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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子装置であって、
　ユーザの予定情報にアクセスすることにより前記ユーザが第１地理的エリアから該第１
エリア外の第２地理的エリアへ移動する予定を検出する予定情報検出部と、
　前記ユーザが前記第２地理的エリアへ移動する予定の時期以前に、ネットワークを介し
て接続された第１サーバ装置から前記第２地理的エリア内の位置依存情報を取得する情報
取得部と、
　取得された前記位置依存情報を格納する位置依存情報格納部と、
　前記電子装置の位置を測定する測位部と、
　前記測位部により測定された前記第２地理的エリア内における前記電子装置の位置に対
応する前記位置依存情報を前記位置依存情報格納部から読み出して、出力部を介して出力
する出力情報制御部と、
　前記電子装置が前記第２地理的エリア内に位置する場合に前記位置依存情報格納部から
読み出された情報量を示す情報量データを記憶する情報量記憶部と、
　前記電子装置が前記第２地理的エリア外に位置する場合に、前記情報量記憶部に記憶さ
れた情報量を示す情報量データを、前記ネットワークを介して接続された第２サーバ装置
に送信する情報量送信部と、
　を備えることを特徴とする電子装置。
【請求項２】
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　前記第２地理的エリア内のいずれかの位置の座標情報を格納する座標情報格納部と、
　前記測位部の測定結果と前記座標情報格納部に格納される座標情報とを比較することに
より、前記電子装置が前記第２地理的エリア内に位置するか否かを判断する位置判断部と
、を備え、
　前記出力情報制御部は、前記電子装置が前記第２地理的エリア内に位置すると判断され
たとき、前記位置依存情報格納部に格納される前記位置依存情報の読み出しを行うことを
特徴とする請求項１に記載の電子装置。
【請求項３】
　前記電子装置の電源がオンになることを検出する起動検出部を備え、
　前記位置判断部は、前記電子装置の電源がオンにされる時に、前記電子装置が前記第２
地理的エリア内に位置するか否かを判断することを特徴とする請求項２に記載の電子装置
。
【請求項４】
　前記予定情報に含まれる場所情報に対応する座標情報が、前記いずれかの位置の座標情
報として前記座標情報格納部に格納されることを特徴とする請求項２又は３に記載の電子
装置。
【請求項５】
　前記場所情報として前記予定情報に含まれる交通機関の発着場所情報に対応する座標情
報が前記座標情報格納部に格納され、
　前記位置判断部は、前記測位部の測定結果と前記発着場所情報に対応する座標情報とを
比較することにより、前記電子装置が前記第２地理的エリア内に位置するか否かを判断す
ることを特徴とする請求項４に記載の電子装置。
【請求項６】
　前記第２サーバ装置は、前記電子装置から送信される前記情報量データに応じて前記位
置依存情報の取得料金の課金処理を行う課金サーバ装置であることを特徴とする請求項１
～５のいずれか一項に記載の電子装置。
【請求項７】
　電子装置と、第１サーバ装置と、第２サーバ装置とがネットワークを介して接続される
情報配信システムであって、
　前記電子装置は、
　ユーザの予定情報にアクセスすることにより前記ユーザが第１地理的エリアから該第１
エリア外の第２地理的エリアへ移動する予定を検出する予定情報検出部と、
　前記ユーザが前記第２地理的エリアへ移動する予定の時期以前に、第１サーバ装置から
前記第２地理的エリア内の位置依存情報を取得する情報取得部と、
　取得された前記位置依存情報を格納する位置依存情報格納部と、
　前記電子装置の位置を測定する測位部と、
　前記測位部により前記第２地理的エリア内における前記電子装置の位置に対応する前記
位置依存情報を前記位置依存情報格納部から読み出して、出力部を介して出力する出力情
報制御部と、
　前記電子装置が前記第２地理的エリア内に位置する場合に前記位置依存情報格納部から
読み出された情報量を示す情報量データを記憶する情報量記憶部と、
　前記電子装置が前記第２地理的エリア外に位置する場合に、前記情報量記憶部に記憶さ
れた情報量を示す情報量データを第２サーバ装置に送信する情報量送信部と、
　を備えることを特徴とする情報配信システム。
【請求項８】
　電子装置が備えるプロセッサに、
　ユーザの予定情報にアクセスすることにより前記ユーザが第１地理的エリアから該第１
地理的エリア外の第２地理的エリアへ移動する予定を検出する処理と、
　前記ユーザが前記第２地理的エリアへ移動する予定の時期以前に前記第２地理的エリア
内の位置依存情報を、ネットワークを介して前記電子装置に接続される第１サーバ装置か
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ら取得する処理と、
　取得された前記位置依存情報を前記電子装置の記憶装置に格納する処理と、
　前記電子装置の位置を測定する処理と、
　前記第２地理的エリア内における前記電子装置の位置に対応する前記位置依存情報を前
記記憶装置から読み出して出力する処理と、
　前記電子装置が前記第２地理的エリア内に位置する場合に前記記憶装置から読み出した
前記位置依存情報の情報量を示す情報量データを前記記憶装置に記憶する処理と、
　前記電子装置が前記第２地理的エリア外に位置する場合に、ネットワークを介して前記
電子装置に接続される第２サーバ装置へ、前記記憶装置に記憶される前記情報量データを
送信する処理と、を実行させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項９】
　電子装置へ位置依存情報を提供する位置依存情報提供方法であって、
　前記電子装置に、
　ユーザの予定情報にアクセスすることにより前記ユーザが第１地理的エリアから該第１
地理的エリア外の第２地理的エリアへ移動する予定を検出する処理と、
　前記ユーザが前記第２地理的エリアへ移動する予定の時期以前に前記第２地理的エリア
内の位置依存情報を、ネットワークを介して前記電子装置に接続される第１サーバ装置か
ら取得する処理と、
　取得された前記位置依存情報を前記電子装置の記憶装置に格納する処理と、
　前記電子装置の位置を測定する処理と、
　前記第２地理的エリア内における前記電子装置の位置に対応する前記位置依存情報を前
記記憶装置から読み出して出力する処理と、
　前記電子装置が前記第２地理的エリア内に位置する場合に前記記憶装置から読み出した
前記位置依存情報の情報量を示す情報量データを前記記憶装置に記憶する処理と、
　前記電子装置が前記第２地理的エリア外に位置する場合に、ネットワークを介して前記
電子装置に接続される第２サーバ装置へ、前記記憶装置に記憶される前記情報量データを
送信する処理と、
　を実行させることを特徴とする位置依存情報提供方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で論じられる実施態様は、位置に依存する情報をネットワークを介して提供す
る位置情報サービスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　位置に依存する位置依存情報を通信装置に提供する位置情報サービスが知られている。
提供される位置依存情報としては、例えば周辺の地図情報や、移動経路を案内する経路情
報、周辺施設のサービス情報がある。例えば、電子装置は、ＧＰＳ（Global Positioning
 System）方式やＡＦＬＴ（Advanced Forward Link Trilateration）方式等の測位方法に
よって現在位置を測定する。通信装置は、測定した現在位置をネットワーク上のサーバ装
置へ送信し、このサーバから位置依存情報をダウンロードする。
【０００３】
　なお、ユーザが海外渡航時におけるスケジュールを携帯用電話機に登録すると、スケジ
ュールの内容を示すスケジュールデータが生成され、ユーザが携帯用電話機を所持して、
未加入ネットワークに対応した通信エリアに移動すると、位置登録時に携帯用電話機から
スケジュールデータを送信し、情報提供サーバがスケジュールデータに基づいて各種の情
報を携帯用電話機に配信する技術が知られている。
【０００４】
　また、端末の現在位置や移動方向、移動速度に基づき、移動に伴い参照すると予測され
たコンテンツに関し、関連付けられた位置を通信エリア情報管理部に通信エリア内かどう
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かを問い合わせ、通信エリア外であれば、通信可能な回線品質を持つ通信部を１つ以上選
択し、選択した通信部を用いて、参照すると予測されたコンテンツをあらかじめ取得し、
蓄積しておく技術が知られている。端末装置は、取得コンテンツ決定部とコンテンツ取得
部とを備える。取得コンテンツ決定部は、参照することが予想される位置関連コンテンツ
に対する位置が通話可能エリア外にある場合、その位置関連コンテンツを現在位置で取得
すべき位置関連コンテンツとして選択する。コンテンツ取得部は、取得コンテンツ決定部
が選択した位置関連コンテンツをコンテンツサーバから無線通信により取得し、蓄積部に
蓄積する。取得コンテンツ決定部は、利用者の行動スケジュールなどをもとに、移動経路
