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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配信されたコンテンツを画面に表示する携帯端末と、前記携帯端末からの要求に応じた
前記コンテンツを前記携帯端末に配信するサーバ装置と、前記コンテンツにおけるオブジ
ェクトの付加情報の更新を要求する外部端末と、を含む情報表示制御システムであって、
　前記携帯端末は、
　前記画面に対する物体の近接を検知して近接検知信号を出力する近接検知部と、
　前記近接検知信号を基に、前記近接が検知された前記物体に対応する前記画面上の位置
である近接対応位置に表示されている前記コンテンツの前記オブジェクトの付加情報を要
求する情報要求部と、
　前記情報要求部からの要求に応じて前記サーバ装置から配信された前記オブジェクトの
付加情報を前記画面の前記近接対応位置の周囲に表示させる表示制御部と、を備え、
　前記サーバ装置は、
　前記コンテンツを記憶するコンテンツ記憶部と、
　前記コンテンツにおける前記オブジェクトの付加情報を記憶する付加情報記憶部と、
　前記情報要求部からの要求に応じた前記オブジェクトの付加情報を前記付加情報記憶部
から取得する付加情報制御部と、
　前記取得された前記オブジェクトの付加情報を前記携帯端末に配信する情報配信部と、
　特定の前記オブジェクトの付加情報の更新を許可するための更新許可情報を記憶する更
新許可情報記憶部と、
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　前記更新許可情報を基に、特定の前記オブジェクトの付加情報の更新を許可するか否か
を認証する更新許可認証部と、を備え、
　前記付加情報制御部は、
　前記更新許可認証部において更新が認証された場合に、前記外部端末からの要求に応じ
て、前記付加情報記憶部に記憶されている特定の前記オブジェクトの付加情報を更新する
情報表示制御システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報表示制御システムであって、
　前記表示制御部は、
　前記オブジェクトの付加情報の表示を拒否するための情報を含む前記オブジェクトの付
加情報を前記画面に表示させる情報表示制御システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の情報表示制御システムであって、
　前記サーバ装置は、
　前記配信されたコンテンツに対するユーザ毎の個人閲覧管理情報を記憶する個人閲覧管
理情報記憶部と、を更に含み、
　前記付加情報制御部は、
　前記携帯端末における前記オブジェクトの付加情報の表示を拒否するための入力操作に
応じて、前記オブジェクトの付加情報の表示を拒否するユーザである旨の登録を前記個人
閲覧管理情報記憶部に行い、前記登録後の前記ユーザからの付加情報要求に対しては、付
加情報を送信しない情報表示制御システム。
【請求項４】
　請求項３に記載の情報表示制御システムであって、
　前記付加情報制御部は、
　前記オブジェクトの付加情報の表示を拒否するユーザである旨の登録を前記個人閲覧管
理情報記憶部に行った後に前記オブジェクトの付加情報が更新された場合には、前記ユー
ザからの付加情報要求に対して、前記更新された前記オブジェクトの付加情報を送信する
情報表示制御システム。
【請求項５】
　請求項１乃至４のうちいずれか一項に記載の情報表示制御システムにおける携帯端末。
【請求項６】
　要求に応じて配信されたコンテンツ及びコンテンツにおけるオブジェクトの付加情報を
画面に表示する携帯端末を制御する携帯端末に前記コンテンツ及びコンテンツにおけるオ
ブジェクトの付加情報を配信するサーバ装置の制御方法であって、
　前記携帯端末にコンテンツを配信した後に、前記携帯端末の画面に対する物体の近接に
基づいて前記コンテンツの前記オブジェクトの付加情報が要求されれば、付加情報記憶部
に記憶されている前記コンテンツの前記オブジェクトの付加情報を前記携帯端末に配信し
、
　外部端末より、前記付加情報記憶部に記憶されている特定の前記オブジェクトの付加情
報を更新する要求があれば、更新許可情報記憶部に記憶されている特定の前記オブジェク
トの付加情報の更新を許可するための更新許可情報に基づいて、特定の前記オブジェクト
の付加情報の更新を許可するか否かを認証し、
　更新が認証された場合には、前記外部端末からの要求に応じて、前記付加情報記憶部に
記憶されている特定の前記オブジェクトの付加情報を更新する制御方法。
【請求項７】
　請求項６に記載のサーバ装置の制御方法であって、
　前記オブジェクトの付加情報には、前記オブジェクトの付加情報の表示を拒否するため
の情報を含む制御方法。
【請求項８】
　請求項７に記載のサーバ装置の制御方法であって、
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　前記携帯端末における前記オブジェクトの付加情報の表示を拒否するための入力操作に
応じて、前記オブジェクトの付加情報の表示を拒否するユーザである旨の登録を、ユーザ
毎の個人閲覧管理情報を記憶する個人閲覧管理情報記憶部に行い、前記登録後の前記ユー
ザからの付加情報要求に対しては、付加情報を送信しない制御方法。
【請求項９】
　請求項８に記載のサーバ装置の制御方法であって、
　前記オブジェクトの付加情報の表示を拒否するユーザである旨の登録を前記個人閲覧管
理情報記憶部に行った後に前記オブジェクトの付加情報が更新された場合には、前記ユー
ザからの付加情報要求に対して、前記更新された前記オブジェクトの付加情報を送信する
制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチパネルを介した入力操作を支援する情報表示制御システム、携帯端末
、および制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザにとって直感的なユーザインターフェースを提供可能なタッチパネルは、携帯電
話機又はスマートフォンを含む電子機器の入力操作を受け付けるデバイスとして、広く用
いられている。タッチパネルは、電子機器に設けられた表示部（例えばＬＣＤ（Liquid C
rystal Display）又は有機ＥＬ（Electroluminescence）ディスプレイ）の画面に対する
入力操作の受け付けと、入力操作に対する動作実行結果の表示とを同一の画面内において
行うことを可能にする。
【０００３】
　また最近、物体（例えばユーザの指又はタッチペン）の近接を検知可能なタッチパネル
が搭載された携帯電子機器が知られている（例えば特許文献１参照）。特許文献１の携帯
電子機器は、表示部に近接する物体の表示部の表示面に対する距離Ｄが第１の距離ｄ１よ
り短い場合に、表示部の所定範囲に表示されている領域に対応する画像を拡大して表示部
に表示させる。ここで、表示部の所定範囲とは、例えば表示部上の特定の位置を含む領域
に隣り合う領域である。携帯電子機器は、ユーザが指又はタッチペンを表示部に近づけた
場合にのみ、拡大させる領域を自由に選択させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－９４００８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１では、物体（例えばユーザの指）が表示部に近接した時に拡
大表示される画像はＱＷＥＲＴＹ配列又は数字キー等の仮想キーボードであると想定され
ているが、例えば地図アプリケーションにおける地図コンテンツは想定されていない。既
存の電子機器（例えば携帯電話機）における地図アプリケーションでは、例えば地図コン
テンツの内容を広域地図から拡大して詳細地図に切り替えるためには、例えばピンチ操作
を用いて縮尺を下げる必要がある。
【０００６】
　また、既存の電子機器における地図アプリケーションでは、地図コンテンツの縮尺を下
げれば下げるほど画面に現れるオブジェクト（例えば駅又は建物等の施設）の名称は表示
されるが、当該オブジェクト（例えばレストラン）の現在のイベント情報又は予約情報等
のユーザに有益なサービス情報を地図コンテンツ上に付加的に表示することはできない。
地図コンテンツ上に表示されたオブジェクト（レストラン）のイベント情報又は予約情報
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等のサービス情報をユーザが実際に確認したい場合には、ユーザはタッチ操作によってそ
のレストランのサイトにアクセスする操作を行う必要があり、ユーザの操作に手間がかか
るという課題があった。
【０００７】
　本発明は、上述した事情に鑑みて案出されたものであり、物体の近接が検知された画面
上の位置に表示されているコンテンツのオブジェクトの付加情報を周囲に表示し、ユーザ
の操作性を向上させる情報表示制御システム、携帯端末、および制御方法を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、配信されたコンテンツを画面に表示する携帯端末と、前記携帯端末からの要
求に応じた前記コンテンツを前記携帯端末に配信するサーバ装置と、前記コンテンツにお
けるオブジェクトの付加情報の更新を要求する外部端末と、を含む情報表示制御システム
であって、前記携帯端末は、前記画面に対する物体の近接を検知して近接検知信号を出力
する近接検知部と、前記近接検知信号を基に、前記近接が検知された前記物体に対応する
前記画面上の位置である近接対応位置に表示されている前記コンテンツの前記オブジェク
トの付加情報を要求する情報要求部と、前記情報要求部からの要求に応じて前記サーバ装
置から配信された前記オブジェクトの付加情報を前記画面の前記近接対応位置の周囲に表
示させる表示制御部と、を備え、前記サーバ装置は、前記コンテンツを記憶するコンテン
ツ記憶部と、前記コンテンツにおける前記オブジェクトの付加情報を記憶する付加情報記
憶部と、前記情報要求部からの要求に応じた前記オブジェクトの付加情報を前記付加情報
