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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報通信を行うための通信部と、
　行動予定の変更を判断するのに利用可能な判断情報を付加して上記行動予定を生成する
行動予定生成部と、
　利用者の行動予定と一以上の特定の同行者の行動予定とを共有した行動予定データベー
スを生成保持する行動予定データベース調整部と、
　上記行動予定データベースにて共有された上記利用者の行動予定を構成する各イベント
および当該利用者の現時点でのイベントを表す情報と、上記行動予定データベースにて共
有された同行者の行動予定を構成する各イベントおよび当該同行者の現時点でのイベント
を表す情報とを、ディスプレイ画面上に表示するとともに、上記利用者に対し上記行動予
定に基づく行動案内を行う行動案内部と、
　上記行動予定に変更が生じるか否かを上記判断情報に基づいて判断する判断部と、
　上記行動予定に変更が生じると上記判断部が判断した時、上記行動予定の再作成を行う
行動予定再作成部とを有し、
　上記行動予定データベース調整部は、上記通信部を通じて上記同行者の端末との間で通
信を行い、上記利用者の行動予定と上記同行者の行動予定の少なくとも何れかに変更が生
じてその行動予定の再生成が行われた時、当該再生成された行動予定を用いて上記行動予
定データベースを調整する行動案内装置。
【請求項２】
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　上記行動予定再作成部は、バックグラウンドにて上記行動予定の再作成を行い、当該バ
ックグラウンドにて再作成された行動予定に対して、上記利用者による変更許可がなされ
た時にのみ上記再作成した行動予定を確定する請求項１記載の行動案内装置。
【請求項３】
　上記行動予定データベース調整部は、バックグラウンドにて上記行動予定データベース
の調整を行い、当該バックグラウンドにて調整された行動予定データベースに対して、上
記利用者による変更許可がなされた時にのみ上記調整された行動予定データベースを確定
する請求項１記載の行動案内装置。
【請求項４】
　上記判断部は、上記行動予定に変更が生じるか否かを判断する上記判断情報として、上
記行動予定内の各イベントの予定時刻情報を用いる請求項１記載の行動案内装置。
【請求項５】
　上記判断部は、上記行動予定に変更が生じるか否かを判断する上記判断情報として、上
記通信部を通じて上記同行者端末から送られてきた行動予定の変更情報を用いる請求項１
記載の行動案内装置。
【請求項６】
　上記行動予定生成部は、上記行動予定の作成の際に、その行動予定に組み込み可能なイ
ベントを利用者に提案するイベント提案部を有する請求項１記載の行動案内装置。
【請求項７】
　上記イベント提案部は、予め設定されている利用者の趣味・嗜好情報に基づいて上記提
案するイベントを決定する請求項６記載の行動案内装置。
【請求項８】
　上記行動予定再作成部は、上記行動予定の再作成の際に、その行動予定に追加可能なイ
ベントを利用者に提案するイベント追加提案部を有する請求項１記載の行動案内装置。
【請求項９】
　上記イベント追加提案部は、予め設定されている利用者の趣味・嗜好情報に基づいて、
上記提案するイベントを決定する請求項８記載の行動案内装置。
【請求項１０】
　上記イベント追加提案部は、予め利用者により設定されていて、上記行動予定には設定
されていない希望イベントの中から、上記行動予定に追加可能なイベントを提案する請求
項８記載の行動案内装置。
【請求項１１】
　上記イベント追加提案部は、上記行動予定には設定されていない希望イベントに対して
予め設定されている優先度に基づいて、上記希望イベントの中から上記行動予定に追加可
能なイベントを提案する請求項１０記載の行動案内装置。
【請求項１２】
　上記判断部は、上記行動予定に変更が生じるか否かを判断する上記判断情報として、上
記行動予定内の各イベントの予定時刻情報を用い、
　上記イベント追加提案部は、上記予定時刻情報に対する一定以上の余裕時間の発生によ
り、上記行動予定の変更が生じると上記判断部が判断した時に、上記イベントの追加提案
を行う請求項８記載の行動案内装置。
【請求項１３】
　上記イベント追加提案部は、イベントの追加により発生する追加時間と、上記予定時刻
情報に対して発生した余裕時間とに基づき、少なくとも上記余裕時間以内となる追加時間
に対応したイベントを上記追加可能なイベントとして提案する請求項１２記載の行動案内
装置。
【請求項１４】
　上記行動予定再作成部は、上記行動予定の再作成の際に、その行動予定から削除可能な
イベントを提案するイベント削除提案部を有する請求項１記載の行動案内装置。
【請求項１５】
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　上記イベント削除提案部は、予め設定されている優先度に基づいて、上記削除可能なイ
ベントを提案する請求項１４記載の行動案内装置。
【請求項１６】
　上記判断部は、上記行動予定に変更が生じるか否かを判断する上記判断情報として、上
記行動予定内の各イベントの予定時刻情報を用い、
　上記イベント削除提案部は、上記予定時刻情報に対する一定以上の遅延時間の発生によ
り、上記行動予定の変更が生じると上記判断部が判断した時に、上記イベントの削除提案
を行う請求項１４記載の行動案内装置。
【請求項１７】
　上記イベント削除提案部は、イベントの削除により発生する削除時間と、上記予定時刻
情報に対して発生した遅延時間とに基づき、少なくとも上記遅延時間以内となる削除時間
に対応したイベントを上記削除可能なイベントとして提案する請求項１６記載の行動案内
装置。
【請求項１８】
　上記通信部は、少なくとも通話と電子メールの送受信のための機能を備え、
　上記行動案内部は、少なくともディスプレイ画面へ上記行動予定を構成する各イベント
および上記現時点でのイベントを表す情報を表示して上記利用者に対する行動案内を行い
、
　上記利用者が携帯可能な携帯通信装置からなる請求項１記載の行動案内装置。
【請求項１９】
　行動予定生成部が、行動予定の変更を判断するのに利用可能な判断情報を付加して上記
行動予定を生成するステップと、
　利用者の行動予定と一以上の特定の同行者の行動予定とを共有する行動予定データベー
スを、行動予定データベース調整部が生成して保持するステップと、
　行動案内部が、上記行動予定データベースにて共有された利用者の行動予定を構成する
各イベントおよび当該利用者の現時点でのイベントを表す情報と、上記同行者の行動予定
を構成する各イベントおよび当該同行者の現時点でのイベントを表す情報とを、ディスプ
レイ画面上に表示するとともに、上記利用者に対し上記行動予定に基づく行動案内を行う
ステップと、
　判断部が、上記行動予定に変更が生じるか否かを上記判断情報に基づいて判断するステ
ップと、
　上記行動予定に変更が生じると上記判断のステップにて判断された時、行動予定再作成
部が、上記行動予定の再作成を行うステップとを有し、
　上記行動予定データベース調整部は、所定の通信手段を用いて同行者端末との間で通信
を行い、上記利用者の行動予定と上記同行者の行動予定の少なくとも何れかに変更が生じ
てその行動予定の再生成が行われた時、当該再生成された行動予定を用いて上記行動予定
データベースを調整する行動予定処理方法。
【請求項２０】
　利用者端末と一以上の特定の同行者端末とからなる行動案内システムであって、
　上記利用者端末及び同行者端末は、
　互いに相手方と情報通信を行うための通信部と、
　行動予定の変更を判断するのに利用可能な判断情報を付加して上記行動予定を生成する
行動予定生成部と、
　利用者の行動予定と同行者の行動予定とを共有した行動予定データベースを生成保持す
る行動予定データベース調整部と、
　上記行動予定データベースにて共有された利用者の行動予定を構成する各イベントおよ
び当該利用者の現時点でのイベントを表す情報と、上記同行者の行動予定を構成する各イ
ベントおよび当該同行者の現時点でのイベントを表す情報とを、ディスプレイ画面上に表
示するとともに、上記利用者に対し上記行動予定に基づく行動案内を行う行動案内部と、
　上記行動予定に変更が生じるか否かを上記判断情報に基づいて判断する判断部と、
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　上記行動予定に変更が生じると上記判断部が判断した時、上記行動予定の再作成を行う
行動予定再作成部とを有し、
　上記行動予定データベース調整部は、上記通信部を通じて上記同行者端末との間で通信
を行い、上記利用者の行動予定と上記同行者の行動予定の少なくとも何れかに変更が生じ
てその行動予定の再生成が行われた時、当該再生成された行動予定を用いて上記行動予定
データベースを調整する行動案内システム。
【請求項２１】
　情報通信を行うための通信制御部と、
　行動予定の変更を判断するのに利用可能な判断情報を付加して上記行動予定を生成する
行動予定生成部と、
　利用者の行動予定と一以上の特定の同行者の行動予定とを共有した行動予定データベー
スを生成保持する行動予定データベース調整部と、
　上記行動予定データベースにて共有された利用者の行動予定を構成する各イベントおよ
び当該利用者の現時点でのイベントを表す情報と、上記同行者の行動予定を構成する各イ
ベントおよび当該同行者の現時点でのイベントを表す情報とを、ディスプレイ画面上に表
示するとともに、上記利用者に対し上記行動予定に基づく行動案内を行う行動案内部と、
　上記行動予定に変更が生じるか否かを上記判断情報に基づいて判断する判断部と、
　上記行動予定に変更が生じると上記判断部が判断した時、上記行動予定の再作成を行う
行動予定再作成部として、携帯通信端末を機能させ、
　上記行動予定データベース調整部は、上記通信部を通じて上記同行者端末との間で通信
を行い、上記利用者の行動予定と上記同行者の行動予定の少なくとも何れかに変更が生じ
てその行動予定の再生成が行われた時、当該再生成された行動予定を用いて上記行動予定
データベースを調整する行動予定処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば目的地への道案内等を行うための行動案内装置、目的地までの行程に
おけるの行動予定を生成及び変更等する行動予定処理方法、行動案内システム、行動予定
処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、いわゆるナビゲーション装置では、ＧＰＳ（Global Positioning System）
などにより得られる現在位置情報と、ユーザの手作業等により入力された目的地や経由地
の情報と、地図情報とを用いて、出発地或いは現在位置から目的地に至るまでの行程（経
路、ルート）を地図上に表示等するような道案内機能が実現されている。
【０００３】
　また、従来のナビゲーション装置においては、上述した目的地までの行程表示を行う基
本機能に加えて、例えば、目的地までの経路の近傍にある様々な地点，施設等の情報を、
ユーザの嗜好や希望に基づいてデータベースより検索し、それらの情報を地図上に表示し
て案内するような機能も実現されている。
【０００４】
　その他、例えば特開２００５－２２７１６８号の公開特許公報（特許文献１）には、複
数の移動体にそれぞれナビゲーション端末を携行させ、各ナビゲーション端末が互いに双
方向通信可能となされた待ち合わせ支援システムが開示されている。このシステムにおい
て、少なくとも一つのナビゲーション端末には、各移動体の現在位置に基づいて最適な待
ち合わせ目的地を変更する制御部が設けられている。すなわち、この制御部を備えたナビ
ゲーション端末は、複数の移動体が待ち合わせ目的地へ移動する際に、そられ各移動体の
状況に応じて待ち合わせ目的地を変更するような待ち合わせ支援を行うことが可能となさ
れている。
【０００５】
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【特許文献１】特開２００５－２２７１６８号公報（図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、例えば或る目的地までの行程において、例えば経由地とその通過時刻、ユー
ザや同行者が途中に立ち寄る場所とその時刻などの行動予定を先に決めておき、ユーザや
同行者がその行動予定に沿って行動しつつ目的地まで移動するような場合、必ずしも上記
行動予定の通りにスケジュールが進行するとは限らない。
【０００７】
　すなわち例えば、経由地や途中に立ち寄る場所と時刻がユーザ自身や同行者により変更
されたり、渋滞や事故等の何らかの理由により経由地や途中に立ち寄る場所とその時刻を
変更せざるを得なくなることがある。
【０００８】
　このように、目的地に至るまでの予定が途中で変更されるような場合には、予め決めて
ある行動予定を、実際の行動の状況変化に応じて適宜更新する必要がある。言い換えると
、実際の行動の状況変化に応じて行動予定を適宜更新することができ、最終的に許容でき
る時刻までに目的地へ到着できれば、ユーザや同行者にとってより便利であり、また、ユ
ーザとその同行者は予め決めた行動予定に囚われないインタラクティブで楽しい行動を取
ることもがきるようになる。
【０００９】
　一方で、予め決められた行動予定が変更された場合、道案内機能による目的地までの行
程の再計算が必要になるだけでなく、行動予定についても実際の行動の状況変化に応じて
再設定を行わなければならなくなる。
【００１０】
　しかしながら、ナビゲーション装置に対して目的地までの行程の再計算と行動予定の更
新を行わせるためには、ユーザは様々な操作を行わなければならず非常に煩雑であり、ま
た、ナビゲーション装置自身も経路探索や地図表示などの複雑な演算処理を行わなければ
ならない。
【００１１】
　特に、携帯電話端末等の携帯通信端末に搭載された道案内機能を利用しているような場
合、ユーザは、当該端末に搭載されている小さなディスプレイ及び少ない入力操作デバイ
スを用いて、非常に煩雑な操作を行わなければならなくなり、また、携帯通信端末に搭載
されている非力な演算処理装置では、行程の再計算や行動予定の再設定及び地図表示など
のための複雑な処理を短時間に実行することは困難である。
