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(57)【要約】
【課題】顧客および店舗の運営者にかける負担を低減し
ながら、店舗や商品の選択に係るグループ内メンバーの
影響力に関する情報を作成する技術を提供する。
【解決手段】グループ形成部４０は、ユーザまたは端末
装置である主体の位置情報を取得し、複数の主体に係る
位置情報の時系列データに基づいて、複数の主体を含ん
だグループを形成する。ポイント算出部４２は、位置情
報の時系列データに基づいて、グループに含まれた複数
の主体のそれぞれに対して、グループ内の主体の影響力
が高いとされる所定の行動パターンに合致する度合いを
示す特徴行動量を算出し、特徴行動量に基づいて、各主
体に対して、ポイントを算出する。集計処理部２６は、
ポイントを集計することによって、各アイテムに対する
アイテムポイントを算出する。送受信部２０は、アイテ
ムポイントを出力する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザまたは端末装置である主体の位置情報を取得し、複数の主体に係る位置情報の時
系列データに基づいて、複数の主体を含んだグループを形成するグループ形成部と、
　前記位置情報の時系列データに基づいて、前記グループ形成部において形成したグルー
プに含まれた複数の主体のそれぞれに対して、グループ内の主体の影響力が高いとされる
所定の行動パターンに合致する度合いを示す特徴行動量を算出し、前記特徴行動量に基づ
いて、各主体に対して、ポイントを算出するポイント算出部と、
　前記ポイント算出部において算出したポイントを集計することによって、各アイテムに
対するアイテムポイントを算出する集計処理部と、
　前記集計処理部において算出したアイテムポイントを出力する出力部と、
　を備えることを特徴とする情報提供装置。
【請求項２】
　ユーザまたは端末装置である主体の位置情報を取得し、複数の主体に係る位置情報の時
系列データに基づいて、複数の主体を含んだグループを形成するグループ形成部と、
　前記位置情報の時系列データに基づいて、前記グループ形成部において形成したグルー
プに含まれた複数の主体のそれぞれに対して、グループ内の主体の影響力が高いとされる
所定の行動パターンに合致する度合いを示す特徴行動量を算出し、前記特徴行動量に基づ
いて、各主体に対して、ポイントを算出するポイント算出部と、
　前記ポイント算出部において算出したポイントをアイテムに係る情報に対応付けて出力
する出力部と、
　を備えることを特徴とする情報提供装置。
【請求項３】
　前記集計処理部は、ポイントの大きさに応じた所定のカテゴリを用い、各アイテムに対
するポイントをカテゴリごとに集計することによって、各アイテムに対するアイテムポイ
ントを算出することを特徴とする請求項１に記載の情報提供装置。
【請求項４】
　前記集計処理部は、前記ポイント算出部において算出したポイントの統計値を用いて、
各アイテムに対するアイテムポイントを算出することを特徴とする請求項１に記載の情報
提供装置。
【請求項５】
　前記集計処理部は、前記ポイント算出部において算出したポイントを主体ごとに集約し
た統計値、または前記ポイント算出部において算出したポイントを主体と所定のカテゴリ
との組み合せごとに集計した値を用いて、各アイテムに対するアイテムポイントを算出す
ることを特徴とする請求項１に記載の情報提供装置。
【請求項６】
　前記ポイント算出部は、前記位置情報の時系列データにおける主体の移動パターンが、
前記所定の行動パターンに合致する回数、合致する時間、合致する移動距離、合致する確
率、のうちの少なくとも１つを前記特徴行動量として算出し、前記特徴行動量が多いほど
、高い値となるように前記ポイントを算出することを特徴とする請求項１から５のいずれ
かに記載の情報提供装置。
【請求項７】
　前記ポイント算出部における前記所定の行動パターンは、グループの移動方向を基準に
して、グループの先頭から所定順位の位置に主体が位置するパターンであることを特徴と
する請求項１から６のいずれかに記載の情報提供装置。
【請求項８】
　前記ポイント算出部における前記所定の行動パターンは、グループが複数に分割してか
ら合流した場合に、合流後に移動する方向に分割時から主体が移動しているパターンであ
ることを特徴とする請求項１から７のいずれかに記載の情報提供装置。
【請求項９】