や目的地を決定し、移動経路は目的地周辺の位置関連コンテンツを参照候補コンテンツと
して選択する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－６０４３４号公報
【特許文献２】特開２００４－１５３７８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、ユーザの現在位置によっては、ユーザが位置情報サービスを受けること
ができない場合や、ユーザがサービスを受けることを望まない場合がある。前者の例とし
ては、ユーザの所在地によって位置情報サービスを受けるための通信サービスを受けるこ
とができない場合が挙げられる。例えば、海外ではパケット通信ができないエリアも少な
くない。
【０００７】
　後者の例としては、ユーザの所在地によって位置情報サービスを利用するためのコスト
が高額なる場合が挙げられる。近年の国際ローミングの進展に従って、ある国の通信事業
者のサービスに加入している通信装置を使って、他国で位置情報サービスを受けることが
できる場合が多い。しかし、他国で国際ローミングを利用して位置情報サービスを利用す
ると通信料金が高額になることが多い。このため、現在のところ他国で位置情報サービス
を利用するユーザはそれほど多くない。
【０００８】
　上記問題を解消するために、ユーザは、位置情報サービスを受けるできない場所や受け
ることを望まない場所へと移動する前に予め位置依存情報をダウンロードしておくといっ
た対策が考えられる。しかし、この対策によると、予めダウンロードした情報を現地で実
際に使用しなかった場合に、使用しなかった情報についても課金されてしまい無駄なコス
トを被るという問題が生じる。
【０００９】
　開示の装置及び方法は、ある地域において位置情報サービスを利用するために、当該地
域で利用する位置依存情報を当該地域への移動前に予めをダウンロードする際に、実際に
当該地域で使用された情報量に応じた課金を可能とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　装置の一観点により与えられる電子装置は、ユーザの予定情報にアクセスすることによ
りユーザが第１地理的エリアから該第１地理的エリア外の第２地理的エリアへ移動する予
定を検出する予定情報検出部と、ユーザが第２地理的エリアへ移動する予定の時期以前に
、ネットワークを介して接続された第１サーバ装置から第２地理的エリア内の位置依存情
報を取得する情報取得部と、取得された位置依存情報を格納する位置依存情報格納部と、
電子装置の位置を測定する測位部と、測位部により測定された第２地理的エリア内におけ
る電子装置の位置に対応する位置依存情報を位置依存情報格納部から読み出して、出力部
を介して出力する出力情報制御部と、位置依存情報格納部から読み出された情報量を示す
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情報量データを記憶する情報量記憶部と、電子装置が第２地理的エリア外に位置する場合
に、情報量記憶部に記憶された情報量を示す情報量データを、ネットワークを介して接続
された第２サーバ装置に送信する情報量送信部を備える。
【００１１】
　他の装置の一観点によれば、上記の電子装置と、第１サーバ装置と、第２サーバ装置と
がネットワークを介して接続される情報配信システムが与えられる。
【００１２】
　コンピュータプログラムの一観点によれば、ユーザの予定情報にアクセスすることによ
りユーザが第１地理的エリアから該第１地理的エリア外の第２地理的エリアへ移動する予
定を検出する処理と、ユーザが第２地理的エリアへ移動する予定の時期以前に第２地理的
エリア内の位置依存情報を、ネットワークを介して電子装置に接続される第１サーバ装置
から取得する処理と、取得された位置依存情報を電子装置の記憶装置に格納する処理と、
電子装置の位置を測定する処理と、第２地理的エリア内における電子装置の位置に対応す
る位置依存情報を記憶装置から読み出して出力する処理と、記憶装置から読み出した位置
依存情報の情報量を示す情報量データを記憶装置に記憶する処理と、電子装置が第２地理
的エリア外に位置する場合に、ネットワークを介して電子装置に接続される第２サーバ装
置へ、記憶装置に記憶される情報量データを送信する処理を、電子装置が備えるプロセッ
サに実行させることを特徴とするコンピュータプログラムが与えられる。
【００１３】
　方法の一観点によれば、電子装置へ位置依存情報を提供する位置依存情報提供方法が与
えられる。この方法では、電子装置に、ユーザの予定情報にアクセスすることによりユー
ザが第１地理的エリアから該第１地理的エリア外の第２地理的エリアへ移動する予定を検
出する処理と、ユーザが第２地理的エリアへ移動する予定の時期以前に第２地理的エリア
内の位置依存情報を、ネットワークを介して電子装置に接続される第１サーバ装置から取
得する処理と、取得された位置依存情報を電子装置の記憶装置に格納する処理と、電子装
置の位置を測定する処理と、第２地理的エリア内における電子装置の位置に対応する位置
依存情報を記憶装置から読み出して出力する処理と、記憶装置から読み出した位置依存情
報の情報量を示す情報量データを記憶装置に記憶する処理と、電子装置が第２地理的エリ
ア外に位置する場合に、ネットワークを介して電子装置に接続される第２サーバ装置へ、
記憶装置に記憶される情報量データを送信する処理と、を実行させる。
【発明の効果】
【００１４】
　開示の装置又は方法によれば、ある地域において位置情報サービスを利用するために、
当該地域で利用する位置依存情報を当該地域への移動前に予めをダウンロードする際に、
実際に当該地域で使用された情報量に応じた課金を行うことが可能となる。
【００１５】
　本発明の目的及び利点は、特に特許請求の範囲に示した要素及びその組合せを用いて具
現化され達成される。前述の一般的な記述及び以下の詳細な記述の両方は、単なる例示及
び説明であり、特許請求の範囲のように本発明を限定するものでないと解するべきである
。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】情報配信システムのシステム構成例を示す図である。
【図２】電子装置のハードウエア構成の一例を示す図である。
【図３】（Ａ）及び（Ｂ）は、電子装置の出力部の例を示す図である。
【図４】電子装置の第１例の概略構成図である。
【図５】（Ａ）及び（Ｂ）は、予定情報の一例を示す図である。
【図６】（Ａ）から（Ｃ）は、経路情報の例を示す図である。
【図７】（Ａ）から（Ｅ）は、地図情報の例を示す図である。
【図８】蓄積情報格納部に格納される情報量データの例を示す図である。
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【図９】使用情報格納部に格納される使用情報量データの例を示す図である。
【図１０】経路情報及び地図情報を蓄積する処理の説明図である。
【図１１】経路情報及び地図情報の利用時に行われる処理の第１例の説明図である。
【図１２】地図情報を出力する処理の説明図である。
【図１３】経路情報を出力する処理の説明図である。
【図１４】課金処理の説明図である。
【図１５】電子装置の第２構成例を示す図である。
【図１６】経路情報及び地図情報の利用時に行われる処理の第２例の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付される図面を参照して、好ましい実施例について説明する。図１は、情報配
信システムのシステム構成例を示す図である。情報配信システム１は、電子装置２と、セ
ンターサーバ３と、経路検索サーバ４と、地図サーバ５と、課金サーバ６を備える。セン
ターサーバ３、経路検索サーバ４、地図サーバ５及び課金サーバ６は、通信ネットワーク
１０に接続されており、通信ネットワーク１０を経由した通信が可能である。
【００１８】
　電子装置２は、基地局１２を含む無線アクセスネットワークに接続可能であり、通信ネ
ットワーク１０に接続されたゲートウエイ装置１１を経由して、上記サーバ３～６と通信
が可能である。情報配信システム１は、ゲートウエイ装置１１及び基地局１２を介して、
位置に依存する位置依存情報に提供するサービス、すなわち位置情報サービスを電子装置
２に提供する。
【００１９】
　電子装置２は、ＧＰＳ衛星２０から送信されるＧＰＳ信号を受信して測位を行うＧＰＳ
測位機能を有していてよい。これに加えて又はこれに代えて、電子装置２は、基地局１２
を利用するＡＦＬＴ測位機能を有していてよい。
【００２０】
　経路検索サーバ４は、電子装置２から送信される経路検索要求を受信する。電子装置２
は、経路の「出発場所」、「到着場所」及び「出発時間」、又は「出発場所」、「到着場
所」及び「到着時間」を少なくとも指定する経路検索要求を経路検索サーバ４へ送信する
。経路検索サーバ４は、経路検索要求を満たす経路を検索する。経路検索サーバ４は、検
索結果である経路情報を電子装置２へ返信する。
【００２１】
　また、経路検索サーバ４は、特定の「地名」や「施設」等のランドマークに対して、そ
のランドマークの座標情報を提供する。座標情報は、例えば緯度経度情報や、その他の地
理的座標を特定する情報であってよい。電子装置２は、ランドマークを指定する位置情報