【００１２】
　本発明は、このような実情に鑑みて提案されたものであり、目的地までの行程の途中で
行動予定が変更されるような場合に、行動予定の変更のためにユーザに対して複雑な操作
を要求せず、また、装置についても複雑な演算処理が不要で、ユーザにとって判りやすく
簡単且つ効率的で、さらにはインタラクティブで楽しい道案内を実現することができる行
動案内装置、行動予定処理方法、行動案内システム、及び行動予定処理プログラムを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の行動案内装置は、情報通信を行うための通信部と、行動予定の変更を判断する
のに利用可能な判断情報を付加して行動予定を生成する行動予定生成部と、利用者の行動
予定と一以上の特定の同行者の行動予定とを共有した行動予定データベースを生成保持す
る行動予定データベース調整部と、行動予定データベースにて共有された利用者の行動予
定を構成する各イベントおよび当該利用者の現時点でのイベントを表す情報と行動予定デ
ータベースにて共有された同行者の行動予定を構成する各イベントおよび当該同行者の現
時点でのイベントを表す情報とをディスプレイ画面上に表示するとともに利用者に対し行
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動予定に基づく行動案内を行う行動案内部と、行動予定に変更が生じるか否かを判断情報
に基づいて判断する判断部と、行動予定に変更が生じると判断部が判断した時、行動予定
の再作成を行う行動予定再作成部とを有し、行動予定データベース調整部は、通信部を通
じて同行者端末との間で通信を行い、利用者の行動予定と同行者の行動予定の少なくとも
何れかに変更が生じてその行動予定の再生成が行われた時、当該再生成された行動予定を
用いて行動予定データベースを調整することにより、上述した課題を解決する。
【００１４】
　また、本発明の行動予定処理方法は、行動予定の変更を判断するのに利用可能な判断情
報を付加して行動予定を生成するステップと、利用者の行動予定と一以上の特定の同行者
の行動予定とを共有する行動予定データベースを生成して保持するステップと、行動予定
データベースにて共有された利用者の行動予定を構成する各イベントおよび当該利用者の
現時点でのイベントを表す情報と同行者の行動予定を構成する各イベントおよび当該同行
者の現時点でのイベントを表す情報とをディスプレイ画面上に表示するとともに利用者に
対し行動予定に基づく行動案内を行うステップと、行動予定に変更が生じるか否かを判断
情報に基づいて判断するステップと、行動予定に変更が生じると判断された時、行動予定
の再作成を行うステップと、所定の通信手段を用いて同行者端末との間で通信を行い、利
用者の行動予定と同行者の行動予定の少なくとも何れかに変更が生じてその行動予定の再
生成が行われた時、当該再生成された行動予定を用いて行動予定データベースを調整する
ステップとを有することにより、上述した課題を解決する。
【００１５】
　また、本発明の行動案内システムは、利用者端末と一以上の特定の同行者端末とからな
る行動案内システムであって、利用者端末及び同行者端末は、互いに相手方と情報通信を
行うための通信部と、行動予定の変更を判断するのに利用可能な判断情報を付加して行動
予定を生成する行動予定生成部と、利用者の行動予定と同行者の行動予定とを共有した行
動予定データベースを生成保持する行動予定データベース調整部と、行動予定データベー
スにて共有された利用者の行動予定を構成する各イベントおよび当該利用者の現時点での
イベントを表す情報と同行者の行動予定を構成する各イベントおよび当該同行者の現時点
でのイベントを表す情報とをディスプレイ画面上に表示するとともに利用者に対し行動予
定に基づく行動案内を行う行動案内部と、行動予定に変更が生じるか否かを上記判断情報
に基づいて判断する判断部と、行動予定に変更が生じると判断部が判断した時、行動予定
の再作成を行う行動予定再作成部とを有し、行動予定データベース調整部は、通信部を通
じて同行者端末との間で通信を行い、利用者の行動予定と同行者の行動予定の少なくとも
何れかに変更が生じてその行動予定の再生成が行われた時、当該再生成された行動予定を
用いて行動予定データベースを調整することにより、上述した課題を解決する。
【００１６】
　また、本発明の行動予定処理プログラムは、情報通信を行うための通信制御部と、行動
予定の変更を判断するのに利用可能な判断情報を付加して行動予定を生成する行動予定生
成部と、利用者の行動予定と一以上の特定の同行者の行動予定とを共有した行動予定デー
タベースを生成保持する行動予定データベース調整部と、行動予定データベースにて共有
された利用者の行動予定を構成する各イベントおよび当該利用者の現時点でのイベントを
表す情報と同行者の行動予定を構成する各イベントおよび当該同行者の現時点でのイベン
トを表す情報とをディスプレイ画面上に表示するとともに利用者に対し行動予定に基づく
行動案内を行う行動案内部と、行動予定に変更が生じるか否かを判断情報に基づいて判断
する判断部と、行動予定に変更が生じると判断部が判断した時、行動予定の再作成を行う
行動予定再作成部として携帯通信端末を機能させ、行動予定データベース調整部は、通信
部を通じて同行者端末との間で通信を行い、利用者の行動予定と同行者の行動予定の少な
くとも何れかに変更が生じてその行動予定の再生成が行われた時、当該再生成された行動
予定を用いて行動予定データベースを調整することにより、上述した課題を解決する。
【００１７】
　すなわち、本発明によれば、行動予定データベースにて共有された利用者の行動予定を
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構成する各イベントおよび当該利用者の現時点でのイベントを表す情報と同行者の行動予
定を構成する各イベントおよび当該同行者の現時点でのイベントを表す情報とをディスプ
レイ画面上に表示するとともに利用者に対し行動予定に基づく行動案内が行われ、途中で
行動予定が変更された時には行動予定再作成部が行動予定を再作成する。また、行動予定
が変更された場合には、利用者端末と同行者端末との間でその変更を通信により知らせて
、行動予定データベースの調整を行うようになされている。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明においては、行動予定データベースにて共有された利用者の行動予定を構成する
各イベントおよび当該利用者の現時点でのイベントを表す情報と同行者の行動予定を構成
する各イベントおよび当該同行者の現時点でのイベントを表す情報とをディスプレイ画面
上に表示するとともに利用者に対し行動予定に基づく行動案内が行われるため、装置は複
雑な演算処理を行わなくても良く、また、行動案内の途中で行動予定が変更される時には
利用者による操作を要せずに行動予定の再作成が行われ、さらに、行動予定が変更された
場合には、利用者端末と同行者端末との間でその変更を通信により知らせて、行動予定デ
ータベースの調整が行われるため、例えば行動予定に基づいて道案内がなされるような場
合に目的地までの行程の途中で行動予定が変更されるようになったとしても、行動予定の
変更のためにユーザに対して複雑な操作は要求されず、また、装置についても複雑な演算
処理が不要であり、したがって、ユーザにとって判りやすく簡単且つ効率的で、さらには
インタラクティブで楽しい道案内を実現可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、図面を参照しながら、本発明の一実施形態について説明する。
【００２０】
　なお、本実施形態では、本発明の行動案内装置、行動予定処理方法、行動案内システム
、行動予定処理プログラムが適用される一例として、ナビゲーション機能を備えた携帯電
話端末を挙げているが、勿論、ここで説明する内容はあくまで一例であり、本発明はこの
例に限定されないことは言うまでもない。
【００２１】
〔携帯電話端末の概略構成〕
　図１には、本発明実施形態のナビゲーション機能を備えた携帯電話端末の概略的な内部
構成例を示す。
【００２２】
　図１に示す携帯電話端末において、通信アンテナ１２は、例えば内蔵アンテナであり通
話やパケット通信のための信号電波の送受信を行う。通信回路１１は、送受信信号の周波
数変換、変調と復調等を行う。本実施形態の携帯電話端末は、これら通信回路１１及び通
信アンテナ１２により、音声通話やパケット通信を行う。上記通信アンテナ１２及び通信
回路１１の受信データが通話音声のデータである場合、その通話音声のデータはデータラ
インを介して音声処理部２２へ送られ、それ以外の受信データは一旦、制御部１０へ送ら
れて適切に処理された後、必要に応じて当該制御部１０から各部へ送られる。なお、上記
パケット通信は、電子メールのデータ通信やプログラムのデータ通信、インターネット経
由のデータ通信の他、ナビゲーション機能にて利用される交通情報、道路情報等の取得の
ためのデータ通信、後述する行動予定（行動計画）の送受信のためのデータ通信等に用い
られる。
【００２３】
　音声処理部２２は、上記通信アンテナ１２及び通信回路１１から通話音声の受信データ
が供給された時には、当該通話音声の受信データを復号化し、その復号化後の通話音声デ
ータをデータラインを介してスピーカ２０へ送る。
【００２４】
　スピーカ２０は、携帯電話端末に設けられている受話用のスピーカやリンガ（着信音）
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、音楽再生、アラーム音出力用のスピーカであり、ディジタル／アナログ変換器と増幅器
を含み、通話音声やリンガ音，再生音楽のデータをディジタル／アナログ変換及び増幅し
た後に出力する。これにより、通話音声やリンガ音，再生音楽が得られる。
【００２５】
　マイクロホン２１は、送話用及び外部音声集音用のマイクロホンであり、アナログ／デ
ィジタル変換器と増幅器を含む。このマイクロホン２１を介して入力された音声信号は、
増幅器により所定のレベルに増幅された後、アナログ／ディジタル変換器によりディジタ
ル音声データに変換され、データラインを介して音声処理部２２へ送られて符号化された
後、データラインを介して通信回路１１へ送られて変調、周波数変換等の各種処理を受け
、通信アンテナ１２から送信される。
【００２６】
　第１表示部３２と第２表示部３３は、それぞれ例えば液晶ディスプレイ等の表示デバイ
スとそのディスプレイの表示駆動回路とを含み、それらディスプレイ上に画像や文字、後
述する行動予定の画面等を表示する。なお、本実施形態において、第１表示部３２は例え
ばメインディスプレイであり、第２表示部３３はサブディスプレイとなされている。表示
制御部１３は、制御部１０による制御の元で、上記第１表示部３２，第２表示部３３の表
示駆動回路を制御し、第１表示部３２或いは第２表示部３３のディスプレイ上に画像等を
表示させる。
【００２７】
　画像処理部２３は、内蔵メモリや外部メモリ等から読み出された圧縮符号化されている
画像データの伸張復号化処理等を行い、その伸張復号後の画像データをデータラインを介
して表示制御部１３へ送る処理や、図示しないカメラにより撮影された画像の処理等を行
う。
【００２８】
　操作部１４は、本実施形態の携帯電話端末の図示しない筐体上に設けられているテンキ
ーや発話，終話キー／電源キー等の各キーや十字キー，ジョグダイヤル，タッチパネル等
の各操作子と、それら操作子が操作された時の操作信号を発生する操作信号発生器とから
なる。本実施形態において、上記操作部１４の各操作子は、ユーザからの情報入力やメニ
ュー選択、その他各種機器操作等の入力のために用いられる。
【００２９】
　ＶＩＣＳ受信回路１６及びＶＩＣＳ受信アンテナ１７は、いわゆるＶＩＣＳ（Vehicle 
Information and Communication System）によりＦＭ多重放送や道路上の発信機から送信
されているＶＩＣＳ信号を受信することにより、例えば渋滞や交通規制、駐車場の混雑状
況等の交通情報や道路情報をリアルタイムに取得するためのデバイスである。当該ＶＩＣ
Ｓ受信アンテナ１７及びＶＩＣＳ受信回路１６にて受信された道路交通情報は、例えば後
述する行動予定に沿った道案内の際や行動予定の再作成などの際に利用されたり、例えば
第１表示部３２や第２表示部３３のディスプレイ上に表示されることになる。なお、本実
施形態の携帯電話端末は、交通情報や道路情報を、上記ＶＩＣＳ受信アンテナ１７及びＶ
ＩＣＳ受信回路１６によるＶＩＣＳ経由だけでなく、通信アンテナ１２及び通信回路１１
による携帯電話網やインターネット経由で取得することも可能となされている。
【００３０】
　ジャイロセンサ２４は、本実施形態の携帯電話端末の姿勢や動きを検出するための２軸
ジャイロセンサを備えており、当該２軸ジャイロセンサの検出信号は制御部１０へ送られ
る。この時の制御部１０は、ジャイロセンサ２４の検出信号に基づいて、当該携帯電話端
末の姿勢の変化や移動方向、移動量等を算出する。
【００３１】
　加速度センサ２５は、本実施形態の携帯電話端末が動かされた際の加速度を検出し、当
該加速度センサ２５の検出信号は制御部１０へ送られる。この時の制御部１０は、上記加
速度センサ２５の検出信号に基づいて、当該携帯電話端末の移動時における加速度を算出
する。
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【００３２】
　ＧＰＳアンテナ２７は、ＧＰＳにおける測地衛星の発信する電波を受信する。ＧＰＳ制
御部２６は、ＧＰＳアンテナ２７の電波受信に基づいて、自端末の現在位置の緯度及び経
度を求める。これらＧＰＳアンテナ２７及びＧＰＳ制御部２６により得られたＧＰＳデー
タ（緯度，経度を表すデータ）は、制御部１０へ送られる。
【００３３】
　近距離通信アンテナ２９は、例えばいわゆるブルートゥース方式（Bluetooth：登録商
標）やＵＷＢ方式などによる近距離無線通信の電波の送受信を行うを行うためのアンテナ
である。近距離通信制御部２８は、上記近距離無線通信の全般的な制御と、制御部１０と
の間でのデータのやり取りを行う。なお、近距離無線通信には、赤外線通信（ＩｒＤＡ）
が含まれていても良い。赤外線通信が行われる場合、携帯電話端末には赤外線の送受信素
