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(57)【要約】

（修正有）

【課題】情報検索において非言語情報を入出力に活用す
ることで、言語格差をほとんど感じさせることなくユー
ザーが所望する観光などの情報を適切に検索・提供可能
とする。
【解決手段】情報検索システムは、複数の第１の非言語
情報の候補から第１の非言語情報の入力を受け付ける受
付部１１０と、入力を受け付けた第１の非言語情報から
検索構文を生成する構文生成部１３０と、検索構文に基
づいて、検索対象となる情報を検索する情報検索部２２
０と、その検索結果を第２の非言語情報として表示する
表示部１６０と、を備える。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の第１の非言語情報の候補から第１の非言語情報の入力を受け付ける受付ステップ
と、
入力を受け付けた前記第１の非言語情報から検索構文を生成する生成ステップと、
前記検索構文に基づいて、検索対象となる情報を検索する検索ステップと、
前記検索ステップの検索結果を第２の非言語情報として表示する表示ステップと、
を備える情報検索方法。
【請求項２】
前記受付ステップは、画面上に表示された、前記複数の第１の非言語情報の候補から、
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前記第１の非言語情報の選択を受け付ける、請求項１に記載の情報検索方法。
【請求項３】
入力を受け付けた前記第１の非言語情報と、表示する前記第２の非言語情報とは同一ま
たは異なる、請求項１に記載の情報検索方法。
【請求項４】
前記第１および前記第２の非言語情報は、案内用図記号、アラビア数字、空間イメージ
写真、地理情報の少なくとも１つを含む請求項１または２に記載の情報検索方法。
【請求項５】
前記受付ステップは、英単語、英単語の略語、またはローマ字を前記第１の非言語情報
の補完情報として受け付ける請求項１〜４のいずれか１項に記載の情報検索方法。
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【請求項６】
前記受付ステップは、論理積、論理和、論理否定の少なくとも１つの入力を図記号で受
け付ける請求項１〜５のいずれか１項に記載の情報検索方法。
【請求項７】
前記受付ステップは、論理積、論理和、論理否定の少なくとも１つの入力を英単語で受
け付ける請求項１〜６のいずれか１項に記載の情報検索方法。
【請求項８】
前記検索ステップは、前記受付ステップが受け付けた入力の場所を位置情報として受け
取り、前記検索構文および前記位置情報に基づいて、前記情報検索装置を検索する請求項
１〜７のいずれか１項に記載の情報検索方法。
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【請求項９】
複数の第１の非言語情報の候補から第１の非言語情報の入力を受け付ける受付ステップ
と、
前記第１の非言語情報に基づく情報を情報検索装置に送信する送信ステップと、
前記情報検索装置から検索結果を受信する受信ステップと、
前記検索結果を第２の非言語情報として表示する表示ステップと、
をコンピュータに実行可能な情報検索プログラム。
【請求項１０】
前記送信第１の非言語情報に基づく情報は、前記情報検索装置が検索を行うための検索
構文である請求項９に記載の情報検索プログラム。
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【請求項１１】
複数の第１の非言語情報の候補から第１の非言語情報の入力を受け付ける受付部と、
前記第１の非言語情報に基づく情報を情報検索装置に送信する送信部と、
前記情報検索装置から検索結果を受信する受信部と、
前記検索結果を第２の非言語情報として表示する表示部と、
を備える情報検索用端末。
【請求項１２】
複数の第１の非言語情報の候補から選択された第１の非言語情報に基づいて、検索対象
となる情報を記憶する情報記憶装置を検索する検索部と、
前記検索部の検索結果を第２の非言語情報として出力する出力部と、
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を備える情報検索装置。
【請求項１３】
関連性記憶装置から、前記検索結果と関連性のある情報を非言語情報として推薦する情
報推薦部を備える請求項１２に記載の情報検索装置。
【請求項１４】
前記関連性記憶装置が記憶するデータ構造は、前記検索結果をノードとし、前記検索結
果と他の情報との関連性をリンクとするネットワーク構造である請求項１３に記載の情報
検索装置。
【請求項１５】
前記関連性記憶装置は前記検索結果と前記他の情報との関連性の強弱を有し、前記情報
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推薦部は前記関連性の強弱をランクとして推薦する請求項１４に記載の情報検索装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、非言語情報を用いた情報検索方法、情報検索プログラム、情報検索用端末お
よび情報検索装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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２０２０年開催の東京オリンピック・パラリンピックを控え、今後１０年間での外国人
観光客の大幅増加が見込まれている。このような背景から、外国人にも利用しやすい観光
スポットの検索システムが望まれている。しかし、外国人が使用する言語は様々である。
このため、外国語による観光案内情報システムでは、英語、中国語、フランス語、スペイ
ン語などの主要な言語で案内できるように、システムが多言語化されている（特許文献１
および２）。
【０００３】
特許文献１では、各観光スポットの観光ガイド情報について、ユーザーが所望する言語
で案内・ガイドするファイルをダウンロードすることができる観光案内情報システムが記
載されている。
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【０００４】
また、特許文献２では、海外からの観光客等が、携帯電話（スマートフォン）等を用い
て、観光地等に設置されている案内板や看板などに貼付された情報タグから、または携帯
電話等が得たＧＰＳによる位置情報から、複数の言語により構成された上述の観光地に関
する案内音声及び文字・図形からなる説明データをインターネットを介して選択的に取得
する観光案内システムが記載されている。
【０００５】
しかしながら、様々な地域から訪れる外国人観光客が使用する言語は多様であり、上述
の主要な言語を使用できるとは限らず、全ての言語に対応するシステムを開発するのは難
しい。このため、特許文献１や特許文献２のシステムにおいても、上述した主要な言語が

