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(57)【要約】
　
【課題】　ユーザ属性に合致した情報を配信することが
できるようにその配信エリアを適切に定義することがで
きる位置情報解析装置および位置情報解析方法を提供す
ることを目的とする。
【解決手段】　位置情報取得部はユーザ端末２００の位
置を示す位置情報を所定周期で複数のユーザごとに取得
し、位置情報記憶部１０２はこれを記憶する。そして、
位置情報抽出部１０５は、位置情報記憶部１０２に記憶
されている複数のユーザ端末２００の位置情報のうち、
ユーザ属性情報記憶部１０１に記憶されている属性情報
で示される属性が同一のユーザ端末の位置情報を抽出す
る。算出部１０６、補間処理部１０７および滞留領域特
定部１０８は、抽出された位置を示す位置情報を用いて
、ユーザが滞留している領域を滞留領域として設定する
ことができる。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定周期で複数のユーザごとに取得されたユーザ端末の位置を示す位置情報を記憶する
位置情報記憶手段と、
　前記複数のユーザの属性情報をそれぞれ記憶する属性情報記憶手段と、
　前記位置情報記憶手段に記憶された複数のユーザ端末の位置情報のうち、前記属性情報
記憶手段に記憶されている属性情報で示される属性が同一のユーザ端末の位置情報を抽出
する抽出手段と、
　前記抽出手段により抽出された位置情報に基づいて、前記位置情報で示される位置を含
んだ単位領域が滞留領域であるか否かを判断する判断手段と、
　前記判断手段により滞留領域であると判断された場合には、当該単位領域を滞留領域と
して設定する設定手段と、
　を備える位置情報解析装置。
【請求項２】
　前記抽出手段により抽出された位置情報で示されるユーザ端末の各位置における移動速
度を、ユーザごとに算出する算出手段をさらに備え、
　前記判断手段は、前記算出手段により算出された移動速度に基づいて、前記各ユーザ端
末の各位置における単位領域が滞留領域であるか否かを判断することを特徴とする請求項
１に記載の位置情報解析装置。
【請求項３】
　前記算出手段は、算出した移動速度に応じて定められた重み係数を算出し、
　前記抽出手段により抽出された位置情報に基づいて、当該位置情報で示される位置を含
んだ単位領域における滞留指数を算出するとともに、前記滞留指数に対して前記重み係数
を用いて重み付け処理を行う補間処理手段をさらに備え、
　前記判断手段は、重み付け処理された滞留指数に基づいて、前記位置情報で示される位
置を含んだ単位領域が滞留領域であるか否かを判断することを特徴とする請求項２に記載
の位置情報解析装置。
【請求項４】
　前記位置情報記憶手段は、ユーザ端末の位置情報とともに取得された測定誤差を示す誤
差情報を、前記位置情報に対応付けて記憶し、
　前記判断手段は、さらに前記測定誤差に基づいて、前記位置情報で示される位置を含ん
だ単位領域が滞留領域であるか否かを判断することを特徴とする請求項１から３のいずれ
か１項に記載の位置情報解析装置。
【請求項５】
　前記算出手段は、前記測定誤差に応じて定められた測定誤差用重み係数を算出し、
　前記抽出手段により抽出された位置情報に基づいて、当該位置情報で示される位置を含
んだ単位領域における滞留指数を算出するとともに、前記滞留指数に対して前記重み係数
および前記測定誤差用重み係数を用いて重み付け処理を行う測定誤差用補間処理手段をさ
らに備え、
　前記判断手段は、前記測定誤差用補間処理手段により重み付け処理された滞留指数に基
づいて、前記位置情報で示される位置を含んだ単位領域が滞留領域であるか否かを判断す
ることを特徴とする請求項４に記載の位置情報解析装置。
【請求項６】
　前記抽出手段は、
　属性が同一のユーザ端末の位置情報を抽出することに加えて、
　抽出された位置情報のうち、一のユーザ端末の位置情報で示される位置と当該位置の直
前に抽出された一のユーザ端末の直前位置情報で示される直前位置との間の距離が所定値
以下となる位置情報および直前位置情報を、当該距離が所定値より大きくなるまで順次抽
出するとともに、抽出された位置情報および直前位置情報を一つのグループに含めるよう
選択するとともに、これら処理を各ユーザ端末の位置情報の全てに対して行うことで、複
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数のグループを生成し、
　生成された前記複数のグループのそれぞれに含まれている位置情報および直前位置情報
のそれぞれで示される位置に基づいて算出されるグループ位置を位置情報として抽出する
ことを特徴とする請求項１に記載の位置情報解析装置。
【請求項７】
　前記抽出手段は、さらに、前記位置情報の測定日時と前記直前位置情報の測定日時との
間の時間差が所定値以下となる、位置情報および直前位置情報を一つのグループに含める
よう選択することを特徴とする請求項６に記載の位置情報解析装置。
【請求項８】
　前記判断手段は、前記抽出手段により生成された各グループに含まれる位置情報および
直前位置情報の数、または各グループにおいて最初に抽出された直前位置情報と最後に抽
出された位置情報との測位時間の差に基づいて前記グループ位置を含んだ単位領域が滞留
領域であるか否かを判断することを特徴とする請求項６または７に記載の位置情報解析装
置。
【請求項９】
　前記算出手段は、各グループに含まれる位置情報および直前位置情報の数、または各グ
ループにおいて最初に抽出された直前位置情報と最後に抽出された位置情報との測位時間
の差に応じて定められた重み係数を算出し、
　前記抽出手段により抽出された位置情報に基づいて、当該位置情報で示される位置を含
んだ単位領域における滞留指数を算出するとともに、前記滞留指数に対して前記重み係数
を用いて重み付け処理を行う補間処理手段をさらに備え、
　前記判断手段は、重み付け処理された滞留指数に基づいて、前記位置情報で示される位
置を含んだ単位領域が滞留領域であるか否かを判断することを特徴とする請求項８記載の
位置情報解析装置。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか１項に記載の位置情報解析装置と、
　前記位置情報解析装置において設定された滞留領域およびその滞留領域のユーザ属性に
従った情報配信を行う配信装置と、
　を備える情報配信システム。
【請求項１１】
　所定周期で複数のユーザごとに取得されたユーザ端末の位置を示す位置情報を記憶する
位置情報記憶手段に記憶された複数のユーザ端末の位置情報のうち、前記複数のユーザの
属性情報をそれぞれ記憶する属性情報記憶手段に記憶されている属性情報で示される属性
が同一のユーザ端末の位置情報を抽出する抽出ステップと、
　前記抽出ステップにより抽出された位置情報に基づいて、前記位置情報で示される位置
を含んだ単位領域が滞留領域であるか否かを判断する判断ステップと、
　前記判断ステップにより滞留領域であると判断された場合には、当該単位領域を滞留領
域として設定する設定ステップと、
　を備える位置情報解析方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動機などの位置情報を解析する位置情報解析装置、この位置情報解析装置
を備えた情報配信システムおよび位置情報解析方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話ユーザの行動に合わせて情報を配信する行動ターゲティング情報配信サービス
が携帯電話ユーザへの広告配信などの分野で広がりを見せている。携帯電話ユーザの行動
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を把握する代表的な方法のひとつとして、ＧＰＳによって得られる位置情報を用いること
