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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信を行なう通信部と、表示画面上に画像を表示する表示部とを備えた移動端末装
置、および、情報を記憶しておき前記移動端末装置からの情報の送信要求に応じて該移動
端末装置に情報を送信する情報サーバを具備する情報伝達システムであって、
　前記情報サーバが、
　地理上のエリア別に詳細情報を記憶する詳細情報記憶部と、
　前記詳細情報に基づいて地理上の各エリアの特徴を表わす特徴情報を作成する特徴情報
作成部と、
　前記特徴情報作成部で作成されたエリア別の特徴情報を記憶する特徴情報記憶部と、
　前記移動端末装置からのエリアを指定した送信要求を受けて、該移動端末装置に向けて
、前記特徴情報記憶部に記憶された該エリアの特徴情報および前記詳細情報記憶部に記憶
された該エリアの詳細情報を送信する情報送信部とを備え、
　当該移動端末装置が、
　当該移動端末装置の現在の位置情報を取得する位置情報取得部と、
　前記通信部に、前記情報サーバに向けてエリアを特定して該エリアの情報の送信要求を
行なわせて、前記情報サーバから該エリアの特徴情報および詳細情報を受信させる情報受
信制御部と、
　前記表示部に、前記表示画面上に前記特徴情報を表示させ、ユーザからの詳細情報表示
指示操作を待って該表示画面上に詳細情報を表示させる情報表示制御部とを備え、
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　前記特徴情報作成部が、前記詳細情報から、各エリア別の特徴と該特徴の時間的変化と
からなる特徴情報を作成するものであることを特徴とする情報伝達システム。
【請求項２】
　無線通信を行なう通信部と、表示画面上に画像を表示する表示部とを備えた移動端末装
置、および、情報を記憶しておき前記移動端末装置からの情報の送信要求に応じて該移動
端末装置に情報を送信する情報サーバを具備する情報伝達システムであって、
　前記情報サーバが、
　地理上のエリア別に詳細情報を記憶する詳細情報記憶部と、
　前記詳細情報に基づいて地理上の各エリアの特徴を表わす特徴情報を作成する特徴情報
作成部と、
　前記特徴情報作成部で作成されたエリア別の特徴情報を記憶する特徴情報記憶部と、
　前記移動端末装置からのエリアを指定した送信要求を受けて、該移動端末装置に向けて
、前記特徴情報記憶部に記憶された該エリアの特徴情報および前記詳細情報記憶部に記憶
された該エリアの詳細情報を送信する情報送信部とを備え、
　当該移動端末装置が、
　当該移動端末装置の現在の位置情報を取得する位置情報取得部と、
　前記通信部に、前記情報サーバに向けてエリアを特定して該エリアの情報の送信要求を
行なわせて、前記情報サーバから該エリアの特徴情報および詳細情報を受信させる情報受
信制御部と、
　前記表示部に、前記表示画面上に前記特徴情報を表示させ、ユーザからの詳細情報表示
指示操作を待って該表示画面上に詳細情報を表示させる情報表示制御部とを備え、
　前記特徴情報作成部が、前記詳細情報から、各エリア別の特徴と、各エリア別の特徴と
該各エリアに隣接する隣接エリアの特徴との差異とからなる特徴情報を作成するものであ
ることを特徴とする情報伝達システム。
【請求項３】
　前記情報受信制御部は、前記移動端末装置が新たなエリアに進入したときに、前記通信
部に、前記情報サーバに向けての、進入したエリアの情報の送信要求を行なわさせるもの
であることを特徴とする請求項１または２記載の情報伝達システム。
【請求項４】
　情報を記憶しておき、無線通信を行なう通信部と表示画面上に画像を表示する表示部と
を備えた移動端末装置からの情報の送信要求に応じて該移動端末装置に情報を送信する情
報サーバであって、
　地理上のエリア別に詳細情報を記憶する詳細情報記憶部と、
　前記詳細情報に基づいて地理上の各エリアの特徴を表わす特徴情報を作成する特徴情報
作成部と、
　前記特徴情報作成部で作成されたエリア別の特徴情報を記憶する特徴情報記憶部と、
　前記移動端末装置からのエリアを指定した送信要求を受けて、該移動端末装置に向けて
、前記特徴情報記憶部に記憶された該エリアの特徴情報および前記詳細情報記憶部に記憶
された該エリアの詳細情報を送信する情報送信部とを備え、
　前記特徴情報作成部が、前記詳細情報から、各エリア別の特徴と該特徴の時間的変化と
からなる特徴情報を作成するものであることを特徴とする情報サーバ。
【請求項５】
　情報を記憶しておき、無線通信を行なう通信部と表示画面上に画像を表示する表示部と
を備えた移動端末装置からの情報の送信要求に応じて該移動端末装置に情報を送信する情
報サーバであって、
　地理上のエリア別に詳細情報を記憶する詳細情報記憶部と、
　前記詳細情報に基づいて地理上の各エリアの特徴を表わす特徴情報を作成する特徴情報
作成部と、
　前記特徴情報作成部で作成されたエリア別の特徴情報を記憶する特徴情報記憶部と、
　前記移動端末装置からのエリアを指定した送信要求を受けて、該移動端末装置に向けて
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、前記特徴情報記憶部に記憶された該エリアの特徴情報および前記詳細情報記憶部に記憶
された該エリアの詳細情報を送信する情報送信部とを備え、
　前記特徴情報作成部が、前記詳細情報から、各エリア別の特徴と、各エリア別の特徴と
該各エリアに隣接する隣接エリアの特徴との差異とからなる特徴情報を作成するものであ
ることを特徴とする情報サーバ。
【請求項６】
　前記情報受信制御部は、前記移動端末装置が新たなエリアに進入したときに、前記通信
部に、前記情報サーバに向けての、進入したエリアの情報の送信要求を行なわさせるもの
であることを特徴とする請求項４または５記載の情報サーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信を行なう通信部と、表示画面上に画像を表示する表示部とを備えた
移動端末装置、および、情報を記憶しておき前記移動端末装置からの情報の送信要求に応
じて該移動端末装置に情報を送信する情報サーバを具備する情報伝達システム、その情報
伝達システムを構成する移動端末装置、およびその情報伝達システムを構成する情報サー
バに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、インターネットなどのネットワークを使って交通渋滞などの情報をリアルタ
イムに取得することができるようにするシステムが数多く提案されている。このようなシ
ステムには、大抵、無線通信を行なう通信部と表示画面上に画像を表示する表示部とを備
えた移動端末装置（例えば携帯電話機）、および情報を記憶しておき移動端末装置からの
情報の送信要求に応じて移動端末装置に情報を送信する情報サーバが備えられている。
【０００３】
　例えば特許文献１には、ＧＰＳ機能を備えた移動端末装置がこれから移動しようとして
いるエリアの情報をそのエリアに移動する直前に情報サーバからダウンロードして取得す
ることができるようにする技術が提案されており、例えば特許文献２には、移動端末装置
であるナビゲーション装置が交通情報を提供するナビサーバから交通情報を受けてとって
表示画面上の地図に重ねて交通情報を表示するシステムが提案されている。
【０００４】
　また、ＧＰＳ機能を備えることができないような小型の移動端末装置であっても、情報