子が搭載されることになる。また、本実施形態の携帯電話端末は、後述するように例えば
同行者端末との間で行動予定のデータをやり取りして共有することになった場合に、その
行動予定のデータを当該近距離無線通信により同行者端末から受信若しくは同行者端末へ
送信することも可能となされている。
【００３４】
　外部装置接続部３０は、外部メモリ（外付けメモリ）や外部ハードディスクドライブ、
外部リムーバブルメディア装置等の外部記憶装置３１と、当該携帯電話端末とを接続する
ためのインターフェイスである。なお、本実施形態の携帯電話端末は、後述するように例
えば同行者端末との間で行動予定のデータをやり取りして共有することになった場合に、
その行動予定のデータを当該外部記憶装置３１及び外部装置接続部３０を介して取得する
ことも可能である。
【００３５】
　メモリ部１５は、ＲＯＭ（Read Only Memory）とＲＡＭ（Random Access Memory）を含
む。ＲＯＭは、ＯＳ（Operating System）、制御部１０が各部を制御するための制御プロ
グラムや各種の初期設定値、フォントデータ、各辞書データ、本実施形態にかかるナビゲ
ーション機能を実行するためのナビゲーションプログラムコード及び行動予定の作成及び
更新機能を実行するための行動予定処理プログラムプログラムコード、後述する行動予定
のデータや共有行動予定データベースのデータ、電子メールやスケジュール帳等のプログ
ラムコード、その他、携帯電話端末に搭載される各種のプログラムコード、当該携帯電話
端末の識別情報（ＩＤ）などを記憶している。このＲＯＭは、いわゆるＮＡＮＤ型フラッ
シュメモリ（NAND-type flash memory）のような書き換え可能なＲＯＭをも含み、当該書
き換え可能なＲＯＭには、例えば、本実施形態にかかる行動予定データ、共有行動予定デ
ータベース、電子メールデータ、電話帳や電子メールアドレス、その他、各種のデータや
各種設定値等を保存することも可能となされている。ＲＡＭは、制御部１０が各種のデー
タ処理を行う際の作業領域として、随時データを格納する。
【００３６】
　上記制御部１０は、通信回路１１における通信の制御、音声処理部２２や画像処理部２
３等の各制御の他、本実施形態の携帯電話端末の各構成要素の制御や各種演算処理を行う
。詳細については後述するが、特に本実施形態の場合、制御部１０は、メモリ部１５の上
記ナビゲーションプログラムコードによるナビゲーション機能の実行や、上記行動予定処
理プログラムコードによる行動予定の作成や更新等の実行を行う。
【００３７】
　その他、図１には図示を省略しているが、本発明の携帯電話端末は、年月日時等の情報
を発生したり時間を計測する時計部や、レンズ系と撮像素子による画像を撮影するカメラ
部、外部ケーブルが接続されるケーブル用コネクタ部、キー照明や着信ライト用などのＬ
ＥＤ（発光ダイオード）とその駆動部、バイブレータとその駆動部、各部へ電力を供給す
るバッテリとその電力をコントロールするパワーマネージメントＩＣ部、いわゆる電子マ
ネーのための情報記憶と信号の送受信を行う電子財布部など、一般的な携帯電話端末に設
けられる各構成要素についても備えている。
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【００３８】
〔行動予定とナビゲーション機能の概要〕　
　以下、ユーザが自宅から例えば自動車で出発して目的地Ｅ村まで出かける場合（同行者
が存在しない場合）と、ユーザと友人Ｂさんがそれぞれの自宅から例えば自動車で出発し
て目的地Ｅ村まで出かける場合（同行者が存在する場合）の、本発明実施形態にかかる行
動予定（行動計画）の作成と、その行動予定に基づくナビゲーション（道案内）と、必要
に応じて行われる行動予定の変更等の概略的な流れについて説明する。なお、以下の説明
では、上記同行者が存在しない場合と同行者が存在する場合の両方において、ユーザは、
自宅から自動車で出発した後、途中で友人Ａ氏宅に寄り、そのＡ氏を自動車に同乗させて
目的地Ｅ村まで行く例を挙げている。
【００３９】
　本発明実施形態では、目的地Ｅ村までの行程内の行動予定をスケジュール表（例えばい
わゆる遠足の栞のようなスケジュール表）として予め作成し、その行動予定のスケジュー
ル表の内容に沿ってナビゲーションを行う。
【００４０】
　また、本発明実施形態では、行動予定のスケジュール表の内容を、実際の行動の状況変
化に応じて略々リアルタイムに更新しながら、目的地Ｅ村に予定通りに辿り着けるように
するためのナビゲーションを行う。
【００４１】
　すなわち、本実施形態では、ユーザの行動或いは同行者の行動が変更された場合や、ナ
ビゲーションの途中で行動予定の通りに進捗しなくなった場合に、現時点以後に必要又は
不要となる行動（イベント）を判断し、ユーザ或いは同行者の新たな行動予定を立てて、
その行動予定をアップデート（ユーザ或いは同行者の携帯電話端末の行動予定のリスケジ
ュール処理）し、そのリスケジュール処理された新たな行動予定に沿ってナビゲーション
を行う。
【００４２】
〔行動予定の作成の概要〕　
　目的地Ｅ村までの行程内の行動予定を作成する場合、ユーザは、先ず、出発地（ユーザ
の自宅）と目的地（Ｅ村）を決定する。また、本実施形態では、目的地Ｅ村までの途中に
行われるイベントとして、友人Ａ氏宅に寄って当該Ａ氏を自動車に乗せ、さらに、例えば
昼食をとるためのレストランやテーマパーク等のような、途中に立ち寄りたい経由地等の
決定などを行う。
【００４３】
　ここで、上記行動予定を作成する場合において、ユーザは、例えば前記操作部１４を操
作することにより、それら出発地と目的地、途中の経由地（Ａ氏宅、レストラン等）のよ
うな各地点の情報を、本発明実施形態の携帯電話端末へ入力する。また、行動予定の作成
の際に、本実施形態の携帯電話端末は、例えばインターネット等を通じて、様々な施設や
立ち寄りたい場所の情報を取得することも可能となされている。
【００４４】
　また、出発地や目的地などの指定地点の位置を特定するための方法としては、緯度経度
情報を入力するような方法を用いることができる。すなわち、指定地点の緯度経度情報が
既知である場合、利用者により、それら指定地点の緯度経度情報等が携帯電話端末へ入力
される。一方、指定地点の緯度経度情報が既知でない場合、本実施形態の携帯電話端末は
、例えばインターネット上の地図検索システム等を利用して緯度経度情報を入手すること
ができる。
【００４５】
　また、現在地の緯度経度情報については、ＧＰＳ機能による緯度経度情報を取得するこ
とも可能であり、その場合、ユーザはそれら緯度経度情報を直接入力する必要が無くなる
と想定される。
【００４６】
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　本実施形態において、上記経由地は、行動予定に予め組み込まれる経由地と、行動予定
には組み込まれない希望経由地（候補経由地）の二つがある。
【００４７】
　上記行動予定に予め組み込まれる経由地に対しては、後述するように予め到着予定時刻
や予定滞在時刻等が指定される。また、当該行動予定に組み込まれる経由地には、必要に
応じて、削除に関する優先度（以下、削除プライオリティと表記する。）を設定しておく
ことができる。
【００４８】
　当該行動予定に組み込まれる経由地に対して設定される削除プライオリティは、後述す
るように、例えば行動予定のスケジュール変更により行動予定に時間的な余裕が無くなっ
たことで、経由地を削除する必要性が出てきたような場合に、削除しても構わない経由地
の順位を決めておくための情報である。これにより、実際に経由地を削除することになっ
た場合には、一例として、当該削除プライオリティの低い順に経由地を削除することがで
きるようになる。
【００４９】
　なお、行動予定に組み込まれる経由地には、必ず立ち寄る経由地（プライオリティが最
優先に設定された経由地）を設定しておくことも可能である。当該必ず立ち寄る経由地は
、削除されない経由地となされる。
【００５０】
　その他、削除プライオリティは、目的地や使用道路などにも設定可能である。
【００５１】
　また、行動予定に予め組み込まれる経由地は、ユーザにより設定された経由地の他に、
例えば予め設定されているユーザの趣味・嗜好情報により携帯電話端末側が立ち寄り可能
な候補地として提案する経由地であっても良い。携帯電話端末がユーザの趣味・嗜好情報
に基づいて経由地を提案する場合、当該携帯電話端末はインターネットなどを通じて、現
在地以降で立ち寄り可能で且つユーザの趣味・嗜好情報に応じた候補地の情報を取得し、
それら取得した候補地を経由地とすることも可能である。
【００５２】
　一方、上記行動予定には組み込まれない希望経由地は、後述するように、例えば行動予
定のスケジュールに時間的な余裕が発生したような場合に立ち寄り可能な候補地として、
予めユーザに設定しておくことのできる経由地である。
【００５３】
　また、当該希望経由地は、ユーザにより予め設定された希望経由地の他に、上述同様に
、例えば予め設定されているユーザの趣味・嗜好情報により携帯電話端末側が立ち寄り可
能な候補地として提案する希望経由地などがある。携帯電話端末がユーザの趣味・嗜好情
報に基づく希望経由地を提案する場合、当該携帯電話端末はインターネットなどを通じて
、現在地以降で立ち寄り可能で且つユーザの趣味・嗜好情報に応じた候補地の情報を取得
し、それら取得した候補地を希望経由地とすることも可能である。
【００５４】
　また特に、ユーザにより予め設定される希望経由地については、予め追加に関する優先
度（以下、追加プライオリティと表記する。）を設定しておくことができる。当該希望経
由地に対して設定される追加プライオリティは、後述するように、行動予定のスケジュー
ルに時間的な余裕が出来て何れかの希望経由地に寄り道可能になった場合に、立ち寄る経
由地の順位を決めておくための情報である。これにより、実際に寄り道をすることになっ
た場合には、一例として、追加プライオリティが高い順の経由地を、寄り道経由地として
行動予定に設定するようなことが可能となる。
【００５５】
　その他、追加プライオリティは、目的地や使用道路などにも設定可能である。
【００５６】
　上述のようにユーザ等から出発地や目的地等の指定地点の位置情報（緯度経度情報）等
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の各種情報が入力されると、本実施形態の携帯電話端末は、制御部１０内に形成されてい
る演算部により、上記入力された位置情報を用いた行動予定を作成する。
【００５７】
　上記行動予定の作成の際、携帯電話端末の演算部は、ユーザ等から指定地点の位置情報
（緯度経度情報）を基に、出発地から経由地を経て目的地へ至るまでの道順を求める。
【００５８】
　この時の道順については、例えば予め設定されているユーザの趣味・嗜好情報や、例え
ばＶＩＣＳ機能により得られる渋滞情報や路線情報などの交通情報を基に、演算部が処理
を行うことで作成する。
【００５９】
　なお、ユーザの嗜好情報としては、例えば、のんびり行くことをユーザが好むか否かや
、急いで行くことをユーザが望むか否か、ユーザが好む道筋の雰囲気、ユーザが良く利用
する交通網や交通手段などの情報を挙げることができる。また、交通情報としては、ＶＩ
ＣＳにより得られる出発当日の渋滞情報や路線情報だけでなく、出発日以前に得られる予
想渋滞情報や道路工事予定情報なども用いることができる。
【００６０】
　また上記行動予定の作成の際に、携帯電話端末の演算部は、ユーザ等から指定される時
刻情報と各地点間の距離情報や交通情報等を基に、出発地からの出発時刻、経由地への予
想到着時刻とその経由地からの予想出発時刻（若しくは経由地での予想滞在時間）、目的
地への予想到着時刻などの、時刻予想のための演算を行う。
【００６１】
　すなわち例えば、経由地にて昼食を食べることがユーザにより指定されたような場合、
その経由地に夕方に到着したのでは意味がない（昼食をとれない）ため、携帯電話端末の
演算部は、ユーザにより指定された昼食時刻（昼食開始時刻とそこでの滞在時刻からなる
昼食利用時刻）を基に、その昼食時刻内に昼食を食べることができるようにするための行
動予定の演算を行う。
【００６２】
　同様に、例えば目的地への到着時刻についても、ユーザにより指定された到着時刻まで
に到着できるようにするための行動予定の演算を行う。
【００６３】
〔行動予定の作成時の処理の流れ〕
　図２には、本実施形態の携帯電話端末において、行動予定が作成される際の処理の流れ
を示す。なお、この図２のフローチャートに示した処理ステップは、主に携帯電話端末の
制御部１０（演算部）が行う処理である。
【００６４】
　先ず、携帯電話端末は、本実施形態のナビゲーション機能を実行するためのナビゲーシ
ョンプログラムの起動指示が例えば操作部１４を通じてユーザから入力され、それに応じ
て当該ナビゲーションプログラムを起動し、さらに行動予定の作成モードの選択指示が操
作部１４を通じてユーザから入力されると、この図２のフローチャートの処理をスタート
させる。
【００６５】
　そして、ステップＳ１の処理として、当該行動予定の作成モードにおいて、ユーザから
例えば操作部１４を通じて、出発地，目的地，経由地等の指定と、上記目的地への到着時
刻や経由地の到着時刻，滞在時刻，出発時刻等の指定がなされ、出発地から目的地までの
移動手段（例えば自動車）の指定、さらに必要に応じて、前記削除プライオリティ，追加
プライオリティの設定や希望経由地の指定等の各種設定などが行われると、本実施形態の
携帯電話端末は、ステップＳ２へ処理を進める。
【００６６】
　ステップＳ２の処理に進むと、携帯電話端末は、ステップＳ１にて指定された出発地，
目的地，経由地などの情報、指定された出発時刻，滞在時刻，到着時刻などの情報、指定
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された移動手段などの情報を用いて、行動予定の作成を行う。
【００６７】
　次に、携帯電話端末は、ステップＳ３の処理として、上記ステップＳ２にて作成した行
動予定は実現可能な行動予定であるか否か、及び、ステップＳ２にて作成した行動予定が
適当な行動予定であるか否かの判断を行う。すなわち、携帯電話端末は、例えば、上記指