40

苦手な外国人観光客は、観光情報を入手することが難しいという問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００−０２９９４２号公報
【特許文献２】特開２０１２−０３８２７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、このような課題に着目して鋭意研究され完成されたものであり、その目的は
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、情報検索において非言語情報を入出力に活用することで、言語格差をほとんど感じさせ
ることなくユーザーが所望する観光などの情報を適切に検索・提供可能とすることにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
上記課題を解決するために、本発明は、複数の第１の非言語情報の候補から第１の非言
語情報の入力を受け付ける受付ステップと、入力を受け付けた第１の非言語情報から検索
構文を生成する生成ステップと、検索構文に基づいて、検索対象となる情報を検索する検
索ステップと、検索ステップの検索結果を第２の非言語情報として表示する表示ステップ
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と、を備える。
【発明の効果】
【０００９】
本発明によれば、非言語情報によってユーザーが所望する情報を適切に検索・提供する
ことができるため、多言語化対応等の負担を抑えることができると共に言語格差を是正す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施例１に係る情報検索システムの全体図である。
【図２】図１の情報検索システムの概略構成を示すブロック図である。
【図３】図１の情報検索システムの入力画面の一例を示す図である。

20

【図４】図１の情報検索システムの結果表示画面の一例を示す図である。
【図５】図１の情報検索システムの動作の一例を示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施例２に係る情報検索システムの概略構成を示すブロック図である。
【図７】図６の関連性記憶装置が記憶するデータ構造の概略を示す図である。
【図８】結果表示画面の他の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
図面を参照しながら本発明の実施の形態を説明する。
【実施例１】
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【００１２】
図１は、本発明の実施例１に係る情報検索システムの全体図である。ここでは、情報検
索システムの一例として、観光スポットを検索する観光情報検索システムを説明する。情
報検索システムはクライアント端末１００と、サーバ２００とから構成される。クライア
ント端末１００は、スマートフォンなどの携帯情報端末であってもよい（以下、単に端末
という）。そして、端末１００は、実施例１に係る情報検索アプリケーションソフトウェ
アをプログラムとしてダウンロードし、インストールすることによって、サーバ２００と
連携し、情報検索システムを実現する。
【００１３】
端末１００は、ネットワーク３００を経由して、サーバ２００へ情報検索処理の実行を
要求し、サーバ２００から検索結果を受け取り、端末１００の画面に表示する。ネットワ
ーク３００としては、公衆無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ
ＴＥ（Ｌｏｎｇ