サーバからの情報を必要時に必要量だけ受け取ることができるようにして移動端末装置の
表示画面上に必要情報の表示を行なうことができるようにするシステムも提案されている
（例えば特許文献３参照）。
【０００５】
　ところで、インターネット上には様々な情報があり、必要に応じていろいろな情報をダ
ウンロードすることができる。特許文献１のようにＧＰＳ機能を備えた移動端末装置にあ
っては、ＧＰＳ機能を使って取得した緯度・経度情報を検索用のキーワードにすることで
その緯度・経度情報に纏わる様々な情報などを得ることができる。
【０００６】
　しかし、インタネット上でキーワード検索を行なったときにあまり多くの情報が得られ
ると、さらにキーワードを指定するなどして絞込み検索を行なう必要が出てくる。移動端
末装置を携帯しているユーザにあっては、情報をリアルタイムに得たいときにそのような
操作を行なって必要な情報を探している暇はない。移動端末装置を利用して情報を得よう
とするユーザにおいては、迅速かつ必要な情報の提示のみが求められる。
【特許文献１】特開平９－１３０８６１号公報
【特許文献２】特開２００４－２３４６４９号公報
【特許文献３】特開平９－８９１７号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、移動端末装置を有するユーザが、移動中に、簡単な操作で必要な情報を入手
することができる情報伝達システム、およびその情報伝達システムを構成する移動端末装
置、さらにその情報伝達システムを構成する情報サーバにおいて、大量でかつ雑多な情報
の中から、簡単な操作で情報を取得できることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成する本発明の情報伝達システムは、無線通信を行なう通信部と、表示画
面上に画像を表示する表示部とを備えた移動端末装置、および、情報を記憶しておき上記
移動端末装置からの情報の送信要求に応じてその移動端末装置に情報を送信する情報サー
バを具備する情報伝達システムであって、上記情報サーバが、地理上のエリア別に詳細情
報を記憶する詳細情報記憶部と、上記詳細情報に基づいて地理上の各エリアの特徴を表わ
す特徴情報を作成する特徴情報作成部と、上記特徴情報作成部で作成されたエリア別の特
徴情報を記憶する特徴情報記憶部と、上記移動端末装置からのエリアを指定した送信要求
を受けて、その移動端末装置に向けて、上記特徴情報記憶部に記憶されたそのエリアの特
徴情報および上記詳細情報記憶部に記憶されたそのエリアの詳細情報を送信する情報送信
部とを備え、当該移動端末装置が、当該移動端末装置の現在の位置情報を取得する位置情
報取得部と、上記通信部に、上記情報サーバに向けてエリアを特定して該エリアの情報の
送信要求を行なわせて、上記情報サーバから該エリアの特徴情報および詳細情報を受信さ
せる情報受信制御部と、上記表示部に、上記表示画面上に上記特徴情報を表示させ、ユー
ザからの詳細情報表示指示操作を待って該表示画面上に詳細情報を表示させる情報表示制
御部とを備えたことを特徴とする。
【０００９】
　上記本発明の情報伝達システムによれば、当該移動端末装置が、通信部に、エリアを特
定してそのエリアの情報の送信要求を行なわせて、移動端末装置が備える上記情報受信制
御部が、通信部に、特定したエリアの特徴情報および詳細情報を受信させる。さらに上記
情報表示制御部が表示部に指示して、通信部に受信させた特徴情報および詳細情報のうち
の特徴情報を表示画面上に表示させ、詳細情報の表示指示操作を待って表示画面上に詳細
情報を表示させる。
【００１０】
　そうすると、移動端末側のユーザは、特徴情報を見て必要であった場合に指示操作を行
なってその特徴情報の詳細情報を表示画面上に表示させることができる。
【００１１】
　つまり、移動端末装置を有するユーザが、移動中に、簡単な操作で必要な情報を入手す
ることができる情報伝達システムが実現する。
【００１２】
　ここで、上記特徴情報作成部が、上記詳細情報に基づいて、各エリアの、複数種類の特
徴情報を作成するものであって、上記情報表示制御部は、上記表示画面上に複数種類の特
徴情報を表示させるものであると良い。
【００１３】
　そうすると、ユーザは、複数種類の特徴情報を見て必要な情報であると思ったときにだ
け詳細情報を得ることができる。
【００１４】
　上記特徴情報作成部が、上記詳細情報からキーワードを抽出して抽出したキーワードか
らなる特徴情報を作成するものであっても良く、また上記特徴情報作成部が、上記詳細情
報から、各エリア別の特徴と該特徴の時間的変化とからなる特徴情報を作成するものであ
っても良く、さらに上記特徴情報作成部が、上記詳細情報から、各エリア別の特徴と、各
エリア別の特徴と該各エリアに隣接する隣接エリアの特徴との差異とからなる特徴情報を
作成するものであっても良い。
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【００１５】
　ここで、上記情報受信制御部は、上記移動端末装置が新たなエリアに進入したときに、
上記通信部に、上記情報サーバに向けての、進入したエリアの情報の送信要求を行なわさ
せるものであることが好ましい。
【００１６】
　そうすると、エリアに進入したときに情報サーバに向けての、進入したエリアの情報を
送信要求が行なわれるので、エリアごとにエリア別の特徴情報を見て必要だと思ったとき
に操作を行なってそれらの特徴の詳細情報を入手することができる。
【００１７】
　さらに上記情報受信制御部は、上記通信部に、当該移動端末装置の進路前方の次のエリ
アの情報の送信要求を行なわさせるものであると尚良い。
【００１８】
　そうすると、進行方向前方の特徴情報をエリアごとに次々と得て、必要な場合には操作
を行なってその都度、簡単な操作で詳細情報を入手することができる。
【００１９】
　ここで、当該移動端末装置が、電話機能を有する携帯電話機であっても良く、また当該
移動端末装置が、電話機能を有する携帯電話機と、車に搭載され、現在の位置情報を取得
するＧＰＳ機能を有するカーナビゲーションシステムとの複合からなるものであっても良
い。
【００２０】
　また、上記目的を達成する本発明の移動端末装置は、無線通信を行なう通信部と、表示
画面上に画像を表示する表示部とを備えた移動端末装置であって、当該移動端末装置の現
在の位置情報を取得する位置情報取得部と、上記通信部に、地理上のエリア別の詳細情報
とその詳細情報を基に作成されたエリア別の特徴情報とを記憶した情報サーバに向けてエ
リアを特定した情報の送信要求を行なわせて、上記情報サーバから該エリアの特徴情報お
よび詳細情報を受信させる情報受信制御部と、上記表示部に、上記表示画面上に上記特徴
情報を表示させ、ユーザからの詳細情報表示指示操作を待って該表示画面上に詳細情報を
表示させる情報表示制御とを備えたことを特徴とする。
【００２１】
　上記目的を達成する本発明の情報サーバは、情報を記憶しておき、無線通信を行なう通
信部と表示画面上に画像を表示する表示部とを備えた移動端末装置からの情報の送信要求
に応じて該移動端末装置に情報を送信する情報サーバであって、地理上のエリア別に詳細
情報を記憶する詳細情報記憶部と、上記詳細情報に基づいて地理上の各エリアの特徴を表
わす特徴情報を作成する特徴情報作成部と、上記特徴情報作成部で作成されたエリア別の
特徴情報を記憶する特徴情報記憶部と、上記移動端末装置からのエリアを指定した送信要