要求を経路検索サーバ４へ送信する。経路検索サーバ４は、照会されたランドマークの位
置を検索する。経路検索サーバ４は、検索結果である位置情報を電子装置２へ返信する。
【００２２】
　地図サーバ５は、特定の「場所」に対して、その場所の地図情報を提供する。電子装置
２は、場所を指定する地図情報要求を受信する。地図サーバ５は、指定された場所を中心
とする所定範囲の地図画像を含む地図情報を電子装置２へ送信する。地図情報は縮尺が異
なる複数の画像を含んでいてよい。
【００２３】
　課金サーバ６は、情報配信システム１による位置情報サービスに関して、電子装置２が
取得した情報に応じた取得料金の課金処理を行う。例えば課金サーバ６は、電子装置２が
取得した情報に応じて課金金額を決定し、予め登録されたユーザの登録情報に基づいて金
融機関に対する料金の通知や引き落とし処理等の決済処理を実行してよい。センターサー
バ３は、情報配信システム１による位置情報サービスを提供するための各種の処理を実行
する。
【００２４】
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　図２は、電子装置２のハードウエア構成の一例を示す図である。図２に示すハードウエ
ア構成は、あくまで電子装置２を実現するハードウエア構成の１つである。本明細書にお
いて以下に記載される処理を実行するものであれば、他のどのようなハードウエア構成が
採用されてもよい。
【００２５】
　電子装置２は、プロセッサ３１、記憶装置３２、メモリ３３、入力インタフェース３４
、出力部３５、通信インタフェース３６、位置検出部３７及びデータバス３８を備える。
電子装置２は、通信ネットワーク１０、ゲートウエイ１１及び基地局１２を介して各サー
バ３～６と情報通信を行い、各サーバ３～６へ送信する及び各サーバ３～６から受信する
情報を処理可能な情報処理装置である。電子装置２は、例えば、携帯電話、移動携帯情報
端末、パーソナルコンピュータ等であってよい。
【００２６】
　プロセッサ３１は、記憶装置３２に記憶されるプログラムを実行することにより、電子
装置２の動作を制御するための各処理や、情報配信システム１の位置情報サービスを利用
するための電子装置２の機能を実現するための下記の処理を実行する。記憶装置３２には
、プロセッサ３１に上記処理を実行させるプログラムが記憶される。記憶装置３２は、ハ
ードディスクや不揮発性メモリなどを記憶手段として含んでいてもよい。
【００２７】
　メモリ３３には、プロセッサ３１により実行中のプログラムや、このプログラムによっ
て一時的に使用されるデータが記憶される。メモリ３３は、読み出し専用メモリ（ROM: R
ead Only Memory）やランダムアクセスメモリ（RAM: Random Access Memory）を含んでい
てよい。入力インタフェース３４は、ユーザによる入力操作を受け付ける入力装置である
。入力インタフェース３４は、例えば、キーパッド、キーボード、ポインティングデバイ
ス、タッチパネル等であってよい。
【００２８】
　出力部３５は、電子装置２によって処理された情報を出力する。図３の（Ａ）及び図３
の（Ｂ）は、ある実施例における電子装置２の出力部３５の例を示す図である。例えば出
力部３５は、電子装置２によって処理された情報をユーザに可視的に表示する表示装置で
あってよい。出力部３５は、例えば、液晶ディプレイ、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）ディ
スプレイ、有機エレクトロルミネッセンスディスプレイであってよい。なお、図３の（Ａ
）及び（Ｂ）に示す例では、電子装置２は入力インタフェース３４としてキーパッドを備
えている。
【００２９】
　表示装置３５は、経路検索サーバ４から受信された経路情報や地図サーバ５から受信さ
れた地図情報をユーザに表示するために使用される。例えば図３の（Ａ）は、表示装置３
５に、経路検索サーバ４から受信された「ＥＥＥ空港駅からＤＤＤ取引所へ至る２０１０
年１２月１２日」の経路情報１００が表示されている様子を示す。また図３の（Ｂ）は、
表示装置３５に、地図サーバ５から受信された地図情報１０１が表示されている様子を示
す。
【００３０】
　図２を参照する。通信インタフェース３６は、各サーバ装置３～６との間の信号の送受
信処理を行う。位置検出部３７は、電子装置２の位置を検出する。ある実施例において位
置検出部３７は、ＧＰＳ測位装置であってよい。他の実施例において位置検出部３７は、
ＡＦＬＴ測位装置であってよい。上記の構成要素３１～３７は、データバス３８によって
電気的に接続されている。
【００３１】
　図４は、電子装置２の第１例の概略構成図である。図２のプロセッサ３１は、記憶装置
２に記憶されるプログラムに従い、必要に応じて電子装置２の他のハードウエア要素との
協調動作を行うことにより、図４に示す電子装置２の構成要素による情報処理を行う。な
お、図４は、以下の説明に関係する機能を中心として示している。したがって、電子装置
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２は図示の構成要素以外の他の構成要素を含んでいてよい。
【００３２】
　電子装置２は、入力部４１、通信部４２、測位部４３、処理制御部４４、予定情報格納
部５１、経路情報格納部５２、地図情報格納部５３、蓄積情報量格納部５４、使用情報量
格納部５５及び座標情報格納部５６を備える。入力部４１は、入力インタフェース３４を
介するユーザの操作入力の受け付け処理を行う。ある実施例において入力部４１は、ユー
ザが、情報配信システム１により提供される位置情報サービスを利用するか否かの選択入
力や、経路情報や地図情報などの個々の情報を利用するか否かの選択入力を受け付けてよ
い。通信部４２は、各サーバ３～４との間で情報を交換する通信処理を行う。測位部４３
は、位置検出部３７による電子装置２の位置の測定を行う。
【００３３】
　処理制御部４４は、情報配信システム１により提供される位置情報サービスを電子装置
２で利用するための、以下に説明する各種の処理を実行する。処理制御部４４は、予定情
報検出部６０と、情報取得部６１と、出力情報制御部６２、使用情報量送信部６３を備え
る。
【００３４】
　予定情報検出部６０は、予定情報格納部５１に格納されたユーザの予定情報にアクセス
する。予定情報検出部６０は、予定情報に基づいて、ユーザが第１地理的エリアから第２
地理的エリアへ移動する予定を検出する。例えば、第１地理的エリアは日本国であってよ
い。この場合に第２地理的エリアは海外である。
【００３５】
　他の実施例では、第１地理的エリアは特定の１以上の国であってよく、この場合に第２
地理的エリアは第１地理的エリア以外の他の国であってよい。他の実施例では、第１地理
的エリアは電子装置２が通信ネットワーク１０に接続できる地域であってもよい。この場
合、第２地理的エリアは電子装置２が通信ネットワーク１０に接続できない地域である。
【００３６】
　図５の（Ａ）は予定情報の一例の一部分を示す図であり、図５の（Ｂ）は予定情報の一
例の他の一部分を示す図である。なお、予定情報検出部６０は定期的に予定情報にアクセ
スしてよい。また、予定情報格納部５１は、図２に示す電子装置２の記憶装置３２内の記
憶領域であってよい。経路情報格納部５２、地図情報格納部５３、蓄積情報量格納部５４
、使用情報量格納部５５及び座標情報格納部５６についても同様である。
【００３７】
　予定情報は、個々の予定毎の情報要素として、「予定項目番号」、「開始日時」、「終
了日時」、「場所」、「予定内容」、「エリアフラグ」、「地域名」、「航空会社」、「
便名」、「出発空港」、「発日時」、「到着空港」及び「着日時」を含む。各予定の予定
情報は、各予定が発生する期間の時系列に従って順序付けられている。
【００３８】
　情報要素「予定項目番号」は、各予定毎の識別番号を示す。情報要素「開始日時」及び
「終了日時」は、各予定の予定開始日時と予定終了日時を示す。情報要素「場所」は、各
予定のイベントが実施される場所を示す。
【００３９】
　情報要素「予定内容」は、各予定のイベントの内容を示す。情報要素「エリアフラグ」
は、各予定のイベントが第１地理的エリア及び第２地理的エリアのどちらで実施されるか
を示す。「エリアフラグ」が「ＯＮ」であるときイベントは第２地理的エリアで実施され
る。「エリアフラグ」が「ＯＦＦ」であるときイベントは第１地理的エリアで実施される
。情報要素「地域名」は、イベントが第２地理的エリアで実施される場合において実施場
所の名称を示す。
【００４０】
　情報要素「航空会社」は、第１地理的エリアで実施される予定の後に第２地理的エリア
で実施される予定が存在する場合、又は第２地理的エリアで実施される予定の後に第１地
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理的エリアで実施される予定が存在する場合に、予定情報に含められる情報要素である。
「便名」、「出発空港」、「発日時」、「到着空港」及び「着日時」についても同様であ
る。
【００４１】
　なお、以下の説明において、第１地理的エリア内で実施される予定を「第１地理的エリ
アの予定」と表記することがある。また、第２地理的エリア内で実施される予定を「第２
地理的エリアの予定」と表記することがある。また、第１地理的エリアの予定の後に第２
地理的エリアの予定が実施される場所へ移動するための第１地理的エリアから第２地理的