定された移動手段を用いて上記指定された出発地から経由地，目的地へ上記指定された時
刻までに到着等することが実際に可能であるかどうかの判定や、例えば、上記指定された
移動手段を用いて上記経由地，目的地へ向かう場合の予想所要時間に対して上記指定され
た到着時刻等が余りにも遅すぎるなどのように行動予定が不適当であり、より良い行動予
定を作成できる可能性があるかどうかの判断などを行う。
【００６８】
　そして、上記ステップＳ２で作成した行動予定が実現可能で適当な行動予定であると判
定され、さらに利用者からその行動予定に対する許可がなされた場合、携帯電話端末は、
ステップＳ４へ処理を進め、上記作成した行動予定を決定した行動予定として登録し、当
該決定した行動予定を例えば第１表示部３２や第２表示部に表示する。なお、当該決定し
た行動予定の内容は、ディスプレイ表示と共に、若しくはディスプレイ表示とは別にスピ
ーカ２０から音声により出力しても良いし、例えば自動車に搭載されているいわゆるカー
ナビゲーションシステムと連携して、当該カーナビゲーションシステムのディスプレイに
表示したり、スピーカから出力しても良い。
【００６９】
　一方、ステップＳ２で作成した行動予定が実現可能な行動予定ではないと判定した場合
や適当な行動予定になっていないと判断した場合、携帯電話端末は、ステップＳ５の処理
として、その行動予定が実現不可能である理由や適当な行動予定になっていない理由など
を示すメッセージを例えば第１表示部３２に表示し、さらに必要に応じて例えば出発時刻
，到着時刻，滞在時刻などの再指定、経由地の再指定等を求めるメッセージなどを表示し
た後、ステップＳ１へ処理を戻す。なお、上記行動予定が実現不可能であること等の理由
を表すメッセージは、スピーカ２０から音声により出力しても良いし、ディスプレイ表示
と共に、若しくはディスプレイ表示とは別にスピーカ２０から音声により出力しても良い
し、例えば自動車に搭載されているいわゆるカーナビゲーションシステムと連携して、当
該カーナビゲーションシステムのディスプレイに表示したり、スピーカから出力しても良
い。
【００７０】
　なお、ユーザに同行者が存在する場合、当該同行者の携帯電話端末でも上述同様にして
行動予定が作成されることになる。
【００７１】
〔行動予定の作成時のユーザインターフェース画面例〕
　図３～図８には、本実施形態の携帯電話端末において、行動予定が作成される際のユー
ザインターフェース画面例を示す。なお、これらユーザインターフェース画面は、携帯電
話端末の制御部１０が生成して、表示制御部１３を通じて例えば第１表示部３２のディス
プレイ画面上に表示させるものである。
【００７２】
　図３は、目的地の設定がなされる際のユーザインターフェース画面例を示している。な
お、この図３のユーザインターフェース画面は、例えば図２のフローチャートのステップ
Ｓ１においてディスプレイ表示される画面である。
【００７３】
　当該図３において、ディスプレイ画面４０上には、携帯電話端末自身を擬人化したキャ
ラクタが表示され、そのキャラクタ（携帯電話端末）からのメッセージが吹き出しウィン
ドウ４２に表示される。また、この図３のディスプレイ画面４０上には、操作部１４を通
じてユーザにより入力された内容を示す内容表示ウィンドウ４１が表示される。なお、当
該図３に示した目的地設定のためのユーザインターフェース画面例の場合、上記吹き出し
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ウィンドウ４２には、ユーザに対して目的地の入力を求めるメッセージが表示され、上記
内容表示ウィンドウ４１には、ユーザが操作部１４を操作して入力した目的地の地名や施
設が表示されている。
【００７４】
　また、経由地の設定が行われる場合も、この図３と略々同様のユーザインターフェース
画面がディスプレイ画面４０上に表示される。但し、経由地設定の場合、キャラクタの吹
き出しウィンドウ４２には経由地の入力を求めるメッセージが表示され、上記内容表示ウ
ィンドウ４１にはユーザにより入力された経由地の施設や地名等が表示される。
【００７５】
　図４は、経由地（行動予定に予め組み込まれる経由地）の到着時刻の設定がなされる際
のユーザインターフェース画面例を示している。なお、この図４のユーザインターフェー
ス画面は、例えば図２のフローチャートのステップＳ１においてディスプレイ表示される
画面である。
【００７６】
　この図４に示す経由地到着時刻設定のためのユーザインターフェース画面例の場合、デ
ィスプレイ画面４０上には、図３の例と同様にキャラクタが表示され、その吹き出しウィ
ンドウ４２には経由地の到着時刻の入力をユーザに求めるメッセージが表示され、内容表
示ウィンドウ４１には経由地の地名や施設名が表示されると共にユーザにより入力された
到着時刻が表示される。なお、目的地の到着時刻の設定が行われる場合も、この図４と略
々同様のユーザインターフェース画面がディスプレイ画面４０上に表示される。但し、目
的地到着時刻設定の場合、キャラクタの吹き出しウィンドウ４２には目的地到着時刻の入
力を求めるメッセージが表示され、上記内容表示ウィンドウ４１には目的地の地名や施設
名が表示されると共にユーザにより入力された目的地到着時刻が表示される。
【００７７】
　図５は、図２のフローチャートのステップＳ３にて実現可能な行動予定ではないと判定
された場合に、ステップＳ５にて理由表示されるユーザインターフェース画面例を示して
いる。
【００７８】
　この図５において、ディスプレイ画面４０上には、実現可能な行動予定ではないことを
示すメッセージがキャラクタの吹き出しウィンドウ４２に表示される。また、内容表示ウ
ィンドウ４１には、それ以前に入力された行動予定の地名や施設、時刻等が表示されると
共に、当該内容表示ウィンドウ４１の各表示項目のうち、特に行動予定が実現不可能にな
った原因となっている部分について、例えば他の表示項目とは区別可能に表示（例えば赤
色表示や点滅表示など）される。
【００７９】
　図６は、図２のフローチャートのステップＳ３において不適当（不自然）な行動予定に
なっていると判定された場合に、ステップＳ５にて理由表示されるユーザインターフェー
ス画面例を示している。
【００８０】
　この図６において、ディスプレイ画面４０上には、行動予定が不適当なものであり、よ
り良い行動予定を作成できる可能性があることを示すメッセージがキャラクタの吹き出し
ウィンドウ４２に表示される。また、内容表示ウィンドウ４１には、それ以前に入力され
た行動予定の地面や施設、時刻等が表示されると共に、当該内容表示ウィンドウ４１の各
表示項目のうち、特に不適当な行動予定になった原因となる部分について、例えば他の表
示項目とは区別可能に表示（例えば赤色表示や点滅表示など）される。
【００８１】
　図７は、図２のフローチャートのステップＳ４にて行動予定が決定した場合に、ディス
プレイ表示されるユーザインターフェース画面例を示している。
【００８２】
　この図７において、ディスプレイ画面４０上には、行動予定が決まったことを示すメッ
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セージがキャラクタの吹き出しウィンドウ４２に表示される。また、内容表示ウィンドウ
４１には、決定した行動予定の地面や施設、時刻等が表示される。なお、この場合、内容
表示ウィンドウ４１に表示される行動予定の時刻情報は、行動予定として設定された時刻
（設定時刻）と、その設定時刻と同じ予定時刻が表示される。
【００８３】
　また、行動予定が決定された場合、その行動予定のユーザインターフェース画面は、図
８のような画面に切り替えることも可能となされている。すなわち図８に示すユーザイン
ターフェース画面例は、決定された行動予定内の出発地から経由地や目的地の各地名や施
設までの距離表示を行うための画面例である。
【００８４】
　この図８において、ディスプレイ画面４０上には、決定した行動予定内の出発地から経
由地や目的地の各地名や施設までの距離表示が行われていることを示すメッセージがキャ
ラクタの吹き出しウィンドウ４２に表示される。また、内容表示ウィンドウ４１には、決
定した行動予定内の出発地から経由地や目的地の各地名や施設までの各区間距離と、各区
間距離を積算した積算距離、及び予定時刻等が表示される。
【００８５】
〔決定された行動予定に沿ったナビゲーション例〕
　上述のようにして行動計画が決定された後、ユーザが目的地へ向かって行動を開始した
場合、本実施形態の携帯電話端末は、上記行動計画に沿ったナビゲーション（道案内）を
行う。
【００８６】
　本実施形態においてナビゲーションは、具体的には以下のような情報をユーザに提示（
例えばディスプレイ表示や音声案内）することにより行われる。
【００８７】
　すなわち本実施形態の携帯電話端末は、ナビゲーションを実行している間、基本的な情
報として、例えば、経由地や目的地までの方角及び距離、経由地や目的地までの予想到着
時刻、現在地の予想通過時刻と実通過時刻及びその差分などの情報を、ディスプレイ表示
や音声案内等によってユーザに提示する。
【００８８】
　また、本実施形態の携帯電話端末は、ナビゲーションを実行している間、必要に応じて
、付帯情報として、例えば、直進，右折，左折などの指示、交差点やランドマークまでの
距離、通行する道路（例えば国道１７号、県道ＸＸ号など）、現在地の名称（ｘｘ県ｙｙ
市ｚｚ町など）、理想的な行動速度と実行動速度及びその差分情報、予定時刻までに到着
するために必要な行動速度などの情報を、ディスプレイ表示や音声案内等によってユーザ
に提示する。
【００８９】
　なお、ナビゲーションにおける道案内は、例えば自動車に搭載されているいわゆるカー
ナビゲーションシステムと連携して、当該カーナビゲーションシステムのディスプレイに
表示したり、スピーカから出力しても良い。
【００９０】
〔行動予定に沿ったナビゲーション時のユーザインターフェース画面例〕
　図９には、本実施形態の携帯電話端末において、行動予定に沿ってナビゲーション（道
案内）が行われている時のユーザインターフェース画面の一例を示す。
【００９１】
　すなわち本実施形態の携帯電話端末において、行動予定に沿ったナビゲーションが行わ
れている場合、図９に示すように、ディスプレイ画面４０の吹き出しウィンドウ４２には
、現在地と、現時点で向かっている方向、行動速度、その他道案内に必要な大まかな情報
が表示される。また、内容表示ウィンドウ４１には、現在の行動地点と、行動予定の予想
通過地点（予想ペース）と実際の走行地点の概略的な表示、及び、次の予定地点までの残
り距離などの情報が表示される。
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【００９２】
〔同行者が存在する場合の行動予定の情報共有についての概要〕
　また、本実施形態において、ユーザとは別の移動手段を利用してユーザと同じ目的地へ
向かうような同行者が存在する場合、それらユーザとその同行者の両携帯電話端末間では
、お互いの行動予定を同行者情報としてやり取りすることにより、両者の行動予定を共有
可能となされている。なお、同行者は一人だけでなく、複数であっても良い。
【００９３】
　すなわち本実施形態において、同行者が存在する場合、当該同行者の携帯電話端末から
は、その同行者の行動予定、同行者の現在位置とその名称、同行者の指示する位置とその
名称、同行者の経由地と目的地までの予想到着時刻などが、同行者情報として、当該ユー
ザの携帯電話端末に送られ、一方、ユーザの携帯電話端末からは、当該ユーザの行動予定
、ユーザの現在位置とその名称、ユーザの指示する位置とその名称、ユーザの経由地と目
的地までの予想到着時刻などが、同行者情報として、当該同行者の携帯電話端末に送られ
る。そして、ユーザと同行者の各々の携帯電話端末において、互いに相手方から受け取っ
た同行者情報に基づく行動予定と、自己の行動予定とに基づいて、共有行動予定が生成さ
れ、その共有行動予定がデータベース化されて保持される。
【００９４】
　また、本実施形態において、当該同行者情報のやり取りは、ユーザや同行者が行動を開
始する前の他、行動を開始した後にも必要に応じて逐次行われる。行動を開始した後の同
行者情報の送受信は、ユーザ或いは同行者からの送受信指示に応じて行われても良いし、
一定時間毎若しくは予め設定した時刻に自動的に行われても良く、後述するように行動予
定の変更（リスケジュール処理）が行われた時にのみ自動的に行われても良い。
【００９５】
　なお、本実施形態において、特に最初に送受信される行動予定は、同行者情報として必
要な全ての情報を含むものとなされるが、２回目以降の送受信の際には、例えば送受信情
報量を少なくするために、それ以前の行動予定との差分情報、すなわち経由地点名や目的
地点名，各地点間の距離，各地点の予定時間などのような基本的に表示更新が必要のない
行動計画情報を除いた、例えば現在の行動情報（現在位置情報や予想時間）などのように
、定期的に表示更新する必要がある情報であって、最低限、自分側における更新内容を同
行者側の表示内容に反映させるために必要となる情報のみを送るようにすることが望まし
い。
【００９６】
　また、本実施形態において、同行者情報は、一例として、電子メールを利用して送受信
される。なお、電子メールを利用した同行者情報のやり取りは、電子メールの本文中に記
載されても良いし、電子メールの添付ファイルとして送受信されても良い。このように、
電子メールを利用して同行者情報の共有を行う場合、ユーザと同行者の両者の携帯電話端
末では、予め互いに相手方の電話番号と電子メールアドレスの登録が行われる。その他、
同行者が複数存在するような場合に、いわゆるプッシュトゥトーク（Push-to-Talk）と呼
ばれている１対多の通話機能を用いて、同行者情報を複数の同行者に対して通知するよう
なことも可能である。
【００９７】
　図１０には、本実施形態の携帯電話端末において、ユーザの携帯電話端末と同行者の携
帯電話端末との間でやり取りされる同行者情報を、ディスプレイ画面４０に表示した時の
画面例を示す。この図１０は、ユーザが行動を開始した後、当該ユーザの携帯電話端末か
ら、電子メール本文への記載形式で同行者情報が送信され、その同行者情報が受け手側（
同行者）の携帯電話端末のディスプレイ画面４０上に表示された場合の一表示例を示して
いる。
