
　まず、ユーザ側装置２０の制御部２１により実行される情報送信処理について、図３の
フローチャートを用いて説明する。この情報送信処理は、ユーザ側装置２０の電源がオン
されることにより開始され、ユーザ側装置２０の電源がオフされるまで継続して行われる
。
【００４２】
　制御部２１は、情報送信処理を開始すると、まず、Ｓ１０１で、前述した意思通知操作
が操作部２５で行われたか否かを判定する。
　このＳ１０１で、意思通知操作が行われたと判定した場合には、Ｓ１０２へ移行する。
そして、Ｓ１０２では、意思通知操作によるユーザの意思を表す意思情報を、記憶部２３
に記憶されているユーザ識別情報とともに、当該ユーザ側装置２０と近距離無線通信可能
な状態にある施設側装置１０へ送信し、Ｓ１０３へ移行する。ここで、意思情報の表すユ
ーザの意思は、応対希望意思及び応対拒否意思のうちいずれか一方の意思を表すものであ
り、特に、応対希望意思の付加情報として応対希望時期や具体的希望内容が入力された場
合には、その内容も含まれる。
【００４３】
　一方、Ｓ１０１で、意思通知操作が行われていないと判定した場合には、そのままＳ１
０３へ移行する。
　Ｓ１０３では、外見情報、基本情報及び嗜好情報の送信要求であるユーザ情報送信要求
が受信されたか否かを判定する。なお、このユーザ情報送信要求は、後述するように、意
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思情報を受信した施設側装置１０により、その施設側装置１０の設けられた施設の施設識
別情報とともに送信される。
【００４４】
　そして、Ｓ１０３で、ユーザ情報送信要求が受信されたと判定した場合には、Ｓ１０４
へ移行し、記憶部１４に記憶されている嗜好情報のうち、ユーザ情報送信要求とともに受
信した施設識別情報の表す施設の種類に対応するものを抽出する。つまり、ユーザが訪れ
ている施設に関する嗜好情報を抽出するようにしている。
【００４５】
　続いて、Ｓ１０５では、Ｓ１０４で抽出した嗜好情報と、記憶部２３に記憶されている
外見情報及び基本情報（当該ユーザ側装置２０を所持するユーザの外見情報及び基本情報
）を、ユーザ識別情報とともに要求元の施設側装置１０へ送信した後、Ｓ１０１へ戻る。
【００４６】
　一方、Ｓ１０３で、ユーザ情報送信要求が受信されていないと判定した場合には、その
ままＳ１０１へ戻る。
　［１－２－２．ユーザ情報表示処理］
　次に、施設側装置１０の制御部１１により実行されるユーザ情報表示処理について、図
４のフローチャートを用いて説明する。
【００４７】
　制御部１１は、ユーザ情報表示処理を開始すると、まず、Ｓ２０１で、意思情報が受信
されたか否かを判定し、受信されたと判定した場合にＳ２０２へ移行する。なお、意思情
報は、前述したように、施設に存在するユーザによって意思通知操作が行われたユーザ側
装置２０により、そのユーザのユーザ識別情報とともに送信される。
【００４８】
　Ｓ２０２では、意思情報の送信元であるユーザ側装置２０に対し外見情報、基本情報及
び嗜好情報の送信要求であるユーザ情報送信要求を送信する。これにより、そのユーザ側
装置２０に記憶されている外見情報、基本情報及び嗜好情報が、ユーザ識別情報とともに
当該施設側装置１０へ送信されてくる（前述した情報送信処理（図３）におけるＳ１０５
）。
【００４９】
　続いて、Ｓ２０３では、ユーザ側装置２０により送信される外見情報、基本情報、嗜好
情報及びユーザ識別情報を受信する。
　続いて、Ｓ２０４では、ユーザ側装置２０から受信した意思情報、外見情報、基本情報
及び嗜好情報の内容を表示部１３に表示させた後、Ｓ２０１へ戻る。
【００５０】
　具体的には、例えば図５に示すように、表示画面における左上部に意思情報の内容（図
５の例では「お客様が読んでいます　３分後」）を表示し、その下側に外見情報の内容（
顔撮影画像）を表示する。さらに、表示画面における右上部に基本情報の内容（氏名、身
長、体重、年齢、得意言語、性別、家族構成、趣味）を表示し、その下側に嗜好情報の内
容（好きな色、好みのスタイル）を表示する。
【００５１】
　ここで、意思情報に応対希望時期が含まれている場合には、図５の例のように、店員に
よる応対を希望する時期（この例では「３分後」）が意思情報の内容として表示される。
本実施形態では、ユーザが何分後の応対を希望しているかを表示するようにしており、表
示する数値を時間の経過とともに更新（カウントダウン）する処理を行う。このため、施
設の店員は、表示部１３に表示されている内容を確認したタイミングに関係なく、ユーザ
の希望する時期に応対することが可能となる。なお、意思情報に応対希望時期が含まれて
いない場合には、図５から「３分後」を除いた表示となる。
【００５２】
　一方、意思情報に具体的な希望内容が含まれている場合には、図６に示すように、その
希望内容を表す文字列（この例では「本日の目的は同伴する妻の誕生日祝い。妻の希望商
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品は春物のカジュアルなシャツ。」）が意思情報の内容として表示される。
【００５３】
　［１－３．使用例］
　次に、第１実施形態の情報通信システムの使用例について説明する。