エリアへの移動を「第１移動」と表記することがある。第２地理的エリアの予定の後に第
１地理的エリアの予定が実施される場所へ移動するための第２地理的エリアから第１地理
的エリアへの移動を「第２移動」と表記することがある。
【００４２】
　また、予定情報に登録されている第１移動後の最初の予定を「第１移動後の最初の予定
」と表記し、第２移動後の最初の予定を「第２移動後の最初の予定」と表記することがあ
る。予定情報に登録されている第１移動前の最後の予定を「第１移動前の最後の予定」と
表記し、第２移動前の最後の予定を「第２移動前の最後の予定」と表記することがある。
【００４３】
　図５の（Ａ）及び（Ｂ）の例では、第１移動後及び第２移動後の最初の予定の予定情報
に、情報要素「航空会社」、「便名」、「出発空港」、「発日時」、「到着空港」及び「
着日時」が含められる。
【００４４】
　なお、これらの情報要素「航空会社」、「便名」、「出発空港」、「発日時」、「到着
空港」及び「着日時」は、少なくとも第１移動後の最初の予定及び第１移動前の最後の予
定にいずれか一方に対応づけて予定情報格納部５１に記憶されれば足りる。例えば、他の
実施例では、第１移動前の最後の予定の予定情報にこれら情報要素を含めてもよい。第２
移動についても同様である。
【００４５】
　情報要素「航空会社」は、第１移動及び第２移動に利用される交通機関の運営会社を示
す。本実施例では、交通機関は航空機であり、情報要素「航空会社」は第１移動及び第２
移動に利用される航空機を運用する航空会社を示す。他の実施例では、交通機関は船舶や
自動車、列車でもよい。この場合、予定情報は、これらの交通機関の運用者を示す情報要
素を含んでいてもよい。
【００４６】
　情報要素「便名」は、第１移動及び第２移動に利用する交通機関の便を指定する情報を
示す。情報要素「出発空港」と「到着空港」は、第１移動及び第２移動に利用される交通
機関の出発地点と到着地点を示す。本実施例では、第１移動及び第２移動に利用される航
空機の出発空港及び到着空港を示す。第１移動及び第２移動に利用される交通機関が、船
舶や自動車、列車等である場合には、予定情報は、これらの交通機関の出発地点と到着地
点を示してもよい。情報要素「発日時」及び「着日時」は、第１移動及び第２移動に利用
される交通機関の出発日時と到着日時を示す。
【００４７】
　図５の（Ａ）及び（Ｂ）に示す例では、予定項目番号「１」の予定情報の予定は、２０
１０年１２月１０日１０時００分から同１２時００分までに、第１地理的エリアのＡＡＡ
取引所で実施される予定であり、予定の内容は納品であることを示す。
【００４８】
　また、予定項目番号「３」の予定情報の予定は、２０１０年１２月１２日１０時００分
から同１２時００分までに、第２地理的エリアのＤＤＤ取引所で実施される予定であり、
予定の内容は見学であることを示す。予定項目番号「３」の予定を実行するために第１移
動に利用する航空機の航空会社及び便名は、それぞれ「Ｘ航空」及び「１２３」であり、
出発空港及び到着空港がそれぞれ「成田国際空港」及び「ＥＥＥ国際空港」である。また
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、第１移動に利用する航空機の出発日時及び到着日時は、それぞれ２０１２年１２月１１
日１１時２０分及び１２月１２日７時５０分である。
【００４９】
　図４を参照する。予定情報検出部６０は、予定情報の時系列に沿って参照したときに情
報要素「エリアフラグ」がＯＦＦからＯＮになるか否かを判定することにより、ユーザが
第１地理的エリアから第２地理的エリアへ移動する予定を検出してよい。他の実施例では
、予定情報検出部６０は、「エリアフラグ」の代わりに情報要素「地域名」や「場所」を
予定の時系列に沿って参照することにより、ユーザが第１地理的エリアから第２地理的エ
リアへ移動する予定を検出してもよい。
【００５０】
　なお、予定情報は、予定情報格納部５１内に常に格納されていなくてもよい。予定情報
は、電子装置２が通信ネットワーク１０を介して接続可能なサーバ装置に格納されていて
よい。予定情報検出部６０は、サーバ装置に格納される予定情報に通信ネットワーク１０
を介してアクセスして、ユーザが第１地理的エリアから第２地理的エリアへ移動する予定
を検出してもよい。必要に応じて電子装置２は、例えば後述の情報取得部５１によってサ
ーバ装置から予定情報をダウンロードし、予定情報格納部５１に格納してもよい。電子装
置２は、例えば、第２地理的エリアに移動する予定を検出した場合に、第２地理的エリア
に移動する以前のいずれかの時点に予定情報をダウンロードしてよい。
【００５１】
　また、他の実施形態の予定情報において、図５の（Ａ）及び図５の（Ｂ）に含む情報要
素のいずれかが省略されてもよい。例えば、情報要素「予定内容」、「エリアフラグ」、
「地域名」、「航空会社」及び「便名」の全て又はいずれかは、実施例の構成に応じて省
略してもよい。
【００５２】
　第１地理的エリアから第２地理的エリアへの移動の予定が検出された場合、情報取得部
６１は、第２地理的エリアへ移動する時期以前の時点で、第２地理的エリアにおける経路
情報及び地図情報を、経路検索サーバ４及び地図サーバ５からダウンロードする。すなわ
ち、情報取得部６１は、電子装置２が第１地理的エリア内に存在している間に、第２地理
的エリアにおける経路情報及び地図情報をダウンロードする。情報取得部６１は、通信部
４２を介してダウンロードした経路情報及び地図情報を経路情報格納部５２及び地図情報
格納部５３へ格納する。なお、経路情報格納部５２及び地図情報格納部５３は、位置依存
情報格納部の一例である。
【００５３】
　例えば、情報取得部６１は、ユーザの予定情報に含まれる第２地理的エリア内の各予定
の実施場所の間の移動のための経路情報や、各予定の実施場所の周辺の地図情報をダウン
ロードする。また、情報取得部６１は、第１移動の到着地点から、第２地理的エリア内で
予定される最初の予定の実施場所までの経路情報をダウンロードしてよい。同様に、情報
取得部６１は、第２地理的エリア内で予定される最後の予定の実施場所から、第２移動の
出発地点までの経路情報をダウンロードしてよい。
【００５４】
　また情報取得部６１は、ユーザの予定情報に含まれる第２地理的エリア内の各予定の実
施場所の座標情報を、経路検索サーバ４からダウンロードする。情報取得部６１は、ダウ
ンロードした座標情報を座標情報格納部５６へ格納する。
【００５５】
　情報取得部６１が経路情報、地図情報及び座標をダウンロードする時期は、センターサ
ーバ３により指定されてよい。例えば、センターサーバ３は、情報取得部６１がダウンロ
ードする時刻を指定する時刻情報を電子装置２へ送信してよい。電子装置２は、例えば第
２地理的エリアへ移動する前日のセンターサーバ３により指定された時刻に、経路情報、
地図情報及び座標情報をダウンロードしてよい。
【００５６】
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　次に、情報取得部６１の処理の例として、図５の（Ａ）及び（Ｂ）に示す予定情報に従
って経路情報、地図情報及び座標情報を取得する処理例を説明する。情報取得部６１は、
以下の取得処理（１）～（３）を実行する。
（１）第１移動の到着地点から第１移動後の最初の予定までの経路情報、地図情報及び座
標情報の取得処理
（２）第２地理的エリア内における経路情報、地図情報及び座標情報の取得処理
（３）第２移動前の最後の予定から第２移動の出発地点までの経路情報、地図情報及び座
標情報の取得処理
【００５７】
（１）第１移動の到着地点から第１移動後の最初の予定までの経路情報及び地図情報の取
得処理
　情報取得部６１は、第１移動後の最初の予定の予定情報を検出する。情報取得部６１は
、第１移動後の最初の予定の情報要素「到着空港」を指定する位置情報要求を経路検索サ
ーバ４へ送信する。情報取得部６１は、この経路検索要求に応じて経路検索サーバ４から
送信される座標情報を座標情報格納部５６へ格納する。
【００５８】
　また、情報取得部６１は、第１移動の到着地点から第１移動後の最初の予定の実施場所
までの経路情報を取得する。情報取得部６１は、第１移動後の最初の予定の情報要素「到
着空港」、「着日時」及び「場所」を、それぞれ「出発場所」、「出発時間」及び「到着
場所」として指定する経路検索要求を経路検索サーバ４へ送信する。情報取得部６１は、
この経路検索要求に応じて経路検索サーバ４から送信される経路情報を経路情報格納部５
２へ格納する。以下の説明において、ある予定の実施場所までの経路が取得済みであると
き、この予定を「経路取得済みの予定」と表記することがある。
【００５９】
　また、情報取得部６１は、第１移動後の最初の予定の情報要素「場所」を指定する地図
情報要求を地図サーバ５へ送信し、情報要素「場所」を中心とする地図情報を受信する。
情報取得部６１は、受信した地図情報を地図情報格納部５３へ格納する。
【００６０】
　図５の（Ａ）及び（Ｂ）に示す第１移動後の最初の予定は、予定項目番号＝「３」の予
定であり、「到着空港」、「着日時」及び「場所」は、それぞれ「ＥＥＥ国際空港国際空
港」、「２０１０年１２月１２日　７時５０分」及び「ＤＤＤ取引所」である。これらの
情報要素に応じて経路検索サーバ４から取得した経路情報の例を図６の（Ａ）に示す。