【００９８】
　すなわちこの図１０の例において、電子メールのタイトル記載欄４３には、この同行者
情報により送られる情報の内容を表すタイトルが記載され、メール本文記載欄４４には、
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当該同行者情報の具体的な情報が記載される。上記タイトルや電子メールの本文の情報は
、送信側の携帯電話端末が本実施形態のプログラムに基づいて自動的に作成しても良いし
、ユーザが操作部１４を通じて自ら入力しても良い。なお、メール本文記載欄４４内のコ
ードは、この電子メールの情報が同行者情報の更新に必要な情報であるか否かを示す情報
であり、送信側の携帯電話端末が本実施形態のプログラムに基づいて自動的にメール本文
に付加されても良いし、ユーザが独自に設定したコードが付加されても良い。
【００９９】
　そして、この図１０に示すような電子メールの本文記載形式の同行者情報を受け取った
携帯電話端末は、本実施形態のプログラムに基づいて、当該受信した電子メールのタイト
ル若しくはメール本文中のコード等により、当該電子メールの同行者情報が共有行動予定
データベースの更新に必要な情報であるか否か判定し、共有行動予定データベースの更新
に必要な同行者情報であることを認識した場合には、当該電子メールの本文中に記載され
た同行者情報を用いて、自端末内の共有行動予定データベースをアップデートする。
【０１００】
　図１１には、上述のように同行者情報のやり取りを行うことでユーザと同行者の行動予
定が共有されている時の、例えばユーザ側の携帯電話端末におけるユーザインターフェー
ス画面例を示す。なお、図１１は、ユーザ（自分）とその同行者であるＢさんの位置情報
が表示されている時の画面例を示している。
【０１０１】
　この図１１において、キャラクタの吹き出しウィンドウ４２には、同行者Ｂさんの現在
位置をユーザに通知するためのメッセージが表示される。そして、内容表示ウィンドウ４
１には、ユーザ（自分）と同行者Ｂさんの現在位置と、ユーザの行動予定上の現時点での
行動、及び、同行者Ｂさんの行動予定上の現時点での行動が表示される。また、内容表示
ウィンドウ４１には、ユーザの予定時刻と予想時刻、及び同行者Ｂさんの予定時刻も表示
される。
【０１０２】
〔行動予定を変更する場合の基本的な処理の流れ〕
　上述したような行動予定に沿ってユーザが行動を開始した後、その行動予定に殆ど狂い
が生じなかった場合には、当初の行動予定を変更せずに、そのままナビゲーションを続行
できるが、例えば何らかの理由により行動予定に狂いが生じた場合、その後の行動予定を
変更しなければならなくなることが起こり得る。
【０１０３】
　図１２には、ユーザが行動を開始した後、何らかの理由により行動予定に狂いが生じ、
その結果行動予定の変更が必要になる場合の処理の基本的な流れを示す。なお、この図１
２のフローチャートに示した処理ステップは、主に携帯電話端末の制御部１０（演算部）
がバックグラウンドにて行う処理である。
【０１０４】
　先ず、携帯電話端末は、本実施形態のナビゲーション機能を実行するためのナビゲーシ
ョンプログラムの起動指示が例えば操作部１４を通じてユーザから入力され、それに応じ
て当該ナビゲーションプログラムを起動し、さらに行動予定に基づくナビゲーションモー
ド（道案内モード）の選択指示が操作部１４を通じてユーザから入力されると、この図１
２のフローチャートの処理をスタートさせる。
【０１０５】
　ナビゲーションモードがスタートすると、携帯電話端末は、ステップＳ１１の処理とし
て、例えばＧＰＳ機能を用いて現在地の位置情報を取得し、また内部時計機能による現在
時刻情報を取得し、さらに必要に応じて、ＶＩＣＳ機能を用いて交通情報を取得する。
【０１０６】
　次に、実際にユーザが行動予定に沿って行動を開始すると、携帯電話端末は、ステップ
Ｓ１２の処理として、予め設定されている行動予定と実際の行動内容との比較を行う。こ
こで、上記予め設定されている行動予定の通りに実際の行動がなされている場合には、上
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記予め設定されている行動予定をそのまま用いて（変更を加えずに）ナビゲーションを続
行する。一方、上記予め設定されている行動予定と実際の行動内容との間に差分（ズレ）
が生じてきている場合、携帯電話端末は、バックグラウンド処理として、その差分（ズレ
）を補正することができる行動予定を再作成（リスケジュール処理）すると共に、上記予
め設定されている行動予定と実際の行動内容との間に差分（ズレ）が生じてきていること
をユーザに対して通知する。なお、この時のユーザへの通知は、音声により行うことも可
能である。
【０１０７】
　そして、携帯電話端末は、ステップＳ１３の処理として、上記予め設定されている行動
予定を、上記バックグラウンドにてリスケジュール処理された行動予定へ更新（変更）す
るか否かをユーザに対して問い合わせるためのメッセージをディスプレイ表示させ、その
後、上記リスケジュール処理後の行動予定への更新を許可する旨の指示が操作部１４を通
じてユーザによりなされた場合にはステップＳ１４へ処理を進め、一方、上記リスケジュ
ール処理後の行動予定への更新を許可しない旨の指示が操作部１４を通じてユーザにより
なされた場合にはステップＳ１１へ処理を戻す。なお、この時のユーザへのメッセージに
よる通知は、音声により行うことも可能である。
【０１０８】
　ステップＳ１４の処理に進むと、携帯電話端末は、上記リスケジュール処理された行動
予定を確定してディスプレイ表示させることで行動予定の表示更新を行うと共に、実際に
更新された内容を表す更新情報をもディスプレイ表示させる。
【０１０９】
　その後は、ユーザによりナビゲーションの終了指示がなされるか、若しくは、最終的な
目的地に到着してナビゲーションが必要なくなるまで、スタートに戻り上述の処理が繰り
返される。
【０１１０】
〔同行者が存在しない場合に経由地を削除して行動予定を変更する際の詳細な処理の流れ
〕
　図１３には、同行者が存在しない場合において、何らかの理由により行動予定に狂いが
生じた時に、例えば経由地の削除による行動予定のリスケジュール処理（再作成）を行う
際の詳細な処理の流れを示す。なお、この図１３のフローチャートに示した処理ステップ
は、主に携帯電話端末の制御部１０（演算部）がバックグラウンドにて行う処理である。
また以下の説明では、一例として経由地を削除する例を挙げているが、その他にも行動予
定に設定されている目的地そのものを削除して別の目的地を設定したり、行動予定に設定
されていた通行道路を別の道路に変更するようなことも可能である。
【０１１１】
　この図１３において、携帯電話端末は、本実施形態のナビゲーション機能を実行するた
めのナビゲーションプログラムの起動指示が例えば操作部１４を通じてユーザから入力さ
れ、それに応じて当該ナビゲーションプログラムを起動し、さらに行動予定に基づくナビ
ゲーションモード（道案内モード）の選択指示が操作部１４を通じてユーザから入力され
ると、この図１３のフローチャートの処理をスタートさせる。
【０１１２】
　ナビゲーションモードがスタートした後、携帯電話端末は、ステップＳ２１の処理とし
て、例えばＧＰＳ機能を用いて現在地の位置情報を取得し、また内部時計機能による現在
時刻情報を取得し、さらに必要に応じてＶＩＣＳ機能を用いて交通情報を取得する。
【０１１３】
　次に、実際にユーザが行動予定に沿って行動を開始すると、携帯電話端末は、ステップ
Ｓ２２の処理として、予め設定されている行動予定と実際の行動内容との比較を行う。そ
して、上記予め設定されている行動予定の通りに実際の行動がなされている場合には、当
該予め設定されている行動予定をそのまま用いてナビゲーションを続行する。
【０１１４】
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　一方、上記予め設定されている行動予定と実際の行動内容との間に差分（ズレ）が生じ
てきている場合、携帯電話端末は、バックグラウンド処理により、ステップＳ２３の処理
として、予め設定されている行動予定と実際の行動内容との間に生じた時間のズレ（以下
、差分時間と表記する。）を算出し、上記行動予定に設定されている各経由地に立ち寄る
ために必要な時間情報と上記差分時間とを比較する。
【０１１５】
　次いで、携帯電話端末は、ステップＳ２４の処理として、上記行動予定に設定されてい
る各経由地に立ち寄るために必要な時間と上記差分時間との比較の結果、各経由地に立ち
寄った場合に一定時間以上の予定遅延が発生するか否か判定し、一定時間以上の遅延が発
生しないと判定した時にはステップＳ２１へ処理を戻し、一方、一定時間以上の遅延が発
生すると判定した時にはステップＳ２５へ処理を進める。すなわち、本実施形態の携帯電
話端末は、一定時間以上の予定遅延の発生をトリガとして、ステップＳ２５以降へ処理を
進める。
【０１１６】
　上記ステップＳ２４にて一定時間以上の遅延が発生すると判定してステップＳ２５の処
理に進むと、携帯電話端末は、行動予定に設定されている各経由地のうち、現在地以降で
行動予定に設定されている未だ立ち寄っていない各経由地を抽出し、さらにそれら各経由
地の中から削除可能な経由地の候補を抽出すると共に、それら削除可能な候補地として挙
げられた各経由地の中から、一例として、前述の削除プライオリティのうちで最も低い削
除プライオリティに設定されている経由地を削除することにした場合の削除時間を、現在
地から当該経由地までの距離情報と予測行動速度及びその経由地での予定滞在時間等から
算出する。言い換えると、その経由地をスキップすることで発生する余り時間、すなわち
当該経由地に立ち寄った場合に必要となる時間分に相当する余裕時間を算出する。
【０１１７】
　より具体的に説明すると、上記削除可能な経由地をスキップすることにした場合に発生
する余裕時間の算出は、一例として、現在地以降の行動予定において経由順に例えば三つ
の地点ａ，ｂ，ｃが経由地として設定されており、その中で例えば最も低い削除プライオ
リティが設定されているｂ地点をスキップすることにした場合には、ａ地点からｂ地点さ
らにｃ地点までの距離と、上記ｂ地点をスキップした時のａ地点からｃ地点までの距離と
の差分を求め、その差分距離に対して平均移動速度（予測行動速度）を除算することによ
って算出される移動に関する時間と、その経由地について予め行動予定で設定されている
滞在時間とを加算するような方法を用いることができる。
【０１１８】
　また、現在地以降の行動予定において経由順に例えば三つの地点ａ，ｂ，ｃが経由地と
して設定されているような場合において、それら複数の経由地ａ，ｂ，ｃの中から削除す
る経由地の候補を抽出する際には、一例として、ａ地点をスキップして上述同様の算出方
法により得られる余裕時間と、例えばｂ地点をスキップして上述同様の算出方法により得
られる余裕時間と、例えばｃ地点をスキップして上述同様の算出方法により得られる余裕
時間とを比較し、それら余裕時間（つまり削減可能な時間）が最大となる地点を、上記削
除する経由地の候補（スキップされるリスケジュール対象地点）として決定するようにし
ても良い。
【０１１９】
　また例えば、複数の経由地の中から削除する経由地の候補を抽出する際には、一例とし
て、実際の遅延時間と、それら複数の経由地のうちの何れかをスキップすることで得られ
る余裕時間とを比較し、実際の遅延時間に最も近い（且つ遅延時間内の）余裕時間が得ら
れることになる経由地を、上記削除する経由地の候補（スキップされるリスケジュール対
象地点）として決定するようにしても良い。
【０１２０】
　また例えば、削除プライオリティが元々設定されていない複数の地点が経由地として行
動予定に設定されているような場合には、一例として、現在地点以降でこれから進む先の
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各経由地と、それら経由地を各々削除した場合の削除可能な時間（つまり削除により発生
する余裕時間）とをリスト化してディスプレイ画面上に提示し、そのリストの中から何れ
の経由地を削除するかをユーザに問い合わせ、ユーザから削除指示がなされた経由地を、
上記削除する経由地の候補（スキップされるリスケジュール対象地点）として決定するよ
うになことも可能である。
【０１２１】
　その他にも、例えば、削除プライオリティが元々設定されていない複数の地点が経由地
として行動予定に設定されているような場合には、次に向かう経由地を削除することにし
た場合の予測到達時間をディスプレイ画面上に提示し、その経由地を削除するかどうかを
ユーザに問い合わせ、当該ユーザから削除指示がなされた時に、その経由地を上記削除す
る経由地として決定するようなことも可能である。
【０１２２】
　次に、携帯電話端末は、ステップＳ２６の処理として、上述のように削除候補地として
挙げられた経由地を削除することにした場合に算出される削除時間（余裕時間）により、
上記実際の遅延が解消するか否か判定する。そして、携帯電話端末は、当該ステップＳ２
６にて上記実際の遅延が解消すると判定した場合にはステップＳ２７へ処理を進め、一方
、ステップＳ２６にて遅延が解消しないと判定した場合には、ステップＳ３０へ処理を進
める。
【０１２３】
　ステップＳ２６にて遅延が解消しないと判定してステップＳ３０の処理に進むと、携帯
電話端末は、現在地以降で行動予定に設定されている未だ立ち寄っていない各経由地のう
ち、先のステップＳ２５で削除時間算出の対象地となされた経由地を除いた残りの各経由
地を抽出し、前述のステップＳ２５と同様に、それら各経由地の中から削除可能な経由地
の候補を抽出すると共に、それら削除可能な候補地として挙げられた各経由地の中から、
何れかの経由地を上記削除する経由地の候補（スキップされるリスケジュール対象地点）
として決定し、当該決定された経由地を削除することにした場合の削除時間を、現在地か
ら当該経由地までの距離情報と予測行動速度から算出する。すなわち、その経由地をスキ
ップすることで発生する余裕時間を算出して、ステップＳ２６へ処理を戻す。
【０１２４】
　そして、この時のステップＳ２６でも、前述同様に、携帯電話端末は、削除候補地とし
て挙げられた経由地を削除することにした場合に算出される削除時間（余裕時間）により
