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(57)【要約】
【課題】観光地の人気度をリアルタイムに決定し、人気
度を含む観光情報を、公衆が閲覧可能な表示端末に表示
させる
【解決手段】周辺地図を表示する表示端末と観光情報サ
ーバとを有し、表示端末に対し観光サーバが人気度を含
む観光情報を提供するシステムにおいて、観光情報サー
バが、各観光地の位置を示す地図情報と、各観光地につ
いての登録数を含む登録情報と、各観光地についての時
間枠毎の人気ランクを予め設定した設定情報とを対応づ
けて保存したデータベースと、表示端末からの要求に応
じて、表示端末の端末位置情報に基づいてデータベース
の地図情報を参照して対象となる観光地を抽出し、抽出
された全ての観光地について登録数及び時間枠毎の人気
ランクを比較要素として順序付けを行うことにより、全
ての観光地の各々の人気度を決定する手段と、人気度を
含む観光情報を表示端末に送信する手段と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周辺地図を表示する表示端末と、前記表示端末とネットワークを介して接続された観光
情報サーバとを有し、前記表示端末に対し前記観光サーバが人気度を含む観光情報を提供
するシステムにおいて、
　前記観光情報サーバが、
　各観光地の位置を示す地図情報と、各観光地についての関心度を示す現時点での登録数
を含む登録情報と、各観光地についての所定の時間枠毎の人気ランクを予め設定した設定
情報とを対応づけて保存したデータベースと、
　前記表示端末からの要求に応じて、前記要求に含まれる、前記表示端末の端末位置情報
に基づいて前記データベースの前記地図情報を参照して対象となる観光地を抽出し、抽出
された全ての観光地について前記登録数及び前記所定の時間枠毎の人気ランクを比較要素
として順序付けを行うことにより、抽出された全ての観光地の各々の人気度を決定する手
段と、
　決定された人気度を含む観光情報を前記表示端末に送信する手段と、を備えたことを特
徴とする、人気度を含む観光情報の提供システム。
【請求項２】
　前記表示端末が、周辺地図を表示する部分以外の部分に前記人気度を表示する手段と、
周辺地図内の各観光地の位置に前記人気度を表示する手段とを備えたことを特徴とする請
求項１に記載の、人気度を含む観光情報の提供システム。
【請求項３】
　前記表示端末が、人感センサと、前記人感センサによる感知に応じて前記観光情報サー
バへの要求を行う手段とを備えたことを特徴とする請求項１又は２に記載の、人気度を含
む観光情報の提供システム。
【請求項４】
　周辺地図を表示する表示端末と、前記表示端末とネットワークを介して接続された観光
情報サーバとにより実行され、前記表示端末に対し前記観光情報サーバが人気度を含む観
光情報を提供する方法において、
　前記観光情報サーバが、
　各観光地の位置を示す地図情報と、各観光地についての関心度を示す現時点での登録数
を含む登録情報と、各観光地についての所定の時間枠毎の人気ランクを予め設定した設定
情報とを対応づけてデータベースに予め保存するステップと、
　前記表示端末からの要求に応じて、前記要求に含まれる、前記表示端末の端末位置情報
に基づいて前記データベースの前記地図情報を参照して対象となる観光地を抽出し、抽出
された全ての観光地について前記登録数及び前記所定の時間枠毎の人気ランクを比較要素
として順序付けを行うことにより、抽出された全ての観光地の各々の人気度を決定するス
テップと、
　決定された人気度を含む観光情報を前記表示端末に送信するステップと、を備えたこと
を特徴とする、人気度を含む観光情報の提供方法。
【請求項５】
　前記表示端末が、周辺地図を表示する部分以外の部分に前記人気度を表示するステップ
と、周辺地図内の各観光地の位置に前記人気度を表示するステップとを備えたことを特徴
とする請求項４に記載の、人気度を含む観光情報の提供方法。
【請求項６】
　前記表示端末が人感センサを備え、前記表示端末が前記人感センサによる感知に応じて
前記観光情報サーバへの要求を行うステップを備えたことを特徴とする請求項４又は５に
記載の、人気度を含む観光情報の提供方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、ネットワーク上に蓄積された観光地に関する情報を活用することにより、人