【００６１】
　第１案として、ＥＥＥ空港駅を２０１０年１２月１２日８時３０分に出発しＫＫＫ駅に
同９時１０分に到着する地下鉄（ＪＪＪ線）に乗った後に、ＬＬＬ通りを３分間歩いてＤ
ＤＤ取引所に同９時１３分に到着する経路情報が取得される。第２案として、ＥＥＥ空港
駅を同８時４０分に出発しＫＫＫ駅に同９時４０分に到着するバス（エアポート便）に乗
った後に、ＬＬＬ通りを３分間歩いてＤＤＤ取引所に同９時４３分に到着する経路情報が
取得される。情報取得部６１が図６の（Ａ）の経路情報を取得することにより、予定項目
番号＝「３」の予定は経路取得済みの経路となる。
【００６２】
　情報取得部６１は、予定項目番号＝「３」の予定情報の「場所」である「ＤＤＤ取引所
」を中心とする地図を地図サーバ５から受信する。地図情報は、所定の縮尺の地図の画像
を含む。情報取得部６１は、異なる縮尺Ｓ１～Ｓ８の地図情報を地図サーバ５から受信し
てよい。本明細書では、より大きな縮尺の地図ほどより縮小率が高いことを意味する。こ
ここで縮尺Ｓ１～Ｓ８間の関係は、Ｓ１＞Ｓ２＞Ｓ３＞Ｓ４＞Ｓ５＞Ｓ６＞Ｓ７＞Ｓ８で
あってよい。情報取得部６１は、受信した地図情報を地図情報格納部５３へ格納する。
【００６３】
　図７の（Ａ）～図７の（Ｅ）は、地図サーバ５から受信される地図情報の例を示す地図
情報の模式図である。例えば本例では、図７の（Ａ）の地図情報１１０の縮尺はＳ５であ
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り、図７の（Ｂ）及び図７の（Ｃ）の地図情報１１１および１１２の縮尺はＳ６であり、
図７の（Ｄ）及び図７の（Ｅ）の地図情報１１３および１１４の縮尺はＳ７である。
【００６４】
　本例では、図７の（Ｂ）及び図７の（Ｃ）の地図情報１１１および１１２は、図７の（
Ａ）の地図情報１１０が示す領域の一部を拡大する地図情報である。また、図７の（Ｄ）
及び図７の（Ｅ）の地図情報１１３および１１４は、図７の（Ｂ）の地図情報１１１が示
す領域の一部を拡大する地図情報である。本例のように、情報取得部６１は、予定情報の
「場所」を中心とする縮尺が比較的大きい地図情報が示す範囲を分割した複数の異なる範
囲について、縮尺が比較的小さい複数の地図情報を取得してもよい。
【００６５】
（２）第２地理的エリア内における経路情報及び地図情報の取得処理
　次に、情報取得部６１は、経路取得済みの予定の次の予定の情報要素「場所」を指定す
る位置情報要求を経路検索サーバ４へ送信する。情報取得部６１は、この経路検索要求に
応じて経路検索サーバ４から送信される座標情報を座標情報格納部５６へ格納する。
【００６６】
　また、情報取得部６１は、経路取得済みの予定の実施場所から第２地理的エリア内の次
の予定の実施場所への経路情報を取得する。情報取得部６１は、経路取得済みの予定の情
報要素「場所」を「出発場所」とし、経路取得済みの予定の次の予定の「場所」及び「開
始日時」を、それぞれ「到着場所」及び「到着時間」として指定する経路検索要求を経路
検索サーバ４へ送信する。情報取得部６１は、この経路検索要求に応じて経路検索サーバ
４から送信される経路情報を経路情報格納部５２へ格納する。
【００６７】
　また、情報取得部６１は、経路取得済みの予定の次の予定の情報要素「場所」を指定す
る地図情報要求を地図サーバ５へ送信し、この情報要素「場所」を中心とする地図情報を
受信する。情報取得部６１は、受信した地図情報を地図情報格納部５３へ格納する。
【００６８】
　図５の（Ａ）及び（Ｂ）に示す予定項目番号＝「３」の予定の「場所」は、「ＤＤＤ取
引所」である。また、次の予定である予定項目番号＝「４」の予定の「場所」及び「開始
日時」は、「ＦＦＦ連邦準備銀行」及び「２０１０年１２月１２日　１４時００分」であ
る。これらの情報要素に応じて経路検索サーバ４から取得した経路情報の例を図６の（Ｂ
）に示す。
【００６９】
　情報取得部６１は、ＤＤＤ取引所を同１３時５８分に出発して、ＭＭＭ通りを２分間歩
いてＦＦＦ連邦準備銀行に同１４時００分に到着する経路情報を取得する。情報取得部６
１は、予定項目番号＝「４」の予定情報の「場所」である「ＦＦＦ連邦準備銀行」を中心
とする地図を地図サーバ５から受信する。この場合、情報取得部６１は、ＤＤＤ取引所と
ＦＦＦ連邦準備銀行が近ければ、「ＤＤＤ取引所」を中心とする地図情報を取得した時と
同じ地図情報を取得してよい。
【００７０】
　以後、情報取得部６１は、第２移動前の最後の予定が経路取得済みになるまで「（２）
第２地理的エリア内における経路情報及び地図情報の取得処理」を繰り返す。
【００７１】
（３）第２移動前の最後の予定から第２移動の出発地点までの経路情報及び地図情報の取
得処理
　情報取得部６１は、第２移動後の最初の予定の予定情報を検出する。情報取得部６１は
、第２移動後の最初の予定の情報要素「出発空港」を指定する位置情報要求を経路検索サ
ーバ４へ送信する。情報取得部６１は、この経路検索要求に応じて経路検索サーバ４から
送信される座標情報を座標情報格納部５６へ格納する。
【００７２】
　情報取得部６１は、第２移動前の最後の予定の実施場所から第２移動の出発地点までの
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経路情報を取得する。情報取得部６１は、第２移動前の最後の予定の情報要素「場所」と
、第２移動後の最初の予定の情報要素「出発空港」及び「発日時」を、それぞれ「出発場
所」、「到着場所」及び「到着時間」として指定する経路検索要求を経路検索サーバ４へ
送信する。情報取得部６１は、この経路検索要求に応じて経路検索サーバ４から送信され
る経路情報を経路情報格納部５２へ格納する。
【００７３】
　また、情報取得部６１は、第２移動後の最初の予定の情報要素「出発空港」を指定する
地図情報要求を地図サーバ５へ送信し、情報要素「出発空港」を中心とする地図情報を受
信する。情報取得部６１は、受信した地図情報を地図情報格納部５３へ格納する。
【００７４】
　図５の（Ａ）及び（Ｂ）に示す第２移動前の最後の予定は、予定項目番号＝「５」の予
定であり、情報要素「場所」は「ＧＧＧホテル」である。第２移動後の最初の予定は、予
定項目番号＝「６」の予定であり、「出発空港」及び「発日時」は、それぞれ「ＥＥＥ国
際空港国際空港」及び「２０１０年１２月１３日　１１時１５分」である。これらの情報
要素に応じて経路検索サーバ４から取得した経路情報の例を図６の（Ｃ）に示す。
【００７５】
　第１案として、ＧＧＧホテルを２０１０年１２月１３日８時３０分に出発してＬＬＬ通
りを４分歩き、ＫＫＫ駅を同９時２０分に出発する地下鉄（ＪＪＪ線）に乗った後に、Ｅ
ＥＥ空港駅に同１０時００分に到着する経路情報が取得される。第２案として、ＧＧＧホ
テルを同８時４０分に出発してＬＬＬ通りを４分歩き、ＫＫＫ駅を同９時１５分に出発す
るバス（エアポート便）に乗った後に、ＥＥＥ空港駅に同１０時１５分に到着する経路情
報が取得される。
【００７６】
　情報取得部６１は、予定項目番号＝「６」の予定情報の「出発空港」である「ＥＥＥ国
際空港駅」を中心とする地図を地図サーバ５から受信する。情報取得部６１は、受信した
地図情報を地図情報格納部５３へ格納する。
【００７７】
　情報取得部６１は、経路検索サーバ４及び地図サーバ５から受信されて経路情報格納部
５２及び地図情報格納部５３に蓄積される情報量を測定し、測定された情報量を示す蓄積
情報量データを作成する。情報取得部６１は、作成した蓄積情報量データを蓄積情報格納
部５４に格納する。
【００７８】
　蓄積情報格納部５４に格納される蓄積情報量データの例を図８に示す。蓄積情報量デー
タは、情報要素「データ識別子」と「データ量」を有する。データ識別子は、経路検索サ
ーバ４及び地図サーバ５からダウンロードされたそれぞれの情報を識別する識別子である
。例えば、データ識別子「ｒ００１」は、図６の（Ａ）に示す「ＥＥＥ国際空港国際空港
」から「ＤＤＤ取引所」へ至る経路情報の識別子であり、データ識別子「ｒ００２」は、
図６の（Ｂ）に示す「ＤＤＤ取引所」から「ＦＦＦ連邦準備銀行」へ至る経路情報の識別
子である。また、データ識別子「ｒ００３」は、図６の（Ｃ）に示す「ＧＧＧホテル」か
ら「ＥＥＥ国際空港」へ至る経路情報の識別子である。
【００７９】
　またデータ識別子「ｍ１０１」～「ｍ５０１」は、それぞれ縮尺Ｓ１～Ｓ５の地図情報
の識別子である。データ識別子「ｍ６０１」～「ｍ６０４」は、縮尺Ｓ６の異なる範囲の
地図情報の識別子である。同様にデータ識別子「ｍ７０１」～「ｍ７０４」は、縮尺Ｓ７
の異なる範囲の地図情報の識別子である。また、データ識別子「ｍ８０１」～「ｍ８０４
」は、縮尺Ｓ８の異なる範囲の地図情報の識別子である。
【００８０】
　情報要素「データ量」は、それぞれのデータ識別子の情報のデータ量を示す。例えば、
図８に示す例では、データ識別子「ｒ００１」のデータ量は１２００バイトである。なお
、情報要素「データ量」は、電子装置２がアクセス可能な外部の記憶装置に、データ識別
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子に関連付けて記憶されていてよい。この場合、蓄積情報格納部５５から情報要素「デー
タ量」を省略することが可能である。例えば、外部の記憶装置は、電子装置２が通信ネッ
トワーク１０を介して接続可能なサーバ装置であってよい。
