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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サーバと端末装置との双方向通信により、前記端末装置のユーザが所望のスポットを訪
問するための訪問プランの作成を支援する訪問プラン作成システムにおいて、
　前記ユーザによる前記端末装置の操作部の操作に起因して、複数のスポットデータの中
から、前記ユーザの嗜好に合う候補地を検索し、候補地データとして抽出する候補地デー
タ検索部と、
　抽出した前記候補地データに前記候補地の位置情報を紐付けて保存する候補地記憶部と
、
　前記ユーザが前記操作部を操作して訪問したい目的地エリアを指定したときに、前記候
補地記憶部に保存されている前記候補地データの中から、紐付けられている前記候補地の
位置情報に基づき、前記目的地エリア内の候補地データを抽出し、抽出した前記候補地デ
ータに、前記ユーザの訪問スポットの種類を識別するためのジャンル別タグを付して、前
記端末装置の表示部に表示された前記目的地エリアの地図画面上にポップアップ表示する
候補地表示処理部と、
　前記ユーザが前記操作部を操作して前記地図画面上にポップアップ表示された複数の前
記候補地データのうち、いずれかの候補地データを選択したときに、選択された前記候補
地データに対応する表示ラベルを、時間軸に形成されたスケジュール表中に、選択した順
番に嵌め込んで前記表示部に表示すると共に、嵌め込んだ順番に従って、前記表示ラベル
の示す候補地間の移動経路を前記地図画面上に表示可能とする案内表示処理部と、
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　を有することを特徴とする訪問プラン作成システム。
【請求項２】
　請求項１記載の訪問プラン作成システムにおいて、
　前記案内表示処理部は、
　前記スケジュール表中に表示された複数の表示ラベルについて、前記ユーザによる前記
操作部の操作に応じて、前記時間軸に沿った表示順を変更可能であり、
　前記表示順の変更に対応して、前記地図画面上に表示される候補地間の移動経路を変更
表示させることを特徴とする訪問プラン作成システム。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の訪問プラン作成システムにおいて、
　前記案内表示処理部は、前記スケジュール表中の前記各表示ラベルの示す候補地におけ
る前記ユーザの滞在時間、及び、前記各候補地間の前記ユーザの移動時間に対応して、前
記スケジュール表中の前記各表示ラベルの時間幅及び表示位置を調整可能であることを特
徴とする訪問プラン作成システム。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載の訪問プラン作成システムにおいて、
　ポップアップ表示された候補地データのうち、前記ユーザによって選択された候補地デ
ータは、前記ユーザによる前記操作部の操作に起因して、対応するポップアップ表示を前
記候補地表示処理部が前記地図画面上から削除するか、又は、対応する表示ラベルを前記
案内表示処理部が前記スケジュール表から削除することにより、削除可能であることを特
徴とする訪問プラン作成システム。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の訪問プラン作成システムにおいて、
　前記表示部は、前記スケジュール表と前記地図画面とを並べて表示すると共に、前記ス
ケジュール表中の表示ラベルと、前記地図画面上に表示した前記候補地データ及び前記ジ
ャンル別タグとを対応付けてそれぞれ表示することを特徴とする訪問プラン作成システム
。
【請求項６】
　サーバとの双方向通信により、ユーザが所望のスポットを訪問するための訪問プランの
作成を支援する端末装置において、
　表示部と、
　前記ユーザが操作する操作部と、
　前記ユーザによる前記操作部の操作に起因して、複数のスポットデータの中から、前記
ユーザの嗜好に合う候補地を検索し、候補地データとして抽出する候補地データ検索部と
、
　抽出した前記候補地データが前記候補地の位置情報と紐付けられて前記サーバの候補地
記憶部に保存されている場合に、前記ユーザが前記操作部を操作して訪問したい目的地エ
リアを指定したときに、前記候補地記憶部に保存されている前記候補地データの中から、
紐付けられている前記候補地の位置情報に基づき、前記目的地エリア内の候補地データを
抽出し、抽出した前記候補地データに、前記ユーザの訪問スポットの種類を識別するため
のジャンル別タグを付して、前記表示部に表示された前記目的地エリアの地図画面上にポ
ップアップ表示する候補地表示処理部と、
　前記ユーザが前記操作部を操作して前記地図画面上にポップアップ表示された複数の前
記候補地データのうち、いずれかの候補地データを選択したときに、選択された前記候補
地データに対応する表示ラベルを、時間軸に形成されたスケジュール表中に、選択した順
番に嵌め込んで前記表示部に表示すると共に、嵌め込んだ順番に従って、前記表示ラベル
の示す候補地間の移動経路を前記地図画面上に表示可能な案内表示処理部と、
　をさらに有することを特徴とする端末装置。
【請求項７】
　サーバと端末装置との双方向通信により、前記端末装置のユーザが所望のスポットを訪
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問するための訪問プランの作成を支援する訪問プラン作成方法において、
　前記ユーザによる前記端末装置の操作部の操作に起因して、複数のスポットデータの中
から、前記ユーザの嗜好に合う候補地を検索し、候補地データとして抽出する第１のステ
ップと、
　抽出した前記候補地データに前記候補地の位置情報を紐付けて候補地記憶部に保存する
第２のステップと、
　前記ユーザが前記操作部を操作して訪問したい目的地エリアを指定したときに、前記候
補地記憶部に保存されている前記候補地データの中から、紐付けられている前記候補地の
位置情報に基づき、前記目的地エリア内の候補地データを抽出し、抽出した前記候補地デ
ータに、前記ユーザの訪問スポットの種類を識別するためのジャンル別タグを付して、前
記端末装置の表示部に表示された前記目的地エリアの地図画面上にポップアップ表示する
第３のステップと、
　前記ユーザが前記操作部を操作して前記地図画面上にポップアップ表示された複数の前
記候補地データのうち、いずれかの候補地データを選択したときに、選択された前記候補
地データに対応する表示ラベルを、時間軸に形成されたスケジュール表中に、選択した順
番に嵌め込んで前記表示部に表示すると共に、嵌め込んだ順番に従って、前記表示ラベル
の示す候補地間の移動経路を前記地図画面上に表示する第４のステップと、
　を有することを特徴とする訪問プラン作成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、観光スポットやグルメスポット等のスポットを端末装置のユーザが訪問す
るための訪問プランの作成を支援する訪問プラン作成システム、当該端末装置及び訪問プ
ラン作成方法に関する。特に、ユーザが端末装置を操作して目的地エリアを指定した際に
、当該ユーザが興味を持って予め登録したスポット（訪問スポットとしての候補地）の中
から、目的地エリア内の候補地を選択表示可能にすると共に、表示された訪問スポットの
組み合わせ、訪問のスケジュール、及び、訪問スポット間の移動経路を含む訪問プランを
簡単に調整可能とする訪問プラン作成システム、端末装置及び訪問プラン作成方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１には、ユーザが観光等の訪問プランを作成する際の支援ツールを含
む旅行計画システムが開示されている。
【０００３】
　特許文献１では、ユーザが旅行計画を作成する場合、訪問したい目的地を情報パレット
からその都度検索し、画面上にスポット名称リストとして表示させる。そのため、ユーザ
のマウス操作等によってスポット名称リスト上で所望のスポットが選択された場合、端末
装置は、当該スポットに関するスポット情報や周辺の地図データを取得して画面上に表示
