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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の無線端末のそれぞれの移動履歴を示す移動履歴情報を取得する移動履歴取得部と
、
　前記移動履歴情報に基づいて、移動履歴の類似する２以上の無線端末を抽出する類似端
末抽出部と、
　前記２以上の無線端末のうちの第１の無線端末に付与された属性に基づいて、前記２以
上の無線端末のうちの第２の無線端末に付与する属性を決定する、又は、前記移動履歴情
報に基づいて、前記第１の無線端末及び前記第２の無線端末に、前記第１の無線端末及び
前記第２の無線端末の関係を示す属性を付与することを決定する決定部と、
　を備え、
　前記決定部は、
　前記複数の無線端末のそれぞれに付与された１以上の属性を示す情報と、前記複数の無
線端末のそれぞれを識別する端末識別情報とを対応づけて格納する格納部を参照して、前
記第２の無線端末に付与された１以上の属性の中から、前記第１の無線端末に付与されて
いない属性を抽出する属性抽出部と、
　前記第１の無線端末に、前記属性抽出部により抽出された属性を付与することを決定す
る抽出属性付与部と、
　を有する、
　属性決定装置。



(2) JP 5969584 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

【請求項２】
　前記類似端末抽出部は、前記移動履歴情報に基づいて、同行する２以上の無線端末を抽
出する、
　請求項１に記載の属性決定装置。
【請求項３】
　前記格納部は、前記複数の無線端末のそれぞれに付与された１以上の属性のそれぞれの
確度を示す情報をさらに格納し、
　前記属性抽出部は、前記第２の無線端末に付与された１以上の属性の中から、前記第１
の無線端末に付与されていない属性のうち、当該属性の確度が予め定められた値よりも大
きな属性を抽出する、
　請求項１又は請求項２に記載の属性決定装置。
【請求項４】
　前記格納部をさらに備える、
　請求項１から請求項３までの何れか一項に記載の属性決定装置。
【請求項５】
　前記決定部は、前記第１の無線端末の拠点エリア、前記第２の無線端末の拠点エリア、
並びに、前記第１の無線端末及び前記第２の無線端末の合流エリア、共通エリア及び分岐
エリアからなる群から選択される少なくとも１つのエリアに付与された属性に基づいて、
前記第１の無線端末及び前記第２の無線端末に、前記第１の無線端末及び前記第２の無線
端末の関係を示す属性を付与することを決定する関係属性付与部を備える、
　請求項１から請求項４までの何れか一項に記載の属性決定装置。
【請求項６】
　前記関係属性付与部は、前記第１の無線端末の拠点エリアからの出発時刻、前記第１の
無線端末の拠点エリアへの帰着時刻、前記第２の無線端末の拠点エリアからの出発時刻、
前記第２の無線端末の拠点エリアへの帰着時刻、並びに、前記第１の無線端末及び前記第
２の無線端末の合流時刻及び解散時刻からなる群から選択される少なくとも１つの時刻に
基づいて、前記第１の無線端末及び前記第２の無線端末に、前記第１の無線端末及び前記
第２の無線端末の関係を示す属性を付与することを決定する、
　請求項５に記載の属性決定装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６までの何れか一項に記載の属性決定装置と、
　前記複数の無線端末のそれぞれに付与された１以上の属性を示す情報と、前記複数の無
線端末のそれぞれを識別する端末識別情報とを対応づけて格納する格納部と、
　特定の属性を付与された無線端末に関する情報を抽出することを指示する抽出条件を取
得する抽出条件取得部と、
　前記格納部を参照して、前記抽出条件に合致する無線端末を識別する端末識別情報を抽
出する対象端末抽出部と、
　を備える、情報抽出システム。
【請求項８】
　前記格納部は、前記複数の無線端末のそれぞれに付与された１以上の属性を示す情報と
、前記複数の無線端末のそれぞれを識別する端末識別情報と、前記複数の無線端末のそれ
ぞれの位置を示す端末位置情報とを対応付けて格納し、
　前記抽出条件取得部は、特定のエリア内に存在する無線端末であって、特定の属性を付
与された無線端末に関する情報を抽出することを指示する抽出条件を取得する、
　請求項７に記載の情報抽出システム。
【請求項９】
　請求項１から請求項６までの何れか一項に記載の属性決定装置と、
　前記属性決定装置により決定された属性に基づいて、前記複数の無線端末の少なくとも
１つに広告情報を配信する配信部と、
　を備える、情報配信システム。
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【請求項１０】
　コンピュータを、請求項１から請求項６までの何れか一項に記載の属性決定装置として
機能させるためのプログラム。
【請求項１１】
　コンピュータを、請求項７又は請求項８に記載の情報抽出システムとして機能させるた
めのプログラム。
【請求項１２】
　コンピュータを、請求項９に記載の情報配信システムとして機能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、属性決定装置、情報抽出システム、情報配信システム、及びプログラムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　位置情報の履歴に基づきユーザにとって最適なコンテンツを選択し、コンテンツをユー
