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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　経緯度と画像上の座標位置との対応付けがされている地図画像、集合施設の階毎の案内
図画像である集合施設内画像、並びに、地点及び施設に関する情報が記述されたＰＯＩ情
報を格納又はネットワークを介して外部から取得するデータ保持手段と、
　上記地図画像、集合施設内画像及びＰＯＩ情報を表示する表示手段と、
　上記表示手段に表示する内容を制御する制御手段と、
　上記ＰＯＩ情報の選択・非選択の状態を記憶するメモリと、
　ユーザの操作によって一のＰＯＩ情報を選択させ、他のＰＯＩ情報が選択された場合に
は上記一のＰＯＩ情報を非選択とし他のＰＯＩ情報を選択する状態へと切り替える選択・
切替手段とを備え、
　上記ＰＯＩ情報には、地点及び施設の名称と経緯度とが記述され、上記集合施設内に存
在する施設に関するＰＯＩ情報には、さらに、その施設が存在する集合施設、その施設が
存在する階、並びに、その施設が存在する集合施設内画像上の座標が記述されており、
　上記制御手段は、
　上記地図画像及び上記集合施設内画像をユーザの入力制御に応じて表示し、
　上記地図画像が表示されているときには、選択されているＰＯＩ情報に記述されている
経緯度により特定される地図画像上のポイントに対してマーカを表示し、
　上記集合施設内画像を表示しているときには、選択されているＰＯＩ情報に記述されて
いる階及び座標により特定される集合施設内画像上のポイントに対してマーカを表示し、
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　装置を起動終了後に再度起動させるとき、選択されていた状態のＰＯＩ情報を上記記憶
メモリから読み出して表示し、
　上記集合施設内の複数階に亘って存在する施設に関するＰＯＩ情報には、その施設が存
在する階が複数記述されている案内情報提供装置。
【請求項２】
　情報格納媒体に格納され又はネットワークを介して外部から提供される、経緯度と画像
上の座標位置との対応付けがされている地図画像、集合施設の階毎の案内図画像である集
合施設内画像、並びに、地点及び施設に関する情報が記述されたＰＯＩ情報を、ユーザに
表示するようにコンピュータを機能させるプログラムであり、
　ユーザの操作によって一のＰＯＩ情報を選択させ、他のＰＯＩ情報が選択された場合に
は上記一のＰＯＩ情報を非選択とし他のＰＯＩ情報を選択する状態へと切り替えてなり、
　上記ＰＯＩ情報には、地点及び施設の名称と経緯度とが記述され、上記集合施設内に存
在する施設に関するＰＯＩ情報には、さらに、その施設が存在する集合施設、その施設が
存在する階、並びに、その施設が存在する集合施設内画像上の座標が記述されており、
　上記地図画像及び上記集合施設内画像をユーザの入力制御に応じて表示し、
　上記地図画像が表示されているときには、選択されているＰＯＩ情報に記述されている
経緯度により特定される地図画像上のポイントに対してマーカを表示し、
　上記集合施設内画像を表示しているときには、選択されているＰＯＩ情報に記述されて
いる階及び座標により特定される集合施設内画像上のポイントに対してマーカを表示し、
　装置を起動終了後に再度起動させるとき、選択されていた状態のＰＯＩ情報を表示させ
、
　上記集合施設内の複数階に亘って存在する施設に関するＰＯＩ情報には、その施設が存
在する階が複数記述されるようにコンピュータを機能させる案内情報提供プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地図画像、並びに、地点や施設等のユーザの興味対象となるポイントに関す
る関連情報を電子的に提供する案内情報提供装置及びプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　地図画像を電子的に提供する装置として、旅行用や車載用のナビゲーション装置が近年
広く提供されている。このようなナビゲーション装置は、単に地図画像を表示するのみで
はなく、施設、店舗、観光地、場所等のユーザが興味を抱くと思われる地点や施設等に関
する情報（Point Of Interest（ＰＯＩ）情報）も提供する。従来のナビゲーション装置
等では、ＰＯＩ情報と地図画像とのリンクを形成しておき、地図画像上にマーカを表示し
て店舗や施設の場所をユーザに知らせている。
【０００３】
　ところで、ビルディング、百貨店、ショッピングモール、ショッピングセンター等の店
舗や施設等が多数集合した集合施設内に、ＰＯＩ情報として提供している店舗が存在する
場合がある。従来のナビゲーション装置では、このような集合施設内の店舗の場所をユー
ザに提示する場合、その集合施設の位置までしか地図画像で提示することができなかった
。そのため、ユーザは、集合施設内の店舗の詳細な場所を視覚的に認識することができな
かった。
　この分野の先行技術文献として、下記のものがある。
【特許文献１】特開２００３－１４４８１号公報
【特許文献２】特開２００２－２６７４８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、施設及び地点等のユーザの興味対象となるポイントを地図画像上にマーカで



(3) JP 4192731 B2 2008.12.10

10

20

30

40

50

表すとともに、その興味対象位置が集合施設内にあったとしても、その集合施設内の詳細