が挙げられる。この位置情報に対応した行動ターゲティング情報配信サービスを提供する
とき、エリア毎の特性の相違を考慮することにより、よりユーザの行動に合致した情報配
信が可能になる。例えば、下記特許文献１（特開２００２－３２４０２号公報）では、配
信エリアの滞在率に応じた情報配信を行っている。
【特許文献１】特開２００２－３２４０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述特許文献１に記載されている配信エリアは予め定められたエリアで
あり、その配信エリアにユーザが位置していたとしても、ユーザにとって適切な情報を受
け取ることができない場合がある。例えば、配信エリアの一部分にしかその情報を欲する
ユーザが存在せず、他の部分に存在するユーザはその配信される情報を欲しない場合があ
る。より具体的には、配信エリアの一部に存在するユーザのユーザ属性と、配信エリアの
当該一部とは異なる他の部分に存在するユーザのユーザ属性とは異なる場合があり、その
場合、その異なるユーザ属性を有するユーザそれぞれに同じ情報を配信してしまう、とい
う問題がある。
【０００４】
　そこで、上述の課題を解決するために、本発明は、ユーザ属性に合致した情報を配信す
ることができるようにその配信エリアを適切に定義することができる位置情報解析装置、
情報配信システムおよび位置情報解析方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述の課題を解決するために、本発明の位置情報解析装置は、所定周期で複数のユーザ
ごとに取得されたユーザ端末の位置を示す位置情報を記憶する位置情報記憶手段と、前記
複数のユーザの属性情報をそれぞれ記憶する属性情報記憶手段と、前記位置情報記憶手段
に記憶された複数のユーザ端末の位置情報のうち、前記属性情報記憶手段に記憶されてい
る属性情報で示される属性が同一のユーザ端末の位置情報を抽出する抽出手段と、前記抽
出手段により抽出された位置を示す位置情報に基づいて、前記位置情報で示される位置を
含んだ単位領域が滞留領域であるか否かを判断する判断手段と、前記判断手段により滞留
領域であると判断された場合には、当該単位領域を滞留領域として設定する設定手段と、
を備えている。
【０００６】
　この発明によれば、ユーザ端末の位置を示す位置情報を、所定周期で複数のユーザごと
に記憶しておき、記憶された複数のユーザ端末の位置情報のうち、予め記憶されている属
性情報で示される属性が同一のユーザ端末の位置情報を抽出し、抽出された位置を示す位
置情報に基づいて、位置情報で示される位置を含んだ単位領域が滞留領域であるか否かを
判断し、滞留領域であると判断された場合には、当該単位領域を滞留領域として設定する
ことができる。これにより、ユーザが滞留している領域をユーザ属性ごとに定義すること
ができ、領域ごとに滞留しているユーザのユーザ属性に合致した情報を配信することを可
能にする情報を提供することができる。
【０００７】
　また、本発明の位置情報解析装置は、前記抽出手段により抽出された位置情報で示され
るユーザ端末の各位置における移動速度を、ユーザごとに算出する算出手段をさらに備え
、前記判断手段は、前記算出手段により算出された移動速度に基づいて、前記各ユーザ端
末の各位置における単位領域が滞留領域であるか否かを判断することが好ましい。
【０００８】
　この発明によれば、抽出された位置情報で示される各ユーザ端末の各位置における移動
速度を算出し、算出された移動速度に基づいて、ユーザ端末が位置する単位領域が滞留領
域であるか否かを判断することができる。これにより、ユーザ端末の移動状態に応じて適
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切に滞留状態を判断することができる。
【０００９】
　また、本発明の位置情報解析装置において、前記算出手段は、算出した移動速度に応じ
て定められた重み係数を算出し、前記抽出手段により抽出された位置情報に基づいて、当
該位置情報で示される位置を含んだ単位領域における滞留指数を算出するとともに、前記
滞留指数に対して前記重み係数を用いて重み付け処理を行う補間処理手段をさらに備え、
前記判断手段は、重み付け処理された滞留指数に基づいて、前記位置情報で示される位置
を含んだ単位領域が滞留領域であるか否かを判断することが好ましい。
【００１０】
　この発明によれば、抽出された各ユーザの各位置における移動速度を算出し、算出した
移動速度に応じて定められた重み係数を算出し、算出された重み係数を用いて、抽出され
た位置情報に対して重み付け処理を行い、重み付け処理された位置情報に基づいてユーザ
が滞留している領域であるか否かを判断することができる。これにより、ユーザの移動速
度に基づいて滞留領域を判断することができ、ユーザの滞留状態に基づいた滞留領域を適
切に設定することができる。
【００１１】
　また、本発明の位置情報解析装置において、前記位置情報記憶手段は、ユーザ端末の位
置情報とともに取得された測定誤差を示す誤差情報を、前記位置情報に対応付けて記憶し
、前記判断手段は、さらに前記測定誤差に基づいて、前記位置情報で示される位置を含ん
だ単位領域が滞留領域であるか否かを判断することが好ましい。
【００１２】
　この発明によれば、ユーザ端末の位置情報とともに取得された測定誤差を示す誤差情報
を、位置情報に対応付けて記憶し、測定誤差に基づいて、位置情報で示される位置を含ん
だ単位領域が滞留領域であるか否かを判断することができる。すなわち、通常位置測位に
は測定誤差を含んでいるため、正確な滞留領域を判断することができない場合がありえる
。本発明においては、測定誤差を考慮して滞留領域を判断することができ、より正確に滞
留領域であるか否かを判断することができる。
【００１３】
　また、本発明の位置情報解析装置において、前記算出手段は、前記測定誤差に応じて定
められた測定誤差用重み係数を算出し、前記抽出手段により抽出された位置情報に基づい
て、当該位置情報で示される位置を含んだ単位領域における滞留指数を算出するとともに
、前記滞留指数に対して前記重み係数および前記測定誤差用重み係数を用いて重み付け処
理を行う測定誤差用補間処理手段をさらに備え、前記判断手段は、前記測定誤差用補間処
理手段により重み付け処理された滞留指数に基づいて、前記位置情報で示される位置を含
んだ単位領域が滞留領域であるか否かを判断することが好ましい。
【００１４】
　この発明によれば、測定誤差に応じて定められた測定誤差用重み係数を算出し、滞留指
数に対して重み係数および測定誤差用重み係数を用いて重み付け処理を行い、重み付け処
理された滞留指数に基づいて、位置情報で示される位置を含んだ単位領域が滞留領域であ
るか否かを判断することができる。これにより、測定誤差を考慮して滞留領域を判断する
ことができ、より正確に滞留領域であるか否かを判断することができる。
【００１５】
　また、本発明の位置情報解析装置において、前記抽出手段は、属性が同一のユーザ端末
の位置情報を抽出することに加えて、抽出された位置情報のうち、一のユーザ端末の位置
情報で示される位置と当該位置の直前に抽出された一のユーザ端末の直前位置情報で示さ
れる直前位置との間の距離が所定値以下となる位置情報および直前位置情報を、当該距離
が所定値より大きくなるまで順次抽出するとともに、抽出された位置情報および直前位置
情報を一つのグループに含めるよう選択するとともに、これら処理を各ユーザ端末の位置
情報の全てに対して行うことで、複数のグループを生成し、生成された前記複数のグルー
プのそれぞれに含まれている位置情報および直前位置情報のそれぞれで示される位置に基