気度を含む観光情報を提供するシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、携帯端末等を用いてネットワークを介して観光地のクチコミ情報を投稿するシス
テムは、公知技術となっている。また、このようにして蓄積された観光地に関するクチコ
ミ情報をデータベース化し、利用者の携帯端末等からの要求に応じて所望する観光地の情
報をネットワークを介して提供するシステムも公知技術である。さらに、観光地等の行き
先を設定して最適な経路検索を行うナビゲーションの仕組みも、公知技術となっており、
例えば、特許文献１がある。
【０００３】
　一方、観光の拠点となる駅や街角等には、しばしば周辺地図や動画広告等を表示させて
公衆に閲覧可能とした大型ディスプレイが設置されている。その周辺地図中には主要な観
光地が示されるとともに、周辺地図の横に観光地の説明が表示されることもある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２６９９８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記の公知技術では、利用者は、自分以外の人がどの観光地の情報を所望したかについ
ての情報は得られない。すなわち、観光地の人気度を知る仕組みはない。
【０００６】
　本発明の目的は、観光地の人気度をリアルタイムに決定し、人気度を含む観光情報を、
公衆が閲覧可能な表示端末に表示させるシステム及び方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために本発明は以下の構成を提供する。
　本発明の第１の態様は、周辺地図を表示する表示端末と、前記表示端末とネットワーク
を介して接続された観光情報サーバとを有し、前記表示端末に対し前記観光サーバが人気
度を含む観光情報を提供するシステムである。前記観光情報サーバが、各観光地の位置を
示す地図情報と、各観光地についての関心度を示す現時点での登録数を含む登録情報と、
各観光地についての所定の時間枠毎の人気ランクを予め設定した設定情報とを対応づけて
保存したデータベースと、前記表示端末からの要求に応じて、前記要求に含まれる、前記
表示端末の端末位置情報に基づいて前記データベースの前記地図情報を参照して対象とな
る観光地を抽出し、抽出された全ての観光地について前記登録数及び前記所定の時間枠毎
の人気ランクを比較要素として順序付けを行うことにより、抽出された全ての観光地の各
々の人気度を決定する手段と、決定された人気度を含む観光情報を前記表示端末に送信す
る手段と、を備える。
　上記第１の態様において、前記表示端末が、周辺地図を表示する部分以外の部分に前記
人気度を表示する手段と、周辺地図内の各観光地の位置に前記人気度を表示する手段とを
備えたことが好適である。
　上記第１の態様において、前記表示端末が、人感センサと、前記人感センサによる感知
に応じて前記観光情報サーバへの要求を行う手段とを備えたことが好適である。
　本発明の第２の態様は、周辺地図を表示する表示端末と、前記表示端末とネットワーク
を介して接続された観光情報サーバとにより実行され、前記表示端末に対し前記観光情報
サーバが人気度を含む観光情報を提供する方法である。前記観光情報サーバが、各観光地
の位置を示す地図情報と、各観光地についての関心度を示す現時点での登録数を含む登録
情報と、各観光地についての所定の時間枠毎の人気ランクを予め設定した設定情報とを対
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応づけてデータベースに予め保存するステップと、前記表示端末からの要求に応じて、前
記要求に含まれる、前記表示端末の端末位置情報に基づいて前記データベースの前記地図
情報を参照して対象となる観光地を抽出し、抽出された全ての観光地について前記登録数
及び前記所定の時間枠毎の人気ランクを比較要素として順序付けを行うことにより、抽出
された全ての観光地の各々の人気度を決定するステップと、決定された人気度を含む観光
情報を前記表示端末に送信するステップと、を備える。
　上記第２の態様において、前記表示端末が、周辺地図を表示する部分以外の部分に前記
人気度を表示するステップと、周辺地図内の各観光地の位置に前記人気度を表示するステ
ップとを備えたことが好適である。
　上記第２の態様において、前記表示端末が人感センサを備え、前記表示端末が前記人感
センサによる感知に応じて前記観光情報サーバへの要求を行うステップを備えたことが好