(3) JP 2017-102859 A 2017.6.8

10

20

30

40

50

　前記ポイント算出部における前記所定の行動パターンは、主体が停止した場合に、当該
停止に追従して他の主体も停止するパターンであることを特徴とする請求項１から８のい
ずれかに記載の情報提供装置。
【請求項１０】
　前記ポイント算出部は、主体に対応したユーザの属性情報に応じてもポイントを算出す
ることを特徴とする請求項１から９のいずれかに記載の情報提供装置。
【請求項１１】
　前記ポイント算出部は、アイテムの位置と主体の位置との距離に応じて、ポイントを算
出することを特徴とする請求項１から１０のいずれかに記載の情報提供装置。
【請求項１２】
　前記グループ形成部は、主体に対応したユーザの属性情報に応じて、グループを形成す
るための条件を変更することを特徴とする請求項１から１１のいずれかに記載の情報提供
装置。
【請求項１３】
　請求項１に記載の情報提供装置と通信可能な管理用クライアントであって、
　前記情報提供装置から、前記アイテムポイントを受信する受信部と、
　前記受信したデータを表示部に表示させる制御を行う制御部と、
　を備えることを特徴とする管理用クライアント。
【請求項１４】
　請求項２に記載の情報提供装置と通信可能な管理用クライアントであって、
　前記情報提供装置から、前記ポイントとアイテムに係る情報とを受信する受信部と、
　前記受信したデータを表示部に表示させる制御を行う制御部と、
　を備えることを特徴とする管理用クライアント。
【請求項１５】
　ユーザまたは端末装置である主体の位置情報を取得し、複数の主体に係る位置情報の時
系列データに基づいて、複数の主体を含んだグループを形成するステップと、
　前記位置情報の時系列データに基づいて、形成したグループに含まれた複数の主体のそ
れぞれに対して、グループ内の主体の影響力が高いとされる所定の行動パターンに合致す
る度合いを示す特徴行動量を算出し、前記特徴行動量に基づいて、各主体に対して、ポイ
ントを算出するステップと、
　算出したポイントを集計することによって、各アイテムに対するアイテムポイントを算
出するステップと、
　算出したアイテムポイントを出力するステップと、
　を備えることを特徴とする情報提供方法。
【請求項１６】
　ユーザまたは端末装置である主体の位置情報を取得し、複数の主体に係る位置情報の時
系列データに基づいて、複数の主体を含んだグループを形成するステップと、
　前記位置情報の時系列データに基づいて、形成したグループに含まれた複数の主体のそ
れぞれに対して、グループ内の主体の影響力が高いとされる所定の行動パターンに合致す
る度合いを示す特徴行動量を算出し、前記特徴行動量に基づいて、各主体に対して、ポイ
ントを算出するステップと、
　算出したポイントをアイテムに係る情報に対応付けて出力するステップと、
　を備えることを特徴とする情報提供方法。
【請求項１７】
　ユーザまたは端末装置である主体の位置情報を取得し、複数の主体に係る位置情報の時
系列データに基づいて、複数の主体を含んだグループを形成するステップと、
　前記位置情報の時系列データに基づいて、形成したグループに含まれた複数の主体のそ
れぞれに対して、グループ内の主体の影響力が高いとされる所定の行動パターンに合致す
る度合いを示す特徴行動量を算出し、前記特徴行動量に基づいて、各主体に対して、ポイ
ントを算出するステップと、
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　算出したポイントを集計することによって、各アイテムに対するアイテムポイントを算
出するステップと、
　算出したアイテムポイントを出力するステップとをコンピュータに実行させるためのプ
ログラム。
【請求項１８】
　ユーザまたは端末装置である主体の位置情報を取得し、複数の主体に係る位置情報の時
系列データに基づいて、複数の主体を含んだグループを形成するステップと、
　前記位置情報の時系列データに基づいて、形成したグループに含まれた複数の主体のそ
れぞれに対して、グループ内の主体の影響力が高いとされる所定の行動パターンに合致す
る度合いを示す特徴行動量を算出し、前記特徴行動量に基づいて、各主体に対して、ポイ
ントを算出するステップと、
　算出したポイントをアイテムに係る情報に対応付けて出力するステップとをコンピュー
タに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報提供技術に関し、特にユーザが利用したアイテムに係る情報を提供する
情報提供装置、管理用クライアント、情報提供方法、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、店舗や商品を利用するユーザ（顧客）を属性ごとに分類し、ユーザ属性ごとに商
品の販売数を集計してマーケティング情報を作成する技術が存在する。例えば、店舗（回
転寿司店）において、顧客が注文した商品（寿司ネタ）を、顧客の性別、年齢層、構成メ
ンバー等の客層情報と合わせてデータベースに記録し、そのデータを集計して、客層別の
商品注文ランキングが作成される（例えば、特許文献１参照）。また、複数の携帯端末装
置の位置情報が検出され、位置情報が所定の時間間隔にわたり共通する携帯端末同士がグ
ループ化され、当該グループに最適な情報を提供する技術が存在する（例えば、特許文献
２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２３１３９０号公報
【特許文献２】特開２００４－３２０２１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ユーザが店舗を訪問する場合、１人で行動する場合もあれば、家族、友人、職場の人な
どのグループで行動する場合がある。特許文献１に記載された技術では、構成メンバーと
して、１人客、男女ペア、家族、男グループ、女グループといった分類を用いて、顧客を
分類することができる。また、特許文献２に記載された技術では、個人情報をかけ合わせ
ることにより、グループの種類（夫婦、親子、家族など）を推測している。一方、ユーザ
がグループで行動し、店舗や商品を選択する場合に、その意思決定に関して、各メンバー
の影響力は、必ずしも均等ではなく、むしろ異なっていることが多い。しかしながら、こ
れまで、店舗や商品の選択に係るメンバーの影響力の違いについては考慮されていない。
【０００５】
　本発明はこうした状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、顧客および店舗の運
営者にかける負担を低減しながら、店舗や商品の選択に係るグループ内メンバーの影響力
に関する情報を作成する技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　上記課題を解決するために、本発明のある態様の情報提供装置は、ユーザまたは端末装
置である主体の位置情報を取得し、複数の主体に係る位置情報の時系列データに基づいて
、複数の主体を含んだグループを形成するグループ形成部と、位置情報の時系列データに
基づいて、グループ形成部において形成したグループに含まれた複数の主体のそれぞれに
対して、グループ内の主体の影響力が高いとされる所定の行動パターンに合致する度合い
を示す特徴行動量を算出し、特徴行動量に基づいて、各主体に対して、ポイントを算出す
るポイント算出部と、ポイント算出部において算出したポイントを集計することによって
、各アイテムに対するアイテムポイントを算出する集計処理部と、集計処理部において算
出したアイテムポイントを出力する出力部と、を備える。
【０００７】
　本発明の別の態様もまた、情報提供装置である。この装置は、ユーザまたは端末装置で
ある主体の位置情報を取得し、複数の主体に係る位置情報の時系列データに基づいて、複
数の主体を含んだグループを形成するグループ形成部と、位置情報の時系列データに基づ
いて、グループ形成部において形成したグループに含まれた複数の主体のそれぞれに対し
て、グループ内の主体の影響力が高いとされる所定の行動パターンに合致する度合いを示
す特徴行動量を算出し、特徴行動量に基づいて、各主体に対して、ポイントを算出するポ
イント算出部と、ポイント算出部において算出したポイントをアイテムに係る情報に対応
付けて出力する出力部と、を備える。
【０００８】
　本発明のさらに別の態様は、情報提供方法である。この方法は、ユーザまたは端末装置
である主体の位置情報を取得し、複数の主体に係る位置情報の時系列データに基づいて、
複数の主体を含んだグループを形成するステップと、位置情報の時系列データに基づいて
、形成したグループに含まれた複数の主体のそれぞれに対して、グループ内の主体の影響
力が高いとされる所定の行動パターンに合致する度合いを示す特徴行動量を算出し、特徴
行動量に基づいて、各主体に対して、ポイントを算出するステップと、算出したポイント
を集計することによって、各アイテムに対するアイテムポイントを算出するステップと、
算出したアイテムポイントを出力するステップと、を備える。
【０００９】
　本発明のさらに別の態様もまた、情報提供方法である。この方法は、ユーザまたは端末
装置である主体の位置情報を取得し、複数の主体に係る位置情報の時系列データに基づい
て、複数の主体を含んだグループを形成するステップと、位置情報の時系列データに基づ
いて、形成したグループに含まれた複数の主体のそれぞれに対して、グループ内の主体の
影響力が高いとされる所定の行動パターンに合致する度合いを示す特徴行動量を算出し、
特徴行動量に基づいて、各主体に対して、ポイントを算出するステップと、算出したポイ
ントをアイテムに係る情報に対応付けて出力するステップと、を備える。
【００１０】
　なお、以上の構成要素の任意の組合せ、本発明の表現を方法、装置、システム、記録媒
体、コンピュータプログラムなどの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効で
ある。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、顧客および店舗の運営者にかける負担を低減しながら、店舗や商品の
選択に係るグループ内メンバーの影響力に関する情報を作成できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施例１に係る情報提供システムの構成を示す図である。
【図２】図１の情報提供装置の構成を示す図である。
【図３】図２の位置情報管理部に記憶されたデータベースのデータ構造を示す図である。
【図４】図２の店舗情報格納部に記憶されたデータベースのデータ構造を示す図である。
【図５】図２の情報提供装置によるリーダーポイントの確定手順を示すフローチャートで
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ある。
【図６】図２のグループ形成部に記憶されたデータベースのデータ構造を示す図である。
【図７】図２のグループ情報処理部に記憶されたデータベースのデータ構造を示す図であ
る。
【図８】図２の情報提供装置によるリーダーポイントの更新手順を示すフローチャートで
ある。
【図９】図２のポイント算出部における処理の概要を示す図である。
【図１０】図１０（ａ）－（ｂ）は、図２のポイント算出部における別の処理の概要を示
す図である。
【図１１】図２のポイント履歴テーブルのデータ構造を示す図である。
【図１２】図２の情報提供装置によるリーダーポイントの集計手順を示すフローチャート
である。
【図１３】図２の集計処理部に記憶されたデータベースのデータ構造を示す図である。
【図１４】図１の管理用クライアントに表示される情報を示す図である。
【図１５】図１の管理用クライアントに表示される別の情報を示す図である。
【図１６】図１の情報提供システムでの処理対象となるショッピングモールにおける店舗
の配置図である。
【図１７】図１の管理用クライアントに表示されるさらに別の情報を示す図である。
【図１８】図１８（ａ）－（ｂ）は、図１の管理用クライアントに表示されるさらに別の
情報を示す図である。
【図１９】図１９（ａ）－（ｂ）は、図１の管理用クライアントに表示されるさらに別の
情報を示す図である。
【図２０】本発明の実施例２に係る情報提供装置の構成を示す図である。
【図２１】図１５のユーザ情報格納部に記憶されたデータベースのデータ構造を示す図で
ある。
【図２２】図１５のユーザ情報格納部に記憶された別のデータベースのデータ構造を示す
図である。
【図２３】本発明の実施例２に係る管理用クライアントに表示される情報を示す図である
。
【図２４】本発明の実施例２に係る管理用クライアントに表示される別の情報を示す図で
ある。
【図２５】本発明の実施例２に係る管理用クライアントに表示されるさらに別の情報を示
す図である。
【図２６】本発明の実施例２に係る管理用クライアントに表示されるさらに別の情報を示
す図である。
【図２７】本発明の実施例３に係るユーザ情報格納部に記憶された別のデータベースのデ
ータ構造を示す図である。
【図２８】本発明の実施例４に係るユーザ別ポイント集計テーブルのデータ構造を示す図
である。
【図２９】本発明の実施例４に係る別のユーザ別ポイント集計テーブルのデータ構造を示
す図である。
【図３０】本発明の実施例４に係る購入履歴テーブルのデータ構造を示す図である。
【図３１】本発明の実施例４に係る管理用クライアントに表示される情報を示す図である
。
【図３２】本発明の実施例４に係る管理用クライアントに表示される別の情報を示す図で
ある。
【図３３】本発明の実施例４に係る管理用クライアントに表示されるさらに別の情報を示
す図である。
【図３４】本発明の実施例４に係る管理用クライアントに表示されるさらに別の情報を示
す図である。
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【図３５】本発明の実施例４に係る管理用クライアントに表示されるさらに別の情報を示
す図である。
【図３６】本発明の実施例５に係るグループ情報処理部に記憶されたデータベースのデー
タ構造を示す図である。
【図３７】本発明の実施例５に係るポイント履歴テーブルのデータ構造を示す図である。
【図３８】本発明の実施例５に係る情報提供装置によるリーダーポイントの補正手順を示
すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
（実施例１）
　本発明を具体的に説明する前に、まず概要を述べる。本発明の実施例１は、情報提供装
置と、情報提供装置に接続可能な複数の端末装置と、情報提供装置に接続可能な管理クラ
イアントを含む情報提供システムに関する。複数の端末装置のそれぞれを所持したユーザ
がともに行動することによってグループが形成される。グループにおいて意志決定を行う
際、例えば、食事のために入店する飲食店を決定する際、グループにおける影響力が大き
いユーザの嗜好が反映される場合がある。そのため、本実施例に係る情報提供装置は、複
数の端末装置の位置情報を使用してグループを形成するとともに、グループ内の各ユーザ
の影響力を推定し、ユーザの影響力をリーダーポイントとして導出する。
【００１４】
　さらに、情報提供装置は、店舗、商品等に対応させてリーダーポイントを集計した情報
、つまり店舗、商品等に対するリーダーポイント（アイテムポイント）を生成する。その
際、情報提供装置は、所定のルールの基づき、リーダーポイントを複数のカテゴリ（リー
ダーポイントカテゴリ）に分類し、店舗、商品等ごとにリーダーポイントカテゴリの度数
分布を示す表示データを生成する。これにより、飲食店等の店舗に来店した複数のユーザ
（顧客）を、ユーザの行動履歴に基づいて所定のタイプに分類し、タイプごとのユーザ数
等を算出することによって、顧客分析情報が作成される。店舗運営者、あるいはショッピ
ングモール、商店街などの店舗集合体の運営者に対して、その顧客分析情報が提供される
。
【００１５】
　次に、本実施例で提供される情報について説明する。情報提供装置は、グループに対し
てアイテムに関する情報を提供する。「アイテム」とは、ユーザによって利用される対象
物全般を指す用語であり、例えば、店舗、商品、サービス、Ｗｅｂページ、デジタルコン
テンツなどである。本実施例において、アイテムは、飲食店等の店舗である。以上が概要
の説明である。
【００１６】
　図１は、本発明の実施例１に係る情報提供システム１００の構成を示す。情報提供シス
テム１００は、情報提供装置１０、ネットワーク１２、基地局装置１４、端末装置１６と
総称される第１端末装置１６ａ、第２端末装置１６ｂ、第３端末装置１６ｃ、第Ｎ端末装
置１６ｎ、管理用クライアント１８を含む。
【００１７】
　端末装置１６は、無線通信システムに対応し、後述の基地局装置１４に接続する。無線
通信システムの一例は、携帯電話システム、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）システム、業務用無線システム等であるが、これらに限定されない。端末装置
１６は、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ノートＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　
Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、無線機等であり、ユーザが容易に持ち運び可能に構成される。端末
装置１６は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）、無線Ｌ
ＡＮ等による位置情報（緯度、経度など）の取得機能を有する。また、端末装置１６は、
ＧＰＳデータ取得機能の他に、加速度センサーやジャイロセンサーを備えていてもよく、
それらを用いて、より高精度な位置情報を算出するようにしてもよい。
【００１８】
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　基地局装置１４は、一端側において、端末装置１６と同一の無線通信システムに対応し
、端末装置１６を接続可能である。また、基地局装置１４は、他端側において、ネットワ
ーク１２を接続する。ネットワーク１２は、基地局装置１４に接続される。ネットワーク
１２は、任意のものでよく、例えば、有線ネットワークでもよく、無線ネットワークでも
よく、それらの組合せであってもよい。
【００１９】
　情報提供装置１０は、ネットワーク１２に接続される。このような構成によって、端末
装置１６は、基地局装置１４、ネットワーク１２を介して情報提供装置１０と通信可能で
ある。そのため、端末装置１６は、基地局装置１４、ネットワーク１２を介して情報提供
装置１０に、取得した位置情報を送信する。情報提供装置１０は、受信した位置情報をも
とに、情報を生成し、ネットワーク１２、基地局装置１４を介して後述の管理用クライア
ント１８に情報を送信する。情報提供装置１０における処理は後述する。
【００２０】
　管理用クライアント１８は、店舗等の運営者が使用する装置である。管理用クライアン
ト１８は、キーボード、マウス等の入力部、ディスプレイ等の表示部を備えており、一般
的なＰＣを使用可能である。また、管理用クライアント１８は複数存在してもよい。管理
用クライアント１８は、ネットワーク１２を介して情報提供装置１０に接続される。なお
、情報提供装置１０と管理用クライアント１８とを接続するためのネットワーク１２は、
情報提供装置１０と端末装置１６とを接続するためのネットワーク１２と同じであっても
よく、異なっていてもよい。
【００２１】
　図２は、情報提供装置１０の構成を示す。情報提供装置１０は、送受信部２０、位置情
報管理部２２、グループ情報処理部２４、集計処理部２６、店舗情報格納部２８を含み、