Ｔｅｒｍ

Ａｒｅａ
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Ｎｅｔｗｏｒｋ）や、Ｌ

Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）などの携帯電話ネットワーク等がある

。また、端末１００は、サーバ２００へ情報検索処理の実行を要求する際に、ＧＰＳ（Ｇ
ｌｏｂａｌ

Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ

Ｓｙｓｔｅｍ）衛星４００から端末１００の位置

情報を取得し、この位置情報をサーバ２００へ送信する。
【００１４】
＜構成＞
まず、図２、図３、図４を用いて、実施例１に係る情報検索システムの構成を説明する
。図２は、実施例１に係る情報検索システムの概略構成を示すブロック図である。端末１
００およびサーバ２００での処理の流れは実線で、端末１００とサーバ２００の間での情
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報の受け渡しは点線で示す。
【００１５】
端末１００は、外国人観光客（以下、利用者という）からの入力を受け付ける入力部１
１０と、ＧＰＳ衛星４００から端末１００の位置情報を取得する位置情報取得部１２０と
、入力部１１０が受け付けた入力と、位置情報取得部１２０が取得した位置情報とから、
情報検索用の構文を生成する構文生成部１３０と、生成した構文をサーバ２００へ送信す
る送信部１４０と、情報検索の結果をサーバ２００から受信する受信部１５０と、受信し
た検索結果を表示する表示部１６０とを備える。
【００１６】
ここで、入力部１１０および表示部１６０は端末（例えば、スマートフォン）の同一の
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タッチパネルディスプレイとして構成される。位置情報取得部１２０は、ＧＰＳ情報から
端末１００の位置情報を取得してもよいし、公衆無線ＬＡＮ、ＬＴＥなどの携帯電話ネッ
トワーク、あるいは、ビーコン（Ｂｅａｃｏｎ）からの信号から位置情報を取得してもよ
い。構文生成部１３０は、情報検索アプリケーションソフトウェアが動作する端末１００
のプロセッサおよびメモリに相当する。送信部１４０および受信部１５０は無線通信モジ
ュールに相当し、ネットワークを経由してサーバ２００と通信を実行する。
【００１７】
サーバ２００は、端末１００から情報検索用の構文を受信する受信部２１０と、受信し
た構文を用いて情報記憶装置５００に記憶されている検索対象となる情報を検索する情報
検索部２２０と、情報検索の結果を端末１００へ送信する送信部（出力部）２３０とを備
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える。
【００１８】
ここで、情報検索部２２０は、サーバ２００のプロセッサおよびメモリが協働して、情
報記憶装置５００に対し情報検索処理を実行する。情報記憶装置５００はサーバ２００の
内部に設けられていてもよい。また、外部の記憶装置として設けられていてもよい。外部
の記憶装置の場合、サーバ２００はこの外部記憶装置と情報の送受信を実行する。受信部
２１０および送信２３０は、無線通信モジュールに相当し、公衆無線ＬＡＮやＬＴＥなど
の携帯電話ネットワーク等のネットワークを経由して端末１００と通信を実行する。
【００１９】
図３は、入力部１１０に表示される入力画面の一例を示す図である。入力画面６００は

30

、利用者が移動手段を選択するための移動手段選択画面６１０と、移動に費やす時間を選
択するための移動時間選択画面６２０と、観光スポットの入場料金を選択するための料金
選択画面６３０と、利用者の指示に基づいて検索を開始するための検索実行ボタン６４０
とを備える。
【００２０】
移動手段選択画面６１０は、非言語情報である案内用図記号（ピクトグラム）を表示す
る。ここでは、移動手段の表示として、上段の左から順に「徒歩」６１１、「自動車」６
１２、「電車」６１３、「バス」６１４の案内用図記号が表示され、下段の左から順に「
飛行機」６１５、「船」６１６、「自転車」６１７の案内用図記号が表示されており、少
なくとも１つの移動手段をタッチして選択することができる。この図では、「徒歩」６１
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１が選択され、反転表示されている。
【００２１】
移動時間選択画面６２０は、非言語情報である時計のマークを表示し、プルダウンメニ
ューから複数の移動時間間隔の候補から選択することができる。この図では、プルダウン
メニューの下矢印をクリックし、