適である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、観光地の人気度をリアルタイムで決定でき、その決定結果をリアルタ
イムで、公衆が閲覧可能な表示端末に表示することができる。加えて、人感センサにより
人の接近を感知したことに応じて、自動的に表示端末に人気度を表示することで、より実
効性が高いシステムとすることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の全体構成の一実施例を概略的に示す図である。
【図２】図１中の観光情報ＤＢの一実施例の構成を示す図である。
【図３】図１中の地図情報ＤＢの一実施例の構成を示す図である。
【図４】図１中の表示端末位置情報ＤＢの一実施例の構成を示す図である。
【図５】図１中の人気観光地情報ＤＢの一実施例の構成を示す図である。
【図６】図１中の登録情報ＤＢの一実施例の構成を示す図である。
【図７】表示端末の装置構成の一実施例を概略的に示す図である。図
【図８】本発明の処理を示すフローチャート図である。
【図９】本発明の流れを示すシーケンス図である。
【図１０】表示端末画面のイメージ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明は、観光の拠点となる駅や街角等の設置され周辺地図を表示する大型ディスプレ
イ等の表示端末において、人気度を含む観光情報を提供するためのシステム及び方法であ
る。このような大型ディスプレイにおいて、周辺地図上又は周辺地図と並列して表示され
る観光地としては、景勝地、旧跡、名店、飲食店、宿泊施設等、観光に関連する多様なカ
テゴリのものを含む。
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。図１は、本発明の全体構成
の一実施例を概略的に示す図である。
【００１２】
　表示端末１０６は、典型例としては、上記の大型ディスプレイであり、公衆が同時に閲
覧可能なものである。表示端末１０６は、ネットワークを介して、本システムの観光情報
サーバ（図示せず）と接続され、相互に情報伝送可能である。
【００１３】
　本システムに含まれる種々のデータベース（以下「ＤＢ」と記載する）は、観光情報サ
ーバ（図示せず）に接続され、この観光情報サーバにより管理される。種々のＤＢは、共
通する情報項目により互いにリンクしている。
【００１４】
　登録情報ＤＢ１０５は、予め取得した各観光地に関する情報を、本システムに特化させ
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た登録情報としてＤＢ化し保存している。このような観光地に関する情報は、例えば、既
存の観光地経路案内システムや、観光地に関するクチコミ情報収集システムにから取得す
る。取得した観光地に関する情報から本システムに利用する情報を抽出し、本システムに
利用できる形式に変換して、登録情報とする。なお、登録情報ＤＢ１０５には、予め十分
な登録情報が保存されていることを前提とするが、最新の登録情報とするために適宜更新
することが好ましい。
【００１５】
　その他に、観光情報ＤＢ１０１、地図情報ＤＢ１０２、表示端末設置情報ＤＢ１０３及
び人気スポット情報ＤＢ１０４の各ＤＢが設けられる。
【００１６】
　図２～図６を参照して、図１の各ＤＢの詳細を説明するが、各ＤＢの構成は、一実施例
として示したものであり、これに限定するものではない。
【００１７】
　図２は、図１中の観光情報ＤＢ１０１の一実施例の構成を示す図である。観光情報ＤＢ
１０１は、表示端末１０６に送信する観光情報を保存する。観光情報は、登録情報ＤＢ１
０５等に保存された情報に基づいて観光情報サーバにより作成される。人気度２０１、観
光地２０２、地図コード２０３、地図情報２０４の各項目は、送信する具体的情報であり
、表示端末コード２０５は、送信先の表示端末１０６を特定する情報である。
【００１８】
　人気度２０１の情報は、具体的には全観光地における当該観光地の順位である。後述す
る図６の登録情報ＤＢ１０５に登録された観光地６０１の登録数６０３と、後述する図５
の人気観光地情報ＤＢ１０４で独自に設定した各観光地の時間毎人気ランク５０３と、季
節毎人気ランク５０４とを、それぞれ比較要素として組み合わせた並べ替え処理により決
定される。
【００１９】
　例えば、対象とする表示端末１０６が設置された地区（図４の地図情報及び地図コード