する。同様の手順で、いくつかの目的地をユーザが順次決定することにより、画面上に表
示された地図上に移動経路が表示されるので、端末装置は、ユーザによる旅行計画の作成
を支援することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１９５４５９公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の技術では、ユーザは、コンピュータである端末装置を利用して目的地の情
報を順次確認しながら旅行計画を作成できるので、大変合理的で便利である。しかしなが
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ら、このような方法では、旅行の楽しみの大きな要因である「時間をかけて目的地を選定
する過程での楽しみ」が失われかねないという問題がある。
【０００６】
　すなわち、例えば、旅行を計画する際、ユーザとしては、旅行の数週間前から、ユーザ
が訪問したいスポット（訪問スポット）の選択が気になったり、観光スポット、グルメ情
報で気になる店舗（グルメスポット）、美術館等の訪問スポットを色々チェックする楽し
みが大きい。また、当該旅行において、友人等の同伴者と行動を共にする場合には、嗜好
のあった複数のスポットのうち、どのスポットを訪問スポットとして選択し、又は、どの
スポットを訪問スポットから外すか（訪問を諦めるか）等を含めたスケジュール調整も、
大変手間のかかることが予想される調整作業ではあるが、大きな楽しみの一つでもある。
【０００７】
　一方、旅行計画を作成する際には、多くの情報に接するので、常日頃から直近の旅行と
は関係なく気にかけていた観光スポットやグルメスポット等を当該旅行計画に入れ忘れ、
後で後悔することも十分起こり得る。
【０００８】
　この発明は、このような種々の課題を考慮してなされたものであり、ユーザが時間をか
けて訪問スポットを選定する楽しみを失わせることなく、目的地エリア内の訪問スポット
を簡単に選択して訪問プランを作成することができる訪問プラン作成システム、端末装置
及び訪問プラン作成方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この発明は、サーバと端末装置との双方向通信により、前記端末装置のユーザが所望の
スポットを訪問するための訪問プランの作成を支援するための訪問プラン作成システム、
当該端末装置及び訪問プラン作成方法に関する。
【００１０】
　そして、上記の目的を達成するため、前記訪問プラン作成システムは、候補地データ検
索部、候補地記憶部、候補地表示処理部及び案内表示処理部を有する。
【００１１】
　前記候補地データ検索部は、前記ユーザによる前記端末装置の操作部の操作に起因して
、複数のスポットデータの中から、前記ユーザの嗜好に合う候補地を検索し、候補地デー
タとして抽出する。
【００１２】
　前記候補地記憶部は、抽出した前記候補地データに前記候補地の位置情報を紐付けて保
存する。
【００１３】
　前記候補地表示処理部は、前記ユーザが前記操作部を操作して訪問したい目的地エリア
を指定したときに、前記候補地記憶部に保存されている前記候補地データの中から、紐付
けられている前記候補地の位置情報に基づき、前記目的地エリア内の候補地データを抽出
し、抽出した前記候補地データに、前記ユーザの訪問スポットの種類を識別するためのジ
ャンル別タグを付して、前記端末装置の表示部に表示された前記目的地エリアの地図画面
上にポップアップ表示する。
【００１４】
　前記案内表示処理部は、前記ユーザが前記操作部を操作して前記地図画面上にポップア
ップ表示された複数の前記候補地データのうち、いずれかの候補地データを選択したとき
に、選択された前記候補地データに対応する表示ラベルを、時間軸に形成されたスケジュ
ール表中に、選択した順番に嵌め込んで前記表示部に表示すると共に、嵌め込んだ順番に
従って、前記表示ラベルの示す候補地間の移動経路を前記地図画面上に表示可能とする。
【００１５】
　また、上記の目的を達成するため、前記端末装置は、前記表示部及び前記操作部に加え
、上述した前記候補地データ検索部、前記候補地表示処理部及び前記案内表示処理部をさ
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らに有する。
【００１６】
　さらに、上記の目的を達成するため、前記訪問プラン作成方法は、下記の第１～第４の
ステップを有する。
【００１７】
　前記第１のステップでは、前記ユーザによる前記端末装置の操作部の操作に起因して、
複数のスポットデータの中から、前記ユーザの嗜好に合う候補地を検索し、候補地データ
として抽出する。
【００１８】
　前記第２のステップでは、抽出した前記候補地データに前記候補地の位置情報を紐付け
て候補地記憶部に保存する。
【００１９】
　前記第３のステップでは、前記ユーザが前記操作部を操作して訪問したい目的地エリア
を指定したときに、前記候補地記憶部に保存されている前記候補地データの中から、紐付
けられている前記候補地の位置情報に基づき、前記目的地エリア内の候補地データを抽出
し、抽出した前記候補地データに、前記ユーザの訪問スポットの種類を識別するためのジ
ャンル別タグを付して、前記端末装置の表示部に表示された前記目的地エリアの地図画面
上にポップアップ表示する。
【００２０】
　前記第４のステップでは、前記ユーザが前記操作部を操作して前記地図画面上にポップ
アップ表示された複数の前記候補地データのうち、いずれかの候補地データを選択したと
きに、選択された前記候補地データに対応する表示ラベルを、時間軸に形成されたスケジ
ュール表中に、選択した順番に嵌め込んで前記表示部に表示すると共に、嵌め込んだ順番
に従って、前記表示ラベルの示す候補地間の移動経路を前記地図画面上に表示する。
【００２１】
　これらの発明によれば、前記ユーザが旅行等の前記訪問プランを計画したときから、広
範囲のエリアで色々検討したスポット情報や、常日頃から憧れていた観光スポット、グル
メスポット、美術館等の前記訪問スポットを、前記ユーザ自身の嗜好に合う前記候補地デ
ータとして前記候補地記憶部に保存しておく。そして、前記ユーザが実際に訪問したい前
記目的地エリアを指定したときに、前記目的地エリアの地図画面上で、当該目的地エリア
内に位置する候補地について、前記候補地データに前記ジャンル別タグを付してポップア
ップ表示する。これにより、前記ユーザは、前記地図画面上での前記候補地の位置と当該
候補地の種類（ジャンル）を目安にして、前記操作部を操作することで、訪問する順番を
含めて、前記訪問スポットを簡単に選択することができる。
【００２２】
　従って、前記ユーザが気にかけていたスポットは、前記候補地データとして前記候補地
記憶部に保存され、前記候補地表示処理部によって前記地図画面上にポップアップ表示さ
れるので、確実に当該ユーザによる前記訪問プランでの選択検討対象とすることができる
。また、前記ユーザは、前記候補地のジャンル別タグと前記地図画面上の前記候補地の位
置関係とから、前記各候補地の訪問順の組み合わせを簡単に選定することが可能となる。
【００２３】
　さらに、時間軸で表示される前記スケジュール表に、前記各候補地データ（前記訪問ス
ポットの情報）に対応する前記表示ラベルが訪問順に嵌め込み表示されると共に、前記地
図画面上に前記各候補地間の移動経路が訪問順に表示されるので、前記ユーザとしては、
大まかな時間と移動のイメージとを容易に把握することができる。
【００２４】
　従って、これらの発明によれば、前記ユーザが時間をかけて前記訪問スポットを選定す
る楽しみを失わせることなく、前記目的地エリア内の訪問スポットを簡単に選択して前記
訪問プランを作成することが可能となる。
【００２５】



(6) JP 5972301 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

　ここで、前記案内表示処理部は、前記スケジュール表中に表示された複数の表示ラベル
について、前記ユーザによる前記操作部の操作に応じて、前記時間軸に沿った表示順を変
更可能であり、前記表示順の変更に対応して、前記地図画面上に表示される候補地間の移