(6) JP 2009-116541 A 2009.5.28

10

20

30

40

50

づいて算出されるグループ位置を位置情報として抽出することが好ましい。
【００１６】
　この発明によれば、位置情報と直前位置情報との間の距離が所定値以下となる位置情報
および直前位置情報を一つのグループに含めるよう選択するとともに、これら処理を各ユ
ーザにおけるすべての位置情報に対して行うことで複数のグループを生成し、生成された
各グループに含まれている位置情報および直前位置情報のそれぞれで示される位置に基づ
いて算出されるグループ位置を位置情報として抽出することができる。よって、滞留領域
を判断するための情報である位置情報を少なくすることができ、そのための演算処理を軽
減することができる。
【００１７】
　また、本発明の位置情報解析装置において、前記抽出手段は、さらに、前記位置情報の
測定日時と前記直前位置情報の測定日時との間の時間差が所定値以下となる、位置情報お
よび直前位置情報を一つのグループに含めるよう選択することが好ましい。
【００１８】
　この発明によれば、前記位置情報の測定日時と前記直前位置情報の測定日時との間の時
間差が所定時間より大きい場合には、一つのグループに含めないようにすることができる
。例えば、その時間差が３日空けられた場合には、それはＧＰＳ測位などの位置測位がで
きなかった場合の位置情報であると考えることができ、その場合には、一つのグループに
含めないことが適切である。
【００１９】
　また、本発明の位置情報解析装置において、前記判断手段は、前記抽出手段により生成
された各グループに含まれる位置情報および直前位置情報の数、または各グループにおい
て最初に抽出された直前位置情報と最後に抽出された位置情報との測位時間の差に基づい
て前記グループ位置を含んだ単位領域が滞留領域であるか否かを判断することが好ましい
。
【００２０】
　この発明によれば、生成された各グループに含まれる位置情報および直前位置情報の数
、または各グループにおいて最初に抽出された直前位置情報と最後に抽出された位置情報
との測位時間の差に基づいてグループ位置を含んだ単位領域が滞留領域であるか否かを判
断することができ、各グループに含まれている位置情報の量（数）に応じた適切な滞留領
域を判断することができる。すなわち、各グループに含まれている位置情報の数が多くな
るにつれて、そのグループ位置の他のグループ位置に対する影響力は大きいと考えられて
いる。よって、各グループに含まれている位置情報の量に基づいて滞留領域を判断するこ
とが適切である。
【００２１】
　また、本発明の位置情報解析装置において、前記算出手段は、各グループに含まれる位
置情報および直前位置情報の数、または各グループにおいて最初に抽出された直前位置情
報と最後に抽出された位置情報との測位時間の差に応じて定められた重み係数を算出し、
前記抽出手段により抽出された位置情報に基づいて、当該位置情報で示される位置を含ん
だ単位領域における滞留指数を算出するとともに、前記滞留指数に対して前記重み係数を
用いて重み付け処理を行う補間処理手段をさらに備え、前記判断手段は、重み付け処理さ
れた滞留指数に基づいて、前記位置情報で示される位置を含んだ単位領域が滞留領域であ
るか否かを判断することが好ましい。
【００２２】
　この発明によれば、各グループに含まれる位置情報および直前位置情報の数、または各
グループにおいて最初に抽出された直前位置情報と最後に抽出された位置情報との測位時
間の差に応じて定められた重み係数を用いて、滞留指数に対して重み付け処理を行い、重
み付け処理がなされた滞留指数を用いて滞留領域であることを判断することができる。こ
れにより、適切に滞留領域であることを判断することができる。
【００２３】
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　また、本発明の情報配信システムは、上記位置情報解析装置と、前記位置情報解析装置
において設定された滞留領域およびその滞留領域のユーザ属性に従った情報配信を行う配
信装置と、を備えている。
【００２４】
　この発明によれば、設定された滞留領域に、その滞留領域のユーザ属性のユーザ端末が
いる場合には、当該ユーザ端末に予め定めたデータを配信することができ、領域ごとに滞
留しているユーザのユーザ属性に合致した情報を配信することができる。
【００２５】
　また、本発明は、方法の発明として捉えることができる。すなわち、本発明の位置情報
解析方法は、所定周期で複数のユーザごとに取得されたユーザ端末の位置を示す位置情報
を記憶する位置情報記憶手段に記憶された複数のユーザ端末の位置情報のうち、前記複数
のユーザの属性情報をそれぞれ記憶する属性情報記憶手段に記憶されている属性情報で示
される属性が同一のユーザ端末の位置情報を抽出する抽出ステップと、前記抽出ステップ
により抽出された位置情報に基づいて、前記位置情報で示される位置を含んだ単位領域が
滞留領域であるか否かを判断する判断ステップと、前記判断ステップにより滞留領域であ
ると判断された場合には、当該単位領域を滞留領域として設定する設定ステップと、を備
えている。この方法の発明は、上述装置の発明と比較して、カテゴリーが異なるだけで、
実質的に同一の発明であり、同様の作用、効果を奏する。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明は、ユーザが滞留している領域をユーザ属性ごとに定義することができ、領域ご
とに滞留しているユーザのユーザ属性に合致した情報を配信することを可能にする情報を
提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　本発明は、一実施形態のために示された添付図面を参照して以下の詳細な記述を考慮す
ることによって容易に理解することができる。引き続いて、添付図面を参照しながら本発
明の実施形態を説明する。可能な場合には、同一の部分には同一の符号を付して、重複す
る説明を省略する。
【００２８】
　＜第１の実施形態＞
図１は、第１の実施形態の位置情報解析サーバ１００を備える位置情報解析システム６０
０におけるシステム構成を示すシステム構成図である。
【００２９】
　図１に示すように、位置情報解析システム６００は、位置情報解析サーバ１００および
ユーザ端末２００から構成されている。
【００３０】
　ユーザ端末２００は、例えば携帯電話などの移動体端末であって、ＧＰＳ衛星４００を
利用して自己の位置を測位することができる。このユーザ端末２００は、測位した位置情
報を、その測位誤差情報および取得時刻とともに位置情報解析サーバ１００に送信するこ
とができる。なお、ユーザ端末２００は、ＧＰＳ衛星４００を用いることなく、公衆移動
通信網の基地局（図示せず）からの信号を用いて位置情報および測位誤差情報を取得する
こともできる。
【００３１】
　位置情報解析サーバ１００は、ユーザ端末２００から位置情報を取得し、その位置情報
を記憶するサーバであって、ユーザ端末２００の属性に基づいて位置情報を選別すること
ができる。そして、属性ごとの位置情報を用いて、予め定めた領域３００におけるユーザ
端末２００の滞留領域を特定することができる。具体的には、位置情報解析サーバ１００
は、領域３００を矩形の小領域に分割した単位領域ごとに管理することができ、どの小領