記憶部から取得する付加情報制御部と、前記取得された前記オブジェクトの付加情報を前
記携帯端末に配信する情報配信部と、特定の前記オブジェクトの付加情報の更新を許可す
るための更新許可情報を記憶する更新許可情報記憶部と、前記更新許可情報を基に、特定
の前記オブジェクトの付加情報の更新を許可するか否かを認証する更新許可認証部と、を
備え、前記付加情報制御部は、前記更新許可認証部において更新が認証された場合に、前
記外部端末からの要求に応じて、前記付加情報記憶部に記憶されている特定の前記オブジ
ェクトの付加情報を更新する。
【０００９】
　また、本発明は、上記情報表示制御システムにおける携帯端末である。
【００１１】
　また、本発明は、要求に応じて配信されたコンテンツ及びコンテンツにおけるオブジェ
クトの付加情報を画面に表示する携帯端末を制御する携帯端末に前記コンテンツ及びコン
テンツにおけるオブジェクトの付加情報を配信するサーバ装置の制御方法であって、前記
携帯端末にコンテンツを配信した後に、前記携帯端末の画面に対する物体の近接に基づい
て前記コンテンツの前記オブジェクトの付加情報が要求されれば、付加情報記憶部に記憶
されている前記コンテンツの前記オブジェクトの付加情報を前記携帯端末に配信し、外部
端末より、前記付加情報記憶部に記憶されている特定の前記オブジェクトの付加情報を更
新する要求があれば、更新許可情報記憶部に記憶されている特定の前記オブジェクトの付
加情報の更新を許可するための更新許可情報に基づいて、特定の前記オブジェクトの付加
情報の更新を許可するか否かを認証し、更新が認証された場合には、前記外部端末からの
要求に応じて、前記付加情報記憶部に記憶されている特定の前記オブジェクトの付加情報
を更新する。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、物体の近接が検知された画面上の位置に表示されているコンテンツの
オブジェクトの付加情報を周囲に表示し、ユーザの操作性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第１の実施形態の情報表示制御システム５０の各機能的構成を示すブロック図
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【図２】第１の実施形態における地図コンテンツのデータと付加情報データとの関係を示
す説明図
【図３】指ＦＧのオブジェクト「××レストラン」への近接前と近接後とにおける画面の
表示例を示す図
【図４】第１の実施形態における携帯端末１０とサーバ装置２０との各動作手順を説明す
るフローチャート
【図５】第２の実施形態の情報表示制御システム６０の各内部構成を示すブロック図
【図６】第２の実施形態における更新前の付加情報データと更新後の付加情報データの一
例を示す図
【図７】第２の実施形態における外部端末３０とサーバ装置２０Ａとの各動作手順を説明
するフローチャート
【図８】第３の実施形態の情報表示制御システム７０の各内部構成を示すブロック図
【図９】第３の実施形態におけるマップデータと付加情報データと個人閲覧情報管理デー
タとの関係を示す説明図
【図１０】第３の実施形態における携帯端末１０Ｂとサーバ装置２０Ｂとの間で、オブジ
ェクトの付加情報ＡＤＤの表示を拒否する旨の情報を登録する場合の各動作手順を説明す
るフローチャート
【図１１】第３の実施形態におけるオブジェクトの付加情報ＡＤＤの表示を拒否する旨の
情報の登録後における携帯端末１０Ｂとサーバ装置２０Ｂとの各動作手順を説明するフロ
ーチャート
【図１２】各実施形態の前提となる課題を説明するための図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
（実施形態の前提となる課題の説明）
　先ず、本発明に係る携帯端末、情報表示制御方法及び情報表示制御システムの具体的な
各実施形態を説明する前に、各実施形態の前提となる課題について図１２を参照して詳細
に説明する。図１２は、各実施形態の前提となる課題を説明するための図である。図１２
の左側の画面ＤＰは、地図アプリケーションにおける地図コンテンツが画面ＤＰに表示さ
れている様子を示す図である。図１２の右側の画面ＤＰは、「××レストラン」のサイト
が画面ＤＰに表示されている様子を示す図である。
【００１７】
　既存の地図アプリケーションは、図１２の左側に示すように、例えばピンチ操作によっ
て地図コンテンツの縮尺を下げれば下げるほど、詳細な地図の内容と地図コンテンツ上の
特定のオブジェクト（施設）の名称（例えば「××レストラン」）とを表示することがで
きる。既存の地図アプリケーションでは、地図コンテンツのデータと少なくとも特定のオ
ブジェクトの名称のデータとが予め対応付けて、地図コンテンツのデータを配信するため
の外部装置（例えば地図コンテンツを記憶する管理サーバ）において保存されている。
【００１８】
　しかし、既存の地図アプリケーションは、たとえ地図コンテンツ上の特定のオブジェク
トの名称を除く関連情報が地図コンテンツのデータに予め対応付けられていなければ、当
該特定のオブジェクトの関連情報を表示することはできない。例えば、既存の地図アプリ
ケーションは、地図コンテンツ上の特定のオブジェクトに予め対応付けられている名称（
例えば「××レストラン」）を表示可能でも、予め対応付けられていないそのレストラン
の例えば現時点の優待情報の内容又は現時点においてそのレストランを予約できるか否か
等の付加情報を地図アプリケーションの当該オブジェクトの周囲に表示することはできな
い。
【００１９】
　ここで、既存技術を用いて上述した「××レストラン」の付加情報を地図コンテンツ上
に表示するためには、例えば地図コンテンツ上の「××レストラン」の表示位置の周囲に
「××レストラン」のサイトにアクセス可能なリンク情報（例えばＵＲＬ「http://abc.x
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xx.yyy」）を設定及び表示する必要がある。指ＦＧが「××レストラン」の周囲に表示さ
れたＵＲＬを例えばタッチ操作すると、図１２の右側に示すように、地図アプリケーショ
ンの画面から例えば「××レストラン」が管理運営する「××レストラン」のホームペー
ジ（サイト）の画面に切り替わる。
【００２０】
　ユーザは、「××レストラン」のサイトの画面において、「××レストラン」の現時点
の優待情報の内容又は予約ができるか否か等の付加情報を確認する。即ち、ユーザは、地
図アプリケーションにおいて例えば複数のレストランが表示された場合に、各々のレスト
ランの付加情報を確認する場合には、地図アプリケーションの画面と各レストランのサイ
トの画面とを逐一切り替えなければならない。このため、ユーザの操作が煩雑となり、操
作が効率的とはいえないという課題が生じる。
【００２１】
（実施形態の説明）
　以下、本発明に係る携帯端末、情報表示制御方法及び情報表示制御システムの各実施形
態について、図面を参照して説明する。本発明に係る携帯端末は、携帯端末において実行
可能なアプリケーション（例えば地図アプリケーション）において用いられるコンテンツ
（例えば地図コンテンツ）のデータを画面に表示する表示部を含み、例えば携帯電話機、
スマートフォン、タブレット端末、デジタルスチルカメラ、ＰＤＡ（personal digital a
ssistant）又は電子書籍端末等である。
【００２２】
　地図アプリケーションにおいて用いられる地図コンテンツは、携帯端末を操作するユー
ザの入力操作に応じて、地図コンテンツのデータを記憶する外部のサーバ装置から配信さ
れる。
【００２３】
　なお、本発明は、携帯端末に対して、装置としての携帯端末、携帯端末をコンピュータ
として携帯端末が実行する各動作（ステップ）を実行させるためのプログラム、又は携帯
端末により実行される各動作（ステップ）を含む情報処理方法として表現することも可能
である。更に、本発明は、携帯端末とサーバ装置とを含む情報表示制御システム、又は、
携帯端末とサーバ装置とにより実行される各動作（ステップ）を含む情報表示制御方法と
して表現することも可能である。即ち、本発明は、装置、方法、プログラム及びシステム
のうちいずれのカテゴリとしても表現可能である。
【００２４】
（各実施形態に必要な用語の説明）
【００２５】
　以下の説明において、タッチパネルに近接又は接触する物体の一例としてユーザの指（
例えば人差し指）を用いて説明するが、ユーザの指に限らず、導電性のスタイラス（タッ
チペン）でも良い。また、タッチパネルに近接又は接触する物体は、タッチパネルの構造
及び検知方式に応じて、タッチパネルへの近接及びタッチ（接触）が検出可能なものであ
れば特に限定されない。
【００２６】
　また、タッチパネルの水平面上を表す２軸をｘ軸及びｙ軸とし、タッチパネル上の水平
面に対して垂直な方向（高さ方向）を表す軸をｚ軸とする。更に、以下の説明において、
「タッチ座標」は、タッチパネルが指のタッチ（接触）を検知した時のタッチパネルの水
平面上の位置を特定するための座標（ｘ、ｙ）を示し、「近接座標」は、タッチパネルが
指の近接を検知した時の空間上の近接検知可能領域内の位置を特定するための座標（ｘ、
ｙ、ｚ）を示す。近接座標のｚ座標値は、タッチパネルの水平面から指が空間上に離間し
ている高さを表す。更に、以下の説明において、近接が検知された空間上に存在している
指の位置に対応する画面上の位置（タッチパネルの水平面上の位置）を、「近接対応位置
」と定義する。
【００２７】
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　更に、以下の説明において、タッチパネルの水平面上から離間する方向に向かって離間
した空間上の近接検知可能領域内の位置に指をかざす操作を「ホバー操作」と定義し、ホ
バー操作によってかざされた空間上の位置からタッチパネルの水平面に対して略平行にス
ライド（移動）する操作を、「ホバースライド操作」と定義する。従って、指がタッチパ