動経路を変更表示させればよい。これにより、前記ユーザは、前記操作部を操作して、前
記各候補地の訪問順の入れ替え操作を簡単に行うことができるので、いくつものスケジュ
ールを容易に作成して検討することが可能となる。
【００２６】
　また、前記案内表示処理部は、前記スケジュール表中の前記各表示ラベルの示す候補地
における前記ユーザの滞在時間、及び、前記各候補地間の前記ユーザの移動時間に対応し
て、前記スケジュール表中の前記各表示ラベルの時間幅及び表示位置を調整可能であるこ
とが好ましい。このように、前記滞在時間や前記移動時間に応じて、前記各表示ラベルの
時間幅及び表示位置が調整されるので、前記スケジュール表に表示される前記訪問プラン
の時間的な精度を高めることができる。この結果、前記ユーザは、前記スケジュール表を
確認することで、作成した前記訪問プランの時間的なイメージを容易に把握することがで
きる。
【００２７】
　さらに、ポップアップ表示された候補地データのうち、前記ユーザによって選択された
候補地データは、前記ユーザによる前記操作部の操作に起因して、対応するポップアップ
表示を前記候補地表示処理部が前記地図画面上から削除するか、又は、対応する表示ラベ
ルを前記案内表示処理部が前記スケジュール表から削除することにより、削除可能である
。これにより、前記地図画面での位置的な観点、及び、前記スケジュール表での時間的な
観点、のいずれからでも、当該候補地データを簡単に削除することができる。
【００２８】
　さらにまた、前記表示部は、前記スケジュール表と前記地図画面とを並べて表示すると
共に、前記スケジュール表中の表示ラベルと、前記地図画面上に表示した前記候補地デー
タ及び前記ジャンル別タグとを対応付けてそれぞれ表示すればよい。これにより、前記地
図画面上の候補地の位置と、前記スケジュール表中の表示ラベルの位置とを並べて比較し
ながら前記訪問プランを調整することができる。また、前記表示ラベルと、前記候補地に
応じた前記候補地データ及び前記ジャンル別タグとを対応付けることで、両者を揃えて表
示させることができるので、両者の位置確認が極めて容易になる。例えば、前記表示ラベ
ルの一部内容を、前記ジャンル別タグの表示内容に利用することで、当該ジャンル別タグ
が付された前記候補地データを他の候補地データと容易に識別することが可能となる。
【発明の効果】
【００２９】
　この発明によれば、ユーザが時間をかけて訪問スポットを選定する楽しみを失わせるこ
となく、目的地エリア内の訪問スポットを簡単に選択して訪問プランを作成することが可
能となる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一実施形態に係る訪問プラン作成システムの概略的な構成を示すブロッ
ク図である。
【図２】図１のクライアント端末が配信サーバから配信設定プログラムを取得する際のフ
ローチャートである。
【図３】訪問プランの作成方法を示すフローチャートである。
【図４】任意の地域のスポットをブックマークするためのメイン画面の一例を図示した説
明図である。
【図５】ブックマークされた目的地エリアのスポットを表示したブックマーク画面の一例
を図示した説明図である。
【図６】目的地エリアの訪問プランを作成するために表示された地図画面の一例を図示し
た説明図である。
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【図７】地図画面にポップアップ表示された候補地を訪問プランに加える場合を図示した
説明図である。
【図８】訪問プランに加えられた候補地を地図画面にポップアップ表示した場合を図示し
た説明図である。
【図９】訪問プランの名称及び日付を入力する場合を図示した説明図である。
【図１０】地図画面とスケジュール表示とを並列表示させた場合を図示した説明図である
。
【図１１】地図画面に訪問スポット間の移動経路を表示した場合を図示した説明図である
。
【図１２】スケジュール表示を全画面表示させた場合を図示した説明図である。
【図１３】スケジュール表示の訪問スポット表示項目の時間幅を変更した場合を図示した
説明図である。
【図１４】不要な候補地を削除する場合を図示した説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　この発明に係る訪問プラン作成システム及び端末装置について、訪問プラン作成方法と
の関係で、好適な実施形態を挙げ、添付の図面を参照しながら以下詳細に説明する。
【００３２】
［一実施形態の構成］
　図１は、本発明の一実施形態に係る訪問プラン作成システム１０（以下、システム１０
ともいう。）の概略的な構成を示すブロック図である。
【００３３】
　システム１０は、複数のクライアント端末１２（以下、端末１２ともいう。）、配信サ
ーバ１４（以下、サーバ１４ともいう。）、及び、情報サーバ１６（以下、サーバ１６と
もいう。）を有する。本実施形態において、各端末（端末装置）１２とサーバ１４とは、
通信ネットワーク１８を介して通信可能であり、一方で、サーバ１４とサーバ１６とは、
通信ネットワーク２０を介して通信可能である。
【００３４】
　各端末１２は、例えば、市販のスマートフォンであり、入出力部２２、通信部２４、現
在位置検出部２６、操作部２８、演算部３０、記憶部３２及び表示部３４を有する。なお
、図１では、代表的に、１つの端末１２について、入出力部２２、通信部２４、現在位置
検出部２６、操作部２８、演算部３０、記憶部３２及び表示部３４を図示しているが、他
の端末１２にも同様の構成要素が備わっていることは勿論である。
【００３５】
　入出力部２２は、端末１２における信号の入出力を行う。通信部２４は、無線又は有線
を介してサーバ１４と通信を行う。現在位置検出部２６は、端末１２の現在位置を検出す
る。操作部２８は、タッチパネル等の入力装置を備え、ユーザの指令を入力する。
【００３６】
　演算部３０は、端末１２の各部を制御するものであり、訪問スポット検索部（候補地デ
ータ検索部）３６、目的地エリア設定部３８、候補地調整部（候補地表示処理部）４０及
びスケジュール調整部（案内表示処理部）４２を備える。訪問スポット検索部３６、目的
地エリア設定部３８、候補地調整部４０及びスケジュール調整部４２は、後述する配信設
定プログラムを起動することにより形成され、サーバ１４（又はサーバ１６）との関係で
、ユーザによる操作部２８の操作に応じた所定の処理を実行する。
【００３７】
　すなわち、ユーザが表示部３４の画面を見ながら操作部２８を操作して、観光スポット
、グルメスポット、美術館等の各種スポットのうち、旅行等での訪問を検討しているスポ
ット（ユーザが気にしているスポット）を検索した場合、訪問スポット検索部３６は、当
該操作に応じたスポットを示すスポットデータが、後述するサーバ１４、１６内のコンテ
ンツデータベース６２、６８（以下、コンテンツＤＢ６２、６８ともいう。）に保存され
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ているか否かを検索する。そして、当該スポットデータが検索できた場合、検索されたス
ポットデータは、ユーザの嗜好に合ったスポット（候補地）を示す候補地データとして、
当該候補地の位置情報と紐付けられ、後述する候補地データベース６６（以下、候補地Ｄ
Ｂ６６ともいう。）に保存される。
【００３８】
　なお、スポットデータや候補地データには、当該スポットの名称、前記スポットを示す
画像（例えば、観光スポット、グルメスポット、美術館等の外観又は内部の画像）、前記
スポットに関するコメント（例えば、当該スポットのお奨め情報）等が含まれる。また、
前記スポットや前記候補地の位置情報は、例えば、後述する地図データベース６４、７０
（以下、地図ＤＢ６４、７０）について、前記スポットや前記候補地のエリアの地図情報
を検索し、検索した地図情報から取得すればよい。さらに、このようなスポットデータ及
び位置情報は、コンテンツＤＢ６２、６８及び地図ＤＢ６４、７０から取得せず、インタ
ーネット上の各種情報から取得してもよい。
【００３９】
　一方、ユーザが表示部３４に表示された画面を見ながら操作部２８を操作し、訪問した
い目的地（目的地エリア）を地域指定した場合、目的地エリア設定部３８は、サーバ１４