グループ情報処理部２４は、グループ形成部４０、ポイント算出部４２を含み、集計処理
部２６は、ポイント履歴テーブル４４を含む。情報提供装置１０は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、Ｒ
ＯＭ、ＨＤＤ、ネットワークインタフェース等を備える、一般的なコンピュータを用い、
そこで実行するコンピュータプログラムとして実装することが可能である。また、情報提
供装置１０の各部を複数のコンピュータに機能分担させた分散処理システムを構築しても
よい。また、情報提供装置１０と管理用クライアント１８を１つの装置（１台のコンピュ
ータ）で実装することも可能である。
【００２２】
　位置情報管理部２２は、各端末装置１６から定期的に送信される位置情報と、端末ＩＤ
と、日時情報とを関連付けた位置情報テーブルを格納する。図３はその一例であり、位置
情報管理部２２に記憶されたデータベースのデータ構造を示す。位置情報は少なくとも緯
度、経度の情報を含むが、それ以外に高度、移動方向、加速度などの情報を端末装置１６
から受信し、格納してもよい。本実施例では、携帯電話／スマートフォンのように、１人
のユーザが１台の端末装置１６を占有して使用する形態を想定しており、端末ＩＤとユー
ザＩＤは実質的に等しいものとする。本実施例では、端末ＩＤごとに、その端末の位置情
報と、後述するリーダーポイントを管理するが、ユーザを識別するユーザＩＤを用いても
よい。ユーザＩＤを用いて、１台の端末装置１６を複数のユーザで使用する形態に対応す
ることも、もちろん可能である。また、端末またはユーザである利用主体を一意に識別す
る識別子という意味で、利用主体識別子という用語を用いる場合がある。
【００２３】
　グループ形成部４０は、位置情報管理部２２に格納された時系列の位置情報、つまり複
数の利用主体の位置情報の時系列データを用いて、一緒に行動（移動）していると推定さ
れる端末装置１６を特定し、グループ化する。ポイント算出部４２は、時系列の位置情報
を用いて、グループ内のメンバーの意思決定における影響力を推定する。本実施例におい
ては、意思決定として飲食店等の店舗の選定を例にするが、商品選択など、それ以外の意
思決定を扱ってもよい。各メンバーの影響力を表す指標として、リーダーポイント（影響
力値）と称する数値をグループ情報処理部で算出する。リーダーポイントの算出方法につ
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いては、後ほど詳しく説明する。
【００２４】
　図４は、店舗情報格納部２８に記憶されたデータベースのデータ構造を示す。本実施例
では、店舗として飲食店を例に説明するが、もちろん、これに限定する訳ではない。店舗
情報格納部は、店舗を識別する店舗ＩＤと、店舗の出す食事のジャンルと、店舗の位置情
報（緯度、経度）と、後述するリーダーポイントに関するカテゴリ（「Ｒｐ大」、「Ｒｐ
中」、「Ｒｐ小」）とを少なくとも関連付けた店舗情報テーブルが格納されている。その
他に、店舗の来客数や、店舗で扱う商品の価格帯に関する情報、１回の支払いの平均価格
に関する情報、１人あたりの平均支払い価格に関する情報などを格納してもよい。また、
１つの店が複数の料理ジャンルに対応していてもよい。例えば、ある店が「中華」と「和
食」の両方に対応していてもよい。
【００２５】
　集計処理部２６は、グループ情報処理部２４と、店舗情報格納部２８の情報をもとに各
店舗のリーダーポイントタイプ別の来客数を集計し、店舗やショッピングモールなどの運
営団体に提供する。集計処理部２６については、後ほど詳しく説明する。制御部３０は、
情報提供装置１０全体を制御する処理部であり、リアルタイムクロック等の計時機能を備
えている。送受信部２０は、ネットワークを介して、管理用クライアント１８および端末
装置１６との間のデータの送受信を行う。例えば、送受信部２０は、基地局装置１４、ネ
ットワーク１２を介して各端末装置１６からの位置情報、端末ＩＤ、日時情報を定期的に
受信する。また、送受信部２０は、送受信部２０を介して管理用クライアント１８にリー
ダーポイント等の情報を送信する。
【００２６】
　次に、図５のフローチャートを用いて、グループ情報処理部２４の動作を説明する。図
５は、情報提供装置１０によるリーダーポイントの確定手順を示すフローチャートである
。ステップＳ１００において、グループ形成部４０は、位置情報管理部２２に格納された
複数の主体に係る位置情報の時系列データに基づいて、複数の主体を含んだグループを形
成する。グループは、一緒に行動（移動）していると推定される主体をまとめることに相
当する。つまり、グループ形成部４０は、どの端末装置１６がグループに属するかを判定
し、グループを形成する。具体的に説明すると、グループ形成部４０は、位置情報管理部
２２に格納されたデータを使用して、所定時間以上、所定の距離以内に複数の端末装置１
６が存在するか否かを判定し、存在する場合に、それらの端末装置１６を１つのグループ
と判定する。所定時間は、例えば、１～１０分間に設定される。また、所定の距離は、例
えば、１～５０ｍに設定される。
【００２７】
　ここで、位置情報管理部２２に記録された日時が、端末ＩＤ毎に多少異なる場合は、端
末ＩＤ同士の日時の差に応じて、緯度、経度を補正することが望ましい。例えば、端末Ｉ
Ｄが「Ａ」である第１端末装置１６ａの日時が「２０１５／０３／２０　１０：１１：２
５」であり、端末ＩＤが「Ｂ」である第２端末装置１６ｂに対応する同じ日時の位置情報
が存在しない場合、第２端末装置１６ｂの位置情報の中から、「２０１５／０３／２０　
１０：１１：２５」に隣接する日時の２つの位置情報が抽出される。その２つの位置情報
が、例えば、「２０１５／０３／２０　１０：１１：００」と「２０１５／０３／２０　
１０：１１：２６」である場合、２つの位置情報を補間して、第２端末装置１６ｂの「２
０１５／０３／２０　１０：１１：２５」の緯度、経度が算出される。この例では、「２
０１５／０３／２０　１０：１１：００」における位置と、「２０１５／０３／２０　１
０：１１：２６」における位置を２５：１に内分する位置が算出される。なお、位置情報
の補間は、このような線形補間に限らず、３個以上の位置情報を用いた非線形の補間処理
を行ってもよい。
【００２８】
　ここでは、グループ形成部４０におけるグループ判定を行う一手法について、図６を使
用して説明する。図６は、グループ形成部４０に記憶されたデータベースのデータ構造を
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示す。これは、ある時間帯（例えば、２０１５／１／１　１０：００～１０：０３）にお
いて、所定範囲のエリア内に存在する第１端末装置１６ａから第８端末装置１６ｈと、そ
れぞれの端末間の平均距離（ｍ）を示す。なお、第１端末装置１６ａの端末ＩＤが「Ａ」
と示され、第２端末装置１６ｂの端末ＩＤが「Ｂ」と示され、第３端末装置１６ｃの端末
ＩＤが「Ｃ」と示され、第４端末装置１６ｄの端末ＩＤが「Ｄ」と示される。同様に、第
８端末装置１６ｈの端末ＩＤが「Ｈ」と示される。平均距離は、所定の長さの期間（例え
ば３分間）において、所定の時間間隔（例えば、１秒毎）に、あるエリア内に存在する任
意の２台の端末装置１６の距離を算出し、それらの平均を算出した値である。
【００２９】
　グループ形成部４０は、このデータに対して、端末間の平均距離が１０ｍ（第１のしき
い値）以下である場合にグループと判定するルールを適用する。その結果、第１端末装置
１６ａから第５端末装置１６ｅが第１グループになり、第６端末装置１６ｆと第７端末装
置１６ｇが第２グループになり、第８端末装置１６ｈが第３グループになる。なお、グル
ープ形成部４０は、１つのグループを形成する端末台数の最小値を設定し、その台数に満
たない場合に、グループを形成しなくてもよい。例えば、最低３台以上の端末装置１６と
いう条件を適用すると、図６に示すデータ例では、第１グループのみが形成される。また
、グループ形成部４０は、１つのグループを形成する端末台数の最大値を設定してもよい
。また、グループ形成部４０は、所定期間における端末間の距離の平均値の代わりに、距
離の最大値を算出し、これを用いてグループを形成してもよい。また、グループ形成部４
０は、端末間の距離の変動の大きさを示す分散や標準偏差を算出し、これを用いてグルー
プを形成してもよい。
【００３０】
　例えば、グループ形成部４０は、所定期間における端末間の距離の平均値が第１のしき
い値以下であり、かつ端末間の距離の標準偏差が第３のしきい値以下である場合に、グル
ープと判定してもよい。標準偏差を用いることにより、グループ行動していない端末装置
１６をグループとして誤認識する確率が低減される。また、グループ形成部４０は、１つ
のグループを形成する候補の端末台数がある程度多い場合、グループ候補の端末間の距離
が第１のしきい値を超えていても、第１のしきい値を超える距離の個数が所定数以下であ
り、かつ距離の最大値が第２のしきい値以下であれば、１つのグループとする等の処理を
実行してもよい。
【００３１】
　例えば、グループ判定処理において、あるグループの候補となる端末装置１６が所定数
（例えば７台）以上の場合に次のような処理を行う。ここでは、あるグループの候補とな
る端末装置１６が１０台あり、その中のある１台の端末装置１６（以下、「判定対象端末
」という）と、その他の９台の端末装置１６との距離の最大値が１８ｍ、２番目に大きい
距離が１０ｍであり、その他の９台の端末装置１６同士の距離の最大値は９ｍであるとす
る。この場合、グループ判定の第１のしきい値（例えば１０ｍ）を超えた距離の個数は１
つであり、この個数が所定数（例えば２個）以下であり、かつ距離の最大値（１８ｍ）が
第２のしきい値（例えば２０ｍ）以下であるので、グループ形成部４０は、判定対象端末
もグループに属すると判定する。なお、グループ判定処理は、上述の方法に限定される訳
ではなく、例えば、グループ形成部４０は、端末間の距離に公知のクラスター分析の各種
手法を適用し、形成されたクラスターをグループに対応させる等の処理を用いて行っても
よい。
【００３２】
　グループ形成部４０は、１つのグループを形成する毎に新たなグループＩＤを生成し、
図７に示すデータベースとして、グループ情報処理部２４内の記憶部に記憶する。図７は
、グループ情報処理部２４に記憶されたデータベースのデータ構造を示す。データベース
は、グループＩＤと、端末ＩＤ（ユーザＩＤ）と、リーダーポイント（Ｒｐ）とを関連付
けており、グループ情報テーブルとも呼ばれる。リーダーポイントとは、グループ内のユ
ーザの行動に基づいて、グループ内のユーザの影響力を推定した数値である。この数値が
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大きいほど、そのユーザ（端末装置１６）の影響力が大きいことを示す。なお、図７には
示していないが、さらにグループが形成された日時（グループ開始日時）をデータベース
に記録してもよい。またさらに、グループが解消された日時（グループ終了日時）をデー
タベースに記録してもよい。例えば、グループＩＤと、端末ＩＤ（ユーザＩＤ）と、リー
ダーポイント（Ｒｐ）と、グループ開始日時と、グループ終了日時とを関連付けて、グル
ープ情報テーブルとして格納してもよい。
【００３３】
　図７は、グループＩＤ「Ｇ１」のグループと、グループＩＤ「Ｇ２」のグループが形成
された状態を示す。本図に示す例は、「Ｇ１」が形成されて解消された後、「Ｇ２」が形
成されている状態を示す。グループＩＤ「Ｇ１」のグループは、第１端末装置１６ａ、第
２端末装置１６ｂ、第３端末装置１６ｃで構成されている。各々のリーダーポイントは、
「２０」、「５０」、「３０」となっている。リーダーポイント算出方法については後述
する。グループＩＤ「Ｇ２」のグループは、第１端末装置１６ａ、第３端末装置１６ｃ、
第６端末装置１６ｆ、第７端末装置１６ｇで構成されており、グループが形成された初期
状態である。このように、グループが形成された初期状態では、各ユーザのリーダーポイ
ントは「０」となっている。なお、グループ情報テーブルに格納されたリーダーポイント
は、１回のグループ行動が終了するまでの間、随時更新される。さらに、１回のグループ
行動が終了した後は、更新されずに同じ値の状態で保存される。更新継続状態のリーダー
ポイントを表すために「テンポラリポイント」という用語を用いることもある。
【００３４】
　ポイント算出部４２は、位置情報管理部２２に記憶した位置情報の時系列データを使用
して、グループ内のユーザの意思決定における影響力を推定する。具体的には、ステップ
Ｓ１１０において、ポイント算出部４２は、各ユーザの影響力を表す指標として、影響力
値(リーダーポイント)を算出する。つまり、ポイント算出部４２は、各端末ＩＤの位置情
報の時系列データを解析し、グループに含まれた複数の主体のそれぞれに対して、グルー
プ内の主体の影響力が高いとされる所定の行動パターンに合致する度合いを示す特徴行動
量を算出する。さらに、ポイント算出部４２は、特徴行動量に基づいて、各主体に対して
、リーダーポイント（テンポラリポイント）を算出または更新する。以下では、図８のフ
ローチャートを用いて、この処理を詳細に説明する。
【００３５】
　ポイント算出部４２は、主体の位置によって定まる順位が高いほど、値が高くなるよう
なリーダーポイントを算出する。具体的には、ステップＳ２００において、ポイント算出
部４２は、グループの移動方向を基準にして、グループの先頭から所定の順位（順番）に
主体が位置することを第１の所定行動パターンとして規定し、主体が所定の順位に位置す
る回数を特徴行動量として算出する。典型的には、ポイント算出部４２は、ユーザの先行
頻度をカウントする。先行頻度とは、グループの移動方向を基準にして、ユーザがグルー
プの最も先頭に位置した回数である。
【００３６】
　ステップＳ２００における処理の概要を図９を用いて説明する。本図に示す例では、第
１端末装置１６ａ、第２端末装置１６ｂ、第３端末装置１６ｃが矢印の方向に移動してい
る。ポイント算出部４２は、位置情報管理部２２に格納された端末ＩＤと緯度経度の情報
から、例えば、最新から過去所定数分（例えば、１００回分）の緯度経度情報を比較する
ことによって、グループ内で進行方向に対して先頭に位置するユーザを特定する。また、
ポイント算出部４２は、先行位置にいる回数（先行頻度）を端末ＩＤ毎にカウントする。
さらに、ポイント算出部４２は、先行頻度を用いて、ユーザの影響力を示す影響力値（リ
ーダーポイント）を算出する。
【００３７】
　例えば、１００回測定された位置情報のうち、第３端末装置１６ｃ、第１端末装置１６
ａ、第２端末装置１６ｂのそれぞれが先頭にいた回数が６０回、３０回、１０回であると
する。その場合、第３端末装置１６ｃ、第１端末装置１６ａ、第２端末装置１６ｂのそれ
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ぞれのリーダーポイントが「６０」、「３０」、「１０」とされる。あるいは、各端末装
置１６の位置情報が所定時間毎（例えば５秒毎）に更新される場合、その更新タイミング
毎に、グループの先頭に位置する端末装置１６を特定し、そのリーダーポイントを所定値
（例えば「１」）ずつ増やす等の処理を行ってもよい。
【００３８】
　このように、特徴行動量をそのままリーダーポイントとしてもよいし、特徴行動量に所
定の係数を乗算した値などをリーダーポイントとしてもよい。このような処理は、人間が
グループで移動する際に、グループの先頭を歩くユーザの影響力が最も大きい傾向にある
という知見に基づいている。特に、グループがある目的に合う適当な店舗を探しながら移
動しているような場合は、そのような傾向がより顕著に表れると考えられる。リーダーポ
イントは、店舗や商品などのアイテムを探索・選択する際のグループユーザの影響力を示
す指標といえる。ポイント算出部４２は、算出したリーダーポイント（先行頻度に係るリ
ーダーポイント）をグループ情報テーブルのリーダーポイントに加算し、グループ情報テ
ーブルを更新する。
【００３９】
　なお、ポイント算出部４２は、ユーザが最も先頭に位置した場合に限定せずに、先頭か
ら２番目、先頭から３番目等、所定の順位に位置した回数をカウントしてもよい。また、
ポイント算出部４２は、先頭からの位置の順位が高いほど、大きな値となるように特徴行
動量を算出してもよい。すなわち、ポイント算出部４２は、先頭からの位置の順位が高い
ほど、リーダーポイントを大きな値としてもよい。これは、先頭からの順位（順番）に応
じて、値を変えたリーダーポイントを加算することに相当する。例えば、先頭から２番目
に位置した場合は、最も先頭に位置した場合の５０％、先頭から３番目に位置した場合は
、最も先頭に位置した場合の２０％などのリーダーポイントが加算される。
【００４０】
　また、ポイント算出部４２は、グループに含まれた主体の数に応じて、リーダーポイン
ト算出に用いる、先頭からの位置順位を決定してもよい。例えば、グループの人数が少な
い場合（第１の所定数未満の場合）には、先頭から１番目の位置のみを考慮し、グループ
の人数が中程度である場合（第１の所定数以上、かつ第２の所定数未満の場合）には、先
頭から２番目までの位置を考慮する。また、グループの人数が多い場合（第２の所定数以
上の場合）には、先頭から３番目までの位置が考慮される。
【００４１】
　ポイント算出部４２は、先行頻度ではなく、グループの先頭に位置して移動した距離を
特徴行動量とし、その特徴行動量を用いてリーダーポイントを算出してもよい。例えば、
所定時間内に、第１端末装置１６ａが先頭に位置した状態で５００ｍ移動し、第２端末装
置１６ｂが先頭に位置した状態で３００ｍ移動し、第３端末装置１６ｃが先頭に位置した
状態で１００ｍ移動したとする。その状況下において、メートル単位の移動距離を特徴行
動量とすると、各々の特徴行動量は「５００」、「３００」、「１００」となる。ポイン
ト算出部４２は、特徴行動量に「０．１」を乗じた値をリーダーポイントとし、各々のリ
ーダーポイントを「５０」、「３０」、「１０」と算出してもよい。すなわち、ポイント
算出部４２は、先頭に位置して移動した距離が長いほど、大きな値となるようにリーダー
ポイントを算出してもよい。
【００４２】
　ポイント算出部４２は、各端末装置１６がグループの先頭に位置する時間の長さを特徴
行動量とし、その特徴行動量を用いて、リーダーポイントを算出してもよい。例えば、１
０分間（所定時間）に、第１端末装置１６ａが先頭に位置していた時間が２分間であり、
第２端末装置１６ｂが先頭に位置していた時間が７分間であり、第３端末装置１６ｃが先
頭に位置していた時間が１分間であるとする。その状況下において、分単位の時間を特徴
量とすると、各々の特徴行動量は「２」、「７」、「１」となる。ポイント算出部４２は
、特徴行動量に「１０」を乗じた値をリーダーポイントとし、各々のリーダーポイントを
「２０」、「７０」、「１０」と算出してもよい。すなわち、ポイント算出部４２は、先
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頭に位置していた時間が長いほど、大きな値となるようにリーダーポイントを算出しても
よい。さらに、ポイント算出部４２は、グループの先頭に位置する回数、時間、距離に関
する特徴行動量を任意に組み合せてリーダーポイントを算出してもよい。
【００４３】
　次にステップＳ２１０において、ポイント算出部４２は、１つのグループが複数に分割
してから合流した場合に、合流後に移動する方向に分割時から主体が移動しているパター
ンを第２の所定行動パターンとして規定し、分割後の合流回数を特徴行動量として算出す
る。その際、ポイント算出部４２は、小グループ（ユーザ１人も含む）が、合流したか、