、上記実際の遅延が解消するか否か判定する。また、当該ステップＳ２６にて上記実際の
遅延が解消すると判定した場合にはステップＳ２７へ処理を進め、一方、ステップＳ２６
にて遅延が解消しないと判定した場合には、ステップＳ３０へ処理を進める。すなわち、
ステップＳ２６とステップＳ３０の処理では、何れかの経由地を削除する処理を行ったと
しても、行動予定に対して実際の行動の遅れが取り戻せない場合には、当該実際の行動の
遅れが取り戻せるようになるか、若しくは削除可能な経由地が無くなってしまうまで、上
記リスケジュール対象地点の決定と削除時間（余裕時間）の算出の処理を繰り返す。
【０１２５】
　次に、ステップＳ２６にて遅延が解消するか、若しくは削除可能な経由地が無くなって
しまったと判定されてステップＳ２７の処理に進むと、携帯電話端末は、バックグラウン
ドの処理として、上記決定されたリスケジュール対象地点を削除するような行動予定のリ
スケジュール処理を行うと共に、当該リスケジュール処理を行った場合の行動予定を、例
えばディスプレイ画面上に表示などしてユーザに提示し、当該ユーザに対して当該経由地
の削除を実際に実行しても構わないか否かの許可を求める。
【０１２６】
　そして、携帯電話端末は、ステップＳ２８の処理として、上記経由地の削除実行をユー
ザが許可したか否か判定し、ユーザが削除実行を拒否した時には、上記バックグラウンド
処理にて行われたリスケジュール処理をキャンセルして元の行動予定のままナビゲーショ
ン処理を続行し、一方、ユーザが削除実行を許可した時にはステップＳ２９へ処理を進め
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る。
【０１２７】
　ステップＳ２９の処理に進むと、携帯電話端末は、上記バックグラウンドにてリスケジ
ュール処理がなされた後の最新の行動予定を確定させてディスプレイに表示させることで
行動予定の表示更新を行うと共に、現在位置及び実際に更新された内容を表す更新情報を
もディスプレイ表示させる。
【０１２８】
　その後は、ユーザによりナビゲーションの終了指示がなされるか、若しくは、最終的な
目的地に到着してナビゲーションが必要なくなるまで、スタートに戻り上述の処理が繰り
返される。
【０１２９】
　なお、この図１３では、削除可能な経由地が存在する場合を例に挙げて説明したが、元
々削除可能な経由地が存在していない場合には、上述したようなリスケジュール処理は行
わない。
【０１３０】
〔同行者が存在しない場合の行動予定に沿ったナビゲーションと経由地削除時のユーザイ
ンターフェース画面例〕
　図１４～図１６には、本実施形態の携帯電話端末において、同行者が存在しない場合の
行動予定に沿って行われるナビゲーションと、遅延により経由地の削除が行われる際のユ
ーザインターフェース画面例を示す。なお、これらユーザインターフェース画面は、携帯
電話端末の制御部１０が生成して、表示制御部１３を通じて例えば第１表示部３２のディ
スプレイ画面上に表示させるものである。
【０１３１】
　図１４は、現在位置が出発地である場合のユーザインターフェース画面例を示している
。なお、この図１４のユーザインターフェース画面は、例えば図１２のステップＳ１１や
図１３のステップＳ２１においてディスプレイ表示される画面の一例である。但し、図１
４は、行動予定に設定されている出発予定時刻よりも、実際の出発時刻が既に遅延してい
る場合の表示例を示している。当該図１４に示す出発地のユーザインターフェース画面例
の場合、ディスプレイ画面４０には、前述同様にキャラクタが表示され、吹き出しウィン
ドウ４２には現在の状況をユーザに通知するメッセージ（図１４の例では出発予定時刻か
ら既に遅延しているため直ぐに出発することを求めるメッセージ）が表示され、内容表示
ウィンドウ４１には現時点における行動予定の各地名や施設、時刻等が表示される。また
、当該内容表示ウィンドウ４１において、ユーザ（携帯電話端末）の現在地を示す表示項
目は、例えば他の表示項目とは区別可能に表示（例えば他とは違う色の表示や点滅表示な
ど）される。なお、この図１４の例のように、行動予定として設定されている予定時刻よ
りも、現在時刻における実際の行動内容が遅延している場合、内容表示ウィンドウ４１に
は、各予定時刻に対して実際の遅延時刻分を加算した各予想時刻が、各予定時刻とは区別
可能に表示（例えば赤色表示や点滅表示など）される。
【０１３２】
　図１５は、ユーザが実際に移動を開始し、例えば経由地の一つ（この例ではレストラン
）に到着する前のユーザインターフェース画面例を示している。なお、この図１５のユー
ザインターフェース画面は、例えば図１２のステップＳ１２や図１３のステップＳ２２～
ステップＳ２４において行動予定と実際の行動内容との比較の結果、行動予定のリスケジ
ュール処理（この場合は経由地の削除）が必要になっている場合にディスプレイ表示され
る画面の一例である。
【０１３３】
　すなわち、この図１５の例のユーザインターフェース画面は、ユーザが、経由地の一つ
であるＡ氏宅を出発後、次の経由地であるレストランに到着する前の或る地点に居るとき
の画面例を示しており、現時点からそれ以降、行動予定に沿って行動したのでは、当該行
動予定で設定された到着時刻に目的地へ到着できない状況になっている場合を示している
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。そして、このような状況の場合、本実施形態の携帯電話端末は、キャラクタの吹き出し
ウィンドウ４２に、今後の行動予定内において変更可能な予定（この例では削除可能な経
由地）をユーザに通知するメッセージを表示させ、また、内容表示ウィンドウ４１には、
上記変更可能（削除可能）な経由地に対応する表示項目を他の表示項目とは区別可能に表
示（例えば赤色表示や点滅表示など）すると共に、当該変更可能（削除可能）な経由地に
到着するまでの残り距離数を表示する。また、図１５の例の場合も図１４同様に、行動予
定として設定されている予定時刻よりも、実際の現在時刻が遅延している場合には、上記
内容表示ウィンドウ４１に、上記予定時刻に対して実際の遅延時刻分を加算した予想時刻
が、上記予定時刻とは区別可能に表示（例えば赤色表示や点滅表示など）される。
【０１３４】
　図１６は、図１５のようにユーザに対して行動予定の変更（経由地の削除）を提案し、
当該ユーザにより行動予定の変更（経由地の削除）がなされた結果、行動予定のリスケジ
ュール処理（再作成）が行われた場合のユーザインターフェース画面例を示している。な
お、この図１６のユーザインターフェース画面は、例えば図１２のステップＳ１２や図１
３のステップＳ２７において行動予定のリスケジュール処理が行われ、当該行動予定のリ
スケジュール処理の結果、元の行動予定から当該リスケジュールされた行動予定との間に
差分が生じ、当該リスケジュールされた行動予定をユーザへ通知する必要性が生じたと判
定されて、図１２のステップＳ１４や図１３のステップＳ２９にて当該リスケジュールさ
れた行動予定がディスプレイ表示された場合の画面例を示している。
【０１３５】
　すなわち、この図１６にユーザインターフェース画面は、図１５のユーザインターフェ
ース画面においてレストランへの経由予定がユーザによりキャンセルされた場合（レスト
ランへの経由が削除された場合）の画面例を示している。そして、当該図１６のユーザイ
ンターフェース画面の場合、キャラクタの吹き出しウィンドウ４２には、キャンセルされ
た予定（経由地）をユーザに知らせるメッセージが表示され、内容表示ウィンドウ４１に
は、上記キャンセルされた経由地が削除されてリスケジュール処理された行動予定が表示
されると共に、そのリスケジュール後の行動予定において次に向かうべき場所（この場合
は最終目的地となる）に到着するまでの残り距離数が表示される。
【０１３６】
〔同行者が存在しない場合に経由地を追加して行動予定を変更する際の処理の流れ〕
　図１７には、同行者が存在しない場合において、何らかの理由により行動予定に余裕が
生じた時に、例えば新たな経由地の追加による行動予定のリスケジュール処理（再作成）
を行う際の処理の流れを示す。なお、この図１７のフローチャートに示した処理ステップ
は、主に携帯電話端末の制御部１０（演算部）がバックグラウンドにて行う処理である。
また以下の説明では、一例として経由地を追加する例を挙げているが、その他にも行動予
定に設定されている目的地そのものを別の目的地を設定したり、行動予定に設定されてい
る道路を別の道路に変更するようなことも可能である。
【０１３７】
　この図１７において、携帯電話端末は、本実施形態のナビゲーション機能を実行するた
めのナビゲーションプログラムの起動指示が例えば操作部１４を通じてユーザから入力さ
れ、それに応じて当該ナビゲーションプログラムを起動し、さらに行動予定に基づくナビ
ゲーションモード（道案内モード）の選択指示が操作部１４を通じてユーザから入力され
ると、この図１７のフローチャートの処理をスタートさせる。
【０１３８】
　ナビゲーションモードがスタートした後、携帯電話端末は、ステップＳ４１の処理とし
て、例えばＧＰＳ機能を用いて現在地の位置情報を取得し、また内部時計機能による現在
時刻情報を取得し、さらに必要に応じて、ＶＩＣＳ機能を用いて交通情報を取得する。
【０１３９】
　次に、実際にユーザが行動予定に沿って行動を開始すると、携帯電話端末は、ステップ
Ｓ４２の処理として、予め設定されている行動予定と実際の行動内容との比較を行う。そ
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して、上記予め設定されている行動予定の通りに実際の行動がなされている場合には、当
該予め設定されている行動予定をそのまま用いてナビゲーションを続行する。
【０１４０】
　一方、上記予め設定されている行動予定と実際の行動内容との間に差分（ズレ）が生じ
てきている場合、携帯電話端末は、バックグラウンド処理により、ステップＳ４３の処理
として、予め設定されている行動予定と実際の行動内容との間に生じた時間のズレ（差分
時間）を算出し、上記行動予定に設定されている各経由地に立ち寄るために必要な時間情
報と上記差分時間とを比較する。
【０１４１】
　次いで、携帯電話端末は、ステップＳ４４の処理として、上記行動予定に設定されてい
る各経由地に立ち寄るために必要な時間と上記差分時間との比較の結果、各経由地に立ち
寄ったとしても一定時間以上の余裕が発生するか否か判定し、一定時間以上の余裕が発生
しないと判定した時にはステップＳ４１へ処理を戻し、一方、一定時間以上の余裕が発生
すると判定した時にはステップＳ４５へ処理を進める。すなわち、本実施形態の携帯電話
端末は、一定時間以上の時間的余裕の発生をトリガとして、ステップＳ４５以降へ処理を
進める。
【０１４２】
　上記ステップＳ４４にて一定時間以上の余裕が発生すると判定してステップＳ４５の処
理に進むと、携帯電話端末は、行動予定には組み込まれずに予めユーザにより設定されて
いる複数の希望経由地（候補経由地）、若しくは、ユーザの趣味・嗜好情報に基づいてイ
ンターネット等を通じて取得した複数の希望経由地の中から、現在地以降に立ち寄り可能
な各希望経由地を抽出し、さらにそれら各希望経由地の中から、一例として、前述の追加
プライオリティのうちで最も高い追加プライオリティが設定されている希望経由地を追加
することにした場合の追加時間を、現在地から当該希望経由地までの距離情報と予測行動
速度、及びその経由地での滞在可能時間或いは希望滞在時間から算出する。言い換えると
、その希望経由地を追加することで発生する時間、すなわち、当該希望経由地に立ち寄っ
た場合に必要となる時間分に相当する追加時間を算出する。
【０１４３】
　より具体的に説明すると、希望経由地に立ち寄ることにした場合に発生する追加時間の
算出は、一例として、現在地以降の行動予定において経由順に例えば二つの地点ａ，ｃが
経由地として設定されており、それら二つの地点ａ，ｃの間に例えば最も高い追加プライ
オリティが設定されている地点ｂを新たに追加することにした場合には、ａ地点からｃ地
点までの距離と、ａ地点とｃ地点の間にさらに上記ｂ地点を追加したときの距離との差分
を求め、その差分距離に対して平均移動速度を除算することにより算出される移動に関す
る時間と、その希望経由地での滞在希望時間とを加算するような方法を用いることができ
る。
【０１４４】
　また、例えば行動予定内の経由地ａからｃの間で、複数の立ち寄り可能な希望経由地と
して例えば三つの地点ｂ，ｅ，ｆが存在し、それら三つの地点ｂ，ｅ，ｆの中から何れか
一つの経由地の候補を抽出する際には、上記経由地ａとｃの間に、例えば地点ｂを新たに
追加して上述同様の算出方法を用いて得られた追加時間と、例えば地点ｅを新たに追加し
て上述同様の算出方法を用いて得られた追加時間と、例えば地点ｆを新たに追加して上述
同様の算出方法を用いて得られた追加時間とを比較し、それら追加時間から実際に滞在可
能な時間が最大となる地点を、行動予定に追加される経由地の候補（追加によるリスケジ
ュール対象地点）として決定するようにしても良い。
【０１４５】
　また例えば、複数の立ち寄り可能な希望経由地の中から追加する希望経由地の候補を抽
出する際には、一例として、実際の余裕時間と、それら各希望経由地のうちの何れかを追
加した時の追加時間とを比較し、実際の余裕時間に最も近い（且つ余裕時間内）の追加時
間が得られることになる地点を、上記追加する希望経由地の候補（追加によるリスケジュ



(24) JP 4863274 B2 2012.1.25

10

20

30

40

50

ール対象地点）として決定するようにしても良い。
【０１４６】
　また例えば、追加プライオリティが元々設定されていない複数の希望経由地が設定され
ているような場合には、一例として、現在地点以降でこれから進む先に存在する各希望経
由地と、それら各希望経由地をそれぞれ追加した場合の滞在可能な時間とをリスト化して
ディスプレイ画面上に提示し、そのリストの中から何れの希望経由地を追加すべきかをユ
ーザに問い合わせ、ユーザから追加の指示がなされた希望経由地を、上記追加するリスケ
ジュール対象地点として決定するようなことも可能である。
【０１４７】
　その他にも、例えば、追加プライオリティが元々設定されていない複数の希望経由地が