、１６の地図ＤＢ６４、７０から目的地エリアに応じた地図情報を取得し、取得した地図
情報を、目的地エリアを示す地図画面として表示部３４に表示させる。
【００４０】
　この場合、候補地調整部４０は、サーバ１４内の候補地ＤＢ（候補地記憶部）６６に保
存された候補地データの中から、目的地エリア内の候補地に応じた候補地データを優先的
に検索し、検索した候補地データをサーバ１４から取得する。なお、目的地エリア設定部
３８が目的地エリアの地図情報を取得しているので、候補地調整部４０は、当該地図情報
と、候補地データに紐付けされた位置情報とを比較することにより、候補地ＤＢ６６に保
存された候補地データの中から、目的地エリア内の候補地データを検索すればよい。
【００４１】
　そして、候補地調整部４０は、ユーザが訪問したいスポット（訪問スポット）の種類を
識別するためのジャンル別タグ（観光スポット、グルメスポット、美術館等の種別を識別
するためのタグ）を付して、表示部３４に表示された目的地エリアの地図画面上にポップ
アップ表示させる。
【００４２】
　スケジュール調整部４２は、ユーザが表示部３４に表示された画面を見ながら操作部２
８を操作し、地図画面上にポップアップ表示された候補地データのうち、所望の候補地デ
ータを選択したときに、選択した候補地データに対応する表示ラベルを、時間軸に沿って
形成されたスケジュール表中に、選択した順番に嵌め込む。表示ラベルが嵌め込まれたス
ケジュール表は、表示部３４に表示される。また、スケジュール調整部４２は、スケジュ
ール表中に嵌め込んだ順番に従って、表示ラベルの示す候補地間の移動経路を地図画面上
に表示する。
【００４３】
　記憶部３２は、演算部３０で用いる配信設定プログラム、制御プログラム等の各種のプ
ログラムやデータを記憶する。各種のデータの中には、端末１２のユーザ情報が含まれる
。また、当該ユーザ情報の中には、ユーザ又は端末１２を特定するためのユーザ識別情報
（ユーザＩＤ）が含まれる。表示部３４は、配信設定に用いる地図画面等の各種画面を表
示する。操作部２８がタッチパネルである場合、操作部２８と表示部３４とは同一ユニッ
トとして構成することができる。
【００４４】
　サーバ１４は、入出力部４４、通信部４６、操作部４８、演算部５０、記憶部５２及び
表示部５４を備える。入出力部４４は、サーバ１４における信号の入出力を行う。通信部
４６は、無線又は有線を介して各端末１２及びサーバ１６と通信を行う。操作部４８は、
キーボード等の入力装置を備え、サーバ１４の管理者の指令を入力する。
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【００４５】
　演算部５０は、サーバ１４の各部を制御するものであり、データベース管理部５６（以
下、ＤＢ管理部５６ともいう。）及び配信制御部５８を備える。ＤＢ管理部５６は、記憶
部５２に含まれるデータベースを管理する。配信制御部５８は、サーバ１４から各端末１
２に対する各種情報の配信を制御する。
【００４６】
　記憶部５２は、演算部５０で用いる制御プログラム等の各種のプログラムやデータを記
憶する。記憶部５２は、ユーザデータベース６０（以下、ユーザＤＢ６０ともいう。）、
コンテンツＤＢ６２及び地図ＤＢ６４を有する。
【００４７】
　ユーザＤＢ６０には、各端末１２のユーザに関する情報（パーソナル・データ）が含ま
れる。すなわち、ユーザＤＢ６０には、ユーザ毎に、ユーザに関する情報が記憶されてい
る。なお、ユーザに関する情報には、例えば、氏名、性別、生年月日（年齢）及びユーザ
ＩＤが含まれる。また、ユーザＤＢ６０は、候補地データを記憶する候補地ＤＢ６６を有
する。
【００４８】
　コンテンツＤＢ６２には、例えば、楽曲、各種ニュース、各種記事、イベント情報等の
各種のコンテンツが含まれる。また、コンテンツＤＢ６２には、観光スポット、グルメス
ポット、美術館等の各種のスポットを示すスポットデータも含まれている。地図ＤＢ６４
は、各種の地図情報（例えば、観光スポット、グルメスポット、美術館等の位置情報）を
含む。
【００４９】
　従って、訪問スポット検索部３６は、ユーザによる操作部２８の操作に応じたスポット
データをコンテンツＤＢ６２から検索し、検索したスポットデータを候補地データに決定
して、候補地ＤＢ６６に保存する。その際、訪問スポット検索部３６は、地図ＤＢ６４を
参照して候補地の位置情報を取得し、取得した候補地の位置情報と候補地データとを紐付
けて候補地ＤＢ６６に保存する。
【００５０】
　情報サーバ１６は、コンテンツＤＢ６８及び地図ＤＢ７０を有する。コンテンツＤＢ６
８は、コンテンツＤＢ６２と同様に、各種のコンテンツやスポットデータを含む。また、
地図ＤＢ７０は、地図ＤＢ６４と同様に、各種の地図情報を含む。
【００５１】
　なお、各サーバ１４、１６は、コンテンツＤＢ６２、６８と地図ＤＢ６４、７０とを有
しているので、以下の説明では、端末１２がサーバ１４のコンテンツＤＢ６２や地図ＤＢ
６４から各種の情報を取得する場合について説明する。
【００５２】
［配信設定プログラムの取得］
　次に、サーバ１４から特定の端末１２に対して各種情報の配信を行うための端末１２及
びサーバ１４における各種制御を説明する。本実施形態において、先ず、ユーザは、端末
１２を用いて配信設定プログラムを取得（ダウンロード及びインストール）する。配信設
定プログラムは、端末１２において配信設定を行うためのプログラムである。
【００５３】
　配信設定プログラムは、パーソナル・アシスト・アプリケーション・プログラム（ＰＡ
ＡＰ）の一部としてＰＡＡＰに含まれる。ＰＡＡＰは、端末１２のユーザそれぞれの属性
（パーソナル・データ）に応じた情報を端末１２に配信するために端末１２で動作するプ
ログラムである。
【００５４】
　配信設定プログラムを含むＰＡＡＰを取得した後、ユーザは、端末１２を操作して配信
設定の入力を行う。配信設定の入力が完了すると、当該配信設定は、サーバ１４に送信さ
れる。サーバ１４は、端末１２から受信した配信設定に応じて、各種の情報を配信する。
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【００５５】
　図２は、端末１２がサーバ１４から配信設定プログラム（ＰＡＡＰ）を取得する際のフ
ローチャートである。ステップＳ１において、端末１２は、ユーザによる操作部２８の操
作に応じて、サーバ１４に対して配信設定プログラムの送信を要求する。
【００５６】
　ステップＳ２において、サーバ１４は、端末１２からの要求に応じて配信設定プログラ
ムを端末１２に送信する。配信設定プログラムは、サーバ１４の記憶部５２に記憶されて
いる。ステップＳ３において、端末１２は、配信設定プログラムを受信する。ステップＳ
４において、端末１２は、ユーザによる操作部２８の操作に応じて、配信設定プログラム
をインストールする。
【００５７】
　なお、配信設定プログラムの入手は、配信サーバ１４からではなく、例えば、ウェブサ
イトを介してオンラインショッピングの形式で行うことも可能である。
【００５８】
［本実施形態の動作］
　本実施形態に係るシステム１０は、以上のように構成されており、次に、当該システム
１０の動作（訪問プラン作成方法）について、図３～図１４を参照しながら説明する。
【００５９】
　図３は、ユーザが端末１２を操作して、観光スポット、グルメスポット、美術館等の各
種スポットを訪問するための訪問プランを作成する際のフローチャートである。
【００６０】
　先ず、ユーザは、端末１２の操作部２８を操作して（例えば、アイコンを選択して）、
配信設定プログラムを起動させる。端末１２の演算部３０は、配信設定プログラムを起動
したので訪問プランの作成が可能である旨をユーザに通知する表示画面（メイン画面）を
表示部３４に表示させる。
【００６１】
　図３のステップＳ１０（第１のステップ）において、ユーザは、表示部３４のメイン画
面を見て、訪問プランの作成が可能であることを確認した後に、操作部２８を操作して、
訪問したい目的地である任意の地域（例えば、Ａエリア）を入力する。訪問スポット検索
部３６は、入力されたＡエリアの地図情報と、当該Ａエリアの観光スポット、グルメスポ
ット、美術館等の各種スポットに関する情報（スポットデータ）とを配信するよう、サー
バ１４に要求する。