【００８１】
　また、情報取得部６１は、使用情報量データを作成し、使用情報格納部５５に格納する
。使用情報格納部５５に格納される使用情報量データの例を図９に示す。使用情報量デー
タは、蓄積情報量データに情報要素「使用済みフラグ」を追加したデータであってよい。
使用情報量データの場合においても、情報要素「データ量」が、電子装置２がアクセス可
能な外部の記憶装置にデータ識別子に関連付けて記憶されていてよい。
【００８２】
　あるデータ識別子の使用済みフラグが「ＯＦＦ」である場合、使用情報量データは、デ
ータ識別子に対応する情報が出力部３５から未だ出力されていないことを示す。あるデー
タ識別子の使用済みフラグが「ＯＮ」である場合、使用情報量データは、データ識別子に
対応する情報が出力部３５から出力済みであり、ユーザによって利用されたことを示す。
以下の説明において、使用済みフラグが「ＯＮ」にセットされた情報を、「使用済み情報
」と表記することがある。
【００８３】
　使用情報量データは、使用済みフラグによって使用済み情報の識別子を特定することに
よって使用済み情報の情報量を示す。情報取得部６１が、経路検索サーバ４及び地図サー
バ５からダウンロードした時点では、全ての使用情報量データの使用済みフラグは「ＯＦ
Ｆ」である。
【００８４】
　図４を参照する。出力情報制御部６２は、測位部４３により測定された電子装置２の位
置に応じて、経路情報格納部５２及び地図情報格納部５３から、それぞれ経路情報及び地
図情報を読み出して出力部３５を経由して出力する。
【００８５】
　出力情報制御部６２は、測位部４３により測定された電子装置２の位置情報に基づき電
子装置２が第２地理的エリア内に位置するか否かを判断する。出力情報制御部６２は、電
子装置２が第２地理的エリア内に位置すると判断したとき、経路情報格納部５２及び地図
情報格納部５３に格納された経路情報及び地図情報をユーザに表示する位置情報サービス
を開始してよい。
【００８６】
　ある実施例では、電子装置２が第２地理的エリア内に位置すると判断したとき、出力情
報制御部６２は、経路情報をユーザに表示する位置情報サービスの利用をユーザに促すメ
ッセージを出力部３５から出力してよい。ユーザが位置情報サービスの利用を選択する操
作を入力部４１にて行ったとき、出力情報制御部６２は、位置情報サービスの提供を開始
してよい。
【００８７】
　出力情報制御部６２は、予定情報に登録されている各予定の実施場所へ至る経路情報を
、経路情報格納部５２から読み出して出力部３５を介して出力する。図６の（Ａ）～図６
の（Ｃ）の経路情報が経路情報格納部５２に格納されている場合、出力情報制御部６２は
、始めに第１移動後の最初の予定である予定項目番号「３」の予定の実施場所であるＤＤ
Ｄ取引所へ至る経路情報である図６の（Ａ）の経路情報を出力する。
【００８８】
　出力情報制御部６２は、測位部４３により測定された電子装置２の位置情報と、座標情
報格納部５６に格納された各予定の実施場所の座標情報とを比較する。測定された電子装
置２の位置情報と各予定の実施場所の座標情報との距離が所定の範囲内に入ったとき、出
力情報制御部６２は、実施場所に到達したと判定してよい。出力情報制御部６２は、各予
定の実施場所に到達したとき、予定情報に登録されている次の予定の実施場所へ至る経路
情報を経路情報格納部５２から読み出して、出力部３５を介して出力する。
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【００８９】
　例えば、出力情報制御部６２は、図６の（Ａ）の経路情報を出力した後、測位部４３に
より測定された電子装置２の位置情報と、予定項目番号「３」の予定の実施場所であるＤ
ＤＤ取引所について座標情報格納部５６に格納された座標情報とを比較する。電子装置２
の位置とＤＤＤ取引所の座標情報との距離が所定範囲内になったとき、出力情報制御部６
２はユーザがＤＤＤ取引所に到達したと判定し、次の予定である予定項目番号「４」の予
定の実施場所へ至る経路情報である図６の（Ｂ）の経路情報を出力する。
【００９０】
　また出力情報制御部６２は、地図情報格納部５３に格納された地図情報の範囲内に、電
子装置２が位置するか否かを判断する。格納された地図情報の範囲内に電子装置２が位置
する場合、出力情報制御部６２は、地図情報をユーザに表示する位置情報サービスの利用
をユーザに促すメッセージを出力部３５から出力してよい。ユーザが位置情報サービスの
利用を選択する操作を入力部４１にて行ったとき、出力情報制御部６２は、位置情報サー
ビスの提供を開始してよい。
【００９１】
　以後、出力情報制御部６２は、地図情報格納部５３に格納された地図情報の範囲内に電
子装置２が位置する場合に、地図情報を出力部３５から出力する。出力情報制御部６２は
、継続的に電子装置２の現在位置の位置情報を取得して、取得した現在位置に応じた地図
情報を地図情報格納部５３から読み出す。そして、出力情報制御部６２は、読み出した地
図情報を出力部３５を介して出力する。
【００９２】
　出力情報制御部６２は、ユーザが入力部４１を介して行う地図の縮尺を変更する操作入
力を受け付けてもよい。縮尺を変更する操作入力を受け付けたとき、出力情報制御部６２
は、変更後の縮尺の地図情報を地図情報格納部５３から読み出して出力部３５へ出力して
よい。このとき、出力情報制御部６２は、電子装置２の現在位置が出力範囲の中心となる
ように出力範囲を調整してよい。
【００９３】
　出力情報制御部６２は、各予定の実施場所に到達する度に、次の予定が第１地理的エリ
アの予定か否かを判断する。例えば出力情報制御部６２は、次の予定の情報要素「エリア
フラグ」を参照することにより、次の予定が第１地理的エリアの予定であるか否かを判断
してよい。他の実施例では、出力情報制御部６２は、次の予定の情報要素「場所」を参照
することにより、次の予定が第１地理的エリアの予定であるか否かを判断してよい。
【００９４】
　出力情報制御部６２は、次の予定が第１地理的エリアの予定である場合、すなわち第２
移動後の最初の予定である場合、第２移動前の最後の予定から第２移動の出発地点までの
経路情報を、経路情報格納部５２から読み出して出力部３５を介して出力する。
【００９５】
　例えば、出力情報制御部６２は、図５の（Ａ）及び図５の（Ｂ）の予定項目番号「５」
の予定の実施場所、すなわちＧＧＧホテルへ至った場合、次の予定である予定項目番号「
６」の予定が第１地理的エリアの予定であると判断する。出力情報制御部６２は、第２移
動前の最後の予定から第２移動の出発地点までの経路情報である、図６の（Ｃ）の経路情
報を出力する。
【００９６】
　出力情報制御部６２は、経路情報格納部５２及び地図情報格納部５３から情報を読み出
す際に、使用情報量格納部５５に格納される使用情報量データを更新する。出力情報制御
部６２は、読み出された情報の識別子について記憶される使用済みフラグの値を「ＯＮ」
にセットし、読み出された情報が使用済み情報であることを記憶する。
【００９７】
　使用情報量送信部６３は、第２地理的エリアから第１地理的エリアへ移動する第２移動
が行われたか否かを判断する。例えば、使用情報量送信部６３は、測位部４３により測定
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された電子装置２の位置に基づき、電子装置２が第１地理的エリア内に位置するか否かを
判断してよい。電子装置２が第１地理的エリアに位置するとき、使用情報量送信部６３は
、出力部３５を介して第２移動が行われたか否かをユーザに紹介するメッセージを出力し
てよい。第２移動が行われた旨をユーザが回答する操作を入力部４１にて行ったとき、使
用情報量送信部６３は第２移動が行われたと判断してよい。
【００９８】
　第２移動が行われたと判断された場合、使用情報量送信部６３は、使用情報量格納部５
５に格納される使用情報量データを参照することにより使用済み情報の情報量を判断する
。使用情報量データの情報要素「データ量」が外部の記憶装置に記憶されている場合には
、使用情報量送信部６３は、外部の記憶装置にアクセスして使用済み情報の情報量データ
を取得する。
【００９９】
　使用情報量送信部６３は、使用済み情報の情報量を示す情報量データを、情報配信シス
テム１から電子装置２が取得した情報の情報量データとして、通信部４２を介して課金サ
ーバ６へ送信する。課金サーバ６は、使用情報量送信部６３から送信された情報量データ
に応じて、第２地理的エリア内で電子装置２によって使用された情報の課金金額を決定す
る。
【０１００】
　続いて、情報配信システム１において行われる処理について説明する。始めに、第１地
理的エリアにおいて電子装置２が経路情報及び地図情報を蓄積する場合の処理について説
明する。図１０は、経路情報及び地図情報を蓄積する処理の説明図である。なお、他の実
施態様においては、下記のオペレーションＡＡ～ＡＭの各オペレーションはステップであ
ってもよい。
【０１０１】
　オペレーションＡＡにおいて、処理制御部４４は、入力部４１を介してユーザから入力
される、情報配信システム１のサービス利用のための設定入力を受け付ける。サービス利
用のための設定入力は、例えば、サービルの利用規約をユーザが承認したことを示す操作
入力や、ユーザの登録情報の入力であってよい。
【０１０２】
　オペレーションＡＢにおいて、処理制御部４４の予定情報検出部６０は、予冷情報格納