〜１５ｍｉｎｕｔｅｓ

を選択している。つまり、「

１５分以内で移動可能」という条件が選択されている。利用者がこの図の表示をこのよう
な意味に理解できるのは、移動手段選択画面６１０の下に移動時間選択画面６２０が表示
され、かつ、非言語情報である時計のマークが表示されることで、移動手段と移動時間の
選択が想起されるからである。このため、いかなる言語を利用している外国人観光客（利
用者）であっても、この画面６２０に表示されるアラビア数字「１５」は移動時間を表し
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ていることを直観的に理解できる。ここで、アラビア数字は非言語情報である。
【００２２】
ここで、アラビア数字が「２４」よりも小さい数の場合、利用者は「分」なのか「時間
」なのか理解しにくい場合がある。そのため、「分」を表す英単語

ｍｉｎｕｔｅｓ

を

アラビア数字と共に表示することによって、利用者はアラビア数字（すなわち非言語情報
）の補完情報として理解できる。また、補完情報としては、英単語
代わりに、略語

ｍｉｎ

又は

ｍ

を表示してもよい。

ｍｉｎｕｔｅｓ

ｍｉｎｕｔｅｓ

の

のように簡

単な英単語やその略語であれば、英語の苦手な外国人観光客（利用者）であっても、「分
」の意味であることを理解できる。
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【００２３】
補完情報は、移動時間間隔の候補全てに対して表示をする必要はない。例えば、プルダ
ウンメニューの中で、

〜１５ｍｉｎｕｔｅｓ

の次に、単に

１５〜３０

と表示した

場合、利用者は「１５〜３０分」と推測することができる。観光客にとって、「１５分〜
３０時間」では移動時間の選択候補として時間間隔が広すぎ、また、上述の選択候補の次
に「１５時間〜３０時間」という選択候補が挙げられることも想起し得ないためである。
【００２４】
料金選択画面６３０は、非言語情報である日本円のマークを表示し、プルダウンメニュ
ーの下矢印をクリックすることによって、複数の金額の間隔の候補を選択することができ
る。この図では、

Ｕｎｓｐｅｃｉｆｉｅｄ

を選択しており、「料金の選択は特に無し
20

」という意味を表す。
【００２５】
このように利用者がこの図の表示を「料金の選択は特に無し」の意味であると理解でき
るのは、この情報検索システムが観光スポットを検索するためのものであり、かつ、複数
の金額の間隔の候補を選択可能としていることから、料金の選択に関する項目であること
を想起できるからである。このため、いかなる言語を利用している外国人観光客（利用者
）であっても、画面６３０が観光スポットの入場料金であることが直観的に理解できる。
【００２６】
また、

Ｕｎｓｐｅｃｉｆｉｅｄ

という英単語の代わりに、「−」（ハイフン）や「

―」（ダッシュ）等の記号を用いてもよい。このようにすれば、
ｄ

Ｕｎｓｐｅｃｉｆｉｅ

という英単語を知らない利用者であっても、このシステムを直観的に利用することが

30

できる。
【００２７】
検索実行ボタン６４０は、図３に示すように、入力画面６００上の特定の領域に設けら
れ、検索条件の選択後に利用者に触れられることで情報検索システムによる検索が実行さ
れる。上述のように画像の表示とタッチパネルディスプレイの組み合わせを利用した構成
でもよく、また、端末１００に配置された機械式スイッチ等が、同様の役割を担ってもよ
い。利用者が検索実行ボタン６４０を押すことで所定の検索条件に従った検索が指示され
る。
【００２８】
図４は、表示部１６０に表示される結果表示画面の一例を示す図である。結果表示画面

40

７００には、検索結果である観光スポットの周辺の地理情報画面７１０と、この観光スポ
ットの種類を示す案内用図記号（ピクトグラム）７２０と、観光スポット情報画面７３０
と、が表示され、観光スポット情報画面７３０には上述の案内用図記号７２０が示す観光
スポット情報７３１が表示される。
【００２９】
地理情報画面７１０は、検索結果である観光スポットの案内用図記号７２０の周辺の地
図を表示する。検索結果を示す案内用図記号７２０は、いわゆる白抜き（記号の背景色を
濃くし、その中の記号を白く表示）で表示されており、検索結果の観光スポットであるこ
とが利用者に直観的に理解できる。この図では、「温泉」の記号が表示されている。
【００３０】
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観光スポット情報画面７３０は、検索結果の案内用記号７２０の詳細表示である観光ス
ポット情報７３１が表示される。ここでは、案内用図記号７２０が示す観光スポット「温
泉」の空間イメージ写真（観光スポットの概要を直観的に理解できる写真）と、案内用図
記号７２０で白抜き表示された「温泉」の名称を