【００６２】
　サーバ１４が端末１２からの要求を受信すると、サーバ１４の演算部５０を構成する配
信制御部５８は、地図ＤＢ６４に保存されているＡエリアの地図情報と、コンテンツＤＢ
６２に保存されているＡエリア周辺のスポットに応じたスポットデータとを、通信ネット
ワーク１８を介して端末１２に配信する。端末１２の訪問スポット検索部３６は、受信し
たスポットデータを表示部３４のメイン画面に表示する。
【００６３】
　図４は、表示部３４に表示されたメイン画面７２を図示したものである。
【００６４】
　メイン画面７２には、「Ａエリア」等の検索対象とする任意の地域を入力するテキスト
ボックス７４と、「Ａエリア」をテキストボックス７４に入力した結果、メイン画面７２
上に一覧表示されるスポット表示項目７６ｂ～７６ｅとが並べて表示されている。スポッ
ト表示項目７６ｂ～７６ｅには、Ａエリア内の各スポットの名称（「Ｂ遊園地」、「Ｃ劇
場」、「Ｄ会館」、「Ｅ自転車置場」等）やＡエリアの中心位置に対する各スポットの距
離が表示されると共に、各スポットの種類（ジャンル）を示すジャンル別タグ７８が操作
自在に表示されている。
【００６５】
　また、各スポット表示項目７６ｂ～７６ｅのうち、知名度や人気度の高いスポット、例
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えば、「Ｂ遊園地」のスポット表示項目７６ｂには、当該スポット表示項目７６ｂに連な
るように表示領域９２ｂが大きく表示される。当該表示領域９２ｂには、スポット表示項
目７６ｂを象徴する画像が表示される。図４では、表示領域９２ｂに「Ｂ遊園地」の画像
が表示されるが、この画像の詳細な図示は省略する。
【００６６】
　なお、各スポットの名称、距離及び画像は、いずれも、スポットデータの一部である。
また、ジャンル別タグ７８に応じたジャンルをスポットデータに含めてもよい。
【００６７】
　さらに、メイン画面７２は、上下にスクロール可能であり、表示しきれないスポット表
示項目を順次切り替えて表示することができる。
【００６８】
　図４の各スポット表示項目７６ｂ～７６ｅに表示された各スポットは、いずれも、観光
スポットに関わる施設であるため、各スポット表示項目７６ｂ～７６ｅには、観光スポッ
トであることを表す同一のジャンル別タグ７８が付されている。
【００６９】
　メイン画面７２の下方には、ユーザがメイン画面７２、図５のブックマーク画面８０、
又は、図６の地図画面８２のいずれかを選択表示可能な選択ボタン８４～８８が表示され
ている。図４では、メイン画面７２が表示されているので、メイン画面７２に対応する選
択ボタン８４が白抜き表示され、一方で、ブックマーク画面８０に対応する選択ボタン８
６と、地図画面８２に対応する選択ボタン８８とが色付き表示されている。なお、図４～
図８及び図１０～図１４では、色付き表示の部分を塗りつぶして図示する。
【００７０】
　次のステップＳ１１（第２のステップ）において、ユーザによる任意のＰＯＩ（Ｐｏｉ
ｎｔ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ）のブックマーク操作がおこなわれる。
【００７１】
　図４のメイン画面７２において、例えば、ユーザがスポット表示項目７６ｂをタップす
ると、当該スポット表示項目７６ｂに対応する詳細情報を表示した別画面のコンテンツに
切り替わる。ユーザは、別画面の画面情報を閲覧することにより、タップしたスポットの
詳細情報を確認することができる。なお、別画面に表示された詳細情報の図示は省略する
。
【００７２】
　そして、「Ｂ遊園地」の画像又はその詳細情報等を見て、ユーザが「Ｂ遊園地」を気に
なるスポット（興味のあるスポットである候補地）と感じた場合、当該ユーザがスポット
表示項目７６ｂ中に表示されているジャンル別タグ７８をタップすることにより、「Ｂ遊
園地」がＰＯＩとしてブックマークされる。
【００７３】
　すなわち、訪問スポット検索部３６は、ユーザによるスポット表示項目７６ｂのジャン
ル別タグ７８のタップを受け付けると、そのスポット表示項目７６ｂの示す「Ｂ遊園地」
がユーザにとってＰＯＩ（候補地）であると認識し、通信ネットワーク１８を介してサー
バ１４に、「Ｂ遊園地」のスポットデータを候補地ＤＢ６６に登録するよう要求する。サ
ーバ１４のＤＢ管理部５６は、端末１２からの要求に応じて、コンテンツＤＢ６２に保存
された「Ｂ遊園地」のスポットデータを、ユーザの嗜好に合ったスポット（候補地）を示
す候補地データとして候補地ＤＢ６６に登録する。この場合、ＤＢ管理部５６は、地図Ｄ
Ｂ６４を参照して、「Ｂ遊園地」の位置情報を当該候補地データに紐付けて候補地ＤＢ６
６に登録する。
【００７４】
　このような一連の処理によって、ＰＯＩである「Ｂ遊園地」のスポットデータが候補地
データとして候補地ＤＢ６６に登録（ブックマーク）される。なお、候補地ＤＢ６６では
、ユーザ（端末１２）毎に、ブックマークされた候補地データ及び位置情報を保存するこ
とが好ましい。
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【００７５】
　また、訪問スポット検索部３６は、「Ｂ遊園地」がブックマークされると、図４のメイ
ン画面７２上に、新たにブックマークされたスポット（候補地）の数を示すメッセージ９
４を、選択ボタン８６に重畳表示させる。なお、図４には、１つのスポットである「Ｂ遊
園地」が新たにブックマークされたことを示す「１」の数字がメッセージ９４として表示
されている。従って、ユーザが複数のスポットをＰＯＩとしてブックマークすれば、メッ
セージ９４には、ブックマークされたスポットの数が表示される。
【００７６】
　次のステップＳ１２において、ユーザが選択ボタン８６をタップすると、訪問スポット
検索部３６は、図４のメイン画面７２に代えて、図５のブックマーク画面８０を表示部３
４に表示させる。
【００７７】
　図５において、ブックマーク画面８０には、予め設定した広域のエリア区分に分けて（
例えば、都道府県毎に分けて）、上から下に向かって、ユーザがブックマーク（選択）し
た順番に、候補地を示すスポット表示項目（表示ラベル）が表示される。
【００７８】
　図５では、「Ａエリアが含まれる広域のエリア区分」の一部、すなわち、ユーザによっ
て選択された候補地を示すスポット表示項目（表示ラベル）７６ｆ、７６ｇ、７６ｈ、７
６ｂがブックマーク画面８０に表示されている。従って、ユーザは、ブックマーク画面８
０を見ることで、「Ａエリア」を含む広域エリアにおいて、直近でブックマークされたス
ポットがスポット表示項目７６ｂの示す「Ｂ遊園地」であることを判別できる。
【００７９】
　また、ブックマーク画面８０において、スポット表示項目７６ｆ、７６ｇ、７６ｈは、
それぞれ、「Ｆレンタカー」、「Ｇレストラン」、「Ｈレストラン」のスポットに対応す
る。従って、「Ｂ遊園地」及び「Ｆレンタカー」のスポット表示項目７６ｂ、７６ｆには
、観光スポットに関わるジャンル別タグ７８がそれぞれ付され、一方で、「Ｇレストラン
」及び「Ｈレストラン」のスポット表示項目７６ｇ、７６ｈには、グルメスポットである
ことを示すジャンル別タグ９６が付されている。
【００８０】
　なお、グルメスポットを示すジャンル別タグ９６は、観光スポットに関わるジャンル別
タグ７８よりも背景色が濃い色で表示されており、その他のジャンル別タグ、例えば、宿
泊（旅館、ホテル）に関するタグについても、他のジャンル別タグとの識別が容易となる
よう、色の濃淡を含めた相違が明確となるよう表示される。
【００８１】
　さらに、各スポット表示項目７６ｂ、７６ｆ、７６ｇ、７６ｈには、それぞれ、各スポ
ットの画像を表示する表示領域９２ｂ、９２ｆ、９２ｇ、９２ｈが小さく表示されている
。なお、スポットの画像が登録されていないスポット表示項目（表示領域を有していない
スポット表示項目）については、対応する表示領域の小さな表示は行われない。そして、
前述のように、ブックマークされると候補地ＤＢ６６に候補地データ及び位置情報が共に
保存されるので、ブックマーク画面８０に表示される全ての候補地の候補地データは、そ
の時点で候補地ＤＢ６６に予め保存されていることになる。
【００８２】
　なお、ステップＳ１２において、ユーザが選択ボタン８６をタップしてブックマーク画