で示され、表示端末１０６が表示する周辺地図に相当）内に存在する登録された観光地６
０１（図６）のうち、先ず、季節を比較要素として、季節毎人気ランク５０４（図５）が
高いものから順に並べ、次に同ランクの群について時間を比較要素として時間毎人気ラン
ク５０３（図５）が高いものから順に並べ、さらに同ランクの群について登録数を比較要
素として多いものから順に並べることにより、人気度を決定する。あるいは、登録数、季
節、時間の順に比較要素としてもよい。人気度を決定する処理において複数の比較要素を
適用する順序は、一つのパターンに限られない。
【００２０】
　図３は、図１中の地図情報ＤＢ１０２の一実施例の構成を示す図である。地図情報３０
１は、所定の地区の名称を示す情報であり、地図コード３０２は、当該地区に一意に割り
当てられた識別コードである。ある程度の広さの地区を識別コード毎にまとめておくこと
で、検索性を上げられる。地図情報３０１は、人気度算出時や表示の際に用いられる。
【００２１】
　図４は、図１中の表示端末位置情報ＤＢ１０３の一実施例の構成を示す図である。本シ
ステムに接続される表示端末１０６の情報を保存している。表示端末コード４０２は、表
示端末１０６を登録するときに一意に割り当てられた識別コードである。設置場所の地図
情報４０１とその地図コード４０３を同じＤＢ上で保存する。表示端末設置情報ＤＢ１０
３は、表示端末１０６の設置時に表示端末１０６から送信された当該表示端末の設置点の
位置情報に基づいて、当該設置点が含まれる地区に該当する地図情報４０１及びその地図
コード４０３を導出し、表示端末位置情報ＤＢ１０３に保存する。
【００２２】
　図５は、図１中の人気観光地情報ＤＢ１０４の一実施例の構成を示す図である。図２の
人気度２０１の決定に用いられる観光地毎及び所定の時間単位毎の設定情報を保存してい
る。観光地の名称を示す観光地５０１、当該観光地の位置が含まれる地区に該当する地図
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情報５０２、独自に設定した時間毎人気ランク５０３及び季節毎人気ランク５０４の情報
項目を保持する。時間毎人気ランク５０３又は季節毎人気ランク５０４では、所定の時間
帯毎又は所定の季節毎に対し、Ａ、Ｂ、Ｃ等のランク付けを設定している。なお、観光地
毎の設定情報は、時間帯及び季節の双方ではなくいずれか一方のみでもよい。また、これ
ら以外の所定の時間枠毎の設定情報でもよい。時間枠の例としては、月毎、日毎、曜日毎
、休日か平日か、午前か午後か、等である。ここでの「時間枠」は、必ずしも同じ長さで
区切られた期間でなくともよい。
【００２３】
　図６は、図１中の登録情報ＤＢ１０５の一実施例の構成を示す図である。図２の人気度
２０１の決定に用いられる観光地毎の統計的な登録情報を保存している。登録情報ＤＢ１
０５は、本システムとは別の既存の観光地経路案内システム等に蓄積された観光地に関す
る統計情報を利用して本システム用にＤＢ化したものである。情報項目としては観光地の
名称を示す観光地６０１、当該観光地の位置を示す観光地位置情報６０２、現時点での登
録数６０３を保持する。登録数６０３の多い少ないは、当該観光地に対する関心度の大小
を示している。登録数６０３は、常に最新の値に更新されることが好ましい。
【００２４】
　図７は、図１の表示端末１０６内のハードウェア及びソフトウェアの構成を示す図であ
る。表示端末１０６は、赤外線センサ等の人感センサ７０１を備える。ここでは、人感セ
ンサに、顔認識技術も含まれるものとする。人の接近を感知することに応じて、観光情報
サーバから人気度を含む観光情報を取得し、取得した人気度を含む観光情報とともに周辺
地図を表示する。
【００２５】
　表示端末１０６の備える記憶装置内の情報保存部７０３には、表示端末１０６の設置位
置の位置情報である端末位置情報７０５が保存される。さらに、表示端末設置時に地図デ
ータである周辺地図情報７０４を保存しておくことで、観光情報サーバとの間の通信量を
最低限に抑えることも可能である。
【００２６】
　処理部７０７は、人感センサ７０１の感知に応じて観光情報サーバに人気度を含む観光
情報を要求する処理、その要求の際に端末位置情報７０５を観光情報サーバに送信する処
理、並びに、観光情報サーバから受信した人気度を含む観光情報を表示部７０８にリアル
タイムで表示する処理を行う。さらに、処理部７０６の人気度マッピング処理部７０７は
、各観光地の人気度を周辺地図上の各観光地の位置に表示するマッピングを行う。