な位置まで視覚的にユーザに提示することができる案内情報提供装置及びプログラムを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の案内情報提供装置は、経緯度と画像上の座標位置との対応付けがされている地
図画像、集合施設の階毎の案内図画像である集合施設内画像、並びに、地点及び施設に関
する情報が記述されたＰＯＩ情報を格納又はネットワークを介して外部から取得するデー
タ保持手段と、上記地図画像、集合施設内画像及びＰＯＩ情報を表示する表示手段と、上
記表示手段に表示する内容を制御する制御手段と、上記ＰＯＩ情報の選択・非選択の状態
を記憶するメモリと、ユーザの操作によって一のＰＯＩ情報を選択させ、他のＰＯＩ情報
が選択された場合には上記一のＰＯＩ情報を非選択とし他のＰＯＩ情報を選択する状態へ
と切り替える選択・切替手段とを備える。
【０００６】
　上記ＰＯＩ情報には、地点及び施設の名称と経緯度とが記述され、上記集合施設内に存
在する施設に関するＰＯＩ情報には、さらに、その施設が存在する集合施設、その施設が
存在する階、並びに、その施設が存在する集合施設内画像上の座標が記述されている。
【０００７】
　上記制御手段は、上記地図画像及び上記集合施設内画像をユーザの入力制御に応じて表
示し、上記地図画像が表示されているときには、選択されているＰＯＩ情報に記述されて
いる経緯度により特定される地図画像上のポイントに対してマーカを表示し、上記集合施
設内画像を表示しているときには、選択されているＰＯＩ情報に記述されている階及び座
標により特定される集合施設内画像上のポイントに対してマーカを表示し、装置を起動終
了後に再度起動させるとき、選択されていた状態のＰＯＩ情報を表示する。上記集合施設
内の複数階に亘って存在する施設に関するＰＯＩ情報には、その施設が存在する階が複数
記述されている。
【０００８】
　本発明に係る情報格納媒体に格納され又はネットワークを介して外部から提供される、
経緯度と画像上の座標位置との対応付けがされている地図画像、集合施設の階毎の案内図
画像である集合施設内画像、並びに、地点及び施設に関する情報が記述されたＰＯＩ情報
を、ユーザに表示するようにコンピュータを機能させるプログラムは、ユーザの操作によ
って一のＰＯＩ情報を選択させ、他のＰＯＩ情報が選択された場合には上記一のＰＯＩ情
報を非選択とし他のＰＯＩ情報を選択する状態へと切り替えてなり、上記ＰＯＩ情報には
、地点及び施設の名称と経緯度とが記述され、上記集合施設内に存在する施設に関するＰ
ＯＩ情報には、さらに、その施設が存在する集合施設、その施設が存在する階、並びに、
その施設が存在する集合施設内画像上の座標が記述されており、上記地図画像及び上記集
合施設内画像をユーザの入力制御に応じて表示し、上記地図画像が表示されているときに
は、選択されているＰＯＩ情報に記述されている経緯度により特定される地図画像上のポ
イントに対してマーカを表示し、上記集合施設内画像を表示しているときには、選択され
ているＰＯＩ情報に記述されている階及び座標により特定される集合施設内画像上のポイ
ントに対してマーカを表示し、装置を起動終了後に再度起動させるとき、選択されていた
状態のＰＯＩ情報を表示させ、上記集合施設内の複数階に亘って存在する施設に関するＰ
ＯＩ情報には、その施設が存在する階が複数記述されるようにコンピュータを機能させる
。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の案内情報提供装置及びプログラムでは、集合施設の各階の案内図画像である集
合施設内画像を表示し、さらに、集合施設内に存在する施設に関するＰＯＩ情報には、そ
の施設が存在する集合施設、その施設が存在する階及びその施設が存在する集合施設内画
像上の座標を記述しておく。そして、地図画像が表示されているときには、選択されてい
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るＰＯＩ情報に記述されている経緯度により特定される地図画像上のポイントに対してマ
ーカを表示し、集合施設内画像を表示しているときには、選択されているＰＯＩ情報に記
述されている階及び座標により特定される集合施設内画像上のポイントに対してマーカを
表示する。
【００１０】
　このことにより本発明の案内情報提供装置及びプログラムでは、施設及び地点等のユー
ザの興味対象となるポイントを地図画像上にマーカで表すとともに、その興味対象位置が
集合施設内にあったとしても、その集合施設内の詳細な位置まで視覚的にユーザに提示す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明の実施の形態として、コンピュータのアプリケーションソフトウェアであるガイ
ド情報提供プログラムについて説明をする。ガイド情報提供プログラムとは、店舗、施設
、場所、観光地、ホテル、レストラン、待ち合わせ場所、各種ランドマーク等々の地点及
び施設（以下、これらを総称してＰＯＩ（Point Of Interest）という。）に関する情報
を、電子的にユーザにわかりやすく提示するアプリケーションプログラムである。本発明
が適用されたガイド情報提供プログラムは、ペン入力型の小型コンピュータであるＰＤＡ
（Personal Digital Assistants）にインストールして実行させることによって、ユーザ
が持ち運びをすることが可能となり、移動先で地図やガイドマップ等の書籍に代えて利用
することができる。以下、本発明を実施するための最良の形態として、本発明が適用され
たガイド情報提供プログラムをＰＤＡにインストールして使用した例について説明を行う
。
【００１２】
　ＰＤＡ
　本発明が適用されたガイド情報提供プログラムがインストールされるＰＤＡについて簡
単に説明をする。図１にＰＤＡの斜視図、図２に内部構成図を示す。