ネルの水平面上の特定の位置に直接タッチする操作は「ホバー操作」ではなく、「タッチ
操作」となる。また、指をタッチパネルの水平面上にタッチ（接触）させてから同水平面
上に沿ってスライド（移動）する操作を、「タッチスライド操作」と定義する。
【００２８】
　なお、ホバー操作又はホバースライド操作が検知されるためには、指とタッチパネルの
面上との距離は、タッチパネルが検出する静電容量値に反比例するため、タッチパネルが
検出可能な静電容量値の範囲に対応することが好ましい。
【００２９】
　更に、以下の説明において、地図アプリケーションにおいて、地図コンテンツの中の任
意のオブジェクト（例えば施設）の名称だけでなく、当該オブジェクトが画面に表示され
た時点において当該オブジェクトの内容に関連する情報を「付加情報」と定義する。なお
、付加情報の詳細については、図２を参照して後述する。
【００３０】
（第１の実施形態）
　第１の実施形態では、携帯端末１０は、画面に表示された地図コンテンツの中の特定の
オブジェクト（例えば「××レストラン」）に指ＦＧが近接した場合、指ＦＧの近接対応
位置に表示されているオブジェクトの付加情報をサーバ装置２０に要求し、指ＦＧの近接
対応位置の周囲に、サーバ装置２０から配信されたオブジェクトの付加情報を表示させる
（図３参照）。
【００３１】
（第１の実施形態の情報表示制御システム５０の機能的構成）
　先ず、第１の実施形態の情報表示制御システム５０の各機能的構成について、図１を参
照して説明する。図１は、第１の実施形態の情報表示制御システム５０の各機能的構成を
示すブロック図である。図１に示す情報表示制御システム５０は、携帯端末１０と、携帯
端末１０とネットワークＮＷを介して接続されるサーバ装置２０とを含む構成である。な
お、図面を簡単にするために、図１には１個の携帯端末１０のみ図示しているが、情報表
示制御システム５０は例えばユーザ毎に用いられる複数の携帯端末と、サーバ装置２０と
を含む構成としても良い。以下、説明を簡単にするために、情報表示制御システム５０を
構成する携帯端末は１個とする。
【００３２】
　携帯端末１０は、近接検知部１１、接触検知部１２、位置判定部１３、情報要求受信部
１４、アプリケーション１５、表示制御部１６、画面表示部１７及びＲＡＭ（Random Acc
ess Memory）１８を含む構成である。サーバ装置２０は、情報入出力部２１、付加情報制
御部２２、マップデータ記憶部２３、付加情報データ記憶部２４及びＲＡＭ２９を含む構
成である。ネットワークＮＷは、例えば３Ｇ又はＬＴＥ（Long Term Evolution）等の広
域的無線通信網であり、又は無線ＬＡＮ（Local Area Network）等の局所的無線通信網で
も良く、以下の各実施形態においても同様である。携帯端末１０、サーバ装置２０の順に
、各部の構成について説明する。
【００３３】
（携帯端末１０）
　近接検知部１１は、ホバー操作又はホバースライド操作によってユーザの指ＦＧ（図３
参照）がタッチパネルＴＰに近接したことを検知する。近接検知部１１は、指ＦＧがタッ
チパネルＴＰに近接した旨の近接通知を位置判定部１３に出力する。
【００３４】
　接触検知部１２は、タッチ操作又はタッチスライド操作によって指ＦＧがタッチパネル
ＴＰにタッチ（接触）したことを検知する。接触検知部１２は、指ＦＧがタッチパネルＴ
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Ｐにタッチ（接触）した旨の接触通知を位置判定部１３に出力する。
【００３５】
　位置判定部１３は、近接検知部１１から出力された近接通知を基に、近接検知時におけ
る近接検知信号として、指ＦＧのタッチパネルＴＰに対する近接座標（ｘ、ｙ、ｚ）を算
出する。なお、以下の説明において、近接検知信号は、近接座標であるとして説明するが
、近接検知時に算出される静電容量値でも良い。
【００３６】
　上述したように、近接座標（ｘ、ｙ、ｚ）のうち、ｘ座標値及びｙ座標値は画面表示部
１７の画面ＤＰ（図２又は図３参照）に搭載されたタッチパネルＴＰの水平面上の位置を
表す座標値、即ち近接対応位置を示す座標値であって、ｚ成分は指ＦＧとタッチパネルＴ
Ｐとの間のｚ軸方向の距離（高さ）を表す座標値である。
【００３７】
　位置判定部１３は、算出された近接座標（ｘ、ｙ、ｚ）の情報を情報要求受信部１４及
びアプリケーション１５に出力する。また、位置判定部１３は、近接検知部１１から出力
された近接通知を基に、近接対応位置に表示されている地図コンテンツのオブジェクトの
付加情報を要求する旨の情報を生成して情報要求受信部１４に出力する。なお、近接検知
部１１と位置判定部１３とを纏めて近接検知部として構成しても良い。
【００３８】
　また、位置判定部１３は、接触検知部１２から出力された接触通知を基に、接触検知時
における接触検知信号として、指ＦＧがタッチパネルＴＰにタッチ（接触）した時のタッ
チ座標（ｘ、ｙ）を算出する。なお、接触検知信号は、タッチ座標でも接触検知時に算出
される静電容量値でも良い。位置判定部１３は、算出されたタッチ座標（ｘ、ｙ）の情報
を情報要求受信部１４及びアプリケーション１５に出力する。なお、接触検知部１２と位
置判定部１３とを纏めて接触検知部として構成しても良い。
【００３９】
　なお、本実施形態を含む各実施形態において、指ＦＧのタッチ（接触）と近接との両方
を検知可能なタッチパネルＴＰは、近接検知部１１、接触検知部１２及び位置判定部１３
を用いて構成可能である。
【００４０】
　情報要求部としての情報要求受信部１４は、ネットワークＮＷを介して接続されている
サーバ装置２０との通信インターフェースとして機能する。情報要求受信部１４は、位置
判定部１３から出力された近接座標（ｘ、ｙ、ｚ）の情報と近接対応位置に表示されてい
る地図コンテンツのオブジェクトの付加情報を要求する旨の情報とを、ネットワークＮＷ
を介してサーバ装置２０に送信する。情報要求受信部１４は、情報要求受信部１４の要求
に応じてサーバ装置２０から配信されたオブジェクトの付加情報を受信してアプリケーシ
ョン１５に出力する。
【００４１】
　動作実行部としてのアプリケーション１５は、携帯端末１０に内蔵されるＲＯＭ（Read
 Only Memory）に予め記憶され、例えば地図アプリケーションであり、サーバ装置２０か
ら配信された地図コンテンツ又は地図コンテンツのオブジェクトの付加情報に対するユー
ザの入力操作に応じた動作を実行する。アプリケーション１５は、地図コンテンツ又は地
図コンテンツのオブジェクトの付加情報に対するユーザの入力操作に応じた動作の実行結
果を表示制御部１６に出力する。
【００４２】
　また、アプリケーション１５は、地図コンテンツ又は地図コンテンツのオブジェクトの
付加情報に対するユーザの入力操作に応じた動作の実行結果を、情報要求受信部１４を介
してサーバ装置２０に要求し、サーバ装置２０から配信された実行結果のデータを取得し
ても良い。例えば、アプリケーション１５は、画面ＤＰに表示されていない地図コンテン
ツをサーバ装置２０に要求し、サーバ装置２０から配信された地図コンテンツのデータを
取得する。
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【００４３】
　表示制御部１６は、地図コンテンツ又は地図コンテンツのオブジェクトの付加情報に対
するユーザの入力操作に応じたアプリケーション１５の動作の実行結果を画面表示部１７
に表示させる。なお、本実施形態を含む各実施形態において、表示制御部１６とアプリケ
ーション１５とは一体的に構成されても良い。
【００４４】
　画面表示部１７は、例えばＬＣＤ又は有機ＥＬディスプレイを用いて構成され、画面Ｄ
Ｐにデータを表示する機能を有し、例えば表示制御部１６から出力されたデータを画面Ｄ
Ｐに表示する。
【００４５】
　ＲＡＭ１８は、携帯端末１０の各部の動作時におけるワークメモリである。位置判定部
１３、アプリケーション１５及び表示制御部１６の各部は、携帯端末１０に内蔵されるプ
ロセッサ（不図示）が携帯端末１０の動作を規定したプログラムを読み込んで実行するこ
とによって動作可能となる。なお、プロセッサは、例えばＣＰＵ（Central Processing U
nit）、ＭＰＵ（Micro Processing Unit）又はＤＳＰ（Digital Signal Processor）であ
り、以下の各実施形態においても同様である。また、このプログラムは、携帯端末１０に
内蔵されるＲＯＭ（不図示）に予め保存されている。
【００４６】
（サーバ装置２０）
　情報配信部としての情報入出力部２１は、ネットワークＮＷを介して接続されている携
帯端末１０との通信インターフェースとして機能する。情報入出力部２１は、情報要求受
信部１４から送信された近接座標（ｘ、ｙ、ｚ）の情報と近接対応位置に表示されている
地図コンテンツのオブジェクトの付加情報を要求する旨の情報とを受信して付加情報制御
部２２に出力する。情報入出力部２１は、付加情報制御部２２から出力されたオブジェク
トの付加情報を携帯端末１０に配信（送信）する。
【００４７】
　付加情報制御部２２は、近接座標（ｘ、ｙ、ｚ）の情報と近接対応位置に表示されてい
る地図コンテンツのオブジェクトの付加情報を要求する旨の情報とを基に、ＲＡＭ２９に
一時的に記憶されている地図コンテンツのデータ又はマップデータ記憶部２３を参照し、
近接対応位置の座標（近接座標のｘ座標値及びｙ座標値）が示す地図コンテンツ上の具体
的な位置を特定する。本実施形態を含む各実施形態では、地図コンテンツ上の具体的な位
置を特定するための情報として、例えば緯度及び経度を用いるが、緯度及び経度に限定さ
れない。
【００４８】
　付加情報制御部２２は、近接対応位置の座標が示す地図コンテンツ上の具体的な位置の
情報を基に、付加情報データ記憶部２４を参照し、近接対応位置に表示されている地図コ
ンテンツのオブジェクトの付加情報を付加情報データ記憶部２４から取得する。付加情報
制御部２２は、近接対応位置に表示されている地図コンテンツのオブジェクトの付加情報
を情報入出力部２１に出力する。
【００４９】
