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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサとメモリを含むコンピュータ実装の地理情報システム（ＧＩＳ）であって、
　地理空間上の存在物に関連付けられる複数の地理空間的エンティティについての非地図
製作情報を受信するネットワークインタフェイスと、各地理空間的エンティティは、幾何
学的配置を持ち、かつ、物理的場所に位置付けられており、ここで、前記情報は複数のウ
ェブサイトから取り込まれ、かつ、該情報は前記地理空間的エンティティの説明に関する
属性を含み、
　前記非地図製作情報を格納するデータベースと、
　前記非地図製作情報を使用して且つ格付けアルゴリズムに従って、地図上での表示のた
めに前記地理空間的エンティティに優先順位付けをするよう構成された格付けモジュール
と
を具備する地理情報システム。
【請求項２】
　前記非地図製作情報は、前記地理空間的エンティティについての利用可能な情報の品質
、および前記地理空間的エンティティの定義に関する属性、のうちの一つを更に含む、請
求項１のシステム。
【請求項３】
　前記非地図製作情報は、前記地理空間的エンティティの人気度を示す情報を更に含む、
請求項１のシステム。
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【請求項４】
　前記非地図製作情報は、年令に関する属性、知名度に関する属性、および重要性に関す
る属性、のうちの一つを更に含む、請求項１のシステム。
【請求項５】
　複数の地理空間的エンティティが地理空間的エンティティ階層の中に位置付けられ、前
記非地図製作情報は、或る地理空間的エンティティの前記地理空間的エンティティ階層内
におけるその地位との関係を示す情報を更に含む、請求項１のシステム。
【請求項６】
　複数のエンティティ内のあるエンティティは、地理空間的オブジェクトの集合を含み、
前記エンティティの優先順位は、地理空間的オブジェクトの前記集合の特徴に応じて決定
される、請求項１のシステム。
【請求項７】
　前記複数の地理空間的エンティティ内の或るエンティティは、ウェブサイト上でのユー
ザ投稿に基づいて定義された地理空間的エンティティであり、前記格付けモジュールは、
前記格付けアルゴリズムに従って、前記ウェブサイト上でのユーザ投稿に基づいて生成さ
れるデータを用いて前記地理空間的エンティティの優先順位付けを決定する、請求項１の
システム。
【請求項８】
　前記格付けモジュールは、前記地理空間的エンティティの複数のメタ属性からの重み付
けデータの組合せから地理空間的エンティティの優先順位を決定する、請求項１のシステ
ム。
【請求項９】
　地理空間的エンティティを格付けするためにコンピュータによって実行される方法であ
って、
　地図製作データではない地理空間的エンティティデータを受信することと、ここで、該
データは複数のウェブサイトから取り込まれ、かつ、前記地理空間的エンティティデータ
は前記地理空間的エンティティの説明に関する属性を含み、かつ、各地理空間的エンティ
ティは幾何学的配置を持つと共に物理的場所に位置付けられており、
　格付けアルゴリズムに従って、前記受信した地理空間的エンティティデータ内に含まれ
る地理空間的エンティティの属性を評価することと、
　前記評価に基づいて、地図上での表示のために前記地理空間的エンティティを格付けす
ることと、
　前記格付けした地理空間的エンティティデータを格納すること、
を具備する方法。
【請求項１０】
　前記地理空間的エンティティデータは、ウェブサイト上でのユーザ投稿に基づいて生成
されたデータを含む、請求項９の方法。
【請求項１１】
　前記地理空間的エンティティデータは、特定ユーザと関係付けられるデータを含み、
　前記格付けされた地理空間的エンティティデータを用いて、前記特定ユーザのために地
図を生成すること、をさらに具備する請求項９の方法。
【請求項１２】
　格付けされた地理空間的エンティティ、および格付けされていない地理空間的エンティ
ティを含む地図を生成するよう構成される地図システムに、前記格付けされた地理空間的
エンティティデータを提供すること、をさらに具備する請求項９の方法。
【請求項１３】
　地理空間的エンティティの格付けに基づいてナビゲーション命令に含めるために、前記
地理空間的エンティティを選択すること、をさらに具備する請求項９の方法。
【請求項１４】
　地理空間的エンティティの格付けに基づいて広告用のキーワードと関係付けるために、
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前記地理空間的エンティティを選択することを、をさらに具備する請求項９の方法。
【請求項１５】
　前記格付けされた地理空間的エンティティデータに基づいて検索結果を生成するための
アプリケーションに、前記格付けされた地理空間的エンティティデータを提供することを
、をさらに具備する請求項９の方法。
【請求項１６】
　評価は、個人化された地理空間的エンティティ格付けを提供するために、ユーザ命令に
応じて実行される、請求項９の方法。
【請求項１７】
　前記ユーザ命令は、前記非地図製作的な地理空間的エンティティデータ内で識別される
地理空間的エンティティの属性に適用するための重み付けを含む、請求項１６の方法。
【請求項１８】
　地理空間的エンティティを格付けするためのシステムであって、
　複数の地理空間的エンティティについて格付け用データを受信するためのネットワーク
インターフェースと、ここで、各地理空間的エンティティは幾何学的配置を持つと共に物
理的場所に位置付けられており、かつ、前記データは複数のウェブサイトから取り込まれ
、かつ、前記データは前記地理空間的エンティティの説明に関する属性を含み、
　前記格付け用データに基づき、格付けアルゴリズムに従って、地図上での表示のために
地理空間的エンティティに対する配置格付けを生成するためのエンティティ格付けモジュ
ールと、
　前記エンティティ格付けモジュールが生成する格付けされたエンティティデータを格納
するためのデータベースと、
を備えるシステム。
【請求項１９】
　前記インターフェースは、前記格付けされたエンティティデータを、アプリケーション
からのリクエストに応じて該リクエストしたアプリケーションに提供するよう構成される
、請求項１８のシステム。
【請求項２０】
　前記エンティティ格付けモジュールは、或る１つの地理空間的エンティティについての
合計得点を決定するために、該地理空間的エンティティが持つ複数の様々な属性を評価す
るよう構成される、請求項１８のシステム。
【請求項２１】
　前記エンティティ格付けモジュールは、地図に重ねて表示される位置マークレイヤ内に
前記格付けされたエンティティデータを組み入れるよう構成される、請求項１８のシステ
ム。
【請求項２２】
　各位置マークレイヤは、詳細レベル、密度、高度、およびエンティティカテゴリ、の内
の少なくとも一つと対応する請求項２１のシステム。
【請求項２３】
　前記リクエストするアプリケーションは、前記配置格付けに基づいて選択したエンティ
ティを含む地図を生成するために、前記格付けされたエンティティデータを用いるよう構
成される地図サーバーシステムである、請求項１９のシステム。
【請求項２４】
　前記エンティティ格付けモジュールは、前記地図サーバーシステム上でホストされる、
請求項２３のシステム。
【請求項２５】
　複数の地理空間的エンティティに対する格付けを生成するためのコンピュータプログラ
ムであって、コンピュータに、
　複数の地理空間的エンティティを定義するエンティティデータ、および前記複数の地理
空間的エンティティを記述する、複数のウェブサイトから取り込まれた、格付け用データ
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を受信する手順と、ここで、各地理空間的エンティティは幾何学的配置を持つと共に物理
的場所に位置付けられており、前記格付け用データは前記地理空間的エンティティの説明
に関する属性を含み、
　前記格付け用データの前記属性に基づき、格付けアルゴリズムに従って、前記地理空間
的エンティティに対する格付けを生成する手順であって、前記格付けは、クライアント装
置で表示される地図に前記複数の地理空間的エンティティの内のどれを含めるかを選択す
るために使用されるものである前記手順と、
を実行させるためのコンピュータプログラム。
【請求項２６】
　更に、前記コンピュータに、前記クライアント装置のユーザについてのデータを格納す
る手順を実行させ、前記格付けを生成する前記手順は、前記ユーザについてのデータに応
じて前記格付けアルゴリズムを適用するよう構成される、請求項２５のコンピュータプロ
グラム。
【請求項２７】
　前記ユーザについてのデータは、前記格付け用データの前記属性の相対的重み付けに用
いるユーザ嗜好を含む、請求項２６のコンピュータプログラム。
【請求項２８】
　前記ユーザについてのデータは、ユーザによって定義された地理空間的エンティティを
含む、請求項２６のコンピュータプログラム。
【請求項２９】
　前記ユーザについてのデータは、地理空間的エンティティに対するユーザの興味の指示
を含み、前記格付けメカニズムは、前記ユーザの興味に基づいて前記地理空間的エンティ
ティに格付け割増しを割り当てる、請求項２６のコンピュータプログラム。
【請求項３０】
　プロセッサとメモリを含むコンピュータ実装の地理情報システム（ＧＩＳ）であって、
該地理情報システムは、複数の地理空間的エンティティについての地理的情報を格納して
いる地図サーバーシステムと通信し、
　地理空間上の存在物に関連付けられる複数の地理空間的エンティティについての非地図
製作情報を受信するネットワークインタフェイスと、前記地図サーバーシステムにおける
各地理空間的エンティティは、幾何学的配置を持つと共に物理的場所に位置付けられてお
り、ここで、前記非地図製作的な情報は複数のウェブサイトから取り込まれ、かつ、該情
報は前記地理空間的エンティティの説明に関する属性を含み、
　各地理空間的エンティティ毎の前記非地図製作情報を格納するデータベースと、
　地理空間的エンティティのクエリーに応答して、前記非地図製作情報を使用して且つ格
付けアルゴリズムに従って、該クエリーに応じた地理空間的エンティティを格付けするよ
う構成された格付けモジュールと
を具備する地理情報システム。
【請求項３１】
　前記非地図製作情報は、前記地理空間的エンティティについての利用可能な情報の品質
、および前記地理空間的エンティティの定義に関する属性、のうちの一つを更に含む、請
求項３０のシステム。
【請求項３２】
　前記非地図製作情報は、前記地理空間的エンティティの人気度を示す情報を更に含む、