合流されたかは、合流後のグループの移動方向を基準に判定する。つまり、ポイント算出
部４２は、分割時から合流後と同じ方向に移動していた小グループを合流された側と判定
し、合流された小グループのユーザのリーダーポイントを加算する。
【００４４】
　ここでは、グループ化された複数の端末装置１６が別行動をとった後、再度グループが
合流した場合に、合流されたグループで先行していた端末ＩＤは、グループへの影響力を
持っていると考えられるので、ポイント算出部４２は、これにリーダーポイントを加算す
る。図１０（ａ）－（ｂ）は、ポイント算出部４２における別の処理の概要を示す。図１
０（ａ）では、第１端末装置１６ａおよび第２端末装置１６ｂと、第３端末装置１６ｃが
別々の方向に移動する。図１０（ｂ）では、図１０（ａ）に続いて、第１端末装置１６ａ
および第２端末装置１６ｂが、第３端末装置１６ｃに合流して、３つの端末装置１６が同
じ方向に移動する。ポイント算出部４２は、このような行動パターンを検出した場合、合
流１回につき、合流された端末装置１６（この例では第３端末装置１６ｃ）のリーダーポ
イントに所定値（例えば、「３０」）を加算する。
【００４５】
　つまり、ポイント算出部４２は、合流行動に係るリーダーポイントをグループ情報テー
ブルのリーダーポイントに加算することによって、グループ情報テーブルを更新する。な
お、合流された側の小グループが複数のユーザで構成されていた場合、ポイント算出部４
２は、その全員を対象にしてリーダーポイントを加算してもよいし、先頭から所定の順位
（例えば、１番目と２番目）に位置したユーザに限定して加算してもよい。また、ポイン
ト算出部４２は、合流された側の小グループにおける先頭からの順位に応じて、加算する
リーダーポイントを変えてもよい。例えば、ポイント算出部４２は、先頭のユーザに「３
０」、先頭から２番目のユーザに「２０」、先頭から３番目のユーザに「１０」などのリ
ーダーポイントを加算する。
【００４６】
　ポイント算出部４２は、グループが複数に分割したときの小グループに含まれる主体の
数に基づいて、リーダーポイントを算出してもよい。つまり、ポイント算出部４２は、別
行動をとったユーザの人数（合流したユーザの人数）に応じて、合流行動に係るリーダー
ポイントの値を算出してもよい。具体的には、ポイント算出部４２は、別行動をとった人
数が多いほど（合流した小グループの人数が多いほど）、大きな値となるように、合流行
動に係るリーダーポイントの値を算出する。例えば、ポイント算出部４２は、２人が別行
動をとった後に合流した場合は「２０」、３人が別行動をとった後に合流した場合は「３
０」、４人が別行動をとった後に合流した場合は「４０」などのリーダーポイントを加算
する。
【００４７】
　ポイント算出部４２は、合流された側の人数に応じて、合流行動に係るリーダーポイン
トの値を算出してもよい。具体的には、ポイント算出部４２は、合流された側の人数が多
いほど、小さな値となるリーダーポイントを算出し、合流された側のユーザそれぞれに加
算する。例えば、ポイント算出部４２は、合流された側の人数が１人である場合は「５０
」、２人である場合は、その２人にそれぞれ「３０」、３人である場合は、その３人それ
ぞれ「１０」などのリーダーポイントを加算する。また、合流された側のユーザが複数い
る場合は、ポイント算出部４２は、その中の先頭に位置するユーザに合流行動に係るリー
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ダーポイントを加算してもよい。つまり、ポイント算出部４２は、合流された側の人数が
多いほど、小さな値となるリーダーポイントを算出し、先頭に位置するユーザに合流行動
に係るリーダーポイントを加算してもよい。例えば、ポイント算出部４２は、合流された
側の人数が１人である場合は「５０」、２人である場合は、そのうちの先頭に位置する人
に「４０」、３人である場合は、そのうちの先頭に位置する人に「３０」などのリーダー
ポイントを加算してもよい。
【００４８】
　次にステップＳ２２０において、ポイント算出部４２は、主体が停止した場合に、当該
停止に追従して他の主体も停止するパターンを第３の所定行動パターンとして規定し、移
動停止の回数を特徴行動量として算出する。停止に追従した停止とは、ある端末装置１６
（例えば、第１端末装置１６ａ）が移動を停止した直後に、他の端末装置１６（グループ
内の第１端末装置１６ａ以外の端末装置１６）が移動を停止した状況である。この状況は
、先に移動停止したユーザが、気になる店舗等を発見し、そこで足を止め、入店を検討し
ている状況である可能性が高い。このため、ポイント算出部４２は、最初に移動を停止し
た端末装置１６のリーダーポイントに、他の端末装置１６の移動停止１回につき、所定値
（「例えば、「２０」）を加算する。
【００４９】
　すなわち、停止行動に係るリーダーポイントをグループ情報テーブルのリーダーポイン
トに加算し、グループ情報テーブルを更新する。ただし、ある端末装置１６が移動を停止
したが、他の端末装置１６が移動を停止せずに、そのまま移動を続けた場合は、最初に移
動停止したユーザの影響力はそれ程高くないと判定できるので、リーダーポイント加算は
行わない。
【００５０】
　ポイント算出部４２は、当該停止に追従して停止した他の主体の数に基づいて、リーダ
ーポイントを算出してもよい。具体的には、ポイント算出部４２は、後から停止した人数
が多いほど、大きな値となるリーダーポイントを算出する。例えば、ポイント算出部４２
は、２人が停止した場合に「２０」、３人が停止した場合に「３０」、４人が停止した場
合には「４０」などのリーダーポイントを加算する。また、ポイント算出部４２は、後か
ら停止したユーザと、停止せずに移動を継続したユーザが混在している場合は、後から停
止したユーザの割合に応じて、停止行動に係るリーダーポイントを算出してもよい。例え
ば、ポイント算出部４２は、停止したユーザがＮｓ人、移動継続したユーザがＮｃ人であ
る場合、Ｎｓ÷（Ｎｓ＋Ｎｃ）として、停止した人数の割合を算出する。さらに、ポイン
ト算出部４２は、この割合が８０％以上である場合に「４０」、６０％以上～８０％未満
の場合に「３０」、４０％以上～６０％未満の場合に「２０」、４０％未満の場合に「０
」などのリーダーポイントを加算する。このようにポイント算出部４２は、停止した人数
の割合が多いほど、大きな値となるリーダーポイントを算出してもよい。
【００５１】
　ポイント算出部４２は、各端末装置１６の位置情報の時系列データが、第１の所定の行
動パターンから第３の所定の行動パターンの少なくともいずれか１つに合致するか否かを
判定する際に、確定的に判定する他に、確率的に判定してもよい。その場合、ポイント算
出部４２は、位置情報の時系列データを入力とし、各々の端末装置１６の所定の行動パタ
ーンに対応する確率値を出力する確率モデルを使用する。
【００５２】
　例えば、ステップＳ２００の第１の所定の行動パターンに対する処理において、ポイン
ト算出部４２は、グループの先頭から２台の端末装置１６が、ほぼ横並びである場合、所
定の期間（例えば、１分間）に第１端末装置１６ａが１位である確率を「０．７５」など
と算出する。その際、ポイント算出部４２は、第２端末装置１６ｂが１位である確率を「
０．２５」などと算出する。ほぼ横並びである場合とは、例えば、どちらが１位か明確で
ない場合、短時間の間にグループの１位と２位とが頻繁に入れ替わり状態が安定しない場
合等である。
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【００５３】
　また、例えば、ステップＳ２２０の第３の所定の行動パターンに対する処理において、
ポイント算出部４２は、第１端末装置１６ａが移動を停止し、他の端末装置１６が移動速
度を大幅に落としたものの停止せずにゆっくり前進した場合、第３の所定の行動パターン
に合致する確率を「０．２」などと算出する。ポイント算出部４２は、そのように算出し
た確率値をそのまま特徴行動量としてもよいし、確率値に所定の係数（例えば、１００倍
）を乗算した値を特徴行動量としてもよい。
【００５４】
　これまで説明したように、特徴行動量は、ある主体の位置情報の時系列データが、グル
ープ内での主体の影響力が高いと判定される所定の行動パターンに合致する度合い（回数
、時間、距離、確率）を示す指標といえる。さらに、リーダーポイントは、主体毎の特徴
行動量の所定期間（例えば、グループ形成時点からグループ解消時点まで）における総和
であるため、特徴行動量が多い（大きい）ほど、リーダーポイントは高く（大きく）なる
性質を持っている。以上がリーダーポイント更新処理の説明である。
【００５５】
　図５のフローチャートの説明に戻る。ステップＳ１２０において、ポイント算出部４２
は、リーダーポイントを確定させる。この処理は、１回のグループ行動が完結するごとに
行われる。すなわち、この処理が実行された後のリーダーポイントは、１回のグループ行
動におけるメンバーの影響力を示す指標といえる。典型的には、グループがある店舗に入
店することにより、グループ行動が完結する。ポイント算出部４２は、図４に示す店舗情
報格納部２８での店舗情報テーブルを参照し、店舗の緯度、経度に該当する位置に、グル
ープに属する端末装置１６が一定時間以上留まった場合に、グループが店舗に入店したと
判定する。そして、グループの入店をトリガーにして、この処理を行う。また、グループ
が飲食店に入店した場合などには、メンバーが着座したこと（一定時間以上、メンバーの
位置情報が変更されないこと）をトリガーにして、この処理を行ってもよい。また、グル
ープ行動が解消され、各メンバーが単独行動に移ったときに、この処理を行ってもよい。
【００５６】
　リーダーポイント確定の第１の方法は、その時点までに蓄積されたリーダーポイントを
そのまま用いる方法である。すなわち、図７に示すグループ情報処理部２４のグループ情
報テーブルにおいて、該当するグループＩＤの行をそれ以降更新しないようにする。この
方法は、グループにおける各メンバーの影響力を絶対値として数値化しているといえる。
行動履歴をより詳細に数値化することができる。
【００５７】
　リーダーポイント確定の第２の方法は、１回のグループ行動における各メンバーのリー
ダーポイントの総和が一定値になるように正規化する方法である。具体的には、グループ
情報テーブルから、該当するグループＩＤのリーダーポイントを読み出し、それらの総和
が「１．０」あるいは「１００」になるように、各メンバーのリーダーポイントを正規化
する。例えば、グループＧ１が、Ａ、Ｂ、Ｃの３つの端末装置１６で構成されており、そ
れぞれのリーダーポイントが「２０」、「５０」、「３０」である場合、合計が「１．０
」になるように、「０．２」、「０．５」、「０．３」といったように、正規化する。あ
るいは、１つのグループ内で、最も大きなリーダーポイントを持つメンバーのリーダーポ
イントが所定値（「１．０」など）になるように正規化してもよい。このような正規化（
相対化）されたリーダーポイントは、１回のグループ行動における、各メンバーの相対的
な影響力を示しており、直感的に分かり易い。
【００５８】
　以下の説明においては、特に断らない限り、リーダーポイントは、第２の方法を用いて
確定されているものとする。ただし、若干の処理を都度実行することにより、第１の方法
も同様に用いることができる。グループ情報処理部２４は、確定したリーダーポイントを
、集計処理部２６内のポイント履歴テーブル４４に格納する。ポイント履歴テーブル４４
は、図１１に示すように、グループＩＤと、端末ＩＤと、算出日時（入店日時）と、リー
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ダーポイントと、店舗ＩＤとを関連付けたポイント履歴データを格納するテーブル（ポイ
ント履歴テーブル４４）である。
【００５９】
　なお、ステップＳ１２０において、さらにリーダーポイントの追加処理を行ってもよい
。具体的には、グループが入店した店舗の位置から所定の距離以内おけるグループの行動
履歴を対象にして、ステップＳ２００～Ｓ２２０と同様な処理を行い、さらにリーダーポ
イントを加算した後に、正規化処理を行ってもよい。ステップＳ２００～Ｓ２２０の処理
により、入店した店の近く（近傍）における行動履歴も、既にリーダーポイントに反映さ
れているが、ステップＳ２００～Ｓ２２０の処理は、店からの距離に関わらず、一定の条
件でリーダーポイントを加算している。しかし、入店した店の近く（近傍）における行動
履歴は、店からの距離が遠いエリアの行動履歴に比べて、店の選定に係るグループ内メン
バーの影響力が、より顕著に表れる可能性が高い。そのため、店の近傍エリアにおける行
動履歴を、より強くリーダーポイントに反映させることで、リーダーポイントの精度を高
めることができる。
【００６０】
　そこで、例えば、グループが入店した店の１００ｍ以内において、第１端末装置１６ａ
が「８」回、第２端末装置１６ｂが「２」回先頭に位置している場合には、ステップＳ２
００相当の処理を実行し、第１端末装置１６ａに「８」、第２端末装置１６ｂに「２」だ
けリーダーポイントを加算する。この近傍エリアにおけるリーダーポイント追加処理は、
ステップＳ２００と同じ条件を再度実行してもよいし、異なる条件を設定してもよい。例
えば、ステップＳ２００において、先行頻度１回につき、「１」ポイントとしている場合
、近傍エリアにおいて、同じ条件で加算をしてもよいし、先行頻度１回につき、「２」ポ
イント、あるいは「０．５」ポイントといったように、条件を変えてもよい。ステップＳ
２１０、ステップＳ２２０についても、同様に、店の近傍エリアにおいて、リーダーポイ
ント追加処理を行ってもよい。
【００６１】
　次に、図１２のフローチャートを用いて、集計処理部２６の動作を説明する。図１２は
、情報提供装置１０によるリーダーポイントの集計手順を示すフローチャートである。制
御部３０は所定のタイミングで集計処理部２６に動作指示を与える。所定のタイミングと
しては、例えば、１日１回、１時間に１回等の時間間隔で、バッチ処理的に集計処理部２
６を動作させる。あるいは、店舗運営者やショッピングモールの運営者が管理用クライア
ント１８から所定の操作をしたときを所定のタイミングとし、それをトリガーにして、制
御部３０が集計処理部２６を動作させてもよい。
【００６２】
　まず、ステップＳ３００において、集計処理部２６は、集計対象となるリーダーポイン
トを特定する。第１の特定方法は、運営者が管理用クライアント１８を使って指定した集
計期間を用いる方法である。この方法は、運営者の所定の操作をトリガーとして、集計処
理を実行する場合に適している。運営者は、集計開始日時と集計開始日時を指定し、その
情報を管理用クライアント１８から情報提供装置１０に送信する。
【００６３】
　第２の特定方法は、処理を実行する現在日時を集計終了日時とし、現在日時から所定期
間さかのぼった期間を集計開始日時とする方法である。この方法は、所定の日時にバッチ
処理として集計処理を実行する場合に適している。例えば、集計開始日時が「２０１５年
１月１日　午前０時０分０秒」、集計終了日時が「２０１５年１月３１日　午前８時５９
分５９秒」である場合、集計処理部２６は、図１１に示すポイント履歴テーブル４４を走
査し、算出日時が集計開始日時以降であり、かつ集計終了日時以前であるデータを選択し
、それを集計対象データとする。
【００６４】
　次に、ステップＳ３１０において、集計処理部２６は、集計対象データを店舗ＩＤごと
に集計する。具体的には、所定のルール（変換規則）を用いて、リーダーポイントの大き
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さに応じてカテゴリを決定し、カテゴリごとの人数をカウントする。例えば、各々の集計
対象データのリーダーポイント（Ｒｐ）の値が「０．６以上」の場合に、「Ｒｐ大」とい
うカテゴリに対応させ、「０．４以上、０．６未満」の場合に「Ｒｐ中」というカテゴリ
に対応させ、「０．４未満」の場合に「Ｒｐ小」というカテゴリに対応させる。あるいは
、リーダーポイントが、ステップＳ１２０における第１の方法で算出された場合（正規化
されていない場合）は、例えば、Ｒｐの値が「１２０以上」の場合に「Ｒｐ大」というカ
テゴリに対応させる。さらに、「５０以上、１２０未満」の場合に「Ｒｐ中」というカテ
ゴリに対応させ、「５０未満」の場合に「Ｒｐ小」というカテゴリに対応させる。そして
、店舗ＩＤごとに、３つのカテゴリそれぞれに対応する端末ＩＤの数（ユーザ数と同等）
をカウントする。以下では、このカテゴリを「リーダーポイントカテゴリ」または「Ｒｐ
カテゴリ」と称する。
【００６５】
　つまり、集計処理部２６は、ポイント算出部４２において算出したリーダーポイントを
集計することによって、各アイテムに対するリーダーポイントを算出する。これをアイテ
ムポイントとも称する。その際、リーダーポイントの大きさに応じたカテゴリが規定され
、集計処理部２６は、各アイテムに対するリーダーポイントをカテゴリごとに集計するこ
とによって、各アイテムに対するリーダーポイントのカテゴリ別の分布をアイテムポイン
トとして算出する。
【００６６】
　なお、本実施例では、Ｒｐカテゴリを３種類とするが、もちろん、これ以外のカテゴリ
数を用いてもよい。例えば、図１１に示す一例において、店舗ＩＤが「Ｓ１」に対応する
グループＩＤは、「Ｇ１」と「Ｇ７」の２つであり、「Ｇ１」に対応するリーダーポイン
トは、「０．２」、「０．５」、「０．３」であり、「Ｇ７」に対応するリーダーポイン
トは、「０．９」、「０．１」である。この５つのリーダーポイントを上記の基準でカテ
ゴリに対応させると、「Ｒｐ大＝１件」、「Ｒｐ中＝１件」、「Ｒｐ小＝３件」となる。
この３つの情報の組み合せがアイテムポイントとなるが、この中の一部の情報（例えば、
「Ｒｐ大＝１件」）のみをアイテムポイントとして用いてもよい。
【００６７】
　また、グループの人数に応じて、Ｒｐカテゴリの分類基準（分類条件）を変更してもよ
い。１つのグループ内で、グループポイントの総和が「１」になるように正規化されてい
る場合、グループの人数が多くなるほど、１人あたりのリーダーポイントの平均値（期待
値）は小さくなる。このため、グループの人数が少ない場合には、Ｒｐ大とする条件を厳
しく（Ｒｐ大に該当するしきい値を大きく）し、グループの人数が多い場合には、Ｒｐ大
とする条件を緩く（Ｒｐ大に該当するしきい値を小さく）する。例えば、図１３に示す基
準を用いることができる。図１３は、集計処理部２６に記憶されたデータベースのデータ
構造を示す。本図の例は、グループ人数が「２人」の場合に、リーダーポイント（Ｒｐ）
が「０．８以上」であれば「Ｒｐ大」に対応させ、「０．４以上０．８未満」であれば「
Ｒｐ中」に対応させ、「０．４未満」であれば「Ｒｐ小」に対応させることを示している
。
【００６８】
　また、ステップＳ３１０においてさらに、あるアイテムに係るリーダーポイントの代表
値、ばらつき度合いを示す値などの統計値をアイテムポイントとして算出してもよい。代
表値としては、平均値、中央値、最頻値のいずれかを用いることができる。リーダーポイ
ントのばらつき度合いを示す値としては、標準偏差、分散、（最大値－最小値）、四分位
範囲（第３四分位数－第１四分位数）などを用いることができる。具体的には、集計処理
部２６は、図１１に示すポイント履歴テーブル４４の少なくとも一部である集計対象デー
タを対象にして、店舗ＩＤごとに、リーダーポイントの代表値（例えば平均値）、および
リーダーポイントのばらつき度合いを示す値（例えば標準偏差）を算出すればよい。例え
ば、図１１に示す一例において、店舗ＩＤが「Ｓ３」に対応する５個のデータの平均値は
、「（０．１＋０．３＋０．５＋０．０５＋０．０５）÷５＝０．２」となる。また、標