設定されているような場合には、次に立ち寄ることが可能な希望経由地を追加した場合の
予測到達時間及び滞在可能時間をディスプレイ画面上に提示し、その希望経由地を追加す
べきかをユーザに問い、当該ユーザから追加の指示がなされ時に、その希望経由地を上記
追加するリスケジュール対象地点として決定するようなことも可能である。
【０１４８】
　次に、携帯電話端末は、ステップＳ４６の処理として、上述のように追加候補地として
挙げられた希望経由地の追加を許可する指示がユーザによりなされたか否か判定し、ユー
ザが希望経由地の追加を許可しなかった時には、上記バックグラウンド処理にて行われた
経由地追加のリスケジュール処理をキャンセルして元の行動予定のままナビゲーション処
理を続行し、一方、ユーザが希望経由地の追加を許可した時にはステップＳ４７へ処理を
進める。
【０１４９】
　次に、ステップＳ４６において上記希望経由地の追加がユーザにより許可されてステッ
プＳ４７の処理に進むと、携帯電話端末は、バックグラウンドの処理として、上記希望経
由地を追加するような行動予定のリスケジュール処理を行い、ステップＳ４８へ処理を進
める。
【０１５０】
　ステップＳ４８の処理に進むと、携帯電話端末は、ステップＳ４３と同様に、バックグ
ラウンド処理として、上記リスケジュール処理後の行動予定と、実際の行動内容との間に
発生する差分時間を算出し、上記リスケジュール処理後の行動予定に設定されている各経
由地を経由するために必要な時間と上記差分時間とを比較する。
【０１５１】
　次いで、携帯電話端末は、ステップＳ４９へ処理を進め、ステップＳ４４と同様に、バ
ックグラウンド処理として、上記リスケジュール後の行動予定に設定されている各経由地
に立ち寄るために必要な時間と上記差分時間との比較の結果、各経由地に立ち寄ったとし
ても一定時間以上の余裕が未だ存在することになるか否か判定し、一定時間以上の余裕が
存在することになると判定した時にはステップＳ４５へ処理を戻し、一方、一定時間以上
の余裕がもう存在しなくなると判定した時にはステップＳ５０へ処理を進める。すなわち
、ステップＳ４５からステップＳ４９までの処理では、経由地を新たに追加するリスケジ
ュールの結果、一定時間以上の余裕が未だに残っている場合にはさらに立ち寄り可能な希
望経由地をユーザに提示し、一定時間以上の余裕が無くなるか若しくはユーザが経由地追
加によるリスケジュール処理の終了指示を行うまで、上述同様のリスケジュール処理を繰
り返す。
【０１５２】
　そして、ステップＳ４９にて、一定時間以上の余裕が存在しなくなってステップＳ５０
の処理に進むと、携帯電話端末は、上記新たな経由地追加によるリスケジュール処理後の
最新の行動予定を確定させてディスプレイに表示させることで行動予定の表示更新を行う
と共に、現在位置及び実際に更新された内容を表す更新情報をディスプレイに表示させる
ことで、ユーザへの通知を行う。
【０１５３】
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　その後は、ユーザによりナビゲーションの終了指示がなされるか、若しくは、最終的な
目的地に到着してナビゲーションが必要なくなるまで、スタートに戻り上述の処理が繰り
返される。
【０１５４】
　なお、この図１７では、追加可能な経由地が存在する場合を例に挙げて説明したが、元
々追加可能な経由地が存在していない場合には、上述したようなリスケジュール処理は行
わない。
【０１５５】
〔同行者が存在しない場合の行動予定に沿ったナビゲーションと経由地追加時のユーザイ
ンターフェース画面例〕
　図１８，図１９には、本実施形態の携帯電話端末において、同行者が存在しない場合の
行動予定に沿って行われるナビゲーションと、行動予定に時間的な余裕が生じたことで経
由地の追加が行われる際のユーザインターフェース画面例を示す。なお、これらユーザイ
ンターフェース画面は、携帯電話端末の制御部１０が生成して、表示制御部１３を通じて
例えば第１表示部３２のディスプレイ画面上に表示させるものである。
【０１５６】
　図１８は、ユーザが実際に移動を開始し、例えば経由地の一つ（この例ではレストラン
）に到着する前のユーザインターフェース画面例を示している。なお、この図１８のユー
ザインターフェース画面は、例えば図１７のステップＳ４２～ステップＳ４４において行
動予定と実際の行動内容との比較の結果、行動予定のリスケジュール処理（この場合は経
由地の追加）が可能となるだけの余裕時間が発生している場合にディスプレイ表示される
画面の一例である。
【０１５７】
　すなわち、この図１８の例のユーザインターフェース画面は、ユーザが、経由地の一つ
であるＡ氏宅を出発後、次の経由地であるレストランに到着する前の或る地点に居るとき
の画面例を示しており、現時点において既に一定時間以上の余裕時間が発生しているため
、次の経由地であるレストランに到着する前にどこか別の地点を経由可能な状況になって
いる場合を示している。そして、このような状況の場合、本実施形態の携帯電話端末は、
キャラクタの吹き出しウィンドウ４２に、次の経由地等に向かう前に別の地点へ寄り道す
ることが可能であることをユーザに通知するメッセージを表示させ、また、内容表示ウィ
ンドウ４１には、ユーザが予め設定しておいた希望経由地若しくは携帯電話端末がインタ
ーネット等を通じて取得した立ち寄り可能な経由地を表す表示項目を、元々行動予定に設
定されている他の表示項目とは区別可能に表示（例えば枠の色を変えた表示や点滅表示な
ど）し、さらにその希望経由地等に到着及び滞在可能な時間を表示すると共に、それら希
望経由地等に立ち寄らずに次の経由地へ向かう場合の残り距離数を表示する。また、この
図１８の内容表示ウィンドウ４１には、行動予定として設定されている予定時刻と共に、
実際の現在時刻から余裕時間分を差し引いた予想時刻も表示される。
【０１５８】
　図１９は、図１８のようにユーザに対して行動予定の変更（経由地の追加）を提案し、
当該ユーザにより行動予定の変更（経由地の追加）がなされた結果、行動予定のリスケジ
ュール処理が行われた場合のユーザインターフェース画面例を示している。なお、この図
１９のユーザインターフェース画面は、例えば図１７のステップＳ４７において行動予定
のリスケジュール処理（再作成）が行われ、当該行動予定のリスケジュール処理の結果、
元の行動予定から当該リスケジュールされた行動予定との間に差分が生じ、当該リスケジ
ュールされた行動予定をユーザへ通知する必要性が生じたと判定されて、図１７のステッ
プＳ５０にて当該リスケジュールされた行動予定がディスプレイ表示された場合の画面例
を示している。
【０１５９】
　すなわち、この図１９にユーザインターフェース画面は、図１８のユーザインターフェ
ース画面において、例えばレストランの経由地へ向かう前に、別の経由地の立ち寄る（例
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えばＷ村へ寄り道）ことがユーザにより指示された場合の画面例を示している。そして、
当該図１９のユーザインターフェース画面の場合、キャラクタの吹き出しウィンドウ４２
には、新たに追加された経由地へ立ち寄ることが決定されたことをユーザに知らせるメッ
セージが表示され、内容表示ウィンドウ４１には、上記新たな経由地（Ｗ村への立ち寄り
）が追加されてリスケジュール処理された行動予定が表示されると共に、そのリスケジュ
ール後の行動予定において次に向かうべき場所（この場合は次の経由地であるレストラン
）までの残り距離数が表示される。
【０１６０】
〔経由地追加によりリスケジュール処理された行動予定に沿ったナビゲーション時のユー
ザインターフェース画面例〕
　図２０には、本実施形態の携帯電話端末において、上述のように新たな経由地が追加さ
れるリスケジュール処理が行われた後の行動予定に沿って、前述の図９と同様のナビゲー
ション（道案内）が行われている時のユーザインターフェース画面の一例を示す。
【０１６１】
　すなわち本実施形態の携帯電話端末において、新たな経由地が追加されるリスケジュー
ル処理がなされたことで、前述の図９のユーザインターフェース画面は当該図２０に示す
ようなユーザインターフェース画面となる。なお、この図２０のユーザインターフェース
画面においても前述の図９の例と同様に、ディスプレイ画面４０の吹き出しウィンドウ４
２には、現在地と、現時点で向かっている方向、行動速度、その他道案内に必要な大まか
な情報が表示され、また、内容表示ウィンドウ４１には、現在の行動地点と、行動予定の
予想通過地点（予想ペース）と実際の走行地点の概略的な表示、及び、次の予定地点まで
の残り距離などの情報が表示される。
【０１６２】
〔行動予定がリスケジュール処理された場合の、同行者との間の行動予定の情報共有〕
　また、本実施形態において、ユーザとは別の移動手段を利用してユーザと同じ目的地へ
向かうような同行者が存在するような場合において、上述したように例えば経由地の削除
や追加等による行動予定のリスケジュール処理が行われた場合、そのリスケジュール処理
後の行動予定は、前述の図１０で説明したのと同様に例えば電子メール本文への記載や電
子メールの添付ファイルなどにより、同行者情報としてユーザと同行者の両携帯電話端末
間でやり取りされることになる。
【０１６３】
　図２１には、上述したように例えば経由地が追加される行動予定のリスケジュール処理
が行われた場合に、電子メール本文への記載形式により、ユーザと同行者の両携帯電話端
末間でやり取りされる同行者情報の一表示例を示している。この図２１の例の同行者情報
は、前述の図１０の同行者情報に上記追加された経由地の情報（次地点：Ｗ村）が加えら
れたものとなっている。
【０１６４】
〔ユーザと同行者の間の共有行動予定データベースの調整処理〕
　ここで、ユーザに同行者が存在するような場合において、ユーザと同行者の各携帯電話
端末の何れか一方若しくは両方にて、前述したように経由地の削除や追加等による行動予
定のリスケジュール処理が行われたような時には、それらユーザと同行者の両携帯電話端
末間で出発前などに共有された前記共有行動予定データベースを調整する必要性がでてく
る。
【０１６５】
　図２２には、本実施形態において、同行者が存在する場合に、例えば同行者の各携帯電
話端末にて前述のように例えば経由地の削除や追加などによる行動予定のリスケジュール
が行われ、当該リスケジュール処理された行動予定が同行者情報として送られてきた時、
その同行者情報を受け取ったユーザ側の携帯電話端末にて行われる共有行動予定データベ
ースの調整処理の概略的な流れを示す。なお、この図２２のフローチャートに示した処理
ステップは、主に携帯電話端末の制御部１０（演算部）がバックグラウンドにて行う処理
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である。
【０１６６】
　先ず、携帯電話端末は、本実施形態のナビゲーション機能を実行するためのナビゲーシ
ョンプログラムの起動指示が例えば操作部１４を通じてユーザから入力され、それに応じ
て当該ナビゲーションプログラムを起動し、次いで行動予定に基づくナビゲーションモー
ド（道案内モード）の選択指示が操作部１４を通じてユーザから入力され、さらに、同行
者と行動を共にするための同行者モードの選択指示が操作部１４を通じてユーザから入力
されると、この図２２のフローチャートの処理をスタートさせる。
【０１６７】
　同行者モードのナビゲーション時、携帯電話端末は、ステップＳ６１の処理として、通
信機能を用いて、同行者として設定されている相手方の携帯電話端末と通信を行い、当該
同行者の携帯電話端末から同行者情報を取得する。なお、同行者情報の通信は、前述した
ように、例えば電子メールの本文或いは添付ファイルを利用して行われる。また、当該同
行者情報として特に最初に取得する情報は、相手方との間で行動予定を共有するのに必要
な全ての情報を含むものとなされるが、２回目以降に送受信される同行者情報は、前述し
たように、基本的に更新が必要のない行動予定情報を除いた、更新の必要がある情報のみ
となされる。また、当該ステップＳ６１における同行者情報の取得は、ユーザが実際に行
動を開始する前に行われる場合の他、例えば、ユーザによる同行者情報の新規取得指示に
応じて行われても良いし、一定時間毎若しくは予め設定した時刻に自動的に行われても良
く、相手側にて行動予定のリスケジュール処理が行われたことで当該相手方から当該リス
ケジュール処理後の行動予定に基づく新たな同行者情報が送られてきた時にも自動的に行
われる。
【０１６８】
　次に、携帯電話端末は、ステップＳ６２の処理として、ステップＳ６１にて取得した同
行者情報による同行者の行動予定と、既に保持している共有行動予定データベースとを比
較する。なお、ステップＳ６１にて取得した同行者情報が最初に取得した情報である場合
には、当該相手方の行動予定と自己の行動予定とから、共有行動予定データベースが生成
されて保持される。ここで、上記共有行動予定データベースに既に保持されている上記同
行者の行動予定に対して、例えば新たに取得した同行者情報による上記同行者の行動予定
に変更がない場合には、上記共有行動予定データベースをそのまま用いて（変更を加えず
に）ナビゲーションを続行する。一方、上記共有行動予定データベース内の上記同行者の
行動予定に対して、例えば新たに取得した同行者情報による同行者の行動予定が変更され
ているような場合、携帯電話端末は、バックグラウンド処理として、上記新たに取得した
同行者情報による同行者の行動予定を用いて、上記共有行動予定データベース内の当該同
行者の行動予定をリスケジュール処理（再作成）すると共に、同行者の行動予定が変更さ
れていることをユーザに対して通知する。なお、この時のユーザへの通知は、音声により
行うことも可能である。
【０１６９】
　そして、携帯電話端末は、ステップＳ６３の処理として、上記共有行動予定データベー
スの上記同行者の行動予定を、上記バックグラウンドにてリスケジュール処理された行動
予定へ更新（変更）するか否かをユーザに対して問い合わせるためのメッセージをディス
プレイ表示させ、その後、上記同行者の上記リスケジュール処理後の行動予定への更新を
許可する旨の指示が操作部１４を通じてユーザによりなされた場合にはステップＳ６４へ
処理を進め、一方、上記同行者の上記リスケジュール処理後の行動予定への更新を許可し