求を受けて、該移動端末装置に向けて、上記特徴情報記憶部に記憶された該エリアの特徴
情報および上記詳細情報記憶部に記憶された該エリアの詳細情報を送信する情報送信部と
を備えたことを特徴とする。
【００２２】
　ここで、上記情報サーバが、地理上の位置情報が付された詳細情報を受信する詳細情報
受信部と、上記詳細情報受信部で受信した詳細情報をエリア別に分類する詳細情報分類部
とをさらに備え、上記詳細情報記憶部が、上記詳細情報分類部で分類された詳細情報を記
憶するものであることが好ましい。
【００２３】
　上記情報サーバが、上記詳細情報受信部で携帯電話機やパーソナルコンピュータを持つ
多くのユーザから投稿された、地理上の位置情報が付された詳細情報を受信して上記詳細
情報分類部を使って地理上の位置情報に応じて多くのユーザから投稿された詳細情報をエ
リア別に分類し分類した詳細情報を上記詳細情報記憶部が記憶領域に記憶する構成を有す
るものであると、上記移動端末装置からのエリアを指定した詳細情報の送信要求を受けた
ときに直ぐに移動端末装置へ指定されたエリアの詳細情報を送信することが可能となる。
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【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、移動端末装置を有するユーザが、移動中に、簡単な操作で、大量で雑
タな情報の中から必要な情報を入手することができる情報伝達システム、およびその情報
伝達システムを構成する移動端末装置、さらにその情報伝達システムを構成する情報サー
バが実現する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。
【００２６】
　図１は、本発明の一実施形態である情報伝達システム１の概念を示す概念図である。
【００２７】
　図１に示す移動端末装置１００は、電話機能を有する携帯電話機１０２と、車に搭載さ
れ、現在の位置情報を取得するＧＰＳ機能を有するカーナビゲーションシステム１０１と
の複合からなるものである。つまり自動車が備えるカーナビゲーションシステム１０１に
携帯電話機１０２がアダプタを介して接続されると携帯電話機１０２を介してインターネ
ットに接続されセンタ側の情報サーバ１１０から情報をダウンロードしてカーナビゲーシ
ョンが備える表示画面上に情報を表示することが可能となる。
【００２８】
　なお、その情報サーバ１１０の内部には、ＧＰＳ機能を備えた携帯電話機１２０やその
携帯電話機１２０で撮影された画像情報が多数記録されたハードディスクを備えたパーソ
ナルコンピュータ（以降ＰＣという）１３０などから地理上の位置情報が付された画像情
報が投稿され、投稿された情報が多数蓄積されているとして以降説明する。
【００２９】
　図２は、図１の概念図中の移動端末装置１００とセンタ側の情報サーバ１１０とで構成
される情報伝達システム１の構成を示す図である。
【００３０】
　図２に示す情報伝達システム１には、ナビゲーションシステム１０１と携帯電話機１０
２との複合からなる移動端末装置１００と、情報を記憶しておき移動端末装置１００側か
らの情報の送信要求に応じてその移動端末装置１００に情報を送信する情報サーバ１１０
とが備えられている。
【００３１】
　情報サーバ１１０には、地理上のエリア別に詳細情報を記憶する詳細情報記憶部１１０
１と、詳細情報に基づいて地理上の各エリアの特徴を表わす特徴情報を作成する特徴情報
作成部１１０２と、特徴情報作成部１１０２で作成されたエリア別の特徴情報を記憶する
特徴情報記憶部１１０３と、移動端末装置１００側からのエリアを指定した送信要求を受
けて、その移動端末装置１００に向けて、特徴情報記憶部１１０３に記憶されたエリアの
特徴情報および詳細情報記憶部１１０１に記憶されたエリアの詳細情報を送信する情報送
信部とが備えられている。
【００３２】
　詳細は後述するが、本実施形態においては、特徴情報記憶部１１０３と詳細情報記憶部
１１０１とを２つ設けて各記憶部の中に特徴情報に関するデータベース（以降特徴ＤＢ）
と詳細情報に関するデータベース（以降情報ＤＢという）とを別々に作成する構成にして
いるので、以降の説明においては、詳細ＤＢが作成される詳細情報記憶部１１０１のこと
を情報ＤＢと記載したり、特徴情報のデータベースが作成される特徴情報記憶部１１０の
ことを特徴ＤＢと記載したりすることがある。
【００３３】
　またこの例では、通信部１１０４が上記情報送信部に相当し、その通信部１１０４には
受信機能も配備されている。その通信部１１０４の受信機能を使って受信する受信情報の
中には、携帯電話機１２０等から投稿された詳細情報や移動端末装置１００側からの情報
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の送信要求などの種類があるので、本実施形態においては、コマンド判別部１１０５を設
けて通信部１１０４で情報を受信したときには受信したコマンドの内容をそのコマンド判
別部１１０５で判別して適宜処理を実行することができるようにしている。
【００３４】
　また、情報サーバ１１０には、移動端末装置１００側からのエリアを指定した送信要求
を受けてエリアを判別するために予め作成された地図ＤＢ１１０６が備えられており、さ
らに走行予定エリア取得を示す情報が移動端末装置１００側から送信されてきたときにそ
の地図ＤＢ１１０６内の地図データに基づいて経路検索部１１０７で経路を検索して走行
予定エリアを取得する走行予定エリア取得部１１０８も備えられている。さらに、詳細は
後述するが、投稿された詳細情報を位置情報ごとに分類する情報分類部１１０９も備えら
れている。この情報分類部１１０９には、位置情報ごとに分類した詳細情報の投稿数のカ
ウントを行なうための追加投稿数保持部１１０Ａが備えられており、その追加投稿数保持
部１１０Ａ内には、位置情報（後述するメッシュコード）ごとに投稿数が書き込まれるテ
ーブルが備えられている。
【００３５】
　一方、移動端末装置１００には、ナビゲーションシステム１０１とそのナビゲーション
システム１０１に接続される携帯電話機機１０２（通信部）が備えられており、ナビゲー
ションシステム１０１内には、当該移動端末装置の現在の位置情報を所定時間毎に取得す
る位置情報取得部１０１Ａと、携帯電話機で構成される通信部１０２に、情報サーバ１１
０に向けてエリアを特定してそのエリアの情報の送信要求を行なわせて情報サーバ１１０
からそのエリアの特徴情報および詳細情報を受信させる情報受信制御部１０１Ｂと、表示
部の表示画面ＤＩＳＰ（図１参照）上に特徴情報を表示させ、ユーザからの詳細情報表示
指示操作を待ってその表示画面ＤＩＳＰ上に詳細情報を表示させる情報表示制御部１０１
Ｃとが備えられている。なお本実施形態においては、表示部の他に音声出力用のスピーカ
と音声合成部とからなる音声出力部も備えられている。また、位置情報取得部１０１Ａに
は、連続する２点の位置情報から車の進行方向を取得する進行方向取得部１０１１Ａが備
えられている。また端末側エリア別情報記憶部１０１１Ｃが移動端末装置側の情報ＤＢと
して備えられている。この端末側エリア別情報記憶部は小容量のものであって、必要情報
のみが記憶される。
【００３６】
　図３、図４を参照して動作を簡単に説明する。
【００３７】
　図３、図４は、この情報伝達システム１の動作の一例を説明する図である。
【００３８】
　本実施形態では、まず、自動車のエンジンがかけられナビゲーションシステム１０１か