請求項３０のシステム。
【請求項３３】
　前記非地図製作情報は、年令に関する属性、知名度に関する属性、および重要性に関す
る属性、のうちの一つを更に含む、請求項３０のシステム。
【請求項３４】
　複数の地理空間的エンティティが地理空間的エンティティ階層の中に位置付けられ、前
記非地図製作情報は、或る地理空間的エンティティの前記地理空間的エンティティ階層内
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におけるその地位との関係を示す情報を更に含む、請求項３０のシステム。
【請求項３５】
　複数のエンティティ内のあるエンティティは、地理空間的オブジェクトの集合を含み、
前記エンティティの優先順位は、地理空間的オブジェクトの前記集合の特徴に応じて決定
される、請求項３０のシステム。
【請求項３６】
　前記複数の地理空間的エンティティ内の或るエンティティは、ウェブサイト上でのユー
ザ投稿に基づいて定義された地理空間的エンティティであり、前記格付けモジュールは、
前記格付けアルゴリズムに従って、前記ウェブサイト上でのユーザ投稿に基づいて生成さ
れるデータを用いて前記地理空間的エンティティの優先順位付けを決定する、請求項３０
のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地図作成システムに関し、より詳細には、地理表示図上に、優先順位を付け
た地理的エンティティ（存在物、実体物）を配置するための技法に関する。
【０００２】
関連出願データ
　本出願は、２００６年１０月１１日出願の米国特許出願第１１／５４８，６８９号、お
よび２００５年１０月１２日出願の米国特許仮出願第６０／７２６，５０５号の特典を請
求し、その全開示を引用して本明細書に組み込む。
【背景技術】
【０００３】
　地理情報システム（ＧＩＳ）は、その要素の地理座標に基づいて格納され、インデック
ス化されているデータを蓄積し、検索し、そして操作するためのシステムである。このシ
ステムは、画像、地図、および表のような様々なデータ形式を利用できるのが一般的であ
る。歴史的に見ると、ＧＩＳ技術は、科学調査および政府関係の調査（例えば、公害また
は建物過多により悪影響を受ける地理的領域を特定する）、資源管理（例えば、地域の森
林観察）、および開発計画（例えば、十分に利用されていない地理的領域の郊外開発）の
ために用いられている。
【０００４】
　さらに最近になって、ＧＩＳ技術は、インターネット方式の地図作成アプリケーション
に組み込まれつつある。ユーザは、デジタル地図の場所に、位置マークで注釈を付けるこ
とができる（例えば、地図上にアイコンまたは他のグラフィックスで指定する）。幾つか
の位置マークは、その位置マークで印した場所に関する簡単な説明をユーザが記入できる
ようにし、一方、他の位置マークは、その位置マークと関係付けられるアイコンおよび／
またはラベルのスタイルをユーザが変更できるようにする。しかし、多くの事例では、利
用できる位置マークの数が非常に多い。
【０００５】
　従って、必要とされているのは、どの位置マーク（および他の地図エンティティ）を優
先させてＧＩＳ方式の地図上に表示するかという技法である。
【発明の開示】
【０００６】
　上記必要性は、本明細書で説明する優先順位付きエンティティ（存在物、実体物）のデ
ータを生成するための技法により満たされる。
【０００７】
　実施の形態では、地理情報システム（ＧＩＳ）は、複数の地理空間的エンティティにつ
いての情報を含み、格付けメカニズムにより地理空間的エンティティに優先順位を付ける
よう構成される。格付けメカニズムは、地理空間的エンティティのメタ属性に関するデー
タを用いて、地理空間的エンティティの優先順位を決定する。メタ属性は、実施によって
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変更してもよいが、一実施の形態では、地理空間的エンティティについて利用可能な情報
の質を含む。
【０００８】
　別の実施の形態では、コンピュータに実装される方法を用いて地理空間的エンティティ
に格付けをすることができる。本方法は、地理空間的エンティティのデータを受信するス
テップ、受信した地理空間的エンティティのデータに含まれる地理空間的エンティティの
属性を評価するステップ、その評価に基づいて地理空間的エンティティに格付けをするス
テップ、および格付けした地理空間的エンティティのデータを格納するステップを含む幾
つかのステップを含む。
【０００９】
　本発明の別の実施の形態は、命令文により符号化された一つ以上のマシン可読媒体（例
えば、一つ以上のコンパクトディスク、ディスケット、サーバ、メモリースティック、ま
たはハードディスクドライブ）を提供し、一つ以上のプロセッサがその命令を実行すると
、地理空間的エンティティに格付けするためのプロセスが、その一つ以上のプロセッサに
より実行される。例えば、このプロセスは、本明細書で説明する方法論と類似とするか、
またはその変形とすることができる。
【００１０】
【００１１】
【００１２】
【００１３】
【００１４】
【００１５】
　図は、説明だけを目的として本発明の多様な実施の形態を示す。当該分野の技術者は、
以下の説明から、本明細書で説明する構造および方法の代替の実施の形態を、本明細書で
説明する本発明の原理から逸脱することなく利用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　自由度の高いフレキシビリティ、ユーティリティ、および情報をユーザに提供する地理
情報システム（ＧＩＳ）を開示する。本システムは、分散型地理情報システム（ＤＧＩＳ
）として構成することもできる。本システムは、どの位置マーク（および他の地図エンテ
ィティ）を優先させてＧＩＳ方式の地図上に表示するかという技法を利用する。
【００１７】
概観
　幾つかある基準のどれかに基づいて、表示に利用可能な地理的特徴のサブセットを選択
するメカニズムを設けるのは、地理情報システムでは共通した実践法である。例えば、人
によっては、世界中の都市のデータベースを地理情報システム内にロードし、次いで、デ
ータベースにある米国内の都市、人口が１００万人を超える都市、またはこれら両基準を
ともに満たす都市だけを見たいとリクエストするかもしれない。この最後の場合、もし１
９９０年の人口データを用いたとしたら、ニューヨーク市、ロサンゼルス、シカゴ、ヒュ
ーストン、フィラデルフィア、サンディエゴ、デトロイト、およびダラスのマーカーだけ
が、表示される筈である。
【００１８】
　さらに対話式の地理情報システムによっては、ビュー距離毎に特徴が異なる視覚基準を
サポートする。例えば、視点が北米大陸であったとすると（視点距離１）人口が１００万
人を超える都市だけを示し、表示領域内に単一の州を含むように視点を下げると（視点距
離２）人口が１０万人を超える追加都市を含み、視点を州または郡の内部に下げて（視点
距離３）さらに小さな都市を含むよう最終的に修正するという選択基準を構築することも
ある。これらの技法および関連する技法は、ＧＩＳの分野では「セレクション」として知
られ、コンピュータの画像生成分野では「視覚的選択」および「詳細管理レベル」として
知られている。



(7) JP 5053283 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

【００１９】
　本発明の実施の形態は、地理空間内の項目つまりエンティティの"沢山ある内の幾つか"
をどれか決定して、その格付けによりそれぞれのエンティティの相対的な重要性に基づい
て、地図上に表示するように構成する。このような格付けは、本質的でない項目、例えば
、そのエンティティのユーザ人気（例えば、地理空間的項目のアクセス量および／または
速さ）、情報品質（例えば、地理空間的項目の情報ソース、および地理空間的項目の著者
のコミュニティ的名声に関する情報の品質）、および地理空間的項目の特徴についての類
似のメタデータ等、に基づいて生成することができる。例えば、対話式ＧＩＳシステムの
多くのユーザが特定の小都市（例えば、ネバダ州のＨｅｎｄｅｒｓｏｎ）を見ている場合
、本発明の実施の形態は、人口１００万人を超える大都市と併せて表示するために、十分
に高い表示用配置格付けをその都市に与えることになる。このようにして、ユーザには、
対話式地理空間情報システム内の視覚的検索領域内で最も興味がありそうな地理空間的エ
ンティティが提示される。地理空間的項目の格付けはさらに、場所、距離、または位置や
視点高度（ズームレベル）のような地理空間的特徴という他の本質的属性、に基づいても
よい。
【００２０】
　地理空間的エンティティの格付けは、本明細書では主として、地図上でユーザに表示す
るためにエンティティを選択する文脈で説明するが、本開示で明らかになるように、本格
付けは、他の目的に対して使用することができる。実施例には、関連する広告を決定し、
表示するために用いるキーワードに、どのエンティティを関係付けるべきかを選定するス
テップ；ナビゲーション計算に際して、可能性のある起点、目的地、または経由地として
、どのエンティティを示唆すべきかを選定するステップ；および、最も人気のあるまたは
最も興味のある地理空間的エンティティのサブセットが所望される他の使用法を含む。こ
のような用途では、本発明の実施の形態により生成される格付けされたエンティティデー
タ（ranked entity data: 以下、「格付けエンティティデータ」と略称する。）は、コン
テクストの要求に応じて、デジタル地図作成システムに追加して、またはそれに代えて、
各種システムに提供することができる。
【００２１】
　このようなエンティティ格付け情報を用いると、地理空間的エンティティと対応する位
置マークを含む二次元または三次元のデジタル地図を生成することができる。このような
一実施の形態では、ＧＩＳが生成する地図に、地理空間的エンティティに関する何種類か
のデータを含めることができる。例えば、地図には、地形のほか、道路、鉄道ルート、お
よび空港を含むインフラストラクチャ、建物、および／または地形の境界線のような地理
的特徴を含めることができる。地図には、政府機関のほか、公園等のサービスやリクリエ
ーションサービス、連邦、州、またはローカルの政府の目印、および地域サービスに関す
る情報により注釈を付けることもできる。これらの注釈およびその他の注釈は、ビジネス
、旅行の位置マークを表す商業的位置マークを含む一つ以上のカテゴリに属する位置マー
クの形式で提示することができ、例えば、歴史的名所および観光目的地、ユーザが個人的
にまたはコミュニティで使用するために特定し、名前を付けているユーザ定義の位置マー
ク、および／またはフォーラムの公衆メンバーがボランティアで定義しているコミュニテ