域にユーザ端末２００が多く滞留しているか、すなわち所定速度以下で移動しまたは滞在
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しているかを判断し、その滞留している小領域を把握することで、単位領域あたりの滞在
密度の高い滞留領域を特定することができる。なお、この小領域は、５０ｍから１００ｍ
が望ましいと考えられているが、この大きさに限定されることなく、適宜変更可能である
。
【００３２】
　位置情報解析サーバ１００は、所定数のユーザ端末２００の位置情報を収集した後、位
置情報解析サーバ１００のオペレータによる操作に応じて、指定された属性ごとに滞留領
域を特定し、特定した滞留領域を配信サーバ５００に通知する。
【００３３】
　配信サーバ５００は、位置情報解析サーバ１００から通知された滞留領域にユーザ端末
が滞在すると、そのユーザ端末の属性に応じた情報であって、その滞留領域に応じた適切
な情報を配信することができる。例えば、ユーザ端末の属性が２０代の女性である場合で
あり、その滞留領域にショッピングセンターがある場合には、２０代女性向けの商品につ
いて情報を配信することができる。なお、配信サーバ５００は、ユーザ端末からまたは当
該ユーザ端末の位置を管理する管理装置から位置情報を取得し、配信先となるユーザ端末
が滞留領域にいることを判断することにより、個別にそのユーザ端末に対して情報を配信
することができる。
【００３４】
　なお、位置情報解析サーバ１００は、配信サーバ５００の機能を備えてもよく、その場
合には、特定した滞留領域の通知機能は不要となる。
【００３５】
　つぎに、上述のユーザ端末２００の滞留領域を特定するための機能を有する位置情報解
析サーバ１００の構成について説明する。図２は、位置情報解析サーバ１００の構成を示
すブロック図である。
【００３６】
　図２に示すように、位置情報解析サーバ１００は、ユーザ属性情報記憶部１０１（属性
情報記憶手段）、位置情報記憶部１０２（位置情報記憶手段）、検索対象ユーザ属性受付
部１０３、検索条件時間受付部１０４、位置情報抽出部１０５（抽出手段）、算出部１０
６（算出手段）、補間処理部１０７（補間処理手段、測定誤差用補間処理手段）、および
滞留領域特定部１０８（判断手段、設定手段）を含んで構成されている。この位置情報解
析サーバ１００は、図３に示すハードウェアにより構成されている。
【００３７】
　図３は、位置情報解析サーバ１００のハードウェア構成図である。図２に示される位置
情報解析サーバ１００は、物理的には、図３に示すように、ＣＰＵ１１、主記憶装置であ
るＲＡＭ１２及びＲＯＭ１３、入力デバイスであるキーボード及びマウス等の入力装置１
４、ディスプレイ等の出力装置１５、ネットワークカード等のデータ送受信デバイスであ
る通信モジュール１６、ハードディスク等の補助記憶装置１７などを含むコンピュータシ
ステムとして構成されている。図２において示されている各機能は、図３に示すＣＰＵ１
１、ＲＡＭ１２等のハードウェア上に所定のコンピュータソフトウェアを読み込ませるこ
とにより、ＣＰＵ１１の制御のもとで入力装置１４、出力装置１５、通信モジュール１６
を動作させるとともに、ＲＡＭ１２や補助記憶装置１７におけるデータの読み出し及び書
き込みを行うことで実現される。以下、図２に示す機能ブロックに基づいて、各機能ブロ
ックを説明する。
【００３８】
　ユーザ属性情報記憶部１０１は、各ユーザ端末２００のユーザにより予め設定されたユ
ーザ属性情報を記憶する部分である。ユーザ属性情報は、例えば、性別、年齢、住所など
である。
【００３９】
　位置情報記憶部１０２は、各ユーザ端末２００から所定周期で送信された位置情報（緯
度および経度）および測定誤差を示す測定誤差情報を、ユーザ端末２００ごとに、取得時
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刻と対応付けて記憶する部分である。なお、測定誤差情報は、ユーザ端末２００において
測定時に取得された測定誤差情報が通知され記憶されるか、または基地局を用いた位置測
位を行った場合には、当該基地局から測定誤差情報が通知され記憶される。
【００４０】
　検索対象ユーザ属性受付部１０３は、位置情報解析サーバ１００のオペレータにより入
力された検索対象となるユーザの属性を受け付ける部分である。この検索対象ユーザ属性
受付部１０３により受け付けられた属性を有するユーザ端末２００の位置情報が位置情報
抽出部１０５により抽出される。
【００４１】
　検索条件時間受付部１０４は、位置情報解析サーバ１００のオペレータにより入力され
た検索条件となる、位置情報が取得された時刻情報を受け付ける部分である。ここで受け
付けられた時刻情報で定める時間内で取得された位置情報が、位置情報抽出部１０５によ
り抽出される。ここでの時刻情報は、例えば、ＡＭ９：００～ＡＭ１１：００までのよう
に幅を持たせることが望ましい。
【００４２】
　位置情報抽出部１０５は、ユーザ属性情報記憶部１０１に記憶されているユーザ属性情
報、位置情報記憶部１０２に記憶されているユーザ端末２００の位置情報に基づいて、検
索対象ユーザ属性受付部１０３により受け付けられた検索対象となるユーザの属性情報と
一致する属性を有するユーザ端末２００の位置情報であって、検索条件時間受付部１０４
により受け付けられた時刻情報で定められた時間内における位置情報を抽出する部分であ
る。
【００４３】
　すなわち、位置情報抽出部１０５は、位置情報記憶部１０２に記憶されている各ユーザ
端末２００の位置情報のうち、ユーザ属性情報記憶部１０１に記憶されているユーザ属性
情報に従って、検索対象ユーザ属性受付部１０３により受け付けられた検索対象ユーザ属
性と一致する属性を有するユーザ端末２００の位置情報を抽出する。例えば、検索対象ユ
ーザ属性として２０代女性が指定された場合には、位置情報抽出部１０５は、２０代女性
のユーザ属性を有するユーザ端末２００の位置情報を抽出する。
【００４４】
　さらに、位置情報抽出部１０５は、検索対象ユーザ属性に従って抽出されたユーザ端末
２００から、検索条件時間受付部１０４により受け付けられた検索条件で指定された時間
帯のユーザ端末２００の位置情報に絞り込む。
【００４５】
　このように、位置情報抽出部１０５は、検索対象ユーザ属性および検索条件に従って、
各ユーザ端末２００の位置情報を抽出することができる。
【００４６】
　算出部１０６は、位置情報抽出部１０５により抽出された各ユーザ端末２００の各取得
時刻の位置情報の移動距離、移動時間、および移動速度を算出する部分である。すなわち
、算出部１０６は、算出の対象となる位置情報の一つ前の位置情報を基準として、各位置
情報の移動距離、移動時間、および移動速度を算出する。さらに、算出部１０６は、各位
置情報の重み係数を算出する。この具体的な処理について、図４を用いて説明する。
【００４７】
　図４は、ユーザ端末２００の位置情報の移動軌跡を示す模式図である。図４に示すよう
に、位置情報解析サーバ１００（位置情報抽出部１０５）により、ユーザ端末２００の位
置情報Ｐｕ（０）～Ｐｕ（７）が取得されている。算出部１０６は、各位置情報Ｐｕ（１
）～Ｐｕ（７）における移動距離Ｄｕ（ｎ）、移動時間Ｔｕ（ｎ）、および移動速度Ｖｕ