　施設を訪れたユーザが、ユーザ側装置２０の操作部２５に設けられた応対希望キー２６
を押すと、応対希望意思を表す意思情報がユーザ側装置２０から施設側装置１０へ近距離
無線通信で送信される。すると、その施設側装置１０により、ユーザ側装置２０に記憶さ
れている外見情報、基本情報及び嗜好情報が取得される。そして、応対希望意思を示す意
思情報（「お客様が呼んでいます」というメッセージ）と、ユーザの顔撮影画像、基本情
報及び嗜好情報が施設側装置１０の表示部１３に表示される。これにより、施設の店員は
、顔撮影画像に基づきそのユーザを見つけ出し、積極的な応対を行うことができる。
【００５４】
　なお、ユーザが、応対希望キー２６を押す前に数値を打ち込んだ場合には、「３分後」
等のメッセージも意思情報の内容として表示される（図５）。この場合、施設の店員は、
その時間になったらユーザを応対できるように準備することが可能となる。
【００５５】
　また、ユーザが、応対希望キー２６を押す前に任意の文字列を打ち込んだ場合には、そ
の文字列が意思情報の内容として表示される（図６）。この場合、施設の店員は、その文
字列の内容に応じた具体的なサービスをユーザに積極的に提供することができる。
【００５６】
　一方、施設を訪れたユーザが、ユーザ側装置２０の応対拒否キー２７を押した場合には
、応対拒否意思を示す意思情報（「お客様が応対を拒否しています」というメッセージ）
が表示される。これにより、施設の店員は、顔撮影画像に基づき見つけ出したそのユーザ
に対しては、積極的な応対を行わないようにすることができる。
【００５７】
　［１－４．効果］
　以上説明したように、第１実施形態の情報通信システムによれば、次の効果が得られる
。
【００５８】
　・施設を訪れたユーザは、施設の店員による応対を希望するか否かの意思を店員に容易
に伝えることができる。このため、店員による応対が必要であるにもかかわらず店員が見
当たらなかったり、逆に、店員による応対が不要であるにもかかわらず店員から話しかけ
られたりすることがなく、施設を快適に利用することができる。一方、施設の店員は、施
設を訪れているユーザの意思を把握することができるため、ユーザの意思に応じた適切な
応対を行うことができる。しかも、施設の店員は、複数の見知らぬユーザが施設を訪れて
おり、かつ、ユーザの居場所が定まっていないような場合にも、顔撮影画像に基づきユー
ザを外見で容易に見分けることができ、どのユーザがどういった意思を持っているのかを
把握することができる。
【００５９】
　・応対希望意思や応対拒否意思を通知するための専用キー（応対希望キー２６及び応対
拒否キー２７）がユーザ側装置２０の操作部２５に設けられているため、ユーザは、簡単
な操作により施設の店員に対して自身の意思を通知することができる。
【００６０】
　・ユーザは、応対希望意思の付加情報として店員による応対を希望する時期を入力する
ことができる。このため、店員による応対を効率よく受けることができる。
　・ユーザは、具体的な希望内容を任意の文字列で入力することができる。このため、ユ
ーザの意思を柔軟に伝えることが可能となり、例えば、ユーザ自身に対する応対の希望内
容だけでなく、ユーザの同伴者に対する応対の希望内容を伝えることもできる。
【００６１】
　・施設の店員は、ユーザの属性を表す基本情報やユーザの嗜好を表す嗜好情報を把握す
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ることができる。このため、ユーザに応じたサービスを積極的に提供することができる。
　・施設側装置１０は、ユーザ側装置２０との間で近距離無線通信可能に構成されており
、当該施設側装置１０と通信状態にあるユーザ側装置２０（施設を訪れているユーザが所
持するユーザ側装置２０）からのみ各種情報を受信する。このため、施設を訪れているユ
ーザの情報のみが表示部１３に表示されることとなり、施設の店員は、必要な情報のみを
確認することができる。
【００６２】
　・施設側装置１０は、施設を訪れたユーザの外見的特徴を表す外見情報と、そのユーザ
に関する基本情報及び嗜好情報を、ユーザ側装置２０から取得する。このような構成によ
り、施設側装置１０は、施設を利用するユーザについての情報を事前に記憶しておく必要
がなく、施設の店員は、初めて施設を訪れるユーザに対しても適切な応対を行うことがで
きる。
【００６３】
　・携帯電話端末をユーザ側装置２０として用いる構成のため、施設を利用するユーザに
専用装置を新たに所持させることなく情報通信システムを利用させることができる。
　［１－５．特許請求の範囲との対応］
　なお、第１実施形態の情報通信システムでは、ユーザ情報表示処理（図４）におけるＳ
２０４の処理を実行する施設側装置１０の制御部１１が、報知手段に相当する。
【００６４】
　また、情報送信処理（図３）におけるＳ１０１の処理を実行するユーザ側装置２０の制
御部２１が、意思入力手段に相当し、Ｓ１０２の処理を実行する制御部２１が、意思情報
送信手段に相当し、Ｓ１０５の処理を実行する制御部２１が、外見情報送信手段及びユー
ザ情報送信手段に相当する。
【００６５】
　［２．第２実施形態］