ィの位置マークが含まれる。ある特定の実施の形態では、地図上に表される情報は、地形
レイヤ、道路レイヤ、境界レイヤ、コミュニティ位置マークレイヤ等のようなレイヤを備
える収集体に体系化される。他のレイヤは、「現在行われているイベント」、「歴史」、
および「教育」を含み、レイヤを作成したソースの体系的分類法を指示する。ユーザは、
地図と対話して各種の情報レイヤをＯＮ、ＯＦＦできる。一実施の形態では、基本のデー
タサブセット（例えば、地形、主要道路、および政治的境界線）を含む基本レイヤ、つま
りコアレイヤが設けられ、ユーザは追加レイヤを選択して地図の見え掛かりをカスタム化
できる。様々なサードパーティのコンテンツプロバイダおよび広告主が、その基本地図上
に重ねることができる個々のデータレイヤを提供できる。
【００２２】
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　本開示で明らかなように、本明細書で説明する位置マーク格付け法を、任意の従来型、
独自型、および／または新しい技法と組み合わせて使用し、デジタル地図を生成すること
ができる。例えば、従来のラスター地図の場合には、位置マークおよび他の種類の地図デ
ータを用いて、地図サーバで、.jpeg、.gif、または.pngのようなデジタルフォーマット
の地図を作り出し、クライアントに配布する。その地図を操作し、地図と対話したいとい
うリクエストがクライアントからサーバに提供されると、要求された地図のビューを生成
する。タイル型のラスター地図の場合は、位置マークデータを含む予め生成しておいた、
ラスター画像つまり“タイル”が地図サーバに格納される。ユーザが地図クエリーを提出
すると、リクエストした地図をそれを用いて作り出し、ラスター化画像がクライアントに
提供される。例えば、リクエストした地図をパン、ズーム、またはチルトさせる追加のビ
ューを、タイルを用いてクライアントで生成することができる。ベクトル型の方法を用い
て、本発明の他の実施の形態によるデジタル地図を生成することもできる。そのような、
ある特定の場合には、位置マークデータを含む地図データは、ベクトル型グラフィック命
令の形式で、地図サーバがクライアントへ提供する。その命令は、リアルタイムでクライ
アントのアプリケーションが解釈し、ユーザのために地図を生成する。ユーザは、地図と
対話して、例えば、地理空間的エンティティを含む様々なレイヤを含めるかまたは排除す
るかにより、クライアントで地図を動的に更新して、これらのレイヤを含めることができ
る。同様に、ユーザは、地図と対話して、例えば、ズームまたはパンにより、クライアン
トで動的に再生成して新規地図ビューを含めることができる。
【００２３】
　地理情報システム（ＧＩＳ）は、本開示全体を通じて参照される。周知のように、ＧＩ
Ｓは、分散型地理情報体系的（ＤＧＩＳ）として実装することができ、その場合、例えば
、ＧＩＳ構成体は、インターネットまたは企業等のネットワークを通じて別々の物理場所
にある２つ以上の異なるコンピュータに配布される。本明細書において参照は、Ｇｏｏｇ
ｌｅ Ｅａｒｔｈ（商標）と、サーバ、クライアント、ならびに他の構成体等の各種の要
素、および本開示で明らかとなるような特徴を含むＧＩＳ型デジタル地球儀とにもなされ
る。参照は、位置マークおよびエンティティが、公衆参加メンバーにより創成され、定義
され、書き込まれ、そして議論されるフォーラムであるＧｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈ Ｃｏｍ
ｍｕｎｉｔｙ（商標）にもなされる。「Ｇｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈ」、「Ｇｏｏｇｌｅ Ｅ
ａｒｔｈ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ」および本明細書で提供されるその記述は、他の形式の知
的所有権の下で保護され、参照目的のためだけに用いられることに注意のこと。
システムアーキテクチャ
【００２４】
　図１は、本発明の実施の形態によるエンティティ格付け能力を有するデジタル地図シス
テム１００の高位ダイヤグラムである。システム１００は、ネットワーク１６０を経由し
て、一台以上のクライアント１１０と通信可能に結合される地図サーバーシステム１５０
を含む。地図サーバーシステム１５０は、地理情報システム（ＧＩＳ）１７０が常駐する
（例えば、オフライン、またはリアルタイムで）格付けエンティティデータのデータベー
ス１４０に結合される。ＧＩＳ １７０は、格付けメカニズムまたはアルゴリズムを適用
して、地理空間的エンティティの相対的格付けを決定する、エンティティ格付けモジュー
ル１２０Ａを備える。これらのエンティティは、例えば、各種の外部ソース１８０からＧ
ＩＳ １７０に提供されるデータに基づいてＧＩＳ １７０内で定義される。格付けされた
エンティティは、データベース１４０内に格納され、格付けエンティティデータを用いて
クライアント１１０のために地図を生成する地図サーバーシステム１５０に提供される。
図示のシステム１００には、追加のエンティティ格付け機能を提供するためにクライアン
ト側のエンティティ格付けモジュール１２０Ｂ～１２０Ｃも存在する。例えば、代替の実
施の形態によれば、地図サーバーシステム１５０は、地図および格付けエンティティデー
タレイヤをクライアント側で生成するために、格付けエンティティデータをクライアント
１１０に提供することができる。本開示で明らかになるように、ヘビークライアント（Ｐ
Ｃ等）、ライトクライアント（携帯電話等）の機能性の原則はここで等しく適用される。
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【００２５】
　他のモジュールを本システムに含めて、図示のモジュールを再編成し、機能を分散させ
ることができる。例えば、ＧＩＳ １７０は地図サーバーシステム１５０に統合すること
ができる。同様に、ＧＩＳのエンティティ格付けモジュール１２０Ａは、スタンドアロン
のモジュールとしてもよい。クライアント側１１０のエンティティ格付けモジュール１２
０Ｂ～１２０Ｃがなくて、ＧＩＳシステム１００内に、またはＧＩＳシステム１００とと
もに、全体として実装される単一のエンティティ格付けモジュール１２０Ａがあってもよ
い。別の実施の形態では、エンティティ格付けは、クライアント１１０でエンティティ格
付けモジュール１２０Ｂ～１２０Ｃにより完全に実施される。他の構成は、本開示から明
らかであり、本発明はどれか特定の一つのものに限定されない。本実施例では、用語「モ
ジュール」は、特定機能を提供するためのコンピュータープログラムロジックまたはソフ
トウエアを指す。クライアント装置１２０または地図サーバーシステム１５０が利用する
ときに、モジュールをメモリにロードし、プロセッサ上で実行してもよい。他の実施の形
態では、モジュールは、ハードウエア（例えば、ゲートレベルロジック）、ファームウエ
ア（例えば、本明細書で説明するようなエンティティ格付けを実行するために組み込まれ
たルーチンを有するマイクロコントローラ）、またはハードウエア、ファームウエア、お
よび／またはソフトウエアの何らかの組み合わせに実装されることができる。
【００２６】
　クライアント１１０は、ユーザが、ネットワーク１６０を経由して地図サーバーシステ
ム１５０にアクセス可能な任意の装置とすることができる。クライアント１１０は、計算
するよう構成された装置またはシステム、例えば、パソコンもしくはラップトップ、携帯
電話、携帯情報端末、スマートフォン、車両内に配置されたナビゲーションシステム、ま
たは携帯ＧＰＳシステムとすることができる。他のクライアント１１０（不図示）が、ネ
ットワーク１６０を経由して地図サーバーシステム１５０と通信していてもよい。
【００２７】
　それぞれのクライアント１１０は、典型的に行われるように、ユーザに、ネットワーク
１６０上で地図サーバーシステム１５０等のシステムとインターフェースさせ、通信させ
るブラウザのようなアプリケーションを含む。ブラウザの例には、マイクロソフト（商標
）のインターネットエクスプローラーブラウザ、ネットスケープ（商標）のナビゲーター
ブラウザ、モジラ（商標）のファイヤーフォックスブラウザ、パームソース（商標）のウ
ェブブラウザ、または何らかの他のブラウザ、またはネットワーク１６０と通信できるア
プリケーションソフトウエアが含まれる。代替として、または追加として、クライアント
１１０には、ブラウザの外部に実装される、地図サーバーシステム１５０上のデータにア
クセスできる専用の地図作成または地理的アプリケーション等の、アプリケーションを含
めることができる。地図サーバーシステム１５０との対話は、ローカルに実装されるプラ
グインまたは他の実行可能なアーキテクチャを通じて行うことができる。
【００２８】
　ＧＩＳ １７０は、従来技術により構成することができるが、本発明の原理により構成
されるエンティティ格付けモジュール１２０Ａをさらに含める。ＧＩＳ １７０は、様々
なソース１８０からデータを受け取り、エンティティ格付けモジュール１２０Ａは、格付
けされるエンティティのデータをそれにより決定することができる。地理空間的エンティ
ティと、該地理空間的エンティティを格付けするために使用される格付け用データ（rank
ing data: 以下、「格付けデータ」と略称する）はともにデータ内に表されている。これ
らの種類のデータは、構造化形式および非構造化形式でＧＩＳ １７０に提供することが
できる。例えば、都市の名前および地勢の形式のエンティティデータを構造化形式で提供
することができ、一方、コミュニティのコメントまたは格付けの形式の格付けデータを、
例えば、非構造化形式で提供することができる。あるいは、エンティティデータおよび格
付けデータを、例えば、都市およびその人口を特定する同一の構造化ソースから提供する
か、またはエンティティが定義され、格付けに使用できるデータが提供される、コミュニ
ティの掲示板のような非構造化ソースから提供することができる。
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【００２９】
　地図システム１００のエンティティ格付け能力は、一つ以上のエンティティ格付けモジ
ュール１２０により提供される。エンティティ格付けモジュール１２０は、地理空間的エ
ンティティを格付けすることができるエンティティデータおよび格付けデータを収集する
。このデータは、ＧＩＳ １７０、外部ソース１８０、およびクライアント１１０を含む
各種ソースから提供される。これらのソースについては、図２を参照してさらに詳細に説
明する。モジュール１２０は、エンティティ毎に得点または格付けを決定するために、格
付けデータを用いて地理空間的エンティティを評価する。一実施の形態では、モジュール