（ｎ）を、以下の式（１）～（３）にしたがって算出する。なお、ｕは任意のユーザを示
す。
移動距離：Ｄｕ（ｎ）＝ｄｉｓｔ［Ｐｕ（ｎ）－Ｐｕ（ｎ－１）］       ・・・（１）
移動時間：Ｔｕ（ｎ）＝ｔｕ（ｎ）－Ｔｕ（ｎ－１）                  ・・・（２）
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移動速度：Ｖｕ（ｎ）＝Ｄｕ（ｎ）／Ｔｕ（ｎ）                      ・・・（３）
なお、ｄｉｓｔ［Ｐｕ（ｎ）－Ｐｕ（ｎ－１）］は、Ｐｕ（ｎ）・Ｐｕ（ｎ－１）間の距
離を示している。
【００４８】
　また、算出部１０６は、重み係数１および重み係数２に基づいて最終重み係数を以下の
条件にしたがって算出する。なお、重み係数は１および０の２種類に限定するものではな
く、移動速度または測定誤差の大きさに応じて多段階に設定してもよい。
重み係数１：
移動速度Ｖｕ（ｎ）＜閾値ｘであるとき、重み係数Ｗｕ（ｎ）１＝１
移動速度Ｖｕ（ｎ）≧閾値ｘであるとき、重み係数Ｗｕ（ｎ）１＝０
重み係数２：
測定誤差ｅｕ（ｎ）＜閾値ｙであるとき、重み係数Ｗｕ（ｎ）２＝１
測定誤差ｅｕ（ｎ）≧閾値ｙであるとき、重み係数Ｗｕ（ｎ）２＝０．５
最終重み係数：
Ｗｕ（ｎ）＝Ｗｕ（ｎ）１×Ｗｕ（ｎ）２・・・（４）
【００４９】
　図２に戻り、引き続き機能ブロックの説明を行う。補間処理部１０７は、解析対象領域
に対して補間処理を行うことにより滞留指数を算出する部分である。具体的には、補間処
理部１０７は、領域３００（図１参照）における小領域に含まれている各ユーザ端末２０
０の位置情報Ｐｕ（ｎ）を抽出し、算出部１０６により算出された、各位置情報Ｐｕ（ｎ
）に対する最終重み係数Ｗｕ（ｎ）を累積加算することで滞留指数を算出する。図５にそ
の具体例を示す。
【００５０】
　図５は、領域３００におけるユーザ端末２００の位置情報Ｐｕ（１）～Ｐｕ（７）まで
の移動軌跡を示す模式図である。図５では、ユーザ端末２００が、小領域３００ａから小
領域３００ｂおよび３００ｃを通り抜けて小領域３００ｄに移動していることが示されて
いる。また、小領域３００ａでは、ユーザ端末２００は、低速で移動している（移動速度
Ｖｕ（ｎ）＜閾値ｘ）。例えばショッピングセンター内で商品を見ながら移動している場
合などである。そして、小領域３００ｂ、３００ｃは比較的高速で移動している（移動速
度Ｖｕ（ｎ）≧閾値ｘ）。例えば、ここには店舗はなく、小領域３００ｄにある店舗に移
動するような場合を想定している。小領域３００ｄでは、ユーザ端末２００は、低速で移
動し（移動速度Ｖｕ（ｎ）＜閾値ｘ）、例えば、店舗内で商品を見ている場合を想定して
いる。なお、ここでは測定誤差ｅｕ（ｎ）については一定のものとし、測定誤差ｅｕ（ｎ
）＜閾値ｙとする。
【００５１】
　このようなユーザ端末２００が移動していることを示している図５において、小領域３
００ａには、ユーザ端末２００の位置情報Ｐｕ（１）～Ｐｕ（３）が含まれている。それ
ぞれの最終重み係数がＷｕ（１）＝１（Ｗｕ（１）１＝１、Ｗｕ（１）２＝１）、Ｗｕ（
２）＝１（Ｗｕ（２）１＝１、Ｗｕ（２）２＝１）、Ｗｕ（３）＝１（Ｗｕ（３）１＝１
、Ｗｕ（３）２＝１）とすると、この小領域３００ａの滞留指数は、Ｗｕ（１）＋Ｗｕ（
２）＋Ｗｕ（３）＝３が算出されることになる。
【００５２】
　また、小領域３００ｂには、ユーザ端末２００の位置情報Ｐｕ（４）が含まれている。
ここでは、最終重み係数Ｗｕ（４）＝０（Ｗｕ（４）１＝０、Ｗｕ（４）２＝１）となり
、その滞留指数は、０となる。
【００５３】
　同様の処理を小領域３００ｃ、３００ｄに対して行うと、小領域３００ｃの滞留指数は
０が、小領域３００ｄの滞留指数は１が算出されることになる。以上の通り、補間処理部
１０７は、滞留指数を算出することができる。
【００５４】
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　図２に戻り、引き続き機能ブロックの説明を行う。滞留領域特定部１０８は、補間処理
部１０７により算出された滞留指数が閾値以上である小領域を滞留領域として特定する部
分であり、一の小領域の滞留指数が閾値以上であるか否かを判断する判断手段と、閾値以
上であると判断した小領域を滞留領域として特定する設定手段とから構成される。
【００５５】
　なお、滞留領域特定部１０８は、領域３００における小領域に識別番号を割り振ってお
き、その識別番号を記憶することで滞留領域を特定することができる。また、必要に応じ
て滞留領域特定部１０８は、配信サーバ５００に識別番号を通知することで、配信サーバ
５００に滞留領域を通知することができる。配信サーバ５００では、予め緯度・経度を用
いて小領域と識別番号とを対応付けて記憶しておくことで、小領域ごとに対応付けがなさ
れた配信情報を配信することができる。図５の例では、例えば、滞留指数が＞０の場合に
、滞留領域であると設定されている場合には、小領域３００ａおよび小領域３００ｄが滞
留領域として、滞留領域特定部１０８により特定される。
【００５６】
　図６に、領域３００全体における滞留領域を示す模式図を示す。図６において、星印は
、同じユーザ属性を有する複数のユーザ端末２００の取得された位置を示す位置情報を示
す。また、太枠で囲まれた部分は、滞留領域として認識された領域であり、例えば、小領
域群３００ｘ、３００ｙ、３００ｚが滞留領域と認識された部分である。図６に示される
ように、星印（各ユーザ端末２００の位置情報）が記されている領域であっても、滞留指
数が閾値以下である場合には、滞留領域と認識されない（例えば、小領域３００ｅ、３０
０ｆ）。このように滞留領域特定部１０８が滞留指数に基づいて滞留領域を特定し、その
特定した滞留領域に対して情報の配信を行うことができるようにすることができる。
【００５７】
　つぎに、滞留指数の算出方法の変形例について説明する。すなわち、上述の補間処理部
１０７による滞留指数を算出する方法にかえて、カーネル密度推定法を利用して滞留指数
を算出する補間処理部１０７ａについて説明する。
【００５８】
　解析者の指定する解析対象領域全体をＲ（領域３００に相当）とすると、領域Ｒを計算
単位となる小領域に、例えば、メッシュ状に分割し、それぞれの小領域における位置（例
えば中心点）の識別子をｉ∈Ｒとする。そして、領域Ｒにおけるそれぞれの領域の位置識
別子ｉにおいて、式（５）で示される滞留指数Ｉ（ｉ）を算出する。
【数１】