　マップデータ記憶部２３及び付加情報データ記憶部２４について、図２を参照して説明
する。図２は、第１の実施形態における地図コンテンツのデータと付加情報データとの関
係を示す説明図である。
【００５０】
　マップデータ記憶部２３は、地図アプリケーションにおいて画面ＤＰに表示される地図
コンテンツのデータを記憶している。
【００５１】
　付加情報データ記憶部２４は、地図コンテンツの任意のオブジェクトの付加情報ＡＤＤ
を、地図コンテンツのオブジェクト毎に記憶している。付加情報ＡＤＤは、地図コンテン
ツの中の一個のオブジェクトに対応して設けられ、図２に示すように、地図コンテンツ上
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の具体的な位置を特定するための情報（例えば緯度及び経度）、タイトル、メッセージ、
更新日時、優待情報の有無及び表示カテゴリを含む。なお、図２に示されている付加情報
の種別や表示フォーマットはあくまでも一例であり、特に限定されない。
【００５２】
　タイトルは、オブジェクトの名称を表す。メッセージは、オブジェクトに関連する情報
（例えばユーザの興味を掻き立てるメッセージの内容）を表す。更新日時は、付加情報Ａ
ＤＤが付加情報データ記憶部２４に保存又は更新（第２の実施形態参照）された日時を表
す。優待情報の有無は、オブジェクトに対する優待情報の有無を表す。表示カテゴリは、
オブジェクトのカテゴリ（例えばレストラン、病院、駅等）を表す。
【００５３】
　図２に示す「××レストラン」の付加情報ＡＤＤでは、地図コンテンツ上の具体的な位
置を特定するための情報は北緯「ＸＸ．ＹＹ」及び東経「ＹＹ．ＹＹ」であり、タイトル
は「××レストラン」であり、メッセージは「本日レディースデー　１８時までの入店で
２割引」であり、更新日時は「２０１２．７．１０　１４：３０」であり、優待情報は「
あり」であり、表示カテゴリは「レストラン」である。
【００５４】
　付加情報制御部２２は、近接対応位置の座標が示す地図コンテンツ上の具体的な位置を
特定し、特定された地図コンテンツ上の具体的な位置の情報をキーに、付加情報データ記
憶部２４を検索して該当する付加情報ＡＤＤのデータを抽出する。
【００５５】
　付加情報制御部２２は、サーバ装置２０に内蔵されるプロセッサ（不図示）がサーバ装
置２０の動作を規定したプログラムを読み込んで実行することによって動作可能となる。
なお、プロセッサは、例えばＣＰＵ、ＭＰＵ又はＤＳＰであり、以下の各実施形態におい
ても同様である。また、このプログラムは、サーバ装置２０に内蔵されるＲＯＭ（不図示
）に予め保存されている。
【００５６】
（第１の実施形態の情報表示制御システム５０の動作）
　次に、第１の実施形態の情報表示制御システム５０の動作について、図３及び図４を参
照して説明する。図３は、指ＦＧのオブジェクト「××レストラン」への近接前と近接後
とにおける画面の表示例を示す図である。図３の左側の画面ＤＰは、画面ＤＰに表示され
ている地図コンテンツの中で指ＦＧがオブジェクト「××レストラン」に近接する直前の
様子を示す図である。図３の右側の画面ＤＰは、画面ＤＰに表示されている地図コンテン
ツの中で指ＦＧがオブジェクト「××レストラン」に近接した後の様子を示す図である。
図４は、第１の実施形態における携帯端末１０とサーバ装置２０との各動作手順を説明す
るフローチャートである。以下、図４の説明において、必要に応じて図３を参照し、携帯
端末１０及びサーバ装置２０の各動作を時系列に沿って説明する。
【００５７】
　先ず、携帯端末１０は、地図アプリケーションにおいて地図コンテンツの配信をサーバ
装置２０に要求する。サーバ装置２０は、携帯端末１０からの要求に応じて、地図アプリ
ケーションにおける地図コンテンツのデータをマップデータ記憶部２３から読み出して携
帯端末１０に配信する。携帯端末１０は、サーバ装置２０から配信された地図コンテンツ
のデータを画面ＤＰに表示させる（Ｓ１）。
【００５８】
　ステップＳ１の後、近接検知部１１は、ユーザの指ＦＧが画面ＤＰに表示されている地
図コンテンツの中でいずれかのオブジェクトに対して近接したか否かを検知する（Ｓ２）
。ユーザの指ＦＧが画面ＤＰに表示されている地図コンテンツの中でいずれかのオブジェ
クトに対して近接したと近接検知部１１により検知された場合には（Ｓ２、ＹＥＳ）、位
置判定部１３は、近接検知部１１から出力された近接通知を基に、指ＦＧのタッチパネル
ＴＰに対する近接座標（ｘ、ｙ、ｚ）を、近接検知時における近接検知信号として算出す
る。
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【００５９】
　位置判定部１３は、算出された近接座標（ｘ、ｙ、ｚ）の情報と、近接対応位置に表示
されている地図コンテンツのオブジェクトの付加情報を要求する旨の情報とを情報要求受
信部１４に出力する。情報要求受信部１４は、位置判定部１３から出力された近接座標（
ｘ、ｙ、ｚ）の情報と近接対応位置に表示されている地図コンテンツのオブジェクトの付
加情報を要求する旨の情報とを、ネットワークＮＷを介してサーバ装置２０に送信する（
Ｓ３）。
【００６０】
　情報入出力部２１は、情報要求受信部１４から送信された近接座標（ｘ、ｙ、ｚ）の情
報と近接対応位置に表示されている地図コンテンツのオブジェクトの付加情報を要求する
旨の情報とを受信して付加情報制御部２２に出力する（Ｓ４）。付加情報制御部２２は、
近接座標（ｘ、ｙ、ｚ）の情報と近接対応位置に表示されている地図コンテンツのオブジ
ェクトの付加情報を要求する旨の情報とを基に、ＲＡＭ２９に一時的に記憶されている地
図コンテンツのデータ又はマップデータ記憶部２３を参照し、近接対応位置の座標（近接
座標のｘ座標値及びｙ座標値）が示す地図コンテンツ上の具体的な位置を特定する（Ｓ５
）。
【００６１】
　付加情報制御部２２は、近接対応位置の座標が示す地図コンテンツ上の具体的な位置の
情報を基に、特定された地図コンテンツ上の具体的な位置の情報をキーに、付加情報デー
タ記憶部２４を検索する（Ｓ６）。付加情報制御部２２は、該当するオブジェクトの付加
情報ＡＤＤを抽出した場合には（Ｓ６、ＹＥＳ）、抽出された付加情報ＡＤＤを付加情報
データ記憶部２４から取得する（Ｓ７）。付加情報制御部２２は、近接対応位置に表示さ
れている地図コンテンツのオブジェクトの付加情報ＡＤＤ、又はステップＳ６において該
当する付加情報ＡＤＤを抽出できなかった場合には当該付加情報ＡＤＤが無い旨の情報の
いずれかを情報入出力部２１に出力する。
【００６２】
　情報入出力部２１は、携帯端末１０の要求に応じたオブジェクトの付加情報ＡＤＤ又は
該当する付加情報ＡＤＤが無い旨の情報のいずれかを携帯端末１０に配信（送信）する（
Ｓ８）。なお、付加情報ＡＤＤが無い旨の情報を情報入出力部２１が配信することなく、
処理を終わらせることも可能である。
【００６３】
　情報要求受信部１４は、サーバ装置２０から配信（送信）されたオブジェクトの付加情
報ＡＤＤ又は該当する付加情報ＡＤＤが無い旨の情報のいずれかを受信してアプリケーシ
ョン１５に出力する（Ｓ９）。アプリケーション１５は、情報要求受信部１４がオブジェ
クトの付加情報ＡＤＤを受信した場合には、オブジェクトの付加情報ＡＤＤを表示制御部
１６に出力する。表示制御部１６は、アプリケーション１５から出力されたオブジェクト
の付加情報ＡＤＤの例えばメッセージの内容を示すポップアップ画面ＭＳＧを、オブジェ
クトの関連情報として画面ＤＰの近接対応位置の周囲に表示させる（Ｓ１０、図３の右側
参照）。
【００６４】
　ステップＳ１０では、図３に示すように、表示制御部１６は、サーバ装置２０から配信
（送信）されたオブジェクト「××レストラン」の付加情報ＡＤＤのうちメッセージの内
容「本日レディースデー　１８時までの入店で２割引」の内容を示すポップアップ画面Ｍ
ＳＧを画面ＤＰの近接対応位置の周囲に表示させる。更に、図３に示すように、表示制御
部１６は、オブジェクト「××レストラン」の関連情報としてのポップアップ画面ＭＧＳ
に、「××レストラン」の予約を行うための「予約する」ボタンも追加して表示させても
良い。
【００６５】
　例えば、「予約する」ボタンには「××レストラン」のサイトにアクセスするための識
別情報（例えばＵＲＬ）又は電話番号が対応付けられ、ユーザが実際に「××レストラン
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」の予約を行おうとして「予約する」ボタンがタッチ操作されると、携帯端末１０は、地
図アプリケーションの画面から「××レストラン」のサイトの画面に切り替え、又は「×
×レストラン」の電話番号に発信する（図１２参照）。
【００６６】
　以上により、本実施形態の情報表示制御システム５０では、携帯端末１０が近接対応位
置に表示されている地図コンテンツのオブジェクトの付加情報ＡＤＤの配信（送信）をサ
ーバ装置２０に要求し、サーバ装置２０は携帯端末１０からの要求に応じたオブジェクト
の付加情報ＡＤＤを取得して携帯端末１０に配信（送信）する。携帯端末１０は、サーバ
装置２０から配信（送信）されたオブジェクトの付加情報ＡＤＤの例えばメッセージの内
容を示すポップアップ画面ＭＳＧを画面ＤＰの近接対応位置の周囲に表示させる。
【００６７】
　これにより、情報表示制御システム５０は、物体（ユーザの指ＦＧ）の画面ＤＰ（タッ
チパネルＴＰ）への近接が検知された画面上の位置（近接対応位置）に表示されているコ
ンテンツのオブジェクトの付加情報ＡＤＤの例えばメッセージの内容を示すポップアップ
画面ＭＳＧを、オブジェクトの関連情報として近接対応位置の周囲に表示することができ
る。つまり、携帯端末１０は、地図アプリケーションにおいて画面ＤＰに表示されている
地図コンテンツの近接対応位置に表示されているオブジェクトの付加情報ＡＤＤの例えば
メッセージの内容を示すポップアップ画面ＭＳＧを、指ＦＧを近接させるだけで簡易に表
示することができ、地図アプリケーションの画面から例えば「××レストラン」の画面に
切り替えて「××レストラン」のサイトの内容から付加情報ＡＤＤに対応する内容を確認
