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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　既存の場所を特定する情報である既存場所情報を取得する既存場所情報取得部と、
　前記既存場所情報に基づいて、複数の情報提供装置から提供されるスポットに関する情
報であるスポット情報を取得し、取得したスポット情報のうちのユーザにより指定された
スポット情報をマイスポット情報として登録するマイスポット情報登録部と、
　現在位置の情報を示す現在位置情報に従って、前記現在位置に基づいた所定範囲内にあ
る前記スポットのスポット情報をユーザに提示するリマインダ処理部と
　を備え、
　複数の前記情報提供装置からは、同一の前記スポットに対して、それぞれ異なる内容の
前記スポット情報が提供され、
　前記リマインダ処理部は、それらの内容の異なるスポット情報を統合して提示する
　情報処理装置。
【請求項２】
　音声通話に関する処理を行う電話機能処理部をさらに備え、
　前記既存場所情報取得部は、前記電話機能処理部により登録された電話番号、前記電話
機能処理部により発信または着信された電話番号を前記既存場所情報として取得する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　ウェブページを表示させるブラウザ機能処理部をさらに備え、
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　前記既存場所情報取得部は、前記ブラウザ機能処理部により登録されたウェブページ、
または、前記ブラウザ機能処理部による閲覧履歴に記録されたウェブページから、前記既
存場所情報を取得する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　外部サービスと連系した処理を行う外部サービス連系機能処理部をさらに備え、
　前記既存場所情報取得部は、前記外部サービス連系機能処理部が取得する前記外部サー
ビスにおいて投稿される少なくとも位置情報を含むチェックイン情報を、前記既存場所情
報として取得する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記既存場所情報取得部は、所定のタイミングで定期的に前記既存場所情報を取得し、
　前記マイスポット情報登録部は、前記既存場所情報に基づいて前記スポット情報を取得
したタイミングで、前記スポット情報を取得した旨をユーザに通知する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記スポット情報を表示する表示部をさらに備え、
　前記表示部は、所定のスポットについて詳細な情報を表示するとき、そのスポットにつ
いて複数の前記情報提供装置から提供される前記スポット情報を統合して、１画面内に並
べて表示する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記表示部は、前記マイスポット情報登録部が取得した、複数の前記情報提供装置から
提供される前記スポット情報を統合した一覧となるリストを表示する
　請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　既存の場所を特定する情報である既存場所情報を取得し、
　前記既存場所情報に基づいて、複数の情報提供装置から提供されるスポットに関する情
報であるスポット情報を取得し、取得したスポット情報のうちのユーザにより指定された
スポット情報をマイスポット情報として登録し、
現在位置の情報を示す現在位置情報に従って、前記現在位置に基づいた所定範囲内にある
前記スポットのスポット情報をユーザに提示する
　ステップを含み、
　複数の前記情報提供装置からは、同一の前記スポットに対して、それぞれ異なる内容の
前記スポット情報が提供され、
　それらの内容の異なるスポット情報を統合して提示する
　情報処理方法。
【請求項９】
　既存の場所を特定する情報である既存場所情報を取得し、
　前記既存場所情報に基づいて、複数の情報提供装置から提供されるスポットに関する情
報であるスポット情報を取得し、取得したスポット情報のうちのユーザにより指定された
スポット情報をマイスポット情報として登録し、
現在位置の情報を示す現在位置情報に従って、前記現在位置に基づいた所定範囲内にある
前記スポットのスポット情報をユーザに提示する
　ステップを含み、
　複数の前記情報提供装置からは、同一の前記スポットに対して、それぞれ異なる内容の
前記スポット情報が提供され、
　それらの内容の異なるスポット情報を統合して提示する
　処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項１０】
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　既存の場所を特定する情報である既存場所情報を取得する既存場所情報取得部と、
　前記既存場所情報に基づいて、複数の情報提供装置から提供されるスポットに関する情
報であるスポット情報を検索し、その検索結果を提供するスポット情報提供処理部と、
　前記スポット情報提供処理部から提供される前記スポット情報のうちのユーザにより指
定されたスポット情報をマイスポット情報として登録するマイスポット情報登録部と、
　現在位置の情報を示す現在位置情報に従って、前記現在位置に基づいた所定範囲内にあ
る前記スポットのスポット情報をユーザに提示するリマインダ処理部と
　を備え、
　複数の前記情報提供装置からは、同一の前記スポットに対して、それぞれ異なる内容の
前記スポット情報が提供され、
　前記リマインダ処理部は、それらの内容の異なるスポット情報を統合して提示する
　情報処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理装置、情報処理方法、プログラム、および情報処理システムに関し
、特に、利便性を向上することができるようにした情報処理装置、情報処理方法、プログ
ラム、および情報処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば、ユーザの位置情報の履歴による行動パターン（滞在状態および移動状態
）に応じて、所定のタイミングで、所定のエリアに関連する情報（例えば、ランドマーク
の名称や、ランドマークの位置情報など）を提示する情報処理装置がある。また、ユーザ
が行ってみたい店舗または場所、或いは、ユーザが過去に行ったことがあるお気に入りの
店舗または場所の情報を予め登録しておき、ユーザの位置情報に従って、その情報を提示
してリマインドを行う情報処理装置がある。
【０００３】
　例えば、本願出願人は、ユーザの嗜好に合ったブックマーク情報を、ユーザの現在位置
および時間に応じて通知する情報処理装置を提案している（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２３７９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上述したような情報処理装置よりも、様々な情報提供元からの情報を、ユー
ザに適切に提供することにより、利便性をより向上させることが求められている。
【０００６】
　本開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、利便性を向上することができ
るようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示の一側面の情報処理装置は、既存の場所を特定する情報である既存場所情報を取
得する既存場所情報取得部と、前記既存場所情報に基づいて、複数の情報提供装置から提
供されるスポットに関する情報であるスポット情報を取得し、取得したスポット情報のう
ちのユーザにより指定されたスポット情報をマイスポット情報として登録するマイスポッ
ト情報登録部と、現在位置の情報を示す現在位置情報に従って、前記現在位置に基づいた
所定範囲内にある前記スポットのスポット情報をユーザに提示するリマインダ処理部とを
備え、複数の前記情報提供装置からは、同一の前記スポットに対して、それぞれ異なる内