【００１３】
　ＰＤＡ１は、図１に示すように、本体部２と、ペン型の入力デバイスである入力ペン３
とから構成されている。本体部２は、人間の手のひら程度の大きさであり、片手で持てる
程度の重さである。本体部２には、タッチパネル型ＬＣＤ等の表示パネル４と、入力ボタ
ン群５とが設けられている。表示パネル４は、ユーザに対して各種の情報やグラフィカル
ユーザインタフェース（ＧＵＩ）の表示を行う。さらに、表示パネル４は、ＧＵＩに対し
て行われる入力ペン３による入力操作を受け付ける。ＰＤＡ１は、表示パネル４及び入力
ボタン群５に対して行われた入力操作に基づき、各種の動作及び制御を行う。
【００１４】
　ＰＤＡ１は、図２に示すように、制御及び演算処理を行う中央演算処理ユニット（ＣＰ
Ｕ）６と、ＣＰＵ６の作業領域及びデータの一時保持領域となるＲＡＭ７と、オペレーシ
ョンシステムやアプリケーションプログラムが格納されているプログラムＲＯＭ８と、カ
ード型の小型不揮発性ＩＣメモリ装置であるメモリカード１１が装着され当該メモリカー
ド１１に対して情報の記録再生を行うメモリカードドライブ９と、表示パネル４の制御を
行うＬＣＤコントローラ１２とを備えている。また、ＰＤＡ１は、グローバルポジショニ
ングシステム（Global Positioning System：ＧＰＳ)通信部１３と、無線通信部１４とを
備えている。ＧＰＳ通信部１３は、ＧＰＳ衛星からの信号を受信し、現在位置（経度及び
緯度）を検出する。無線通信部１４は、例えばＩＥＥＥ８０２等の方式で他の装置との間
で無線通信を行う。なお、ＧＰＳ通信部１３を備えずに、外付けのＧＰＳ通信装置から現
在位置情報を得ていてもよい。例えば、無線通信部１４を介して例えばＩＥＥＥ８０２等
の方式（例えばBlueTooth）で外付けＧＰＳ装置から現在位置情報を得てもよい。
【００１５】
　以上のような構成のＰＤＡ１では、プログラムＲＯＭ８内に本発明が適用されたガイド
情報提供プログラム１０がインストールされている。メモリカード１１内には、ガイド情
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報提供プログラム１０が参照及び更新する各種のデータ（後述する地図画像,館内図画像,
ＰＯＩ関連情報）が格納されている。ＣＰＵ６は、プログラムＲＯＭ８内のガイド情報提
供プログラム１０を起動し、ガイド情報提供プログラム１０のプログラムコード及びユー
ザからの操作入力に応じて、メモリカード１１内のデータや各種ＧＵＩ等を表示パネル４
に表示する。ＧＰＳ通信部１３は、当該ＰＤＡ１の現在の位置情報（経度及び緯度）を取
得し、ガイド情報提供プログラム１０に参照させる。さらに、ＰＤＡ１では、無線通信部
１３を用いてネットワークを介して外部とデータの送受信を行い、メモリカード１１内の
各種のデータ（後述する地図画像,館内図画像,ＰＯＩ関連情報）を最新情報に更新するこ
ともできる。
【００１６】
　ＰＤＡ１では、内部の各デバイスが以上のような動作を行うことによって、本発明が適
用されたガイド情報提供プログラム１０を実行して、ユーザに対してＰＯＩ（地点及び施
設）に関する情報を、電子的にユーザに提示することができる。
【００１７】
　ガイド情報提供プログラムの参照データ
　つぎに、ガイド情報提供プログラム１０が参照するデータについて説明をする。
【００１８】
　本発明が適用されたガイド情報提供プログラム１０では、ＰＯＩに関する各種の情報（
以下、“ＰＯＩ関連情報”という。）が記述されたデータ、“地図画像”がデジタル化さ
れたデータ、並びに、“館内図”がデジタル化されたデータを、メモリカード１１内にデ
ータベース化して管理し、これらのデータを参照してＰＯＩに関する情報をユーザに提供
している。
【００１９】
　ＰＯＩ関連情報は、ＰＯＩ（地点又は施設）に関する情報である。ガイド情報提供プロ
グラム１０は、１つのＰＯＩに対して１つのＰＯＩ関連情報を登録している。ＰＯＩ関連
情報には、少なくとも、そのＰＯＩの“名称”、及び、そのＰＯＩが存在する“経緯度”
が記述されている。また、ＰＯＩ関連情報には、必要に応じて、そのＰＯＩのカテゴリ（
例えば、レストラン、ショップ、美術館等々）、そのカテゴリ内のさらに詳細なサブカテ
ゴリ（カテゴリがレストランであれば、日本料理、中華料理等々）、そのＰＯＩのテキス
ト説明、そのＰＯＩの紹介写真、そのＰＯＩのキャッチコピー、そのＰＯＩが存在する地
域の名称等々が記述されている。
【００２０】
　さらに、ＰＯＩが、例えば、ビルディング、百貨店、ショッピングモール、ショッピン
グセンター等の店舗や施設等が多数集合した集合施設（以下、これらの集合施設のことを
以下“代表施設”と呼ぶ。）内に存在している場合がある。このような場合、ＰＯＩ関連
情報には、上述の情報に加えて、そのＰＯＩが含まれている“代表施設の名称”、代表施
設館内でのそのＰＯＩが位置する“階数”（地下１階、地上１階、地上２階等）、及び、
そのＰＯＩが位置している“館内図画像上でのＸＹ座標位置”が記述されている。なお、
１つのＰＯＩがいわゆるメゾネットのように代表施設内で複数回に亘って存在する場合が
ある。このようなＰＯＩの場合には、“階数”には複数個の階数が記述される。
【００２１】
　以上のようなＰＯＩ関連情報は、例えば、ＸＭＬ（eXtensible Mark-up Language）言
語によりデータ化され、メモリカード１１内に格納されている。
【００２２】
　地図画像は、各地域の道、建物、川等を模式的に２次元で表したものである。ガイド情
報提供プログラム１０は、地域別、縮尺率別に複数の地図画像を管理及び格納している。
各画像データは、画像上のＸＹ座標位置と、経緯度（経度及び緯度）との対応付けがされ