ら目的地が入力されると、その目的地周辺の混雑具合などが音声で通知されるようになっ
ている。
【００３９】
　この例では自動車が備えるナビゲーションシステム１０１内の車両状態検出部によって
エンジンの始動が検出されナビゲーションシステム１０１の入力部から目的地が入力され
たときにその目的地の位置情報が送信要求として情報サーバ１１０に送信され送信された
ときの日時の目的地周辺の混雑情報が情報サーバから送信されてきて、その混雑情報が音
声出力部から音声でユーザに通知される構成になっている。
【００４０】
　その後、自動車が目的地に向かって進行を始めると、図４の右斜め上方に示すようにエ
リアごとの特徴情報が表示画面上に表示されたり、音声情報で通知されたりする。表示画
面上の特徴情報にはそれぞれ矢印が示されており、この矢印の向きによって混雑状況や関
心度などが示されるようになっている。この表示画面ＤＩＳＰ上に特徴情報が表示されて
いるときに図３、図４中の「詳細」が指示操作されると情報サーバ１１０から詳細情報が
送信され端末側エリア別情報記憶部１０１１Ｃ内に一旦記憶されて、詳細情報の一部であ
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る写真情報が表示画面ＤＩＳＰ上に表示されるようになっている。
【００４１】
　ところで、図１の情報伝達システム１が備える情報サーバ１１０には、図１で説明した
ように携帯移動端末装置、例えば携帯電話機１２０、やＰＣ１３０からのアクセスが可能
であり、携帯移動端末装置からどのような情報が送信されてくるか分からないので、上記
コマンド判別部１１０５によってどのような情報が送信されてきたかが判別される構成に
なっている。このコマンド判別部１１０５により判別されたコマンドの内容に応じてどの
ように処理が実行されるかを先ず説明する。
【００４２】
　図５は、情報サーバ１１０の処理を説明する図である。
【００４３】
　情報サーバ１１０に配備されている通信部１１０４がスタンバイ状態にあるときに外部
の携帯移動端末から何らかの情報が送信されてきて通信部１１０４で受信された場合には
、その情報の先頭部にある情報種を示すコマンド等がステップＳ５０１でコマンド判別部
１１０５によって判別されて、判別されたコマンドに応じた処理が開始される。
【００４４】
　ここでは、そのコマンドの種類として図５の５通りが掲げられている。例えば、情報の
先頭にデータ登録コマンドがあった場合には、そのコマンド以降の情報がデータ登録を行
なう詳細情報であると判別されてステップＳ５０２へ進んでデータ登録処理が開始される
。
【００４５】
　以降、ステップＳ５０１で特徴情報一覧取得コマンドが移動端末装置側から送信されて
きたと判定された場合には、ステップＳ５０３へ進んで特徴情報一覧取得処理が開始され
、特徴情報取得コマンドが移動端末装置側から送信されてきたと判定された場合には、ス
テップＳ５０４へ進んで特徴情報取得処理が開始され、詳細情報取得コマンドが移動端末
装置側から送信されてきたと判定された場合にはステップＳ５０５へ進んで詳細情報取得
処理が開始され、走行予定エリア取得コマンドが送信されてきた場合にはステップＳ５０
６へ進んで走行エリア取得処理が開始される。
【００４６】
　図６は、図５のステップＳ５０２のデータ登録処理の詳細を説明するフローチャートで
ある。
【００４７】
　まず図６のフローチャートを説明して、その後メッシュコードの内容を説明する。
【００４８】
　図６を参照して情報サーバ１１０によって実行される処理を説明する。
【００４９】
　図５のフロー中のステップＳ５０２の処理が開始されると、図６のフローの処理が開始
される。まずステップＳ５０２１で登録コマンドの後に続く詳細情報の中から情報分類部
によって位置情報が取り出される。そして次のステップＳ５０２２で地図ＤＢ１１０６に
保持されているメッシュコードと緯度・経度との対応表に基づいて受信した詳細情報の中
の位置情報（緯度・経度）に対応するメッシュコードが決定される。情報ＤＢは、メッシ
ュコードごとに詳細情報を保持し、Ｓ５０２２で決定されたメッシュコードに一致するメ
ッシュコードに詳細情報を追加する。ステップＳ５０２４以降では、詳細情報がある程度
の数（Ｎ個）溜まってから、特徴情報抽出処理を開始するようになっている。ステップＳ
５０２４では、メッシュコードごとの投稿数がどの位であるかが分かる様にするために追
加投稿数保持部１１０Ａ内のカウント数がインクリメントされてメッシュコードごとの投
稿数がカウントされる。次のステップＳ５０２５でメッシュコードごとの投稿数がＮ個以
上であるかどうかが判定され、Ｎ個より少ないと判定されたら‘いいえ’側へ進んでこの
フローの処理が終了する。
【００５０】
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　またステップＳ５０２５でＮ個以上であると判定されたら、‘はい’側へ進み、ステッ
プＳ５０２６で追加投稿数保持部１１０Ａ内のテーブルに書き込まれていた追加個数がリ
セットされ０にされる。さらにステップＳ５０２７で特徴作成部１１０２によって追加投
稿数がＮ個を超えたメッシュコードの詳細情報が読み出されて、メッシュコードに一致す
るエリアの特徴の抽出処理が開始される。
【００５１】
　ここで特徴作成部１１０２の処理を説明する前に、図７を参照して図６の処理中に記載
されているメッシュコードと緯度・経度情報との対応を説明する。
【００５２】
　図７は、メッシュコードと緯度経度の対応を説明する図である。　
【００５３】
　図７（ａ）には日本列島を示す図が示されており、図７（ｂ）には、メッシュコードと
緯度・経度情報の対応表が示されている。これらが地図ＤＢの中にある。
【００５４】
　まず図７（ａ）を参照してメッシュコードと緯度・経度の対応を説明する。
【００５５】
　図７に示す様に、日本列島が緯度・経度の縦横のメッシュで分割されている。地図ＤＢ
１１０６内には地図データとしてそのメッシュにより仕切られた所定の緯度・経度の位置
にあるエリアごとにメッシュコード（例えば、５４３９－４３－２４）が割り振られてい
る。なお、このメッシュコードの割り振りは、国土数値情報のフォーマットに従って行な
われていても良いし、独自フォーマットを作成し、作成したフォーマットに従って行われ
ていても良い。
【００５６】
　したがってステップＳ５０２１の処理では情報分類部１１０９によって、詳細情報の中
の位置情報（緯度・経度）が取り出されその位置情報に対応するメッシュコードが地図Ｄ
Ｂ１１０６内の地図データに基づいて決定され、ステップＳ５０２３の処理で情報分類部
によってメッシュコードごとに詳細情報が分類されて、詳細情報記憶部１１０１の情報Ｄ
Ｂ内のメッシュコードごとに分けて保持される詳細情報に追加される。このときにはステ
ップＳ５０２４の処理で情報分類部１１０９によって追加投稿数保持部１１０Ａ内にある
投稿数のカウント数がインクリメントされる。
【００５７】
　つまり、情報サーバ１１０は、地理上の位置情報が付された詳細情報を受信する詳細情
報受信部である通信部１１０４と、その通信部１１０４で受信した詳細情報をエリア別に
分類する詳細情報分類部１１０９とを備え、上記詳細情報記憶部１１０１が、上記詳細情
報分類部１１０９で分類された詳細情報を記憶するものであるということになる。
【００５８】
　次に、図８を参照して詳細詳細記憶部１１０１内に作成される情報ＤＢの内容と追加投