(4) JP 6210274 B2 2017.10.11

10

20

30

40

50

容の前記スポット情報が提供され、前記リマインダ処理部は、それらの内容の異なるスポ
ット情報を統合して提示する。
【０００８】
　本開示の一側面の情報処理方法またはプログラムは、既存の場所を特定する情報である
既存場所情報を取得し、前記既存場所情報に基づいて、複数の情報提供装置から提供され
るスポットに関する情報であるスポット情報を取得し、取得したスポット情報のうちのユ
ーザにより指定されたスポット情報をマイスポット情報として登録し、現在位置の情報を
示す現在位置情報に従って、前記現在位置に基づいた所定範囲内にある前記スポットのス
ポット情報をユーザに提示するステップを含み、複数の前記情報提供装置からは、同一の
前記スポットに対して、それぞれ異なる内容の前記スポット情報が提供され、それらの内
容の異なるスポット情報を統合して提示する。
【０００９】
　本開示の一側面の情報処理システムは、既存の場所を特定する情報である既存場所情報
を取得する既存場所情報取得部と、前記既存場所情報に基づいて、複数の情報提供装置か
ら提供されるスポットに関する情報であるスポット情報を検索し、その検索結果を提供す
るスポット情報提供処理部と、前記スポット情報提供処理部から提供される前記スポット
情報のうちのユーザにより指定されたスポット情報をマイスポット情報として登録するマ
イスポット情報登録部と、現在位置の情報を示す現在位置情報に従って、前記現在位置に
基づいた所定範囲内にある前記スポットのスポット情報をユーザに提示するリマインダ処
理部とを備え、複数の前記情報提供装置からは、同一の前記スポットに対して、それぞれ
異なる内容の前記スポット情報が提供され、前記リマインダ処理部は、それらの内容の異
なるスポット情報を統合して提示する。
【００１０】
　本開示の一側面においては、既存の場所を特定する情報である既存場所情報が取得され
、その既存場所情報に基づいて、複数の情報提供装置から提供されるスポットに関する情
報であるスポット情報が取得され、取得されたスポット情報のうちのユーザにより指定さ
れたスポット情報がマイスポット情報として登録され、現在位置の情報を示す現在位置情
報に従って、現在位置に基づいた所定範囲内にあるスポットのスポット情報がユーザに提
示される。そして、複数の情報提供装置からは、同一のスポットに対して、それぞれ異な
る内容のスポット情報が提供され、それらの内容の異なるスポット情報が統合して提示さ
れる。
【発明の効果】
【００１１】
　本開示の一側面によれば、利便性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本技術を適用した情報処理システムの一実施の形態の構成例を示すブロック図で
ある。
【図２】ユーザ端末の構成例を示すブロック図である。
【図３】メインメニュー画面を示す図である。
【図４】ウェブページ選択画面を示す図である。
【図５】チェックイン情報選択画面を示す図である。
【図６】マイスポット情報登録画面を示す図である。
【図７】マイスポット情報のリスト表示画面を示す図である。
【図８】メインメニュー画面の登録フォルダ一覧表示を示す図である。
【図９】登録フォルダに登録されたマイスポット情報のリスト表示画面を示す図である。
【図１０】マイスポット情報の詳細表示画面を示す図である。
【図１１】マイスポット情報の詳細表示画面のコンテンツの表示例を示す図である。
【図１２】登録前スポット詳細画面を示す図である。
【図１３】リマインダ画面を示す図である。
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【図１４】マイスポット情報のリスト表示画面を示す図である。
【図１５】マイスポット情報を登録する処理を説明するフローチャートを示す図である。
【図１６】リマインダ処理を説明するフローチャートを示す図である。
【図１７】本技術を適用したコンピュータの一実施の形態の構成例を示すブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本技術を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明
する。
【００１４】
　図１は、本技術を適用した情報処理システムの一実施の形態の構成例を示すブロック図
である。
【００１５】
　図１において、情報処理システム１１は、例えば、インターネットなどからなるネット
ワーク１２を介して、ユーザ端末１３およびスポット情報集積サーバ１４が接続されて構
成される。また、ネットワーク１２には、飲食店や観光施設などの各種のスポットに関す
る情報であるスポット情報をスポット情報集積サーバ１４に提供する複数の情報提供装置
１５が接続され、図１の例では、３台の情報提供装置１５Ａ乃至１５Ｃが接続されている
。
【００１６】
　例えば、情報提供装置１５Ａ乃至１５Ｃからスポット情報集積サーバ１４に提供される
スポット情報には、スポットを特定する文字情報（例えば、電話番号およびスポット名称
）および位置情報（緯度および経度）のいずれかが少なくとも含まれている。また、スポ
ット情報には、スポット側から発信される公式な情報や、スポットを利用した利用者によ
り投稿されたコメントなどが含まれる。
【００１７】
　ユーザ端末１３は、いわゆるスマートフォンと称される多機能型の情報処理端末であり
、例えば、音声通話に関する処理を行う電話機能、および、ウェブページの表示に関する
処理を行うブラウザ機能を備えている。また、ユーザ端末１３は、ユーザどうしのコミュ
ニケーションを推進するＳＮＳ（Social Networking Service：ソーシャルネットワーキ
ングサービス）などの外部サービスと連系した処理を行う外部サービス連系機能を備えて
いる。なお、ユーザ端末１３の構成については、図２を参照して後述する。
【００１８】
　また、ユーザ端末１３は、ネットワーク１２を介して、所定の場所に関する情報である
既存場所情報をスポット情報集積サーバ１４に送信し、その既存場所情報に対応するスポ
ット情報がスポット情報集積サーバ１４から提供される。ここで、既存場所情報は、ユー
ザがユーザ端末１３を利用したことに基づき、ユーザ端末１３に記録される場所に関する
情報である。例えば、既存場所情報には、ユーザがユーザ端末１３を使用して発信した電
話の電話番号や、ユーザがユーザ端末１３に表示させたウェブページに記載されていたス
ポット名称や電話番号、コメントまたは写真と共にＳＮＳに投稿（ユーザ自身による投稿
、および、ユーザがフレンド登録した他のユーザの投稿）される位置情報などが含まれる
。つまり、既存場所情報により特定される場所は、ユーザ端末１３を介して間接的にユー
ザにとって既存となった場所のことであって、ユーザが直接的に訪れたことによって既存
となった場所とは異なるものである。
【００１９】
　スポット情報集積サーバ１４は、ネットワーク１２を介して、所定のタイミングで定期
的に、情報提供装置１５Ａ乃至１５Ｃから提供されるスポット情報を取得して蓄積する。
そして、スポット情報集積サーバ１４は、ユーザ端末１３から送信されてきた既存場所情
報に対応するスポット情報をユーザ端末１３に送信する。図１の例では、スポット情報集
積サーバ１４は、スポット情報収集処理部２１、スポット情報蓄積部２２、およびスポッ
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ト情報提供処理部２３を備えて構成される。
【００２０】
　スポット情報収集処理部２１は、情報提供装置１５Ａ乃至１５Ｃごとに予め設定されて
いるタイミングで（例えば、１日ごとや１週間ごとに）、情報提供装置１５Ａ乃至１５Ｃ
から提供されるスポット情報を収集して、スポット情報蓄積部２２に蓄積する。具体的に
は、スポット情報収集処理部２１は、情報提供装置１５Ａ乃至１５Ｃが提供するAPI（App
lication Programming Interface）を利用して、スポット情報を取得することができる。
また、スポット情報収集処理部２１は、スポット情報を保管するための所定のフォルダを
指定し、情報提供装置１５Ａ乃至１５Ｃがフォルダに置いたスポット情報を取得すること
ができる。
【００２１】
　スポット情報蓄積部２２は、スポット情報収集処理部２１が収集したスポット情報を蓄
積する。
【００２２】
　スポット情報提供処理部２３は、ユーザ端末１３が送信する既存場所情報を、ネットワ
ーク１２を介して取得し、その既存場所情報に含まれる文字情報または位置情報に基づい
て、スポット情報蓄積部２２に蓄積されているスポット情報を検索する。そして、スポッ
ト情報提供処理部２３は、その検索を行った結果、ユーザ端末１３から送信されてきた既
存場所情報に対応するスポット情報を、ネットワーク１２を介してユーザ端末１３に送信
する。
【００２３】
　情報提供装置１５Ａ乃至１５Ｃは、例えば、飲食店に関する情報を提供するグルメサイ
トや、観光施設に関する情報を提供する旅行サイトなどを運営して、様々なスポット情報
を提供するサービスを行うサービス提供会社などにより管理されるサーバ装置である。例
えば、情報提供装置１５Ａ乃至１５Ｃのサービス提供会社が、飲食店を利用した利用者の
コメントを提供するグルメサイトを運営している場合でも、それぞれのサービスを利用す
る利用者が異なっていれば、同一の飲食店に対するコメントは異なるものとなる。そのた
め、情報提供装置１５Ａ乃至１５Ｃから提供されるスポット情報の内容は、同一のスポッ
トに対しても、それぞれ異なるものとなる。
【００２４】
　このように構成される情報処理システム１１では、同一のスポットに対して、情報提供
装置１５Ａ乃至１５Ｃから取得した、それぞれ内容の異なるスポット情報を統合して、ユ
ーザ端末１３に提供することができる。従って、例えば、情報処理システム１１において
ユーザ端末１３に提供されるスポット情報に含まれるコメントは、スポット情報集積サー
バ１４を管理する自社のサービスを利用する利用者のコメントと、情報提供装置１５Ａ乃
至１５Ｃを管理する他社のサービスを利用する利用者のコメントとが対象とされる。
【００２５】
　もちろん、ユーザは、ユーザ端末１３のブラウザ機能を利用して、情報提供装置１５Ａ
乃至１５Ｃのサービス提供会社が運営するサイトに直接的にアクセスしてスポット情報を
閲覧することはできる。しかしながら、この場合、あるスポットについて多くの情報を取
得したければ、それぞれのサイトに個別にアクセスしなければならない。
【００２６】
　これに対し、情報処理システム１１では、情報提供装置１５Ａ乃至１５Ｃから取得した
スポット情報を統合して、ユーザ端末１３に提供するため、ユーザの手間を省くことがで
き、利便性を向上させることができる。
【００２７】
　次に、図２は、ユーザ端末１３の構成例を示すブロック図である。
【００２８】
　図２に示すように、ユーザ端末１３は、タッチパネル３１、位置情報検出部３２、撮像
部３３、記憶部３４、通信部３５、機能実行部３６、スポット情報処理部３７を備えて構
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成される。
【００２９】
　タッチパネル３１は、LCD（Liquid Crystal Display）パネルや有機ＥＬ（Electro Lum
inescence）パネルなどからなる表示部４１、および、抵抗膜方式や静電容量方式などを