ザに提供する技術が知られている（例えば、特許文献１～２を参照。）。
　［先行技術文献］
　［特許文献］
　［特許文献１］特開２０１４－１１５８４２号公報
　［特許文献２］特開２００８－１２３３１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来の方法によれば、ユーザの属性を正確に決定することが困難な場合がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の第１の態様においては、属性決定装置が提供される。上記の属性決定装置は、
複数の無線端末のそれぞれの移動履歴を示す移動履歴情報を取得する移動履歴取得部を備
える。上記の属性決定装置は、移動履歴情報に基づいて、移動履歴の類似する２以上の無
線端末を抽出する類似端末抽出部を備える。上記の属性決定装置は、２以上の無線端末の
うちの第１の無線端末に付与された属性に基づいて、２以上の無線端末のうちの第２の無
線端末に付与する属性を決定する、又は、移動履歴情報に基づいて、第１の無線端末及び
第２の無線端末に、第１の無線端末及び第２の無線端末の関係を示す属性を付与すること
を決定する決定部を備える。
【０００５】
　上記の属性決定装置において、類似端末抽出部は、移動履歴情報に基づいて、同行する
２以上の無線端末を抽出してよい。上記の属性決定装置において、決定部は、複数の無線
端末のそれぞれに付与された１以上の属性を示す情報と、複数の無線端末のそれぞれを識
別する端末識別情報とを対応づけて格納する格納部を参照して、第２の無線端末に付与さ
れた１以上の属性の中から、第１の無線端末に付与されていない属性を抽出する属性抽出
部と、第１の無線端末に、属性抽出部により抽出された属性を付与することを決定する抽
出属性付与部とを有してよい。
【０００６】
　上記の属性決定装置において、格納部は、複数の無線端末のそれぞれに付与された１以
上の属性のそれぞれの確度を示す情報をさらに格納してよい。上記の属性決定装置におい
て、属性抽出部は、第２の無線端末に付与された１以上の属性の中から、第１の無線端末
に付与されていない属性のうち、当該属性の確度が予め定められた値よりも大きな属性を
抽出してよい。上記の属性決定装置は、格納部をさらに備えてよい。
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【０００７】
　上記の属性決定装置において、決定部は、第１の無線端末の拠点エリア、第２の無線端
末の拠点エリア、並びに、第１の無線端末及び第２の無線端末の合流エリア、共通エリア
及び分岐エリアからなる群から選択される少なくとも１つのエリアに付与された属性に基
づいて、第１の無線端末及び第２の無線端末に、第１の無線端末及び第２の無線端末の関
係を示す属性を付与することを決定する関係属性付与部を備えてよい。上記の属性決定装
置において、関係属性付与部は、第１の無線端末の拠点エリアからの出発時刻、第１の無
線端末の拠点エリアへの帰着時刻、第２の無線端末の拠点エリアからの出発時刻、第２の
無線端末の拠点エリアへの帰着時刻、並びに、第１の無線端末及び第２の無線端末の合流
時刻及び解散時刻からなる群から選択される少なくとも１つの時刻に基づいて、第１の無
線端末及び第２の無線端末に、第１の無線端末及び第２の無線端末の関係を示す属性を付
与することを決定してよい。
【０００８】
　本発明の第２の態様においては、情報抽出システムが提供される。上記の情報抽出シス
テムは、上記の属性決定装置を備える。上記の情報抽出システムは、複数の無線端末のそ
れぞれに付与された１以上の属性を示す情報と、複数の無線端末のそれぞれを識別する端
末識別情報とを対応づけて格納する格納部を備える。上記の情報抽出システムは、特定の
属性を付与された無線端末に関する情報を抽出することを指示する抽出条件を取得する抽
出条件取得部を備える。上記の情報抽出システムは、格納部を参照して、抽出条件に合致
する無線端末を識別する端末識別情報を抽出する対象端末抽出部を備える。
【０００９】
　上記の情報抽出システムにおいて、格納部は、複数の無線端末のそれぞれに付与された
１以上の属性を示す情報と、複数の無線端末のそれぞれを識別する端末識別情報と、複数
の無線端末のそれぞれの位置を示す端末位置情報とを対応付けて格納してよい。上記の情
報抽出システムにおいて、抽出条件取得部は、特定のエリア内に存在する無線端末であっ
て、特定の属性を付与された無線端末に関する情報を抽出することを指示する抽出条件を
取得してよい。
【００１０】
　本発明の第３の態様においては、情報配信システムが提供される。上記の情報配信シス
テムは、上記の属性決定装置を備える。上記の情報配信システムは、属性決定装置により
決定された属性に基づいて、複数の無線端末の少なくとも１つに広告情報を配信する配信
部を備える。
【００１１】
　本発明の第４の態様においては、コンピュータを、上記の属性決定装置として機能させ
るためのプログラムが提供される。コンピュータを、上記の属性決定装置として機能させ
るためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体が提供されてもよい
。
【００１２】
　本発明の第５の態様においては、コンピュータを、上記の情報抽出システムとして機能
させるためのプログラムが提供される。コンピュータを、上記の情報抽出システムとして