稿数保持部１１０Ａ内のテーブルの内容を説明する。
【００５９】
　図８は、詳細情報記憶部１１０１に記憶される情報ＤＢの内容および追加投稿数保持部
１１０Ａ内のテーブルの内容を説明する図である。
【００６０】
　図８（ａ）に示す様に、詳細情報記憶部１１０１に作成される情報ＤＢには、緯度・経
度、ユーザ識別子、投稿日、投稿時刻、ユーザ評価、コメント、画像枚数、画像データが
書き込まれる。なお、この図８（ａ）に示すデータベースの項目は、これに従ってフォー
マットで、携帯電話１２０、パソコン１３０からインターネットを経由して入力してもよ
いし、あるいは、インターネット上に既にあるブログなどから、ブログの日記内に記載さ
れている住所から緯度・経度情報を取得、ユーザ識別子はブログのＵＲＬ、投稿日時はブ
ログの日記の登録日時、ユーザ評価は、小市の評判抽出技術を用いて得点化、コメントは
ブログの日記のテキスト情報、画像はブログの日記の画像情報、というようフォーマット
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に合うように変換して、入力しても良い。
【００６１】
　また、追加投稿数保持部１１０Ａには、図８（ｂ）に示すテーブルが備えられており、
ステップＳ５０２２の処理でメッシュコードが決定された後、ステップＳ５０２４の処理
でメッシュコードごとの投稿数がインクリメントされたときにインクリメントされた後の
カウント数が追加投稿数の欄に書き込まれるようになっている。なお、このテーブルには
特徴抽出を開始するにあたっての情報数の上限を示す最大数Ｎ（例えば、１０）も書き込
まれている。
【００６２】
　次に情報ＤＢの内容を説明する。
【００６３】
　図９は、情報ＤＢの内容を説明する図である。
【００６４】
　特徴作成部１１０２では詳細情報記憶部１１０１内の情報ＤＢに基づいて特徴が抽出さ
れるので、詳細情報記憶部１１０１内の情報ＤＢ内には図９に示す様にメッシュコードと
特徴情報とを結びつける第１の対応テーブルと、特徴情報が主に抽出される投稿情報が書
き込まれている第２のテーブルと、投稿情報と投稿情報の一部である画像情報がある画像
ファイル名とを結びつける第３の対応テーブルとが記憶されている。
【００６５】
　このため、特徴作成部１１０２によって詳細情報記憶部１１０１から情報ＤＢ内のデー
タが読み出されるときには、まず第１の対応テーブルが参照され、メッシュコードに対応
する特徴情報であるテーブル、例えばＤＡＴＡ―５４３８－２３－２３が読みされた後、
必要に応じて第３のテーブルが参照されて画像情報が読み出される構成になっている。テ
ーブル３内にはテーブル２で付されたＩＤが付加された識別子が画像テーブル内の画像情
報の読出用のインデックスとして付加されている。
【００６６】
　図１０は、特徴ＤＢの構成を示す図である。
【００６７】
　特徴作成部によって特徴が抽出され図に示す特徴ＤＢが作成される。
【００６８】
　項目それぞれの特徴の作成方法については後述するが、簡単に項目の内容を説明してお
く。
【００６９】
　最上位の項目としてメッシュコードがあり、そのメッシュコードごとに詳細ＤＢ内の投
稿データに基づいて投稿数については、いつもの投稿数、時間投稿数変化、場所投稿数変
化が特徴として抽出され登録されている。
【００７０】
　またユーザ数についても、投稿データに基づいて投稿数と同様に通常ユーザ数、時間ユ
ーザ数変化、場所ユーザ数変化が特徴として抽出され登録されている。
【００７１】
　さらに、投稿データ中のユーザ評価に基づいてユーザの評判が特徴として抽出され登録
されている。
【００７２】
　このような特徴ＤＢを作成するにあたって、情報ＤＢ内に特徴情報と詳細情報とが区別
され記憶されていると、特徴作成部１００２による特徴作成が行い易い。
【００７３】
　このように詳細情報記憶部１１０１内の情報ＤＢが構成されていると、特徴作成部１０
０２が詳細情報記憶部１００１内の情報ＤＢからメッシュコードに応じて特徴情報と詳細
情報とを別々に読み出すことができる。
【００７４】
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　ここで、図６のステップＳ５０２７の処理に戻ってステップＳ５０２７で実行される特
徴作成処理の詳細を図１１を参照して説明する。この図１１に示す特徴作成処理は、図２
に示す特徴作成部１００２で行われる。図２には、特徴作成部１００２内に４つの検出部
（投稿数、ユーザ数、評判、キーワード）が設けられていて４通りの特徴抽出が行なわれ
ることが示されている。
【００７５】
　図１１は、図６のステップＳ５０２７の特徴作成処理の詳細を示すフローチャートであ
る。
【００７６】
　まず、ステップＳ５０２７１の処理で詳細情報記憶部１１０１内の情報ＤＢからメッシ
ュコードに一致する投稿情報（図９参照）が読み出される。次のステップＳ５０２７２の
処理で、投稿情報の中のコメント（図９参照）の中から頻出キーワードが抽出され、抽出
されたキーワードからなる特徴情報がキーワードの頻出順にＭ個まで抽出され特徴情報記
憶部内に特徴ＤＢが作成される。
【００７７】
　次のステップＳ５０２７３の処理で投稿数に関する特徴が作成され、続いてステップＳ
５０２７４の処理では、ユーザ数に関する特徴が作成され、ステップＳ５０２７５では、
ユーザ評価に関する特徴が抽出され特徴情報記憶部内に特徴ＤＢが作成される。
【００７８】
　ここで、キーワード検索については容易であるとして省略し、ステップＳ５０２７３の
処理によって投稿数からどのような特徴が作成されるかを説明する。
【００７９】
　本実施形態では、まず時間の経過に伴って詳細情報が増えたか減ったかを特徴として抽
出する処理を行なってその後隣接エリアとの間の差異を特徴情報として抽出する処理を行
なって特徴ＤＢを作成しているのでその処理内容を説明する。
【００８０】
　図１２は、特徴作成部１１０２によって実行されるステップＳ５０２７３の詳細を説明
するフローチャートである。
【００８１】
　ステップＳ５０２７３１で投稿数について過去例えば数ヶ月に亘っての時間間隔ΔＴあ
たりの平均投稿数Ａが求められる。次のステップＳ５０２７３２では過去７日間の時間間
隔ΔＴあたりの平均投稿数Ｂが求められる。次のステップＳ５０２７３３で、ＢとＡが比
較される。
【００８２】
　このステップＳ５０２７３３では、ＢがＡ×０．９よりも小さいと判定されたときには
、ステップＳ５０２７３４で最近投稿数が少ないと判定され、ＢがＡ×０．９～Ａ×１．
１までの間であると判定されたときにはステップＳ５０２７３５で投稿数が変わらないと
判定され、ＢがＡ×１．１よりも多いと判定されたらステップＳ５０２７３６で最近投稿
数が多いと判定される。ここで例えばステップＳ５０２７３６の判定に基づいて最近投稿
数が多いであるとか、少ないであるとかという情報が特徴情報として特徴ＤＢに登録され
る。
【００８３】
　次にステップＳ５０２７３７へ進んでステップＳ５０２７３７で周囲の８つのエリアの
メッシュコードが取得される。そしてメッシュコードから周囲の８つのエリアの詳細情報
が読み出され、各エリアの平均投稿数が求められ、さらに８つのエリアの平均投稿数の平
均値Ｃが求められる。
【００８４】
　次のステップＳ５０２７４０で、その平均値Ｃが、Ａ×０．９よりも小さいか、０．９
×Ａ～１．１×Ａの間にあるか、それとも１．１×Ａよりも大きいかが判定される。ステ
ップＳ５０２７４０で平均値ＣがＡ×０．９よりも小さい判定されたらステップＳ５０２