利用してユーザの指のタッチ（または近接）を検出する検出部４２を有している。
【００３０】
　例えば、タッチパネル３１は、ユーザのタッチ入力を受け付けるボタンなどのGUI（Gra
phical User Interface）が配置された画面を表示部４１に表示する。そして、ユーザが
、タッチパネル３１の表面を指などでタッチすると、そのタッチされた箇所が検出部４２
により検出される。これに従い、タッチパネル３１は、タッチが検出された箇所に表示さ
れているGUIに対する操作が行われたことを示す操作信号を機能実行部３６またはスポッ
ト情報処理部３７に供給する。
【００３１】
　位置情報検出部３２は、例えば、GPS（Global Positioning System）や無線LAN（Local
 Area Network）などの電波を利用してユーザ端末１３の現在位置を検出し、ユーザ端末
１３の現在位置を示す現在位置情報（緯度および経度）を出力する。また、現在位置情報
には、例えば、高さを示す情報や、建物のフロアを示す情報などを加えてもよい。
【００３２】
　撮像部３３は、CCD（Charge Coupled Device）やCMOS（Complementary Metal Oxide Se
miconductor）センサなどの撮像素子を有しており、ユーザの操作に応じて被写体を撮像
する。そして、撮像部３３は、被写体を撮像して得られる画像データに、位置情報検出部
３２から出力される現在位置情報を付加して記憶部３４に記憶させる。
【００３３】
　記憶部３４は、データの書き換え可能なフラッシュメモリ（例えば、EEPROM（Electron
ically Erasable and Programmable Read Only Memory））などにより構成される。記憶
部３４は、撮像部３３から供給される画像データ、および、機能実行部３６およびスポッ
ト情報処理部３７が処理を行うのに必要な各種の情報を記憶する。
【００３４】
　通信部３５は、所定の通信規格に従って、ネットワーク１２を介した通信を行う。例え
ば、通信部３５は、スポット情報集積サーバ１４と通信を行って、上述したような既存場
所情報をスポット情報集積サーバ１４に送信したり、スポット情報集積サーバ１４から送
信されてくるスポット情報を受信したりする。
【００３５】
　機能実行部３６は、ユーザ端末１３が有する各種の機能を実行し、それらの機能を実行
することによって取得される情報を記憶部３４に記憶させる。図２の例では、機能実行部
３６は、ブラウザ機能処理部５１、電話機能処理部５２、外部サービス連系機能処理部５
３を有して構成される。
【００３６】
　ブラウザ機能処理部５１は、ユーザの操作に応じて、ウェブページをタッチパネル３１
に表示させる処理を行う。また、ブラウザ機能処理部５１は、記憶部３４に記憶されてい
る閲覧履歴リストおよびブックマークリストを管理する。閲覧履歴リストには、ユーザ端
末１３で閲覧したウェブページのURL（Uniform Resource Locator）が記録され、ブック
マークリストには、任意のウェブページへのアクセスを容易にするために、そのウェブペ
ージのURLが登録される。
【００３７】
　例えば、ブラウザ機能処理部５１は、ウェブページをタッチパネル３１に表示させる際
に、そのウェブページのインターネット上における場所を特定する情報であるURLを取得
する。そして、ブラウザ機能処理部５１は、取得した全てのURLを閲覧履歴リストに記録
したり、ユーザによりブックマークするように操作されたウェブページのURLをブックマ
ークリストに登録したりする。
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【００３８】
　電話機能処理部５２は、ユーザの操作に応じて、ユーザ端末１３による音声通話に関す
る処理を行う。また、電話機能処理部５２は、記憶部３４に記憶されている電話帳リスト
、発信履歴リスト、および着信履歴リストを管理する。例えば、電話機能処理部５２は、
ユーザにより登録するように操作された電話番号を電話帳リストに登録し、ユーザ端末１
３から発信した全ての電話番号を発信履歴リストに登録し、ユーザ端末１３に着信があっ
た全ての電話番号を着信履歴リストに登録する。
【００３９】
　外部サービス連系機能処理部５３は、ＳＮＳなどの外部サービスと連系した処理を行う
。ＳＮＳでは、例えば、ＳＮＳの利用者が、飲食店や観光施設などのスポットを訪れた際
に、そのスポットについてのコメントや写真などを、現在位置の位置情報とともに投稿す
るチェックインと称される機能が提供されている。そして、ユーザがチェックインを行う
と、ＳＮＳを提供するサーバは、スポットについてのコメントおよび写真と共に、例えば
、チェックインしたユーザおよび日付を特定する情報、および、位置情報から特定される
場所に関する情報（例えば、スポット名称や近隣の駅の名称など）を、チェックイン情報
として取得する。
【００４０】
　そして、外部サービス連系機能処理部５３は、ユーザ端末１３のユーザが指定する他の
ユーザのチェックイン情報を、ＳＮＳを提供するサーバが取得すると、そのチェックイン
情報を取得して、記憶部３４に記憶されているチェックイン情報リストに登録する。
【００４１】
　スポット情報処理部３７は、記憶部３４に記憶される各種のリスト（閲覧履歴リスト、
ブックマークリスト、電話帳リスト、発信履歴リスト、着信履歴リスト、または、チェッ
クイン情報リスト）に登録されている情報に基づいて取得されるスポット情報に関する処
理を行う。図２の例では、スポット情報処理部３７は、既存場所情報取得処理部６１、マ
イスポット情報登録処理部６２、およびリマインダ表示処理部６３を有して構成される。
【００４２】
　既存場所情報取得処理部６１は、所定のタイミングで定期的に、または、ユーザによる
選択（指示）に従って、記憶部３４に記憶される各種のリストに登録されている情報に基
づき、所定の場所に関する情報である既存場所情報を取得する処理を行う。なお、既存場
所情報取得処理部６１が既存場所情報を取得する処理については、図３乃至５を参照して
後述する。そして、既存場所情報取得処理部６１は、取得した既存場所情報を、通信部３
５を介して図１のスポット情報集積サーバ１４に送信して、既存場所情報から特定される
スポットに関するスポット情報の提供を要求する。ここで、スポット情報集積サーバ１４
に送信される既存場所情報は、原則的には、スポット情報集積サーバ１４においてスポッ
ト情報を検索する処理に用いられるだけであって、スポット情報集積サーバ１４に保管さ
れないように運用される。なお、スポット情報集積サーバ１４に送信された既存場所情報
が、スポット情報集積サーバ１４に保存されるようにしてもよい。
【００４３】
　マイスポット情報登録処理部６２は、既存場所情報取得処理部６１からの要求に応じて
スポット情報集積サーバ１４が送信するスポット情報を、通信部３５を介して取得する。
そして、マイスポット情報登録処理部６２は、取得したスポット情報の一覧を、既存場所
情報に基づく検索結果としてタッチパネル３１に表示し、それらのスポット情報の中から
ユーザが選択したものを、マイスポット情報として登録する処理を行う。また、マイスポ
ット情報登録処理部６２は、ユーザの操作に従って、マイスポット情報ごとに、「行った
」または「行きたい」を示すステータスを設定する。なお、マイスポット情報登録処理部
６２がマイスポット情報を登録する処理については、図６乃至１２を参照して後述する。
【００４４】
　リマインダ表示処理部６３は、ユーザ端末１３の現在位置を中心とした所定範囲内に、
「行きたい」を示すステータスが設定されているマイスポット情報のスポットがあるとき
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、そのスポットをユーザに思い出させるリマインダを表示する処理を行う。また、例えば
、リマインダ表示処理部６３は、ユーザ端末１３の現在位置が所定の建物内となったとき
に、その建物内に「行きたい」を示すステータスが設定されているマイスポット情報のス
ポットがあるとき、リマインダを表示する処理を行うことができる。なお、リマインダ表
示処理部６３がリマインダを表示する処理については、図１３および１４を参照して後述
する。
【００４５】
　次に、図３は、スポット情報処理部３７が処理の実行を開始する時にタッチパネル３１
に表示されるメインメニュー画面を示す図である。
【００４６】
　図３に示すように、メインメニュー画面１０１には、画面名称表示エリア１０２、メニ
ュー表示エリア１０３、および、お勧めコンテンツ表示エリア１０４が表示される。
【００４７】
　画面名称表示エリア１０２には、スポット情報に関する処理を行う主なメニューを表示
するメインメニュー画面１０１が表示されていることを示す画面名称が表示され、図３の
例では、画面名称「メインメニュー」が表示されている。
【００４８】
　メニュー表示エリア１０３には、スポットを検索するのに使用する手段を選択するため
のボタン（GUI）が表示される。図３の例では、メニュー表示エリア１０３には、スポッ
ト検索メニューとして、キーワードボタン１０５および場所ボタン１０６が表示される。
また、メニュー表示エリア１０３には、スマートフォン同期メニューとして、電話番号同
期開始ボタン１０７、電話番号同期結果表示ボタン１０７Ａ、URL同期開始ボタン１０８
、URL同期結果表示ボタン１０８Ａ、SNS同期開始ボタン１０９、およびSNS同期結果表示
ボタン１０９Ａが表示されている。
【００４９】
　なお、メニュー表示エリア１０３の表示は、図３に示すようなスポットを検索するのに
使用する手段を選択するためのボタンを表示するスポット登録表示と、マイスポット情報
が登録された登録フォルダを一覧で表示するフォルダ一覧表示とで切り替えることができ
る。即ち、メニュー表示エリア１０３の上部に表示されるスポット登録タブ１１１および
フォルダ一覧タブ１１２は、互いに排他的に選択され、図３の表示例では、スポット登録
タブ１１１が選択された状態（スポット登録表示）が示されている。また、フォルダ一覧
タブ１１２が選択された状態（フォルダ一覧表示）については、図８を参照して後述する
。
【００５０】
　キーワードボタン１０５は、ユーザが入力するキーワードを使用してスポットを検索す
ることを選択するときに操作され、場所ボタン１０６は、ユーザ端末１３の現在位置を使
用してスポットを検索することを選択するときに操作される。
【００５１】
　また、電話番号同期開始ボタン１０７は、記憶部３４に記憶されている電話帳リスト、
発信履歴リスト、および着信履歴リストに登録されている電話番号から得られる既存場所
情報と、スポット情報集積サーバ１４に蓄積されているスポット情報との紐付を同期させ
る電話番号同期処理を開始することを選択するときに操作される。電話番号同期結果表示
ボタン１０７Ａは、直近の電話番号同期処理による結果を表示させるときに操作され、電
話番号同期結果表示ボタン１０７Ａがタッチされると、例えば、後述する図６のマイスポ
ット情報登録画面が表示される。
【００５２】
　URL同期開始ボタン１０８は、記憶部３４に記憶されている閲覧履歴リストおよびブッ
クマークリストに登録されているURLから得られる既存場所情報と、スポット情報集積サ
ーバ１４に蓄積されているスポット情報との紐付を同期させるURL同期処理を開始すると
きに操作される。URL同期結果表示ボタン１０８Ａは、直近のURL同期処理による結果を表