ている。例えば、各地図画像は、画像中心位置の経緯度と、その画像の縮尺率と、画像表
示方向と方位との関係を規定することにより、画像上のＸＹ座標位置と経緯度との対応付
けを行っている。このように対応付けを行うことによって、地図画像を表示パネル４に表
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示した際に、表示した地図画像上の特定の経緯度位置にアイコン等のマーカを表示するこ
とができる。例えば、上述したＰＯＩ関連情報には、ＰＯＩの経緯度が記述されているた
め、地図画像上に特定のＰＯＩの位置を示すマーカを表示させることができる。以上のよ
うな地図画像は、例えば、ＧＩＦ形式でデータ化されてメモリカード１１内に格納されて
いる。
【００２３】
　館内図画像は、代表施設内のＰＯＩの配置等をユーザに案内するために、代表施設の館
内の通路、店舗等の位置が視覚的にわかるように、館内の通路や店舗等の位置を２次元で
表した画像である。ガイド情報提供プログラム１０は、代表施設の階毎（地下１階、地上
１階、地上２階等毎）に館内図画像を登録している。すなわち、ある代表施設Ａの地上１
階の館内図、Ａの地上２階の館内図、代表施設Ｂの地下１階の館内図、地上１階の館内図
、・・・といったように館内図画像を登録している。また、ガイド情報提供プログラム１
０は、同一の代表施設の同一の階に対して、“全体図”及び“拡大図”の２種類の館内図
画像を登録している。全体図は、図３に示すように、ＰＤＡ１の小型な表示パネル４に表
示したときにそのフロア全体が表示できる程度に縮小された図である。拡大図は、図４に
示すように、全体図よりも充分に拡大された図であり、ＰＤＡ１の小型な表示パネル４に
表示したときにそのフロアにある一つ一つのＰＯＩ（地点又は施設）の位置関係が視覚的
に充分わかる程度に拡大された図である。なお、図４には、拡大図の一部分しか表してい
ないが、これは表示パネル４に表示したときの領域を示しているものであり、メモリカー
ド１１に格納されている１つの画像データには、周辺の領域の画像も含まれている。
【００２４】
　各館内図画像は、画像上にＸＹ座標が設定されている。例えば、館内図画像の中心位置
を原点とし、その原点からのＸ方向及びＹ方向に座標が定められている。このようにＸ方
向及びＹ方向の座標を設定しておくことにより、館内図画像を表示パネル４に表示した際
に、表示した館内図画像上の特定のＸＹ座標位置にアイコン等のマーカを表示することが
できる。例えば、上述したＰＯＩ関連情報には、“館内図画像上でのＸＹ座標位置”が記
述されているため、館内図画像上に特定のＰＯＩの位置を示すマーカを表示させることが
できる。もっとも、館内図画像には、全体図と拡大図とがある。このため、上記ＸＹ座標
は、いずれか一方の図面を基準に設定されており、他方の図面に関しては、その一方の図
面との間の倍率（縮尺率）に応じて補正されている。すなわち、同一のＸＹ座標が与えら
れたときに、館内図上で同一の施設を特定することができるように、他方の図面に関して
はＸＹ座標が補正されている。
【００２５】
　以上のような館内図画像は、例えば、ＧＩＦ形式でデータ化されてメモリカード１１内
に格納されている。
【００２６】
　ガイド情報提供プログラムの処理内容
　つぎに、ガイド情報提供プログラム１０の処理内容について、各状況での表示画面を図
面に示しながら説明をする。
【００２７】
　ガイド情報提供プログラム１０は、起動開始から起動終了まで常時１つのＰＯＩを選択
している。ＰＯＩの選択は、ユーザの操作に応じて行われる。以下、ガイド情報提供プロ
グラム１０により選択されている１つのＰＯＩを、“アクティブなＰＯＩ”という。なお
、ガイド情報提供プログラム１０は、起動直後には、前回の動作終了時においてアクティ
ブであったＰＯＩをアクティブにする。また、ガイド情報提供プログラム１０は、起動開
始から起動終了までＧＰＳ通信部１３を用いて現在の自分の位置（経緯度）を検出してい
る。ＧＰＳ通信部１３により検出されている自分の位置（経緯度）を、以下、現在位置と
いう。
【００２８】
　（基本画面）
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　まず、基本画面について説明をする。ガイド情報提供プログラム１０は、起動されると
、図５又は図６に示す基本画面２０を表示パネル４に表示する。
【００２９】
　基本画面２０は、図５及び図６に示すように、縦方向に３つの領域に分割されており、
上側から、上部表示領域２１と、メイン表示領域２２と、ボタン表示領域２３とから構成
される。
【００３０】
　上側表示領域２１には、アクティブなＰＯＩのＰＯＩ関連情報の一部が表示される。具
体的には、上側表示領域２１には、アクティブなＰＯＩの名称２４、カテゴリを示すアイ
コン２５、キャッチコピー２６、詳細カテゴリ２７が表示される。さらに、そのＰＯＩが
代表施設内のＰＯＩである場合には、代表施設名称２８と、館内情報画面を表示するため
のＧＵＩである館内情報ボタン２９とが表示される。なお、館内情報画面については詳細
を後述する。また、ガイド情報提供プログラム１０は、ＧＰＳ通信部１３により検出した
現在位置とアクティブなＰＯＩのＰＯＩ関連情報に記述されている経緯度とに基づき、現
在位置からの距離及び経路を算出し、現在の地点からアクティブなＰＯＩに到達するまで
の所要時間を推定している。上側表示領域２１には、推定された所要時間３０も表示され
る。
【００３１】
　ガイド情報提供プログラム１０は、基本画面２０の表示モードとして、関連情報表示モ
ードと地図画像表示モードとの２つのモードを設定しており、そのモードに応じて基本画