Ｏｎｓｅｎ

１

とローマ字表記して

いる。なお、名称を表記する際には、ローマ字表記または英語表記が一般的に望ましい。
このように空間イメージ写真に加え、その補完情報として、名称を表記するのは、たとえ
利用者が補完情報を理解できなくても、利用者の周囲にいる人（観光スポットの店員など
）が理解できる場合があるからである。また、空間イメージ写真は非言語情報である。
【００３１】
図４では、観光スポットの案内用図記号７２０の他にも、複数種類の案内用図記号（案

10

内用図記号７２１、７２２、７２３）が表示されている。例えば、複数の観光スポットの
案内用図記号７２１、７２２、７２３のいずれかを利用者が選択した場合（例えば７２１
を選択した場合）、案内用図記号７２１が白抜き表示され、今まで白抜き表示されていた
案内用図記号７２０は通常表示（記号の背景色を白くし、その中の記号を濃く表示）され
る。そして、観光スポット情報画面７３０上の観光スポット情報は、案内用図記号７２０
に対応した観光スポット情報７３１から、案内用図記号７２１に対応した観光スポット情
報に表示が切り替わる。ここで、地理情報および案内用図記号は非言語情報である。
【００３２】
また、観光スポット情報画面７３０上の観光スポット情報は左右にスライド可能であり
、例えば、図４において「温泉」の観光スポット情報７３１を左側にスライドさせると、

20

地理情報画面７１０上の案内用図記号７２０が通常表示に戻ると共に案内用図記号７２３
が選択され白抜き表示され、観光スポット情報画面７３０上に観光スポット情報７３１の
代わりに案内用図記号７２３に対応する観光スポット情報が表示される。また、観光スポ
ット情報７３１を右側にスライドさせると、上述と同様、地理情報画面７１０上の案内用
図記号７２０が通常表示に戻ると共に案内用図記号７２２が選択され白抜き表示され、観
光スポット情報画面７３０上に観光スポット情報７３１の代わりに案内用図記号７２２に
対応する観光スポット情報が表示される。利用者の直感的操作を促すため、観光スポット
情報のスライド方向と地理情報画面７１０上の案内用図記号の配置とが対応していること
が好ましい。
30

【００３３】
なお、複数の観光スポットの案内用図記号７２１、７２２、７２３が表示されない場合
もある。
【００３４】
また、図４の結果表示画面７００に示した案内用図記号は、図３の入力画面６００に示
した案内用図記号と異なるが、同一の場合もあり得る。すなわち、入力された案内用図記
号と出力表示された案内用図記号とが同一となることを妨げない。例えば、図４の結果表
示画面７００に示した案内用図記号「温泉」７２０と同じ案内用図記号「温泉」が、図３
の入力画面６００に観光スポットの種類の選択候補として表示されてもよい。
【００３５】

40

＜動作＞
次に、実施例１に係る情報検索システムの動作を図２、図３、図５を用いて説明する。
図５は、情報検索システムの動作の一例を示すフローチャートである。
【００３６】
まず、利用者が移動手段選択画面（図３の６１０）で移動手段として「徒歩」６１１を
選択すると、構文生成部１３０は、移動手段は「徒歩」６１１であることを受け付ける（
Ｓ１１０）。次に、利用者が移動時間選択画面（図３の６２０）で
ｓ