面８０の表示を指示した場合、訪問スポット検索部３６は、サーバ１４に候補地データ及
び位置情報の配信を要求する。サーバ１４の配信制御部５８は、候補地ＤＢ６６に保存さ
れた候補地データ及び位置情報を、通信ネットワーク１８を介して端末１２に配信する。
これにより、訪問スポット検索部３６は、配信された候補地データ及び位置情報に基づき
、図５のブックマーク画面８０を表示部３４に表示させることができる。
【００８３】
　次のステップＳ１３において、ユーザが訪問プランを作成したい場合（ステップＳ１３
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：ＹＥＳ）、ブックマーク画面８０に表示されたプラン表示メッセージ９８をタップする
ことにより、表示部３４は、図５のブックマーク画面８０に代えて、図６の地図画面８２
を表示する。
【００８４】
　この場合、訪問スポット検索部３６は、ユーザによるプラン表示メッセージ９８のタッ
プを受け付けると、サーバ１４に地図情報の配信を要求し、サーバ１４の配信制御部５８
は、地図ＤＢ６４の地図情報を、通信ネットワーク１８を介して端末１２に配信する。こ
れにより、訪問スポット検索部３６は、配信された地図情報に基づき、図６の地図画面８
２を表示部３４に表示させることができる。
【００８５】
　次のステップＳ１４（第３のステップ）において、ユーザがテキストボックス７４に、
訪問したい目的地の地域指定として、例えば、「Ａエリア」を入力した場合（ステップＳ
１４：ＹＥＳ）、目的地エリア設定部３８は、サーバ１４にＡエリアの地図情報と、Ａエ
リア内にブックマークされた候補地（ＰＯＩ）の候補地データ及び位置情報との配信を要
求する。サーバ１４の配信制御部５８は、地図ＤＢ６４内のＡエリアの地図情報と、候補
地ＤＢ６６内のＡエリアの候補地データ及び位置情報とを、通信ネットワーク１８を介し
て端末１２に配信する。
【００８６】
　この結果、目的地エリア設定部３８は、配信された地図情報に基づき、「Ａエリア」の
地図画面８２を表示部３４に表示させると共に、当該Ａエリア内でブックマークされた候
補地（ＰＯＩ）を地図画面８２に重畳表示させる（ステップＳ１５（第３のステップ））
。
【００８７】
　一方、ステップＳ１４において、ユーザから、訪問したい目的地の地域指定の入力がな
い場合（ステップＳ１４：ＮＯ）、目的地エリア設定部３８は、ブックマークされている
全てのスポット（ＰＯＩ）を表示させるべく、全てのＰＯＩが表示できるような広域エリ
アの地図画面８２を表示部３４に表示させる（ステップＳ１６（第３のステップ））。
【００８８】
　すなわち、目的地エリア設定部３８は、サーバ１４にブックマークされた全ての候補地
（ＰＯＩ）の候補地データ及び位置情報と、全ての候補地を含む地図情報との配信を要求
する。サーバ１４の配信制御部５８は、候補地ＤＢ６６内の全ての候補地データ及び位置
情報と、地図ＤＢ６４内の全ての候補地に応じた広域エリアの地図情報とを、通信ネット
ワーク１８を介して端末１２に配信する。この結果、目的地エリア設定部３８は、配信さ
れた地図情報に基づき、全ての候補地を含む広域エリアの地図画面８２を表示部３４に表
示させると共に、全ての候補地を地図画面８２に重畳表示させることができる（ステップ
Ｓ１６）。
【００８９】
　なお、以下の説明では、主として、ユーザがＡエリアを指定した場合（ステップＳ１４
：ＹＥＳ、ステップＳ１５）における訪問プランの作成について説明する。
【００９０】
　図６は、ユーザがＡエリアを指定した場合に（ステップＳ１４：ＹＥＳ）、表示部３４
に表示される地図画面８２（ステップＳ１５）を図示したものである。
【００９１】
　地図画面８２には、ブックマークされた候補地（ＰＯＩ）のポップアップ表示１０２ｂ
、１０２ｆ～１０２ｊが配置されている。また、各ポップアップ表示１０２ｂ、１０２ｆ
～１０２ｊには、ジャンル別タグ１０４、１０６や、各候補地の画像を表示する表示領域
１０８ｂ、１０８ｆ～１０８ｊも付されている。従って、ユーザは、各ポップアップ表示
１０２ｂ、１０２ｆ～１０２ｊを見ることで、各候補地の概要を把握することができる。
なお、吹き出し状の各ポップアップ表示１０２ｂ、１０２ｆ～１０２ｊにおいて、吹き出
しの基点が、地図画面８２上の候補地を示している。
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【００９２】
　また、地図画面８２には、１つの訪問プランで選択されている候補地（訪問スポット）
の数を通知するメッセージ１１０が表示されている。この場合、ステップＳ１７以降で訪
問プランを作成するため、メッセージ１１０には、ブックマークされた７件の候補地のう
ち、まだ一つも選択されていないことを「０／７件」として表示されている。
【００９３】
　なお、地図画面８２には、ブックマークされた７件の候補地のうち、６件の候補地がポ
ップアップ表示１０２ｂ、１０２ｆ～１０２ｊとして表示されている。残り１件の候補地
のポップアップ表示１１２は、スポットの画像が登録されていないスポット表示項目に対
応するため、当該画像の表示領域が地図画面８２に表示されていない。
【００９４】
　また、ポップアップ表示１０２ｂ、１０２ｆ～１０２ｊに付されたジャンル別タグ１０
４、１０６は、図４及び図５のジャンル別タグ７８、９６にそれぞれ対応する。すなわち
、ジャンル別タグ７８、１０４は、共に、観光スポットに関わるタグであり、一方で、ジ
ャンル別タグ９６、１０６は、共に、ジャンル別タグ７８、１０４よりも背景色が濃い色
で図示された、グルメスポットに関わるタグである。
【００９５】
　次のステップＳ１７（第４のステップ）において、ユーザが訪問プランに追加する候補
地（ＰＯＩとしての訪問スポット）を選択すべく、所望のポップアップ表示をタップする
。
【００９６】
　例えば、図７に示すように、ユーザがポップアップ表示１０２ｂをタップすると、ポッ
プアップ表示１０２ｂに対して吹き出し状のポップアップ表示１１４が重畳表示される。
ポップアップ表示１１４には、選択ボタン１１６が付加されている。従って、ユーザが選
択ボタン１１６をタップすると、当該ポップアップ表示１０２ｂの示す候補地が、訪問ス
ポットとして選択され、訪問プランに加えられる。
【００９７】
　すなわち、候補地調整部４０は、ユーザによる選択ボタン１１６のタップを受け付ける
と、通信ネットワーク１８を介してサーバ１４に、選択された候補地を訪問スポットとし
て登録するよう要求する。サーバ１４のＤＢ管理部５６は、端末１２からの要求に基づき
、候補地ＤＢ６６に登録されている当該候補地を訪問スポットとして再登録する。
【００９８】
　また、ユーザは、候補地を示す他のポップアップ表示（例えば、ポップアップ表示１０
２ｆ、１０２ｇ）についても、ポップアップ表示１０２ｂの場合と同様に選択することで
、当該候補地を訪問スポットとして選択することができる。
【００９９】
　図８は、ポップアップ表示１０２ｂ、１０２ｆ、１０２ｇの示す候補地が、訪問スポッ
トとして選択された場合の地図画面８２の表示内容を図示したものである。この場合、ポ
ップアップ表示１０２ｂ、１０２ｆ、１０２ｇには、ジャンル別タグ１０４、１０６に代
えて、訪問スポットとして選択されたことを示す選択済タグ１２０が付されている。また
、メッセージ１１０には、ポップアップ表示１０２ｂ、１０２ｆ、１０２ｇの示す３つの
候補地が訪問スポットとして選択されたことを「３／７件選択」のメッセージが表示され
ている。
【０１００】
　このようにして訪問スポットが選択された後に、図８のＯＫボタン１１８がタップされ
ると図９のプラン登録画面１２１に表示が切り替わる。ステップＳ１８において、ユーザ
は、プラン登録画面１２１を見ながら、作成した訪問プランについて、ユーザが識別でき
る名称等を付してサーバ１４に登録する。本実施形態では、訪問プランの名称（プラン名
）と、訪問プランに従って訪問スポットを訪問する日付とを設定する。
【０１０１】
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　図９に示すように、ユーザが操作部２８を操作すると、プラン登録画面１２１を構成す