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７４１へ進んでステップＳ５０２７４１で周囲より投稿数が少ないと判定され、ステップ
Ｓ５０２７４０で０．９×Ａ～１．１×Ａの間であると判定されたらステップＳ５０２６
４２へ進んでステップＳ５０２７４２で周囲と投稿数が変わらないと判定され、ステップ
Ｓ５０２７４０で１．１×Ａよりも多いと判定されたらステップＳ５０２７４３へ進んで
ステップＳ５０２７４３で周囲より投稿数が多いと判定される。ステップＳ５０２７３７
とステップＳ５０２７４４の判定結果が特徴記憶部１１０３内の特徴ＤＢに登録されたら
このフローの処理が終了する。
【００８５】
　このフローの処理が実行されると、エリアごとの投稿数の多さや少なさによってそのエ
リアがユーザにとって興味のある場所であるか否かを判定することができるので、例えば
ステップＳ５０２７４３で周囲より多いと判定されたり、ステップＳ５０２７３６で最近
多いと判定された場合には、話題が多かったり、ユーザの関心の高い場所であると考えら
れるので、特徴情報としてこれらの情報がユーザに通知される。図３、図４では、矢印で
その情報が示されている。
【００８６】
　また、図１１のフロー中のステップＳ５０２７４の処理では、図１２の処理と同様の処
理がユーザ数に関して実行され、図１１のステップＳ５０２７５の処理では、図１１の処
理と同様の処理がユーザ評価に関して実行される。
【００８７】
　すなわち、本実施形態の特徴情報作成部は、本発明にいう、詳細情報から、各エリア別
の特徴と該特徴の時間的変化とからなる特徴情報を作成するものであり、また詳細情報か
ら、各エリア別の特徴と、各エリア別の特徴とその各エリアに隣接する隣接エリアの特徴
との差異とからなる特徴情報を作成するものであるということになる。
【００８８】
　ここで、本実施形態では移動端末装置側にも情報ＤＢを端末エリア別情報記憶部内に作
成することができるようにしているので、その端末エリア別情報記憶部内に作成されるＤ
Ｂの構成を説明する。
【００８９】
　図１３は、その情報ＤＢを説明する図である。
【００９０】
　センタ側では、特徴ＤＢと情報ＤＢとが別々なので図９に示すデータベースにしたが、
端末装置側には一つしか記憶部がないので、図１３に示すようにしておくと良い。
【００９１】
　情報サーバ１１０で特徴情報が作成されその特徴情報が受信制御部１０１Ｂで取得され
ているので、図１３に示す様にメッシュコードと詳細データテーブル名との対応テーブル
を作成するにあたって特徴情報の追加が行われている。この構成にすると、移動している
ときにそのデータベースを構成する、移動端末側の情報ＤＢとなるテーブルから特徴情報
のみを読み出すことも、さらに特徴情報に係る詳細情報である投稿情報を表わすデータテ
ーブルを読み出すことも、さらにそのデータテーブル内のファイル名を参照して画像テー
ブルから画像情報を読み出すこともできる。
【００９２】
　最後に、移動体端末装置が移動時に、図５のフローで説明したコマンドの送信が移動端
末装置から情報サーバに向けてどのように行なわれるかを説明する。
【００９３】
　図１４は、図５の走行予定エリア取得コマンドと特徴情報取得コマンドと詳細情報取得
コマンドとを情報サーバ１１０に向けて送信するときの移動端末装置１００側の情報受信
制御部１０１Ｂによって実行される処理の手順を示すフローチャートである。
【００９４】
　まず、ステップＳ１４０１で、次のエリアに入ったかどうかを判定する。この処理は、
後述する走行予定エリア取得部によって取得されたメッシュコードの範囲を示す緯度経度
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情報と、現在位置取得部１０１Ａによって取得された緯度経度を比較することで行われる
。現在位置取得部１０１Ａによって取得された緯度経度が、走行予定エリア取得部によっ
て取得されたメッシュコードの範囲を示す緯度経度内であれば、次のエリアに入ったと判
定し、‘はい’側へ処理が進められてステップＳ１４０２で進入したエリアが進入前のエ
リアから現エリアに変更される。次のステップＳ１４０３で前エリアの情報取得中である
かどうかが判定され、取得中でないと判定されたら‘いいえ’側へ進められ、取得中であ
ると判定されたらステップＳ１４０４へ進められて取得が中止された後、ステップＳ１４
０５へ進められる。
【００９５】
　ステップＳ１４０５では、現エリアの特徴情報が情報サーバ１１０から取得されて表示
画面ＤＩＳＰ上に図４の右上に示す表示が行なわれる。また次のステップＳ１４０６では
現エリアの次の走行予定エリアがいずれであるかが情報サーバー１１０から取得される。
【００９６】
　次のステップＳ１４０７では、ユーザからの詳細情報取得操作指示があったかどうかが
判定され操作されたと判定されたら、‘はい’側へ進められてステップＳ１４０８で詳細
情報の取得が行なわれて図４の右上の画面が右下の画面に切り替えられる。ステップＳ１
４０７でユーザからの詳細情報取得要求がないと判定されたらこのフロー処理が終えられ
る。
【００９７】
　つまり、この例では、移動端末装置が新たなエリアに進入したときに、情報受信制御部
１０１Ｂが通信部１０２に、情報サーバ１１０に向けての、進入したエリアの特徴情報の
送信要求を行なわせて、進入エリアごとに特徴情報を受信する処理を行なわせるとともに
移動端末装置の進路前方の次のエリアに相当する情報（メッシュコードと、メッシュコー
ドの範囲を示す緯度経度情報）の送信要求も行なわせている。
【００９８】
　こうしておいて、図４の右上の表示を表示画面ＤＩＳＰ上に行なってユーザからの詳細
情報表示指示操作を受けたらステップＳ１４０８の処理で取得した詳細情報を表示画面上
に表示させている。つまり、このフローの処理が行なわれると、図４に示す様に表示が行
なわれ、指示操作に応じて表示画面が切り替えられることになる。
【００９９】
　ここで、図１４のステップＳ１４０６の次の走行エリア取得処理の詳細を説明する。
【０１００】
　この走行エリア取得処理は、情報受信制御部１０１Ｂによって現在位置と進行方向とが
検出された後、情報サーバ１１０に向けて走行予定エリア取得コマンドおよび現在位置と
進行方向とを示す情報が送信されることによって開始される。
【０１０１】
　ここでは、情報サーバとの対応が分かるように後で情報サーバ１１０の処理も合わせて
説明する。
【０１０２】
　図１５は、走行エリア取得に関する移動端末側と情報サーバ側の処理を示すフローチャ
ートである。端末側のフローの処理は、情報受信制御部１０１Ｂによって実行される。
【０１０３】
　ステップＳ１４０６１で、現在位置が現在位置情報取得部１０１Ａから取得される。情
報受信制御部１０１Ｂ内のタイマー値により所定の処理間隔で現在位置の情報が２箇所取
得されたら、次のステップＳ１４０６２で進行方向が取得される。尚、進行方向取得処理
は、端末がジャイロセンサーを持つならば、ジャイロセンサーを使って行っても良い。次
のステップＳ１４０６３で情報サーバ１１０と接続されているかどうかが判定され、この
ステップＳ１４０６３で接続されていると判定されたら‘はい’側へ進められてステップ
Ｓ１４０６４で走行予定エリア取得コマンドと現在位置と進行方向とが情報サーバ１１０
に送信される。



(14) JP 4978219 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