面２０の表示内容を切り換えている。
【００３２】
　メイン表示領域２２には、関連情報表示モードに切り換えられているときには図５に示
すようにＰＯＩ関連情報の一部が表示され、地図画像表示モードに切り換えられえいると
きには図６に示すように地図画像３３が表示される。
【００３３】
　ＰＯＩ関連情報表示モードのときには、メイン表示領域２２には、図５に示すように、
アクティブなＰＯＩのＰＯＩ関連情報に記述されている説明文３１及び紹介写真３２が表
示される。
【００３４】
　地図画像表示モードのときには、メイン表示領域２２には、図６に示すように、地図画
像３３が表示される。
【００３５】
　さらに、地図画像３３上には、現在位置を示す現在位置アイコン３４が表示される。地
図画像３３は、ＸＹ座標と経緯度との対応付けがされている。そのため、ガイド情報提供
プログラム１０は、ＧＰＳにより検出した現在位置（経度及び緯度）に基づき、地図画像
３３上の対応位置に現在位置を示すマーカである現在位置アイコン３４を重ねて表示する
ことができる。また、地図画像３３上には、アクティブなＰＯＩの位置を示すアクティブ
ＰＯＩアイコン３５と、アクティブ以外のその他のＰＯＩの位置を示すノンアクティブＰ
ＯＩアイコン３６とが表示される。ガイド情報提供プログラム１０は、地図画像３３のＸ
Ｙ座標と経緯度との対応付けがされていることにより、ＰＯＩ関連情報に記述されている
ＰＯＩの位置（経度及び緯度）に基づき、その地図画像３３上の対応する位置にそのＰＯ
Ｉの位置を示すマーカであるアクティブＰＯＩアイコン３５及びノンアクティブＰＯＩア
イコン３６を表示することができる。
【００３６】
　なお、アクティブＰＯＩアイコン３５及びノンアクティブＰＯＩアイコン３６は、その
ＰＯＩのカテゴリに対応して異なる表示のアイコンにすると、ユーザに対してわかりやす
く情報を伝えることができる。例えば、そのＰＯＩのカテゴリがレストランであれば図６
に示すようにナイフ及びフォークを示したアイコンとし、カテゴリがカバン屋であればカ
バンのアイコンとするといったようにするのが望ましい。
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【００３７】
　ボタン表示領域２３には、ガイド情報提供プログラム１０の各種操作用のＧＵＩボタン
が表示される。ガイド情報提供プログラム１０は、ユーザが入力ペン３を用いてこれらの
ボタンに対してタッチ操作をすると、そのボタンに割り付けられた所定の機能を実行する
。各種ボタンに対応した機能等については、以下の随時説明を行う。
【００３８】
　（基本画面での操作）
　つぎに、基本画面２０上での操作について説明をする。
【００３９】
　図７に示すように、地図画像表示モードのときに、ユーザが入力ペン３によりノンアク
ティブＰＯＩアイコン３６をタッチしたとする。ガイド情報提供プログラム１０は、ノン
アクティブＰＯＩアイコン３６がタッチされると、そのタッチされたＰＯＩをアクティブ
とし、さらに、図８に示すように、上側表示領域２１の表示内容を変更するとともに、ア
クティブＰＯＩアイコン３５及びノンアクティブＰＯＩアイコン３６の表示を切り換える
。
【００４０】
　図８に示すように、地図画像表示モードのときに、ユーザが入力ペン３により上側表示
領域２１をタッチしたとする。ガイド情報提供プログラム１０は、地図画像表示モードの
ときに上側表示領域２１がタッチされると、図９に示すように、ＰＯＩ関連情報表示モー
ドに変更し、メイン表示領域２２の表示内容をアクティブなＰＯＩ関連情報の説明文３１
及び紹介写真３２に切り換える。
【００４１】
　図９に示すように、ＰＯＩ関連情報表示モードのときに、ユーザが入力ペン３によりボ
タン表示領域２３のマップボタン３７をタッチしたとする。ガイド情報提供プログラム１
０は、マップボタン３７がタッチされると、図１０に示すように、地図画像表示モードに
変更し、メイン表示領域２２の表示内容を地図画像３３に切り換える。
【００４２】
　図１１に示すように、ＰＯＩ関連情報表示モードのときに、ユーザが入力ペン３により
ボタン表示領域のページ送りボタン３８又はページ戻りボタン３９をタッチしたとする。
ガイド情報提供プログラム１０は、ページ送りボタン３８又はページ戻りボタン３９がタ
ッチされると、図１２に示すように、所定の順序でソートして管理しているＰＯＩのうち
、アクティブなＰＯＩの次のＰＯＩ又は前のＰＯＩを選択してアクティブにし、上側表示
領域２１及びメイン表示領域２２の表示内容を変更する。また、ＰＯＩ関連情報表示モー
ドでＰＯＩ関連情報のページ送り又はページ戻しをしたのち、地図画像表示モードに切り
換えた場合に、元の地図上にＰＯＩが存在しなければ、ガイド情報提供プログラム１０は
、図１３に示すように、表示する地図画像３３の変更も行う。
【００４３】
　また、ガイド情報提供プログラム１０では、地図画像表示モードのときに、表示してい
る地図画像３３を上下左右にスクロールさせることもできる。地図画像３３を上下左右に
スクロールさせる場合、図１４に示すように、入力ペン３を地図画像３３上におき（Ｓ１
）、そのまま入力ペン３をスライドさせたい方向に移動させる（Ｓ２）。すると、図１５
に示すように、地図画像３３のイメージが入力ペン３に追従して移動する。そして、入力
ペン３を地図画面から離すと（Ｓ３）、図１６に示すように、スクロールした後の地図画
面が表示される。
【００４４】
　また、地図画像表示モードのときに、同一の位置に複数のＰＯＩが存在した場合、アク
ティブＰＯＩアイコン３５及びノンアクティブＰＯＩアイコン３６の表示が重複してしま
う。このような場合、ガイド情報提供プログラム１０は、重複したアイコンが入力ペン３