する必要が無くなるので、ユーザの操作の煩雑性が軽減し、ユーザの操作性を向上させる
ことができる。
【００６８】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態の情報表示制御システム６０は、第１の実施形態の内容に加え、地図コ
ンテンツのオブジェクト毎に付加情報ＡＤＤの内容を更新（変更）できる外部端末を更に
含み、サーバ装置２０Ａは、所定の条件を満たす場合に、外部端末からの更新要求に応じ
て、付加情報ＡＤＤの内容を更新（変更）する例を説明する。
【００６９】
　図５は、第２の実施形態の情報表示制御システム６０の各内部構成を示すブロック図で
ある。第２の実施形態では、携帯端末１０の構成及び動作は第１の実施形態と同一のため
、説明を省略する。図５に示す情報表示制御システム６０は、携帯端末１０と、携帯端末
１０とネットワークＮＷを介して接続されるサーバ装置２０Ａと、サーバ装置２０Ａとネ
ットワークＮＷを介して接続される外部端末３０とを含む構成である。
【００７０】
　サーバ装置２０Ａは、情報入出力部２１Ａ、付加情報制御部２２Ａ、マップデータ記憶
部２３、付加情報データ記憶部２４、付加情報更新受付部２５、更新許可端末情報データ
記憶部２６及びＲＡＭ２９を含む構成である。外部端末３０は、付加情報入力部３１、付
加情報送受信部３２、表示制御部３３及び画面表示部３４を含む構成である。サーバ装置
２０Ａの構成及び動作において第１の実施形態と同一の内容の説明は省略し、異なる内容
について説明する。サーバ装置２０Ａ、外部端末３０の順に、各部の構成について説明す
る。
【００７１】
（サーバ装置２０Ａ）
　更新許可認証部としての付加情報更新受付部２５は、外部端末３０から送信された外部
端末３０の識別情報と付加情報ＡＤＤの内容を更新する対象オブジェクトの地図コンテン
ツ上の具体的な位置を特定するための情報（例えば緯度及び経度）とを情報入出力部２１
から取得する。付加情報更新受付部２５は、外部端末３０の識別情報と付加情報ＡＤＤの
内容を更新する対象オブジェクトの地図上の具体的な位置を特定するための情報とを基に
、更新許可端末情報データ記憶部２６を参照し、外部端末３０が対象オブジェクトの付加
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情報ＡＤＤの更新を許可して良い端末であるか否かを認証する。
【００７２】
　付加情報更新受付部２５は、外部端末３０の識別情報と付加情報ＡＤＤの内容を更新す
る対象オブジェクトの地図上の具体的な位置を特定するための情報とが対応付けられた更
新許可端末情報が更新許可端末情報データ記憶部２６に記憶されている場合に、認証が成
功したと判定する。
【００７３】
　付加情報更新受付部２５は、外部端末３０が対象オブジェクトの付加情報ＡＤＤの更新
を許可して良い端末であるか否かの認証が成功した場合には、認証が成功した旨の情報を
情報入出力部２１Ａ及び付加情報制御部２２Ａに出力する。
【００７４】
　更新許可端末情報データ記憶部２６は、地図コンテンツの中のいずれかのオブジェクト
と当該オブジェクトの付加情報ＡＤＤの内容の更新（変更）が許可されている外部端末の
識別情報とが対応付けられた更新許可端末情報を、オブジェクト毎に記憶している。例え
ば、図１２の左側の画面ＤＰには２個のレストランが表示されており、更新許可端末情報
データ記憶部２６は、オブジェクト（レストラン）毎に、付加情報ＡＤＤの内容の更新（
変更）が許可されている外部端末を定めた更新許可端末情報を記憶している。
【００７５】
　また、図１２に示す２個のレストランが例えば同一のオーナの管理下にある場合では、
更新許可端末情報データ記憶部２６は、各々のレストランの付加情報ＡＤＤの内容の更新
が許可されている外部端末は同一の外部端末であることを定めた更新許可端末情報を、オ
ブジェクト（レストラン）毎に記憶しても良い。
【００７６】
　また、更新許可端末情報は、地図コンテンツの中のいずれかのオブジェクトの代わりに
当該オブジェクトの地図コンテンツ上の具体的な位置を特定するための情報（例えば緯度
及び経度）と、当該オブジェクトの付加情報ＡＤＤの内容の更新（変更）が許可されてい
る外部端末の識別情報とが対応付けられた情報でも良い。
【００７７】
　付加情報制御部２２Ａは、外部端末３０から送信された新しい付加情報を情報入出力部
２１Ａから取得すると、付加情報更新受付部２５から出力された認証が成功した旨の情報
を基に、付加情報データ記憶部２４に記憶されている現在の付加情報ＡＤＤの内容を、新
しい付加情報の内容に更新する。また、付加情報制御部２２Ａは、付加情報ＡＤＤの内容
を更新した時、付加情報ＡＤＤの付加情報データにおける項目「更新日時」の内容も更新
する。
【００７８】
（外部端末３０）
　外部端末３０は、例えば「××レストラン」を運営するオーナが用いるＰＣ（Personal
 Computer）又は携帯端末１０と同様の携帯型電子端末であり、携帯端末１０が実行可能
な同一の地図アプリケーションを実行可能である。
【００７９】
　付加情報入力部３１は、外部端末３０のユーザが外部端末３０に対する操作を入力する
ユーザインターフェースであり、ユーザにより入力されたデータ（例えば、付加情報ＡＤ
Ｄの更新を要求する旨の情報、又は、現在の付加情報ＡＤＤの内容に対して更新される新
しい付加情報ＡＤＤ）を付加情報送受信部３２に出力する。
【００８０】
　付加情報入力部３１は、例えば外部端末３０がスマートフォンである場合には、画面表
示部３４の上に搭載され、ユーザの指又はスタイラスペンによる入力操作を受け付け可能
なタッチパネルを用いて構成されても良い。また、付加情報入力部３１は、外部端末３０
が携帯電話機である場合には、電話番号等を入力するテンキー、オンフック又はオフフッ
クを行う通話器キー及びファンクションキー等の各種キーを用いて構成されても良い。
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【００８１】
　付加情報送受信部３２は、付加情報入力部３１から出力されたデータ（例えば、付加情
報ＡＤＤの更新を要求する旨の情報、又は、現在の付加情報ＡＤＤの内容に対して更新さ
れる新しい付加情報）を表示制御部３３に出力すると共に、ネットワークＮＷを介してサ
ーバ装置２０Ａに送信する。付加情報送受信部３２は、サーバ装置２０Ａから送信された
現在の付加情報ＡＤＤのデータを表示制御部３３に出力する。
【００８２】
　表示制御部３３は、付加情報送受信部３２から出力された新しい付加情報ＡＤＤのデー
タを取得して画面表示部３４に表示させる。また、表示制御部３３は、付加情報送受信部
３２から出力された現在の付加情報ＡＤＤの内容を画面表示部３４に表示させる。
【００８３】
　画面表示部３４は、画面表示部１７と同様に、例えばＬＣＤ又は有機ＥＬディスプレイ
を用いて構成され、画面ＤＰにデータを表示する機能を有し、例えば表示制御部３３から
出力されたデータを画面ＤＰに表示する。また、外部端末３０は、第１の実施形態におい
て説明した携帯端末１０と同一の構成を有しても良い（図１参照）。
【００８４】
　ここで、第２の実施形態における更新前の付加情報データと更新後の付加情報データに
ついて、図６を参照して説明する。図６は、第２の実施形態における更新前の付加情報デ
ータと更新後の付加情報データの一例を示す図である。図６は、付加情報ＡＤＤの各項目
のうち、メッセージの内容と更新日時とが更新されている例を示す。
【００８５】
　図６において、更新前の付加情報ＡＤＤの付加情報データの項目「メッセージ」の内容
は「本日レディースデー　１８時までの入店で２割引」であったが、更新後の付加情報Ａ
ＤＤの付加情報データの項目「メッセージ」の内容は「明日レディースデー　１８時まで
の入店で２割引」であり、付加情報ＡＤＤのメッセージが更新されている。また、付加情
報ＡＤＤが更新された場合には、更新日時も更新される。
【００８６】
（第２の実施形態の情報表示制御システム６０の動作）
　次に、第２の実施形態の情報表示制御システム６０の動作について、図６及び図７を参
照して説明する。図７は、第２の実施形態における外部端末３０とサーバ装置２０Ａとの
各動作手順を説明するフローチャートである。以下、図７の説明において、必要に応じて
図６の内容を参照し、外部端末３０及びサーバ装置２０Ａの各動作を時系列に沿って説明
する。
【００８７】
　先ず、付加情報送受信部３２は、付加情報入力部３１に対するユーザの入力操作に応じ
て、地図アプリケーションにおいて地図コンテンツの配信をサーバ装置２０Ａに要求する
。サーバ装置２０Ａは、外部端末３０からの要求に応じて、地図アプリケーションにおけ
る地図コンテンツのデータをマップデータ記憶部２３から読み出して外部端末３０に配信
する。付加情報送受信部３２は、サーバ装置２０Ａから配信された地図コンテンツのデー
タを受信して表示制御部３３に出力する。表示制御部３３は、付加情報送受信部３２から
出力された地図コンテンツのデータを画面ＤＰに表示させる（Ｓ１１）。
【００８８】
　また、外部端末３０が第１の実施形態において説明した携帯端末１０と同一の構成を有
する場合には、外部端末３０は、第１の実施形態と同様に、更新の対象オブジェクトの付
加情報ＡＤＤの項目「メッセージ」の内容を示すポップアップ画面ＭＳＧを、画面表示部
３４の近接対応位置の周囲に表示させても良い。
【００８９】
　付加情報入力部３１は、ユーザの入力操作に応じて、付加情報ＡＤＤの内容を更新させ
る対象オブジェクトを選択し（Ｓ１２）、選択された対象オブジェクトの付加情報ＡＤＤ
の更新を要求する旨の情報を生成して付加情報送受信部３２に出力する。付加情報送受信
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部３２は、付加情報入力部３１から出力された更新対象となるオブジェクトの付加情報Ａ
ＤＤの更新を要求する旨の情報をサーバ装置２０Ａに送信する（Ｓ１３）。
【００９０】
　なお、オブジェクトの付加情報ＡＤＤの更新を要求する旨の情報には、外部端末３０の