部５１から予定情報を読み出す。オペレーションＡＣにおいて予定情報検出部６０は、第
１地理的エリアから第２地理的エリアへの第１移動の予定を検出する。第１移動の予定が
あるとき、オペレーションＡＤにおいて、情報取得部６１は、第２地理的エリア内におけ
る経路情報及び地図情報をダウンロードする時刻を指定する時刻情報をセンターサーバ３
から受信する。
【０１０３】
　第１移動の期日よりも所定期間前の、センターサーバ３から受信した時刻情報の時刻が
到来した時、オペレーションＡＥにおいて情報取得部６１は、予冷情報格納部５１から予
定情報を読み出す。以下のオペレーションＡＤ～ＡＭにおいて情報取得部６１は、上記の
取得処理（１）～（３）を実行する。
【０１０４】
　オペレーションＡＦにおいて情報取得部６１は、第２地理的エリア内の各地点への経路
情報を要求する経路検索要求を経路検索サーバ４へ送信する。オペレーションＡＧにおい
て経路検索サーバ４は、それぞれの経路検索要求に対して経路情報を電子装置２へ送信す
る。オペレーションＡＨにおいて、情報取得部６１は、受信した経路情報を経路情報格納
部５２へ格納する。
【０１０５】
　オペレーションＡＩにおいて情報取得部６１は、第２地理的エリア内における地図情報
を要求する地図情報要求を地図サーバ５へ送信する。オペレーションＡＪにおいて地図サ
ーバ５は、それぞれの地図情報要求に対して地図情報を電子装置２へ送信する。オペレー
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ションＡＫにおいて情報取得部６１は、受信した地図情報を地図情報格納部５３へ格納す
る。
【０１０６】
　オペレーションＡＬにおいて情報取得部６１は、経路情報及び地図情報を受信したとき
これらの情報量を示す蓄積情報量データを蓄積情報量格納部５４に格納する。オペレーシ
ョンＡＭにおいて情報取得部６１は、蓄積情報量データに対応する使用情報量データを使
用情報量格納部５５へ格納する。
【０１０７】
　次に、第２地理的エリアにおいてユーザが経路情報及び地図情報を利用する場合の電子
装置２の処理について説明する。図１１は、経路情報及び地図情報の利用時に行われる処
理の第１例の説明図である。なお、他の実施態様においては、下記のオペレーションＢＡ
～ＢＯの各オペレーションはステップであってもよい。
【０１０８】
　オペレーションＢＡにおいて、測位部４３は、電子装置２の位置を測定する。オペレー
ションＢＢにおいて出力情報制御部６２は、測位部４３により測定された位置情報に従っ
て、電子装置２が第２地理的エリア内に位置するか否かを判断する。電子装置２が第２地
理的エリア内に位置するとき（オペレーションＢＢ：Ｙ）、処理はオペレーションＢＣへ
進む。電子装置２が第２地理的エリア内に位置していないとき（オペレーションＢＢ：Ｎ
）、処理は終了する。
【０１０９】
　オペレーションＢＣにおいて出力情報制御部６２は、経路情報をユーザに表示するサー
ビスの利用をユーザに促すメッセージを出力部３５から出力し、ユーザが経路情報の利用
を選択する操作を受け付ける。また、地図情報格納部５３に格納された地図情報の範囲内
に電子装置２が入ったとき、オペレーションＢＤにおいて出力情報制御部６２は、地図情
報をユーザに表示するサービスの利用をユーザに促すメッセージを出力部３５から出力す
る。出力情報制御部６２は、ユーザが地図情報の利用を選択する操作を受け付ける。
【０１１０】
　オペレーションＢＥにおいて出力情報制御部６２は、ユーザが経路情報の利用を選択し
たか否かを判断する。ユーザが経路情報の利用を選択した場合（オペレーションＢＥ：Ｙ
）、処理はオペレーションＢＦへ進む。ユーザが経路情報の利用を選択しない場合（オペ
レーションＢＥ：Ｎ）、処理はオペレーションＢＩへ進む。
【０１１１】
　オペレーションＢＦにおいて出力情報制御部６２は、上記取得処理（１）において取得
した第１移動の到着地点から第１移動後の最初の予定までの経路情報を、経路情報格納部
５２から読み出す。オペレーションＢＧにおいて出力情報制御部６２は、読み出した経路
情報を出力部３５から出力する。オペレーションＢＨにおいて出力情報制御部６２は、使
用情報量格納部５５に格納される使用情報量データ中の、オペレーションＢＦにおいて読
み出した経路情報の使用済みフラグをＯＮにセットすることによって、使用情報量データ
を更新する。
【０１１２】
　オペレーションＢＩにおいて出力情報制御部６２は、ユーザが地図情報の利用を選択し
たか否かを判断する。ユーザが地図情報の利用を選択した場合（オペレーションＢＩ：Ｙ
）、処理はオペレーションＢＪへ進む。ユーザが地図情報の利用を選択しない場合（オペ
レーションＢＩ：Ｎ）、処理はオペレーションＢＫへ進む。
【０１１３】
　オペレーションＢＪにおいて出力情報制御部６２は、地図情報を出力する処理を実行す
る。図１２は、地図情報を出力する処理の説明図である。なお、他の実施態様においては
、下記のオペレーションＣＡ～ＣＧの各オペレーションはステップであってもよい。
【０１１４】
　オペレーションＣＡにおいて測位部４３は、電子装置２の位置を測定する。オペレーシ
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ョンＣＢにおいて出力情報制御部６２は、電子装置２が、地図情報格納部５３に格納され
た地図情報の表示範囲内に位置するか否かを判定する。電子装置２が表示範囲内に位置す
る場合（オペレーションＣＢ：Ｙ）、処理はオペレーションＣＣへ進む。電子装置２が表
示範囲内に位置しない場合（オペレーションＣＢ：Ｎ）、処理は終了する。
【０１１５】
　オペレーションＣＣにおいて出力情報制御部６２は、ユーザによる地図の縮尺の変更指
示があるか否かを判定する。変更指示がある場合（オペレーションＣＣ：Ｙ）、処理はオ
ペレーションＣＤへ進む。変更指示がない場合（オペレーションＣＣ：Ｎ）、処理はオペ
レーションＣＥへ進む。
【０１１６】
　オペレーションＣＤにおいて出力情報制御部６２は、地図情報格納部５３から読み出す
地図情報の縮尺を設定する。その後処理はオペレーションＣＥへ進む。オペレーションＣ
Ｅにおいて出力情報制御部６２は、地図情報格納部５３から地図情報を読み出す。オペレ
ーションＣＦにおいて出力情報制御部６２は、読み出した地図情報を出力部３５から出力
する。このとき、出力情報制御部６２は、電子装置２の現在位置が出力範囲の中心となる
ように出力範囲を調整してよい。
【０１１７】
　オペレーションＣＧにおいて出力情報制御部６２は、使用情報量格納部５５に格納され
る使用情報量データ中の、オペレーションＣＥにおいて読み出した地図情報の使用済みフ
ラグをＯＮにセットすることによって、使用情報量データを更新する。
【０１１８】
　図１１を参照する。オペレーションＢＫにおいて出力情報制御部６２は、経路情報を表
示する予定項目番号を指定する変数ｉの値を、第１移動後の最初の予定の予定項目番号に
指定する。図５の（Ａ）及び図５の（Ｂ）に示す予定情報の場合、変数ｉの値は「３」と
なる。
【０１１９】
　オペレーションＢＬにおいて出力情報制御部６２は、ユーザが経路情報の利用を選択し
たか否かを判断する。ユーザが経路情報の利用を選択した場合（オペレーションＢＬ：Ｙ
）、処理はオペレーションＢＭへ進む。ユーザが経路情報の利用を選択しない場合（オペ
レーションＢＬ：Ｎ）、処理はオペレーションＢＮへ進む。
【０１２０】
　オペレーションＢＭにおいて出力情報制御部６２は、経路情報を出力する処理を実行す
る。図１３は、経路情報を出力する処理の説明図である。なお、他の実施態様においては
、下記のオペレーションＤＡ～ＤＨの各オペレーションはステップであってもよい。
【０１２１】
　オペレーションＤＡにおいて測位部４３は、電子装置２の位置を測定する。オペレーシ
ョンＤＢにおいて出力情報制御部６２は、ｉ番目の予定の実施場所の座標情報と測定され
た電子装置２の位置情報を比較し、ｉ番目の予定の実施場所に至ったか否かを判定する。
ｉ番目の予定の実施場所に至った場合（オペレーションＤＢ：Ｙ）には、処理はオペレー
ションＤＣへ移行する。ｉ番目の予定の実施場所に至っていない場合（オペレーションＤ
Ｂ：Ｎ）には、処理はオペレーションＤＧへ移行する。
【０１２２】
　オペレーションＤＣにおいて出力情報制御部６２は、経路情報を表示する予定項目番号
を指定する変数ｉの値を「１」増加させることにより、経路情報を表示する予定を、次の
予定に設定する。
【０１２３】
　オペレーションＤＤにおいて出力情報制御部６２は、第ｉ番目の予定が、第２移動後の
最初の予定であるか否かを判定する。第ｉ番目の予定が第２移動後の最初の予定である場
合（オペレーションＤＤ：Ｙ）には、処理はオペレーションＤFへ進む。第ｉ番目の予定
が第２移動後の最初の予定でない場合（オペレーションＤＤ：Ｎ）には、処理はオペレー
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ションＤＥへ進む。
【０１２４】
　オペレーションＤＥにおいて出力情報制御部６２は、上記取得処理（２）において取得
した第ｉ番目の予定の実施場所までの経路情報を経路情報格納部５２から読み出す。その
後処理はオペレーションＤＧへ進む。オペレーションＤＦにおいて出力情報制御部６２は
、上記取得処理（３）において取得した第２移動前の最後の予定から第２移動の出発地点