機能させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体が提供され
てもよい。
【００１３】
　本発明の第６の態様においては、コンピュータを、上記の情報配信システムとして機能
させるためのプログラムが提供される。コンピュータを、上記の情報配信システムとして
機能させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体が提供され
てもよい。
【００１４】
　なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また
、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
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【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】情報配信システム１００の一例を概略的に示す。
【図２】情報収集サーバ１１０の一例を概略的に示す。
【図３】属性決定部２４０の一例を概略的に示す。
【図４】データテーブル４００の一例を概略的に示す。
【図５】データテーブル５００の一例を概略的に示す。
【図６】データテーブル６００の一例を概略的に示す。
【図７】データテーブル７００の一例を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範
囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組
み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。なお、図面において、同一
または類似の部分には同一の参照番号を付して、重複する説明を省く場合がある。
【００１７】
　図１は、情報配信システム１００の一例を概略的に示す。本実施形態において、情報配
信システム１００は、情報収集サーバ１１０及び情報配信サーバ１２０を備える。情報配
信サーバ１２０は、配信情報格納部１２２と、配信対象決定部１２４と、配信部１２６と
を備える。本実施形態において、情報収集サーバ１１０及び情報配信サーバ１２０は、通
信ネットワーク１０を介して、互いに情報を送受する。また、情報収集サーバ１１０及び
情報配信サーバ１２０は、通信ネットワーク１０を介して、中継装置１２、無線端末２２
及び無線端末２４の少なくとも１つとの間で情報を送受する。
【００１８】
　情報収集サーバ１１０は、属性決定装置及び情報抽出システムの少なくとも一方の一例
であってよい。無線端末２２及び無線端末２４は、複数の無線端末の一例であってよい。
無線端末２２及び無線端末２４は、複数の無線端末の少なくとも１つの一例であってもよ
い。配信対象決定部１２４は、抽出条件取得部の一例であってよい。
【００１９】
　通信ネットワーク１０は、無線端末２２及び無線端末２４の少なくとも一方と、中継装
置１２との間で情報を伝達する。通信ネットワーク１０は、中継装置１２と、情報収集サ
ーバ１１０及び情報配信サーバ１２０の少なくとも一方との間で情報を伝達する。通信ネ
ットワーク１０は、無線端末２２及び無線端末２４の少なくとも一方と、情報収集サーバ
１１０及び情報配信サーバ１２０の少なくとも一方との間で情報を伝達する。
【００２０】
　通信ネットワーク１０は、有線通信の伝送路であってもよく、無線通信の伝送路であっ
てもよく、それらの組み合わせであってもよい。通信ネットワーク１０は、インターネッ
ト、専用回線、無線通信網又はそれらの組み合わせであってもよい。無線通信網における
通信方式は、移動体通信方式であってもよく、無線データ通信方式であってもよい。移動
体通信方式としては、３Ｇ方式、ＬＴＥ方式、４Ｇ方式などを例示することができる。無
線データ通信方式としては、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商
標）のような無線ＰＡＮ方式、ＷｉＦｉ（登録商標）のような無線ＬＡＮ方式、ＷｉＭＡ
Ｘ（登録商標）のような無線ＭＡＮ方式、無線ＷＡＮ方式などを例示することができる。
【００２１】
　中継装置１２は、無線端末２２及び無線端末２４の少なくとも一方と、情報収集サーバ
１１０及び情報配信サーバ１２０の少なくとも一方との間の通信を中継する。中継装置１
２としては、アクセスポイント、基地局などを例示することができる。中継装置１２は、
無線端末２２及び無線端末２４の少なくとも一方からの無線信号を受信して、当該無線信
号に含まれる端末識別情報を取得してもよい。端末識別情報は、１以上の無線端末のそれ
ぞれを識別する情報であってよい。中継装置１２は、取得された端末識別情報と、当該端
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末識別情報の取得時刻と、中継装置１２の識別情報とを対応付けて、情報収集サーバ１１
０に送信してよい。
【００２２】
　無線信号は、中継装置１２における無線端末の認証処理及びアソシエーション処理の少
なくとも一方が完了する前に、無線端末から送信された信号であってもよい。このような
無線信号としては、プローブ要求、位置登録要求、アソシエーション処理中に送受される
信号などを例示することができる。無線信号に含まれる端末識別情報としては、ＭＡＣア