【００２７】
　表示部７０８は、大型ディスプレイ等である。大型ディスプレイ上には、通常、周辺地
図を表示する部分と、周辺地図以外の説明等を表示する部分とが設けられる。入力部７０
２は、周辺地図上の観光地の位置を点灯させたり、所望する説明を表示させたりするため
の入力ボタン等である。
【００２８】
　また、表示端末１０６では、情報保存部７０３に過去の所定の時間の人気度の履歴を記
憶しておき、入力部７０２からの要求に応じて表示させてもよい。また、人気度の順序付
けに基づいて、所定の順位（例えば上位３位）までの観光地がわかるように表示してもよ
い。
【００２９】
　上述のように構成された本システムにおいて、各観光地の人気度の算出は、観光情報サ
ーバにより実行される。上述したように、登録情報ＤＢ１０５にはある程度の登録情報が
蓄積されていることを前提とする。登録情報ＤＢ１０５に蓄積された登録数の情報に加え
、表示端末１０６に表示する時間（現在の時間）及び現在の季節に基づいて図５の人気観
光地情報ＤＢを参照してその情報を組み合わせることにより、人気度を決定する。一例と
して、先ず、登録数を比較要素として各観光地の順序付けを行う。同ランクの群について
はさらに、所定の時間帯（例えば３時間毎等）に分けて業種を考慮して設定された重み付
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けすなわち時間毎人気ランクを比較要素として各観光地の順序付けを行う。例えば、時間
がお昼の場合は食事処の人気ランクを高くし、時間が夕方の場合は居酒屋の人気ランクを
高くする等、である。さらに、同ランクの群については、季節を考慮して設定された季節
毎人気ランクを比較要素として各観光地の順序付けを行う。こうして、最終的に各観光地
の人気度を順位として決定する。なお、上述したように、複数の比較要素を用いる順序は
これに限られない。
【００３０】
　図８は、本システムの全体の流れをフローチャート図にしたものである。
　表示端末の初期画面では周辺地図のみ（人気度のランキング表示無し）が表示されてい
るものとする。人感センサが人の接近を感知したことに応じて、人気度を含む観光情報が
表示される流れが開始される（ステップ８０１）。表示端末は、観光情報サーバに端末位
置情報を送信する（ステップ８０２）。観光情報サーバは、端末位置情報に基づいて図４
の表示端末位置情報ＤＢを参照して地図情報を取得し、地図情報に基づいて図５の人気観
光地情報ＤＢを参照して表示端末周辺（少なくとも表示される周辺地図全体が含まれるよ
うに１又は複数の地区を選択）に観光地があるか否かを判断する（ステップ８０３）。観
光地がある場合は、対象となる観光地を全て抽出し、抽出された観光地の各々の人気度を
上述の通り決定し、図２の人気度を含む観光情報を表示端末に送信する。観光地が無い場
合は、ステップ８０６に移行し、初期表示を持続する。観光情報サーバから観光情報を受
信した表示端末は、観光情報に含まれる観光地を周辺地図にマッピングする（ステップ８
０４）。表示端末の表示部に、観光地がマッピングされた周辺地図を表示するとともに、
周辺地図以外の部分に人気度のランキングを表示する（ステップ８０５）。表示後、新た
な接近者が無く一定時間が経過したか否かを判断する（ステップ８０６）。新たな接近者
を感知した場合は、同じ表示を持続する。新たな接近者が無かった場合は、ステップ８０
１に戻る。
【００３１】
　図９は、観光客等であって表示端末を操作する端末操作者、表示端末、観光情報サーバ
の間で行われるデータの流れをシーケンス図で示している。端末操作者が表示端末に近づ
いた瞬間に現在の観光地別人気度が地図上に示される流れである。図８のフローチャート
図に示した通り、一定時間接近者がいない場合は元の周辺地図の画面に戻る。
【００３２】
　図１０は表示端末の画面イメージを示している。表示端末に人が近づいた時間の人気度
を１００１のようなランキングで示し、右の１００３のような周辺地図に場所をマッピン
グして表示する。ランキングでは、前の時間帯、たとえば前日の人気度等も１００２のよ
うにランキングで表示する。
【符号の説明】
【００３３】
　１０１：観光情報ＤＢ、１０２：地図情報ＤＢ、１０３：表示端末位置情報ＤＢ、１０
４：人気観光地情報ＤＢ、１０５：登録情報ＤＢ、１０６：表示端末
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