(18) JP 2017-102859 A 2017.6.8

10

20

30

40

50

準偏差は、おおよそ「０．１８」となる。
【００６９】
　次に、ステップＳ３２０において、集計処理部２６は、ステップＳ３１０で集計された
データを店舗情報格納部２８に格納する。図４に示す店舗情報テーブルの「Ｒｐ大」、「
Ｒｐ中」、「Ｒｐ小」の列に、ステップＳ３１０で算出されたデータを格納する。本図に
示す例では、１日あたりの来客数と、そのＲｐカテゴリごとの人数分布を格納している。
なお、本図には示していないが、ステップＳ３１０において、あるアイテムに係るリーダ
ーポイントの代表値及びばらつき度合いを示す値を算出した場合には、それらも格納する
。また、店舗で提供する商品の価格帯に関する情報を格納してもよい。
【００７０】
　次に、ステップＳ３３０において、集計処理部２６は、店舗情報格納部２８に格納した
データを用いて、管理用クライアント１８に表示させるための表示用データを作成する。
例えば、管理用クライアント１８がＷｅｂブラウザを用いて表示を行う場合には、ＨＴＭ
Ｌやスクリプト言語を用いて、表やグラフ等を表示するための表示用データを作成する。
【００７１】
　次に、ステップＳ３４０において、制御部３０は、ステップＳ３３０で作成された表示
用データを、送受信部２０を介して、管理用クライアント１８に送信する。例えば、ＨＴ
ＴＰ等のプロトコルを用いて、管理用クライアント１８に搭載されたＷｅｂブラウザから
のリクエストを受け付け、そのレスポンスとして、表示用データを送信すればよい。また
、ＳＭＴＰ等のプロトコルを用いて、メール送信してもよい。このように、送受信部２０
は、集計処理部２６において算出したリーダーポイントを出力する。
【００７２】
　管理用クライアント１８は、前述のごとく、情報提供装置１０と通信可能に構成される
。管理用クライアント１８における受信部（図示せず）は、情報提供装置１０から、リー
ダーポイントが示された表示用データを受信する。また、管理用クライアント１８におけ
る制御部（図示せず）は、受信したデータを表示部に表示させる制御を行う。そのため、
管理用クライアント１８は、情報提供装置１０から表示用データを受信すると、それに基
づき、リーダーポイントに係る情報を表示部に表示する。
【００７３】
　図１４は、管理用クライアント１８に表示される情報を示し、これは、管理用クライア
ント１８におけるアイテムポイント情報の表示の一例である。本図は、所定期間に店舗Ｓ
１１～Ｓ１４の来店した顧客を分析した結果であり、Ｒｐカテゴリ別の人数と、来店者の
合計人数を表形式で示したものである。本図に示す例では、店舗Ｓ１１と店舗Ｓ１２はと
もに、来店者の合計が１８人であるが、店舗Ｓ１１は、「Ｒｐ大」の人数が最も多く、「
Ｒｐ小」の人数が最も少ない。一方、店舗Ｓ１２は、それとは対照的に、「Ｒｐ大」の人
数が最も少なく、「Ｒｐ小」の人数が最も多い。「Ｒｐ大」の人は、店舗の選定する際に
積極的に行動することが多いといえる。
【００７４】
　また、店舗選定において、他の顧客への影響力が相対的に高いといえる。また、店舗に
関する知識が多く、あらかじめ目的に店舗を決めて行動することが多いといえる。このよ
うなタイプの人は、今後、友人・知人等をその店舗に連れて来たり、友人・知人等にその
店を紹介したりする可能性が高い。すなわち、「Ｒｐ大」の来店者が多い店舗は、今後の
新規顧客が増える可能性が高い。本図に示す例では、店舗Ｓ１１と店舗Ｓ１２の来店者数
が同じであっても、店舗Ｓ１１の方が、今後より来店者が増え、有望と予想できる。店舗
運営者や、ショッピングモールの運営者は、このような店舗別のリーダーポイントの分布
情報を容易に閲覧することができるため、店舗の改装、増床、仕入れ計画、ショッピング
モールにおける店舗レイアウト変更などの判断を、より的確に精度よく行うことができる
。
【００７５】
　図１５は、管理用クライアント１８に表示される別の情報を示し、これは、図１４に示
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したデータをグラフとして表示したものである。図１４に比べて、さらに直感的に店舗ご
との性質の違いを把握することができる。例えば、店舗Ｓ１４は、現状では来店者の絶対
数が少ないが、「Ｒｐ大」の割合が多いため、今後は来店者数が増える可能性が高いと予
想できる。
【００７６】
　図１６は、情報提供システム１００での処理対象となるショッピングモールにおける店
舗の配置図であり、それぞれの店舗の配置箇所に、ある特定の期間のＲｐカテゴリ別の来
店者数が記載されている。本図の例では、Ｒｐ大の来店者数が１００人以上である店舗は
、Ｓ１、Ｓ４、Ｓ５に偏っていることが分かる。このような情報を提供することにより、
ショッピングモールの運営者は、「店舗Ｓ２、Ｓ３、Ｓ６、Ｓ８において、Ｒｐ大の来店
者数が相対的に少ない理由の１つは、店舗の配置である可能性がある」と判断できる。さ
らに運営者は、「Ｓ３とＳ５の店舗を入れ替えることにより、来店客の移動経路が変わる
ことでＳ３や近辺の店舗の来客の増加が期待できる」等の判断をすることができる。
【００７７】
　図１７は、管理用クライアント１８に表示されるさらに別の情報を示し、店舗ごとに、
Ｒｐカテゴリ別の来店者割合を示したグラフである。Ｓ１、Ｓ５、Ｓ１０の３店舗が、相
対的に「Ｒｐ大」の来店者割合が多く、今後、新規の来店者が増える可能性が高いと判断
できる。また、この３店舗は、店舗選定の際に積極的に行動する人に好まれるという共通
の性質を持っているため、３店舗で連携したキャンペーン等も有効と判断できる。例えば
、店舗Ｓ１が混雑しているときに、店舗Ｓ５またはＳ１０を来店者に紹介して誘導する、
あるいは、３店舗相互で使えるクーポン券を発行するなどの施策が考えられる。なお、リ
ーダーポイントに基づいて、クーポン券や優待サービスを提供する顧客（ユーザ）を選定
してもよい。例えば、店舗Ｓ１に来店した顧客の中で、リーダーポイントが特定の条件を
満たす顧客を対象にしてクーポン券を提供してもよい。例えば、「Ｒｐ大」の顧客やリー
ダーポイントが「０．６」以上の顧客などを対象にしてクーポン券を提供してもよい。リ
ーダーポイントの高い顧客は、その顧客の友人・知人等にその店を紹介する可能性が高い
ため、より多くの新規顧客が増える効果が期待でき、効率的なプロモーション活動が可能
になる。
【００７８】
　図１８（ａ）－（ｂ）は、管理用クライアント１８に表示されるさらに別の情報を示し
、これらは、リーダーポイントの分布情報を表示する別の一例である。ここで、図１８（
ａ）はグラフ表示を示し、図１８（ｂ）はテーブル表示を示す。このような表示を行うた
めには、図４に示す店舗情報テーブルにおいて、ジャンルごとに、Ｒｐカテゴリ別に人数
を集計すればよい。図１８（ａ）－（ｂ）は、店舗別ではなく、ショッピングモール等の
特定のエリアにある店舗を対象に、料理のジャンル別に、リーダーポイントの分布を示し
ている。本図では、「和食」、「フレンチ」、「エスニック」の３つのジャンルにおいて
、「Ｒｐ大」の割合が高い。このため、この３つのジャンルは、相対的に、今後の新規顧
客が増える可能性が高いと予想される。ショッピングモールの運営者は、この３つのジャ
ンルの店舗を増やす等、今後の事業計画作成に、このような情報を活用することができる
。また、この３つのジャンルの店舗で、相互に顧客を誘導する等のキャンペーンも有効と
考えられる。
【００７９】
　図１９（ａ）－（ｂ）は、管理用クライアント１８に表示されるさらに別の情報を示し
、これらは、複数の店舗を集計し、店舗で扱う商品の価格帯別に、リーダーポイントの分
布情報を表示する一例である。ここで、図１９（ａ）はグラフ表示を示し、図１９（ｂ）
はテーブル表示を示す。この価格帯は、例えば、飲食店のメニューの中心的な価格帯を示
す。本図において、「２５００円～１００００円」の価格帯の商品を扱う店舗は、他の価
格帯の商品を扱う店舗に比べて、「Ｒｐ大」の割合が高い。従って、ショッピングモール
の運営者は、今後、「２５００円～１００００円」の価格帯の商品を扱う店舗を増やすこ
とがショッピングモールの売上増につながる可能性がある、といった判断ができる。
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【００８０】
　なお、グループが入店した後、店内における端末装置１６の位置情報を収集し、管理用
クライアント１８に提供してもよい。例えば、店内における端末装置１６の位置情報を図
３に示す位置情報テーブルに継続して記録する。そして、ポイント履歴テーブル４４から
グループが入店した店舗に該当するデータを抽出し、端末ＩＤをキーとして、位置情報テ
ーブルと結合させることにより、端末装置１６の位置情報と、端末装置１６のリーダーポ
イントを関連付けることができる。なお、この場合は、集計処理部２６における集計処理
を省略し、今回の入店に関連するリーダーポイント（１回のグループ行動におけるリーダ
ーポイント）のみを関連付けてもよい。あるいは、集計処理部２６において過去１週間や
過去１カ月における端末装置１６のリーダーポイント代表値（平均値、中央値、最頻値な
ど）を算出して関連付けてもよい。
【００８１】
　集計処理部２６は、店内地図の上に各端末装置１６のリーダーポイントを表示する表示
用データを作成する。そして、制御部３０が、送受信部２０を介して、表示用データを管
理用クライアント１８に送信する。グループが入店した店舗の店員は、このような情報を
閲覧することにより、現在店内にいる顧客の誰がどの程度のリーダーポイントを持ってい
るかを把握することができる。そして、リーダーポイントの高い人にメニューやワインリ
ストを優先的に渡す等、顧客サービスの向上と効率化を図ることができる。
【００８２】
　本実施例においては、位置情報管理部２２に格納された端末装置１６の緯度、経度情報
を用いて、リーダーポイントを算出する方法を説明したが、別の方法を用いることもでき
る。例えば、ショッピングモールや商店街に設置された監視カメラの画像・映像を解析し
、画像認識の手法を用いて、ステップＳ１００、Ｓ１１０に相当する処理を行ってもよい
。この場合、ユーザは端末装置１６を持ち歩く必要がない。また、緯度、経度情報は必ず
しも必要なく、グループ内メンバーの相対的な位置関係や、相対的な移動情報を取得でき
ればよい。また、ショッピングモールや商店街の通路に設置された監視カメラと、店舗入
り口に設置された監視カメラとを連携させて、顔認識技術を用いることにより、入店時の
どの人のリーダーポイントが高いか、どの人のリーダーポイントが低いかを店員が知るこ
とができる。そのような情報を知ることにより、リーダーポイントの高い人にメニューや
ワインリストを優先的に渡す等、顧客サービスの向上と効率化を図ることができる。
【００８３】
　また、店内におけるグループ行動履歴を取得し、商品選択に係る影響力を推定してもよ
い。例えば、あるメンバーが購入した商品の棚に最初に到着したメンバーを特定し、その
メンバーのリーダーポイントを加算する等の処理を行って、商品選択に係るリーダーポイ
ント（影響力値）を算出してもよい。すなわち、本実施の形態に係る発明によれば、選択
対象物が店舗の場合に限らず、商品など含む、アイテムの選択（選定）に係るリーダーポ
イント（影響力値）を算出することができる。
【００８４】
　また、商品選択に係るリーダーポイントを算出した後、商品別にリーダーポイントカテ
ゴリごとの購入者数を集計してもよい。例えば、図１５に示した店舗別の表示を、商品別
に変えて表示すればよい。そのような情報を提供することにより、店舗運営者は、「Ｒｐ
大の割合の多い商品は、今後需要が伸びる可能性が高い」等の予想をすることができる。
【００８５】
　また、上述の説明では、集計処理部２６が、ポイント算出部４２において算出したリー
ダーポイントを集計することによって、各アイテムに対するリーダーポイントを算出した
が、別の方法を用いてもよい。例えば、図１１に示すポイント履歴テーブル４４から、特
定のアイテムに関連するリーダーポイントを抽出し、そのアイテム（そのアイテムに係る
情報）に対応させて、抽出したリーダーポイントの一覧を管理用クライアント１８に提供
し、表示させてもよい。例えば、図１１に示す一例において、店舗ＩＤが「Ｓ１」に対応
するリーダーポイントは、「０．２」、「０．５」、「０．３」、「０．９」、「０．１
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」の５個であるが、この５個のリーダーポイントの一覧リストを店舗「Ｓ１」に関連付け
て表示するようにしてもよい。この場合は、集計処理部２６を省略することができる。な
お、アイテムに係る情報としては、店舗ＩＤ、店舗名、店舗の住所、店舗の電話番号など
を用いることができる。アイテムに関連するリーダーポイントの数が少ない場合などには
、リーダーポイントを集約した情報よりも、集約しない生のデータの提供した方が、店舗
運営者にとって有益な場合があるため、そのような場合には、このようにポイント履歴テ
ーブル４４に格納された個々のリーダーポイントの情報を提供するとよい。
【００８６】
　本実施例によれば、位置情報の時系列データに基づいて、グループを形成するので、行
動をともにする複数の主体をグループ化できる。また、グループ化が自動的になされるの
で、ユーザに対する利便性を向上できる。また、位置情報の時系列データに基づいて、グ
ループ内の主体の影響力が高いとされる所定の行動パターンに合致する度合いを示す特徴
行動量を算出してからリーダーポイントを算出するので、グループ内のユーザの影響力を
考慮したリーダーポイントを導出できる。
【００８７】
　顧客および店舗の運営者等に負担をかけることなく、アイテム（店舗または商品）の選
択に係るグループ内メンバーの影響力を推定したリーダーポイントをアイテムごとに集計
した情報（アイテムポイント）を店舗運営者等に提供できる。これにより、店舗運営者等
に対して、従来にない新しい切り口で、個々のアイテムの持つ性質を鮮明に伝えることが
できる。例えば、「リーダーポイントの高い顧客に利用されたアイテムは、今後さらに需
要の増加が見込める」等の需要予測に役立つ情報を提供できる。また、「リーダーポイン
トの高い顧客は、他者への影響力が強いと推定されるため、リーダーポイントの高い顧客
をターゲットに宣伝、優待等のプロモーションを行うのが効率的である」等の販売促進戦
略に役立つ情報を提供できる。また、「リーダーポイントの分布パターンの類似する店舗
同士は、顧客層が類似すると判定できるため、そのような店舗間で相互に顧客を誘導した
り、複数の店舗を連携させたキャンペーンを実施したりすると、地域全体の売上増に効果
的である」等の複数の店舗連携に役立つ情報を提供できる。また、「入店した顧客グルー
プの中で、リーダーポイントの高い顧客は誰か」等の顧客サービスの向上と効率化に役立
つ情報を提供できる。
【００８８】
　また、位置情報の時系列データにおける主体の移動パターンが、所定の行動パターンに
合致する回数、合致する時間、合致する移動距離、合致する確率、のうちの少なくとも１
つを特徴行動量として算出するので、行動パターンの合致度にあった特徴行動量を導出で
きる。また、特徴行動量が多いほど、高い値となるようにリーダーポイントを算出するの
で、行動パターンの合致度に応じたリーダーポイントを導出できる。また、所定の行動パ
ターンは、グループの移動方向を基準にして、グループの先頭から所定順位の位置に主体
が位置するパターンであるので、グループ中のユーザが存在する位置に応じたユーザの影
響力を高い精度で推定できる。また、所定順位が高いほど、高くなるようなリーダーポイ
ントを算出するので、グループの先頭部分に存在するユーザの影響力が大きいと推定でき
る。
【００８９】
　また、所定の行動パターンは、グループが複数に分割してから合流した場合に、合流後
に移動する方向に分割時から主体が移動しているパターンであるので、ユーザの影響力を
高い精度で推定できる。また、グループが複数に分割したときの小グループに含まれる主
体の数に基づいて、リーダーポイントを算出するので、影響力の大きさを高い精度で推定
できる。また、所定の行動パターンは、主体が停止した場合に、当該停止に追従して他の
主体も停止するパターンであるので、主体が停止する際の影響力を推定できる。また、停
止に追従して停止した他の主体の数に基づいて、リーダーポイントを算出するので、影響
力の大きさを高い精度で推定できる。また、グループに含まれた主体の数に応じて、リー
ダーポイントを算出するので、影響力の大きさを高い精度で推定できる。
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【００９０】
（実施例２）
　次に、実施例２を説明する。実施例２は、実施例１と同様に、情報提供システムに関す
る。実施例２に係る情報提供装置１０も、複数の端末装置１６の位置情報を使用してグル
ープを形成するとともに、グループ内の各ユーザの影響力を推定するが、各ユーザの影響
力を推定する際に、ユーザの属性情報も使用する。実施例２に係る情報提供システム１０
０は、図１と同様のタイプである。ここでは、差異を中心に説明する。
【００９１】
　図２０は、本発明の実施例２に係る情報提供装置１０の構成を示す。情報提供装置１０
は、図２と同様に構成されるが、グループ情報処理部２４は、ユーザ情報格納部３２に記
憶されたデータベースを参照可能に構成される。ポイント算出部４２は、位置情報だけで
なく、主体に対応したユーザの属性情報（年齢、性別など）を使用してグループ内の影響
力を推定することによって、リーダーポイントを算出する。ユーザ情報格納部３２は、ユ
ーザ属性情報を格納する。
【００９２】
　図２１は、ユーザ情報格納部３２に記憶されたデータベースのデータ構造を示す。端末
ＩＤ（またはユーザＩＤ）と、生年月日、性別、勤務先、役職、年収、今月の小遣い、な
どのユーザ属性項目が関連付けられながら格納されている。これは、一例であり、これ以
外のユーザ属性項目のデータが格納されてもよいし、一部の属性項目のみが格納されても
よい。図２０に戻る。
【００９３】
　実施例１におけるポイント算出部４２は、位置情報に基づくリーダーポイントを算出し
たが、実施例２におけるポイント算出部４２は、それに加えて、ユーザ属性情報に基づく
リーダーポイントを算出する。さらに、ポイント算出部４２は、２つのリーダーポイント
を用いて、総合的なリーダーポイントを算出する。以下では、端末装置１６ｉの位置情報
に基づくリーダーポイントをＰｇ［ｉ］、ユーザ属性情報に基づくリーダーポイントをＰ
ｈ［ｉ］、総合的なリーダーポイントをＰ［ｉ］とする。ポイント算出部４２は、ユーザ
属性情報に基づくリーダーポイントＰｈ［ｉ］を以下に示す方法で算出する。
【００９４】
　第１の方法は、ユーザ属性項目毎に設定されたルールに基づき算出する方法である。例
えば、一般的には、年齢が高いユーザの影響力が高いので、生年月日に基づいて、Ｐｈ［
ｉ］を算出することができる。具体的には、ポイント算出部４２は、グループ内ユーザの
生年月日に基づき、年齢が高いほど大きな値のリーダーポイントを付与する。例えば、ポ
イント算出部４２は、年齢が１番高いユーザに「１０」、年齢が２番目に高いユーザに「
７」、年齢が３番目に高いユーザに「５」のリーダーポイントを付与する。また、ポイン
ト算出部４２は、付与するリーダーポイントの最大値を１として、０より大きく、１以下
の値のリーダーポイントを年齢に応じて付与するようにしてもよい。また、ポイント算出
部４２は、年齢の順位が１つ異なる人と、年齢差が所定値以下である場合は、年齢差を無
視して同じリーダーポイントを付与する等のルールを入れてもよい。
【００９５】
　また、ポイント算出部４２は、役職が高いほど、大きなリーダーポイントを付与する等
のルールを用いてもよい。例えば、社長に「１０」、部長に「５」、課長に「２」等のリ
ーダーポイントを付与する。また、ポイント算出部４２は、年収や今月の小遣いの金額に
応じてリーダーポイントを算出してもよい。例えば、年収が高い人ほど影響力が高い傾向
があるため、年収に所定係数（０．１％等）を乗じた値をＰｈ［ｉ］とすることができる
。また、ポイント算出部４２は、年収が１番多い人に「１０」、２番目の人に「８」等の
リーダーポイントを付与してもよく、年収の順序に応じて、所定のリーダーポイントを付
与してもよい。今月の小遣いについても同様であるが、今月の小遣いの方が、飲食店等で
各人が使える金額を正確に表す場合もあるため、年収を使うよりも正確に影響力を推定で
きる場合がある。また、ポイント算出部４２は、性別に基づいてリーダーポイントを算出
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してもよい。
【００９６】
　第２の方法は、複数のユーザ属性項目を用いて、ユーザ属性項目毎に算出されるリーダ
ーポイントを加算する方法である。つまり、ポイント算出部４２は、ユーザの属性情報に
含まれた複数の項目に基づいてリーダーポイントを算出する。まず、ポイント算出部４２
は、生年月日に関して、第１の方法で述べた「年齢が高いほどリーダーポイントが高くな
る」ルールを用いて、生年月日に関するリーダーポイントＰｈ［１］［ｉ］を算出する。
次に、ポイント算出部４２は、役職に関して、第１の方法で述べた「役職が高いほどリー
ダーポイントが高くなる」ルールを用いて、役職に関するリーダーポイントＰｈ［２］［
ｉ］を算出する。このようにして、ポイント算出部４２は、Ｌ個のユーザ属性項目に対し
て、Ｐｈ［ｌ］［ｉ］（ｌ＝１～Ｌ、ｉ＝１～Ｎ）を算出し、次のように、ユーザ属性情
報に基づくリーダーポイントＰｈ［ｉ］を算出する。ここで、ｗ［ｌ］（ｌ＝１～Ｌ）は
、ユーザ属性項目毎に定まる所定の重み係数であり、ｗ［ｌ］＞０である。
【数１】