ドレス、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）対応デバイスを識別するためのＢＤアドレス（
ＢＤ＿ＡＤＤＲと称される場合がある。）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）対応デバイスを識
別するためのアドレス（ＺｉｇＢｅｅＩＤと称される場合がある。）などを例示すること
ができる。
【００２３】
　無線端末２２は、通信ネットワーク１０に接続された機器と情報を送受する。無線端末
２２は、複数の通信方式に対応してもよい。例えば、無線端末２２は、３Ｇ方式、ＬＴＥ
方式、４Ｇ方式などの移動体通信方式と、無線ＬＡＮ方式、無線ＭＡＮ方式などの無線通
信方式との両方の通信方式に対応する。
【００２４】
　無線端末２２は、一般的な構成の情報処理装置において、無線端末２２の各部の動作を
規定したソフトウエア又はプログラムを起動することにより実現されてよい。無線端末２
２としては、Ｗｅｂブラウザソフトが導入されたパーソナルコンピュータ、携帯端末など
を例示することができる。携帯端末としては、携帯電話、スマートホン、ＰＤＡ、タブレ
ット、ノートブック・コンピュータ又はラップトップ・コンピュータなどを例示すること
ができる。
【００２５】
　無線端末２２は、ＧＰＳ信号を受信するＧＰＳ受信装置を備えてよい。これにより、無
線端末２２は、無線端末２２の位置を示す位置情報を取得することができる。無線端末２
２は、上記の位置情報と、当該位置情報の取得時刻と、無線端末２２の識別情報とを対応
付けて、情報収集サーバ１１０に送信してよい。無線端末２４は、無線端末２４と同様の
構成を有してよい。
【００２６】
　本実施形態において、情報配信システム１００は、無線端末２２及び無線端末２４の少
なくとも一方に広告情報を配信する。広告情報は、無線端末のユーザに対して告知される
情報であれば、その内容は特に限定されない。広告情報は、広告提供者の商品又はサービ
スに関する情報であってもよい。商品又はサービスに関する情報は、商品又はサービスの
割引情報（クーポン情報と称される場合がある。）、イベントの告知情報などであってよ
い。
【００２７】
　商品又はサービスに関する情報の他の例としては、広告提供者が公共交通機関である場
合、広告情報は、運休情報、遅延情報、渋滞情報などであってよい。また、広告提供者が
天気予報サービスを提供する事業者又は行政機関である場合、広告情報は、局所的な豪雨
、落雷、突風などに関する警報又は注意報であってよい。広告情報は、災害に関する情報
であってもよい。広告情報は、特定の地域に関する情報であってもよい。
【００２８】
　情報配信システム１００の各部は、ハードウエアにより実現されてもよく、ソフトウエ
アにより実現されてもよく、ハードウエアとソフトウエアとの組み合わせにより実現され
てもよい。また、プログラムが実行されることにより、コンピュータが、情報配信システ
ム１００の少なくとも一部として機能してもよい。プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ
－ＲＯＭ、メモリ、ハードディスクなどのコンピュータ読み取り可能な媒体に記憶されて
いてもよく、ネットワークに接続された記憶装置に記憶されていてもよい。プログラムは
、コンピュータ読み取り可能な媒体又はネットワークに接続された記憶装置から、情報配
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信システム１００の少なくとも一部を構成するコンピュータにインストールされてよい。
【００２９】
　コンピュータを情報配信システム１００の少なくとも一部として機能させるプログラム
は、情報配信システム１００の各部の動作を規定したモジュールを備えてよい。これらの
プログラム又はモジュールは、プロセッサ、通信インターフェース、ＧＰＳ情報取得装置
等に働きかけて、コンピュータを情報配信システム１００の各部として機能させたり、コ
ンピュータに情報配信システム１００における情報処理方法を実行させたりする。
【００３０】
　これらのプログラムに記述された情報処理は、コンピュータに読込まれることにより、
ソフトウエアと、情報配信システム１００の各種のハードウエア資源とが協働した具体的
手段として機能する。そして、これらの具体的手段によって、本実施形態におけるコンピ
ュータの使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた
情報配信システム１００を構築することができる。
【００３１】
　情報収集サーバ１１０は、無線端末２２及び無線端末２４に関する様々な情報を収集す
る。情報収集サーバ１１０は、無線端末２２及び無線端末２４のそれぞれから、無線端末
２２及び無線端末２４のそれぞれに関する情報を取得してよい。情報収集サーバ１１０は
、中継装置１２から、無線端末２２及び無線端末２４のそれぞれに関する情報を取得して
もよい。
【００３２】
　一実施形態において、情報収集サーバ１１０は、無線端末２２及び無線端末２４の位置
を示す位置情報を取得する。他の実施形態において、情報収集サーバ１１０は、無線端末
２２及び無線端末２４のそれぞれの移動パターンを示す情報を取得する。位置情報及び移
動パターンは、移動履歴の一例であってよい。
【００３３】
　本実施形態において、情報収集サーバ１１０は、位置情報及び移動パターンの少なくと
も一方に基づいて、無線端末２２及び無線端末２４の少なくとも一方の属性を決定する。