識別情報（例えば外部端末３０のデバイスＩＤ）と、ステップＳ１２により選択された対
象オブジェクトの地図コンテンツ上の具体的な位置を特定するための情報（例えば緯度及
び経度）とを含む。外部端末３０のデバイスＩＤは、外部端末３０の製造番号である。
【００９１】
　情報入出力部２１Ａは、付加情報送受信部３２から送信されたオブジェクトの付加情報
ＡＤＤの更新を要求する旨の情報を受信して付加情報更新受付部２５に出力する（Ｓ１４
）。付加情報更新受付部２５は、オブジェクトの付加情報ＡＤＤの更新を要求する旨の情
報、即ち外部端末３０の識別情報と付加情報ＡＤＤを更新する対象オブジェクトの地図コ
ンテンツ上の具体的な位置を特定するための情報とを情報入出力部２１Ａから取得する。
【００９２】
　付加情報更新受付部２５は、外部端末３０の識別情報と付加情報ＡＤＤの内容を更新す
る対象オブジェクトの地図上の具体的な位置を特定するための情報とを基に、更新許可端
末情報データ記憶部２６を参照し、外部端末３０が対象オブジェクトの付加情報ＡＤＤの
更新を許可して良い端末であるか否かを認証する（Ｓ１５）。
【００９３】
　付加情報更新受付部２５は、外部端末３０が更新対象となるオブジェクトの付加情報Ａ
ＤＤの更新を許可して良い端末であるか否かの認証が失敗した場合には（Ｓ１６、ＮＯ）
、認証が失敗した旨の情報を情報入出力部２１Ａに出力する。情報入出力部２１Ａは、認
証が失敗した旨の情報を外部端末３０に送信する。これにより、サーバ装置２０Ａの動作
は終了する。
【００９４】
　一方、付加情報更新受付部２５は、外部端末３０が対象オブジェクトの付加情報ＡＤＤ
の内容の更新を許可して良い端末であるか否かの認証が成功した場合には（Ｓ１６、ＹＥ
Ｓ）、認証が成功した旨の情報を情報入出力部２１Ａ及び付加情報制御部２２Ａに出力す
る。
【００９５】
　情報入出力部２１Ａは、付加情報更新受付部２５から認証が成功した旨の情報（メッセ
ージ）を取得して外部端末３０に送信する（Ｓ１７）。付加情報送受信部３２は、情報入
出力部２１から送信された認証が成功した旨の情報（メッセージ）を受信する（Ｓ１８）
。
【００９６】
　更に、サーバ装置２０Ａでは、付加情報制御部２２Ａは、付加情報更新受付部２５から
出力された認証が成功した旨の情報を基に、更新許可端末情報において外部端末３０の識
別情報に対応付けられたオブジェクトの現在の付加情報ＡＤＤの付加情報データを付加情
報データ記憶部２４から読み出して情報入出力部２１Ａに出力する（Ｓ１９）。
【００９７】
　情報入出力部２１Ａは、付加情報制御部２２Ａから出力された現在の付加情報ＡＤＤの
付加情報データを外部端末３０に送信する（Ｓ１９）。付加情報送受信部３２は、情報入
出力部２１から送信された現在の付加情報ＡＤＤの付加情報データを受信して表示制御部
３３に出力する（Ｓ２０）。表示制御部３３は、付加情報送受信部３２から出力された現
在の付加情報ＡＤＤの付加情報データを画面表示部３４に表示させる。
【００９８】
　付加情報入力部３１は、画面表示部３４の画面ＤＰに表示された現在の付加情報ＡＤＤ
に対し、ユーザにより入力された新しい付加情報データ（例えば、現在の付加情報ＡＤＤ
の内容に対して更新される新しい付加情報ＡＤＤ）を付加情報送受信部３２に出力する（
Ｓ２１）。例えば図６に示すように、付加情報入力部３１は、現在の付加情報ＡＤＤの付
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加情報データのメッセージである「本日レディースデー　１８時までの入店で２割引」に
対し、新しい付加情報ＡＤＤの付加情報データのメッセージとして、「明日レディースデ
ー　１８時までの入店で２割引」を入力する（Ｓ２１）。付加情報送受信部３２は、付加
情報入力部３１から出力された新しい付加情報ＡＤＤの付加情報データをサーバ装置２０
Ａに送信する（Ｓ２１）。
【００９９】
　情報入出力部２１Ａは、付加情報送受信部３２から送信された新しい付加情報ＡＤＤの
付加情報データを受信して付加情報制御部２２Ａに出力する（Ｓ２２）。付加情報制御部
２２Ａは、新しい付加情報ＡＤＤの付加情報データを情報入出力部２１Ａから取得すると
、付加情報更新受付部２５から出力された認証が成功した旨の情報を基に、付加情報デー
タ記憶部２４に記憶されている現在の付加情報ＡＤＤの内容を、新しい付加情報の内容に
更新する（Ｓ２２）。
【０１００】
　例えば、付加情報制御部２２Ａは、図６に示すように、現在のオブジェクト「××レス
トラン」の付加情報ＡＤＤの付加情報データのメッセージ「本日レディースデー　１８時
までの入店で２割引」を、「明日レディースデー　１８時までの入店で２割引」に更新す
る。
【０１０１】
　以上により、本実施形態の情報表示制御システム６０では、外部端末３０は、ユーザ操
作により選択された対象オブジェクトの付加情報ＡＤＤの更新を要求する旨の情報をサー
バ装置２０Ａに送信し、サーバ装置２０Ａは、外部端末３０が要求した対象オブジェクト
の付加情報ＡＤＤの付加情報データの内容を更新して良いか否かを認証する。認証が成功
した場合に限り、サーバ装置２０Ａは、現在のオブジェクトの付加情報ＡＤＤの内容を、
外部端末３０から送信された新しい付加情報ＡＤＤに更新する。
【０１０２】
　これにより、情報表示制御システム６０は、第１の実施形態の効果に加え、更新許可端
末情報により定められた外部端末３０だけが地図コンテンツの中のオブジェクトの付加情
報ＡＤＤの内容を更新できるので、更新が許可されていない外部端末からの付加情報ＡＤ
Ｄの内容の更新を防ぐことができ、付加情報ＡＤＤの機密性を担保することができる。
【０１０３】
　また、情報表示制御システム６０は、更新許可端末情報により定められた外部端末３０
だけが地図コンテンツの中のオブジェクトの付加情報ＡＤＤの内容を更新できるので、例
えば「××レストラン」のオーナ等によって「××レストラン」の付加情報ＡＤＤの内容
を現在の実情に合わせた内容に適宜更新することができる。つまり、携帯端末１０は、地
図アプリケーションにおいて、更新許可端末情報により定められた外部端末３０によって
更新された最新の付加情報ＡＤＤを、指ＦＧをオブジェクトに近接させるだけで、簡易に
表示してユーザに通知することができる。
【０１０４】
（第３の実施形態）
　第３の実施形態の情報表示制御システム７０では、第１又は第２の実施形態の内容に加
え、携帯端末１０Ｂは、オブジェクトの付加情報ＡＤＤの内容を示すポップアップ画面Ｍ
ＳＧ２として、そのオブジェクトの付加情報ＡＤＤの表示を拒否するか否かを確認するた
めの情報を追加して表示し、サーバ装置２０Ｂは、携帯端末１０Ｂからのオブジェクトの
表示を拒否する旨の操作に応じて、携帯端末１０Ｂの識別情報毎に設けられた個人閲覧管
理情報に、オブジェクトの表示を拒否する旨の情報を登録する例を説明する。
【０１０５】
　図８は、第３の実施形態の情報表示制御システム７０の各内部構成を示すブロック図で
ある。図８に示す情報表示制御システム７０は、携帯端末１０Ｂと、携帯端末１０Ｂとネ
ットワークＮＷを介して接続されるサーバ装置２０Ｂとを含む構成である。なお、図８で
は、図５に示す外部端末３０の図示を省略しているが、図８に示す情報表示制御システム
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７０は、外部端末３０を含む構成としても良い。
【０１０６】
　携帯端末１０Ｂは、近接検知部１１、接触検知部１２、位置判定部１３、情報要求受信
部１４Ｂ、アプリケーション１５Ｂ、表示制御部１６Ｂ、画面表示部１７及びＲＡＭ１８
を含む構成である。サーバ装置２０Ｂは、情報入出力部２１Ｂ、付加情報制御部２２Ｂ、
マップデータ記憶部２３、付加情報データ記憶部２４、表示条件制御部２７、個人閲覧管
理情報データ記憶部２８及びＲＡＭ２９を含む構成である。また、サーバ装置２０Ｂは、
図５に示す付加情報更新受付部２５及び更新許可端末情報データ記憶部２６を更に含む構
成としても良い。携帯端末１０Ｂ及びサーバ装置２０Ｂの各構成及び各動作において第１
又は第２の実施形態と同一の内容の説明は省略し、異なる内容について説明する。携帯端
末１０Ｂ、サーバ装置２０Ｂの順に、各部の構成について説明する。
【０１０７】
（携帯端末１０Ｂ）
　情報要求受信部１４Ｂは、サーバ装置２０Ｂから送信されたオブジェクトの付加情報Ａ
ＤＤ（図２参照）を受信してアプリケーション１５Ｂに出力する。
【０１０８】
　アプリケーション１５Ｂは、情報要求受信部１４Ｂから出力されたオブジェクトの付加
情報ＡＤＤ（図２参照）の内容と、付加情報ＡＤＤの項目「メッセージ」の内容の表示を
拒否するか否かを確認するための情報（「表示しない」ボタン）を表示する旨の情報とを
表示制御部１６Ｂに出力する。
【０１０９】
　表示制御部１６Ｂは、アプリケーション１５Ｂから出力されたオブジェクトの付加情報
ＡＤＤの項目「メッセージ」の内容と、付加情報ＡＤＤの項目「メッセージ」の内容の表
示を拒否するか否かを確認するための情報（「表示しない」ボタン）とを画面ＤＰの近接
対応位置の周囲に表示させる。
【０１１０】
　具体的には、表示制御部１６Ｂは、オブジェクトの付加情報ＡＤＤの内容を示すポップ
アップ画面ＭＳＧ２として、付加情報ＡＤＤの項目「メッセージ」の内容（「本日レディ
ースデー　１８時までの入店で２割引」）と、「××レストラン」の予約を行うための「
予約する」ボタンと、「××レストラン」の付加情報ＡＤＤの表示を拒否するか否かを確
認するための「表示しない」ボタンとを画面ＤＰに表示させる（図９参照）。
【０１１１】
（サーバ装置２０Ｂ）
　情報入出力部２１Ｂは、付加情報ＡＤＤの項目「メッセージ」の内容の表示を拒否する
旨の情報と携帯端末１０Ｂの識別情報とを携帯端末１０Ｂから受信して表示条件制御部２
７に出力する。
【０１１２】
　表示条件制御部２７は、情報入出力部２１Ｂから出力された表示拒否指示情報（後述参
照）のうち、付加情報ＡＤＤの項目「メッセージ」の内容の表示を拒否する旨の情報と携