１２０は、また、エンティティを地図の位置マークと関係付け、例えば、特定の位置マー
クの密度または地図を見る視点高度に基づいて位置マークのグループ化つまりレイヤを生
成する。得られたエンティティおよびエンティティレイヤを、クライアント１１０、また
はその他の場所の、格付けエンティティデータベース１４０に格納することができる。こ
れら能力のそれぞれについては、図２を参照してさらに詳細に説明する。
【００３０】
　サーバ１２０Ａおよびクライアント側エンティティ格付けモジュール１２０Ｂ～１２０
Ｃを含むシステムでは、クライアント側モジュール１２０Ｂ～１２０Ｃは、クライアント
１１０のために地図を生成する際に用いるための相補的格付けを提供することができる。
そのような実施の形態では、サーバ側エンティティ格付けモジュール１２０Ａは、一セッ
トの一般的な格付けデータにより格付けが決定される一般的な位置マークを提供し、一方
、クライアント側エンティティ格付けモジュール１２０Ｂ～１２０Ｃは、ユーザ、その行
動様式、またはその嗜好についての個人的なデータを用いて格付けされている個人的な位
置マークを提供する。
【００３１】
　ネットワーク１６０は、任意の種類の通信ネットワーク、例えば、ローカルエリアネッ
トワーク（例えば、イントラネット）、広域エリアネットワーク（例えば、インターネッ
ト）、またはその組み合わせ等とすることができる。代替として、ネットワーク１６０は
、クライアント１１０と地図サーバーシステム１５０との間の直接接続とすることができ
る。一般に、クライアント１１０、ネットワーク１６０、および／または地図サーバーシ
ステム１５０は、多様な通信プロトコルを用いて、任意の形式の有線または無線接続を介
して通信状態とすることができる。
【００３２】
　地図サーバーシステム１５０は、従来技術またはカスタム技術により実装することがで
きる。多数の周知のサーバーアーキテクチャおよび機能を用いて、ＧＩＳサーバーシステ
ムを実装することができる。さらに、地図サーバーシステム１５０は、負荷バランス方式
の下で動作する一台以上のサーバを含むことができ、それぞれのサーバ（またはサーバの
組み合わせ）は、ネットワーク１６０を経由してクライアント１１０に応答し、それと相
互作用するよう構成される。特定の一実施の形態では、サーバーシステム１５０は、本明
細書に組み込まれる、２００２年１０月１０日出願の米国特許出願第１０／２７０，２７
２号、発明の名称「地理空間的体系化フラットファイルデータ用サーバー」に記載されて
いるように実装する。
【００３３】
　一般に、クライアントコンピュータ１１０のユーザが検索クエリーを入力すると（例え
ば、ブラウザおよびクライアント側エージェントを経由して）、クライアント１１０がリ
クエストにして、ネットワーク１６０を経由して地図サーバーシステム１５０に送信する
。次いで、サーバーシステム１６０は、検索クエリーが何を求めているかを決定し、リク
エストしているクライアントがユーザにデータを提示するために使用できるフォーマット
で、ジオコーダ、ルーティングエンジン、およびローカル検索インデックス等の各種のサ
ブシステムからの適切なデータにより応答する（例えば、ブラウザまたは他のアプリケー
ションを経由して）。
【００３４】
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　サーバーシステム１５０と合わせて用いられるＧＩＳ １７０および格付けエンティテ
ィデータベース１４０は、インターネットまたは他のネットワーク１６０を通じて地図お
よびＧＩＳデータを提供する地図システム１００を提供する。地図システム１００により
、ユーザは地理情報（例えば、世界中の、または特定領域の情報）を視覚化し、選択し、
および探索することができる。エンティティ格付けモジュール１２０Ａは、それぞれの地
理空間特徴（または地理空間の特徴のsubdsdscset）と関係付けられる各種属性に基づく
地図データ項目が利用可能な格付けを決めるよう構成することができる。これら属性は、
地理空間の特徴の非本質的属性でも本質的属性でもよく、特徴のメタ属性を表すか、およ
び／またはユーザの個人的行動様式を反映してもよい。これら属性により格付けされたエ
ンティティに基づいて、対話式ＧＩＳ内の視覚的検索領域内に、ユーザに最も興味があり
そうな地理空間的エンティティが示される。
エンティティ格付けモジュール
【００３５】
　図２は、本発明の一実施の形態による、クライアントコンピュータまたはサーバ側ＧＩ
Ｓに実装することができるエンティティ格付けモジュール１２０の高位ブロック図である
。エンティティ格付けモジュール１２０は、インターフェース２５０を通じて地理空間的
エンティティについてのデータを各種のソースから受信または収集する。そのデータは、
地理空間的エンティティを特定し、定義するエンティティデータ２１０と、地理空間的エ
ンティティを評価することができる格付けデータ２２０の両方を含む。エンティティデー
タ２１０は、位置マークレベルのデータを含むことができる。格付けエンジン２３０は、
一つ以上の格付けアルゴリズムまたは格付けメカニズムを格付けデータ２２０に適用して
、エンティティデータ２１０内で定義される地理空間的エンティティに対する得点を決定
する。得られた格付けエンティティデータを、インターフェース２５０を通じてマッピン
グアプリケーションのようなリクエストしているアプリケーションに提供することができ
る。または、格付けされたエンティティデータを、位置マークレイヤ生成器２４０が位置
マークレイヤ内に形成することができる。どの形式にしろ、格付けされたエンティティデ
ータは格納され、地図サーバーシステムまたは他のアプリケーションに提供される。エン
ティティ格付けモジュール１２０は、メモリ２６０を含み、クライアントからのデータを
含む収集データを格納できる。
【００３６】
　エンティティ格付けモジュール１２０は、幾つものソースからエンティティに関するエ
ンティティデータ２１０および格付けデータ２２０を受信できる。データには、衛星デー
タ、航空写真、街路レベル写真、デジタル地図データ、表データ（例えば、デジタル版イ
エローおよびホワイトページ）、および目標のデータベースデータ（例えば、夕食、レス
トラン、博物館、および／または学校のデータベース；地震活動のデータベース；国立モ
ニュメントのデータベース等）を含めることができる。データには、政府の国勢調査およ
び人口データ、建築計画データ、地理空間的エンティティと関係付けられる社会経済属性
、例えば、郵便番号または町、および代替名称のデータ等、を含む人口統計データを含め
ることもできる。特定の一実施の形態では、データは、サードパーティのプロバイダが収
集した独自のコンテンツを含み、そのコンテンツから導かれる位置マークには、特別に支
払をしているか、契約しているユーザだけがアクセスできる
【００３７】
　これらソースは、地理空間的エンティティに関する構造化データを含むが、地理空間的
エンティティ２１０の定義と、地理空間的エンティティの属性に関する情報の形式の格付
けデータ２２０とは、非構造化形式で提供することもできる。このようなデータは、イン
ターネット上のウェブサイトから取り込むか、および／またはＧｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈ 
Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ；オンライン掲示板；または地理空間的エンティティを公衆、個人、
または半公衆の設定であるユーザが定義し、記述する他の仮想空間；等のコミュニティの
フォーラムを含む各種のソースから選び出すか、または提供する。Ｇｏｏｇｌｅ Ｅａｒ
ｔｈ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙの場合には、例えば、或るエンティティが、或るユーザにより
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投稿（掲示）され、次いで、該エンティティの記述（説明）が、後続する投稿（掲示）上
で又は最初の投稿に対する回答上で提供される。エンティティ格付けモジュール１２０は
、一台以上のクライアント１１０から、それぞれのユーザまたはクライアント装置１１０
に特定のデータを受信することもできる。より詳細に後述するように、このデータを用い
て格付けおよび／またはユーザの体験をカスタム化することができる。
【００３８】
　例示の地理空間的エンティティは、都市名および場所、ユーザ定義エンティティ、商業
エンティティ、ウェブ検索で見つかる地理空間項目、または地理的関係を有する何らかの
項目（例えば、物理的なもの、イベント、または特色）を含む。従って、地理空間的エン
ティティは、物理的場所（地球または月面上の一セットの地理座標等）および記述と関係
付けられる幾何学的配置から構成される。１８１２年の戦争のような、性質が非地理的で
ある地理空間的エンティティの場合は、この幾何学的配置は、イベントと関係付けられる
場所と対応させることができる。従って、エンティティは、単一または多数の物理的場所
および記述と対応させることができる。例えば、Ｇｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈの地理空間的
エンティティは、一つずつのオブジェクト（物体）、またはそれぞれのオブジェクトを別
のフォルダまたはエンティティとすることができる階層的なオブジェクトフォルダ、とす
ることができる。従って、幾つかのエンティティは、一つの地理空間的オブジェクトを表
すが、他のエンティティは、多くの地理空間的オブジェクトを集合的に表すフォルダをも
つことができる。次に、単一エンティティは一つ以上の位置マークと対応させることがで
きる。例えば、「オークランドガスステーション」のようなエンティティは、幾つかの異
なる物理的場所を含むことができ、それぞれは、別々の位置マークにより表される。
【００３９】
　格付けデータ２２０は、格付けエンジン２３０が評価してエンティティの格付けを決定
するエンティティの属性を記述する。実施の形態では、属性は、特定ユーザに対するエン
ティティの興味度を定義する。その興味度を用いて、対話式地理空間情報システム（Ｇｏ
ｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈ等）内のユーザの視覚的検索領域内で様々な地理空間的エンティテ
ィを格付けすることができ、クライアント側エンティティ表示の優先順位付けが可能にな
る。順に説明するように、地理空間的エンティティの「興味度」は、それ以外に、そのエ
ンティティと関係付けられる様々な形式の非本質的データの判定を計測することにより判