【０１０４】
　情報サーバ１１０から次の走行エリアを表わすメッシュコードと、メッシュコードが示
す範囲の緯度経度情報が送信され、受信制御部１０１Ｂによって受信され、これを次の走
行エリア情報として、走行予定エリア保持部に保持される。
【０１０５】
　またステップＳ１４０６３で情報サーバ１１０が接続されていないと判定されたら、ス
テップＳ１４０６７で接続が試みられて成功したらステップＳ１４０６４からステップＳ
１４０６６の処理が実行され、失敗したらステップＳ１４０６８でエラーメッセージが表
示画面ＤＩＳＰ上に表示されるとともに音声出力部から音声で出力される。
【０１０６】
　情報サーバ１１０では、ステップＳ１４０６５の処理を受けて、図５中の走行予定エリ
ア取得処理Ｓ５０６が実行される。ステップＳ５０６１で移動端末装置１００から送信さ
れてきた現在位置と進行方向とから自動車が進入すると思われる１つ以上のエリアのメッ
シュコードとメッシュコードが示す範囲の緯度経度情報が地図ＤＢ内の地図データに基づ
いて検出される。そうしたらステップＳ５０６２で情報サーバ１１０から移動端末装置１
００にこれらの情報が送信される。
【０１０７】
　こうして走行予定エリアの情報の取得が行なわれる。
【０１０８】
　最後に、図１４のステップＳ１４０５で行なわれる特徴情報取得処理とステップＳ１４
０８の詳細情報取得処理を図１６、図１７を参照して説明する。図１６、図１７の処理が
図５のステップＳ５０４の特徴情報取得処理とステップＳ５０５の詳細情報取得処理に対
応する移動端末装置側の処理になる。つまり移動端末装置側から情報サーバに向けて特徴
情報取得コマンド、又は詳細情報取得コマンドが送信される。
【０１０９】
　図１６は、情報受信制御部１０１Ｂによって実行される特徴情報の取得処理の手順を示
すフローチャートであり、図１７は、情報受信制御部１０１Ｂによって実行される詳細情
報の取得処理の手順を示すフローチャートである。
【０１１０】
　まずステップで１４０５１で、情報サーバ１１０に接続されているかどうかが判定され
る。このステップＳ１４０５１で接続されていると判定されたら‘はい’側へ進められて
ステップＳ１４０５２でメッシュコードと特徴取得コマンドが情報サーバに送信される。
ステップＳ１４０５３で情報サーバ１１０から特徴情報が送信されてきたらその特徴情報
が受信され、次のステップＳ１４０５４で特徴情報があるかないかが判定される。特徴情
報がないと判定されたらこのフローの処理を終える。このステップＳ１４０５４で特徴情
報が在ると判定されたら、情報サーバ側から特徴情報がダウンロードされ端末側の情報Ｄ
Ｂに記憶される。次のステップＳ１４０５５で端末側エリア別情報記憶部の記憶内容が更
新されたらステップＳ１４０５６で特徴情報が表示画面ＤＩＳＰ上に表示されるか、ある
いは音声情報が出力される。
【０１１１】
　ステップＳ１４０５１で情報サーバ１１０に接続されていないと判定されたら、‘いい
え’側へ進められてステップＳ１４０５７で接続が試みられる。ステップＳ１４０５７で
接続に成功したらステップＳ１４０５２からステップＳ１４０５６の処理が実行される。
ステップＳ１４０５７で接続に失敗したら、エラーメッセージが表示画面ＤＩＳＰ上に表
示され、次のステップＳ１４０６９で端末側エリア情報保持部にメッシュコードに一致す
る特徴情報があるかどうかが判定される。あると判定されたらステップＳ１４０５６で特
徴情報が表示画面上に表示され、ないと判定されたらこのフローの処理が終えられる。
【０１１２】
　また、ステップＳ１４０８の詳細情報取得処理が開始されると、まずステップＳ１４０
８１で情報サーバ１１０が接続済みであるかどうかが判定される。ステップＳ１４０８１
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で接続されていると判定されたら‘はい’側へ進められてステップＳ１４０８２でメッシ
ュコードと詳細情報一覧取得コマンドが情報サーバ１１０に送信される。ステップＳ１４
０８３で情報サーバから詳細情報一覧を受信する。尚、ここで言う詳細情報一覧とは、図
９（ｂ）のＩＤのことである。次にステップＳ１４０８４以降で、ＩＤに一致する詳細情
報（図９（ｂ）と（ｃ）の情報）が端末側エリア別情報記憶部１０１１Ｃにあるかをチェ
ックし、なければ、情報サーバ１１０からとってくる。ステップＳ１４０８４で、チェッ
クすべきＩＤがまだ残っているかどうかを判別する。チェックすべきＩＤがあれば（一覧
が終了でない）、“いいえ”側からステップＳ１４０８５へ進められて受信されたＩＤ一
覧から一つのＩＤが取り出されて、ステップＳ１４０８６で端末側エリア別情報記憶部１
０１１Ｃ内の情報ＤＢに同じＩＤを持つ詳細情報があるかどうかが判定され、あると判定
されたら、ステップＳ１４０９０で表示画面上に詳細情報を表示し、ステップＳ１４０８
４に戻る。
【０１１３】
　ステップＳ１４０８６で‘なし’と判定されたら、ステップＳ１４０８７で情報サーバ
１１０にＩＤと詳細情報取得コマンドが送信され、ＩＤに一致する詳細情報が送信されて
きてステップＳ１４０８８で受信し、ステップＳ１４０８９で端末側エリア別情報ＤＢに
詳細情報が保存される。そして、ステップＳ１４０９０で詳細情報を表示画面上に表示し
、ステップＳ１４０８４に戻る。ステップＳ１４０８４で、チェックすべきＩＤがもうな
い（一覧が終了）ならば、“はい”側に進み、終了する。
【０１１４】
　また、ステップＳ１４０８１で情報サーバ１１０に接続されていないと判定されたら、
ステップＳ１４０９１で接続が試みられて成功したらステップＳ１４０８３からの処理が
実行される。ステップＳ１４０９１で接続失敗と判定されたら、ステップＳ１４０９２で
エラーメッセージが表示画面あるいはスピーカから出力される。ステップＳ１４８１３で
端末エリア情報ＤＢ内にメッシュコードと一致する詳細情報があるかどうかが判定され、
あると判定されたら詳細情報が表示画面上に表示されるか、又は音声で出力されてこのフ
ローの処理が終えられる。ステップＳ１４０９３で‘ない’と判定されたら即座にこのフ
ローの処理が終えられる。
【０１１５】
　なお、図１４は、移動体端末が移動時の処理を示しており、移動開始時は、現エリアの
情報取得処理から開始すればよい。
【０１１６】
　こうして携帯移動端末装置から情報サーバに向けて送信されるコマンドに応じて、情報
サーバ側で処理が行なわれて特徴情報と詳細情報とが別々に送信されてくる構成であると
、情報サーバ側から移動端末装置に向けて分割されて情報が送信されてくるので、移動端
末装置のメモリ容量が削減されるという波及効果も得られる。
【０１１７】
　以上説明したように、移動端末装置を有するユーザが、必要な情報のみを簡単に得るこ
とができる情報伝達システム、およびその情報伝達システムを構成する移動端末装置、さ
らにその情報伝達システムを構成する情報サーバが実現する。
【０１１８】
　以下に本発明の各種形態を付記する。
【０１１９】
　（付記１）
　無線通信を行なう通信部と、表示画面上に画像を表示する表示部とを備えた移動端末装
置、および、情報を記憶しておき前記移動端末装置からの情報の送信要求に応じて該移動
端末装置に情報を送信する情報サーバを具備する情報伝達システムであって、
　前記情報サーバが、
　地理上のエリア別に詳細情報を記憶する詳細情報記憶部と、
　前記詳細情報に基づいて地理上の各エリアの特徴を表わす特徴情報を作成する特徴情報