情報収集サーバ１１０は、無線端末の属性を、当該無線端末の端末識別情報に対応付けて
格納してよい。
【００３４】
　無線端末の端末識別情報は、無線端末を一意に識別することができる情報であれば、特
に限定されない。端末識別情報としては、ＭＡＣアドレス、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商
標）対応デバイスを識別するためのＢＤアドレス（ＢＤ＿ＡＤＤＲと称される場合がある
。）、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）対応デバイスを識別するためのアドレス（ＺｉｇＢｅｅ
ＩＤと称される場合がある。）などの無線端末に固有のＩＤ；各種のＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃ
ｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）カードに記録された無線端末に固有のＩ
Ｄ番号；無線端末の契約者ごとに割り当てられた契約者に固有のＩＤ（契約者固有ＩＤと
称される場合がある。また、通信キャリアによって、端末製造番号、ユーザＩＤ、ｉモー
ド（登録商標）ＩＤ、サブスクライバＩＤ、ＥＺ番号、端末シリアル番号などと称される
場合がある。）などを例示することができる。
【００３５】
　無線端末の端末識別情報は、特定のアプリケーションにより割り当てられ、当該アプリ
ケーションが当該無線端末を一意に識別するために利用する情報であってもよい。アプリ
ケーションが無線端末を一意に識別するための情報としては、ＰＵＳＨ通知に利用される
トークン、ＳＮＳ（ｓｏｃｉａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　ｓｅｒｖｉｃｅ）などのＷｅ
ｂサービスのアカウントなどを例示することができる。
【００３６】
　情報配信サーバ１２０は、無線端末２２及び無線端末２４の少なくとも一方に広告情報
を配信する。本実施形態において、配信情報格納部１２２は、１以上の広告情報のそれぞ
れを識別する広告識別情報と、１以上の広告情報のそれぞれの配信条件を示す情報とを対



(8) JP 5969584 B2 2016.8.17

10

20

30

40

50

応付けて格納する。広告識別情報は、広告情報が記録された電子ファイルの名称又は格納
場所を識別する情報であってよい。電子ファイルの格納場所を識別する情報としては、電
子ファイルのＵＲＩ、ＵＲＬなどを例示することができる。広告情報の配信条件としては
、当該広告情報のターゲットの属性、位置などを例示することができる。
【００３７】
　配信対象決定部１２４は、１以上の広告情報のそれぞれの配信対象を決定する。例えば
、配信対象決定部１２４は、配信情報格納部１２２を参照して、配信すべき広告情報の配
信条件を抽出する。配信対象決定部１２４は、情報収集サーバ１１０に対して、抽出され
た配信条件に含まれる位置及び属性に合致する無線端末の端末識別情報を要求する。配信
対象決定部１２４は、上記の要求の応答として、配信条件に合致する無線端末の端末識別
情報を受け取り、配信対象として決定する。
【００３８】
　他の実施形態において、配信対象決定部１２４は、情報収集サーバ１１０に対して、配
信条件に合致する無線端末の端末識別情報及び位置情報を要求する。配信対象決定部１２
４は、上記の要求の応答として、配信条件に含まれる属性に合致する無線端末の端末識別
情報及び位置情報を受け取る。配信対象決定部１２４は、情報収集サーバ１１０から受け
取った情報に基づいて、配信条件に含まれる位置に合致する無線端末の端末識別情報を抽
出して、配信対象として決定する。
【００３９】
　配信部１２６は、配信対象決定部１２４により配信対象として決定された無線端末に、
広告情報を配信する。広告情報の配信方法は特に限定されない。例えば、配信部１２６は
、ＰＵＳＨ通知により広告情報を配信する。配信部１２６は、無線端末にインストールさ
れたブラウザにより表示される広告枠に、広告情報を配信してもよい。
【００４０】
　本実施形態において、情報収集サーバ１１０及び情報配信サーバ１２０が異なるサーバ
である場合について説明した。しかし、情報収集サーバ１１０及び情報配信サーバ１２０
は本実施形態に限定されない。他の実施形態において、情報収集サーバ１１０及び情報配
信サーバ１２０の機能が、同一のサーバにより実現されてもよい。
【００４１】
　図２は、情報収集サーバ１１０の一例を概略的に示す。本実施形態において、情報収集
サーバ１１０は、位置情報取得部２１０と、移動パターン取得部２２０と、類似端末抽出
部２３０と、属性決定部２４０と、配信条件取得部２５０と、配信対象抽出部２６０と、
格納部２７０とを備える。情報収集サーバ１１０の各部は、互いに情報を送受してよい。
【００４２】
　本実施形態において、格納部２７０は、位置情報格納部２７２と、移動パターン格納部
２７４と、エリア情報格納部２７６と、端末属性格納部２７８とを備える。位置情報取得
部２１０及び移動パターン取得部２２０の少なくとも一方は、移動履歴取得部の一例であ
ってよい。属性決定部２４０は、決定部の一例であってよい。配信条件取得部２５０は、
抽出条件取得部の一例であってよい。配信対象抽出部２６０は、対象端末抽出部の一例で
あってよい。
【００４３】
　位置情報取得部２１０は、無線端末２２及び無線端末２４の位置を示す位置情報を取得