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示させるときに操作され、URL同期結果表示ボタン１０８Ａがタッチされると、例えば、
後述する図６のマイスポット情報登録画面が表示される。
【００５３】
　SNS同期開始ボタン１０９は、記憶部３４に記憶されているチェックイン情報リストに
登録されているチェックイン情報から得られる既存場所情報と、スポット情報集積サーバ
１４に蓄積されているスポット情報との紐付を同期させるSNS同期処理を開始することを
選択するときに操作される。SNS同期結果表示ボタン１０９Ａは、直近のSNS同期処理によ
る結果を表示させるときに操作され、SNS同期結果表示ボタン１０９Ａがタッチされると
、例えば、後述する図５のチェックイン情報選択画面が表示される。
【００５４】
　また、例えば、ユーザ端末１３において電話番号同期処理が行われ、ユーザが確認して
いない同期結果があるとき、図３に示すように、電話番号同期結果表示ボタン１０７Ａに
重ねて、新たな同期結果があることを通知するマーク「NEW」が表示される。なお、図示
しないが、URL同期結果表示ボタン１０８ＡおよびSNS同期結果表示ボタン１０９Ａについ
ても、同様である。また、例えば、ユーザ端末１３においてSNS同期処理が行われなく、
同期結果が得られていない場合には、SNS同期結果表示ボタン１０９Ａはグレーアウトで
表示され選択不可とされる。なお、電話番号同期結果表示ボタン１０７ＡおよびURL同期
結果表示ボタン１０８Ａについても、同様である。
【００５５】
　お勧めコンテンツ表示エリア１０４には、スポット情報を提供するサービスを行うサー
ビス提供会社が推奨するコンテンツを表示させるときに操作されるボタンが表示され、図
３の例では、グルメ情報ボタン１１０Ａおよび１１０Ｂが表示されている。例えば、グル
メ情報ボタン１１０Ａは、情報提供装置１５Ａを管理するサービス提供会社が推奨するコ
ンテンツを表示させるときに操作される。また、例えば、グルメ情報ボタン１１０Ｂは、
情報提供装置１５Ｂを管理するサービス提供会社が推奨するコンテンツを表示させるとき
に操作される。
【００５６】
　ここで、ユーザが、電話番号同期開始ボタン１０７をタッチすると、既存場所情報取得
処理部６１は、記憶部３４に記憶されている電話帳リスト、発信履歴リスト、および着信
履歴リストから全ての電話番号を読み出して、既存場所情報として取得する。また、例え
ば、既存場所情報取得処理部６１は、全ての電話番号を読み出す他、所定期間内（例えば
、１週間以内）に登録された電話番号を取得するようにしてもよい。
【００５７】
　なお、一般的に、飲食店や観光施設などは固定電話機を備えていることが想定される。
そこで、既存場所情報取得処理部６１は、読み出した全ての電話番号に対して、携帯電話
機に対応する電話番号によりフィルタリングを施し、固定電話に対応する電話番号だけを
既存場所情報として取得してもよい。さらに、既存場所情報取得処理部６１は、国際電話
識別番号や、国番号、地域番号（市外局番）などによりフィルタリングを施し、現在位置
に基づいて、取得する電話番号を絞り込むことができる。例えば、既存場所情報取得処理
部６１は、所定の１つの国（例えば、日本）でフィルタリングしたり、所定の複数の国（
例えば、アメリカとカナダなど）でフィルタリングしたりすることができる。また、例え
ば、既存場所情報取得処理部６１は、現在位置となっている地域（県や州など）により絞
り込みを行ってもよい。
【００５８】
　また、ユーザが、URL同期開始ボタン１０８をタッチすると、既存場所情報取得処理部
６１は、後述する図４に示すウェブページ選択画面をタッチパネル３１に表示する。ウェ
ブページ選択画面により、閲覧履歴リストおよびブックマークリストに登録されているUR
Lのウェブページのうち、スポット情報を取得するのに使用するウェブページがユーザに
より選択される。そして、既存場所情報取得処理部６１は、ユーザにより選択されたウェ
ブページから既存場所情報を取得する。
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【００５９】
　また、ユーザが、SNS同期開始ボタン１０９をタッチすると、既存場所情報取得処理部
６１は、後述する図５に示すチェックイン情報選択画面をタッチパネル３１に表示する。
チェックイン情報選択画面により、チェックイン情報リストに登録されているチェックイ
ン情報のうち、スポット情報を取得するのに使用するチェックイン情報がユーザにより選
択される。そして、既存場所情報取得処理部６１は、ユーザにより選択されたチェックイ
ン情報から既存場所情報を取得する。
【００６０】
　図４には、既存場所情報取得処理部６１がタッチパネル３１に表示するウェブページ選
択画面が示されている。
【００６１】
　図４に示すように、ウェブページ選択画面１２１には、画面名称表示エリア１２２、ブ
ックマークタブ１２３、履歴タブ１２４、リスト表示エリア１２５、および選択ボタン１
２６が表示される。
【００６２】
　画面名称表示エリア１２２には、ウェブページ選択画面１２１が表示されていることを
示す画面名称が表示され、図４の例では、画面名称「ＵＲＬリスト」が表示されている。
【００６３】
　ブックマークタブ１２３および履歴タブ１２４は、互いに排他的に選択され、図４の例
では、履歴タブ１２４が選択されている状態が示されている。ブックマークタブ１２３は
、ブックマークリストに登録されているウェブページのタイトルをリスト表示エリア１２
５に表示させるときに選択される。履歴タブ１２４は、閲覧履歴リストに登録されている
ウェブページのタイトルをリスト表示エリア１２５に表示させるときに選択される。
【００６４】
　リスト表示エリア１２５には、閲覧履歴リストまたはブックマークリストに登録されて
いるウェブページのタイトルの一覧が表示される。図４の例では、履歴タブ１２４が選択
されている状態が示されており、リスト表示エリア１２５には、閲覧履歴リストに登録さ
れているウェブページのタイトルの一覧が表示されている。
【００６５】
　また、リスト表示エリア１２５では、タイトルごとにチェックボックス１２７が表示さ
れ、ユーザは、チェックボックス１２７を利用して、それぞれのタイトルのウェブサイト
を選択することができる。例えば、図４のリスト表示エリア１２５には、チェックボック
ス１２７－１乃至１２７－７が表示されており、チェックボックス１２７－１が選択され
た状態が示されている。
【００６６】
　選択ボタン１２６は、スポットの検索に使用するウェブサイトの選択を決定するときに
操作される。
【００６７】
　例えば、ユーザは、リスト表示エリア１２５のチェックボックス１２７を利用して、ス
ポットの検索に使用するウェブサイトを選択し、選択ボタン１２６を操作して、その選択
を決定することができる。これに応じて、既存場所情報取得処理部６１は、ユーザにより
選択されたウェブページにアクセスして、それぞれウェブページに記載されている文字を
認識する文字認識処理を行う。そして、文字認識処理を行った結果、既存場所情報取得処
理部６１は、ユーザにより選択されたウェブページにスポット名称および電話番号の少な
くとも一方が記載されていることを認識した場合、その認識したスポット名称および電話
番号の少なくとも一方を既存場所情報として取得する。さらに、既存場所情報取得処理部
６１は、ウェブページに埋め込まれている所定の識別子（ＩＤ）、具体的には、HTML（Hy
per Text Markup Language）やＸＭＬ（Extensible Markup Language）などに書き込むタ
グを既存場所情報として取得してもよい。なお、ユーザにより選択されたウェブページか
ら既存場所情報を取得する処理は、既存場所情報取得処理部６１が行う他、例えば、その
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処理を行うことをスポット情報集積サーバ１４に対して要求し、スポット情報集積サーバ
１４において処理を行った結果を既存場所情報取得処理部６１が取得してもよい。
【００６８】
　図５には、既存場所情報取得処理部６１がタッチパネル３１に表示するチェックイン情
報選択画面が示されている。なお、ユーザが図３のSNS同期開始ボタン１０９をタッチし
た場合には、その時点におけるチェックイン情報が取得されて最新のチェックイン情報を
リスト表示するチェックイン情報選択画面が表示される。また、ユーザが図３のSNS同期
結果表示ボタン１０９Ａをタッチした場合には、例えば、自動同期などによりチェックイ
ン情報が取得されるタイミングにおいて取得されていたチェックイン情報をリスト表示す
るチェックイン情報選択画面が表示される。
【００６９】
　図５に示すように、チェックイン情報選択画面１３１には、画面名称表示エリア１３２
、リスト表示エリア１３３、および選択ボタン１３４が表示される。
【００７０】
　画面名称表示エリア１３２には、チェックイン情報選択画面１３１が表示されているこ
とを示す画面名称が表示され、図５の例では、画面名称「ＳＮＳチェックリスト」が表示
されている。
【００７１】
　リスト表示エリア１３３には、チェックイン情報リストに登録されているチェックイン
情報のうち、チェックイン情報選択画面１３１に表示する情報の一覧が表示される。ここ
で、チェックイン情報選択画面１３１に表示する情報としては、チェックインしたユーザ
のプロフィール画像およびユーザ名、チェックインした日付および場所、並びに、チェッ
クイン時に投稿したコメントおよび画像がある。
【００７２】
　また、リスト表示エリア１３３には、表示されるチェックイン情報ごとにチェックボッ
クス１３５が表示され、ユーザは、チェックボックス１３５を利用して、それぞれのチェ
ックイン情報を選択することができる。例えば、図５のリスト表示エリア１３３には、チ
ェックボックス１３５－１乃至１３５－４が表示されており、チェックボックス１３５－
２および１３５－３が選択された状態が示されている。
【００７３】
　選択ボタン１３４は、スポットの検索に使用するチェックイン情報の選択を決定すると
きに操作される。
【００７４】
　例えば、ユーザは、リスト表示エリア１３３のチェックボックス１３５を利用して、ス
ポットの検索に使用するチェックイン情報を選択し、選択ボタン１３４を操作して、その
選択を決定することができる。これに応じて、既存場所情報取得処理部６１は、ユーザに
より選択されたチェックイン情報を、記憶部３４に記憶されているチェックイン情報リス
トから読み出し、選択されたチェックイン情報に含まれている位置情報およびスポット名
称を既存場所情報として取得する。また、既存場所情報取得処理部６１は、チェックイン
情報に含まれているコメントに対して文字認識処理を行うことにより既存場所情報を取得
してもよい。
【００７５】
　以上のように、既存場所情報取得処理部６１は、既存場所情報（例えば、電話番号、ス
ポット名称、または位置情報）を取得し、取得した既存場所情報を図１のスポット情報集
積サーバ１４に送信する。これに応じて、スポット情報集積サーバ１４が、既存場所情報
に対応するスポット情報を送信すると、マイスポット情報登録処理部６２がスポット情報
を取得する。そして、マイスポット情報登録処理部６２は、取得したスポット情報の中か
ら、ユーザにより選択されたものをマイスポット情報として登録するために、マイスポッ
ト情報登録画面をタッチパネル３１に表示する。
【００７６】