ない旨の指示が操作部１４を通じてユーザによりなされた場合にはステップＳ６１へ処理
を戻す。なお、この時のユーザへのメッセージによる通知は、音声により行うことも可能
である。
【０１７０】
　ステップＳ６４の処理に進むと、携帯電話端末は、上記同行者の上記リスケジュール処
理された行動予定とユーザの行動予定とを確定させてディスプレイ表示させることで行動
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予定の表示更新を行うと共に、実際に更新された内容を表す更新情報をもディスプレイ表
示させる。
【０１７１】
　その後は、ユーザによりナビゲーションの終了指示がなされるか、若しくは、最終的な
目的地に到着してナビゲーションが必要なくなるまで、スタートに戻り上述の処理が繰り
返される。
【０１７２】
　なお、携帯電話端末は、上述のように同行者の行動予定が変更された場合において、当
該行動者の行動予定の変更内容に応じて、ユーザが自己の行動予定を変更する指示を行っ
た場合には、当該自己の行動予定についてもリスケジュール処理を行い、上記同行者のリ
スケジュール処理後の行動予定と、自己のリスケジュール後の行動予定とを確定させて、
ディスプレイ表示させることで行動予定の表示更新を行う。そして、当該自己のリスケジ
ュール後の行動予定は、同行者情報として、相手方（つまり同行者）の携帯電話端末へ送
られることになる。
【０１７３】
　また、本実施形態の携帯電話端末は、上述のように同行者の行動予定が変更された場合
、当該同行者の行動予定の変更内容に応じて、自端末内でバックグラウンドにて自己の行
動予定のリスケジュール処理を行い、そのリスケジュール処理された自己の行動予定につ
いてユーザにより承認がなされた場合に、当該リスケジュール処理後の自己の行動予定を
確定させてディスプレイ表示させる行動予定の表示更新を行うことも可能である。
【０１７４】
〔共有行動予定データベースに基づくナビゲーション時のユーザインターフェース画面例
〕
　図２３には、ユーザと同行者の行動予定が共有されて共有行動予定データベースが作成
され、その共有行動予定データベースに基づいてナビゲーションが行われている場合のユ
ーザの携帯電話端末におけるユーザインターフェース画面例を示す。この図２３は、ユー
ザ側にて経由地の一つ（例えばレストラン）を削除することにした場合の画面例を示して
いる。この図２３において、キャラクタの吹き出しウィンドウ４２には、ユーザが経由地
への立ち寄りを止めたことをユーザ自身に通知するためのメッセージが表示される。そし
て、内容表示ウィンドウ４１には、ユーザ（自分）と同行者Ｂさんの現在位置と、ユーザ
が立ち寄りを止めた場合の行動予定上の現時点での行動、及び、同行者Ｂさんの行動予定
上の現時点での行動が表示される。
【０１７５】
　図２４には、ユーザと同行者の行動予定が共有されて共有行動予定データベースが作成
され、その共有行動予定データベースに基づいてナビゲーションが行われている場合のユ
ーザの携帯電話端末におけるユーザインターフェース画面例を示す。この図２４は、ユー
ザ側にて経由地の一つ（例えばレストラン）を実際に削除した場合に画面例を示している
。この図２４において、キャラクタの吹き出しウィンドウ４２には、ユーザが経由地への
立ち寄りを止めたことをユーザ自身に通知するためのメッセージが表示される。また、内
容表示ウィンドウ４１には、ユーザ（自分）と同行者Ｂさんの現在位置と、ユーザが立ち
寄りを止めた後の行動予定上の現時点での行動、及び、同行者Ｂさんの行動予定上の現時
点での行動が表示される。
【０１７６】
〔まとめ〕
　本実施形態においては、出発地から目的地まで及びその間に立ち寄る経由地などの行動
予定を、例えばいわゆる遠足の栞のような簡単なスケジュール表として作成し、実際の行
動時にはその行動予定に基づいて簡易なナビゲーションを行うようになされているため、
複雑な演算処理が不要であり、したがって携帯電話端末のような演算処理の能力が限られ
る携帯端末でも、ユーザにとって判りやすく簡単且つ効率的なナビゲーションが可能とな
っている。
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【０１７７】
　また、本実施形態において、行動予定の作成の際には、その行動予定が適切であるかど
うかの判断が行われ、さらには必要に応じて適切な行動予定についての提案が行われるた
め、不適切な行動予定が設定されてしまうことがない。このような適切な行動予定の判断
や提案は、ユーザと同行者との間で互いの行動予定が共有される場合にも行われるため、
ユーザと同行者は共に連携した行動を行うことが可能となる。
【０１７８】
　また、本実施形態においては、ナビゲーション開始後に、予め決めた行動予定と実際の
行動内容とを比較して、行動予定と実際の行動内容との間にズレが生じた場合には、その
ズレを補正（例えばイベントの削除や追加等）するようなリスケジュール処理が可能とな
っている。また、上記リスケジュール処理を実行するか否かの判断には、例えば、行動予
定と実際の行動内容との間のズレ、つまり、行動予定内の各イベントについて予め設定さ
れている時刻情報と、実際のイベント実行時の実時刻情報との差分情報を用いるようにし
ている。すなわち本実施形態では、予め設定された行動予定に対して、その後に当該行動
予定を変更するか否かの判断を行うのに使用可能な情報として、行動予定のイベントには
それぞれ時刻情報が付加されており、行動予定の時刻情報と実際の行動の時刻情報とに基
づいて、行動予定の変更が必要かどうかの判断が可能となされている。
【０１７９】
　また、本実施形態によれば、ユーザと一以上の同行者との間で行動予定を共有可能とな
されており、それらユーザと同行者の何れか一方若しくは両方で行動予定が変更された場
合には、その変更内容を逐次通知して共有行動予定の更新が可能となされているため、当
該共有行動予定に基づいてユーザと同行者との間で連携したナビゲーションが実現可能と
なっている。さらに、共有行動予定が変更される際にも、ユーザと同行者の行動予定にお
いてその変更が適切かどうかの判断が行われると共に、必要に応じて適切な変更について
の提案が行われる。
【０１８０】
　また、本実施形態によれば、ユーザと同行者との間で同行者情報やその同行者情報の変
更を、例えば電子メール機能やプッシュトゥトーク機能を用いて通知するようになされて
いるため、それら電子メール機能等を備えた携帯電話端末により、ユーザと同行者との間
で連携したナビゲーションが可能となっている。
【０１８１】
　以上のようなことから、本実施形態によれば、例えば目的地までの行程の途中で行動予
定が変更されるような場合であっても、行動予定の変更のためにユーザに対して複雑な操
作が要求されず、また、携帯電話端末についても複雑な演算処理が不要で、ユーザにとっ
て判りやすく簡単且つ常に効率的で、さらには予め決めた行動予定に囚われないインタラ
クティブで楽しい道案内を提供することが可能となっている。
【０１８２】
　なお、上述した実施形態の説明は、本発明の一例である。このため、本発明は上述した
実施形態に限定されることなく、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、設
計等に応じて種々の変更が可能であることはもちろんである。
【０１８３】
　本実施形態の行動案内装置は、ナビゲーション機能を備えた携帯電話端末に限定されず
、ナビゲーション機能を備えたＰＤＡ（Personal Digital Assistant）や、ナビゲーショ
ン機能がインストールされたノート型のパーソナルコンピュータ、いわゆるカーナビゲー
ションシステムにも適用可能である。
【０１８４】
　また、上述の実施形態では、時間的な遅延や余裕の発生により行動計画が変更される例
を挙げたが、例えばユーザ自身の気分により行動予定を何時でも任意に変更することも勿
論可能である。ユーザが自分で行動予定を変更する場合にも、本実施形態の携帯電話端末
は、行動予定の作成時と同様に、その変更が適当な内容であるかの判定などを行うことが
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できる。さらに、ユーザ自身が行動予定を変更した場合にも同行者が存在するときには、
その変更情報が同行者側に送られることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０１８５】
【図１】本発明実施形態の携帯電話端末の概略的な内部回路構成を示すブロック図である
。
【図２】本実施形態の携帯電話端末において、行動予定が作成される際の処理の流れを示
すフローチャートである。
【図３】行動予定の作成時において、目的地の設定がなされる際のユーザインターフェー
ス画面の一例を示す図である。
【図４】行動予定の作成時において、経由地（行動予定に予め組み込まれる経由地）の到
着時刻の設定がなされる際のユーザインターフェース画面の一例を示す図である。
【図５】行動予定の作成時において、実現可能な行動予定ではないと判定された場合に、
その理由表示がなされた時のユーザインターフェース画面の一例を示す図である。
【図６】行動予定の作成時において、不適当な（不自然な）行動予定になっていると判定
された場合に、その理由表示されるユーザインターフェース画面の一例を示す図である。
【図７】行動予定の作成時において、行動予定が決定した場合にディスプレイ表示される
ユーザインターフェース画面の一例を示す図である。
【図８】行動予定の作成時において、行動予定が決定された場合の他の画面例として、行
動予定内の各イベントにおける距離表示を行う場合のユーザインターフェース画面の一例
を示す図である。
【図９】本実施形態の携帯電話端末において、行動予定に沿ってナビゲーション（道案内
）が行われている時のユーザインターフェース画面の一例を示す図である。
【図１０】本実施形態の携帯電話端末において、ユーザの携帯電話端末と同行者の携帯電
話端末との間で電子メールの形式でやり取りされる同行者情報を、ディスプレイ画面に表
示した時の画面を示す図である。
【図１１】同行者情報のやり取りを行うことでユーザと同行者の行動予定が共有されてい
る時の、例えばユーザ側の携帯電話端末におけるユーザインターフェース画面の一例を示
す図である。
【図１２】ユーザが行動を開始した後、何らかの理由により行動予定に狂いが生じた結果
、行動予定の変更が必要になる場合の処理の基本的な流れを示すフローチャートである。
【図１３】同行者が存在しない場合において、何らかの理由により行動予定に狂いが生じ
た時に、例えば経由地の削除による行動予定のリスケジュール処理（再作成）を行う際の
詳細な処理の流れを示すフローチャートである。
【図１４】ナビゲーション実行時において、現在位置が出発地である場合のユーザインタ
ーフェース画面の一例を示す図である。
【図１５】ナビゲーション実行時において、例えば経由地の一つ（レストラン）に到着す
る前のユーザインターフェース画面の一例を示す図である。
【図１６】ユーザに対して行動予定の変更（経由地の削除）が提案され、ユーザにより行
動予定の変更（経由地の削除）がなされた結果、行動予定のリスケジュール処理（再作成
）が行われた場合のユーザインターフェース画面の一例を示す図である。
【図１７】同行者が存在しない場合において、何らかの理由により行動予定に余裕が生じ
た時に、例えば新たな経由地の追加による行動予定のリスケジュール処理（再作成）を行
う際の処理の流れを示すフローチャートである。
【図１８】ナビゲーション実行時において、経由地の一つ（レストラン）に到着する前に
、行動予定のリスケジュール処理（経由地の追加）が可能な余裕時間が発生している場合
のユーザインターフェース画面の一例を示す図である。
【図１９】ユーザに対して行動予定の変更（経由地の追加）が提案され、ユーザにより行
動予定の変更（経由地の追加）がなされた結果、行動予定のリスケジュール処理が行われ
た場合のユーザインターフェース画面の一例を示す図である。
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【図２０】本実施形態の携帯電話端末において、新たな経由地が追加されるリスケジュー
ル処理が行われた後の行動予定に沿って、ナビゲーションが行われている時のユーザイン
ターフェース画面の一例を示す図である。
【図２１】経由地が追加される行動予定のリスケジュール処理が行われた場合に、ユーザ
の携帯電話端末と同行者の携帯電話端末との間で電子メールの形式でやり取りされる同行
者情報を、ディスプレイ画面に表示した時の画面を示す図である。
【図２２】同行者側にて行われたリスケジュール処理後の行動予定が同行者情報として送
られ、その同行者情報を受け取ったユーザ側の携帯電話端末にて行われる共有行動予定デ
ータベースの調整処理の概略的な流れを示すフローチャートである。
【図２３】ユーザと同行者の共有行動予定データベースに基づいたナビゲーションが行わ
れている場合において、経由地の一つ（レストラン）が削除される際のユーザ側の携帯電
話端末におけるユーザインターフェース画面の一例を示す図である。
【図２４】ユーザと同行者の共有行動予定データベースに基づいたナビゲーションが行わ
れている場合において、経由地の一つ（レストラン）が削除された後のユーザ側の携帯電
話端末におけるユーザインターフェース画面の一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１８６】
　１０　制御部、１１　通信回路、１２　通信アンテナ、１３　表示制御部、１４　操作
部、１５　メモリ、１６　ＶＩＣＳ受信回路、１７　ＶＩＣＳ受信アンテナ、２０　スピ
ーカ、２１　マイクロホン、２２　音声処理部、２３　画像処理部、２４　ジャイロセン
サ、２５　加速度センサ、２６　ＧＰＳ制御部、２７　ＧＰＳアンテナ、２８　近距離通
信制御部、２９　近距離通信アンテナ、３０　外部装置接続部、３１　外部記憶装置、３
２　第１表示部、３３　第２表示部、４０　ディスプレイ画面、４１　内容表示ウィンド
ウ、４２　吹き出しウィンドウ、４３　電子メールのタイトル記載欄、４４　メール本文
記載欄
【図１】 【図２】

【図３】
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