定することができる。このような一実施の形態では、対応する重み付けにより計量される
この計測は、エンティティの得点または格付けを増減させる（例えば、加算または乗算に
よる）ボーナスを形成する。こうして、高い格付けエンティティの方が、低い格付け（興
味が少ない）のエンティティの表示より優先権を与えられる。通常行われるように、ＧＩ
Ｓシステムの本質的データを考慮することもできる（例えば、ズームレベル）。
【００４０】
　別の実施の形態では、格付けデータ２２０は、特定位置マークのユーザ興味対象の各種
指示を含む。例えば、ブラウザまたはアプリケーションレベルでユーザがこれまでにセー
ブするか、または注釈を付けた位置マークは、ユーザが大きな興味をもったと考えられる
。ユーザの検索用語、またはウェブページのアクセスまたは使用のパターンを、特定の地
理空間的エンティティと関連付け、クライアントまたはサーバ上で格付けモジュール１２
０がそれを用いて、ユーザのために位置マークを選択することもできる。さらに、ユーザ
が自分で使用するために定義している位置マークは、個人的に高い興味があると仮定する
ことができる。そのような一実施の形態では、例えば、ユーザの自宅、職場、託児所、ま
たはお気に入りの遊び場のような、興味対象点またはユーザに個人的に関連する場所を含
む地理空間的エンティティは、ＧＩＳが計算した相対的格付けとは無関係に、これら要素
の近傍のどれかの地図上で識別されマーキングされる。ユーザ興味対象のこれらの指示ま
たは他の指示は、ユーザの行動様式から計測してもよく、またはユーザが同意した上で提
供するエンティティに関する嗜好または指示の形式、例えば、地図サーバーシステムが提
供する地図内に特定エンティティまたはエンティティグループを含めるか、含めないかを
指示する形式、でもよい。格付け割り増しを、ユーザの興味または嗜好に基づいて地理空
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間的エンティティに割り当ててもよい。クライアントで収集されたユーザデータは、エン
ティティ格付けモジュールのメモリ２６０に格納し、格付けエンジン２３０がそれを使用
して、ユーザに対して個人的エンティティ格付けを生成してもよい。
【００４１】
　格付けエンジン２３０は、格付けデータ２２０に含まれるエンティティ属性の記述に基
づいてエンティティを格付けするモジュールを備える。提供されるデータの種類に応じて
、格付けエンジン２３０は、詳細に後述するように、各種のメカニズムを用いて、地理空
間的エンティティを評価することができる。
【００４２】
　格付けエンジン２３０によって格付けされた複数のエンティティは、位置マークレイヤ
生成器２４０によって複数レイヤに組織化される（組み入れられる）。これは例えば、所
与の視点高度または密度と関係付けられる詳細レベルおよび閾値を決定することにより、
達成することができる。例えば、ユーザークエリーが所与の閾値より多い幾つかのエンテ
ィティを関与させる場合、特定閾値を越える配置格付けを有するこれらエンティティだけ
が提供される。例えば、現在の地図ビューで表示できるエンティティ合計数の所与の閾値
が５０で、配置格付け閾値が８０であると仮定する。ユーザークエリーが１００を越える
地理空間的エンティティを関与させ、３５エンティティが８０を越える配置格付けを有す
る場合、サーバーシステムは、リクエストしているクライアントに表示するために、３５
エンティティを、次に高位に格付けされた１５のエンティティとともに提供する。代替と
して、生成され関与する地理空間的エンティティ全てを、クライアント側エンティティ格
付けモジュール１２０に提供し、次いで、そのモジュールがこれらエンティティの内のど
れを表示するかを決定する（サーバ側機能と類似の方法で）。あるいは、サーバ側とクラ
イアント側の両方を実行することができ、その場合は、サーバーシステムが一セットの格
付けされたエンティティを提供し、クライアントが、提供されたセットのサブセットを表
示する。位置マークは、視点高度または密度以外の基準に基づいて、概念的、空間的、時
間的、または他のグループ化を含むレイヤに再分割することができる。特定の一実施の形
態では、位置マークレイヤ生成器は、様々な位置マークにスタイルを施し、位置マークレ
イヤとともにそれを格納する。
格付けメカニズム
【００４３】
　本発明の一実施の形態は、他のエンティティと比較すると、都市名および場所、ユーザ
定義エンティティ、商業エンティティ、またはウェブ検索で見つかる地理空間項目のよう
な、地理空間的エンティティの相対的格付けを計算するための方法である。これらの相対
的格付けは、格付けエンジン２３０が決定し、ＧＩＳ内でそれを使用して（例えば、図１
のクライアント側エンティティ格付けを参照して説明したように）、表示のために全てを
選択できない時にエンティティに表示順位を付け、例えば、最高位または最低位に格付け
したエンティティの内の幾つか、または選択されたエンティティの範囲を示す。
【００４４】
　実施の形態では、配置格付けと称することができるこの格付けは、地理空間的エンティ
ティに関する各種の非地図製作的なメタ属性の重み付け寄与に基づいて計算される。人口
のような物理的平面の特性を直接計測するのではなく、これら属性は、地理空間的エンテ
ィティと関係付けられる抽象概念つまり表象の特徴を反映している。実施例には、エンテ
ィティの記述（説明）に関する属性（例えば、エンティティ記述詳細の量または記述閲覧
回数）、エンティティ定義に関する属性（例えば、エンティティ定義のコンテクストまた
はダウンロード、または公衆フォーラムにおけるエンティティ創出に関する属性）、地理
空間的エンティティの人気指数（閲覧回数、ダウンロード回数またはエンティティ上もし
くはエンティティと関係付けられる位置マーク上のクリック回数、またはエンティティに
割り当てられる格付けもしくは得点に基づく属性等）、またはエンティティと、エンティ
ティが所属するカテゴリのようなコンテクストとの関連性が含まれる。これらカテゴリそ
れぞれに適合する属性について以下に詳細に説明する。
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　・　エンティティ記述詳細の量:　 文字が多いほど情報が多いという仮定に基づいて、
長い記述には短い記述より得点が多く与えられる。本明細書で説明する格付けシステムの
一実施の形態では、このボーナス（得点が増す）は、選ばれているアルファベット符号化
においてその文字を表すのに必要なバイト数とは無関係に、記述テキスト内の文字数に基
づく（例えば、それにより、符号化に多くのデータを要する言語を正規化する）。記述長
さが、選択可能な閾値に満たない場合、「空」または「署名のみ」のテキストの重み付け
を減じる手段として、詳細ペナルティを課すことができる。
　・　特定の著者またはソースが創出するエンティティの数:　 多くのエンティティを提
供するソースは、少ないエンティティを創出しているソースよりずっと信頼できると推測
される。格付けボーナスは、努力および経験に報いて、規模の大きなデータベースおよび
商業的ベンダーからのエンティティはもとより、ユーザが創出したエンティティ（ユーザ
定義の場所またはオブジェクト）にも加えられる。
　・　公衆が投稿（掲示）した地理空間的エンティティのコンテクスト:　 幾つかの地理
空間的エンティティは公衆のフォーラム（Ｇｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ
等）で発信され、その発信元を通じてそのフォーラム（例えば、ローマの社会生活）のコ
ンテクストと関係付けられる。ユーザ検索のコンテクストも既知なので、本明細書で説明
する格付けシステムの実施の形態は、ユーザと共通または類似のコンテクストを有するフ
ォーラムで投稿されたエンティティに格付けボーナスを与える。
　・　公衆が投稿（掲示）した地理空間的エンティティへの回答数:　 幾つかの地理空間
的エンティティは公衆のフォーラム（Ｇｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ等）
で発信されるが、このコンテクストでは、そのようなエンティティについて対話している
可能姓があり、その場合、フォーラムへの何らかの投稿がエンティティの明細となり、後
続の投稿が、議論または追加情報によりそのエンティティ明細の投稿への回答となる。こ
れらの場合、エンティティは、回答数に基づく格付けボーナスにより信用が与えられる。
回答は、自動的に、または関連しない回答の計数を避けるために（例えば、話題から外れ
る、批判等）進行係が手動で選択的に計数することができる。
　・　公衆が投稿（掲示）した地理空間的エンティティの閲覧数:　 幾つかの地理空間的
エンティティは公衆のフォーラム（Ｇｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ等）で
発信されるが、このコンテクストでは、これらフォーラムのリーダーは、他の人より頻繁
に幾つかのそのような投稿を閲覧する可能性がある。閲覧（または繰り返し閲覧、もしく
はブックマーキング等の類似する動作）の頻度は、その項目への興味を反映するので、本
明細書で説明する格付けシステムの実施の形態は、エンティティが記載されているウェブ
ページへの閲覧回数に基づいてエンティティに格付けボーナスを与える。時間的に見ると
、エンティティビューは、自然災害と関係付けられるエンティティに伴ってその時だけ広
く知られる場合のように、時間全体でみて一様には発生していない。そのような場合、例
えば、短い間隔における９００回の閲覧に、より長い間隔全体にわたる１００回の閲覧が
続く場合を考えるのではなく、より大きな興味を指示するように、サンプル間隔全体にわ
たって１０００回に広く拡がっている閲覧を考える方が好ましい。興味のレベルのこの変
動を反映させるために、本明細書で説明する格付けシステムの実施の形態により、オプシ
ョン的に閲覧回数を時系列として考えて、統計的計測を適用して興味の分布を解析するる
ことができる。そのような一実施の形態では、エンティティ格付けボーナスは、平坦でな
い場合より平坦な分布に対する方が大きくなるが、このボーナスに対する重み付けとして
負の値を選択すると、最も興味があると考えられる分布クラスが事実上逆になる。
　・　公衆が投稿（掲示）した地理空間的エンティティのダウンロード回数:　 幾つかの
地理空間的エンティティは公衆のフォーラム（Ｇｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈ Ｃｏｍｍｕｎｉ
ｔｙ等）で発信されるが、このコンテクストでは、これらフォーラムのリーダーは、他の
人より頻繁に幾つかのそのような投稿からエンティティデータをダウンロードする可能性