　次に、第２実施形態の情報通信システムについて説明する。
　［２－１．全体構成］
　図７は、第２実施形態の情報通信システムの概略構成を表すブロック図である。
【００６６】
　第２実施形態の情報通信システムは、第１実施形態の情報通信システム（図１）と対比
すると、施設側装置１０の制御部１１が、施設における複数箇所に設置されたカメラ３１
と通信可能に接続されている点が異なる。ここで、カメラ３１は、例えば図８に示すよう
に、施設における商品陳列棚４１の前に存在するユーザの顔面を撮影できるように、商品
陳列棚４１に隣接する柱４２の上部などに設けられている。なお、カメラ３１としては、
万引き防止等の目的で設置されたものを流用することが可能である。以下、第１実施形態
の情報通信システムと相違する部分を中心に説明し、共通する部分については同一符号を
用いるとともに説明を省略する。
【００６７】
　［２－２．情報通信システムで実行される処理］
　次に、第２実施形態の情報通信システムを構成する各装置１０，２０で実行される処理
について説明する。
【００６８】
　［２－２－１．情報送信処理］
　ユーザ側装置２０の制御部２１により実行される情報送信処理は、第１実施形態の情報
送信処理（図３）と同一であるため、説明を省略する。
【００６９】
　［２－２－２．ユーザ情報表示処理］
　次に、施設側装置１０の制御部１１により実行されるユーザ情報表示処理について、図
９のフローチャートを用いて説明する。第２実施形態のユーザ情報表示処理は、第１実施
形態のユーザ情報表示処理（図４）と対比すると、Ｓ２０４の処理に代えてＳ３０８の処
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理を行う点と、Ｓ３０４～Ｓ３０７の処理が加わっている点が異なる。その他、Ｓ３０１
～Ｓ３０３の各処理内容は、Ｓ２０１～Ｓ２０３の各処理内容と同一であるため、これら
の処理内容についての説明は省略する。
【００７０】
　Ｓ３０４では、Ｓ３０３で受信した外見情報の表すユーザの顔撮影画像から顔特徴点を
抽出する。つまり、意思通知操作を行ったユーザの顔特徴点を抽出するようにしている。
　続いて、Ｓ３０５では、カメラ３１により撮影されているすべてのユーザについて、顔
撮影画像から顔特徴点を抽出する。
【００７１】
　続いて、Ｓ３０６では、Ｓ３０４で抽出した顔特徴点とＳ３０５で抽出した顔特徴点を
比較し、Ｓ３０５で抽出した顔特徴点の中からＳ３０４で抽出した顔特徴点と合致するも
のを特定する。つまり、施設内に存在するユーザの中から、意思通知操作を行ったユーザ
を特定するようにしている。
【００７２】
　続いて、Ｓ３０７では、Ｓ３０４で抽出した顔特徴点と合致する顔特徴点の顔撮影画像
を撮影したカメラを特定し、このカメラの設けられている位置を位置情報（例えば「５番
柱付近」）とする。つまり、意思通知操作を行ったユーザを撮影したカメラを特定するこ
とで、そのユーザの居場所を特定するようにしている。なお、Ｓ３０４で抽出した顔特徴
点と合致する顔特徴点が存在しない場合（意思通知操作を行ったユーザがカメラ３１に撮
影されていない場合等）には、位置情報は空白の情報（非表示の情報）となる。
【００７３】
　続いて、Ｓ３０８では、ユーザ側装置２０から受信した意思情報、外見情報、基本情報
及び嗜好情報の内容と、位置情報の内容を表示部１３に表示させた後、Ｓ２０１へ戻る。
　具体的には、例えば図８に示すように、表示画面における左上部に意思情報及び位置情
報の内容（図８の例では「お客様が読んでいます　５番柱付近　３分後」）を表示し、そ
の下側に外見情報の内容（顔撮影画像）を表示する。さらに、表示画面における右上部に
基本情報の内容（氏名、身長、体重、年齢、得意言語、性別、家族構成、趣味）を表示し
、その下側に嗜好情報の内容（好きな色、好みのスタイル）を表示する。
【００７４】
　［２－３．使用例］
　次に、第２実施形態の情報通信システムの使用例について説明する。
　施設を訪れたユーザが、ユーザ側装置２０の操作部２５に設けられた応対希望キー２６
を押すと、応対希望意思を表す意思情報がユーザ側装置２０から施設側装置１０へ近距離
無線通信で送信される。すると、その施設側装置１０により、ユーザ側装置２０に記憶さ
れている外見情報、基本情報及び嗜好情報が取得され、外見情報からユーザの顔特徴点が
抽出される。こうして抽出されたユーザの顔特徴点が、施設に設けられたカメラ３１によ
り撮影されているすべてのユーザの顔特徴点と比較され、顔特徴点の合致するユーザを撮
影したカメラ３１の位置が位置情報とされる。そして、応対希望意思を示す意思情報（「
お客様が呼んでいます」というメッセージ）及び位置情報（例えば「５番柱付近」）と、
ユーザの顔撮影画像、基本情報及び嗜好情報が施設側装置１０の表示部１３に表示される
。これにより、施設の店員は、ユーザの居場所（この例では「５番柱付近」）を把握する
ことができ、顔撮影画像に基づきそのユーザを見つけ出し、積極的な応対を行うことがで
きる。
【００７５】
　なお、ユーザが、応対希望キー２６を押す前に数値を打ち込んだ場合には、「３分後」
等のメッセージも意思情報の内容として表示される（図８）。この場合、施設の店員は、
その時間になったらユーザを応対できるように準備することが可能となる。