る地図画面８２に設定表示１２２が重畳表示される。設定表示１２２には、プラン名を入
力するためのテキストボックス１２４と、日付を選択するための選択領域１２６と、ユー
ザによる選択領域１２６に対する日付の選択操作を許可又は不許可するためのオンオフボ
タン１２８と、ユーザが設定したプラン名及び日付を確定させるためのＯＫボタン１３０
と、ユーザが一旦入力したプラン名及び日付をキャンセルするためのキャンセルボタン１
３２とが表示されている。
【０１０２】
　従って、ユーザは、テキストボックス１２４にプラン名を入力し、オンオフボタン１２
８をオンにして選択領域１２６で日付（例えば、２０１３年１２月１６日）を選択した後
に、ＯＫボタン１３０をタップすると、作成した訪問プランのプラン名と、訪問する日と
が登録される。
【０１０３】
　すなわち、スケジュール調整部４２は、ユーザが入力したプラン名及び日付を受け付け
ると、通信ネットワーク１８を介してサーバ１４にプラン名及び日付を通知する。サーバ
１４のＤＢ管理部５６は、候補地ＤＢ６６に登録されている訪問スポットの候補地データ
に対して、プラン名及び日付を付けて管理する。これにより、当該訪問スポットを含む訪
問プランが作成され、候補地ＤＢ６６に登録される。なお、オンオフボタン１２８をオフ
にすれば、日付の選択操作が不許可となるので、訪問プランに日付を含めないで登録する
ことも可能である。
【０１０４】
　次のステップＳ１９（第４のステップ）において、スケジュール調整部４２は、通信ネ
ットワーク１８を介してサーバ１４に、訪問プランの配信を要求する。サーバ１４の配信
制御部５８は、候補地ＤＢ６６に登録されている訪問プランを、通信ネットワーク１８を
介して端末１２に配信する。スケジュール調整部４２は、配信された訪問プランを表示部
３４に表示するために、図１０に示すように、地図画面８２と、訪問スポットの訪問順を
示すスケジュール表示（スケジュール表）１３４とを並列表示させる。
【０１０５】
　図１０に示すように、表示部３４には、右側に地図画面８２が表示されると共に、左側
に訪問プラン中での訪問スポットの訪問順を示したスケジュール表示１３４が表示されて
いる。
【０１０６】
　スケジュール表示１３４は、表示部３４において、上から下に向かって、訪問する順番
に、訪問スポットを示す訪問スポット表示項目（表示ラベル）１３６ｂ、１３６ｇ、１３
６ｆを表示したものである。各訪問スポット表示項目１３６ｂ、１３６ｇ、１３６ｆには
、ジャンル別タグ７８、９６が表示されている。また、表示部３４には、訪問プランのプ
ラン名「Ｉタワー」と訪問日付「２０１３年１２月１６日」とを含むメッセージ１３７も
表示されている。
【０１０７】
　表示部３４の下方には、歩行ナビゲーションボタン１３８と、車両ナビゲーションボタ
ン１４０とが表示されている。ユーザが歩行ナビゲーションボタン１３８をタップすると
、図１１に示すように、地図画面８２には、ポップアップ表示１０２ｂの示す「Ｂ遊園地
」から、ポップアップ表示１０２ｇの示す「Ｇレストラン」を経由して、ポップアップ表
示１０２ｆの示す「Ｆレンタカー」に至るまでの歩行経路（移動経路）１４２が表示され
る。
【０１０８】
　この場合、地図画面８２には、歩行経路１４２の出発地点（「Ｂ遊園地」）を示すポッ
プアップ表示１４４と、歩行経路１４２の到着地点（「Ｆレンタカー」）を示すポップア
ップ表示１４６とが、併せて表示される。なお、ポップアップ表示１４４には、出発地点
を示す「Ｓ」の文字が表示され、一方で、ポップアップ表示１４６には、到着地点を示す
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「Ｇ」の文字が表示されている。
【０１０９】
　また、図１０及び図１１に示すように、スケジュール表示１３４には、ユーザがタップ
することで地図画面８２を全画面表示させるための全画面表示ボタン１４８と、ユーザが
タップすることでスケジュール表示１３４を全画面表示させるための全画面表示ボタン１
５０とがそれぞれ表示されている。
【０１１０】
　次に、作成した訪問プラン中の各訪問スポットの訪問順や訪問時間（滞在時間）を調整
したい場合（ステップＳ２０：ＹＥＳ）、ユーザは、全画面表示ボタン１５０をタップす
ればよい。
【０１１１】
　これにより、図１２に示すように、表示部３４の表示は、スケジュール表示１３４の全
画面表示に切り替わる（ステップＳ２１）。図１２の全画面表示では、上から下に向かう
時間軸が表示されており、この時間軸に沿って、訪問スポット表示項目１３６ｂ、１３６
ｇ、１３６ｆが訪問順に配置されている。なお、スケジュール表示１３４では、デフォル
ト値として、各訪問スポット表示項目１３６ｂ、１３６ｇ、１３６ｆの訪問時間（滞在時
間）が１時間に設定されている。
【０１１２】
　このスケジュール表示１３４の表示画面をユーザが操作することによって、ユーザは、
ＰＯＩの訪問順の調整や訪問時間の調整を行うことができる（ステップＳ２２）。例えば
、最初の訪問スポットである「Ｂ遊園地」の訪問時間を長く設定したい場合には、訪問ス
ポット表示項目１３６ｂを上下方向にピンチアウトすればよい。逆に、「Ｂ遊園地」の訪
問時間を短くしたい場合、ユーザは、訪問スポット表示項目１３６ｂを上下方向にピンチ
インすればよい。
【０１１３】
　同様の操作によって、スケジュール調整部４２は、ユーザのピンチアウト又はピンチイ
ンの操作に応じて、訪問スポット表示項目１３６ｇ、１３６ｆの示す「Ｇレストラン」、
「Ｆレンタカー」の滞在時間についても、長くしたり短くしたりする調整が可能である。
【０１１４】
　この結果、スケジュール調整部４２は、表示部３４の表示内容を、図１２に示す当初の
訪問プランから、図１３に示す調整後の訪問プランに切り替えることができる。
【０１１５】
　また、上記の説明では、訪問スポット表示項目１３６ｂ、１３６ｇ、１３６ｆを上下方
向にピンチアウト又はピンチインする場合について説明したが、訪問スポットの訪問順を
変更する場合、ユーザは、訪問スポット表示項目１３６ｂ、１３６ｇ、１３６ｆを長押し
した状態で、ドラッグしたまま、所望の順番位置へ移動させればよい。このようにしてユ
ーザが訪問スポット表示項目１３６ｂ、１３６ｇ、１３６ｆの表示順を変更した場合、ス
ケジュール調整部４２は、変更後の表示順に対応して、地図画面８２上での歩行経路１４
２を変更することができる。例えば、訪問スポット表示項目１３６ｂと訪問スポット表示
項目１３６ｇとの表示順を入れ替えた場合、スケジュール調整部４２は、出発地点と経由
地とを逆転させて、最後に訪問スポット表示項目１３６ｆの示す「Ｆレンタカー」に至る
歩行経路１４２を地図画面８２に表示させる。
【０１１６】
　さらに、上記の説明では、ユーザが歩行ナビゲーションボタン１３８をタップすること
で、ユーザが徒歩で移動する場合の歩行経路１４２を地図画面８２に表示させる場合につ
いて説明した。ユーザが自動車等の車両で移動したい場合には、車両ナビゲーションボタ
ン１４０をタップすればよい。これにより、地図画面８２上には、徒歩による歩行経路１
４２に代えて、車両の移動経路が表示される。
【０１１７】
　なお、ステップＳ２０において、各訪問スポットの訪問順や訪問時間の調整が不要であ
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る場合には（ステップＳ２０：ＮＯ）、ステップＳ２１、Ｓ２２の処理は行われない。
【０１１８】
　次のステップＳ２３において、不要な訪問スポット（ＰＯＩ）がある場合（ステップＳ
２３：ＹＥＳ）、ユーザは、操作部２８を操作し、図１４に示す訪問スポット選択表示１
５６を表示させる。訪問スポット選択表示１５６には、「Ｇレストラン」が選択表示され
たことを示すメッセージ１５８が表示されている。ここで、ユーザが、訪問スポット選択
表示１５６中、削除項目１６０をタップすると、訪問プランから「Ｇレストラン」の訪問
スポットが削除される（ステップＳ２４）。
【０１１９】
　すなわち、スケジュール調整部４２は、削除項目１６０のタップを受け付けると、通信
ネットワーク１８を介してサーバ１６に訪問プランからの「Ｇレストラン」の候補地デー
タの削除を要請する。サーバ１４のＤＢ管理部５６は、候補地ＤＢ６６に登録されている