〜１５ｍｉｎｕｔｅ

という移動時間間隔を選択すると、構文生成部１３０は、移動時間間隔が「１５分以

内」であることを受け付ける（Ｓ１２０）。
【００３７】
続いて、利用者が料金選択画面（図３の６３０）で

Ｕｎｓｐｅｃｉｆｉｅｄ

を選択
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すると、構文生成部１３０は、入場料金の選択は「特に無し」であることを受け付ける（
Ｓ１３０）。
【００３８】
最後に、利用者が検索実行ボタン（図３の６４０）を押すと、構文生成部１３０は、利
用者の選択した１つ又は複数の非言語情報（検索条件）に基づいて検索構文（すなわち検
索式）を生成する（Ｓ１４０）。
【００３９】
構文生成部１３０は、上述の例では、利用者が「移動手段：徒歩」かつ「移動時間：１
５分以内」かつ「入場料金：指定なし」と選択した情報から、（移動手段：徒歩）ＡＮＤ
（移動時間：１５分以内）ＡＮＤ（入場料金：指定なし）という検索式を生成する。

10

【００４０】
ここで、構文生成部１３０は、利用者が検索実行ボタン（図３の６４０）を押した時点
の端末１００の位置情報を、図２の位置情報取得部１２０から取得する。取得した位置情
報は、検索式とは分けた形式でサーバ２００へ送ってもよいし、検索式の中に入れた形式
で送ってもよい。
【００４１】
上述のとおり、利用者が移動手段選択画面６１０で移動手段を選択し、移動時間選択画
面６２０で移動に費やす時間を選択し、料金選択画面６３０で観光スポットの入場料金を
選択し、最後に、検索実行ボタン６４０を押すことで、利用者が選択した情報から論理積
（ＡＮＤ条件）を用いた検索構文を生成することができる。

20

【００４２】
なお、ここではステップＳ１１０、Ｓ１２０、Ｓ１３０の処理毎に、利用者の選択を受
け付けたが、これに限らず、Ｓ１４０で利用者が検索実行ボタンを押した段階で、Ｓ１１
０、Ｓ１２０、Ｓ１３０の処理での利用者の選択を全て受け付けてもよい。また、ステッ
プＳ１１０〜Ｓ１３０の順序は入れ替えることができる。
【００４３】
送信部１４０は構文生成部１３０が生成した検索構文をサーバ２００の受信部２１０へ
送信する。
【００４４】
情報検索部２２０は、受信部２１０が受信した検索構文を用いて情報記憶装置５００を

30

検索し、検索結果を非言語情報として送信部２３０からクライアント端末１００の受信部
１５０に送信する。表示部１６０は、受け取った検索結果を図４のように表示することが
できる。
【００４５】
実施例１によれば、利用者は、検索構文を生成するためのテキスト情報を直接入力する
のではなく、図３の入力画面６００で、１つ又は複数の非言語情報を入力（または選択）
し、この非言語情報を入力部１１０が受け付け、受け付けた非言語情報から、構文生成部
１３０が検索構文を生成し、情報検索部２２０は情報検索できる。ここで、非言語情報の
入力とは、１つの非言語情報の入力を受け付ける際に、複数の非言語情報の候補から１つ
の非言語情報を選択することをいう。

40

【００４６】
また、図４に示すように検索結果の表示画面でも、観光スポットの空間イメージ写真や
案内用図記号などの非言語情報が使われているため、検索結果である観光スポットを直観
的に理解できるという効果がある。これによって、どのような言語を利用する外国人観光
客であっても、観光情報を入手できるという効果がある。
【００４７】
なお、観光スポットを表示する際に、空間イメージ写真に加え、便宜上、言語情報を用
いて名称を補完情報として表記している。しかし、補完情報は必須ではない点に留意すべ
きである。
【００４８】
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＜変形例１−１＞
実施例１では、構文生成部１３０はクライアント端末１００に設けられている。しかし
ながら、これに限らず、構文生成部１３０はサーバ２００に設けられていてもよい。
【００４９】
＜変形例１−２＞
実施例１では、移動手段選択画面３１０、移動時間選択画面３２０、料金選択画面３３
０それぞれの選択結果を論理積（ＡＮＤ条件）で連結して検索構文を生成した。しかしな
がら、これに限らず、論理和（ＯＲ条件）、論理否定（ＮＯＴ条件）などで連結して検索
構文を生成してもよい。この場合、入力部１１０では、ＯＲ条件やＮＯＴ条件を表す図記
号を入力できるようにしてもよいし、