帯端末１０Ｂの識別情報とを基に、個人閲覧管理情報データ記憶部２８に記憶されている
携帯端末１０Ｂの識別情報に対応した個人閲覧管理情報に、付加情報ＡＤＤの項目「メッ
セージ」の内容の表示を拒否する旨の情報を登録し、登録日時の情報も追加登録する（図
９参照）。なお、表示拒否指示情報とは、オブジェクト「××レストラン」の付加情報Ａ
ＤＤの表示を拒否する旨の情報と、携帯端末１０Ｂの識別情報（例えばデバイスＩＤ）と
、タッチ座標（ｘ、ｙ）の情報とを含む。
【０１１３】
　表示条件制御部２７は、情報入出力部２１Ｂから出力された携帯端末１０Ｂの識別情報
と付加情報ＡＤＤの項目「メッセージ」の内容の表示を拒否する旨の情報とを基に、個人
閲覧管理情報データ記憶部２８を参照し、携帯端末１０Ｂの識別情報に対応した個人閲覧
管理情報に、付加情報ＡＤＤの項目「メッセージ」の内容の表示を拒否する旨の情報が登
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録されているか否かを判定する。表示条件制御部２７は、判定結果の情報を情報入出力部
２１Ｂに出力する。
【０１１４】
　個人閲覧管理情報データ記憶部２８は、携帯端末１０Ｂの識別情報（例えば携帯端末１
０Ｂの製造番号）毎に、地図コンテンツの中の任意のオブジェクトの付加情報ＡＤＤの項
目「メッセージ」の表示を拒否する旨の情報とその情報の登録日時の情報とを含む個人閲
覧管理情報を記憶している。
【０１１５】
　マップデータ記憶部２３、付加情報データ記憶部２４、個人閲覧管理情報データ記憶部
２８について、図９を参照して説明する。図９は、第３の実施形態におけるマップデータ
と付加情報データと個人閲覧情報管理データとの関係を示す説明図である。マップデータ
記憶部２３及び付加情報データ記憶部２４は第１の実施形態において説明したので、これ
らの説明は省略する。
【０１１６】
　個人閲覧管理情報データ記憶部２８に記憶されている個人閲覧管理情報は、携帯端末１
０Ｂの識別情報（ＩＤ）と、該当するオブジェクトの地図コンテンツ上の具体的な位置を
特定するための情報（緯度及び経度）と、付加情報ＡＤＤの項目「メッセージ」の表示を
拒否する旨の情報（表示しない旨の情報）と、その情報を登録した時の登録日時の情報と
を含む。即ち、個人閲覧管理情報は、識別情報（ＩＤ）を有する携帯端末１０Ｂを用いる
ユーザの嗜好に応じた閲覧内容として、例えば緯度及び経度により特定されるオブジェク
トの付加情報ＡＤＤの表示を拒否する旨の情報と、その情報の登録日時の情報とを含む。
【０１１７】
　携帯端末１０Ｂの識別番号（ＩＤ：１２３１２３）を用いるユーザの指ＦＧが携帯端末
１０Ｂの画面ＤＰに表示されているオブジェクト「××レストラン」の付加情報ＡＤＤ２
に示されている「表示しない」ボタンをタッチ操作すると、サーバ装置２０Ｂは、携帯端
末１０Ｂの識別番号（ＩＤ：１２３１２３）に対応した個人閲覧管理情報に、オブジェク
ト「××レストラン」の付加情報ＡＤＤの表示を拒否する旨の情報（表示しない旨の情報
）を登録し、更に、その情報の登録日時の情報（２０１２年７月１１日）も追加して登録
する。
【０１１８】
（第３の実施形態の情報表示制御システム７０の動作：表示拒否の旨の情報の登録）
　次に、第３の実施形態の情報表示制御システム７０におけるオブジェクトの付加情報Ａ
ＤＤの表示を拒否する旨の情報の登録に関する動作手順について、図１０を参照して説明
する。図１０は、第３の実施形態における携帯端末１０Ｂとサーバ装置２０Ｂとの間で、
オブジェクトの付加情報ＡＤＤの表示を拒否する旨の情報を登録する場合の各動作手順を
説明するフローチャートである。
【０１１９】
　なお、図１０に示すフローチャートは図４のステップＳ９に続く動作を示し、図４のス
テップＳ１０は図１０のステップＳ３１に置き換わっている。以下、図１０の説明におい
て、必要に応じて図９の内容を参照し、携帯端末１０Ｂ及びサーバ装置２０Ｂの各動作を
時系列に沿って説明する。
【０１２０】
　図１０において、情報要求受信部１４Ｂは、サーバ装置２０Ｂから送信されたオブジェ
クトの付加情報ＡＤＤ（図２参照）を受信してアプリケーション１５Ｂに出力する。アプ
リケーション１５Ｂは、情報要求受信部１４Ｂから出力されたオブジェクトの付加情報Ａ
ＤＤ（図２参照）の内容と、付加情報ＡＤＤの項目「メッセージ」の内容の表示を拒否す
るか否かを確認するための情報（「表示しない」ボタン）を表示する旨の情報とを表示制
御部１６Ｂに出力する。
【０１２１】
　表示制御部１６Ｂは、アプリケーション１５Ｂから出力されたオブジェクトの付加情報
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ＡＤＤの項目「メッセージ」の内容と、付加情報ＡＤＤの項目「メッセージ」の内容の表
示を拒否するか否かを確認するための情報（「表示しない」ボタン）とを画面ＤＰの近接
対応位置の周囲に表示させる（Ｓ３１、図９参照）。ユーザの指ＦＧが図９に示す付加情
報ＡＤＤ２の「表示しない」ボタンにタッチ操作しない場合には（Ｓ３２、ＮＯ）、図１
０に示すフローチャートの動作は終了する。
【０１２２】
　ユーザの指ＦＧが図９に示す付加情報ＡＤＤ２の「表示しない」ボタンにタッチ操作す
ると（Ｓ３２、ＹＥＳ）、位置判定部１３は、接触検知部１２から出力された接触通知を
基に、指ＦＧのタッチ座標（ｘ、ｙ）の情報を算出し、オブジェクト「××レストラン」
の付加情報ＡＤＤの表示を拒否する旨の情報とを生成する。位置判定部１３は、タッチ座
標（ｘ、ｙ）の情報と、オブジェクト「××レストラン」の付加情報ＡＤＤの表示を拒否
する旨の情報と、携帯端末１０Ｂの識別番号とを含む表示拒否指示情報を生成して情報要
求受信部１４Ｂに出力する。情報要求受信部１４Ｂは、位置判定部１３から出力された表
示拒否指示情報をサーバ装置２０Ｂに送信する（Ｓ３３）。
【０１２３】
　情報入出力部２１Ｂは、情報要求受信部１４Ｂから送信された表示拒否指示情報を受信
し、表示拒否指示情報のうち、付加情報ＡＤＤの項目「メッセージ」の内容の表示を拒否
する旨の情報と携帯端末１０Ｂの識別情報とを表示条件制御部２７に出力する（Ｓ３４）
。表示条件制御部２７は、情報入出力部２１Ｂから出力された付加情報ＡＤＤの項目「メ
ッセージ」の内容の表示を拒否する旨の情報と携帯端末１０Ｂの識別情報とを基に、個人
閲覧管理情報データ記憶部２８に記憶されている携帯端末１０Ｂの識別情報に対応した個
人閲覧管理情報に、付加情報ＡＤＤの項目「メッセージ」の内容の表示を拒否する旨の情
報を登録し、登録日時の情報も追加登録する（Ｓ３５、図９参照）。
【０１２４】
（第３の実施形態の情報表示制御システム７０の動作：表示拒否の旨の情報の登録後）
　次に、第３の実施形態の情報表示制御システム７０におけるオブジェクトの付加情報Ａ
ＤＤの表示を拒否する旨の情報の登録後に関する動作手順について、図１１を参照して説
明する。図１１は、第３の実施形態におけるオブジェクトの付加情報ＡＤＤの表示を拒否
する旨の情報の登録後における携帯端末１０Ｂとサーバ装置２０Ｂとの各動作手順を説明
するフローチャートである。
【０１２５】
　なお、図１１に示すフローチャートの説明では、図４の内容と同一の内容の説明は省略
し、異なる内容について説明する。以下、図１１の説明において、必要に応じて図９及び
図３の内容を参照する。
【０１２６】
　図１１において、付加情報制御部２２Ｂは、該当するオブジェクトの付加情報ＡＤＤを
抽出した場合には（Ｓ６、ＹＥＳ）、該当するオブジェクトの付加情報ＡＤＤを抽出した
旨の情報を表示条件制御部２７に出力する。表示条件制御部２７は、付加情報制御部２２
Ｂから出力された情報と情報入出力部２１Ｂから出力された携帯端末１０Ｂの識別情報と
付加情報ＡＤＤの項目「メッセージ」の内容の表示を拒否する旨の情報とを基に、個人閲
覧管理情報データ記憶部２８を参照し、携帯端末１０Ｂの識別情報に対応した個人閲覧管
理情報に、付加情報ＡＤＤの項目「メッセージ」の内容の表示を拒否する旨の情報が登録
されているか否かを判定する（Ｓ４１）。
【０１２７】
　表示条件制御部２７は、該当するオブジェクトの付加情報ＡＤＤの項目「メッセージ」
の内容の表示を拒否する旨の情報が個人閲覧管理情報に登録されていないと判定した場合
には（Ｓ４１、ＮＯ）、その旨の判定結果の情報を付加情報制御部２２Ｂに出力する。付
加情報制御部２２Ｂは、表示拒否指示情報が個人閲覧管理情報に登録されていない旨の判
定結果の情報を基に、ステップＳ６において抽出された付加情報ＡＤＤを付加情報データ
記憶部２４から取得する（Ｓ７）。
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【０１２８】
　一方、表示条件制御部２７は、該当するオブジェクトの付加情報ＡＤＤの項目「メッセ
ージ」の内容の表示を拒否する旨の情報が個人閲覧管理情報に登録されていると判定した
場合には（Ｓ４１、ＹＥＳ）、個人閲覧管理情報に登録された時の登録日時の情報を付加
情報制御部２２Ｂに出力する。付加情報制御部２２Ｂは、表示条件制御部２７から出力さ
れた登録日時の情報を基に、表示拒否指示情報が個人閲覧管理情報に登録された時の登録
日時以降に、該当するオブジェクトの付加情報ＡＤＤが外部端末３０（図５参照）によっ
て更新されたか否かを判定する（Ｓ４２）。
【０１２９】
　付加情報制御部２２Ｂは、個人閲覧管理情報に登録された時の登録日時以降に、該当す
るオブジェクトの付加情報ＡＤＤが例えば外部端末３０によって更新されたと判定した場
合には（Ｓ４２、ＹＥＳ）、ステップＳ６において抽出された付加情報ＡＤＤを付加情報
データ記憶部２４から取得する（Ｓ７）。即ち、ユーザの操作によって表示の拒否が指示
されたオブジェクトの付加情報ＡＤＤであっても、オブジェクトの付加情報ＡＤＤの表示
を拒否する旨の情報が個人閲覧管理情報に登録された後に外部端末３０を用いるユーザ（
例えば「××レストラン」のオーナ）によって付加情報ＡＤＤの項目「メッセージ」の内
容が更新された場合には、付加情報制御部２２Ｂは、該当するオブジェクトの付加情報Ａ
ＤＤを再度、携帯端末１０Ｂにおいて表示させる。