によりタップされる毎に、最前面に表示するアイコンを切り換えて表示する。
【００４５】
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　（館内情報リスト）　
　つぎに、代表施設内のＰＯＩのリスト画面の表示について説明をする。
【００４６】
　ガイド情報提供プログラム１０では、代表施設の情報をユーザに表示することができる
。
【００４７】
　図１７に示すように、基本画面２０の上側表示領域２１に表示されている館内情報ボタ
ン２９がユーザにより入力ペン３でタッチされると、図１８に示すような館内情報メイン
画面４０を表示する。館内情報メイン画面４０には、店舗リストボタン４２及び館内図ボ
タン４３が表示されている。
【００４８】
　図１９に示すように、館内情報メイン画面４０が表示されている状態のときに、ユーザ
が入力ペン３により店舗リストボタン４２をタッチしたとする。ガイド情報提供プログラ
ム１０は、店舗リストボタン４２がタッチされると、図２０に示すような、その代表施設
内に存在しているＰＯＩの名称をリスト表示している店舗リスト画面４５を表示する。
【００４９】
　店舗リスト画面４５には、例えば、代表施設名の階数毎及び名称の順にソートされたＰ
ＯＩの名称及びカテゴリアイコンがリスト状に表示されている。また、店舗リスト画面４
５には、操作ボタンとして、詳細を見るボタン４６と、マップボタン４７とが表示されて
いる。
【００５０】
　図２１に示すように、店舗リスト画面４５が表示され、且つ、ＰＯＩのリストの中の１
つのＰＯＩが反転選択された状態のときに、ユーザが入力ペン３により詳細を見るボタン
４６をタッチしたとする。ガイド情報提供プログラム１０は、詳細を見るボタン４９がタ
ッチされると、図２２に示すように、反転選択されたＰＯＩをアクティブにし、ＰＯＩ関
連情報表示モードの基本画面２０を表示する。
【００５１】
　図２３に示すように、店舗リスト画面４５が表示され、且つ、ＰＯＩのリストの中の１
つのＰＯＩが反転選択された状態のときに、ユーザが入力ペン３によりマップボタン４７
をタッチしたとする。ガイド情報提供プログラム１０は、マップボタン４７がタッチされ
ると、図２４に示すように、反転選択されたＰＯＩをアクティブにし、地図画像表示モー
ドの基本画面２０を表示する。
【００５２】
　以上のようにガイド情報提供プログラム１０では、地図上に表れるＰＯＩのみならず、
例えば、ビルディング、百貨店、ショッピングモール等の集合施設内のＰＯＩも、わかり
やすくユーザに表示することができる。
【００５３】
　（館内画面）　
　つぎに、代表施設の館内画面について説明をする。
【００５４】
　図２５に示すように、館内情報メイン画面４０が表示されている状態で、ユーザが入力
ペン３により館内図ボタン４３をタッチすると、図２６又は図２７に示すような、館内画
面５０が表示される。
【００５５】
　館内画面５０は、図２６及び図２７に示すように、縦方向に３つの領域に分割されてお
り、上側から、上部表示領域５１と、メイン表示領域５２と、ボタン表示領域５３とから
構成されている。
【００５６】
　上側表示領域５１には、現在選択されている館内図のタイトル/階数が表示されている
。
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【００５７】
　ガイド情報提供プログラム１０は、館内画面５０の表示モードとして、拡大図表示モー
ドと全体図表示モードとの２つのモードを設定しており、そのモードに応じて館内画面５
０の表示内容を切り換えている。
【００５８】
　メイン表示領域５２には、拡大図モードのときには、図２６に示すように、館内図画像
のうちの拡大図５４が表示され、全体図モードのときには、図２７に示すように、館内図
画像のうち全体図５５が表示される。
【００５９】
　さらに、メイン表示領域５２には、アクティブなＰＯＩの館内での位置を示すアクティ
ブＰＯＩアイコン５６が館内図画像（拡大図５４及び全体図５５）上に表示される。館内
図画像（拡大図５４及び全体図５５）には、ＸＹ座標が定められている。そのため、ガイ
ド情報提供プログラム１０は、ＰＯＩ関連情報に記述されている“館内図画像上でのＸＹ
座標位置”に基づき、館内図画像上の対応する位置に、ＰＯＩの位置を示すマーカである
アクティブＰＯＩアイコン５６を重ねて表示することができる。
【００６０】
　ただし、アクティブなＰＯＩが存在する階とは異なる階の館内図画像、又は、アクティ
ブなＰＯＩが存在する代表施設とは異なる代表施設の館内図画像が表示されている場合に
は、アクティブＰＯＩアイコン５６は表示されない。ガイド情報提供プログラム１０は、
アクティブなＰＯＩのＰＯＩ関連情報に記述されている代表施設の名称及び階数を参照し
て、現在表示している館内図画像に対してアクティブＰＯＩアイコン５６を表示するか否
かを判断する。すなわち、ガイド情報提供プログラム１０は、表示している館内図画像と
アクティブＰＯＩとの代表施設の名称と階数が一致すれば、アクティブＰＯＩアイコン５
６を表示する。また、ＰＯＩ関連情報には、いわゆるメゾネットタイプのＰＯＩの場合に
は、複数の階数が記述されているので、ガイド情報提供プログラム１０は、複数の階の館
内図画像に対してアクティブＰＯＩアイコン５６を表示する。
【００６１】
　なお、アクティブＰＯＩアイコン３５は、そのＰＯＩのカテゴリに対応して異なる表示
のアイコンにすると、ユーザに対してわかりやすく情報を伝えることができる。例えば、
そのＰＯＩのカテゴリがレストランであればナイフ及びフォークを示したアイコンとし、
カテゴリがカバン屋であればカバンのアイコンとするといったようにするのが望ましい。
【００６２】