【００７６】
　また、ユーザが、応対希望キー２６を押す前に任意の文字列を打ち込んだ場合には、そ
の文字列が意思情報の内容として表示される。この場合、施設の店員は、その文字列の内
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容に応じた具体的なサービスをユーザに積極的に提供することができる。
【００７７】
　一方、施設を訪れたユーザが、ユーザ側装置２０の応対拒否キー２７を押した場合には
、応対拒否意思を示す意思情報（「お客様が応対を拒否しています」というメッセージ）
が表示される。これにより、施設の店員は、顔撮影画像に基づき見つけ出したそのユーザ
に対しては、積極的な応対を行わないようにすることができる。
【００７８】
　［２－４．効果］
　以上説明したように、第２実施形態の情報通信システムによれば、第１実施形態と同様
の効果に加え、次の効果が得られる。
【００７９】
　・施設側装置１０が、意思通知操作を行ったユーザの居場所を検出してそのユーザの顔
撮影画像とともに表示するため、施設の店員は、ユーザを容易に見つけ出すことができる
。
【００８０】
　［２－５．特許請求の範囲との対応］
　なお、第２実施形態の情報通信システムでは、ユーザ情報表示処理（図９）におけるＳ
３０４～Ｓ３０７の処理を実行する施設側装置１０の制御部１１が、位置検出手段に相当
し、Ｓ３０８の処理を実行する制御部１１が、報知手段に相当する。
【００８１】
　また、情報送信処理（図３）におけるＳ１０１の処理を実行するユーザ側装置２０の制
御部２１が、意思入力手段に相当し、Ｓ１０２の処理を実行する制御部２１が、意思情報
送信手段に相当し、Ｓ１０５の処理を実行する制御部２１が、外見情報送信手段及びユー
ザ情報送信手段に相当する。
【００８２】
　［３．第３実施形態］
　次に、第３実施形態の情報通信システムについて説明する。
　［３－１．全体構成］
　図１０は、第３実施形態の情報通信システムの概略構成を表すブロック図である。
【００８３】
　第３実施形態の情報通信システムは、第１実施形態の情報通信システム（図１）と対比
すると、施設側装置１０の記憶部１４に店員データベースが記憶されている点と、ユーザ
側装置２０の記憶部２３に意思候補データベースが記憶されている点が異なる。
【００８４】
　ここで、店員データベースは、図１１に示すように、店員に関する情報が記憶されたデ
ータベースであり、本実施形態では、各店員の情報として、店員名（氏名）、専門分野、
得意言語、性別等の情報が登録されている。
【００８５】
　一方、意思候補データベースは、施設の店員に対して通知可能な具体的な意思の候補が
記憶されたデータベースであり、本実施形態では、意思の候補が施設の種類ごとに分類し
て登録されている。そして、ユーザ側装置２０は、意思通知操作において、意思の候補を
選択可能な状態で表示部２４に表示し、選択された意思を施設側装置１０へ送信する。
【００８６】
　具体的には、最初に、施設の種類の選択肢として「衣料品店」、「飲食店」等の候補を
表示し、例えば「衣料品店」が選択されると、衣料品店における購入予定品の候補として
「男性用」、「女性用」等の候補を表示する。ここで、例えば「男性用」が選択されて応
対希望キー２６が押されると、ユーザの購入予定品が男性用の衣料品であることを意思情
報として施設側装置１０へ送信する。
【００８７】
　以下、第１実施形態の情報通信システムと相違する部分を中心に説明し、共通する部分
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については同一符号を用いるとともに説明を省略する。
　［３－２．情報通信システムで実行される処理］
　次に、第３実施形態の情報通信システムを構成する各装置１０，２０で実行される処理
について説明する。
【００８８】
　［３－２－１．情報送信処理］
　ユーザ側装置２０の制御部２１により実行される情報送信処理は、第１実施形態の情報
送信処理（図３）と同一であるため、説明を省略する。
【００８９】
　［３－２－２．ユーザ情報表示処理］
　次に、施設側装置１０の制御部１１により実行されるユーザ情報表示処理について、図
１２のフローチャートを用いて説明する。第３実施形態のユーザ情報表示処理は、第１実
施形態のユーザ情報表示処理（図４）と対比すると、Ｓ２０４の処理に代えてＳ４０６の
処理を行う点と、Ｓ４０４，Ｓ４０５の処理が加わっている点が異なる。その他、Ｓ４０
１～Ｓ４０３の各処理内容は、Ｓ２０１～Ｓ２０３の各処理内容と同一であるため、これ
らの処理内容についての説明は省略する。
【００９０】
　Ｓ４０４では、ユーザ側装置２０から受信した意思情報が応対希望意思を表すものであ
るか否かを判定する。
　そして、Ｓ４０４で、受信した意思情報が応対希望意思を表すものであると判定した場
合には、Ｓ４０５へ移行し、その応対希望意思を持つユーザを応対するのに最適な店員を
決定するための店員決定処理を実行した後、Ｓ４０６へ移行する。なお、店員決定処理の
具体的内容については後述する（図１３）。
【００９１】
　一方、Ｓ４０４で、受信した意思情報が応対希望意思を表すものでないと判定した場合