がある。ダウンロード（例えば、ユーザがエンティティにクリックスルーする）の頻度は
、その項目への深い興味を反映するので、本明細書で説明する格付けシステムの実施の形
態は、エンティティがダウンロードされる回数に基づいてエンティティに格付けボーナス
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を与える。時間的に見ると、エンティティのダウンロードは、自然災害と関係付けられる
エンティティに伴ってその時だけ広く知られる場合のように、時間全体でみて一様には発
生していない。そのような場合、例えば、短い間隔における９００回のダウンロードに、
より長い間隔全体にわたる１００回のダウンロードが続く場合を考えるのではなく、より
大きな興味を指示するように、サンプル間隔全体にわたって１０００回に広く拡がってい
るダウンロードを考える方が好ましい。興味のレベルのこの変動を反映させるために、本
明細書で説明する格付けシステムの実施の形態により、オプション的にダウンロード回数
を時系列として考えて、統計的計測を適用して興味の分布を解析することができる。その
ような一実施の形態では、エンティティ格付けボーナスは、平坦でない場合より平坦な分
布に対する方が大きくなるが、但し、このボーナスに対する重み付けとして負の値を選択
すると、最も興味があると考えられる分布クラスが事実上逆になる。
　・　公衆が投稿（掲示）した地理空間的エンティティの著者のコミュニティ的名声（st
ature: 知名度）:　 幾つかの地理空間的エンティティは公衆のフォーラム（Ｇｏｏｇｌ
ｅ Ｅａｒｔｈ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ等）で発信されるが、このコンテクストでは、エンテ
ィティ毎に特定される著者が存在する。これらのフォーラムでは、著者は、投稿数、これ
らフォーラムの読者が認めるような投稿の質、著者の名声の共通知識、メンバーシップレ
ベル（例えば、進行係、メンバー、契約メンバー、訪問者等）、および類似する要素に基
づくコミュニティの名声または地位を有する。本明細書で説明する格付けシステムの実施
の形態は、そのようなオンラインコミュニティ内の著者の名声に基づいてエンティティに
格付けボーナスを与える。
　・　多数エンティティの集合内に含まれるエンティティの数:　 例えば、Ｇｏｏｇｌｅ
 Ｅａｒｔｈ内の地理空間的エンティティは、一つずつのオブジェクト、またはそれぞれ
のオブジェクトを別のフォルダまたはエンティティとすることができる階層的なオブジェ
クトフォルダ、とすることができる。このために、幾つかのエンティティは、一つの地理
空間的オブジェクトを表すが、他のエンティティは、多くの地理空間的オブジェクトを集
合的に表すフォルダをもつことができる。本明細書で説明する格付けシステムの実施の形
態は、集合した収集体の方が多くの情報を含むので、集合収集体に格付けボーナスを与え
る。ボーナスは、例えば、エンティティ内の配置の合計数に基づくことができる（例えば
、５配置の場合ボーナス＝５；１０配置の場合ボーナス＝７；１５配置の場合ボーナス＝
１０；２０配置以上の場合ボーナス＝１５）。本明細書で説明する格付けシステムの更な
る実施の形態は、多数エンティティの集合体が、少ない内部フォルダではなく多くの内部
フォルダを有する場合、その多数エンティティの集合体に、より大きな格付けボーナスを
割り当てる。これは、フォルダによる詳細区分を有するエンティティは、他の局面でも、
より詳細である可能性が高い、という認識を反映している。実践では、このボーナスは、
フォルダ数に比例するか、区分化方法のいずれかで（例えば、５フォルダの場合ボーナス
＝５；１０フォルダの場合ボーナス＝７；１５フォルダの場合ボーナス＝１０；２０フォ
ルダ以上の場合ボーナス＝１５）、多数エンティティの集合体内に含まれるフォルダ数に
基づいて計算される。
　・　エンティティ定義の相対的年令:　 幾つかの地理空間的エンティティは公衆のフォ
ーラム（Ｇｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ等）で発信されるが、このコンテ
クストでは、エンティティ毎に特定の作成日がある。二つ以上のエンティティの場所が類
似している場合、関連情報が記述されている可能性がある。その場合のさらに詳細な格付
け採点法を確立するために、本明細書で説明する格付けシステムの実施の形態は、以前に
記述された場所を改訂するのではなく、新情報を定義するエンティティをユーザに創出さ
せる奨励策として、古い方の投稿に格付けボーナスを与える。別の実施の形態では、新し
いデータの方が、新鮮で、現在の状況に近い情報を反映するので、より高い格付けを受け
取る。
　・　エンティティの階層的重要性:　 幾つかの地理空間的エンティティは公衆のフォー
ラム（Ｇｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ等）で発信されるが、このコンテク
ストでは、エンティティを定義する投稿（掲示）には親子関係の可能性がある。「カンサ
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スの大学」のような親の投稿（掲示）は、カンサス州内にある各大学を定義する地理空間
的エンティティを提供する幾つかの子の投稿（掲示）（回答として知られる）を伴うこと
がある。カンサス大学システムの主管理事務所の場所を記述していると思われる親の投稿
（掲示）は、何千人もの個人が参加する学校群を識別する子の得点より、個々の得点が低
くなる。その場合、親の投稿に注目させるには、本明細書で説明する格付けシステムの実
施の形態は、それぞれの投稿（掲示）に、全ての回答の合計得点に等しい格付けボーナス
を割り当てる。このように、格付けは、或る地理空間的エンティティの地理空間的エンテ
ィティ階層内におけるその地位との関係に基づく。これにより、最初の親の投稿の得点が
、部分の合計を越えるかまたは等しくなることが保証される。他の集合機能を用いること
もできる。
　・　エンティティカテゴリまたはエンティティカテゴリのソースの相対的重要性:　 幾
つかの地理空間的エンティティは公衆のフォーラム（Ｇｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈ Ｃｏｍｍ
ｕｎｉｔｙ等）で発信されるが、このコンテクストでは、「フォーラム」として知られる
区分があり、その一区分に、エンティティを定義する投稿が置かれる。フォーラムは話題
性があるのが普通であり、例えば、「現在のイベント」、「歴史」、および「教育」が含
まれる。これらフォーラムの重要性は必ずしも一様であるとは限らない。例えば、「現在
のイベント」エンティティは、時間とは無関係な「歴史」エンティティより時間全体にわ
たって重要性が低い。この状況は、エンティティのそれぞれのソース、またはエンティテ
ィのカテゴリ、例えば、Ｇｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ（または他の対話
式ＧＩＳ）のフォーラム毎に、商業的エンティティデータのベンダーが重要性を割り当て
、ウェブ検索による発見（例えば、重要性が低い）または公式な政府関係のソース（例え
ば、重要性が高い）のようなエンティティデータの他のソースにも同様に重要性を割り当
てることにより、本明細書で説明する格付けシステムの実施の形態で取得される。この相
対的なソースの重要性係数は、エンティティについて計算した得点全体を拡大縮小する（
例えば、乗算する）。
　・　外部格付けされたエンティティの重要性:　 幾つかの地理空間的エンティティは公
衆のフォーラム（Ｇｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ等）で発信されるが、こ
のコンテクストでは、そのエンティティと関係付けられる得点または格付けが存在する。
例えば、Ｇｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ Ｆｏｒｕｍｓでは、それぞれの
格付けされた投稿は、１つ「星」から５つ「星」を有し、５つ星は、十分尊重すべきエン
ティティまたは関連性が高いエンティティを示し、一つ星は、貧弱なまたはさほど尊重す
るほどでないエンティティと対応する。これら外部格付けを決定するために用いる尺度が
、多数のエンティティソース全体で必ずしも一様とは限らないので、例えば、Ｇｏｏｇｌ
ｅ Ｅａｒｔｈフォーラムからのエンティティは、１～５つ星の範囲の元の得点を有する
かもしれず、一方、レストラン評価ウェブサイトで見付かった地理空間的エンティティは
、０～４本の「フォーク」で格付けされているかもしれない。さらに「星」や「フォーク
」のような原点および範囲に直接互換性がない尺度だけでなく、これら尺度のソースは、
信頼性の程度が変化することがある。例えば、あるソースは、匿名の寄稿および格付けの
公衆ウェブサイトであるかもしれず、他のソースは、引用した評価を報告するプロが作成
したレストランガイドまたはツーリストガイドであるかもしれない。これらの理由から、
本明細書で説明する格付けシステムの実施の形態が、そのようなデータを組み込む本方法
は、初期の縮尺（Ａ）およびオフセット（Ｂ）の変換（例えば、新規＝Ａ＊旧＋Ｂ）を前
置してから、後続の重み付けプロセス（例えば、属性得点＝重み付け＊[新規]）が行われ
る。例えば、星基準の格付け方式が１～５（すなわち、満足度０％～１００％）で、フォ
ーク基準の方式が０～４（すなわち、満足度０％～１００％）の場合、異なる値（１対０
）で格付けが開始されるので、乗算によるだけでは比較または処理できない。多様性のあ
る格付けシステムのこのような場合を扱うための一技法は、エンティティソースの元の範
囲（低～高）を取得することであり、次のように計算する：再縮尺＝（元の値－低）／（
高－低）。これは全ての範囲を、低い方の０から高い方の１までにマッピングする。次い
で、結果（再縮尺）に重み付け係数（例えば、１００）を乗算し、元の格付けが１～５星
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または０～４フォークを移動したとき、エンティティが０～１００点の格付けボーナスを
得る。低および高の値は、エンティティソース（フォーク、星等）毎に一定である。代数
を用いて、再縮尺の式を次のように並べ直すことができる：：再縮尺＝[１／（高－低）]
＊元の値＋[低／（低－高）]、またはＡ＝１／（高－低）およびＢ＝低／（低－高）。次
いで、再縮尺＝Ａ＊元の値＋Ｂと続く。次いで、エンティティ得点は、（この属性の重み
付け）＊再縮尺だけ増加させることができる（そのソースから得られるエンティティ毎に
）。このような実施の形態の一拡張は、本明細書で説明する配置格付けプロセスによりエ