【０１３０】
　なお、付加情報制御部２２Ｂは、付加情報ＡＤＤの表示を拒否する旨の情報が個人閲覧
管理情報に一度登録された後では、例えば外部端末３０によって対象オブジェクトの付加
情報ＡＤＤの内容が更新されたとしても、対象オブジェクトの付加情報ＡＤＤを一切表示
しないと判定しても良い。この場合には、図１１のステップＳ４２の次の動作はステップ
Ｓ７を介さずに常にＳ４３に向かうことになる。
【０１３１】
　一方、付加情報制御部２２Ｂは、対象オブジェクトの付加情報ＡＤＤの表示を拒否する
旨の情報が個人閲覧管理情報に登録された時の登録日時以降に、該当するオブジェクトの
付加情報ＡＤＤが例えば外部端末３０によって更新されていないと判定したとする（Ｓ４
２、ＮＯ）。この場合には、付加情報制御部２２Ｂは、図４に示すステップＳ６において
該当する対象オブジェクトの付加情報ＡＤＤが無いと判定された場合と同様に、該当する
対象オブジェクトの付加情報ＡＤＤ、ステップＳ６において該当する付加情報ＡＤＤを抽
出できなかった場合には当該付加情報ＡＤＤが無い旨の情報、及びステップＳ４２におい
て該当する付加情報ＡＤＤを表示しない旨の情報のうちいずれかの情報を情報入出力部２
１Ｂに出力する。
【０１３２】
　情報入出力部２１は、携帯端末１０の要求に応じたオブジェクトの付加情報ＡＤＤ、該
当する付加情報ＡＤＤが無い旨の情報、及び該当する付加情報ＡＤＤを表示しない旨の情
報のうちいずれかの情報を携帯端末１０に配信（送信）する（Ｓ４３）。なお、付加情報
ＡＤＤが無い旨の情報、及び該当する付加情報ＡＤＤを表示しない旨の情報を情報入出力
部２１が配信することなく、処理を終わらせることも可能である。
【０１３３】
　情報要求受信部１４Ｂは、サーバ装置２０Ｂから配信（送信）されたオブジェクトの付
加情報ＡＤＤ、該当する付加情報ＡＤＤが無い旨の情報、及び該当する付加情報ＡＤＤを
表示しない旨の情報のうちいずれかの情報を受信してアプリケーション１５Ｂに出力する
（Ｓ４４）。アプリケーション１５Ｂは、情報要求受信部１４Ｂがオブジェクトの付加情
報ＡＤＤを受信した場合には、オブジェクトの付加情報ＡＤＤを表示制御部１６Ｂに出力
する。表示制御部１６Ｂは、アプリケーション１５Ｂから出力されたオブジェクトの付加
情報ＡＤＤを、画面ＤＰの近接対応位置の周囲に表示させる（Ｓ４５、図３の右側参照）
。なお、表示制御部１６Ｂは、情報要求受信部１４Ｂが該当する付加情報ＡＤＤを表示し
ない旨の情報を受信した場合には、指ＦＧが例えば画面ＤＰに表示されているオブジェク
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ト「××レストラン」の位置に近接した場合でも、付加情報ＡＤＤを表示させない（図３
の左側参照）。
【０１３４】
　以上により、本実施形態の情報表示制御システム７０では、携帯端末１０Ｂは、近接対
応位置に表示されている地図コンテンツのオブジェクトの付加情報ＡＤＤの内容と、その
付加情報ＡＤＤの表示を拒否するか否かを確認するための情報（具体的には「表示しない
」ボタン）とを画面ＤＰに表示させる。携帯端末１０Ｂは、ユーザの指ＦＧが「表示しな
い」ボタンにタッチ操作すると、該当するオブジェクトの付加情報ＡＤＤの表示を拒否す
る旨の情報を含む表示拒否指示情報をサーバ装置２０Ｂに送信する。
【０１３５】
　サーバ装置２０Ｂは、携帯端末１０Ｂから表示拒否指示情報を受信すると、表示拒否指
示情報のうち携帯端末１０Ｂの識別番号に対応した個人閲覧管理情報に、該当するオブジ
ェクトの付加情報ＡＤＤを表示しない旨の情報を登録する。
【０１３６】
　これにより、情報表示制御システム７０では、携帯端末１０Ｂは、付加情報ＡＤＤの項
目「メッセージ」の内容の表示を拒否する旨の情報が携帯端末１０Ｂの識別番号に対応し
た個人閲覧管理情報に登録された後では、該当するオブジェクトの付加情報ＡＤＤを画面
ＤＰに表示させないので、例えばユーザが興味を抱かないオブジェクトに指ＦＧを誤って
近接させた場合でも、オブジェクトの付加情報ＡＤＤの表示を防ぐことができる。
【０１３７】
　以上、図面を参照して各種の実施形態について説明したが、本発明はかかる例に限定さ
れないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内にお
いて、各種実施の形態の変更例または修正例、更に各種実施の形態の組み合わせ例に想到
し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと
了解される。
【０１３８】
　第３の実施形態において、表示拒否指示情報に含まれる携帯端末１０Ｂの識別番号は、
携帯端末１０Ｂのユーザ情報を特定するためのユーザＩＤ、又はＳＩＭ（Subscriber Ide
ntity Module）カードの番号情報でも良い。特に、一人のユーザが複数の携帯端末（例え
ば、スマートフォンとタブレット端末）を所持していることもあるので、例えばユーザＩ
Ｄが表示拒否指示情報に含まれていると、同じユーザがスマートフォンを使用している場
合でもタブレット端末を使用している場合でも、同じオブジェクトの付加情報ＡＤＤの表
示を拒否することができ、ユーザの操作性が向上する。
【０１３９】
　第３の実施形態において、個人閲覧管理情報データ記憶部２８に記憶される個人閲覧管
理情報は、ユーザ毎又は携帯端末１０Ｂの識別番号毎に、ユーザの嗜好に応じたオブジェ
クト又はユーザが表示を好まないオブジェクトの表示カテゴリの情報を更に含んでも良い
。例えば、図９の個人閲覧管理情報データ記憶部２８では図示されていないが、この個人
閲覧管理情報データ記憶部２８に記憶されるＩＤ「１２３１２３」に対応した個人閲覧管
理情報が、ユーザの嗜好に応じたオブジェクトの表示カテゴリ「レストラン、お寿司」の
情報を含むとする。
【０１４０】
　即ち、個人閲覧管理情報にユーザの嗜好に応じたオブジェクトの表示カテゴリ「レスト
ラン、お寿司」の情報が含まれている場合には、この個人閲覧管理情報のＩＤに対応する
携帯端末では、ユーザが指ＦＧをオブジェクトに近接させたとしても、表示カテゴリ「レ
ストラン、お寿司」の付加情報を含むオブジェクトだけ、付加情報ＡＤＤが表示される。
【０１４１】
　従って、サーバ装置２０Ｂは、第１の実施形態において説明したように、ユーザの指Ｆ
Ｇが地図コンテンツのオブジェクトに近接した場合、携帯端末１０Ｂからのオブジェクト
の付加情報ＡＤＤの要求に応じて、携帯端末１０Ｂの識別番号に対応した個人閲覧管理情
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の付加情報ＡＤＤの付加情報データを携帯端末１０Ｂに送信する。携帯端末１０Ｂは、サ
ーバ装置２０Ｂから送信された付加情報データを用いて、画面ＤＰの近接対応位置に付加
情報ＡＤＤの項目「メッセージ」の内容を示すポップアップ画面を表示させる。
【０１４２】
　これにより、携帯端末１０Ｂは、ユーザの嗜好に応じたオブジェクトの表示カテゴリの
情報を含む付加情報ＡＤＤの内容だけを表示でき、又は、ユーザが表示を好まない表示カ
テゴリ情報を含む付加情報ＡＤＤの内容だけを表示しなくて良くなり、ユーザの操作を快
適に行わせることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１４３】
　本発明は、物体の近接が検知された画面上の位置に表示されているコンテンツのオブジ
ェクトの付加情報を周囲に表示し、ユーザの操作性を向上させる情報表示制御システム、
携帯端末、および制御方法として有用である。
【符号の説明】
【０１４４】
１０、１０Ｂ　携帯端末
１１　近接検知部
１２　接触検知部
１３　位置判定部
１４　情報要求受信部
１５　アプリケーション
１６　表示制御部
１７　画面表示部
１８、２９　ＲＡＭ
２０、２０Ａ、２０Ｂ　サーバ装置
２１　情報入出力部
２２　付加情報制御部
２３　マップデータ記憶部
２４　付加情報データ記憶部
２５　付加情報更新受付部
２６　更新許可端末情報データ記憶部
２７　表示条件制御部
２８　個人閲覧管理情報データ記憶部
５０、６０、７０　情報表示制御システム
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【図１１】 【図１２】



(26) JP 5712172 B2 2015.5.7

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100138771
            弁理士　吉田　将明
(72)発明者  中尾　雅俊
            神奈川県横浜市都筑区佐江戸町６００番地　パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社
            内

    審査官  松田　岳士

(56)参考文献  特開２０１０－００９２８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０４４２２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－１３３５２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２５０９４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１１／０１６４０５８（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０４８８
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０４１　　
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０４８　　　
              Ｈ０４Ｍ　　　１／００　　　　
              Ｈ０４Ｍ　　　１／２４７　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