する。位置情報取得部２１０は、無線端末２２及び無線端末２４のそれぞれから位置情報
を取得してもよく、中継装置１２から無線端末２２及び無線端末２４のそれぞれの位置情
報を取得してもよい。本実施形態において、位置情報取得部２１０は、無線端末の位置情
報を、当該無線端末の端末識別情報に対応付けて、位置情報格納部２７２に格納する。
【００４４】
　無線端末の位置情報は、当該位置情報が取得された時刻と、当該時刻における当該無線
端末の位置を示す情報とを含む。無線端末の位置を示す情報は、当該無線端末からの信号
を受信した中継装置の位置を示す情報であってもよい。位置を示す情報としては、緯度及
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び経度、住所などを例示することができる。位置情報は、移動履歴の一例であってよい。
【００４５】
　移動パターン取得部２２０は、無線端末２２及び無線端末２４のそれぞれの移動パター
ンを示す情報を取得する。位置情報取得部２１０は、無線端末２２及び無線端末２４のそ
れぞれから移動パターンを示す情報を取得してもよく、中継装置１２から無線端末２２及
び無線端末２４のそれぞれの移動パターンを示す情報を取得してもよい。移動パターン取
得部２２０は、無線端末２２及び無線端末２４のそれぞれの位置情報を解析して、無線端
末２２及び無線端末２４のそれぞれの移動パターンを示す情報を取得してもよい。本実施
形態において、移動パターン取得部２２０は、無線端末の移動パターンを、当該無線端末
の端末識別情報に対応付けて、移動パターン格納部２７４に格納する。
【００４６】
　無線端末の移動パターンを示す情報は、例えば、特定の期間における無線端末の移動ル
ートを示す。特定の期間における無線端末の移動ルートとしては、１日の移動ルート、平
日の移動ルート、休日の移動ルート、拠点エリアから出発して拠点エリアに帰着するまで
の移動ルートなどを例示することができる。無線端末の移動パターンを示す情報は、予め
定められた時間帯ごとの無線端末の移動状況を示す情報であってもよい。無線端末の移動
パターンを示す情報は、特定の期間における無線端末の移動ルート、予め定められた時間
帯ごとの無線端末の移動状況を、Ｎ－ｇｒａｍモデルを利用して解析した解析結果であっ
てもよい。移動パターンを示す情報は、移動履歴の一例であってよい。
【００４７】
　移動パターン取得部２２０は、例えば、下記の手順に従って、無線端末の位置情報を解
析し、当該無線端末の移動ルート又は移動状況を取得する。まず、特定の時刻に取得され
た第１の位置情報により示される位置を基点として設定する。次に、第１の位置情報の後
に取得された１以上の位置情報により示される位置と、基点となる位置との距離とを、１
以上の位置情報の取得された時刻に従って、順次、比較する。第１の位置情報の後に取得
された位置情報により示される位置と、基点となる位置との距離が、予め定められた値よ
りも大きくなった場合に、無線端末が移動したと判断する。なお、上記の距離が予め定め
られた値よりも小さい間は、無線端末が、基点又は基点を含むエリアに滞在していると判
断する。その後、移動後の位置を基点として、上記の手順を繰り返すことで、移動ルート
又は移動状況を取得することができる。
【００４８】
　類似端末抽出部２３０は、例えば、位置の経時変化、移動パターンなどが類似する２以
上の無線端末を抽出する。類似端末抽出部２３０は、同行する２以上の無線端末を抽出し
てもよい。類似端末抽出部２３０は、抽出された２以上の無線端末の端末識別情報を、属
性決定部２４０に送信してよい。
【００４９】
　一実施形態において、類似端末抽出部２３０は、位置情報格納部２７２を参照して、複
数の無線端末の中から、位置の経時変化が類似する２以上の無線端末又は同行する２以上
の無線端末の端末識別情報を抽出する。他の実施形態において、類似端末抽出部２３０は
、移動パターン格納部２７４を参照して、複数の無線端末の中から、移動パターンが類似
する２以上の無線端末又は同行する２以上の無線端末の端末識別情報を抽出する。
【００５０】
　属性決定部２４０は、無線端末２２及び無線端末２４の少なくとも一方の属性を決定す
る。一実施形態において、属性決定部２４０は、類似端末抽出部２３０により抽出された
２以上の無線端末のうちの第１の無線端末に付与された属性に基づいて、２以上の無線端
末のうちの第２の無線端末に付与する属性を決定する。例えば、無線端末２２及び無線端
末２４の移動パターンが類似する場合において、無線端末２２に付与された属性の一部を
、無線端末２４に付与することを決定する。無線端末２２及び無線端末２４は、それぞれ
、第１の無線端末及び第２の無線端末の一例であってよい。
【００５１】
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　特定の無線端末の位置情報の履歴に基づいて、当該無線端末に付与する属性を決定する
場合、例えば、年齢、性別が既知である多数のユーザの無線端末の位置情報を統計的に解
析して得られたパターンと、特定の無線端末の位置情報の履歴とを比較することが考えら
れる。しかし、上記の方法により決定できる属性は、年齢、性別などの一部の属性に限定
される。例えば、上記の方法により「海によく行く」という属性を決定することができた
場合であっても、「趣味が釣りである」という属性を決定することは容易ではない。位置
情報の履歴を解析して「趣味が釣りである」という属性を決定するには、非常に詳細な解