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作成部と、
　前記特徴情報作成部で作成されたエリア別の特徴情報を記憶する特徴情報記憶部と、
　前記移動端末装置からのエリアを指定した送信要求を受けて、該移動端末装置に向けて
、前記特徴情報記憶部に記憶された該エリアの特徴情報および前記詳細情報記憶部に記憶
された該エリアの詳細情報を送信する情報送信部とを備え、
　当該移動端末装置が、
　当該移動端末装置の現在の位置情報を取得する位置情報取得部と、
　前記通信部に、前記情報サーバに向けてエリアを特定して該エリアの情報の送信要求を
行なわせて、前記情報サーバから該エリアの特徴情報および詳細情報を受信させる情報受
信制御部と、
　前記表示部に、前記表示画面上に前記特徴情報を表示させ、ユーザからの詳細情報表示
指示操作を待って該表示画面上に詳細情報を表示させる情報表示制御部とを備えたことを
特徴とする情報伝達システム。
【０１２０】
　（付記２）
　前記特徴情報作成部が、前記詳細情報に基づいて、各エリアの、複数種類の特徴情報を
作成するものであって、
　前記情報表示制御部は、前記表示画面上に複数種類の特徴情報を表示させるものである
ことを特徴とする付記１記載の情報伝達システム。
【０１２１】
　（付記３）
　前記特徴情報作成部が、前記詳細情報からキーワードを抽出して抽出したキーワードか
らなる特徴情報を作成するものであることを特徴とする付記１記載の情報伝達システム。
【０１２２】
　（付記４）
　前記特徴情報作成部が、前記詳細情報から、各エリア別の特徴と該特徴の時間的変化と
からなる特徴情報を作成するものであることを特徴とする付記１記載の情報伝達システム
。
【０１２３】
　（付記５）
　前記特徴情報作成部が、前記詳細情報から、各エリア別の特徴と、各エリア別の特徴と
該各エリアに隣接する隣接エリアの特徴との差異とからなる特徴情報を作成するものであ
ることを特徴とする付記１記載の情報伝達システム。
【０１２４】
　（付記６）
　前記情報受信制御部は、前記移動端末装置が新たなエリアに進入したときに、前記通信
部に、前記情報サーバに向けての、進入したエリアの情報の送信要求を行なわさせるもの
であることを特徴とする付記１記載の情報伝達システム。
【０１２５】
　（付記７）
　前記情報受信制御部は、前記通信部に、当該移動端末装置の進路前方の次のエリアの情
報の送信要求を行なわさせるものであることを特徴とする付記１記載の情報伝達システム
。
【０１２６】
　（付記８）
　当該移動端末装置が、電話機能を有する携帯電話機であることを特徴とする付記１記載
の情報伝達システム。
【０１２７】
　（付記９）
　当該移動端末装置が、電話機能を有する携帯電話機と、車に搭載され、現在の位置情報
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を取得するＧＰＳ機能を有するカーナビゲーションシステムとの複合からなることを特徴
とする付記１記載の情報伝達システム。
【０１２８】
　（付記１０）
　無線通信を行なう通信部と、表示画面上に画像を表示する表示部とを備えた移動端末装
置であって、
　当該移動端末装置の現在の位置情報を取得する位置情報取得部と、
　前記通信部に、地理上のエリア別の詳細情報と該詳細情報を基に作成されたエリア別の
特徴情報とを記憶した情報サーバに向けてエリアを特定した情報の送信要求を行なわせて
、前記情報サーバから該エリアの特徴情報および詳細情報を受信させる情報受信制御部と
、
　前記表示部に、前記表示画面上に前記特徴情報を表示させ、ユーザからの詳細情報表示
指示操作を待って該表示画面上に詳細情報を表示させる情報表示制御とを備えたことを特
徴とする移動端末装置。
【０１２９】
　（付記１１）
　情報を記憶しておき、無線通信を行なう通信部と表示画面上に画像を表示する表示部と
を備えた移動端末装置からの情報の送信要求に応じて該移動端末装置に情報を送信する情
報サーバであって、
　地理上のエリア別に詳細情報を記憶する詳細情報記憶部と、
　前記詳細情報に基づいて地理上の各エリアの特徴を表わす特徴情報を作成する特徴情報
作成部と、
　前記特徴情報作成部で作成されたエリア別の特徴情報を記憶する特徴情報記憶部と、
　前記移動端末装置からのエリアを指定した送信要求を受けて、該移動端末装置に向けて
、前記特徴情報記憶部に記憶された該エリアの特徴情報および前記詳細情報記憶部に記憶
された該エリアの詳細情報を送信する情報送信部とを備えたことを特徴とする情報サーバ
。
【０１３０】
　（付記１２）
　前記情報サーバが、
　地理上の位置情報が付された詳細情報を受信する詳細情報受信部と、
　前記詳細情報受信部で受信した詳細情報をエリア別に分類する詳細情報分類部とをさら
に備え、
　前記詳細情報記憶部が、前記詳細情報分類部で分類された詳細情報を記憶するものであ
ることを特徴とする付記１１記載の情報サーバ。
【図面の簡単な説明】
【０１３１】
【図１】本発明の一実施形態である情報伝達システム１の概念を示す概念図である。
【図２】図１の概念図中の移動端末装置１００とセンタ側の情報サーバ１１０とで構成さ
れる情報伝達システム１の構成を示す図である。
【図３】この情報伝達システム１の動作の一例を説明する図である。
【図４】この情報伝達システム１の動作の一例を説明する図である。
【図５】情報サーバ１１０の処理を説明する図である。
【図６】図５のステップＳ５０２のデータ登録処理の詳細を説明するフローチャートであ
る。
【図７】メッシュコードと緯度経度の対応を説明する図である。
【図８】詳細情報記憶部１１０１に記憶される情報ＤＢの内容および追加投稿数保持部１
１０Ａ内のテーブルの内容を説明する図である。
【図９】情報ＤＢの内容を説明する図である。
【図１０】特徴ＤＢの構成を示す図である。
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【図１１】図６のステップＳ５０２７の特徴作成処理の詳細を示すフローチャートである
。
【図１２】特徴作成部１１０２によって実行されるステップＳ５０２７３の詳細を説明す
るフローチャートである。
【図１３】移動端末装置側の情報ＤＢを説明する図である。
【図１４】図５の走行予定エリア取得コマンドと特徴情報取得コマンドと詳細情報取得コ
マンドとを情報サーバに向けて送信するときの移動端末装置１００側の情報受信制御部１
０１Ｂによって実行される処理の手順を示すフローチャートである。
【図１５】走行エリア取得に関する移動端末側と情報サーバ側の処理を示すフローチャー
トである。
【図１６】受信制御部によって実行される特徴情報の取得処理の手順を示すフローチャー
トであり。
【図１７】受信制御部によって実行される詳細情報の取得処理の手順を示すフローチャー
トである。
【符号の説明】
【０１３２】
　　１００　　移動端末装置
　　１０１　　ナビゲーションシステム
　　１０２　　携帯電話機
　　１１０　　情報サーバ
　　１１０１　　詳細情報記憶部（情報ＤＢ）
　　１１０２　　特徴作成部
　　１１０３　　特徴情報記憶部（特徴ＤＢ）
　　１１０４　　通信部（情報送信部）
　　１１０５　　コマンド判別部
　　１１０６　　地図ＤＢ
　　１１０７　　経路検索部
　　１１０８　　走行予定エリア取得部
　　１１０９　　情報分類部
　　１２０　　携帯電話機
　　１３０　　ＰＣ
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