訪問プランから「Ｇレストラン」の候補地データを削除する。
【０１２０】
　この結果、サーバ１４から端末１２に削除後の訪問プランが配信されると、スケジュー
ル調整部４２は、「Ｇレストラン」を示すポップアップ表示１０２ｇが削除された地図画
面８２と、訪問スポット表示項目１３６ｇが削除されたスケジュール表示１３４とを、表
示部３４に表示させることができる。
【０１２１】
　なお、訪問スポット選択表示１５６には、「Ｇレストラン」の地図画面８２及びスケジ
ュール表示１３４への表示を指示するためのスポット表示指示項目１６２と、「Ｇレスト
ラン」の詳細情報の表示を指示するための詳細表示指示項目１６４と、訪問スポット選択
表示１５６を消すためのキャンセル項目１６６とがさらに表示されている。
【０１２２】
　なお、ステップＳ２３において、訪問スポットの削除が不要である場合には（ステップ
Ｓ２３：ＮＯ）、ステップＳ２４の処理は行われない。
【０１２３】
［本実施形態の効果］
　以上説明したように、本実施形態によれば、ユーザが旅行等の訪問プランを計画したと
きから、広範囲のエリアで色々検討したスポット情報や、常日頃から憧れていた観光スポ
ット、グルメスポット、美術館等の訪問スポットを、ユーザ自身の嗜好に合う候補地を示
す候補地データとして候補地ＤＢ６６に保存しておく。そして、ユーザが実際に訪問した
い目的地エリア（例えば、Ａエリア）を地域指定したときに、Ａエリアの地図画面８２上
で、Ａエリア内に位置する候補地について、候補地データにジャンル別タグ１０４、１０
６を付してポップアップ表示１０２ｂ、１０２ｆ～１０２ｊを行う。これにより、ユーザ
は、地図画面８２上での候補地の位置と当該候補地の種類（ジャンル）とを目安にして、
操作部２８を操作することで、訪問スポットの訪問順を含めて、訪問スポットを簡単に選
択することができる。
【０１２４】
　従って、ユーザが気にかけていたスポットは、候補地データとして候補地ＤＢ６６に全
て保存され、候補地調整部４０によって地図画面８２上にポップアップ表示１０２ｂ、１
０２ｆ～１０２ｊとして表示される。これにより、当該スポットを確実にユーザによる訪
問プランの選択検討対象とすることができる。また、ユーザは、各候補地に応じたポップ
アップ表示１０２ｂ、１０２ｆ～１０２ｊに付されるジャンル別タグ１０４、１０６と地
図画面８２上の位置関係とから、各候補地の訪問順の組み合わせを簡単に選定することが
可能となる。
【０１２５】
　さらに、時間軸で表示されるスケジュール表示１３４に、各候補地データ（訪問スポッ
トの情報）に対応する表示ラベルとしての訪問スポット表示項目１３６ｂ、１３６ｇ、１
３６ｆが訪問順に嵌め込み表示されると共に、地図画面８２上に各候補地間の歩行経路１
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４２が訪問順に表示されるので、ユーザとしては、大まかな時間と移動のイメージとを容
易に把握することができる。
【０１２６】
　従って、本実施形態によれば、ユーザが時間をかけて訪問スポットを選定する楽しみを
失わせることなく、目的地エリア内の訪問スポットを簡単に選択して訪問プランを作成す
ることが可能となる。
【０１２７】
　また、スケジュール表示１３４中に表示された複数の訪問スポット表示項目１３６ｂ、
１３６ｇ、１３６ｆは、ユーザによる操作部２８の操作に応じて、時間軸に沿った表示順
を変更可能である。ユーザにより表示順が変更された場合には、地図画面８２上に表示さ
れる候補地間の歩行経路１４２（移動経路）も変更表示される。これにより、ユーザは、
操作部２８を操作して、各候補地の訪問順の入れ替え操作を簡単に行うことができるので
、いくつものスケジュールを容易に作成して検討することが可能となる。
【０１２８】
　また、本実施形態では、ユーザの訪問時間や各候補地間でのユーザの移動時間に対応し
て、スケジュール表示１３４中の訪問スポット表示項目１３６ｂ、１３６ｇ、１３６ｆの
時間幅及び表示位置が調整可能である。これにより、スケジュール表示１３４中の訪問プ
ランの時間的な精度を高めることができる。この結果、ユーザは、スケジュール表示１３
４を確認することで、作成した訪問プランの時間的なイメージを容易に把握することがで
きる。
【０１２９】
　さらに、ユーザによる操作部２８の操作に起因して、訪問プランに対応するポップアッ
プ表示１０２ｂ、１０２ｆ、１０２ｇが地図画面８２上から削除されるか、又は、訪問ス
ポット表示項目１３６ｂ、１３６ｇ、１３６ｆがスケジュール表示１３４から削除される
と、これらの表示に応じた候補地データが候補地ＤＢ６６に登録された訪問プランから削
除される。これにより、地図画面８２での位置的な観点、及び、スケジュール表示１３４
での時間的な観点、のいずれからでも、候補地データを簡単に削除することができる。
【０１３０】
　さらにまた、スケジュール表示１３４と地図画面８２とを並べて表示する際に、スケジ
ュール表示１３４に表示された訪問スポット表示項目１３６ｂ、１３６ｇ、１３６ｆと、
地図画面８２のポップアップ表示１０２ｂ、１０２ｇ、１０２ｆ及びジャンル別タグ１０
４、１０６とが対応付けられてそれぞれ表示される。これにより、地図画面８２上の訪問
スポットの位置と、訪問スポット表示項目１３６ｂ、１３６ｇ、１３６ｆ中の表示位置と
を並べて比較しながら訪問プランを調整することができる。
【０１３１】
　また、訪問スポット表示項目１３６ｂ、１３６ｇ、１３６ｆのジャンル別タグ７８、９
６と、ポップアップ表示１０２ｂ、１０２ｇ、１０２ｆ及びジャンル別タグ１０４、１０
６とを対応付けることで、両者を揃えて表示させることができ、両者の位置確認が極めて
容易になる。例えば、ジャンル別タグ７８、９６の一部内容（背景色）を、ジャンル別タ
グ１０４、１０６の表示内容（背景色）として利用することで、当該ジャンル別タグ１０
４、１０６が付された候補地データを他の候補地データと容易に識別することが可能とな
る。
【０１３２】
　なお、この発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく、この発明の要旨を逸
脱しない範囲で種々の変更が可能であることは勿論である。
【符号の説明】
【０１３３】
１０…システム　　　　　　　　　　　　１２…端末
１４、１６…サーバ　　　　　　　　　　２８、４８…操作部
３０、５０…演算部　　　　　　　　　　３２、５２…記憶部
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３４、５４…表示部　　　　　　　　　　３６…訪問スポット検索部
３８…目的地エリア設定部　　　　　　　４０…候補地調整部
４２…スケジュール調整部　　　　　　　５６…ＤＢ管理部
５８…配信制御部　　　　　　　　　　　６０…ユーザＤＢ
６２、６８…コンテンツＤＢ　　　　　　６４、７０…地図ＤＢ
６６…候補地ＤＢ　　　　　　　　　　　７２…メイン画面
７４、１２４…テキストボックス　　　　７６ｂ～７６ｈ…スポット表示項目
７８、９６、１０４、１０６…ジャンル別タグ
８０…ブックマーク画面
９２ｂ、９２ｆ、９２ｇ、９２ｈ、１０８ｂ、１０８ｆ～１０８ｊ…表示領域
９４、１１０、１３７、１５８…メッセージ
９８…プラン表示メッセージ
１０２ｂ、１０２ｆ～１０２ｊ、１１２、１１４、１４４、１４６…ポップアップ表示
１１６…選択ボタン　　　　　　　　　　１１８、１３０…ＯＫボタン
１２１…プラン登録画面　　　　　　　　１２２…設定表示
１２６…選択領域　　　　　　　　　　　１２８…オンオフボタン
１３２…キャンセルボタン　　　　　　　１３４…スケジュール表示
１３６ｂ、１３６ｆ、１３６ｇ…訪問スポット表示項目
１３８…歩行ナビゲーションボタン　　　１４０…車両ナビゲーションボタン
１４２…歩行経路　　　　　　　　　　　１４８、１５０…全画面表示ボタン
１５６…訪問スポット選択表示　　　　　１６０…削除項目
１６２…スポット表示指示項目　　　　　１６４…詳細表示指示項目
１６６…キャンセル項目

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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