析が必要となる。そのため、属性の決定を自動化したり、多数の無線端末の属性を決定し
たりすることが難しい。
【００５２】
　本実施形態によれば、例えば、無線端末２２及び無線端末２４の移動パターンが類似す
る場合に、無線端末２２に付与された属性に基づいて、無線端末２４に付与する属性を決
定する。そのため、属性ごとの統計的なパターンに基づいて属性を決定することが困難な
場合であっても、属性を決定することができる。また、無線端末２２の属性の中には、通
信サービスの契約者情報、ユーザにより入力された情報などに基づく属性が含まれる場合
がある。通信サービスの契約者情報、ユーザにより入力された情報などに基づく属性は、
属性ごとの統計的なパターンに基づいて決定された属性と比較して、当該属性の確からし
さを示す確度が高い。本実施形態によれば、無線端末２２の確度の高い属性に基づいて、
無線端末２４に付与する属性を決定することができる。そのため、無線端末２４に付与す
る属性を精度よく決定することができる。無線端末２２及び無線端末２４が同行している
場合には、本実施形態の効果がより顕著に表れる。
【００５３】
　他の実施形態において、属性決定部２４０は、例えば、第１の無線端末及び第２の無線
端末の位置の経時変化、第１の無線端末及び第２の無線端末の移動パターンなどに基づい
て、第１の無線端末及び第２の無線端末に、第１の無線端末及び第２の無線端末の関係を
示す属性（関係属性と称する場合がある。）を付与することを決定する。
【００５４】
　関係属性は、第１の無線端末のユーザと、第２の無線端末のユーザの人間関係を示す属
性であってよい。人間関係を示す属性としては、同一人物、家族、父、母、兄、姉、弟、
妹、同僚、上司、部下、友人、知人、同窓生、先輩、後輩などを例示することができる。
【００５５】
　配信条件取得部２５０は、配信対象決定部１２４から、広告情報の配信条件を取得する
。配信条件は、抽出条件の一例であってよい。配信対象抽出部２６０は、格納部２７０を
参照して、配信条件に合致する無線端末の端末識別情報を抽出する。配信対象抽出部２６
０は、格納部２７０に格納された複数のデータベースを参照して、配信条件に合致する無
線端末の端末識別情報を抽出してもよい。
【００５６】
　例えば、配信条件が、特定の属性を付与された無線端末に関する情報を抽出することを
指示する条件である場合、配信対象抽出部２６０は、端末属性格納部２７８を参照して、
配信条件により指示された属性の付与された無線端末の端末識別情報を抽出する。配信対
象抽出部２６０は、配信対象抽出部２６０は、位置情報格納部２７２及び端末属性格納部
２７８を参照して、配信条件に合致する無線端末の端末識別情報及び位置情報を抽出して
もよい。配信条件が、特定のエリア内に存在する無線端末であって、特定の属性を付与さ
れた無線端末に関する情報を抽出することを指示する条件である場合、配信対象抽出部２
６０は、位置情報格納部２７２及び端末属性格納部２７８を参照して、配信条件により指
示された属性が付与されており、且つ、配信条件により指示されたエリア内に存在する無
線端末の端末識別情報を抽出する。
【００５７】
　配信条件は、特に限定されない。配信条件は、特定の時刻又は期間に特定のエリア内に
存在する無線端末であって、特定の属性を付与された無線端末の端末識別情報を抽出する
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ことを指示する条件であってもよい。配信条件は、１以上の端末識別情報により識別され
る無線端末のうち、特定の属性を付与された無線端末の端末識別情報を抽出することを指
示する条件であってもよい。配信条件は、１以上の端末識別情報により識別される無線端
末のそれぞれに付与された属性情報を抽出することを指示する条件であってもよい。
【００５８】
　格納部２７０は、各種の情報を格納する。位置情報格納部２７２、移動パターン格納部
２７４及び端末属性格納部２７８は、端末識別情報をキーとして、互いに対応づけられて
いてもよい。移動パターン格納部２７４及びエリア情報格納部２７６は、エリア識別情報
をキーとして、互いに対応付けられていてもよい。
【００５９】
　位置情報格納部２７２は、複数の無線端末のそれぞれの位置を示す情報を格納する。例
えば、位置情報格納部２７２は、複数の無線端末のそれぞれの端末識別情報と、複数の無
線端末のそれぞれの位置を示す情報と、当該位置を示す情報が取得された時刻を示す情報
とを対応付けて格納する。なお、上記の時刻の表記は特に限定されない。また、上記の時
刻は正確であることが好ましいが、数分～数十分の誤差があってもよい。
【００６０】
　移動パターン格納部２７４は、複数の無線端末のそれぞれの移動パターンを示す情報を
格納する。例えば、移動パターン格納部２７４は、複数の無線端末のそれぞれの端末識別
情報と、複数の無線端末のそれぞれの移動パターンを示す情報とを対応付けて格納する。
【００６１】
　エリア情報格納部２７６は、１以上のエリアのそれぞれの属性を示す情報を格納する。
例えば、エリア情報格納部２７６は、１以上のエリアのそれぞれを識別するエリア識別情
報と、１以上のエリアのそれぞれの属性を示す情報とを対応付けて格納する。エリア属性
としては、当該エリアの主な利用時間、当該エリアの主な利用用途、当該エリアの主な利
用者の属性などを例示することができる。利用用途としては、住宅、集合住宅、学校、オ
フィス、工場、商業施設、飲食店、娯楽施設などを例示することができる。利用者の属性