　また、拡大図モードのときには、メイン表示領域５２には、拡大図５４とともに横方向
スライダ５７と縦方向スライダ５８とがメイン表示領域５２に表示される。拡大図５４は
、メイン表示領域５２内にその全体が表示されずに一部分だけが表示される。横方向スラ
イダ５７は、拡大図５４の下位置に横長の状態で表示され、拡大図５４の全体の中の横方
向の表示部分の範囲を示している。縦方向スライダ５８は、拡大図５４の右横位置に縦長
の状態で表示され、拡大図５４の全体の中の縦方向の表示部分の範囲を示している。また
、メイン表示領域５２に表示されている拡大図５４は、上下左右にスクロールさせること
が可能である。上下左右にスクロールさせる場合には、横方向スライダ５７及び縦方向ス
ライダ５８を操作するか、入力ペン３を拡大図５４上におき、そのまま入力ペン３を移動
させたい方向にスライドさせればよい。
【００６３】
　また、全体図モードのときには、拡大図５４の表示範囲を示すカーソル５７がメイン表
示領域５２に表示される。
【００６４】
　ボタン表示領域５３には、ガイド情報提供プログラム１０の各種操作用のＧＵＩボタン
が表示される。具体的には、拡大図モードのときには、全体図ボタン６１と、他の階を見
るボタン６３と、店舗リストボタン６４とが表示されている。全体図モードのときには、
拡大図ボタン６２と、他の階を見るボタン６３と、店舗リストボタン６４とが表示されて
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いる。ガイド情報提供プログラム１０は、ユーザが入力ペン３を用いてこれらのボタンに
対してタッチ操作をすると、そのボタンに割り付けられた所定の機能を実行する。各種ボ
タンに対応した機能等については、以下の随時説明を行う。
【００６５】
　（館内画面での操作）
　つぎに、館内画面５０上での操作について説明をする。
【００６６】
　まず、図２５に示したように館内情報メイン画面４０が表示されている状態で、ユーザ
が入力ペン３により館内図ボタン４３をタッチすると、ガイド情報提供プログラム１０は
、現在のアクティブなＰＯＩを保持した状態で、拡大図モードで館内画面５０を表示する
。このとき、ガイド情報提供プログラム１０は、アクティブなＰＯＩのＰＯＩ関連情報に
記述されている“代表施設の名称”及び“階数”を参照して対応する館内図画像（拡大図
５４）をメモリカード１１から読み出す。続いて、ガイド情報提供プログラム１０は、Ｐ
ＯＩ関連情報に記述されている“館内図画像上でのＸＹ座標位置”を参照して、館内図画
像（拡大図５４）の対応するＸＹ座標位置をメイン表示領域５２の中心において表示し、
それとともにメイン表示領域５２の中心にアクティブなＰＯＩの館内での位置を示すアク
ティブＰＯＩアイコン５６を表示する。
【００６７】
　図２８に示すように、拡大図モードのときに、ユーザが入力ペン３により全体図ボタン
６１をタッチしたとする。ガイド情報提供プログラム１０は、全体図ボタン６１がタッチ
されると、図２９に示すように、全体図モードに変更し、メイン表示領域５２の表示内容
を全体図５５に切り換える。なお、このとき、全体図５５上に表示されているカーソル５
７は、アクティブＰＯＩアイコン５６を中心とした位置に表示されている。
【００６８】
　図２９に示すように、全体図モードのときに、ユーザが入力ペン３によりカーソル５７
を全体図５５上の任意の位置にスライド移動させることができる。全体図モードのときに
、ユーザが入力ペン３によりカーソル５７を全体図５５上の任意の位置にスライド移動さ
せたのちに、入力ペン３により拡大図ボタン６２をタッチしたとする。ガイド情報提供プ
ログラム１０は、拡大図ボタン６２がタッチされると、図３０に示すように、拡大図モー
ドに変更し、メイン表示領域５２の表示内容を拡大図５４に切り換える。このとき、ガイ
ド情報提供プログラム１０は、拡大図５４の表示範囲を、全体図５５上でカーソル５７に
より特定された範囲の部分とする。なお、ガイド情報提供プログラム１０は、その表示範
囲にアクティブなＰＯＩが存在しなければ、アクティブＰＯＩアイコン５６は表示しない
。
【００６９】
　図３１に示すように、拡大図モード又は全体図モードのときに、ユーザが入力ペン３に
より他の階を見るボタン６３をタッチしたとする。ガイド情報提供プログラム１０は、他
の階を見るボタン６３がタッチされると、図３２に示すような館内図フロア選択画面６５
が表示される。館内図フロア選択画面６５は、アクティブなＰＯＩの代表施設の全階数を
示すボタンが表示されている。館内図フロア選択画面６５が表示されているときに、ユー
ザが入力ペン３を用いて任意の階を選択すると、ガイド情報提供プログラム１０は、選択
された階の館内図画像を表示する。なお、このとき、館内図フロア選択画面６５の前の画
面が拡大図モードであれば拡大図５４を表示し、館内図フロア選択画面６５の前の画面が
全体図モードであれば全体図５５を表示する。
【００７０】
　図３３に示すように、拡大図モード又は全体図モードのときに、ユーザが入力ペン３に
より店舗リストボタン６４をタッチしたとする。ガイド情報提供プログラム１０は、店舗
リストボタン６４がタッチされると、図３４に示すような、その階に存在しているＰＯＩ
の名称をリスト表示している店舗リスト画面６６を表示する。
【００７１】
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　店舗リスト画面６６には、例えば、代表施設名及び現在の階数に存在するＰＯＩの名称
及びカテゴリアイコンがリスト状に表示されている。この店舗リスト画面６６でいずれか
のＰＯＩを選択すると、選択されたＰＯＩがアクティブとなり、館内画面５０上に戻って