には、そのままＳ４０６へ移行する。
　Ｓ４０６では、ユーザ側装置２０から受信した意思情報、外見情報、基本情報及び嗜好
情報の内容と、Ｓ４０５で決定した店員を表す店員情報の内容を表示部１３に表示させた
後、Ｓ４０１へ戻る。
【００９２】
　具体的には、例えば図１４に示すように、表示画面における左上部に意思情報及び店員
情報の内容（図１４の例では「お客様が読んでいます　山田花子さん」）を表示し、その
下側に外見情報の内容（顔撮影画像）を表示する。さらに、表示画面における右上部に基
本情報の内容（氏名、身長、体重、年齢、得意言語、性別、家族構成、趣味）を表示し、
その下側に嗜好情報の内容（好きな色、好みのスタイル）を表示する。
【００９３】
　なお、Ｓ４０４で、受信した意思情報が応対希望意思を表すものでないと判定した場合
には、店員情報は空白の情報（非表示の情報）となる。
　［３－２－３．店員決定処理］
　次に、前述したユーザ情報表示処理（図１２）のＳ４０５で実行される店員決定処理に
ついて、図１３のフローチャートを用いて説明する。
【００９４】
　制御部１１は、店員決定処理を開始すると、まず、Ｓ５０１で、ユーザ側装置２０から
受信した基本情報に基づき、応対希望意思を持つユーザの得意言語が日本語であるか否か
を判定する。
【００９５】
　このＳ５０１で、ユーザの得意言語が日本語であると判定した場合には、Ｓ５０２へ移
行し、ユーザ側装置２０から受信した意思情報に基づき、そのユーザの購入予定品が男性
用のものであるか否かを判定する。
【００９６】
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　そして、Ｓ５０２で、ユーザの購入予定品が男性用のものであると判定した場合には、
Ｓ５０３へ移行し、ユーザを応対するのに最適な店員を「山田太郎」に決定した後、本店
員決定処理を終了する。
【００９７】
　一方、Ｓ５０２で、ユーザの購入予定品が男性用のものでないと判定した場合には、Ｓ
５０４へ移行し、ユーザを応対するのに最適な店員を「山田花子」に決定した後、本店員
決定処理を終了する。
【００９８】
　また、Ｓ５０１で、ユーザの得意言語が日本語でないと判定した場合には、Ｓ５０５へ
移行し、ユーザ側装置２０から受信した基本情報に基づき、そのユーザの得意言語が英語
であるか否かを判定する。
【００９９】
　このＳ５０５で、ユーザの得意言語が英語であると判定した場合には、Ｓ５０６へ移行
し、ユーザ側装置２０から受信した意思情報に基づき、そのユーザの購入予定品が男性用
のものであるか否かを判定する。
【０１００】
　そして、Ｓ５０６で、ユーザの購入予定品が男性用のものであると判定した場合には、
Ｓ５０７へ移行し、ユーザを応対するのに最適な店員を「マーク」に決定した後、本店員
決定処理を終了する。
【０１０１】
　一方、Ｓ５０６で、ユーザの購入予定品が男性用のものでないと判定した場合には、Ｓ
５０４へ移行し、ユーザを応対するのに最適な店員を「山田花子」に決定した後、本店員
決定処理を終了する。
【０１０２】
　また、Ｓ５０５で、ユーザの得意言語が英語でないと判定した場合には、Ｓ５０８へ移
行し、ユーザ側装置２０から受信した基本情報に基づき、そのユーザの得意言語がフラン
ス語であるか否かを判定する。
【０１０３】
　そして、Ｓ５０８で、ユーザの得意言語がフランス語であると判定した場合には、Ｓ５
０９へ移行し、ユーザを応対するのに最適な店員を「ルーシー」に決定した後、本店員決
定処理を終了する。
【０１０４】
　一方、Ｓ５０８で、ユーザの得意言語がフランス語でないと判定した場合には、Ｓ５０
１０へ移行し、ユーザ側装置２０から受信した基本情報に基づき、そのユーザが男性であ
るか否かを判定する。
【０１０５】
　そして、Ｓ５１０で、ユーザが男性であると判定した場合には、Ｓ５１１へ移行し、ユ
ーザを応対するのに最適な店員を「山田太郎」に決定した後、本店員決定処理を終了する
。
【０１０６】
　一方、Ｓ５１０で、ユーザが男性でないと判定した場合には、Ｓ５１２へ移行し、ユー
ザを応対するのに最適な店員を「山田花子」に決定した後、本店員決定処理を終了する。
　このような店員決定処理により、応対希望意思を持つユーザを応対するのに最適な店員
が決定される。
【０１０７】
　［３－３．使用例］
　次に、第３実施形態の情報通信システムの使用例について説明する。
　施設を訪れたユーザが、ユーザ側装置２０の操作部２５に設けられた応対希望キー２６
を押すと、応対希望意思を表す意思情報がユーザ側装置２０から施設側装置１０へ近距離
無線通信で送信される。すると、その施設側装置１０により、ユーザ側装置２０に記憶さ
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れている外見情報、基本情報及び嗜好情報が取得され、意思情報及び基本情報に基づき、
ユーザを応対するのに最適な店員が決定される。そして、応対希望意思を示す意思情報（
「お客様が呼んでいます」というメッセージ）及び店員情報（例えば「山田花子さん」）
と、ユーザの顔撮影画像、基本情報及び嗜好情報が施設側装置１０の表示部１３に表示さ
れる（図１４）。これにより、施設の店員である山田花子さんは、顔撮影画像に基づきそ