までの経路情報を経路情報格納部５２から読み出す。その後処理はオペレーションＤＧへ
進む。オペレーションＤＧにおいて出力情報制御部６２は、読み出した経路情報を出力部
３５から出力する。
【０１２５】
　オペレーションＤＨにおいて、使用情報量格納部５５に格納される使用情報量データ中
の、オペレーションＤＥ又はオペレーションＤＦにおいて読み出した経路情報の使用済み
フラグをＯＮにセットすることによって使用情報量データを更新する。
【０１２６】
　図１１を参照する。オペレーションＢＮにおいて出力情報制御部６２は、ユーザが地図
情報の利用を選択したか否かを判断する。ユーザが地図情報の利用を選択した場合（オペ
レーションＢＮ：Ｙ）、処理はオペレーションＢＯへ進む。ユーザが地図情報の利用を選
択しない場合（オペレーションＢＮ：Ｎ）、処理はオペレーションＢＬへ戻る。オペレー
ションＢＯにおいて出力情報制御部６２は、地図情報を出力する処理を実行する。オペレ
ーションＢＯの処理は、図１２を参照して説明したオペレーションＢＪの処理と同様であ
る。オペレーションＢＯの後、処理はオペレーションＢＬへ戻る。
【０１２７】
　次に、第２地理的エリアにおいてユーザが経路情報及び地図情報を利用する場合の電子
装置２処理について説明する。
【０１２８】
　次に、第２移動の後に第１地理的エリアにて実行される課金処理について説明する。図
１４は課金処理の説明図である。なお、他の実施態様においては、下記のオペレーション
ＥＡ～ＥＦの各オペレーションはステップであってもよい。
【０１２９】
　オペレーションＥＡにおいて測位部４３は、電子装置２の位置を測定する。オペレーシ
ョンＥＢにおいて使用情報量送信部６３は、電子装置２の位置情報を受信する。オペレー
ションＥＣにおいて使用情報量送信部６３は、第２地理的エリアから第１地理的エリアへ
移動する第２移動が行われたか否かを判断する。
【０１３０】
　第２移動が行われたと判断された場合、オペレーションＥＤにおいて使用情報量送信部
６３は、使用情報量格納部５５に格納される使用情報量データを参照することにより、使
用済み情報の情報量を判断する。オペレーションＥＥにおいて使用情報量送信部６３は、
使用済み情報の情報量を示す情報量データを課金サーバ６へ送信する。オペレーションＥ
Ｆにおいて課金サーバ６は、使用情報量送信部６３から送信された情報量データに応じて
課金処理を行う。
【０１３１】
　本実施例によれば、電子装置２は、第１地理的エリア内に位置するときに蓄積した第２
地理的エリアの位置依存情報を使用して、第２地理的エリア内で位置情報サービスを利用
することが可能となる。また位置情報サービスの課金処理も第１地理的エリア内に位置す
るときに実施される。このため電子装置２は、第２地理的エリア内で位置情報サービスを
利用する際に、第２地理的エリア内の通信サービスの使用を省略することができる。した
がって、第２地理的エリア内の通信サービスを介して位置情報サービスを受けることがで
きない場合や、そのような位置情報サービスを受ける事がユーザにとって望ましくない場
合であっても、ユーザは位置情報サービスを受けることが可能となる。
【０１３２】
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　また、本実施例によれば、第１地理的エリアで蓄積した第２地理的エリアの位置依存情
報のうち、どの情報を第２地理的エリアで実際に利用したのかを記憶するため、実際の利
用実態に即して課金金額を決定することができる。このため、ユーザが利用しなかった情
報についての過大な課金が発生することを防止することができる。
【０１３３】
　ユーザが利用しそうな情報を多めに予想して電子装置２に蓄積させても、ユーザが実際
に利用しない情報について課金を発生させることを防止することができる。このため、よ
り多くの情報を電子装置２に蓄積させて利便性の高い位置情報サービスを提供することが
できる。
【０１３４】
　次に、電子装置２の他の実施例について説明する。図１５は、電子装置の第２構成例を
示す図である。図４に示す構成要素と同一の構成要素については同一の参照符号を付する
。同一の参照符号が付された構成要素の動作は、特に説明しない限り同じである。電子装
置２は、起動検出部４５を備える。また処理制御部４４は、位置判断部６４を備える。
【０１３５】
　位置判断部６４は、測位部４３による電子装置２の測位結果を受信する。また、位置判
断部６４は、座標情報格納部５６に格納された第２地理的エリア内のいずれかの場所の座
標情報を座標情報格納部５６から読み出す。位置判断部６４は、座標情報格納部５６から
読み出した座標情報と電子装置２の測位結果とを比較して、電子装置２が第２地理的エリ
アに位置するか否かを判断する。そして出力情報制御部６２は、位置判断部６４によって
電子装置２が第２地理的エリアに位置すると判断される場合に、経路情報格納部５２及び
地図情報格納部５３に格納された経路情報及び地図情報をユーザに表示する位置情報サー
ビスを開始する。
【０１３６】
　位置判断部６４が座標情報格納部５６から読み出して測位結果と比較する座標情報は、
予定情報に登録される各予定の実施場所について、座標情報格納部５６に格納された座標
情報であってよい。また、位置判断部６４が座標情報格納部５６から読み出して測位結果
と比較する座標情報は、第１移動後の最初の予定の情報要素「到着空港」について座標情
報格納部５６に格納された場所情報であってよい。すなわち、座標情報は、第１移動の到
着地点の座標情報であってよい。第１移動の到着地点は、例えば、第１移動に利用する交
通機関の第２地理的エリア内の発着場であってよい。
【０１３７】
　起動検出部４５は、電子装置２の電源がオフからオンに切り替わったことを検出する。
位置判断部６４は、起動検出部４５により電子装置２の電源がオンに切り替わった場合に
のみ、電子装置２が第２地理的エリアに位置するか否かを判断してよい。第１地理的エリ
アから第２地理的エリアへの移動に航空機が利用される場合には、移動中は電子装置２の
電源がオフ状態にされ、第２地理的エリアへ到着したときに電子装置２の電源がオンに切
り換えられる。
【０１３８】
　したがって、電子装置２の電源がオンに切り換えられるタイミングで電子装置２の位置
を判断することによって、第２地理的エリアへの移動に利用した航空機の到着空港に電子
装置２が位置すると推定することができる。
【０１３９】
　図１６は、経路情報及び地図情報の利用時に行われる処理の第２例の説明図である。な
お、他の実施態様においては、下記のオペレーションＦＡ～ＦＰの各オペレーションはス
テップであってもよい。
【０１４０】
　オペレーションＦＡにおいて起動検出部４５は、電子装置２の電源がオフからオンに切
り替わったか否かを判断する。電子装置２の電源がオフからオンに切り替わった場合（オ
ペレーションＦＡ：Ｙ）には、処理はオペレーションＦＢへ進む。電子装置２の電源がオ
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ションＦＡへ戻る。
【０１４１】
　オペレーションＦＢにおいて測位部４３は、電子装置２の位置を測定する。オペレーシ
ョンＦＣにおいて位置判断部６４は、電子装置２が第２地理的エリア内に位置するか否か
を判断する。電子装置２が第２地理的エリア内に位置するとき（オペレーションＦＣ：Ｙ
）、処理はオペレーションＦＤへ進み、位置情報サービスが開始される。電子装置２が第
２地理的エリア内に位置していないとき（オペレーションＦＣ：Ｎ）、処理は終了する。
以下のオペレーションＦＤ～ＦＰは、図１１を参照して説明したオペレーションＢＣ～Ｂ
Ｏと同様である。
【０１４２】
　本実施例によれば、電子装置２が第２地理的エリアに位置する場合にのみ、経路情報格
納部５２及び地図情報格納部５３に格納された情報を提供する位置情報サービスを開始さ
れる。したがって、第２地理的エリアと異なるエリアにおいて誤ってサービスが開始され
てしまうことによる課金処理の誤りが防止される。
【０１４３】
　また本実施例によれば、予定どおり第２地理的エリアへの移動に利用した航空機の到着
空港に電子装置２が位置すると検出したときから位置情報サービスを開始することが可能
となる。したがって、ユーザが予定と異なる行動をとっている場合には位置情報サービス
が開始しないため、無用な情報の表示による課金の発生を防止することができる。
【０１４４】
　ここに記載されている全ての例及び条件的な用語は、読者が、本発明と技術の進展のた
めに発明者により与えられる概念とを理解する際の助けとなるように、教育的な目的を意
図したものであり、具体的に記載されている上記の例及び条件、並びに本発明の優位性及
び劣等性を示すことに関する本明細書における例の構成に限定されることなく解釈される
べきものである。本発明の実施例は詳細に説明されているが、本発明の精神及び範囲から
外れることなく、様々な変更、置換及び修正をこれに加えることが可能であると解すべき
である。
【符号の説明】
【０１４５】
　１　　情報配信システム
　２　　電子装置
　３　　センターサーバ
　４　　経路検索サーバ
　５　　地図サーバ
　６　　課金サーバ
　１０　　通信ネットワーク
　２０　　ＧＰＳ衛星
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