ただし、ｄｎは、位置識別子ｉと各位置情報との距離を表し、βは任意の感度を表すパラ
メータ（規定値）である。また、Σの下に記載されたｄｎ≦βは、距離ｄｎがβ以下とな
る全ての位置情報について計算を行うことを意味する。
【００５９】
　そして、補間処理部１０７ａは、滞留指数Ｉ（ｉ）≧ｘｔｈ（ｘｔｈは任意の実数）と
なる位置識別子ｉを滞留領域として特定する。滞留領域の境界は、滞留指数Ｉ（ｉ）＝ｘ

ｔｈを満たす位置識別子ｉを有する位置として表現される。
【００６０】
　図７に、カーネル密度推定方法を本実施形態に適用したときの概念図を示す。図７に示
すように、カーネル密度推定方法では、補間処理部１０７ａにより、一の小領域における
位置識別子ｉを中心に規定値β内にある位置情報Ｐｕ（ｎ）との距離ｄｎが測定される。
そして、規定値β内にある位置情報Ｐｕ（ｎ）すべてに対して距離ｄｎが測定されると、
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上述式（５）で示される方程式に当てはめ、その累積値が算出されることで滞留指数が算
出される。
【００６１】
　例えば、図７における位置識別子ｉ１については、位置識別子ｉ１からβ以内にある位
置情報Ｐｕ（ｎ）（星印）は、２つである。これを式（５）に当てはめると、その滞留指
数は、
Ｉ（ｉ１）＝ｗ１×（１－ｄ１

２／β２）＋ｗ１×（１－ｄ２
２／β２）

となる。なお、位置識別子ｉ１については、ユーザｕが１（ｕ＝１）のみとしている場合
を示している。
【００６２】
　また、同様に図７における位置識別子ｉ２からβ以内にあるＰｕ（ｎ）についての滞留
指数は、
Ｉ（ｉ２）＝ｗ１×（１－ｄ１

２／β２）＋ｗ１×（１－ｄ２
２／β２）＋ｗ１×（１－

ｄ３
２／β２）・・・ｗｍ×（１－ｄｌ

２／β２）＋ｗｍ×（１－ｄｌ
２／β２）

となる。位置識別子ｉ２については、ユーザｕが１～ｍ（ｕ＝１～ｍ、つまり、ｍ人を対
象としている）、位置が１～ｌ（ｎ＝１～ｌ）としている場合を示している。
【００６３】
　このカーネル密度推定法は、滞留指数の対象となる小領域のみならず、その周囲の小領
域の滞留の度合いに応じて滞留指数が算出されるため、小領域のみから滞留指数を算出す
ることと比較して、より正確な滞留の状態を判断することができる。なお、対象となる小
領域の周囲の小領域の滞留の度合いに応じて滞留指数が算出される処理であれば、カーネ
ル密度推定法に限るものではない。
【００６４】
　つぎに、このように構成された位置情報解析サーバ１００の動作について説明する。図
８は、位置情報解析サーバ１００の動作を示すフローチャートである。
【００６５】
　ユーザ端末２００から位置情報が取得時刻とともに送信され、位置情報記憶部１０２に
記憶される（Ｓ１０１）。各ユーザ端末２００における位置情報が所定数以上記憶され、
位置情報解析サーバ１００のオペレータにより検索対象ユーザ属性が検索対象ユーザ属性
受付部１０３により受け付けられると、受け付けられたユーザ属性を有するユーザのユー
ザ端末２００の位置情報が、位置情報抽出部１０５により位置情報記憶部１０２から抽出
される（Ｓ１０２）。
【００６６】
　つぎに、検索条件時間受付部１０４により受け付けられた検索条件時間に合致した取得
時刻である位置情報が、位置情報抽出部１０５により抽出された位置情報からさらに抽出
され、絞込みが行われる（Ｓ１０３）。そして、抽出された位置情報に基づいて、移動距
離、移動時間、および移動速度が、算出部１０６により算出され（Ｓ１０４）、また、重
み係数が算出部１０６により算出される（Ｓ１０５）。
【００６７】
　補間処理部１０７により、移動距離、移動時間、移動速度、および重み係数に基づいて
重み付け処理された滞留指数が算出される（Ｓ１０６）。そして、滞留領域特定部１０８
により、滞留指数にしたがって滞留領域が特定される（Ｓ１０７）。
【００６８】
　その後、必要に応じて、特定された滞留領域が、配信サーバ５００に送信され、配信サ
ーバ５００では、その送信された滞留領域の属性に応じた情報を、送信された滞留領域で
指定された領域にいる、同属性を有するユーザ端末２００に送信することができる。
【００６９】
　つぎに、第１の実施形態の位置情報解析サーバ１００の作用効果について説明する。位
置情報解析サーバ１００において、位置情報取得部（図示せず）はユーザ端末２００の位
置を示す位置情報を所定周期で複数のユーザごとに取得し、位置情報記憶部１０２はこれ
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を記憶する。そして、位置情報抽出部１０５は、位置情報記憶部１０２に記憶されている
複数のユーザ端末２００の位置情報のうち、ユーザ属性情報記憶部１０１に記憶されてい
る属性情報で示される属性が同一のユーザ端末の位置情報を抽出する。補間処理部１０7
および滞留領域特定部１０８は、抽出された位置を示す位置情報を用いて、ユーザが滞留
している領域を滞留領域として設定することができる。すなわち、補間処理部１０６は、
各位置情報の抽出数を滞留指数として算出する。そして、滞留領域特定部１０８は、算出
部１０６により算出された滞留指数に基づいて滞留領域を特定することができる。このよ
うに、ユーザの位置情報の抽出数をそのまま用いる場合には、算出部１０７は不要となり
、また以下のとおり移動速度、重み付け係数を用いる場合にはいかに説明するとおり算出
部１０７は必要となる。
【００７０】
　これにより、ユーザが滞留している領域をユーザ属性ごとに定義することができ、領域
ごとに滞留しているユーザのユーザ属性に合致した情報を配信することを可能にする情報
を提供することができる。すなわち、位置情報解析サーバ１００は、配信サーバ５００に
滞留領域を通知することで、配信サーバ５００は、滞留領域におけるユーザ属性に適した
情報配信を行うことができる。
【００７１】
　また、位置情報解析サーバ１００において、算出部１０６は、位置情報抽出部１０５に
より抽出された一のユーザ（ユーザ端末２００）の位置と、当該位置の直前に抽出された
一のユーザの直前位置とから移動速度を算出する。そして、補間処理部１０７は、算出し
た移動速度に応じて定められた重み係数を算出し、算出された重み係数を用いて、抽出さ
れた位置情報に対して重み付け処理を行う。つまり、補間処理部１０７は滞留指数を算出
する。滞留領域特定部１０８は、滞留指数に基づいて滞留領域であるか否か判断し、滞留
領域であると判断した場合には、その領域を滞留領域として特定する。これにより、ユー
ザの移動速度に基づいて適切な滞留領域を判断することができ、ユーザの移動状態に応じ
て適切に滞留状態を判断することができる。
【００７２】
　また、位置情報解析サーバ１００において、位置情報記憶部１０２は、ユーザの位置情
報とともに、測定誤差を示す誤差情報を記憶しておく。そして、算出部１０６は、測定誤
差に応じた重み付け係数を算出する。算出部１０６、補間処理部１０７、および滞留領域
特定部１０８は、測定誤差に応じた重み付け係数を用いて滞留指数を算出し、滞留指数に
基づいた滞留領域を特定することができる。これにより、測定誤差にしたがった適切な滞
留領域を設定することができる。すなわち、通常位置測位には測定誤差を含んでいるため
、正確な滞留領域を判断することができない場合がありえる。本実施形態においては、測
定誤差を考慮して滞留領域を判断することができ、より正確に滞留領域であるか否かを判
断することができる。
【００７３】
　なお、移動速度、測定誤差、重み付け係数を用いることなく、滞留指数を算出する構成
であってもよい。この場合、抽出された位置情報の数のみで滞留指数が算出されることに
なる。また、本実施形態においては、ユーザ端末２００の移動速度およびその測定誤差の
両方を用いて、滞留指数を算出する構成をとっているが、これに限定されるものではなく
、移動速度のみ、または測定誤差のみに基づいて滞留領域を判断するようにしてもよい。
すなわち、移動速度のみ、または測定誤差のみに基づいて滞留指数を算出するようにして
もよい。
【００７４】
　また、これら位置情報解析サーバ１００において特定された滞留領域およびその滞留領
域のユーザ属性に従った情報配信を配信サーバ５００は行うことができ、領域ごとに滞留
しているユーザのユーザ属性に合致した情報を配信することができる。
 