(13) JP 6210274 B2 2017.10.11

10

20

30

40

50

　図６には、マイスポット情報登録処理部６２がタッチパネル３１に表示するマイスポッ
ト情報登録画面が示されている。
【００７７】
　図６に示すように、マイスポット情報登録画面１４１には、画面名称表示エリア１４２
、リスト表示エリア１４３、登録ボタン１４４、並び替えボタン１４５Ａ、および絞り込
みボタン１４５Ｂが表示される。例えば、マイスポット情報登録処理部６２は、スポット
情報集積サーバ１４からスポット情報を取得したタイミングでマイスポット情報登録画面
１４１を表示することができる。または、マイスポット情報登録処理部６２は、スポット
情報集積サーバ１４からスポット情報を取得したことをメインメニュー画面１０１でユー
ザに通知し、ユーザの操作に応じたタイミングでマイスポット情報登録画面１４１を表示
することができる。
【００７８】
　画面名称表示エリア１４２には、マイスポット情報として登録可能なスポット情報を表
示するマイスポット情報登録画面１４１であることを示す画面名称が表示され、図６の例
では、画面名称「登録可能」が表示されている。また、リスト表示エリア１４３には所定
数ごとにスポット情報が表示されるため、画面名称表示エリア１４２には、現在表示され
ている所定数のスポット情報に対して次に表示する所定数のスポット情報を表示させるた
めのボタン１４５が表示されている。
【００７９】
　並び替えボタン１４５Ａは、リスト表示エリア１４３に表示されるスポット情報を並び
替えるときに操作され、並び替えボタン１４５Ａに対する操作を行うことで、並び替え条
件が表示される。そして、ユーザにより選択された条件に従って並び替えられたスポット
情報がリスト表示エリア１４３に表示される。絞り込みボタン１４５Ｂは、リスト表示エ
リア１４３に表示されるスポット情報を絞り込むときに操作され、絞り込みボタン１４５
Ｂに対する操作を行うことで、絞り込み条件が表示される。そして、ユーザにより選択さ
れた条件に従って絞り込まれたスポット情報がリスト表示エリア１４３に表示される。
【００８０】
　リスト表示エリア１４３には、マイスポット情報登録処理部６２が取得したスポット情
報のリスト、即ち、情報提供装置１５Ａ乃至１５Ｃから提供されるスポット情報が統合さ
れて一覧となるリストが表示される。
【００８１】
　リスト表示エリア１４３に表示されるスポット情報としては、例えば、スポットの名称
、スポットの住所、および、現在位置からスポットまでの距離がある。また、リスト表示
エリア１４３には、表示されるスポット情報ごとにチェックボックス１４６が表示され、
ユーザは、チェックボックス１４６を利用して、マイスポット情報として登録するスポッ
ト情報を選択することができる。例えば、図６のリスト表示エリア１４３では、チェック
ボックス１４６－１乃至１４６－３が表示されており、チェックボックス１４６－２およ
び１４６－３が選択された状態が示されている。なお、リスト表示エリア１４３に、スポ
ットの最寄駅や、最寄駅からスポットまでの距離、現在位置からスポットまでの推定移動
時間、スポットに関する静止画像または動画像、スポットで利用することができるクーポ
ンなどをスポット情報として表示してもよい。
【００８２】
　さらに、リスト表示エリア１４３では、チェックボックス１４６を利用して選択された
スポット情報には、ドロップダウンリスト１４８およびステータス切り替えボタン１４７
が表示されている。
【００８３】
　ドロップダウンリスト１４８は、スポット情報を登録する際の登録フォルダを指定する
ときに操作され、ドロップダウンリスト１４８が操作されることにより表示される登録フ
ォルダの一覧の中から、任意の登録フォルダを指定することができる。図６の例では、ド
ロップダウンリスト１４８－１および１４８－２が表示されており、いずれも名称「グル
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メ」の登録フォルダが指定されていることが示されている。また、登録フォルダを新規に
作成することができ、登録フォルダの名称はユーザが任意に決定することができる。
【００８４】
　ステータス切り替えボタン１４７は、スポットに対するステータスを切り替えるときに
操作され、図６の例では、ステータスとして「行った」および「行きたい」を切り替える
ステータス切り替えボタン１４７が示されている。図６の例では、ステータス切り替えボ
タン１４７－１は、ステータス「行った」を選択していることが示されており、ステータ
ス切り替えボタン１４７－２は、ステータス「行きたい」を選択していることが示されて
いる。
【００８５】
　登録ボタン１４４は、選択したスポット情報を、マイスポット情報として登録すること
を実行するときに操作される。
【００８６】
　例えば、ユーザは、リスト表示エリア１４３のチェックボックス１４６を利用して、マ
イスポット情報として登録するスポット情報を選択し、登録ボタン１４４を操作して、選
択したスポット情報をマイスポット情報として登録させることができる。これに応じて、
マイスポット情報登録処理部６２は、ユーザにより選択されたスポット情報を、マイスポ
ット情報として、ドロップダウンリスト１４８を利用して指定された登録フォルダに登録
する。そして、マイスポット情報登録処理部６２は、複数のマイスポット情報が登録フォ
ルダに登録されている場合、マイスポット情報のリスト表示画面をタッチパネル３１に表
示する。
【００８７】
　図７には、マイスポット情報登録処理部６２がタッチパネル３１に表示するマイスポッ
ト情報のリスト表示画面が示されている。
【００８８】
　図７に示すように、マイスポット情報のリスト表示画面１５１には、画面名称表示エリ
ア１５２、リスト表示エリア１５３、およびフォルダ一覧ボタン１５４が表示される。
【００８９】
　画面名称表示エリア１５２には、マイスポット情報登録画面１４１を利用してマイスポ
ット情報を登録した結果として表示されるリスト表示画面１５１であることを示す画面名
称が表示され、図７の例では、画面名称「登録結果」が表示されている。
【００９０】
　リスト表示エリア１５３には、マイスポット情報登録画面１４１を利用して登録された
マイスポット情報のリストが表示される。リスト表示エリア１５３に表示されるマイスポ
ット情報としては、例えば、スポットの画像および名称、スポットの住所、および、現在
位置からスポットまでの距離がある。さらに、マイスポット情報ごとに、マイスポット情
報が登録されている登録フォルダを示すドロップダウンリスト１５５－１乃至１５５－４
、スポットに対するステータスを切り替えるステータス切り替えボタン１５６－１乃至１
５６－４が表示される。なお、リスト表示エリア１５３には、スポットの最寄駅や、最寄
駅からスポットまでの距離、現在位置からスポットまでの推定移動時間、スポットに関す
る静止画像または動画像、スポットで利用することができるクーポンなどをスポット情報
として表示してもよい。
【００９１】
　フォルダ一覧ボタン１５４は、マイスポット情報が登録されている登録フォルダの一覧
を表示するときに操作される。ユーザが、フォルダ一覧ボタン１５４に対する操作を行う
と、タッチパネル３１には、登録フォルダの一覧を表示するフォルダ一覧表示のメインメ
ニュー画面が表示される。そして、ユーザが、フォルダ一覧表示のメインメニュー画面の
中から閲覧したい登録フォルダを選択すると、マイスポット情報登録処理部６２は、その
登録フォルダに登録されているマイスポット情報のリスト表示画面をタッチパネル３１に
表示する。
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【００９２】
　図８には、マイスポット情報登録処理部６２がタッチパネル３１に表示する登録フォル
ダ一覧表示とされたメインメニュー画面が示されている。
【００９３】
　図８に示すように、登録フォルダ一覧表示のメインメニュー画面１６１には、画面名表
示エリア１６２、およびフォルダ表示エリア１６３が表示される。
【００９４】
　画面名表示エリア１６２には、図３のメインメニュー画面１０１と同様に、画面名称「
メインメニュー」が表示されている。
【００９５】
　フォルダ表示エリア１６３には、キーワード検索ウィンドウ１６４、および、全ての登
録フォルダのアイコン１６５の一覧が表示される。なお、フォルダ表示エリア１６３の表
示は、図３を参照して上述したように、スポット登録表示およびフォルダ一覧表示で切り
替えることができ、フォルダ表示エリア１６３の上部には、表示を切り替えるためのスポ
ット登録タブ１６７およびフォルダ一覧タブ１６８が表示されている。即ち、図８の表示
例では、フォルダ一覧タブ１６８が選択された状態（フォルダ一覧表示）が示されており
、スポット登録タブ１６７が選択された場合には、図３のメニュー表示エリア１０３が表
示される。
【００９６】
　キーワード検索ウィンドウ１６４には、マイスポット情報として登録されているスポッ
トを検索する際に、検索キーワードが入力される。
【００９７】
　図８の例では、フォルダ表示エリア１６３には、登録フォルダのアイコン１６５－１乃
至１６５－９が表示されており、フォルダ表示エリア１６３をスクロールさせることで、
全ての登録フォルダのアイコン１６５を表示することができる。また、登録フォルダのア
イコン１６５の下方には登録フォルダごとに、登録フォルダの名称と、登録フォルダに登
録されているマイスポット情報の個数とが（例えば、アイコン１６５－５の登録フォルダ
の名称は京都旅行用であり、８０個のマイスポット情報が登録されていることが）表示さ
れる。さらに、登録フォルダのアイコン１６５には、その登録フォルダに登録されている
マイスポット情報に含まれる画像（例えば、図１０の画像表示エリア１８４の画像）が最
大４枚表示される。
【００９８】
　そして、ユーザが、フォルダ一覧表示のメインメニュー画面１６１のフォルダ表示エリ
ア１６３に表示されているアイコン１６５をタッチして登録フォルダを選択すると、その
登録フォルダに登録されているマイスポット情報のリスト表示画面がタッチパネル３１に
表示される。
【００９９】
　図９には、マイスポット情報登録処理部６２がタッチパネル３１に表示する登録フォル
ダごとのマイスポット情報のリスト表示画面が示されている。
【０１００】
　図９に示すように、登録フォルダごとのマイスポット情報のリスト表示画面１７１には
、画面名表示エリア１７２、スポット名検索ウィンドウ１７３、並び替えボタン１７４、
絞り込みボタン１７５、リスト表示エリア１７６、および地図表示エリア１７７が表示さ
れる。
【０１０１】
　画面名表示エリア１７２には、リスト表示画面１７１に表示されているマイスポット情
報が登録されている登録フォルダの名称が表示され、図９の例では、登録フォルダの名称
「グルメ」が表示されている。また、画面名表示エリア１７２には、他の登録フォルダを
選択する操作などを行うためのフォルダ操作ボタン１７８が表示される。
【０１０２】
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　スポット名検索ウィンドウ１７３には、マイスポット情報として登録されているスポッ
トを検索する際に、検索キーワードが入力される。並び替えボタン１７４は、リスト表示
エリア１７６に表示されるスポット情報を並び替えるときに操作され、絞り込みボタン１
７５は、リスト表示エリア１７６に表示されるスポット情報を絞り込むときに操作される
。
【０１０３】
　リスト表示エリア１７６には、選択された登録フォルダに登録されているマイスポット
情報のリストが表示される。また、リスト表示エリア１７６は、図９において地図表示エ
リア１７７が表示されている領域も含めた範囲で表示され、リスト表示エリア１７６のマ
イスポット情報ごとに表示される地図ボタンに対する操作が行われると、リスト表示エリ
ア１７６の範囲が縮小されて、地図表示エリア１７７が表示される。
【０１０４】
　地図表示エリア１７７は、リスト表示エリア１７６において地図ボタンに対する操作が
行われたのに応じて、地図を表示する対象とされたスポット近辺の地図を表示する。また
、地図表示エリア１７７には、対象とされたスポットの位置を示すアイコン１７９が表示
される。さらに、地図表示エリア１７７には、ユーザ端末１３の現在位置を示すアイコン
や、対象とされたスポットまでの経路などを表示することができる。
【０１０５】
　例えば、ユーザが、図７のリスト表示エリア１５３または図９のリスト表示エリア１７
６に表示されているマイスポット情報を選択すると、マイスポット情報登録処理部６２は
、その選択されたマイスポット情報の詳細表示画面をタッチパネル３１に表示する。
【０１０６】
　図１０は、マイスポット情報登録処理部６２がタッチパネル３１に表示するマイスポッ
ト情報の詳細表示画面が示されている。
【０１０７】
　図１０に示すように、マイスポット情報の詳細表示画面１８１には、スポット名称表示
エリア１８２、表示切り替えボタン１８３、画像表示エリア１８４、ステータス切り替え
ボタン１８５、スポット詳細情報表示エリア１８６が表示される。
【０１０８】
　スポット名称表示エリア１８２には、マイスポット情報の詳細表示画面１８１に表示さ
れているスポットのスポット名称が表示され、図１０の例では、スポット名称「イタリア
ンドレミファ」が表示されている。また、スポット名称表示エリア１８２には、スポット
が登録される登録フォルダに対する操作（変更や削除など）を行うときに操作されるフォ
ルダ操作ボタン１８７が表示される。さらに、スポット名称表示エリア１８２には、現在
位置からスポットまでのナビゲーションを行うときに操作されるナビゲーションボタン１
８８が表示される。
【０１０９】
　表示切り替えボタン１８３は、マイスポット情報の詳細表示画面１８１の表示内容を切
り替えるときに操作される。図１０の例では、表示切り替えボタン１８３は、表示内容と
して「マップ」および「詳細情報」を切り替えることができ、表示内容「詳細情報」を選
択していることが示されている。
【０１１０】
　画像表示エリア１８４には、マイスポット情報に含まれているスポットの画像が表示さ
れる。また、画像表示エリア１８４には、例えば、情報提供装置１５Ａ乃至１５Ｃから取
得したスポット情報に含まれる画像が単独で表示され、または、それらのスポット情報に
含まれる画像が混在されて表示される。
【０１１１】
　ステータス切り替えボタン１８５は、図６のステータス切り替えボタン１４７と同様に