ンティティについて計算した配置格付けを用いて、エンティティを元々配置したソース、
例えば、Ｇｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ Ｆｏｒｕｍｓまたは他のＧＩＳ
フォーラムのことがあるソース、で提供される外部格付けを更新する。
　・　定義された近隣におけるエンティティの空間密度:　 多数のエンティティが比較的
小さな地理的領域に集まっている場合、これは、エンティティの著者が高い興味をもった
地理的領域を指示していることを意味している。このことから仮定できることは、近隣エ
ンティティの密度が高いエンティティの方が、そうでない場合より大きな値を有するとい
うことである。これは本明細書で説明する格付けシステムの実施の形態に、エンティティ
の場所を含む定義領域（例えば、エンティティの場所を中心とする円またはボックス）内
の他のエンティティの数に基づいて格付けボーナスを追加するか、または提供することに
より実装される。注意すべきは、この尺度は、地理空間的な考え方ではあるが、エンティ
ティ本来の属性ではなく、どちらかというと他のエンティティと関連するそのエンティテ
ィの所見であるということである。
　・　表示されるエンティティのクリックスルー率:　 エンティティがＧｏｏｇｌｅ Ｅ
ａｒｔｈのような対話式ＧＩＳで表示されている場合、ユーザが、マウス操作によりその
上をクリックする等の様々な手段を通じて、そのエンティティに選択またはハイライトの
ような操作を実行することにより；ルーティングの起点、宛先、または経由地としてその
エンティティを使用することにより；または情報の検索に応答するようそのエンティティ
を見付けることにより（例えば、エンティティの記述がワード「ピザ」を含み、対話シス
テムのユーザがキーワード「ピザ」、「イタリアン」、または「食べ物」による検索を実
行するときのように）、エンティティをさらに調査するインスタンスの数を追跡すること
が可能である。そのようなイベントの表作成は、システムのユーザが理解できるような、
そのエンティティの重要性を表す直接尺度を生み出す。このデータを収集すると（例えば
、オプションのクライアントエンティティ格付けモジュールで、および／またはサーバ側
エンティティ格付けモジュールで）、エンティティに対する興味度を定義する属性として
それを用いることができる。本明細書で説明する格付けシステムの実施の形態は、他のエ
ンティティに対する平均値と比較したユーザーイベント受信数に基づいて、格付けボーナ
スをエンティティに割り当てることにより、この測定した活動レベルを有効に利用する。
この計測値（例えば、対応する重み付けにより縮尺される）は、エンティティの得点を増
加するよう追加されるボーナスを形成する。
　・　エンティティカテゴリの使用可能性率:　 エンティティがＧｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔ
ｈのような対話式ＧＩＳで表示されると、エンティティは、先に説明したように、レイヤ
の形式で表されることが多い。これらレイヤは、個々におよび全体で選択可能である。各
レイヤの使用可能性は、複数の投票システムの投票として見ることができ、その投票の集
合体を用いて、様々なエンティティデータレイヤに対してユーザが持つ相対的な嗜好を決
定することができる。このデータを収集すると（例えば、オプションのクライアントエン
ティティ格付けモジュールで、および／またはサーバ側エンティティ格付けモジュールで
）、エンティティの収集に対する相対的な興味度を定義する属性としてそれを用いること
ができる。例えば、「バーおよびナイトクラブ」のレイヤは、州の「内国歳入局（ＩＲＳ
）」のレイヤよりずっと多く使用される可能性がある。本明細書で説明する格付けシステ
ムの実施の形態は、平均値と比較した、観察されたレイヤ選択行動の回数に基づいて、エ
ンティティのクラスまたはエンティティのソースに対して相対的重み付けを割り当てるこ
とにより、この測定した活動レベルを有効に利用する。この計測を用いて、先に説明した
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ようにエンティティカテゴリの相対的な重要性を設定することができ、またはユーザの嗜
好の経験的観察に基づく追加の量によりこれらの静的な優先度を拡大縮小することができ
る。
　・　エンティティと関係付けられるウェブページまたは文書の推定された重要性:　 エ
ンティティがウェブページまたは他の電子文書からリンクされている場合、そのページま
たは文書の推定された重要性を用いて、リンクされた地理空間的エンティティの評価され
た重要性を推論することが可能である。オンライン文書の相対的重要性の一推定は、米国
特許第６，２８５，９９９号、発明の名称「リンクされたデータベースにおけるノード格
付けの方法」、および／または米国特許第６，７９９，１７６号、発明の名称「リンクさ
れたデータベースにおける文書に点数を付ける方法」、および／または米国特許出願第２
００５００７１７４１号、発明の名称「歴史的データに基づく情報検索」に記載されてい
るようなページ格付けであり、それぞれを引用して本明細書に組み込む。本明細書で説明
する格付けシステムの実施の形態は、そのようなページ格付け得点を、検索結果で識別さ
れるオンライン文書により参照される、地理空間的エンティティに対する近似得点として
用いる。例えば、「カンサス大学」に対するグーグル検索は、１，５６０，０００の結果
を返し、'９９９特許に記載のページ格付けメカニズムにより順序が付けられて、クエリ
ーへの最初の応答として最も関連が高いと考えられる１０個の結果を表示する。これらの
最初の１０個の結果は、最高のページ格付け得点を有するものばかりである。本発明の実
施の形態は、これらの文書が参照する地理空間的エンティティに対する重要性ボーナスと
して、対応する重み付け係数により拡大縮小される、一つ以上の検索結果文書ページ格付
け得点を用いる。例えば、上位ページ格付け得点、または上位１０ページの格付け得点の
平均値、または何らかの他の機能または選択を用いることができる。
【００４５】
　上記にリストアップされた一つ以上の属性を評価して、その結果に縮尺係数により個々
に重み付けしてから、合計してエンティティに対する全体得点を生成する。その計算は、
図２に示す格付けエンジンが実行できる。実施の形態では、地理空間的エンティティにつ
いてメタ属性データと、エンティティ自体の属性を反映させるデータをともに用いて合計
得点を決定する。例えば、実施の形態では、ビジネスの規模およびビジネスに関する投稿
への回答数は、どちらも格付けエンジン２３０が重み付けする係数である。エンティティ
の増加しない得点順（降順）が格付けを定義する。重み付け係数は、得られた格付けに基
づいて変更して、各属性の相対的優位性を調整することができる（例えば、自動的に、ま
たはシステム管理者もしくは個人ユーザが所望するように）。一実施の形態では、最終ユ
ーザは、それぞれの種類の属性に適用すべき重み付けを割り当てることができる。重み付
けのどれかをゼロに設定して（または相対的重要性の場合は１）、ある属性を考慮しない
ようにするか、または幾つかの属性を均等に無視することができる。特定の属性に対して
重み付け係数を負にして、エンティティに報いるのではなく、等級を下げることができる
。個々の属性に縮尺係数を適用することにより、様々な属性を評価でき、合計得点をその
属性に基づいて計算することができる。
【００４６】
　多くのアルゴリズムを用いて、本発明の実施の形態による配置格付けを決定することが
できる。例えば、実施の形態では、SCORE=NumberOfPostCharacters + a * NumberOfDescr
iptionCharacters) + b * NumberOfReplies + c * NumberOfViews + d * NumberOfDownlo
ads + StatureWithinCommunity、ここでａ、ｂ、ｃ、およびｄは、各属性に割り当てられ
る値に基づいて調整できる変数を表す。StatureWithinCommunity（コミュニティ内名声）
は、記述の投稿者を反映し、実施の形態では、評判、投稿の行動様式、および他のユーザ
による格付けまたは支持を含む幾つかの基準のどれかに基づく投稿者の名声に依存する２
００～５００の範囲とすることができる。NumberOfPostCharactersは投稿文字数、Number
OfDescriptionCharactersは記述文字数、NumberOfRepliesは回答数、NumberOfViewsは閲
覧回数、NumberOfDownloadsはダウンロード回数である。
【００４７】
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　本明細書で説明する格付けシステムの一実施の形態は、個々の属性計測値を一般的な線
形結合により一つにまとめる。線形結合を主対角線に沿うサブセットとする洗練されたま
とめ方にするために、Ｍ×Ｍの重み付けマトリックスを使用するが、ここで次元Ｍは属性
数と一致し、マトリックス簡素化法を用いて、属性の全外積を求めるために重み付けを規
定できるようにする。例えば、そのような技法により、結合される成分としての「記述の
長さ」および「著者名声」の積を求めるための規定した重み付けが可能になる。本明細書
で説明する二つの式構造は、本開示に照らして明らかな、各属性の評価における指数化ま
たは他の代数形式を含むような多様な属性組合せ法の代表である。
【００４８】
　このように、地理空間的エンティティについての本質的でないメタデータを、地理空間
情報システム内で表示するために選択するような目的で相対的格付けを生み出す採点シス
テムの入力として、用いることができる。そのようなシステムで用いられる他の属性、例
えば、エンティティ得点を決定するために用いる要素として本明細書で説明する対話式Ｇ
ＩＳに組み込むことができる、検索用語とエンティティ記述テキストと個々のユーザまた
は集合体としてのユーザの検索嗜好履歴との間の一致度のような、属性が存在する。さら
に、先に説明したように、本格付け法は、表示のための選択以外の目的で用いることがで
きる。
【００４９】
　図３および図４は、本発明の実施の形態による格付けエンティティのデータを生成し、
提供するために実行するステップを示すフローチャートである。可能性のある全てのステ
ップを図示しているとは限らない。さらに、幾つかの実施の形態は、本明細書で説明した
ものに加えて、またはその代わりに異なるステップを実行する。さらに、ステップの順序
は、本明細書で説明する順序と異なっていてもよい。
地図の優先順位付き位置マークの生成
【００５０】
　図３は、本発明の実施の形態による、優先順位を付けたエンティティを生成し、提供す
