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日本の街は、うるさい！！

• 来街者は、情報の受け身

• 携帯電話やスマホは、発信できる仕組み

• インターラクティブな街は、素敵！？

From: https://deskgram.net/p/1388340065910032694_3304167From: http://www.nst.kanazawa-u.ac.jp/etic/kanazawa/



金沢片町商店街の
ICTによる再活性化

• 北陸の中心商店街

• シャッターが閉まる（路面店の閉鎖）、
上層階の空室、空きビル、取り壊し、
そして駐車場

• 隣接の石川県庁移転問題

• 中小企業庁 『がんばる商店街７７選』にぎわいあふれる商店街

From: http://saikoh-build.com/access.html



片町サロン

情報配信放送局

■携帯電話利用サービス
・お店予約
・お店探し
・駐車場空き情報

■ディスプレイ利用サービス
・商店及び飲食店の宣伝
・飲食店及び飲酒店の宣伝
・随時：地元および他地域のイベント

■サロンスペース利用サービス
・パソコン、携帯電話利用教室
・パソコン、携帯電話利用相談室
・各種打合せ場所として提供

金沢BizCafe
金沢片町商店街
商店街ネットワーク活用型情報配信インターネット放送局



片町チャンピオン
「私のカーライフコンテスト」



口コミグルメ倶楽部
～@BISTRO SNAP!!～

• 女性や学生消費者のコミュニティサイト



福光町と片町商店街の連携

• 人が中心

• 福光と片町のマエストロ

• ２万人の町に千人近くの高校生
• 福光町ベルにスタジオ

• 片町に放送



ＱＲコード読み取り対応携帯電話を用いた
ゲームイベント「お店スゴロク」

１つ選択し
撮影

各店舗に
大型ポスター
貼付

来店しないと
クリアできない

課題

サイコロを振るかわりに
ＱＲコードを読み取り



ゲームイベント
「Ｅ-片町お店スゴロク」

スタート＆ゴール

参加者のようす 受付のようす

平成15年6月6日（金）～8日（日）
3日間 各13：00～17：00

・金沢市片町商店街主催
・路面店 61店舗／93店舗中が参加
・参加者数：3日間合計 約1,000人
（土曜13時～17時交通量 9,535人）



• 参加者アンケート
• 参加者データ
・男性41% 女性58%
・中学生～大学生が57% …小学生、高齢者も

• イベントは楽しかったですか
「楽しかった」95％（内「大変楽しかった」45％）

• ゲームのどこが面白かったですか（複数回答可）
「お店に詳しくなれた（今まで知らなかったお店の存在を知った）こと」24％
「お店の人とふれ合えたこと」21％

• 参加者ヒアリング
・「ケータイに触るのが楽しかった」
・「はじめて行ったお店で、気に入った商品を見つけた」

アンケート、ヒアリング結果

◎広告では興味が沸かなくても、来店してみると予想外に嗜好に合致
◎従来と異なる、新たな興味が触発



アンケート、ヒアリング結果(参加店)

• イベントに参加して、いかがでしたか？（複数回答可）
・普段来店しない年齢層の参加者が来店し、話す機会が増えた」20%
・「商品を紹介する機会ができて良かった」24%
・「お客様になってくれそうな参加者が来店したので良かった」12%

• イベントについての意見・感想（自由回答）
・「テレビ、新聞に取り上げられ、商店街のアピールになり良かった」
（テレビ民放5局、新聞2紙）
・「購買に直接つながる仕組みも盛り込んでは」

●来店の後、購買行動に結びつく仕組み



金沢懐古鏡

街全体が博物館、文化都市・歴史都市だから可能
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サイネージのモデル

街

サイネージ

街

サイネージ

携帯電話
スマートフォン

従来モデル 金沢モデル

○街が賑やかになる

×街がうるさい

○スマホでインターラクティブに

×歩きスマホ



サイネージモデル

街

サイネージ

カメラ
で特徴
抽出

相模原モデル

○街は歩くもの！

スマホを見ずに歩こう！

街

サイネージ

携帯電話
スマートフォン

金沢モデル

○スマホでインターラクティブに

×歩きスマホ

コンテンツ
DB

マッチング



• AIDMAの法則に基づくコンテンツ放映
• Interest（興味）に効果的なコンテンツを調査

• 表情分析
• 時間帯、設置場所の視聴者の表情に応じて

コンテンツを切替
（例）「悲しみ」が高い人には励ます動画

表情分析によるサイネージ

頑
張
れ
！

Attention（注目）

Interest（興味）

Desire（欲求）

Memory（記憶）

Action（行動）

AIDMAの法則

表情分析

コンテンツ
切り替え

相模原市新技術実用化コンソーシアム形成支援事業

悲しみの数
値が高い



金沢モデルの改良

街

サイネージ

スマホ

街

サイネージ

携帯電話
スマートフォン

オープン
データ

企業データ
（タウンニュース）

改良モデル金沢モデル



REGIOMATIONの概要

•

Android

Regiomation RSS

: c8117004@aoyama.jp

• アプリの概要
位置情報機能を用いて、現在地に適した地
域ニュース、災害情報、オープンデータ、
避難所データを表示
地域情報、災害情報タブは、タウンニュー
ス、Yahoo災害情報を表示(クリックすると、
ブラウザに表示)
オープンデータ、避難所タブは、取得した
位置情報のみにGoogleMapにプロット
(赤いマーカーをクリックするとプロット
された場所のデータが表示)

ヒアリング調査で
配った、アプリ
の紹介チラシ



• 情報過多の改善および、オープンデータを活用した地域情報アプリ(地域情
報、災害情報、オープンデータ、避難所情報)を開発

オープンデータを活用した地域情報アプリ
Regiomationの開発

2018/11/27

オープンデータで公開さ
れているデータセット、
データ内容を表示

カテゴリ(全て、朝
一・野菜販売所、
小中学校の取組、
子供の相談窓口、
サービス事業所)カテゴ

リ選択現在地に関する情報
を表示
↓

カテゴリ分け
↓

情報過多を改善

カテゴリ
選択

地域情報タブ オープンデータタブ



産学連携の経歴

• 1986～1994 富士通㈱、㈱富士通研究所
• 人工知能研究部 深い推論によるエキスパートシステム
• マルチメディア研究部 Desk Top Video、FM-Towns

• 1994～2008 金沢大学 経済学部
• 情報化社会の研究・開発
• 地方自治体の情報政策、産業政策、ベンチャー企業政策

• NTT北陸テルマック、NTTテレコムエンジニアリング北陸、パステルラボ、石川県、高桑美術印刷、
NHK金沢放送局、オトショップ、金沢商工会議所、IOデータ機器、ふくみつ光房、NTTインフラ
ネットなどと共同研究

• 大学発ベンチャー （株）チアコム 取締役（現在は退任）
（株）コミュニカ 取締役 を兼任

• 2008～ 青山学院大学 社会情報学部
• 相模原市新技術実用化コンソーシアム形成支援事業「商店街の安全性向上・活性化を目指したハイ
パー自販機の開発」2016年より実施中 さがみはらIT協同組合、富士通、産業創造センターなど

• 兼務 金沢大学客員教授（先端科学・イノベーション推進機構）
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お問い合わせ先

• 青山学院大学 社会情報学部 教授 飯島泰裕
• ＴＥＬ ０４２－７５９－６１１３
• e-mail： iijima@si.aoyama.ac.jp

• 青山学院大学 URA 馬場裕二
• ＴＥＬ ０４２－７５９－６０５６
• ＦＡＸ ０４２－７５９－６０４２
• e-mail： r02397＠aoyamagakuin.jp