【００９７】
　第３の方法は、複数のユーザ項目の組合せを用いて設定されたルールに基づき算出する
方法である。例えば、ポイント算出部４２は、生年月日が所定の範囲にあり、かつ所定の
性別のユーザのリーダーポイントを相対的に高く算出する。例えば、特定の年齢層の女性
は、飲食店への要求レベルが高い傾向にあるため、生年月日が所定の範囲であり、性別が
女性のユーザに対して、所定のリーダーポイントを付与して、そのようなユーザの嗜好が
グループの意思決定に反映され易くする。この第３の方法を単独で用いてもよいし、他の
方法と組み合せてもよい。例えば、ポイント算出部４２は、まず式（１）にしたがって、
リーダーポイントを算出し、次に生年月日が所定の範囲にあり、かつ所定の性別のユーザ
に対して、「１０」のリーダーポイントを加算する等の処理を行ってもよい。
【００９８】
　第４の方法は、ユーザの所属する組織を考慮したルールを用いる方法である。その際、
ポイント算出部４２は、ユーザ情報格納部３２に記憶された情報を参照する。図２２は、
ユーザ情報格納部３２に記憶された別のデータベースのデータ構造を示す。これは、会社
間の取引関係を示す。ここは、Ｘ社がＹ社に仕事を発注し、さらにＹ社がＺ社に仕事を発
注している状況を示している。一般的には、発注先の会社の人が、発注元の会社の人の嗜
好に合わせて、レストラン等の店を選ぶことが多いため、そのような傾向をリーダーポイ
ントに反映させる。図２１、図２２に示す例では、勤務先＝Ｘのユーザのリーダーポイン
トが最も高く、次に勤務先＝Ｙのユーザのリーダーポイントが高く、勤務先＝Ｚのユーザ
のリーダーポイントが最も低くなる。また、勤務先が同じユーザが複数存在する場合、そ
れらのリーダーポイントを同じ値にしてもよいし、生年月日、性別、役職などの属性項目
を用いて、差をつけてもよい。
【００９９】
　第５の方法は、生年月日と処理を行う月日（現在日時）との関係を用いる方法である。
例えば、リーダーポイントを算出する年月日が２０１５年５月３日であり、生年月日が１
９７９年５月３日のユーザがグループに存在する場合、その人のお誕生会等が行われる可
能性があるため、ポイント算出部４２は、その人のリーダーポイントを通常よりも高く算
出する。すなわち、ポイント算出部４２は、処理を行う日が誕生日または誕生日の近傍に
該当するユーザのリーダーポイントを相対的に高く算出する。このようにポイント算出部
４２は、処理を実行する日付とユーザの属性情報との関係に応じてリーダーポイントを算
出する。
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【０１００】
　第６の方法は、性別と処理を行う月日（現在日時）との関係を用いる方法である。例え
ば、リーダーポイントを算出する現在日時が２０１５年３月１４日のホワイトデーである
場合、男性が女性の嗜好に合わせて飲食店を選ぶ可能性が高いので、ポイント算出部４２
は、女性のリーダーポイントを通常よりも高く算出する。なお、ポイント算出部４２は、
上述した第１～第６の方法は、いずれか１つを単独で用いてもよいし、複数の方法を組み
合せて使ってもよい。
【０１０１】
　次に、ポイント算出部４２は、総合的なリーダーポイントＰ［ｉ］を次のように算出す
る。
【数２】

　ここで、実施例１で説明した端末ｉの位置情報に基づくリーダーポイントをＰｇ［ｉ］
、ユーザ属性情報に基づくリーダーポイントをＰｈ［ｉ］と示す。また、α１、α２は、
α１＞０、α２＞０を満たす所定の係数である。つまり、ポイント算出部４２は、位置情
報に基づくリーダーポイントとユーザ属性情報に基づくリーダーポイントとの重み付き加
算を実行する。なお、α１＝１、α２＝１として、位置情報に基づくリーダーポイントと
ユーザ属性情報に基づくリーダーポイントとの和（加算値）を総合的なリーダーポイント
としてもよい。
【０１０２】
　また、ポイント算出部４２は、総合的なリーダーポイントＰ［ｉ］を次のように算出し
てもよい。