のユーザを見つけ出し、積極的な応対を行うことができる。
【０１０８】
　なお、ユーザが、応対希望キー２６を押す前に数値を打ち込んだ場合には、「３分後」
等のメッセージも意思情報の内容として表示される。この場合、施設の店員である山田花
子さんは、その時間になったらユーザを応対できるように準備することが可能となる。
【０１０９】
　また、ユーザが、応対希望キー２６を押す前に任意の文字列を打ち込んだ場合には、そ
の文字列が意思情報の内容として表示される。この場合、施設の店員である山田花子さん
は、その文字列の内容に応じた具体的なサービスをユーザに積極的に提供することができ
る。
【０１１０】
　一方、施設を訪れたユーザが、ユーザ側装置２０の応対拒否キー２７を押した場合には
、応対拒否意思を示す意思情報（「お客様が応対を拒否しています」というメッセージ）
が表示される。これにより、施設の店員は、顔撮影画像に基づき見つけ出したそのユーザ
に対しては、積極的な応対を行わないようにすることができる。
【０１１１】
　［３－４．効果］
　以上説明したように、第３実施形態の情報通信システムによれば、第１実施形態と同様
の効果に加え、次の効果が得られる。
【０１１２】
　・施設側装置１０が、施設の店員に関する情報を記憶しており、ユーザ側装置２０から
受信した情報と記憶している情報に基づきユーザに適した店員を決定して表示するように
しているため、ユーザに応じた適切な店員に応対を行わせることができる。
【０１１３】
　［３－５．特許請求の範囲との対応］
　なお、第３実施形態の情報通信システムでは、施設側装置１０の記憶部１４が、提供者
情報記憶手段に相当し、ユーザ情報表示処理（図１２）におけるＳ４０５の処理を実行す
る制御部１１が、提供者決定手段に相当し、Ｓ４０６の処理を実行する施設側装置１０の
制御部１１が、報知手段に相当する。
【０１１４】
　また、情報送信処理（図３）におけるＳ１０１の処理を実行するユーザ側装置２０の制
御部２１が、意思入力手段に相当し、Ｓ１０２の処理を実行する制御部２１が、意思情報
送信手段に相当し、Ｓ１０５の処理を実行する制御部２１が、外見情報送信手段及びユー
ザ情報送信手段に相当する。
【０１１５】
　［４．変形例］
　以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明は、種々の形態を採り得ること
は言うまでもない。
【０１１６】
　［４－１．ユーザ側装置］
　上記各実施形態では、本発明のユーザ側装置として携帯電話端末を例示したが、これに
限定されるものではない。例えば、ＰＤＡ等の携帯情報機器、車両の電子キー（スマート
キー）等、無線通信可能な仕組みを有する記憶装置を流用して構成してもよく、また、Ｉ
Ｃカード、エディカード、ＵＳＢメモリ、ＳＤカード等、近接型や接触型のデータ授受を
行う記憶装置を用いてもよい。また、他の装置を流用するのではなく、専用機として構成



(19) JP 2008-262362 A 2008.10.30

10

20

30

40

50

してもよい。
【０１１７】
　なお、上記各実施形態では、ユーザ側装置２０を単一のユーザが利用することを前提と
しているが、これに限定されるものではなく、複数のユーザ（例えば家族）が共通のユー
ザ側装置２０を利用することも可能である。この場合、ユーザ側装置２０は、複数のユー
ザに関する情報（ユーザ識別情報、外見情報、基本情報及び嗜好情報）をユーザ別に記憶
し、意思通知操作において指示されたユーザの情報を施設側装置１０へ送信する。このよ
うな構成であっても、上記各実施形態と同様の効果が得られることになる。
【０１１８】
　［４－２．施設側装置］
　上記各実施形態では、施設側装置１０の設けられる施設として衣料品店を例示したが、
本発明の施設側装置を利用可能な施設はこれに限定されるものではない。例えば、家具や
電化製品等の小売店舗、ホームセンターや大型家具店等の量販店、デパートやスーパー等
の大型店舗、レストランやパブ等の飲食店、理髪店や美容院、ホテル等の宿泊施設、病院
、スポーツクラブ、カーディーラや駐車場、遊園地等の遊戯施設、空港や駅や港、音楽コ
ンテンツや映像コンテンツの販売店などが挙げられる。なお、施設のサービス提供者には
、施設で商品を販売する者が含まれることは言うまでもない。
【０１１９】
　［４－３．意思入力手段］
　上記各実施形態では、本発明の意思入力手段として、意思通知操作を行うための専用キ
ーである応対希望キー２６及び応対拒否キー２７で行われる操作に基づきユーザの意思を
入力する構成を例示したが、これに限定されるものではない。
【０１２０】
　例えば、ユーザ側装置２０に設けられた既存のキーを流用して意思通知操作を行うよう
にしてもよい。具体的には、ユーザ側装置２０が携帯電話端末の場合には、専用アプリケ
ーションの起動等により所定の動作モードに移行させることで、通話キーや電源キー等の
既存のキーを応対希望キーや応対拒否キーとして機能させるように構成することができる
。また、例えば、表示部２４に表示される複数のアイコン（図２）の中に、応対希望意思
や応対拒否意思を通知するためのアイコンを設け、アイコンの選択操作により意思通知操
作を行うようにしてもよい。