るための方法を示す。一つ以上のステップが、図２に示すようなエンティティ格付けモジ
ュールにより実行され、図１に示すようなクライアント側および／またはサーバ側に実装
される。さらに、特定ステップは（例えば３５０）地図用のユーザーリクエストによりト
リガーされ、他のステップは、特定検索リクエストのコンテクスト外の「オフライン」で
実行することができる。
【００５１】
　通常の方法に基づくと、エンティティデータは、図１を参照して説明したデータソース
のような各種のソースから受信する３１０。格付けデータはエンティティデータと同一か
または異なるソースからも受信する３２０。データ収集は、例えば、データベース構築プ
ロセスの一部として、またはウェブサーフィンおよびインデックスプロセスとして実行で
きる。そのようなデータは、ベンダーまたはサードパーティのソースから送り込まれるこ
ともある。データの幾つかの部分は、例えば、ユーザの個人的な位置マークについてのデ
ータは、ユーザーリクエストに応えてリアルタイムで更新でき、その他は通常のスケジュ
ールにより受信され、または最新の状態にされる。上記のような様々なメカニズムを格付
けデータに適用して、エンティティに対する格付けまたは得点を決定できる３３０。様々
なソースから得られる異なるタイプの格付けデータに基づく比較可能な属性得点は、上記
技法を用いて計算することができる。エンティティデータは、図１または別の実施の形態
に示すようなデータベースに格納でき、格付けエンティティのサブセットは、エンティテ
ィ格付けモジュールをホストするクライアントのメモリにキャッシュされ、エンティティ
格付けモジュールはそのキャッシュデータに基づいてエンティティ格付けを決定する３３
０。
【００５２】
　図３に示す例示の方法に基づいて、格付けエンティティデータを用いて、地図上の表示
のために位置マークのレイヤを生成する３４０。実施の形態では、エンティティが位置マ
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ークにマッピングされ、スタイルが、エンティティまたは位置マークが含まれるカテゴリ
に基づいて適用される。地図を見る人に、適切な位置マーク密度で地図を提示するために
、位置マークのグループが詳細レベルと関連付けられる。詳細のレベルは、地図を見てい
る高度、地図の解像度、所与の地図上に図示される他のレイヤ、およびまばらな地図にす
るか密度の高い地図にするかについてのユーザ嗜好を含む、任意の入力数を反映させるこ
とができる。例えば、実施の形態では、位置マーク得点が特定の閾値を越える場合、それ
は、特定高度で見る地図または特定高度未満で見る地図がその位置マークを含むべきであ
ることを意味するレベル５の格付けを受信する。位置マークは、個々の位置マークが異な
る位置マークグループと関係付けられるように、例えば、位置マークが特定都市および観
光地の位置マークと関係付けられるように、カテゴリ内で体系化してもよい。これらのカ
テゴリはそれぞれ、別々の位置マークレイヤが反映される。
【００５３】
　実施の形態では、時間的に後の時点で、位置マークレイヤまたはレイヤに対するリクエ
ストが受信され３４５、適切なレイヤがリクエスタに提供される３５０。先に説明したよ
うに、デジタル地図は、ラスター、タイル、またはベクトル型の方法により生成すること
ができる。使用する方法に応じて、位置マークレイヤは、クエリーに応じて地図サーバが
リアルタイムでリクエストすることができ、ユーザーリクエストを受信すると、予め格納
され、提供するだけの地図成分を創出できる。実施の形態では、位置マークレイヤはユー
ザ嗜好または選択に応じて提供される３５０。実施の形態では、一旦提供されると、位置
マークレイヤは、クライアントまたはサーバーサイトで他のレイヤと組合わされて地図を
形成する。
優先順位付き位置マークのある地図のリクエスト
【００５４】
　図４は、本発明の実施の形態による優先順位付き位置マークを含む地図をリクエストし
、受信するためのステップを示すフローチャートである。図５は、図４に図示するプロセ
スのステップを用いて公式化されるリクエストに基づいて受信される地図を示す。これら
のステップの内の一つ以上は、図１に示すような地図サーバからの地図をリクエストする
クライアントで実行することができる。プロセスは、クライアントが、例えば、ブラウザ
、Ｇｏｏｇｌｅ Ｅａｒｔｈのような専用アプリケーション、または他のソフトウエアア
プリケーション内から地図をリクエストすると４１０開始される。地図リクエストは、地
図を探す地理的領域および地図が表示する高度を識別する。ユーザまたはクライアントの
データおよび嗜好も地図サーバーシステムに提供される４２０。例えば、実施の形態では
、例えばリクエストのＩＰアドレスに基づいて判定できる、リクエストが発信された国、
およびユーザの言語嗜好が地図サーバに提供され、適切な言語の位置マークだけ、および
国または文化の特有のスタイルまたはデータソースを反映する位置マークが提供されるよ
うにする。国および言語情報は、リクエストするアプリケーションまたはクライアントの
オペレーティングシステムのような別のソースから提供されてもよい４２０。
【００５５】
　さらに、ユーザの位置マークの嗜好を地図システムに提供することもできる４２０。嗜
好は、例えば、位置マークのどのカテゴリまたはレイヤを表示するか、幾つの位置マーク
を含めるか（密度）、および幾つの識別情報を地図上に表示すべきかを反映できる。例え
ば、図５の地図の場合、ユーザは、グラフィカルユーザーインターフェース５２０上のチ
ェックボックスを用いて、表示される地図５５０上にどのレイヤを含めるべきかを選択で
きる。位置マークの各レイヤは、自身のアイコンまたはスタイル、例えば、食事の位置マ
ークのナイフおよびフォークのアイコン５１０Ａ、および飲酒設備のカップ５１０Ｂと関
係付けられる。
【００５６】
　実施の形態では、地図システムに提供される嗜好４２０を用いて、ユーザへの位置マー
クの選択および表示を個人化できる。個人化した位置マーク選択は、様々な方法で達成で
き、例えば、エンティティの格付けを採点する属性を基準として、ユーザの行動様式また
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は使用パターンを用いることによりエンティティ格付けを個人化して、またはユーザ入力
に基づいて特定の属性に与えられる重み付けを変更して、または、例えば、ユーザが定義
しているかまたは自身を指名している位置マークを常に含めることにより、生成した格付
け方式を上書きすることにより、達成できる。
【００５７】
　図４のフローチャートで、リクエスタは、地図サーバーシステムに提供される個人嗜好
に応じて各種のデータ形式を受信できる４３２。しかし、当該分野の技術者には周知のよ
うに、異なる地図生成およびカスタム化プロセスを反映する他のステップも可能である。
既定の実施の形態では、個人化位置マークはなく４３０Ａ、クライアントは一般的な位置
マークを有する地図を受信し４３２Ａ、表示４５０Ａする。そのような実施の形態では、
エンティティ格付け能力はローカルのクライアントに実装されない。しかし、別の実施の
形態では、クライアントは、リクエストした地図が個人化位置マーク４３０Ｃだけを含む
ようリクエストする。そのような実施の形態では、エンティティ格付け能力をクライアン
トに完全に実装し、図２で説明したモジュールのようなエンティティ格付けモジュールは
、中央サーバではなくローカルにホストされる。クライアントは、上に位置マークを何も
含めない地図レイヤを含む地図を受信する４３２Ａ。クライアントで生成され、格納され
る個人化位置マークが地図に追加され４４０Ａ、得られた地図が生成されてユーザに表示
される。
【００５８】
　さらに別の実施の形態では、ユーザは、個人的および一般的な位置マークをともに含む
地図をリクエストできる４３０。クライアントは、このリクエストに基づく地図および地
図の地理と関係付けられる一般的な位置マークまたはエンティティのグループを受信する
４３２Ｂ。一般的な位置マークは、様々な方法の何れかで、ユーザが指定している個人的
な位置マークと組み合わされ（例えば、エンティティ定義を書くかまたはお気に入りフォ
ルダに位置マークを入れることにより）、格付けメカニズムは、組み合わされた位置マー
クのグループに適用される４３６Ｂ。その結果を用いて、個人的および一般的な位置マー
クをともに含むレイヤを生成し４４０Ｂ、次いで、クライアントに提供される地図と組み
合わされて、表示４５０Ｂ用の地図を生成する４５０Ｂ。
【００５９】
　図５は、ステップ４１２～４２０および４３０Ｂ～４５０Ｂで説明した方法により生成
した個人的および一般的な位置マークを含む例示の地図を示す。図５に示すように、Ｍａ
ｘの運動場１０５およびＤｉｒｋ’ｓコーヒースポット４１９を含む個人的な位置マーク
は、地図５５０上の夕食（例えば、５１０Ａ）および飲み物の位置マーク（例えば、５１
０Ｂ）と併せて描かれる。特別なコミュニティ位置マークアイコン５４０により区別され
るコミュニティ位置マークも提供される。地図５５０は、位置マークに関するコミュニテ
ィメンバー提供のコメントにリンクするテキストボックス形式５３０の対話式コンテンツ
も含む。これにより、ユーザは、他のコミュニティメンバーが提供する入力から恩恵を得
ることができる。
【００６０】
　本明細書で説明した特徴および利点は、全てを包括していないし、特に、多くの追加特
徴および利点は、図面および説明に照らして当該分野の技術者には明らかであろう。さら
に、注意すべきは、本明細書で使用する言語は、基本的に可読性および説明目的で選択さ
れていて、本発明の主題の範囲を制限するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本発明の実施の形態による、エンティティ格付け能力を有するＧＩＳシステムの
ブロック図である。
【図２】本発明の一実施の形態による、図１に示すエンティティ格付けモジュールのブロ
ック図である。
【図３】本発明の実施の形態による、優先順位を付けたエンティティを生成し、提供する
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ための方法を示す。
【図４】本発明の実施の形態による、優先順位を付けた位置マークを含む地図をリクエス
トし、受信するための方法を示す。
【図５】本発明の実施の形態による、優先順位を付けた位置マークを含むＧＩＳ地図を示
す。

【図１】 【図２】
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【図５】
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