【数３】

　ここで、γ１、γ２は、γ１＞０、γ２＞０を満たす所定数である。すなわち、Ｐｇ［
ｉ］を基数とし、γ１を指数とする累乗値と、Ｐｈ［ｉ］を基数とし、γ２を指数とする
累乗値との積（乗算値）をＰ［ｉ］とする。Ｐｇ［ｉ］をＰｈ［ｉ］に強く反映させたい
場合は、γ１を大きな値にし、Ｐｈ［ｉ］をＰｈ［ｉ］に強く反映させたい場合は、γ２
を大きな値にするとよい。なお、γ１＝１、γ２＝１として、位置情報に基づくリーダー
ポイントとユーザ属性情報に基づくリーダーポイントとの積（乗算値）を総合的なリーダ
ーポイントとしてもよい。ポイント算出部４２が、式（２）または式（３）に基づいて、
総合的なリーダーポイントをＰ［ｉ］を算出した後、実施例１と同様な処理が実行されれ
ばよい。
【０１０３】
　実施例１と同様に、情報提供装置１０が表示用データを作成し、管理用クライアント１
８に送信する。管理用クライアント１８は、以下に説明するようなグラフや表を表示する
ことができる。図２３は、本発明の実施例２に係る管理用クライアント１８に表示される
情報を示し、これは、ある店舗の来店者を性別・年代別に分類し、さらにリーダーポイン
トカテゴリ別に人数を集計した結果を表形式で表示する一例である。集計処理部２６が、
図２１に示すユーザ属性テーブルと、図１１に示すポイント履歴テーブル４４とを、端末
ＩＤをキーにして結合し、項目別に集計することで、この表を表示するデータが得られる
。
【０１０４】
　図２４は、本発明の実施例２に係る管理用クライアント１８に表示される別の情報を示
し、これは、図２３のデータをグラフで表示した例である。グラフ表示することで、より
直感的に店舗の特性を把握し易くなる。このグラフから、リーダーポイントの高い購入者
の割合が高い層が１０代女性と３０代男性であることが分かる。リーダーポイントの高い
顧客はより新規客を呼び込んでくる可能性が高いことから、１０代女性および３０代男性
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をターゲットとしたプロモーションの効果が高いと考えられる。一方、リーダーポイント
の低い人は、他者の意見や提案を受容し、それに従う傾向が相対的に強いと考えられる。
特に、著名人の発言に比較的影響を受け易いと予想される。本図に示す例では、３０代女
性ではリーダーポイントが低い購入者の割合が高い。このため、３０代女性に人気のある
著名人を広告に起用したり、この店舗の情報を発信したりしてもらうことが、この店舗の
売上を増やす上で効果的な施策と判断できる。
【０１０５】
　図２５は、本発明の実施例２に係る管理用クライアント１８に表示されるさらに別の情
報を示し、これは、関東エリアに立地する、全国的に有名なある店舗の来店者を居住地域
別に分類し、さらにリーダーポイントカテゴリ別に人数を集計し、表形式で表示した一例
である。このようなデータも、集計処理部２６が、ユーザ属性テーブルと、ポイント履歴
テーブル４４とを、端末ＩＤをキーにして結合し、項目別に集計することで得られる。
【０１０６】
　図２６は、本発明の実施例２に係る管理用クライアント１８に表示されるさらに別の情
報を示し、これは、図２５と同じデータをグラフで表示した例である。ショッピングモー
ルなどの施設は、近隣の住民のみならず遠方からの来店者の呼び込みも重要であるが、全
国に広告を展開するためにはコストが高くなってしまう。そこで、近隣の地域と比べて遠
方からの来店者は相対的に人数が少ないが、例えば、四国からの来場者はリーダーポイン
トが高い人の割合が多いことから、四国をターゲットにしたプロモーションを行うことが
、遠方からの来場者を増やす上で、最も効率がよいと判断できる。
【０１０７】
　本実施例によれば、主体に対応したユーザの属性情報に応じてもリーダーポイントを算
出するので、グループ内のユーザの影響力の推定精度を向上できる。また、ユーザの属性
情報に含まれた複数の項目に基づいてリーダーポイントを算出するので、推定精度を向上
できる。また、処理を実行する日付とユーザの属性情報との関係に応じてリーダーポイン
トを算出するので、処理を実行する日付を考慮しながら影響力を推定できる。また、端末
装置の位置情報の他に、端末装置を使用するユーザの属性情報を用いて、より高い精度で
リーダーポイントを算出できるため、店舗運営者やショッピングモールの運営団体により
効果的な情報を提供できる。また、ユーザの属性情報を用いることにより、店舗選定や商
品選定に係るグループ内メンバーの影響力をリーダーポイントとして精度よく数値化でき
る。また、ユーザの属性情報と、リーダーポイントとを自由自在に組み合わせた集計が可
能になるため、従来にない視点で来店者や購入者の傾向を分析することができる。このた
め、プロモーションの行い方やターゲット選定の精度を高めることができる。
【０１０８】
（実施例３）
　次に、実施例３を説明する。実施例３は、これまでと同様に、情報提供システムに関す
る。実施例３に係る情報提供装置１０も、実施例２と同様に、複数の端末装置１６の位置
情報を使用してグループを形成するとともに、グループ内の各ユーザの影響力を推定する
。実施例３は、グループが家族である場合を想定する。実施例３に係る情報提供システム
１００、情報提供装置１０は、図１、図２０と同様のタイプである。ここでは、差異を中
心に説明する。
【０１０９】
　まず、ステップＳ１００においてグループを形成する際に、ユーザ属性情報を用いるこ
とにより、グループ形成の精度を向上させる。また、グループ形成部４０は、主体に対応
したユーザの属性情報に応じて、グループを形成するための条件を変更する。ユーザの属
性情報は、ユーザ情報格納部３２に記憶されている。
【０１１０】
　図２７は、本発明の実施例３に係るユーザ情報格納部３２に記憶された別のデータベー
スのデータ構造を示す。図示のごとく、家族単位で端末ＩＤが登録されている。図２０に
戻る。グループ形成部４０は、家族単位で端末ＩＤが登録されている場合、これらの端末
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装置１６を１つのグループと判定する条件を、通常に比べて緩和する。例えば、所定時間
以上、所定の距離以内に存在する端末装置１６を１つのグループとして判定する場合、グ
ループ形成部４０は、端末間の距離のしきい値を通常よりも長くしたり、所定時間を短く
したりする。家族は共通の目的地に向かって、一緒に行動する可能性が高いという仮定に
基づく処理である。例えば、目的地に向かう過程において、一時的に子供が先に離れて行
ってしまっても、グループ行動である判定を維持して、適切な情報提供をすることができ
る。
【０１１１】
　次にステップＳ１１０において、ポイント算出部４２は、図２７に示したデータベース
に登録された生年月日と続柄を用いて、所定年齢以下（例えば、小学生以下）の子供の位
置情報に基づくリーダーポイントを親よりも低くする処理を行う。例えば、ポイント算出
部４２は、グループの先頭に子供が位置する回数が多くても、位置情報に基づくリーダー
ポイントにあまり反映しない処理を行う。具体的には、ポイント算出部４２は、所定年齢
以下の子供の端末装置１６に対して、先頭位置が観測された回数に０．１を乗じたり、リ
ーダーポイント算出に使う先頭位置の回数に上限を設けたりする等の制御処理を行う。小
さい子供は衝動的、突発的に行動することが多いが、このような制御処理を行うことによ
り、位置情報に基づくリーダーポイントを精度よく算出できる。
【０１１２】
　また、ポイント算出部４２は、一般的に、家庭内における母親の影響力が最も強いため
、母親のリーダーポイントを最も大きくする処理を行ってもよい。また、ポイント算出部
４２は、処理を行う月日（現在日時）と家庭内の続柄との関連性を用いて算出してもよい
。例えば、リーダーポイントを算出する現在日時が２０１５年６月２１日であり、父の日
に相当する場合、ポイント算出部４２は、父親のリーダーポイントを通常よりも高く算出
してもよい。
【０１１３】
　また、ユーザ属性情報にグループにおけるメンバーの種別（役割）に関する情報を格納
し、ポイント算出部４２は、その情報を用いてリーダーポイントを算出してもよい。例え
ば、団体旅行におけるツアーガイドは、グループの先頭に位置する頻度が高いため、ユー
ザ属性情報に「ガイド」、「顧客」等のメンバー種別を格納し、「ガイド」のリーダーポ
イントを低減する、あるいはリーダーポイント算出対象から除外する等の処理を行っても
よい。
【０１１４】
　本実施例によれば、主体に対応したユーザの属性情報に応じて、グループを形成するた
めの条件を変更するので、家族等の事情に適したグループを形成できる。また、家族構成
に応じてリーダーポイントを算出するので、家族内での影響力を高い精度で推定できる。
【０１１５】
（実施例４）
　次に、実施例４を説明する。実施例４は、これまでと同様に、情報提供システムに関す
る。実施例１において、各アイテムに対するリーダーポイントのカテゴリ別の分布（頻度
）、各アイテムに対するリーダーポイントの代表値や、ばらつき度合いを示す値などの統
計値が算出されている。一方、実施例４では、各端末装置１６（または各ユーザ）ごとの
リーダーポイントの統計値を算出し、それに基づいて、各アイテムに対するアイテムポイ
ントを算出する。実施例４に係る情報提供システム１００、情報提供装置１０は、図１、
図２０と同様のタイプである。ここでは、差異を中心に説明する。
【０１１６】
　図２０の集計処理部２６は、所定のタイミングで、ポイント履歴テーブル４４を走査し
、端末ＩＤごとに以下の指標、つまりリーダーポイントを集約した指標（統計値）を算出
する。所定のタイミングとしては、１日１回、１時間に１回等の所定の時間間隔でもよい
し、ポイント履歴テーブル４４に新規データが登録されたタイミングでもよい。また、ポ
イント履歴テーブル４４に格納された全データを対象に処理を行ってもよいし、所定期間
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（直近の１カ月分など）に該当するデータのみを対象にしてもよい。
【０１１７】
（１）リーダーポイントの代表値
　集計処理部２６は、端末装置１６ごとのリーダーポイントの代表値を算出する。代表値
としては、平均値、中央値、最頻値のいずれかを用いることができるが、以下の説明では
、平均値を用いるものとする。例えば、ポイント履歴テーブル４４に、ある端末装置１６
（第Ｘ端末装置１６ｘ）のリーダーポイントが３つ記録されており、それぞれ「０．６」
、「０．４」、「０．２」である場合、平均値は、「（０．６＋０．４＋０．２）÷３＝
０．４」となる。あるいは、グループの人数に応じてリーダーポイントを補正した後に平
均値を算出してもよい。１つのグループ内で、リーダーポイントの総和が「１」になるよ
うに正規化されている場合、グループの人数が多くなるほど、１人あたりのリーダーポイ
ントの平均値（期待値）は小さくなる。また、正規化されていない場合であっても、グル
ープの人数が多くなると、各メンバーがグループの先頭に位置する頻度が少なくなるため
、１人あたりのリーダーポイントは小さくなる傾向がある。
【０１１８】
　このため、グループ人数が多い場合には、リーダーポイントの値を増やす等の補正処理
を行う。例えば、あるグループの人数が５人以上～８人未満である場合に、リーダーポイ
ントを「１．２５倍」し、８人以上～１２人未満の場合に、リーダーポイントを「１．５
倍」し、１２人以上である場合に、リーダーポイントを「２．０倍」する。上述の第Ｘ端
末装置１６ｘのリーダーポイントが算出されたときのグループ人数がそれぞれ「３人」、
「６人」、「１２人」であったとすると、「（０．６＋０．４×１．２５＋０．２×２．
０）÷３＝０．５」が、平均値（補正付き平均値）となる。
【０１１９】
（２）リーダーポイントのばらつき度合いを示す値
　集計処理部２６は、第Ｘ端末装置１６ｘのリーダーポイントのばらつき度合いを示す値
を算出する。例えば、標準偏差、分散、（最大値－最小値）、四分位範囲（第３四分位数
－第１四分位数）などを用いることができるが、以下の説明では標準偏差を用いるものと
する。
【０１２０】
（３）リーダーポイントカテゴリ別の度数（頻度）
　ステップＳ３１０と同様に、集計処理部２６は、所定のルールを用いて、リーダーポイ
ントをリーダーポイントカテゴリに対応させ、端末装置１６（ユーザ）ごとにカテゴリ別
のデータ数（度数、頻度）を算出する。なお、ステップＳ３１０で述べたように、グルー
プの人数に応じて、分類基準を変更してもよい。
【０１２１】
（４）リーダーポイントカテゴリ別の相対度数
　集計処理部２６は、（３）で算出されたリーダーポイントカテゴリ別の度数を相対化す
る。具体的には、端末装置１６（ユーザ）ごとに、度数の合計が「１」になるような相対
度数を算出する。例えば、第Ｘ端末装置１６ｘのカテゴリ別の度数が、「Ｒｐ大＝８」、
「Ｒｐ中＝１２」、「Ｒｐ小＝５」である場合、それぞれの相対度数は、「Ｒｐ大＝８÷
（８＋１２＋５）＝０．３２」、「Ｒｐ中＝１２÷（８＋１２＋５）＝０．４８」、「Ｒ
ｐ小＝５÷（８＋１２＋５）＝０．２」となる。
【０１２２】
　なお、集計処理部２６は、上述した（１）～（４）の指標を、端末装置１６と店舗ジャ
ンルとの組み合せごとに算出してもよい。店舗ＩＤをキーにして店舗情報テーブルとポイ
ント履歴テーブル４４とを結合させることにより、そのような算出が可能になる。例えば
、ある端末装置１６（第Ｘ端末装置１６ｘ）について、「（第Ｘ端末装置１６ｘ、和食）
のＲｐ代表値＝０．２」、「（第Ｘ端末装置１６ｘ、洋食）のＲｐ代表値＝０．５」、「
（第Ｘ端末装置１６ｘ、中華）のＲｐ代表値＝０．３」、といった指標を算出してもよい
。（２）のリーダーポイントのばらつき度合いを示す指標についても同様である。
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【０１２３】
　また、集計処理部２６は、（４）のカテゴリ別の相対度数として、端末装置１６と店舗
ジャンルとの組み合せごとに、度数の総和が「１」になるような相対度数を算出すればよ
い。例えば、「（第Ｘ端末装置１６ｘ、和食）のＲｐ大の相対度数＝０．１」、「（第Ｘ
端末装置１６ｘ、和食）のＲｐ中の相対度数＝０．４」、「（第Ｘ端末装置１６ｘ、和食
）のＲｐ小の相対度数＝０．５」、「（第Ｘ端末装置１６ｘ、洋食）のＲｐ大の相対度数
＝０．４」、「（第Ｘ端末装置１６ｘ、洋食）のＲｐ中の相対度数＝０．４」、「（第Ｘ
端末装置１６ｘ、洋食）のＲｐ小の相対度数＝０．２」、などと算出すればよい。
【０１２４】
　集計処理部２６は、上述した方法で各指標を算出し、その結果を集計処理部２６内部の
ユーザ別ポイント集計テーブル４６に格納する。図２８は、本発明の実施例４に係るユー
ザ別ポイント集計テーブル４６のデータ構造を示す。図示のごとく、端末ＩＤ（ユーザＩ
Ｄ）と、上述した（１）～（４）のそれぞれの指標とを関連付けて格納している。図２９
は、本発明の実施例４に係る別のユーザ別ポイント集計テーブル４６のデータ構造を示す
。本図は、端末装置１６と店舗ジャンルとの組み合せごとに、それぞれの指標を算出し、
格納した一例である。
【０１２５】
　さらに集計処理部２６は、各店舗のＰＯＳデータなどに基づき、図３０に示すような購
入履歴テーブル４８を作成し、格納する。図３０は、本発明の実施例４に係る購入履歴テ
ーブル４８のデータ構造を示す。本図に示すように、店舗ＩＤと、端末ＩＤ（ユーザＩＤ
）と、商品ＩＤと、数量と、購入日時とを関連付けて格納している。端末ＩＤ（ユーザＩ
Ｄ）は、店舗のレジにおいて、近距離無線通信を使って端末装置１６から取得してもよい
し、あらかじめ顧客のポイントカードと連携させておき、取得してもよい。店舗運営者は
、購入履歴テーブル４８により、誰が、いつ、どこで、何を、どれだけ購入したかを把握
することができる。
【０１２６】
　このように集計処理部２６は、ポイント算出部４２において算出した端末ＩＤごとのリ
ーダーポイントの統計値、例えば平均値等を集計することによって、各アイテムに対する
アイテムポイントを算出する。さらに、集計処理部２６は、ユーザ別ポイント集計テーブ
ル４６と、購入履歴テーブル４８とに基づいて、管理用クライアント１８に表示させるた
めの表示用データを作成する。そして、制御部３０が、送受信部２０を介して、表示用デ
ータを管理用クライアント１８に送信する。
【０１２７】
　管理用クライアント１８は、情報提供装置１０から表示用データを受信すると、それに
基づき、リーダーポイントに係る情報を表示部に表示する。図３１は、本発明の実施例４
に係る管理用クライアント１８に表示される情報を示し、これは、リーダーポイント情報
の表示の一例である。店舗別のリーダーポイントの平均値（Ｒｐ平均値）と、リーダーポ
イントの標準偏差（Ｒｐ標準偏差）を示す表である。このデータは、端末ＩＤをキーにし
て、ユーザ別ポイント集計テーブル４６と、購入履歴テーブル４８とを結合することによ
り作成することができる。例えば、図３０に示す購入履歴テーブル４８の一例において、
店舗「Ｓ３」を端末ＩＤ「Ａ」、「Ｂ」の２台が利用しており、図２８に示す一例のよう
に、端末ＩＤ「Ａ」、「Ｂ」のＲｐ平均値がそれぞれ「０．２」、「０．５」である場合
、それらの平均値「（０．２＋０．５）÷２＝０．３５」を、店舗「Ｓ３」のアイテムポ
イントとして算出できる。すなわち、端末装置１６ごとのリーダーポイントの平均値に基
づいて、各アイテムに対するアイテムポイントを算出することができる。なお、１つの端
末装置１６が１つの店舗を複数回利用している場合に、その利用回数を考慮して平均値を
算出してもよいし、考慮しなくてもよい。例えば、利用回数の多い端末装置１６ほど大き
な重み係数となるように加重平均を算出してもよい。あるいは、利用回数に関わらず、全
ての端末装置１６の重み係数を「１」として平均値を算出してもよい。また、購入した商
品数量を考慮して平均値を算出してもよい。次に、このように算出した平均値を用いて、
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店舗ごとにリーダーポイントの標準偏差を算出する。例えば、上述の一例において、店舗
「Ｓ３」の標準偏差を算出すると、「ＳＱＲＴ（（（０．２－０．３５）＾２＋（０．５
－０．３５）＾２）÷２）＝０．１５」となる。なおここで、「ＳＱＲＴ」は平方根を、
「＾２」は２乗を表す。また、簡易的に処理を行う場合には、端末装置１６ごとの標準偏
差の平均値を算出し、それをリーダーポイントの標準偏差の近似値と見なす処理を行って
もよい。
【０１２８】
　店舗Ｓ２１は、店舗Ｓ２２に比べて、来店した顧客（商品購入した顧客）のリーダーポ
イントの平均値が高いことが分かる。また、店舗Ｓ２３と店舗Ｓ２４を比べると、Ｒｐ平
均値は同じであるが、Ｓ２３の方が、Ｒｐ標準偏差が小さいことが分かる。このデータか
ら、Ｓ２４の顧客は、Ｓ２３の顧客に比べて、リーダーポイントのばらつきが少ないこと
が分かる。すなわち、Ｓ２４の顧客は、Ｓ２３の顧客に比べて、リーダーポイントがその
時々であまり変わらず、安定しているといえる。図３２は、本発明の実施例４に係る管理
用クライアント１８に表示される別の情報を示し、これは、図３１に示したデータをグラ
フ形式で表示した例である。このようなグラフ表示により、店舗運営者は、店舗同士の特
性の違いをより直感的に把握できる。
【０１２９】
　図３３は、本発明の実施例４に係る管理用クライアント１８に表示されるさらに別の情
報を示し、これは、商品別のリーダーポイントカテゴリの分布を表形式で表示した一例で
ある。図３４は、本発明の実施例４に係る管理用クライアント１８に表示されるさらに別
の情報を示し、これは、図３３と同じデータをグラフで表示した一例である。このデータ
は、端末ＩＤをキーにして、ユーザ別ポイント集計テーブル４６と、購入履歴テーブル４
８とを結合し、商品ＩＤ別に、ユーザ別ポイント集計テーブル４６のカテゴリ別度数また
はカテゴリ別相対度数を集計して得られる。具体的には、「Ｒｐ大」、「Ｒｐ中」、「Ｒ
ｐ小」のカテゴリ別に度数（または相対度数）を合計し、さらに、商品ごとの度数の総和
が「１」になるように相対化する。すなわち、ユーザ別ポイント集計テーブル４６に記録
されている、端末ＩＤ（ユーザＩＤ）と所定のカテゴリとの組み合せごとにリーダーポイ
ントを集計した値を、さらにアイテムごとに集計することにより、アイテムポイントを算
出できる。
【０１３０】
　例えば、商品Ｉ２を購入した顧客がＣ、Ｄ、Ｅの３人であり、それぞれのカテゴリ別度
数が「ＣのＲｐ大＝１０」、「ＤのＲｐ大＝２０」、ＥのＲｐ大＝５」、「ＣのＲｐ中＝
２０」、「ＤのＲｐ中＝１０」、「ＥのＲｐ中＝２０」、「ＣのＲｐ小＝５」、「ＤのＲ
ｐ小＝０」、「ＥのＲｐ小＝１０」であるものとする。この場合、「Ｒｐ大の合計＝１０
＋２０＋５＝３５」、「Ｒｐ中の合計＝２０＋１０＋２０＝５０」、「Ｒｐ小の合計＝５
＋０＋１０＝１５」となる。そして、それぞれを相対化すると、「Ｒｐ大の相対値＝３５
÷１００＝０．３５」、「Ｒｐ中の相対値＝５０÷１００＝０．５」、「Ｒｐ小の相対値
＝１５÷１００＝０．１５」となる。他の商品についても同様な処理を行えばよい。なお
、購入履歴テーブル４８を集計する際に、店舗ごとに集計してもよいし、複数の店舗にま
たがって集計してもよい。すなわち、商品ＩＤと店舗ＩＤとの組み合せごとに集計しても
よいし、店舗ＩＤに関係なく商品ＩＤごとに集計してもよい。あるいは別の方法として、
端末装置１６の台数（またはユーザの人数）を計数して、カテゴリ別度数としてもよい。
具体的には、端末装置１６ごとに、度数が最も多いカテゴリを１つ特定し、そのカテゴリ
の度数を「１」、それ以外の度数の「０」として、アイテムごとにカテゴリ別の度数を集