【０１２１】
　また、上記各実施形態では、応対希望意思及び応対拒否意思を意思の候補としてあらか
じめ用意しているが、これに限定されるものではなく、一種類の意思のみ（例えば応対希
望意思のみ）を意思の候補として用意した構成することも可能である。
【０１２２】
　一方、上記各実施形態では、ユーザが、店員に対する具体的な希望内容を任意の文字列
としてユーザ側装置２０に打ち込むことで、その文字列が施設側装置１０の表示部１３に
表示される構成を例示したが、任意の情報は文字列に限定されるものではない。例えば、
ユーザが、任意の音声をユーザ側装置２０に吹き込むことで、その音声が施設側装置１０
から出力される構成とすることも可能である。また、例えば、ユーザが、ユーザ側装置２
０に搭載されたカメラで任意の画像を撮影することで、その画像が施設側装置１０の表示
部１３に表示される構成とすることも可能である。
【０１２３】
　また、上記第３実施形態では、施設の種類ごとに分類された具体的な意思の候補である
意思候補データベースがユーザ側装置２０の記憶部２３に記憶されているが、これに限定
されるものではない。例えば、ユーザが施設を訪れてユーザ側装置２０と施設側装置１０
が近距離無線通信可能になったことを条件として、その施設に関する意思候補データベー
スが施設側装置１０からユーザ側装置２０へ送信されるようにしてもよい。このような構
成によれば、ユーザが訪れない施設に関する不要な情報をユーザ側装置２０に記憶してお
く必要がなく、しかも、各施設に特化した具体的かつ最新の意思の候補を用意することが
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できる。
【０１２４】
　［４－４．意思情報送信手段］
　上記各実施形態では、本発明の意思情報送信手段として、ユーザ側装置２０が、ユーザ
による意思通知操作が行われた時点で、ユーザの意思を表す意思情報を近距離無線通信可
能な施設側装置１０へ送信する構成を例示したが、これに限定されるものではない。
【０１２５】
　例えば、意思情報を送信するタイミングは、意思通知操作が行われた後、近距離無線通
信可能な施設側装置１０が検出された時点であってもよい。このような構成であれば、ユ
ーザは、ユーザ側装置２０が施設側装置１０と近距離無線通信可能な状態にないとき（例
えば施設に訪れる前）にも意思通知操作を行うことが可能となる。
【０１２６】
　［４－５．外見情報送信手段］
　上記各実施形態では、本発明の外見情報送信手段として、ユーザ側装置２０が、施設側
装置１０からユーザ情報送信要求を受信した時点でユーザの顔撮影画像を表す外見情報を
施設側装置１０へ送信する構成を例示したが、これに限定されるものではない。
【０１２７】
　例えば、ユーザ側装置２０が外見情報を送信するタイミングは、意思通知操作が行われ
たか否かに関係なく、近距離無線通信可能な施設側装置１０が検出された時点であっても
よい。なお、この場合、施設側装置１０は、外見情報の内容については意思情報が受信さ
れたか否かに関係なく表示部１３に表示するようにしてもよい。
【０１２８】
　また、意思通知操作が行われたことを条件として、外見情報を意思情報とともに送信す
るようにしてもよい。
　一方、外見情報は、ユーザの顔撮影画像を表す情報に限定されるものではなく、例えば
全身の撮影画像や似顔絵等、ユーザを外見で見分けることのできる情報であればよい。な
お、外見情報として撮影画像を表す画像情報を用いる場合には、例えば、ユーザが車両を
運転する際に、車載カメラにより撮影された画像がユーザ側装置２０へ送信されて外見情
報が更新されるようにしてもよい。
【０１２９】
　また、外見情報が施設側装置１０に記憶されている場合には、その外見情報を特定可能
な情報（例えば、外見情報と対応付けて記憶されているユーザ識別情報）を送信するよう
にしてもよい。このように構成すれば、ユーザ側装置２０から施設側装置１０へ送信する
情報のデータ量を小さくすることができる。また、この場合、外見情報は必ずしも施設側
装置１０自体に記憶されている必要はなく、施設側装置１０と通信可能な別の装置に記憶
されていてもよい。例えば、複数のユーザの外見情報を記憶する管理装置を備え、複数の
施設側装置１０が共通の管理装置から外見情報を取得するように構成すれば、外見情報を
効率よく管理することができる。
【０１３０】
　［４－６．報知手段］
　上記各実施形態では、本発明の報知手段として、施設側装置１０が、意思通知操作を行
ったユーザの意思情報、外見情報、基本情報及び嗜好情報の内容を表示部１３に表示させ
る構成を例示したが、これに限定されるものではない。
【０１３１】
　例えば、意思情報の内容は必ずしもメッセージとして表示する必要はなく、ランプの点
灯等としてもよい。この場合、ランプの色や点滅パターン等により複数種類の意思情報を
区別することができる。
【０１３２】
　また、例えば、意思情報及び外見情報のみをトップ画面に表示し、トップ画面の情報を
選択することによりそのユーザについての基本情報及び嗜好情報の内容を表示する詳細表
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示画面にジャンプするというように、階層構造で表示するようにしてもよい。また、意思