、スポットに対するステータスを切り替えるときに操作される。
【０１１２】
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　スポット詳細情報表示エリア１８６には、スポットに関する詳細な情報が表示され、図
１０の例では、マイスポット情報に含まれているスポットの電話番号、住所、情報元、お
よびURLが表示されている。ここで、スポット詳細情報表示エリア１８６に表示されるス
ポットの情報元は、そのスポットのスポット情報を取得した際の既存場所情報に基づいた
ものとされる。例えば、ＳＮＳのチェックイン情報から既存場所情報を取得した場合には
、チェックイン情報を投稿したユーザの名前が表示され、図１０の例では、「ユーザＡ」
と表示されている。また、例えば、電話番号から既存場所情報を取得した場合には、電話
番号が表示され、ＵＲＬから既存場所情報を取得した場合には、そのＵＲＬのＨＴＭＬタ
イトルが表示される。なお、スポット詳細情報表示エリア１８６にＵＲＬを表示させる他
、例えば、スポット名称表示エリア１８２のスポット名称や画像表示エリア１８４の画像
などに、ハイパーリンクとしてＵＲＬを対応させてもよい。
【０１１３】
　さらに、マイスポット情報の詳細表示画面１８１の表示をスクロールさせることで、図
１１に示すように、表示中のスポットで利用可能なクーポンや、そのスポットについての
様々な情報などを含むコンテンツを表示させることができる。
【０１１４】
　図１１に示すマイスポット情報の詳細表示画面１８１の例では、情報提供装置１５Ａの
サービス提供会社が提供するコンテンツを表示するコンテンツ表示エリア１８９Ａ、およ
び、情報提供装置１５Ｂのサービス提供会社が提供するコンテンツを表示するコンテンツ
表示エリア１８９Ｂが表示されている。なお、図示しないが、情報提供装置１５Ｃのサー
ビス提供会社が提供するコンテンツは、マイスポット情報の詳細表示画面１８１の表示を
さらにスクロールさせることで表示される。このように、タッチパネル３１には、複数の
異なるサービス提供会社から提供されるコンテンツが統合されて、１画面内に並べて表示
される。なお、サービス提供会社ごとに表示されるようにしてもよい。
【０１１５】
　コンテンツ表示エリア１８９Ａおよびコンテンツ表示エリア１８９Ｂには、例えば、そ
れぞれのサービス提供会社が提供するクーポンの内容が表示される。さらに、コンテンツ
表示エリア１８９Ａには、例えば、情報提供装置１５Ａのサービス提供会社独自のスポッ
ト情報を表示したり、情報提供装置１５Ａのサービス提供会社が運営するサイトにアクセ
スするためのＵＲＬを表示することができる。同様に、コンテンツ表示エリア１８９Ｂに
は、例えば、情報提供装置１５Ｂのサービス提供会社独自のスポット情報を表示したり、
情報提供装置１５Ｂのサービス提供会社が運営するサイトにアクセスするためのＵＲＬを
表示することができる。
【０１１６】
　なお、マイスポット情報の詳細表示画面１８１は、例えば、検索を行って表示させるこ
とができる。検索によりマイスポット情報の詳細表示画面１８１が表示されたときには、
例えば、ステータス切り替えボタン１８５など一部の機能は非表示とされる。
【０１１７】
　ここで、図６のマイスポット情報登録画面１４１において、マイスポット情報を登録す
る前に、リスト表示エリア１４３に表示されているスポット情報の欄をユーザがタッチす
ると、マイスポット情報登録処理部６２は、その欄に表示されているスポット情報の詳細
情報を表示する登録前スポット詳細画面をタッチパネル３１に表示する。
【０１１８】
　図１２には、マイスポット情報登録処理部６２がタッチパネル３１に表示する登録前ス
ポット詳細画面が示されている。
【０１１９】
　図１２に示すように、登録前スポット詳細画面１９１には、スポット名称表示エリア１
９２、表示切り替えボタン１９３、画像表示エリア１９４、ドロップダウンリスト１９６
、ステータス切り替えボタン１９５、登録ボタン１９７が表示される。
【０１２０】
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　スポット名称表示エリア１９２には、登録前スポット詳細画面１９１に表示されている
スポットのスポット名称が表示され、図１２の例では、スポット名称「イタリアンドレミ
ファ」が表示されている。つまり、例えば、図６のマイスポット情報登録画面１４１のリ
スト表示エリア１４３に表示されているスポット名称「イタリアンドレミファ」の欄をユ
ーザがタッチしたときに、スポット名称「イタリアンドレミファ」の詳細情報を表示する
登録前スポット詳細画面１９１が表示される。また、スポット名称表示エリア１９２には
、現在位置からスポットまでのナビゲーションを行うときに操作されるナビゲーションボ
タン１９８が表示される。
【０１２１】
　表示切り替えボタン１９３は、登録前スポット詳細画面１９１の表示内容を切り替える
ときに操作される。図１２の例では、表示切り替えボタン１９３は、表示内容として「マ
ップ」および「詳細情報」を切り替えることができ、表示内容「詳細情報」を選択してい
ることが示されている。画像表示エリア１９４には、スポット情報に含まれているスポッ
トの画像が表示される。
【０１２２】
　ドロップダウンリスト１９６は、登録前スポット詳細画面１９１に表示されているスポ
ット情報をマイスポット情報として登録する登録フォルダを指定するときに操作される。
例えば、ドロップダウンリスト１９６が操作されることにより表示される登録フォルダの
一覧の中から、任意の登録フォルダを指定することができる。ステータス切り替えボタン
１９５は、図１０のステータス切り替えボタン１８５と同様に、スポットに対するステー
タスを切り替えるときに操作される。登録ボタン１９７は、登録前スポット詳細画面１９
１に表示されているスポット情報を、マイスポット情報として登録することを実行すると
きに操作される。
【０１２３】
　ユーザは、登録前スポット詳細画面１９１を利用して、マイスポット情報を登録するこ
とができる。
【０１２４】
　このように、マイスポット情報登録処理部６２によりマイスポット情報が登録され、マ
イスポット情報が表示される。そして、ユーザ端末１３の現在位置を中心とした所定範囲
内に、「行きたい」を示すステータスが設定されているマイスポット情報のスポットがあ
るとき、リマインダ表示処理部６３によりリマインダ画面が表示される。または、例えば
、ユーザ端末１３の現在位置が所定の建物内となったときに、その建物内に「行きたい」
を示すステータスが設定されているマイスポット情報のスポットがあるとき、リマインダ
表示処理部６３によりリマインダ画面が表示される。
【０１２５】
　次に、図１３には、リマインダ表示処理部６３がタッチパネル３１に表示するリマイン
ダ画面が示されている。
【０１２６】
　図１３に示すように、リマインダ画面２０１には、メッセージ表示エリア２０２、メッ
セージ表示エリア２０３、およびボタン２０４が表示される。
【０１２７】
　メッセージ表示エリア２０２には、スポット情報集積サーバ１４の管理者から、サービ
スを利用するユーザに対するメッセージなどが表示される。
【０１２８】
　メッセージ表示エリア２０３には、ユーザ端末１３の現在位置を中心とした所定範囲内
に、「行きたい」を示すステータスが設定されているマイスポット情報のスポットがある
ことをユーザに通知するメッセージが表示される。図１３の例では、メッセージ表示エリ
ア２０３には、メッセージ「『行きたい』に登録したスポットが近くに××件あります。
」が表示されている。
【０１２９】
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　ボタン２０４は、メッセージ表示エリア２０３に表示されているメッセージを確認した
ユーザが、次の処理に進むように指示するときに操作される。ボタン２０４が操作される
ことにより、ユーザ端末１３の現在位置を中心とした所定範囲内に、「行きたい」を示す
ステータスが設定されているマイスポット情報を提示する処理が行われる。
【０１３０】
　例えば、ユーザ端末１３の現在位置を中心とした所定範囲内に、「行きたい」を示すス
テータスが設定されているマイスポット情報が複数ある場合には、マイスポット情報のリ
スト表示画面が表示される。
【０１３１】
　図１４には、リマインダ表示処理部６３がタッチパネル３１に表示するマイスポット情
報のリスト表示画面が示されている。
【０１３２】
　図１４に示すように、マイスポット情報のリスト表示画面２１１には、図９のマイスポ
ット情報のリスト表示画面１７１と同様に、画面名表示エリア２１２、スポット名検索ウ
ィンドウ２１３、並び替えボタン２１４、絞り込みボタン２１５、リスト表示エリア２１
６、および地図表示エリア２１７が表示される。
【０１３３】
　ここで、図９のリスト表示エリア１７６には、表示対象とされている登録フォルダに登
録されているマイスポット情報のリストが表示される。これに対し、図１４のリスト表示
エリア２１６には、ユーザ端末１３の現在位置を中心とした所定範囲内にある複数のマイ
スポットのマイスポット情報だけが表示される。そして、地図表示エリア２１７には、近
接したスポットの位置を示すアイコン２１８が表示される。
【０１３４】
　また、リマインダ表示処理部６３は、リスト表示エリア２１６におけるマイスポット情
報を、現在位置からの距離が近い順に従って表示する。
【０１３５】
　なお、ユーザ端末１３の現在位置を中心とした所定範囲内に、「行きたい」を示すステ
ータスが設定されているマイスポット情報が１つだけである場合には、図１０と同様に、
そのマイスポット情報の詳細表示画面１８１が表示される。また、ユーザが、リスト表示
エリア２１６に表示されているマイスポット情報を選択した場合にも、マイスポット情報
の詳細表示画面１８１が表示される。このとき、クーポンなどのお得な情報も同時に表示
される。なお、当該スポットではないが周辺にあるスポットのクーポンなどのお得な情報
を表示したり、マイスポット情報に登録したスポットがクーポンなどのお得な情報を発信
したタイミングで、その旨を表示してもよい。
【０１３６】
　次に、図１５は、スポット情報処理部３７の既存場所情報取得処理部６１およびマイス
ポット情報登録処理部６２が実行する処理を説明するフローチャートである。
【０１３７】
　例えば、ユーザが、ユーザ端末１３を操作して、スポット情報処理部３７による処理を
開始するように指示すると処理が開始され、ステップＳ１１において、タッチパネル３１
にメインメニュー画面１０１（図３）が表示される。
【０１３８】
　ステップＳ１１の処理後、処理はステップＳ１２に進み、既存場所情報取得処理部６１
は、既存場所情報を取得する手段として選択されたのは、URL、SNS、および電話番号のい
ずれであるかを判定する。
【０１３９】
　例えば、ユーザがメインメニュー画面１０１のURL同期開始ボタン１０８をタッチした
場合には、ステップＳ１２において、既存場所情報取得処理部６１は、既存場所情報を取
得する手段としてURLが選択されたと判定し、処理はステップＳ１３に進む。
【０１４０】
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　ステップＳ１３において、既存場所情報取得処理部６１は、タッチパネル３１にウェブ
ページ選択画面１２１（図４）を表示する。そして、ユーザがリスト表示エリア１２５に
表示されているウェブサイトを選択し、選択ボタン１２６をタッチしてウェブサイトの選
択を決定すると、既存場所情報取得処理部６１は、ユーザにより選択されたウェブサイト
から既存場所情報を取得する。その後、処理はステップＳ１５に進む。
【０１４１】
　一方、例えば、ユーザがメインメニュー画面１０１のSNS同期開始ボタン１０９をタッ
チした場合には、ステップＳ１２において、既存場所情報取得処理部６１は、既存場所情
報を取得する手段としてSNSが選択されたと判定し、処理はステップＳ１４に進む。
【０１４２】
　ステップＳ１４において、既存場所情報取得処理部６１は、タッチパネル３１にチェッ
クイン情報選択画面１３１（図５）を表示する。そして、ユーザがリスト表示エリア１３
３に表示されているチェックイン情報を選択し、選択ボタン１３４をタッチしてチェック
イン情報の選択を決定すると、既存場所情報取得処理部６１は、ユーザにより選択された
チェックイン情報から既存場所情報を取得する。その後、処理はステップＳ１５に進む。
【０１４３】
　一方、例えば、ユーザがメインメニュー画面１０１の電話番号同期開始ボタン１０７を
タッチした場合には、ステップＳ１２において、既存場所情報取得処理部６１は、既存場
所情報を取得する手段として電話番号が選択されたと判定する。この場合、既存場所情報
取得処理部６１は、記憶部３４に記憶されている電話帳リスト、発信履歴リスト、および
着信履歴リストから全ての電話番号を読み出して、既存場所情報として取得し、処理はス
テップＳ１５に進む。
【０１４４】
　ステップＳ１５において、既存場所情報取得処理部６１は、取得した既存場所情報を、
通信部３５を介して図１のスポット情報集積サーバ１４に送信し、処理はステップＳ１６
に進む。
【０１４５】
　ステップＳ１６において、マイスポット情報登録処理部６２は、ステップＳ１５で送信
された既存場所情報に基づいた検索を行った結果、スポット情報集積サーバ１４から送信
されてくるスポット情報を受信する。
【０１４６】
　ステップＳ１７において、マイスポット情報登録処理部６２は、タッチパネル３１にマ
イスポット情報登録画面１４１（図６）を表示する。マイスポット情報登録画面１４１の
リスト表示エリア１４３には、ステップＳ１６で取得したスポット情報の一覧が表示され
る。ユーザがリスト表示エリア１４３に表示されているスポット情報を選択し、登録ボタ
ン１４４をタッチして選択したスポット情報の登録を指示すると、処理はステップＳ１８
に進む。
【０１４７】
　ステップＳ１８において、マイスポット情報登録処理部６２は、ユーザにより選択され
たスポット情報をマイスポット情報として登録する処理を行う。
【０１４８】
　ステップＳ１９において、マイスポット情報登録処理部６２は、ステップＳ１８で登録
したマイスポット情報のリスト表示画面１５１（図７）をタッチパネル３１に表示する。
【０１４９】
　ステップＳ２０において、マイスポット情報登録処理部６２は、登録フォルダを一覧で
タッチパネル３１に表示するフォルダ表示を行うか否かを判定する。例えば、ユーザがリ