ＯＲ

や

ＮＯＴ

という英単語を補完情報とし

10

て入力できるようにしてもよい。
【００５０】
＜変形例１−３＞
実施例１では、構文生成部１３０は、利用者が検索実行ボタン（図３の６４０）を押し
た時点の端末１００の位置情報を、図２の位置情報取得部１２０から取得し、取得した位
置情報をサーバ２００へ送信している。しかしながら、これに限らず、位置情報取得部１
２０は端末１００の位置情報を取得しなくてもよい。
【００５１】
例えば、図３の入力画面６００に、案内用図記号（ピクトグラム）として観光スポット
の種類を利用者に選択させる画面（不図示）を設け、観光スポットの種類として「レスト

20

ラン」を選択し、さらに、レストランのランクを表示する星印（不図示）を案内用図記号
（ピクトグラム）から選択した場合、十分に検索対象を絞ることができる検索構文を生成
することができる。従って、情報検索部２２０が情報検索する際に、端末１００の位置情
報は必須とは限らない。
【実施例２】
【００５２】
＜構成＞
図６は、実施例２に係る情報検索システム（クライアント端末１１００およびサーバ１
２００）の概略構成を示す図である。実施例１で説明した入力部１１０は、キーワードを
テキストで入力する場合に比べて、細かな条件を指定することが難しい。このため、利用

30

者の細かな検索意図を反映しにくい。そこで、実施例２では情報推薦部８００を新たに設
けている。
【００５３】
情報検索の処理、すなわち入力部１１０から情報検索部２２０までの処理は、実施例１
と同じであり、説明は省略する。
【００５４】
実施例２では、情報検索部２２０が情報記憶部５００を検索し、検索結果の観光スポッ
トを取得した後に、この検索結果の観光スポットを情報推薦部８００へ送信する。そして
、情報推薦部８００は、検索結果の観光スポットに類似する観光スポットを関連性記憶装
置９００から検索し、類似する観光スポットを情報推薦結果として、情報検索部２２０へ

40

返信する。関連性記憶装置９００はサーバ２００の内部に設けられていてもよい。また、
外部の記憶装置として設けられていてもよい。
【００５５】
図７は、関連性記憶装置９００が記憶するデータの構造の概略を示す図である。データ
構造は、各々の情報（ここでは観光スポット）をノード、情報と情報との関連性（観光ス
ポット同士の共通な属性など）をリンクとするネットワーク構造である。このネットワー
ク構造は、テキストデータである観光スポットの名称および属性などをＸＭＬ（Ｅｘｔｅ
ｎｓｉｂｌｅ

Ｍａｒｋｕｐ

Ｌａｎｇｕａｇｅ）データベースで構成されている。

【００５６】
例えば、ノード「温泉１」とノード「温泉２」とは、共通の属性「温泉」でリンクされ
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ている。また、ノード「温泉１」とノード「温泉２」とは、共通の属性「宿泊可」および
「大浴場」でリンクされ、かつ、移動時間「電車１時間」でもリンクされている。さらに
、ノード「温泉１」は、ノード「水族館１」とは移動時間「電車３０分」でリンクされ、
ノード「タワー１」とは移動時間「電車１時間」でリンクされている。
【００５７】
情報推薦部８００は、検索結果の観光スポット「Ｏｎｓｅｎ１」の名称情報を受け取る
と、関連性記憶装置９００から類似する観光スポットの名称情報、例えば、共通の属性「
温泉」から類似観光スポット「Ｏｎｓｅｎ２」を、共通の属性「宿泊可」および「大浴場
」から類似観光スポット「ホテル１」を推薦する。
10

【００５８】
図８は、実施例２に係る表示部１６０の結果表示画面の一例を示す図である。情報検索
結果としての観光スポット

Ｏｎｓｅｎ１

の観光スポット情報１０１０には、この観光

スポットの空間イメージ写真が掲載される空間イメージ写真画面１０２０と、地理情報画
面１０３０と、移動手段、電話番号、住所、入場料金、営業日、営業時間などの補完情報
画面１０４０が表示される。そして、その下の類似観光スポット情報画面１０５０には、
非言語情報としての空間イメージ写真が表示される。ここでは、４つの類似観光スポット
情報の空間イメージ写真が表示されている。
【００５９】
＜動作＞
図７の画面を見た利用者は、情報検索結果としての観光スポット情報１０１０が、利用