【００７５】
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　＜第２の実施形態＞
つぎに、第２の実施形態について説明する。第２の実施形態では、複数の位置情報Ｐｕ（
ｎ）を一つのグループにグループ化するとともに、いくつかのグループを形成し、それぞ
れのグループに対して、仮想的な位置を定めるとともに、そのグループに含まれている位
置情報の数または位置情報が取得された時間差に基づいて重み係数を算出することで、各
小領域における滞留指数を算出しようとするものである。第１の実施形態では、位置情報
Ｐｕ（ｎ）ごとに重み係数を算出していたのに対して、第２の実施形態では、グループ化
された際に定められた仮想的な位置ごとに重み係数を算出することになるため、演算対象
が少なくなり、演算量を軽減することができる。以下、その具体的な位置情報解析サーバ
１００ａの構成および動作について説明する。
【００７６】
　図９は、第２の実施形態の位置情報解析サーバ１００ａの構成を示すブロック図である
。図９に示すように、位置情報解析サーバ１００ａは、ユーザ属性情報記憶部１０１（属
性情報記憶手段）、位置情報記憶部１０２（位置情報記憶手段）、検索対象ユーザ属性受
付部１０３、検索条件時間受付部１０４、位置情報抽出部１０５（抽出手段）、算出部１
０６ａ（算出手段）、グループ化処理部１０６ｂ、補間処理部１０７（補間処理手段）、
および滞留領域特定部１０８（判断手段、設定手段）を含んで構成されている。この位置
情報解析サーバ１００ａは、位置情報解析サーバ１００と同様に、図３に示されているハ
ードウェア構成により実現されている。
【００７７】
　この位置情報解析サーバ１００ａは、位置情報解析サーバ１００と比較して、算出部１
０６と異なる算出部１０６ａおよびグループ化処理部１０６ｂを備えている点で相違して
いるため、その相違点を中心にその構成について説明する。
【００７８】
　算出部１０６ａは、位置情報抽出部１０５により抽出された各ユーザ端末２００の各取
得時刻の位置情報の移動距離、移動時間、および移動速度を算出する部分である。すなわ
ち、算出部１０６ａは、算出の対象となる位置情報の一つ前に抽出された位置情報を基準
として、各位置情報の移動距離、移動時間、および移動速度を算出する。ここで算出され
た移動距離、移動時間、および移動速度は、グループ化処理部１０６ｂに出力され、グル
ープ化処理に利用される。
【００７９】
　また、算出部１０６ａは、グループ化処理部１０６ｂにおいてグループ化された複数の
位置情報Ｐｕ（ｎ）に基づいて重み係数を算出する。例えば、グループ化処理部１０６ｂ
から出力された位置情報Ｐｕ（ｎ）の数、または同じグループにおける位置情報Ｐｕ（ｎ

１）とＰｕ（ｎ２）との間の測位時間の差（ｔｕ（ｎ１）－ｔｕ（ｎ２））を重み係数と
して算出する。ここでは、一のグループにおいて最初に測位されたタイミングをｎ１で示
し、位置のグループにおいて最後に測位されたタイミングをｎ２で示している。なお、重
み係数は、上述の数値に限定されるものではなく、グループ化された一のグループが他の
グループに対してどれだけ影響を与えるか、という観点で生成されていればよい。
【００８０】
　グループ化処理部１０６ｂは、位置情報抽出部１０５により抽出された複数の位置情報
Ｐｕ（ｎ）を、複数のグループに区分し、区分されたグループの位置を、当該グループに
属している位置情報Ｐｕ（ｎ）に基づいて算出する処理を行う部分である。
【００８１】
　具体的には、グループ化処理部１０６ｂは、位置情報Ｐｕ（ｎ）と直前位置情報Ｐｕ（
ｎ－１）との距離が一定値以下となる連続する位置情報Ｐｕ（ｎ）を一つのグループとし
て認識する処理を行う。例えば、Ｐｕ（ｎ）とＰｕ（ｎ－１）、Ｐｕ（ｎ）とＰｕ（ｎ＋
１）は、それぞれ一定値以下であるが、Ｐｕ（ｎ＋１）とＰｕ（ｎ＋２）とは一定値より
大きい場合には、Ｐｕ（ｎ）、Ｐｕ（ｎ－１）、Ｐｕ（ｎ＋１）が一のグループとして認
識され、Ｐｕ（ｎ＋２）は、一のグループとは別のグループとして認識される。
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【００８２】
　また、グループ化処理部１０６ｂは、このようにグループ化された位置情報Ｐｕ（ｎ）
および直前位置情報Ｐｕ（ｎ－１）のうち、位置情報Ｐｕ（ｎ）の取得時刻と直前位置情
報Ｐｕ（ｎ－１）の取得時刻との取得時間差が所定値以下となる位置情報Ｐｕ（ｎ）と直
前位置情報Ｐｕ（ｎ－１）にさらに絞り込むようにしてもよい。このような処理をする理
由として以下のことがあげられる。ユーザ端末２００側のアプリケーションが起動してい
ない場合やＧＰＳによる測位に失敗した場合、位置情報を取得することができず、位置情
報解析サーバ１００位置情報記憶部１０２のデータベースには、周期的な位置情報だけで
なく、時間間隔の空いた位置情報が存在することがある。そのため、位置情報と直前位置
情報との間が所定値以上であった場合、その位置情報と直前位置情報とを同じグループに
含めないように処理することで、適切なグループ化を図ることができる。例えば、位置情
報の取得日時と直前位置情報の取得日時との間で３日空けた異なる日であった場合には、
その領域に滞留しているか否かを判断する観点からは、それら位置情報を同じグループに
含めることは適切ではない。
【００８３】
　そして、グループ化処理部１０６ｂは、このように認識された位置情報Ｐｕ（ｎ）、Ｐ

ｕ（ｎ－１）、Ｐｕ（ｎ＋１）の重心を算出し、その重心をグループ位置とする。
【００８４】
　ここでグループ化処理について図を用いて説明する。図１０は、位置情報Ｐｕ（０）～
Ｐｕ（７）をグループ化するときの処理を説明する模式図である。図１０に示すように、
位置情報Ｐｕ（０）、Ｐｕ（１）、Ｐｕ（２）が、グループＧ１、位置情報Ｐｕ（３）、
Ｐｕ（４）、Ｐｕ（５）が、グループＧ２に、位置情報Ｐｕ（６）、Ｐｕ（７）、Ｐｕ（
８）が、グループＧ３にまとめられている。
【００８５】
　グループＧ１に関して、Ｐｕ（０）とＰｕ（１）、Ｐｕ（１）とＰｕ（２）が一定値以
内であることから、これら位置情報は一グループにまとめられている。グループＧ２、Ｇ
３についても同様の関係にある。
【００８６】
　また、グループＧ１の位置を示すグループ位置情報ｇ１は、位置情報Ｐｕ（０）、Ｐｕ