スト表示画面１５１のフォルダ一覧ボタン１５４をタッチすると、マイスポット情報登録
処理部６２は、フォルダ表示を行うと判定して処理はステップＳ２１に進む。
【０１５０】
　ステップＳ２１において、マイスポット情報登録処理部６２は、登録フォルダを一覧で
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表示するフォルダ表示を行い、即ち、図８の登録フォルダ一覧表示のメインメニュー画面
１６１を表示して、表示させる登録フォルダを選択させる。そして、ユーザによる選択に
従って、タッチパネル３１には登録フォルダごとのマイスポット情報のリスト表示画面１
７１（図９）が表示される。ステップＳ２１の処理後、または、ステップＳ２０において
、マイスポット情報登録処理部６２がフォルダ表示を行わないと判定した場合、処理はス
テップＳ２２に進む。
【０１５１】
　ステップＳ２２において、マイスポット情報登録処理部６２は、マイスポット情報の詳
細表示を行うか否かを判定する。例えば、ユーザがリスト表示画面１７１のリスト表示エ
リア１７６に表示されているマイスポット情報をタッチすると、マイスポット情報登録処
理部６２は、そのタッチされたマイスポット情報の詳細表示を行うと判定して処理はステ
ップＳ２３に進む。
【０１５２】
　ステップＳ２３において、マイスポット情報登録処理部６２は、ユーザがタッチしたマ
イスポット情報の詳細表示画面１８１（図１０）をタッチパネル３１に表示する。ステッ
プＳ２３の処理後、または、ステップＳ２２において、マイスポット情報登録処理部６２
がマイスポット情報の詳細表示を行わないと判定した場合、処理はステップＳ２４に進む
。
【０１５３】
　ステップＳ２４において、マイスポット情報登録処理部６２は、スポット情報処理部３
７による処理を終了するか否かを判定する。例えば、ユーザがスポット情報処理部３７に
よる処理を終了するように操作を行った場合、マイスポット情報登録処理部６２は、スポ
ット情報処理部３７による処理を終了すると判定して、タッチパネル３１に表示させてい
る画面を非表示にして処理を終了する。
【０１５４】
　一方、ステップＳ２４において、マイスポット情報登録処理部６２が、スポット情報処
理部３７による処理を終了しないと判定した場合、処理はステップＳ２５に進む。
【０１５５】
　ステップＳ２５において、マイスポット情報登録処理部６２は、ユーザの操作に従って
メインメニュー画面１０１に戻るか否かを判定する。ステップＳ２５において、マイスポ
ット情報登録処理部６２がメインメニュー画面１０１に戻らないと判定した場合、処理は
ステップＳ１９に戻り、以下、同様の処理が行われる。一方、ステップＳ２５において、
マイスポット情報登録処理部６２がメインメニュー画面１０１に戻ると判定した場合には
、処理はステップＳ１１に戻り、以下、同様の処理が行われる。
【０１５６】
　なお、ステップＳ１１で表示されるメインメニュー画面１０１（スポット登録表示）と
、ステップＳ２１で表示されるメインメニュー画面１６１（フォルダ一覧表示）とは、並
列関係であり、どちらを表示させるかは、ユーザにより選択することができる。即ち、メ
インメニュー画面１６１の表示から処理が開始されるようにしてもよい。
【０１５７】
　次に、図１６は、スポット情報処理部３７のリマインダ表示処理部６３が実行するリマ
インド処理を説明するフローチャートである。
【０１５８】
　リマインダ表示処理部６３は、スポット情報処理部３７による処理が行われているとき
には常にリマインド処理を実行しており、ステップＳ３１において、位置情報検出部３２
から出力される現在位置情報を取得する。
【０１５９】
　ステップＳ３２において、リマインダ表示処理部６３は、マイスポット情報登録処理部
６２により登録されたマイスポット情報を参照し、ユーザ端末１３の現在位置を中心とし
た所定範囲内に、「行きたい」を示すステータスが設定されているマイスポット情報のス
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ポットがあるか否かを判定する。ステップＳ３２において、ユーザ端末１３の現在位置を
中心とした所定範囲内に、「行きたい」を示すステータスが設定されているマイスポット
情報のスポットがないと判定された場合、処理はステップＳ３１に戻り、以下、同様の処
理が繰り返される。
【０１６０】
　一方、ステップＳ３２において、リマインダ表示処理部６３が、ユーザ端末１３の現在
位置を中心とした所定範囲内に、「行きたい」を示すステータスが設定されているマイス
ポット情報のスポットがあると判定した場合、処理はステップＳ３３に進む。ステップＳ
３３において、リマインダ表示処理部６３は、タッチパネル３１にリマインダ画面２０１
（図１３）を表示する。そして、ユーザがリマインダ画面２０１のボタン２０４をタッチ
すると、処理はステップＳ３４に進む。
【０１６１】
　ステップＳ３４において、リマインダ表示処理部６３は、ユーザ端末１３の現在位置を
中心とした所定範囲内にある、「行きたい」を示すステータスが設定されているマイスポ
ット情報のスポットが複数であるか否かを判定する。
【０１６２】
　ステップＳ３４において、スポットが複数であると判定された場合、処理はステップＳ
３５に進み、リマインダ表示処理部６３は、マイスポット情報のリスト表示画面２１１（
図１４）をタッチパネル３１に表示する。
【０１６３】
　ステップＳ３６において、リマインダ表示処理部６３は、マイスポット情報の詳細表示
を行うか否かを判定する。例えば、ユーザがリスト表示画面２１１のリスト表示エリア２
１６に表示されているマイスポット情報をタッチすると、リマインダ表示処理部６３は、
そのタッチされたマイスポット情報の詳細表示を行うと判定する。
【０１６４】
　ステップＳ３６において、マイスポット情報の詳細表示を行わないと判定された場合、
処理はステップＳ３７に進む。リマインダ表示処理部６３は、ユーザ端末１３の現在位置
を中心とした所定範囲内にある、「行きたい」を示すステータスが設定されているマイス
ポット情報のスポットのリマインドを終了するか否かを判定する。ステップＳ３７におい
て、リマインダ表示処理部６３がリマインドを終了しないと判定した場合には、処理はス
テップＳ３５に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
【０１６５】
　一方、ステップＳ３６において、マイスポット情報の詳細表示を行うと判定された場合
、処理はステップＳ３８に進み、リマインダ表示処理部６３は、ユーザがタッチしたマイ
スポット情報の詳細表示画面１８１（図１０）をタッチパネル３１に表示する。または、
ステップＳ３４において、スポットが複数でない（即ち、単数である）と判定された場合
、処理はステップＳ３８に進み、リマインダ表示処理部６３は、そのマイスポット情報の
詳細表示画面１８１（図１０）をタッチパネル３１に表示する。
【０１６６】
　ステップＳ３９において、リマインダ表示処理部６３は、ユーザ端末１３の現在位置を
中心とした所定範囲内にある、「行きたい」を示すステータスが設定されているマイスポ
ット情報のスポットのリマインドを終了するか否かを判定する。ステップＳ３９において
、リマインダ表示処理部６３がリマインドを終了しないと判定した場合には、処理はステ
ップＳ３８に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
【０１６７】
　そして、ステップＳ３７またはＳ３９において、リマインダ表示処理部６３がリマイン
ドを終了すると判定した場合、処理はステップＳ３１に戻り、以下、同様の処理が繰り返
される。
【０１６８】
　なお、リマインダ表示処理部６３は、同一のスポットについて、過去の所定期間内（例
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えば、２４時間以内）にリマインドとして表示されている場合には、そのスポットのリマ
インドを行わないようにすることができる。
【０１６９】
　また、リマインダ表示処理部６３は、マイスポット情報のリスト表示画面２１１におけ
るマイスポット情報の表示を、所定の条件（例えば、都道府県、現在位置からの距離、ジ
ャンル、写真の有無、登録日、更新日、情報源（URL、電話番号、SNS、キーワード、地図
））に従って、絞り込みを行ってもよい。また、リマインダ表示処理部６３は、マイスポ
ット情報のリスト表示画面２１１におけるマイスポット情報の並び順を、所定の条件（例
えば、名称、都道府県、現在位置からの距離、登録日、または更新日）に従って、並び替
えてもよい。なお、この処理は、マイスポット情報登録処理部６２が行ってもよい。
【０１７０】
　さらに、例えば、リマインダ表示処理部６３は、マイスポット情報の登録日または更新
日に基づいてマイスポット情報をフィルタリングし、現在から所定期間以内に登録または
更新されたスポット情報だけを表示するようにしてもよい。なお、この処理は、マイスポ
ット情報登録処理部６２が行ってもよい。
【０１７１】
　また、スポット情報処理部３７は、図１の撮像部３３により撮像された画像に基づいて
スポット情報を取得してもよい。例えば、撮像部３３が記憶部３４に記憶させる画像デー
タに、位置情報検出部３２から出力される現在位置情報が付加されている場合、既存場所
情報取得処理部６１は、その現在位置情報を既存場所情報として取得し、スポット情報集
積サーバ１４に送信する。また、既存場所情報取得処理部６１は、文字認識処理によって
、撮像部３３に撮像された画像に写されている文字を認識し、既存場所情報を取得しても
よい。これにより、撮像部３３により撮像された画像に基づいてスポット情報を取得する
ことができる。
【０１７２】
　また、スポット情報処理部３７は、例えば、地図情報に基づいてスポット情報を取得し
てもよい。例えば、外部サービス連系機能処理部５３がタッチパネル３１に地図を表示さ
せ、ユーザは、地図の所定箇所を指定する。これにより、既存場所情報取得処理部６１は
、指定された箇所の位置情報（緯度および経度）を既存場所情報として取得し、これに基
づきスポット情報を取得することができる。
【０１７３】
　ところで、以上の説明では、ユーザの操作に応じてスポット情報を取得し、取得したス
ポット情報を提示している。これに対し、例えば、スポット情報処理部３７は、所定のタ
イミングで定期的にスポット情報を取得し、スポット情報を取得したことをユーザに通知
することができる。
【０１７４】
　既存場所情報取得処理部６１が、例えば、１日ごとに１回のタイミングで、スポット情
報を取得する処理を行うように設定することができる。そして、処理を行うタイミングに
なると、既存場所情報取得処理部６１は記憶部３４に記憶される各種のリスト（閲覧履歴
リスト、ブックマークリスト、電話帳リスト、発信履歴リスト、着信履歴リスト、または
、チェックイン情報リスト）に基づいて、既存場所情報を取得する。このとき、既存場所
情報取得処理部６１は、既存場所情報を取得するのが初めてであるときには、リストに登
録されている全てを対象として既存場所情報を取得する処理を行う。また、既存場所情報
取得処理部６１は、既存場所情報を取得するのが２回目以降であるときには、前回からの
差分を対象としてスポット情報を取得する処理を行う。
【０１７５】
　そして、マイスポット情報登録処理部６２は、閲覧履歴リスト、ブックマークリスト、
電話帳リスト、発信履歴リスト、着信履歴リスト、およびチェックイン情報リストから既
存場所情報を取得した場合には、スポット情報集積サーバ１４から検索結果として送信さ
れてくるスポット情報を受信すると、その受信したタイミングで、スポット情報を受信し
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た旨のメッセージ（例えば、図３に示したマーク「NEW」など）をタッチパネル３１に表
示する。加えて、マイスポット情報登録処理部６２は、スポット情報集積サーバ１４から
検索結果として送信されてくるスポット情報を受信すると、受信したスポット情報が表示
されるマイスポット情報登録画面１４１（図６）をタッチパネル３１に表示する。また、
マイスポット情報登録処理部６２は、チェックイン情報リストから取得した既存場所情報
に基づく検索結果としてスポット情報集積サーバ１４から送信されてくるスポット情報を
受信すると、チェックイン情報選択画面１３１（図５）をタッチパネル３１に表示する。
【０１７６】
　なお、本技術は、いわゆるスマートフォンのようなユーザ端末１３の他、例えば、ネッ
トワーク１２を介して通信を行うことができる機器、具体的には、パーソナルコンピュー
タや、タブレット型コンピュータ、ＰＤＡ、ウェアラブルデバイス（例えば、眼鏡型や時
計型などの身に着けることが可能な表示デバイス）、電子書籍端末、テレビジョン受像機
などに適用することができる。即ち、これらの機器が、上述したユーザ端末１３の処理を
実行することができる。
【０１７７】
　また、例えば、既存場所情報取得処理部６１は、ユーザ端末１３が受信または送信した
電子メールに記載されているＵＲＬや電話番号を既存場所情報として取得し、マイスポッ
ト情報登録処理部６２が自動的にマイスポット情報を登録してもよい。
【０１７８】
　また、既存場所情報取得処理部６１は、ユーザ端末１３がテレビジョン放送を受信する
ことができる場合、視聴している番組の音声や、番組で挿入される文字、番組の詳細情報
、ＥＰＧ（Electronic Program Guide）データなどから、番組で紹介されたスポットにつ
いての既存場所情報を取得し、マイスポット情報登録処理部６２が自動的にマイスポット
情報を登録してもよい。または、番組を録画するレコーダに本技術を適用し、レコーダに
録画された番組から、番組で紹介されたスポットについての既存場所情報を取得し、自動
的にマイスポット情報を登録してもよい。さらに、ユーザ端末１３がテレビジョン受像機
をリモートコントロールすることができる場合、視聴履歴に基づいて、テレビジョン受像
機で視聴された番組から、番組で紹介されたスポットについての既存場所情報を取得し、
自動的にマイスポット情報を登録してもよい。
【０１７９】
　なお、ユーザ端末１３が電子書籍機能を備えている場合、ユーザ端末１３で読まれた書
籍（雑誌や本など）で紹介されたスポットについての既存場所情報を取得し、自動的にマ
イスポット情報を登録してもよい。
【０１８０】
　また、ブラウザ機能処理部５１が、ウェブページを表示する際に、マイスポット情報を