20

者が選択した複数の非言語情報（検索条件）を満たしていれば、この観光スポットを観光
してもよい。
【００６０】
一方、利用者の検索条件を満たしていない場合、利用者は、検索をし直すのではなく、
入力部１１０および表示部１６０が一体化されたタッチパネルディスプレイ上に類似観光
スポット情報画面１０５０として表示される複数の空間イメージ写真から１つを選択する
ことができる（すなわち、絞込み検索をする）。入力部１１０は、その選択結果を受け付
け、再度、情報推薦部８００に送る。
【００６１】
そして、情報推薦部８００は、その選択結果と直接関連がある情報、すなわち、選択し
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た情報と直接リンクされている情報を取り出し、表示部１６０は、取り出した情報を表示
する。
【００６２】
実施例２によれば、利用者が絞込み検索をし、リンクされている情報の中から、条件に
合う情報を表示することを繰り返すことによって、非言語情報を用いた情報検索の不都合
を解消することができるという効果を有する。すなわち、キーワード入力に比べて、細か
な条件を指定することができないという不都合を解消することができる。
【００６３】
＜変形例２−１＞
図８の類似観光スポット情報画面１０５０では、４つの類似観光スポット情報を同等に
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表示した。しかしながら、関連性記憶装置９００が各ノード（観光スポット）の関連性の
強弱を有している場合、この情報推薦部８００は関連性の強弱をランクとして推薦し、表
示部１６０は推薦されたランクを類似観光スポット情報画面１０５０に表示してもよい。
例えば、情報検索結果としての観光スポット１０１０と最も関連性の強い類似観光スポッ
トにはランクとして星印を３つ付与し、その次に関連性の強い類似観光スポットには星印
を２つ付与し、さらにその次に関連性の強い類似観光スポットには星印を１つ付与しても
よい。
【００６４】
＜変形例２−２＞
図６の関連性記憶装置９００としては、複数の情報記憶装置５００から、複数の検索結
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果を抽出し、これら複数の検索結果から、いわゆるビッグデータの解析を予め行うことに
よって、図７のネットワーク構造を求めてもよい。
【００６５】
以上、本発明の実施例（変形例を含む）について説明してきたが、これらのうち、２つ
以上の実施例を組み合わせて実施してもよい。あるいは、これらのうち、１つの実施例を
部分的に実施してもよい。さらには、これらのうち、２つ以上の実施例を部分的に組み合
わせて実施してもよい。
【００６６】
例えば、本発明は、非言語情報を用いた情報検索システムであり、情報システムの実施
運用形態によらず、また観光情報を扱うシステム以外、例えば、一般的なナビゲーション
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システムにも適用できる。
【００６７】
例えばＷｅｂシステムとして実施するならば、案内用図記号、アラビア数字、空間イメ
ージ写真、地理情報を保持する記録媒体をＷｅｂサーバが保管し、それらの情報を用いて
クライアント（Ｗｅｂブラウザ）に応答するＷｅｂシステムとしてもよい。また、Ｗｅｂ
サーバに記録媒体を持たせず、他のサーバから随時取得する方法にしてもよい。
【００６８】
スマートフォン等の端末アプリケーションとして実施するならば、案内用図記号、アラ
ビア数字、空間イメージ、地理情報の少なくとも１つで、検索語入力を実施してもよい。
これらの情報は端末に保持してもよいし、サーバに保持しておきアプリケーションからの
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要求に応じて、これらの情報を転送してもよい。
【００６９】
本発明は、上記発明の実施例の説明に何ら限定されるものではない。特許請求の範囲の
記載を逸脱せず、当業者が容易に想到できる範囲で種々の変形態様もこの発明に含まれる
。例えば、入力部１１０および表示部１６０は同一のタッチパネルディスプレイとして構
成されていると記載したが、別々のタッチパネルディスプレイとして構成してもよい。
【符号の説明】
【００７０】
１００、１１００

クライアント端末

２００、１２００

サーバ

１１０

入力部

１２０

位置情報取得部

１３０

構文生成部

１４０、２３０

送信部

１５０、２１０

受信部

１６０

表示部

２２０

情報検索部

５００

情報記憶装置

８００

情報推薦部

９００

関連性記憶装置
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