計すればよい。例えば、上述の数値例において、顧客Ｃは「Ｒｐ中」の度数が最も多いた
め、「ＣのＲｐ中＝１」、それ以外のカテゴリは「０」となる。顧客Ｄについては、「Ｄ
のＲｐ大＝１」、それ以外のカテゴリは「０」となる。顧客Ｅについては、「ＥのＲｐ中
＝１」、それ以外のカテゴリは「０」となる。その結果、商品Ｉ２のリーダーポイントの
カテゴリ別度数は、「Ｒｐ大＝１」、「Ｒｐ中＝２」、「Ｒｐ小＝０」となる。
【０１３１】
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　店舗運営者は、図３３を閲覧することにより、「商品Ｉ１はＲｐ大の割合が多いため、
今後需要が増えそうだ」、「商品Ｉ２と商品Ｉ４は分布の傾向が似ているため、同じよう
な顧客層が購入している可能性がある。この２つの商品の棚を近くに配置したら売上が増
加する可能性がある」等の判断をすることができる。
【０１３２】
　図３５は、本発明の実施例４に係る管理用クライアント１８に表示されるさらに別の情
報を示し、これは、店舗別に、店舗ジャンルと、店舗ジャンル別のＲｐ平均値を表形式で
表示した一例である。店舗Ｓ２１は店舗ジャンルが「和食」であり、和食のＲｐ平均値が
、洋食や中華に比べて高い。このため、Ｓ２１の来店者は、和食店を選ぶ際に強い影響力
を発揮するタイプが多いといえる。Ｓ２１の運営者は、「他の料理ジャンルをメニューに
取り入れずに、本物志向で和食を追及することが、店の繁盛につながる」等の判断をする
ことができる。店舗Ｓ２２も店舗ジャンルが「和食」であるが、和食のＲｐ平均値よりも
、洋食のＲｐ平均値が高くなっている。このため、Ｓ２２の来店者は、洋食店を選ぶ際に
強い影響力を発揮するタイプが多いといえる。このような表示を行うことにより、Ｓ２２
の運営者は、「近隣の洋食店と共同のキャンペーンを実施すると、顧客が増える可能性が
ある」等の戦略を立案することができる。また、店舗Ｓ２４は、店舗ジャンルが「中華」
であるが、和食のＲｐ平均値がかなり高い。このため、Ｓ２４の運営者は、「メニューに
和食の要素を取り入れると、売上が増える可能性が高い」等の予測をすることができる。
【０１３３】
　なお、本実施例は、実店舗に限らず、インターネットショップ（ネット店舗）等にも容
易に適用することができる。すなわち、ユーザ別ポイント集計テーブル４６は、実店舗を
対象にしたユーザ行動に基づいて作成されるが、購入履歴テーブル４８は、実店舗に限ら
ず、ネット店舗のものであってもよい。また、実店舗とネット店舗が混在していてもよい
。このように、実店舗に係るユーザ行動に基づき算出されたリーダーポイントを用いて、
ネット店舗の特性やネット店舗で扱う商品の特性を示す情報（アイテムポイント）を作成
することができるため、幅広いシステムに適用することができる。
【０１３４】
　本実施例によれば、顧客がグループで来店した場合だけでなく、単独で来店した場合も
含めて、顧客の特性を提供情報に反映することができる。また、店舗別だけでなく商品別
に、顧客の特性を提示することが容易にできるため、商品の仕入れ計画等に応用すること
ができる。
【０１３５】
（実施例５）
　次に、実施例５を説明する。実施例５は、これまでと同様に、情報提供システムに関す
る。これまでは、１回のグループ行動におけるユーザの特徴的な行動に基づいて、リーダ
ーポイントを算出している。一方、実施例５では、過去のグループ行動において算出され
たリーダーポイントを、現在のグループ行動におけるリーダーポイントに反映させる。具
体的には、グループ内のあるユーザ（１のユーザ）のリーダーポイントに、それ以外の他
のユーザの過去のリーダーポイントを反映させる。実施例５に係る情報提供システム１０
０、情報提供装置１０は、図１、図２あるいは図２０と同様のタイプである。ここでは、
差異を中心に説明する。
【０１３６】
　本実施例において、情報提供装置１０は、ステップＳ１１０を実行した後、ステップＳ
１２０を実行する前に、ステップＳ１１５（図示せず）を実行する。図３６は、本発明の
実施例５に係るグループ情報処理部２４に記憶されたデータベースのデータ構造を示す。
以下の説明において、処理対象のグループ（現在のグループ）のグループＩＤは、「Ｇ２
１」であり、グループ情報テーブルにおいて、「Ｇ２１」には、「Ｃ」、「Ｄ」、「Ｅ」
の３つの端末装置１６が対応しているものとする。この３つの端末装置１６は、第３端末
装置１６ｃ、第４端末装置１６ｄ、第５端末装置１６ｅに相当する。さらに、ある時点の
リーダーポイント（テンポラリポイント）は、「Ｃ＝８０」、「Ｄ＝１００」、「Ｅ＝６
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０」であるものとする。
【０１３７】
　また、ポイント履歴テーブル４４には、図３７に示すデータが格納されているものとす
る。図３７は、本発明の実施例５に係るポイント履歴テーブル４４のデータ構造を示す。
前述のごとく、ポイント履歴テーブル４４は、各端末ＩＤに対する過去のリーダーポイン
トが示されたテーブルであり、例えば、算出日時とリーダーポイントが対応づけられて示
されたテーブルである。
【０１３８】
　図３８は、本発明の実施例５に係る情報提供装置１０によるリーダーポイントの補正手
順を示すフローチャートであり、ステップＳ１１５の詳細を示すフローチャートである。
まず、ステップＳ４００において、ポイント算出部４２は、対象処理グループの端末装置
１６をリーダーポイント（テンポラリポイント）の大きい順に順位付けする。前述の例で
は、「Ｄ＝１位」、「Ｃ＝２位」、「Ｅ＝３位」である。
【０１３９】
　次に、ステップＳ４１０において、ポイント算出部４２は、所定順位の端末装置１６に
ついて、過去のリーダーポイントを取得する。ここで、所定順位とは、２位から２位以下
のある順位（Ｘ位）までの各順位である。具体的に説明すると、ポイント算出部４２は、
まず２位の端末装置１６について、集計処理部２６に格納したポイント履歴テーブル４４
を参照して、過去のリーダーポイントを取得する。前述の例では、第３端末装置１６ｃの
過去のリーダーポイントが取得される。図３７の例において、ポイント算出部４２は、「
（Ｇ１１，Ｃ）＝０．４」、「（Ｇ１２，Ｃ）＝０．６」、「（Ｇ１３，Ｃ）＝０．８」
の３つのデータを取得する。Ｘ＝２位として、所定順位を２位のみにしてもよい。Ｘ＝３
位として、所定順位を「２位および３位」とした場合、ポイント算出部４２は、第５端末
装置１６ｅの過去のリーダーポイントをさらに取得する。
【０１４０】
　図３７の例では、「（Ｇ１１，Ｅ）＝０．０５」、「（Ｇ１２，Ｅ）＝０．１５」の２
つである。なお、ポイント算出部４２は、１位の端末装置１６が含まれないグループＩＤ
に限定して、過去のリーダーポイントを取得してもよい。例えば、ポイント算出部４２は
、２位の端末装置１６について、過去のリーダーポイントを取得する際に、第４端末装置
１６ｄが含まれるグループＩＤを除外して取得する。前述の例では、Ｇ１１に第４端末装
置１６ｄが含まれるので、ポイント算出部４２は、Ｇ１１を除外し、「（Ｇ１２，Ｃ）＝
０．６」、「（Ｇ１３，Ｃ）＝０．８」の２つのデータを取得するようにしてもよい。ポ
イント算出部４２は、３位の端末装置１６についても、同様に、１位の端末装置１６が含
まれない過去のリーダーポイントを取得する。このように、１位の端末装置１６が含まれ
ないデータに限定して過去のリーダーポイントを取得することにより、後述するリーダー
ポイントの補正精度が向上する場合がある。
【０１４１】
　次に、ステップＳ４２０において、ポイント算出部４２は、取得したリーダーポイント
を用いて、端末装置１６毎に、過去のリーダーポイントの代表値を算出する。代表値とし
ては、平均値、中央値、最頻値のいずれかを用いることができるが、以下の説明では、平
均値を用いるものとする。前述の例では、第３端末装置１６ｃの平均値は、「（０．４＋
０．６＋０．８）÷３＝０．６」となる。第５端末装置１６ｅの平均値は、「（０．０５
＋０．１５）÷２＝０．１」となる。
【０１４２】
　次に、ステップＳ４３０において、ポイント算出部４２は、算出した代表値が、所定条
件を満たすかを判定し、その判定結果に応じて、１位のリーダーポイントを補正する。具
体的に説明すると、ポイント算出部４２は、代表値が所定値θ１以上であることを所定条
件とし、その条件を満たす場合に、１位のリーダーポイントを増加させる。例えば、「θ
１＝０．３」とした場合、前述の例では、第３端末装置１６ｃがこの条件を満たすため、
１位のリーダーポイント「Ｄ＝１００」を１．５倍して「Ｄ＝１５０」としたり、「３０
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」を加算して「Ｄ＝１３０」としたりする。つまり、ポイント算出部４２は、１位のリー
ダーポイントに所定係数を乗算したり、所定数を加算したりして、リーダーポイントを補
正する。２位以下の端末装置１６（ユーザ）において、過去のリーダーポイントが高い端
末装置１６（ユーザ）が存在する場合、それらに比べてさらにリーダーポイントの高い１
位の端末装置１６（ユーザ）の影響力は、非常に強いと推定できる。つまり、過去にリー
ダーポイントが高かった人よりもさらにリーダーポイントが高い人は、非常に影響力が強
い人と推定できる。このため、ポイント算出部４２は、通常よりもリーダーポイントを高
くする処理を行う。
【０１４３】
　また、ポイント算出部４２は、代表値が所定値θ２未満であることを所定条件とし、そ
の条件を満たす場合に、１位のリーダーポイントを低減する処理を行ってもよい。例えば
、「θ２＝０．２」とした場合、前述の例では、第５端末装置１６ｅがこの条件を満たす
ため、１位のリーダーポイント「Ｄ＝１００」を０．８倍して「Ｄ＝８０」としたり、「
１０」を減算して「Ｄ＝９０」としたりする。２位以下の端末装置１６（ユーザ）におい
て、過去のリーダーポイントが低い端末装置１６（ユーザ）が存在する場合、現在のグル
ープで１位の端末装置１６（ユーザ）の影響力は、他のユーザの影響力が弱いために、実
体よりも強く出ていると推定される。そのため、ポイント算出部４２は、通常よりもリー
ダーポイントを低くする処理を行う。
【０１４４】
　また、ポイント算出部４２は、代表値が所定値θ１以上である端末装置１６の数に応じ
て、リーダーポイントを増加または低減する程度を変えてもよい。例えば、ポイント算出
部４２は、代表値がθ１以上である端末装置１６の数が１つである場合に「１．５倍」し
、２つである場合に「２倍」し、３つ以上である場合に「３倍」する等の処理を行っても
よい。また、ポイント算出部４２は、２位の端末装置１６の代表値がθ１以上である場合
に「２倍」とし、３位の端末装置１６の代表値がθ１以上である場合に「１．５倍」とし
、２位と３位の端末装置１６が両方ともθ１以上である場合に「２×１．５＝３倍」して
もよい。つまり、ポイント算出部４２は、代表値が所定条件を満たす端末装置１６の順位
に応じて、リーダーポイントの補正の程度を変えてもよい。
【０１４５】
　なお、前述の説明では、１位の端末装置１６のリーダーポイントを補正したが、グルー
プに含まれる端末装置１６の数が多い場合などには、同様の考え方で２位以下の端末装置
１６のリーダーポイントを補正してもよい。例えば、３位の端末装置１６の過去のリーダ
ーポイントを用いて、２位の端末装置１６のリーダーポイントを増加または低減してもよ
い。つまり、ポイント算出部４２は、グループに含まれた一の主体に対して、グループに
含まれた他の主体に対応する過去に算出されたリーダーポイントに基づいて、リーダーポ
イントを算出する。
【０１４６】
　本実施例によれば、グループに含まれた一の主体に対して、グループに含まれた他の主
体に対応する過去に算出されたリーダーポイントに基づいて、リーダーポイントを算出す
るので、算出精度を向上できる。また、ポイント履歴テーブルに蓄積された過去のリーダ
ーポイントを用いて、処理対象のグループのリーダーポイントを補正するので、ユーザの
影響力をさらに精度よくリーダーポイントに反映することができる。
【０１４７】
　以上、本発明を実施例をもとに説明した。この実施例は例示であり、それらの各構成要
素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本
発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
【０１４８】
　実施例１乃至５は、次に示す項目によって規定されてもよい。
［項目１］
　ユーザまたは端末装置である主体の位置情報を取得し、複数の主体に係る位置情報の時
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系列データに基づいて、複数の主体を含んだグループを形成するグループ形成部と、
　前記位置情報の時系列データに基づいて、前記グループ形成部において形成したグルー
プに含まれた複数の主体のそれぞれに対して、グループ内の主体の影響力が高いとされる
所定の行動パターンに合致する度合いを示す特徴行動量を算出し、前記特徴行動量に基づ
いて、各主体に対して、ポイントを算出するポイント算出部と、
　前記ポイント算出部において算出したポイントを集計することによって、各アイテムに
対するアイテムポイントを算出する集計処理部と、
　前記集計処理部において算出したアイテムポイントを出力する出力部と、
　を備えることを特徴とする情報提供装置。
【０１４９】
［項目２］
　ユーザまたは端末装置である主体の位置情報を取得し、複数の主体に係る位置情報の時
系列データに基づいて、複数の主体を含んだグループを形成するグループ形成部と、
　前記位置情報の時系列データに基づいて、前記グループ形成部において形成したグルー
プに含まれた複数の主体のそれぞれに対して、グループ内の主体の影響力が高いとされる
所定の行動パターンに合致する度合いを示す特徴行動量を算出し、前記特徴行動量に基づ
いて、各主体に対して、ポイントを算出するポイント算出部と、
　前記ポイント算出部において算出したポイントをアイテムに係る情報に対応付けて出力
する出力部と、
　を備えることを特徴とする情報提供装置。
【０１５０】
［項目３］
　前記集計処理部は、ポイントの大きさに応じた所定のカテゴリを用い、各アイテムに対
するポイントをカテゴリごとに集計することによって、各アイテムに対するアイテムポイ
ントを算出することを特徴とする項目１に記載の情報提供装置。
【０１５１】
［項目４］
　前記集計処理部は、前記ポイント算出部において算出したポイントの統計値を用いて、
各アイテムに対するアイテムポイントを算出することを特徴とする項目１に記載の情報提
供装置。
【０１５２】
［項目５］
　前記集計処理部は、前記ポイント算出部において算出したポイントを主体ごとに集約し
た統計値、または前記ポイント算出部において算出したポイントを主体と所定のカテゴリ
との組み合せごとに集計した値を用いて、各アイテムに対するアイテムポイントを算出す
ることを特徴とする項目１に記載の情報提供装置。
【０１５３】
［項目６］
　前記ポイント算出部は、前記位置情報の時系列データにおける主体の移動パターンが、
前記所定の行動パターンに合致する回数、合致する時間、合致する移動距離、合致する確
率、のうちの少なくとも１つを前記特徴行動量として算出し、前記特徴行動量が多いほど
、高い値となるように前記ポイントを算出することを特徴とする項目１から５のいずれか
に記載の情報提供装置。
【０１５４】
［項目７］
　前記ポイント算出部における前記所定の行動パターンは、グループの移動方向を基準に
して、グループの先頭から所定順位の位置に主体が位置するパターンであることを特徴と
する項目１から６のいずれかに記載の情報提供装置。
【０１５５】
［項目８］
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　前記ポイント算出部は、前記所定順位が高いほど、高くなるようなポイントを算出する
ことを特徴とする項目７に記載の情報提供装置。
【０１５６】
［項目９］
　前記ポイント算出部における前記所定の行動パターンは、グループが複数に分割してか
ら合流した場合に、合流後に移動する方向に分割時から主体が移動しているパターンであ
ることを特徴とする項目１から８のいずれかに記載の情報提供装置。
【０１５７】
［項目１０］
　前記ポイント算出部は、グループが複数に分割したときの小グループに含まれる主体の
数に基づいて、ポイントを算出することを特徴とする項目９に記載の情報提供装置。
【０１５８】
［項目１１］
　前記ポイント算出部における前記所定の行動パターンは、主体が停止した場合に、当該
停止に追従して他の主体も停止するパターンであることを特徴とする項目１から１０のい
ずれかに記載の情報提供装置。
【０１５９】
［項目１２］
　前記ポイント算出部は、当該停止に追従して停止した他の主体の数に基づいて、ポイン
トを算出することを特徴とする項目１１に記載の情報提供装置。
【０１６０】
［項目１３］
　前記ポイント算出部は、主体に対応したユーザの属性情報に応じてもポイントを算出す
ることを特徴とする項目１から１２のいずれかに記載の情報提供装置。
【０１６１】
［項目１４］
　前記ポイント算出部は、アイテムの位置と主体の位置との距離に応じて、ポイントを算
出することを特徴とする項目１から１３のいずれかに記載の情報提供装置。
【０１６２】
［項目１５］
　前記グループ形成部は、主体に対応したユーザの属性情報に応じて、グループを形成す
るための条件を変更することを特徴とする項目１から１４のいずれかに記載の情報提供装
置。
【０１６３】
［項目１６］
　項目１に記載の情報提供装置と通信可能な管理用クライアントであって、
　前記情報提供装置から、前記アイテムポイントを受信する受信部と、
　前記受信したデータを表示部に表示させる制御を行う制御部と、
　を備えることを特徴とする管理用クライアント。
【０１６４】
［項目１７］
　項目２に記載の情報提供装置と通信可能な管理用クライアントであって、
　前記情報提供装置から、前記ポイントとアイテムに係る情報とを受信する受信部と、
　前記受信したデータを表示部に表示させる制御を行う制御部と、
　を備えることを特徴とする管理用クライアント。
【０１６５】
［項目１８］
　ユーザまたは端末装置である主体の位置情報を取得し、複数の主体に係る位置情報の時
系列データに基づいて、複数の主体を含んだグループを形成するステップと、
　前記位置情報の時系列データに基づいて、形成したグループに含まれた複数の主体のそ
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る度合いを示す特徴行動量を算出し、前記特徴行動量に基づいて、各主体に対して、ポイ
ントを算出するステップと、
　算出したポイントを集計することによって、各アイテムに対するアイテムポイントを算
出するステップと、
　算出したアイテムポイントを出力するステップと、
　を備えることを特徴とする情報提供方法。
【０１６６】
［項目１９］
　ユーザまたは端末装置である主体の位置情報を取得し、複数の主体に係る位置情報の時
系列データに基づいて、複数の主体を含んだグループを形成するステップと、
　前記位置情報の時系列データに基づいて、形成したグループに含まれた複数の主体のそ
れぞれに対して、グループ内の主体の影響力が高いとされる所定の行動パターンに合致す
る度合いを示す特徴行動量を算出し、前記特徴行動量に基づいて、各主体に対して、ポイ
ントを算出するステップと、
　算出したポイントをアイテムに係る情報に対応付けて出力するステップと、
　を備えることを特徴とする情報提供方法。
【０１６７】
［項目２０］
　ユーザまたは端末装置である主体の位置情報を取得し、複数の主体に係る位置情報の時
系列データに基づいて、複数の主体を含んだグループを形成するステップと、
　前記位置情報の時系列データに基づいて、形成したグループに含まれた複数の主体のそ
れぞれに対して、グループ内の主体の影響力が高いとされる所定の行動パターンに合致す
る度合いを示す特徴行動量を算出し、前記特徴行動量に基づいて、各主体に対して、ポイ
ントを算出するステップと、
　算出したポイントを集計することによって、各アイテムに対するアイテムポイントを算
出するステップと、
　算出したアイテムポイントを出力するステップとをコンピュータに実行させるためのプ
ログラム。
【０１６８】
［項目２１］
　ユーザまたは端末装置である主体の位置情報を取得し、複数の主体に係る位置情報の時
系列データに基づいて、複数の主体を含んだグループを形成するステップと、
　前記位置情報の時系列データに基づいて、形成したグループに含まれた複数の主体のそ
れぞれに対して、グループ内の主体の影響力が高いとされる所定の行動パターンに合致す
る度合いを示す特徴行動量を算出し、前記特徴行動量に基づいて、各主体に対して、ポイ
ントを算出するステップと、
　算出したポイントをアイテムに係る情報に対応付けて出力するステップとをコンピュー
タに実行させるためのプログラム。
【符号の説明】
【０１６９】
　１０　情報提供装置、　１２　ネットワーク、　１４　基地局装置、　１６　端末装置
、　１８　管理用クライアント、　２０　送受信部、　２２　位置情報管理部、　２４　
グループ情報処理部、　２６　集計処理部、　２８　店舗情報格納部、　３０　制御部、
　３２　ユーザ情報格納部、　４０　グループ形成部、　４２　ポイント算出部、　４４
　ポイント履歴テーブル、　４６　ユーザ別ポイント集計テーブル、　４８　購入履歴テ
ーブル、　１００　情報提供システム。
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