（１）、およびＰｕ（２）で形成される三角形の重心であり、グループ化処理部１０６ｂ
により算出される。なお、グループ位置情報は、重心に限定されるものではなく、グルー
プ化された位置情報Ｐｕ（ｎ）に基づいて算出された位置であればよく、重心から多少ず
れた位置であってもよい。
【００８７】
　このようにグループごとのグループ位置情報および重み係数を用いて、補間処理部１０
７は、小領域ごとの滞留指数を算出することができる。第１の実施形態と比較して、演算
対象となる複数の位置情報がいくつかのグループに纏められるため、演算対象が少なくな
り、演算負荷を軽減することができる。
【００８８】
　このように構成された位置情報解析サーバ１００ａの動作について図を用いて説明する
。図１１は、位置情報解析サーバ１００ａの動作を示すフローチャートである。図１１に
示すように、位置情報の蓄積、特定されたユーザの位置情報の抽出、検索条件に合致する
位置情報の絞込み（Ｓ１０１～Ｓ１０３）が行われる。これら処理は第１の実施形態と同
じである。そして、算出部１０６ａにより各位置情報Ｐｕ（ｎ）とＰｕ（ｎ－１）と間の
移動距離が算出され（Ｓ１０４ａ）、グループ化処理部１０６ｂにより移動距離に基づい
て各位置情報Ｐｕ（ｎ）がグループに割り当てられ、グループ化処理が行われる（Ｓ１０
４ｂ）。
【００８９】
　つぎに、算出部１０６ａにおいては、各グループにおける、重み係数およびグループ位
置情報が算出される（Ｓ１０５ａ）。そして、重み係数およびグループ位置情報に基づい
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て滞留指数が、補間処理部１０７により算出され（Ｓ１０６）、滞留領域特定部１０８に
より滞留領域が特定される（Ｓ１０７）。
【００９０】
　このようにグループ化されたグループのグループ位置情報およびその重み係数を用いて
滞留指数を算出し、滞留領域を特定することができる。
【００９１】
　なお、この第２の実施形態においても、第１の実施形態における位置情報Ｐｕ（ｎ）と
してグループ化位置情報ｇを適用することでカーネル密度推定方法による滞留指数を算出
することができる。
【００９２】
　つぎに、第２の実施形態における位置情報解析サーバ１００ａの作用効果について説明
する。位置情報解析サーバ１００ａにおいて、グループ化処理部１０６ｂは、位置情報抽
出部１０５により抽出された位置情報と直前位置情報との距離が所定距離以下となる位置
情報および直前位置情報を一つのグループに含めるよう選択するとともに、これら処理を
各グループにおける各位置情報および直前位置情報に対して行うことで、複数のグループ
を生成する。そして、グループ化処理部１０６ｂは、生成された各グループに含まれてい
る位置情報Ｐｕ（ｎ）および直前位置情報Ｐｕ（ｎ－１）で示される位置に基づいて重心
、または当該重心に近似する位置のそれぞれを算出する。また、算出部１０６ａは、グル
ープに含まれている位置情報Ｐｕ（ｎ）に基づいて、当該グループの重み付け係数を算出
する。
【００９３】
　また、グループ化処理部１０６ｂは、さらに、位置情報Ｐｕ（ｎ）の測定日時と直前位
置情報Ｐｕ（ｎ－１）の測定日時との間の時間差が所定値以下となる、位置情報Ｐｕ（ｎ
）および直前位置情報Ｐｕ（ｎ－１）を一つのグループに含めるよう選択することが好ま
しく、逆に当該時間差が所定値より大きい位置情報Ｐｕ（ｎ）および直前位置情報Ｐｕ（
ｎ－１）を一つのグループに含めないように処理することが好ましい。これにより、その
領域が滞留領域出るか否かを判断する観点において適切なグループ化を図ることができる
。
【００９４】
　補間処理部１０７は、グループ化処理部１０６ｂにおいて算出されたグループ位置情報
および算出部１０６ａにより算出された重み係数を用いて、滞留指数を算出し、滞留領域
特定部１０８は、滞留指数に基づいて滞留領域を特定することができる。これにより、ユ
ーザが滞留している領域をユーザ属性ごとに定義することができ、領域ごとに滞留してい
るユーザのユーザ属性に合致した情報を配信することを可能にすることができるとともに
、位置情報に基づいた滞留領域の設定のための演算処理を軽減することができる。
【００９５】
　また、位置情報解析サーバ１００ａにおいて、算出部１０６ａは、各グループに含まれ
る位置情報Ｐｕ（ｎ）および直前位置情報Ｐｕ（ｎ－１）の数、または各グループにおい
て最初に抽出された直前位置情報（例えば、図１０の位置情報Ｐｕ（０））と最後に抽出
された位置情報（例えば、図１０の位置情報Ｐｕ（２））との測位時間の差に基づいて重
み係数を算出する。そして、補間処理部１０７は、算出された重み係数を用いて、位置情
報に対して重み付け処理を行い、滞留指数を算出し、滞留領域特定部１０８は、滞留指数
に基づいて滞留領域を特定することができる。これにより、グループ化処理を行う際の重
み付け処理を適切に行うことができ、実態にあった滞留領域を設定することができる。
【００９６】
　なお、滞留領域特定部１０８が、生成された各グループに含まれる位置情報および直前
位置情報の数、または各グループにおいて最初に抽出された直前位置情報と最後に抽出さ
れた位置情報との測位時間の差に基づいてグループ位置を含んだ単位領域が滞留領域であ
るか否かを判断し、各グループに含まれている位置情報の量（数）に応じた適切な滞留領
域を判断することができれば、上述の処理に限定されるものではない。
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【図面の簡単な説明】
【００９７】
【図１】位置情報解析システム６００のシステム構成を示すシステム構成図である。
【図２】第１の実施形態の位置情報解析サーバ１００の構成を示すブロック図である。
【図３】位置情報解析サーバ１００のハードウェア構成図である。
【図４】ユーザ端末２００の位置情報の移動軌跡を示す模式図である。
【図５】領域３００におけるユーザ端末２００の位置情報Ｐｕ（１）～Ｐｕ（７）までの
移動軌跡を示す模式図である。
【図６】領域３００全体における滞留領域を示す模式図である。
【図７】カーネル密度推定方法を本実施形態に適用したときの概念図である。
【図８】位置情報解析サーバ１００の動作を示すフローチャートである。
【図９】第２の実施形態の位置情報解析サーバ１００ａの構成を示すブロック図である。
【図１０】位置情報Ｐｕ（０）～Ｐｕ（７）をグループ化するときの処理を説明する模式
図である。
【図１１】位置情報解析サーバ１００ａの動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００９８】
１００…位置情報解析サーバ、１００ａ…位置情報解析サーバ、１０１…ユーザ属性情報
記憶部、１０２…位置情報記憶部、１０３…検索対象ユーザ属性受付部、１０４…検索条
件時間受付部、１０５…位置情報抽出部、１０６…算出部、１０６ａ…算出部、１０６ｂ
…グループ化処理部、１０７、１０７ａ…補間処理部、１０８…滞留領域特定部、２００
…ユーザ端末、４００…ＧＰＳ衛星、５００…配信サーバ、６００…位置情報解析システ
ム。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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