登録するボタンを表示し、そのボタンに対する操作が行われたときに、表示中のウェブペ
ージに含まれている既存場所情報を取得し、自動的にマイスポット情報を登録してもよい
。さらに、ユーザがユーザ端末１３を使用して所定のＳＮＳにチェックインすると、その
位置情報に基づいて既存場所情報を取得し、自動的にマイスポット情報を登録してもよい
。また、簡易的なメッセージを投稿するサービスや、ユーザどうしでメッセージを交換す
るサービスなどにおいて、特定の他のユーザが投稿または交換したメッセージに含まれて
いるＵＲＬや電話番号を既存場所情報として取得し、マイスポット情報登録処理部６２が
自動的にマイスポット情報を登録してもよい。また、それらのメッセージに書き込まれる
画像（スタンプ）にスポット情報を関連付けることで、その画像を利用して、ユーザどう
しでスポット情報を交換することができる。
【０１８１】
　さらに、マイスポット情報として登録した情報をカーナビゲーションなどの他の装置に
転送して、その転送先の装置で情報を活用してもよい。また、図９に示したように、地図
表示エリア１７７に地図を表示するとき、マイスポット情報として登録されたスポットを
、ＡＲ（Augmented Reality）で表示してもよい。また、そのスポットを目的地としてナ
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ビゲーションを行うとき、目的地のスポットをＡＲで表示したり、目的地の周辺地域情報
、セール情報、または営業時間情報などを重畳して表示してもよい。
【０１８２】
　マイスポット情報登録処理部６２は、位置情報検出部３２から供給される位置情報に基
づいて、例えば、ステータス切り替えボタン１４７により「行きたい」を示すステータス
が設定されているスポットに到着したとき、自動的に、ステータスを「行った」に変更す
ることができる。または、マイスポット情報登録処理部６２は、そのスポットに滞在して
いる滞在時間や移動速度などから行動認識を行って、自動的に、ステータスを「行った」
に変更することができる。また、マイスポット情報登録処理部６２は、「行った」を示す
ステータスが設定されているスポットを、到着日ごとに自動的に分類することができる。
【０１８３】
　また、ステータスとして「これから行く」が設けられているとき、マイスポット情報登
録処理部６２は、そのスポットへのナビゲーション中において、ステータスを「これから
行く」に設定する。そして、複数のスポットのステータスが「これから行く」に設定され
ている場合、それらの複数のスポットに行く最適なルートを表示することができる。
【０１８４】
　さらに、ユーザ端末１３に登録されているマイスポット情報を、他のユーザと共有して
もよい。例えば、複数のユーザのマイスポット情報から、所定のスポットのステータス「
行った」または「行きたい」のランキングを作成し、お勧めスポットとしてユーザにリコ
メンドすることができる。また、複数のユーザのマイスポット情報から、地域やジャンル
などに基づいてお勧めスポットを選択してユーザにリコメンドすることができる。そして
、複数のユーザのマイスポット情報を集積して、ステータスが「行った」または「行きた
い」となっているスポットに関する情報を、マーケティングデータとして活用または販売
することができる。
【０１８５】
　また、ユーザ端末１３は、マイスポット情報として登録したスポットの広告やクーポン
など、または、そのスポットの近隣のスポットの広告やクーポンなどを、上述した各画面
（例えば、図１３のメッセージ表示エリア２０２）に表示することができる。或いは、ユ
ーザ端末１３は、マイスポット情報として登録したスポットの地域およびジャンルから、
関連するスポットの広告やクーポンなどを画面に表示することができる。
【０１８６】
　また、例えば、外部サービス連系機能処理部５３によるチェックイン情報から取得され
た既存場所情報に基づいてマイスポット情報が登録されたとき、電話機能処理部５２が、
そのスポットの電話番号を電話帳リストに登録し、ブラウザ機能処理部５１が、そのスポ
ットのＵＲＬをブックマークリストに登録することができる。
【０１８７】
　さらに、例えば、スポット情報集積サーバ１４によるサービスを提供するサービス提供
会社が、情報提供装置１５Ａ乃至１５Ｃのサービス提供会社と連携して、情報提供装置１
５Ａ乃至１５Ｃのサービス提供会社が運営するウェブサイト内に、マイスポット情報を登
録するためのマイスポット登録ボタンを設置してもよい。これにより、ユーザは、情報提
供装置１５Ａ乃至１５Ｃのサービス提供会社が運営するウェブサイトを閲覧し、マイスポ
ット登録ボタンをタッチするだけで、マイスポット情報を登録することができる。また、
情報提供装置１５Ａ乃至１５Ｃのサービス提供会社が提供するウェブサイトにおいて、ユ
ーザが指定する特定の利用者がスポットについての情報を登録すると、そのスポットの情
報がマイスポット情報に登録されるようにしてもよい。
【０１８８】
　また、ユーザ端末１３は、地図を表示するアプリケーションを実行して、そのアプリケ
ーションにおいて所定のスポットを登録すると、マイスポット情報登録処理部６２が、自
動的に、そのスポットのスポット情報をマイスポット情報として登録することができる。
【０１８９】
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　なお、上述のフローチャートを参照して説明した各処理は、必ずしもフローチャートと
して記載された順序に沿って時系列に処理する必要はなく、並列的あるいは個別に実行さ
れる処理（例えば、並列処理あるいはオブジェクトによる処理）も含むものである。また
、プログラムは、１のCPUにより処理されるものであっても良いし、複数のCPUによって分
散処理されるものであっても良い。また、本明細書において、システムとは、複数の装置
により構成される装置全体を表すものである。
【０１９０】
　また、上述した一連の処理（情報処理方法）は、ハードウエアにより実行することもで
きるし、ソフトウエアにより実行することもできる。一連の処理をソフトウエアにより実
行する場合には、そのソフトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み
込まれているコンピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種
の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラ
ムが記録されたプログラム記録媒体からインストールされる。
【０１９１】
　図１７は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウエ
アの構成例を示すブロック図である。
【０１９２】
　コンピュータにおいて、CPU（Central Processing Unit）３０１，ROM（Read Only Mem
ory）３０２，RAM（Random Access Memory）３０３は、バス３０４により相互に接続され
ている。
【０１９３】
　バス３０４には、さらに、入出力インタフェース３０５が接続されている。入出力イン
タフェース３０５には、キーボード、マウス、マイクロホンなどよりなる入力部３０６、
ディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部３０７、ハードディスクや不揮発性のメモリ
などよりなる記憶部３０８、ネットワークインタフェースなどよりなる通信部３０９、磁
気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどのリムーバブルメデ
ィア３１１を駆動するドライブ３１０が接続されている。
【０１９４】
　以上のように構成されるコンピュータでは、CPU３０１が、例えば、記憶部３０８に記
憶されているプログラムを、入出力インタフェース３０５及びバス３０４を介して、RAM
３０３にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
【０１９５】
　コンピュータ（CPU３０１）が実行するプログラムは、例えば、磁気ディスク（フレキ
シブルディスクを含む）、光ディスク（CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory),DVD(Di
gital Versatile Disc)等）、光磁気ディスク、もしくは半導体メモリなどよりなるパッ
ケージメディアであるリムーバブルメディア３１１に記録して、あるいは、ローカルエリ
アネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の伝送媒
体を介して提供される。
【０１９６】
　そして、プログラムは、リムーバブルメディア３１１をドライブ３１０に装着すること
により、入出力インタフェース３０５を介して、記憶部３０８にインストールすることが
できる。また、プログラムは、有線または無線の伝送媒体を介して、通信部３０９で受信
し、記憶部３０８にインストールすることができる。その他、プログラムは、ROM３０２
や記憶部３０８に、あらかじめインストールしておくことができる。
【０１９７】
　なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
（１）
　既存の場所を特定する情報である既存場所情報を取得する既存場所情報取得部と、
　前記既存場所情報に基づいて、複数の情報提供装置から提供されるスポットに関する情
報であるスポット情報を取得し、取得したスポット情報のうちのユーザにより指定された
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スポット情報をマイスポット情報として登録するマイスポット情報登録部と
　を備える情報処理装置。
（２）
　現在位置の情報を示す現在位置情報に従って、前記現在位置に基づいた所定範囲内にあ
る前記スポットのスポット情報をユーザに提示するリマインダ処理部
　をさらに備える上記（１）に記載の情報処理装置。
（３）
　音声通話に関する処理を行う電話機能処理部をさらに備え、
　前記既存場所情報取得部は、前記電話機能処理部により登録された電話番号、前記電話
機能処理部により発信または着信された電話番号を前記既存場所情報として取得する
　上記（１）または（２）に記載の情報処理装置。
（４）
　ウェブページを表示させるブラウザ機能処理部をさらに備え、
　前記既存場所情報取得部は、前記ブラウザ機能処理部により登録されたウェブページ、
または、前記ブラウザ機能処理部による閲覧履歴に記録されたウェブページから、前記既
存場所情報を取得する
　上記（１）から（３）までのいずれかに記載の情報処理装置。
（５）
　外部サービスと連系した処理を行う外部サービス連系機能処理部をさらに備え、
　前記既存場所情報取得部は、前記外部サービス連系機能処理部が取得する前記外部サー
ビスにおいて投稿される少なくとも位置情報を含むチェックイン情報を、前記既存場所情
報として取得する
　上記（１）から（４）までのいずれかに記載の情報処理装置。
（６）
　前記既存場所情報取得部は、所定のタイミングで定期的に前記既存場所情報を取得し、
　前記マイスポット情報登録部は、前記既存場所情報に基づいて前記スポット情報を取得
したタイミングで、前記スポット情報を取得した旨をユーザに通知する
　上記（１）から（５）までのいずれかに記載の情報処理装置。
（７）
　前記スポット情報を表示する表示部をさらに備え、
　前記表示部は、所定のスポットについて詳細な情報を表示するとき、そのスポットにつ
いて複数の前記情報提供装置から提供される前記スポット情報を統合して、１画面内に並
べて表示する
　上記（１）から（６）までのいずれかに記載の情報処理装置。
（８）
　前記表示部は、前記マイスポット情報登録部が取得した、複数の前記情報提供装置から
提供される前記スポット情報を統合した一覧となるリストを表示する
　上記（７）に記載の情報処理装置。
（９）
　既存の場所を特定する情報である既存場所情報を取得し、
　前記既存場所情報に基づいて、複数の情報提供装置から提供されるスポットに関する情
報であるスポット情報を取得し、取得したスポット情報のうちのユーザにより指定された
スポット情報をマイスポット情報として登録する
　ステップを含む情報処理方法。
（１０）
　既存の場所を特定する情報である既存場所情報を取得し、
　前記既存場所情報に基づいて、複数の情報提供装置から提供されるスポットに関する情
報であるスポット情報を取得し、取得したスポット情報のうちのユーザにより指定された
スポット情報をマイスポット情報として登録する
　ステップを含む処理をコンピュータに実行させるプログラム。
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　既存の場所を特定する情報である既存場所情報を取得する既存場所情報取得部と、
　前記既存場所情報に基づいて、複数の情報提供装置から提供されるスポットに関する情
報であるスポット情報を検索し、その検索結果を提供するスポット情報提供処理部と、
　前記スポット情報提供処理部から提供される前記スポット情報のうちのユーザにより指
定されたスポット情報をマイスポット情報として登録するマイスポット情報登録部と
　を備える情報処理システム。
【０１９８】
　なお、本実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本開示の要旨
を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０１９９】
　１１　情報処理システム，　１２　ネットワーク，　１３　ユーザ端末，　１４　スポ
ット情報集積サーバ，　１５Ａ乃至１５Ｃ　情報提供装置，　２１　スポット情報収集処
理部，　２２　スポット情報蓄積部，　２３　スポット情報提供処理部，　３１　タッチ
パネル，　３２　位置情報検出部，　３３　撮像部，　３４　記憶部，　３５　通信部，
　３６　機能実行部，　３７　スポット情報処理部，　４１　表示部，　４２　検出部，
　５１　ブラウザ機能処理部，　５２　電話機能処理部，　５３　外部サービス連系機能
処理部，　６１　既存場所情報取得処理部，　６２　マイスポット情報登録処理部，　６
３　リマインダ表示処理部

【図１】 【図２】
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