再度拡大図５４又は全体図５５が表示される。なお、店舗リスト画面６６から拡大図５４
に戻るときには、アクティブなＰＯＩが画面の中心に位置するように表示範囲が制御され
ている。
【００７２】
　（効果）
　以上のように本発明が適用されたガイド情報提供プログラム１０では、通常の地図画像
とともに、必要に応じてショッピングセンター等の集合施設の案内画像を表示して、ＰＯ
Ｉの位置をユーザにわかりやすく表示している。具体的には、集合施設内に存在するＰＯ
Ｉに関するＰＯＩ関連情報には、その集合施設を特定する情報、そのＰＯＩが存在する階
及びそのＰＯＩが存在する集合施設内画像上の座標を記述しておく。
【００７３】
　そして、地図画像が表示されているときには、経緯度に基づきＰＯＩの位置を地図上に
表示し、集合施設内の画像を表示しているときには、集合施設内画像上の座標に基づきＰ
ＯＩの位置をその案内画像上に表示する。
【００７４】
　このことにより以上のように本発明が適用されたガイド情報提供プログラム１０では、
ＰＯＩが集合施設内にあったとしても、その集合施設内の詳細な位置まで視覚的にユーザ
に表示することができる。
【００７５】
　以上、本発明を実施するための最良の形態として、本発明が適用されたガイド情報提供
プログラムをＰＤＡにインストールして使用した例について説明を行ったが、インストー
ルするコンピュータは携帯型のものでなくてもよく、また、車載用のコンピュータに用い
てもよい。また、本発明はこのようなソフトウェアプログラムとして適用するのみならず
、ガイド情報提供プログラムが組み込まれたガイド情報提供する専用装置に適用してもよ
い。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】ＰＤＡの斜視図である。
【図２】ＰＤＡの内部構成図である。
【図３】本発明が適用されたガイド情報提供プログラムが参照する館内図画像（全体図）
である。
【図４】本発明が適用されたガイド情報提供プログラムが参照する館内図画像（拡大図）
である。
【図５】上記ガイド情報提供プログラムが表示する基本画面（ＰＯＩ表示モード）の表示
状態を示す図である。
【図６】上記ガイド情報提供プログラムが表示する基本画面（地図画像表示モード）の表
示状態を示す図である。
【図７】上記基本画面が地図画像表示モードで表示されているときに、ノンアクティブＰ
ＯＩアイコンをタッチしたときの表示状態を示す図である。
【図８】上記基本画面が地図画像表示モードで表示されているときに、上側表示領域をタ
ッチしたときの表示状態を示す図である。
【図９】上記基本画面がＰＯＩ表示モードで表示されているとき、ボタン表示領域のマッ
プボタンをタッチしたときの表示状態を示す図である。
【図１０】地図画像表示モードでの基本画面の表示状態を示す図である。
【図１１】上記基本画面がＰＯＩ表示モードで表示されているときに、ボタン表示領域の
ページ送りボタンをタッチしたときの表示状態を示す図である。
【図１２】他のＰＯＩがアクティブとなっており、上記基本画面がＰＯＩ表示モードで表
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図である。
【図１３】他のＰＯＩがアクティブとなっているときの地図画像表示モードの基本画面の
表示状態を示す図である。
【図１４】基本画面上で地図画像をスライドさせる場合、スライドさせる前の表示状態を
示す図である。
【図１５】基本画面上で地図画像をスライドさせる場合、スライドしている途中の表示状
態を示す図である。
【図１６】基本画面上で地図画像をスライドさせる場合、スライドさせた後の表示状態を
示す図である。
【図１７】基本画面の上側表示領域に表示されている館内情報ボタンをタッチしたときの
表示状態を示す図である。
【図１８】館内情報メイン画面を示す図である。
【図１９】館内情報メイン画面の店舗リストボタンをタッチしたときの表示状態を示す図
である。
【図２０】店舗リスト画面を示す図である。
【図２１】店舗リスト画面の詳細を見るボタンをタッチしたときの表示状態を示す図であ
る。
【図２２】店舗リスト画面の詳細を見るボタンをタッチしたことにより表示される基本画
面（ＰＯＩ表示モード）である。
【図２３】店舗リスト画面のマップボタンをタッチしたときの表示状態を示す図である。
【図２４】店舗リスト画面のマップボタンをタッチしたことにより表示される基本画面（
地図画像表示モード）である。
【図２５】館内情報メイン画面の館内図ボタンを入力ペンでタッチしたときの表示状態を
示す図である。
【図２６】館内画面（拡大図モード）を示す図である。
【図２７】館内画面（全体図モード）を示す図である。
【図２８】館内画面（拡大図モード）のときに全体図ボタンをタッチしたときの表示状態
を示す図である。
【図２９】館内画面（全体図モード）のときに拡大図ボタンをタッチしたときの表示状態
を示す図である。
【図３０】表示領域が移動された館内図（拡大図モード）を示す図である。
【図３１】館内画面を表示しているときに他の階をみるボタンをタッチしたときの表示状
態を示す図である。
【図３２】館内図フロア選択画面を示す図である。
【図３３】館内画面を表示しているときに店舗リストボタンをタッチしたときの表示状態
を示す図である。
【図３４】店舗リスト画面を示す図である。
【符号の説明】
【００７７】
　１　ＰＤＡ、３　入力ペン、４　表示パネル、１０　ガイド情報提供プログラム、１１
　メモリカード、２０　基本画面、３３　地図画像、５０　館内画像、５４　拡大図、５
５　全体図、５６　アクティブＰＯＩアイコン、５７　カーソル
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