情報が応対拒否意思を表すものである場合には基本情報及び嗜好情報を表示しないように
してもよい。
【０１３３】
　一方、表示以外の態様で店員に報知するようにしてもよい。ここで、報知とは、人間の
五感のうち少なくとも一つに働きかけることにより何らかの情報を知らせることであり、
例えば、音声出力により報知することも可能である。
【０１３４】
　［４－７．ユーザ情報送信手段］
　上記各実施形態では、本発明のユーザ情報送信手段として、ユーザ側装置２０が、施設
側装置１０からユーザ情報送信要求を受信した時点で基本情報及び嗜好情報を施設側装置
１０へ送信する構成を例示したが、これに限定されるものではない。
【０１３５】
　例えば、ユーザ側装置２０が基本情報及び嗜好情報を送信するタイミングは、意思通知
操作が行われたか否かに関係なく、近距離無線通信可能な施設側装置１０が検出された時
点であってもよい。なお、この場合、施設側装置１０は、基本情報及び嗜好情報の内容に
ついては意思情報が受信されたか否かに関係なく表示部１３に表示するようにしてもよい
。
【０１３６】
　また、意思通知操作が行われたことを条件として、基本情報及び嗜好情報を意思情報と
ともに送信するようにしてもよい。
　また、基本情報や嗜好情報は、ユーザにより登録された固定の情報に限定されるもので
はなく、例えば、ユーザが施設から提供されたサービスの履歴に基づき自動的に登録、更
新されるものであってもよい。
【０１３７】
　一方、基本情報や嗜好情報が施設側装置１０に記憶されている場合には、それらの情報
を特定可能な情報（例えば、基本情報及び嗜好情報と対応付けて記憶されているユーザ識
別情報）を送信するようにしてもよい。このように構成すれば、ユーザ側装置２０から施
設側装置１０へ送信する情報のデータ量を小さくすることができる。また、この場合、基
本情報や嗜好情報は必ずしも施設側装置１０自体に記憶されている必要はなく、施設側装
置１０と通信可能な別の装置に記憶されていてもよい。例えば、複数のユーザの基本情報
及び嗜好情報を記憶する管理装置を備え、複数の施設側装置１０が共通の管理装置から基
本情報及び嗜好情報を取得するように構成すれば、基本情報及び嗜好情報を効率よく管理
することができる。
【０１３８】
　［４－８．位置検出手段］
　上記第２実施形態では、本発明の位置検出手段として、施設側装置１０が、ユーザ側装
置２０から受信した外見情報と顔特徴点の合致するユーザが撮影されたカメラ３１の位置
を位置情報としてユーザの居場所を検出する構成を例示したが、これに限定されるもので
はない。
【０１３９】
　例えば、ユーザ側装置２０にＧＰＳを搭載し、施設側装置１０がユーザ側装置２０から
ＧＰＳの位置検出情報を取得し、施設の地図上にユーザの位置を表示するようにしてもよ
い。このような構成によれば、ユーザの位置を比較的正確に検出することができる。
【０１４０】
　また、例えば、ユーザ側装置２０を検出するためのアンテナを施設の複数箇所に設け、
ユーザ側装置２０が最も強く検出されたアンテナの位置を位置情報としてもよい。このよ
うな構成によれば、ユーザの位置を検出するための構成を簡素化することができる。
【０１４１】
　［４－９．提供者決定手段］
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　上記第３実施形態では、本発明の提供者決定手段として、施設側装置１０が、ユーザに
適した店員を、各店員の専門分野、得意言語及び性別に基づき決定する構成を例示したが
、これに限定されるものではない。例えば、店員の趣味といった情報も加味して店員を決
定するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１４２】
【図１】第１実施形態の情報通信システムの概略構成を表すブロック図である。
【図２】ユーザ側装置の操作部の説明図である。
【図３】第１実施形態の情報送信処理のフローチャートである。
【図４】第１実施形態のユーザ情報表示処理のフローチャートである。
【図５】表示部に表示される情報を表す説明図（１）である。
【図６】表示部に表示される情報を表す説明図（２）である。
【図７】第２実施形態の情報通信システムの概略構成を表すブロック図である。
【図８】カメラの配置を示す説明図である。
【図９】第２実施形態のユーザ情報表示処理のフローチャートである。
【図１０】第３実施形態の情報通信システムの概略構成を表すブロック図である。
【図１１】店員データベースの説明図である。
【図１２】第３実施形態のユーザ情報表示処理のフローチャートである。
【図１３】店員決定処理のフローチャートである。
【図１４】表示部に表示される情報を表す説明図（３）である。
【符号の説明】
【０１４３】
　１０…施設側装置、１１…制御部、１２…通信部、１３…表示部、１４…記憶部、２０
…ユーザ側装置、２１…制御部、２２…通信部、２３…記憶部、２４…表示部、２５…操
作部、２６…応対希望キー、２７…応対拒否キー、２８…ダイヤルキー、３１…カメラ
【図１】 【図２】
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