としては、利用者の年齢、性別、趣味などを例示することができる。
【００６２】
　端末属性格納部２７８は、複数の無線端末のそれぞれの属性を示す情報を格納する。例
えば、端末属性格納部２７８は、複数の無線端末のそれぞれの端末識別情報と、複数の無
線端末のそれぞれに付与された１以上の属性を示す情報とを対応付けて格納する。
【００６３】
　本実施形態において、格納部２７０が位置情報格納部２７２、移動パターン格納部２７
４、エリア情報格納部２７６及び端末属性格納部２７８を有する場合について説明した。
しかし、格納部２７０は本実施形態に限定されない。他の実施形態において、格納部２７
０は、位置情報格納部２７２、移動パターン格納部２７４、エリア情報格納部２７６及び
端末属性格納部２７８の少なくとも２つが統合されたデータベースを有してもよい。
【００６４】
　図３は、属性決定部２４０の一例を概略的に示す。本実施形態において、属性決定部２
４０は、属性抽出部３１０と、属性付与部３２０とを備える。属性付与部３２０は、抽出
属性付与部及び関係属性付与部の一例であってよい。
【００６５】
　本実施形態において、属性抽出部３１０は、類似端末抽出部２３０により抽出された２
以上の無線端末の端末識別情報を取得する。例えば、属性抽出部３１０は、類似端末抽出
部２３０の抽出結果として、無線端末２２及び無線端末２４の端末識別情報を取得する。
【００６６】
　本実施形態において、属性抽出部３１０は、端末属性格納部２７８を参照して、無線端
末２２及び無線端末２４のそれぞれに付与された属性を比較する。属性抽出部３１０は、
無線端末２４に付与された１以上の属性の中から、無線端末２２に付与されていない属性
を抽出する。複数の無線端末のそれぞれに付与された１以上の属性のそれぞれの確度を示
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す情報が、端末属性格納部２７８に格納されている場合、属性抽出部３１０は、無線端末
２４に付与された１以上の属性の中から、無線端末２２に付与されていない属性のうち、
当該属性の確度が予め定められた値よりも大きな属性を抽出してよい。属性抽出部３１０
は、抽出された属性を属性付与部３２０に送信する。
【００６７】
　属性付与部３２０は、無線端末２２及び無線端末２４の少なくとも一方に、特定の属性
を付与することを決定する。一実施形態において、属性付与部３２０は、属性抽出部３１
０により抽出された１以上の属性を示す情報を取得する。属性付与部３２０は、無線端末
２２に、属性抽出部３１０により抽出された属性を付与することを決定する。属性付与部
３２０は、無線端末２２の端末識別情報と、属性抽出部３１０により抽出された属性を示
す情報とを対応付けて、端末属性格納部２７８に格納する。
【００６８】
　他の実施形態において、属性付与部３２０は、類似端末抽出部２３０により抽出された
２以上の無線端末の端末識別情報を取得する。例えば、属性付与部３２０は、類似端末抽
出部２３０の抽出結果として、無線端末２２及び無線端末２４の端末識別情報を取得する
。
【００６９】
　属性付与部３２０は、無線端末２２及び無線端末２４の移動パターンに基づいて、無線
端末２２の拠点エリア、無線端末２４の拠点エリア、並びに、無線端末２２及び無線端末
２４の合流エリア、共通エリア及び分岐エリアからなる群から選択される少なくとも１つ
のエリアを決定してよい。
【００７０】
　拠点エリアは、移動の拠点となるエリアであってよい。拠点エリアは、例えば、無線端
末のユーザの居住地である。拠点エリアとしては、無線端末の滞在時間が予め定められた
値よりも大きなエリア、無線端末の移動の起点及び終点となるエリアを例示することがで
きる。
【００７１】
　拠点エリアの候補が複数ある場合、属性が住宅又は集合住宅であるエリアを拠点エリア
として決定してよい。拠点エリアの候補が複数ある場合において、無線端末の深夜の移動
頻度が小さく昼間の移動頻度が大きい場合、早朝～昼間の時間帯に移動の起点となってい
るエリアを拠点エリアとして決定してよい。一方、無線端末の昼間の移動頻度が小さく深
夜の移動頻度が大きい場合、夕方～夜間の時間帯に移動の起点となっているエリアを拠点
エリアとして決定してよい。
【００７２】
　合流エリアは、２以上の無線端末の移動ルートが合流するエリアであってよい。２以上
の無線端末の移動ルートが同時期に合流する場合、合流エリアは、２以上の無線端末が一
緒に移動する同行ルートの起点となる。合流エリアとしては、無線端末のユーザの職場、
公共交通機関の乗降場所などを例示することができる。
【００７３】
　共通エリアは、２以上の無線端末の移動ルートが共通又は重複するエリアであってよい
。２以上の無線端末の移動ルートが同時期に重複する場合、２以上の無線端末は同行して
いる。共通エリアとしては、道路、線路、航路などを例示することができる。
【００７４】
　分岐エリアは、同一のルートを移動していた２以上の無線端末の移動ルートが分岐する
エリアであってよい。２以上の無線端末の移動ルートが同時期に分岐する場合、分岐エリ
アは、２以上の無線端末が一緒に移動する同行ルートの終点となる。分岐エリアとしては
、無線端末のユーザの職場、公共交通機関の乗降場所などを例示することができる。
【００７５】
　属性付与部３２０は、無線端末２２及び無線端末２４に、無線端末２２及び無線端末２
４の関係を示す属性を付与することを決定する。属性付与部３２０は、無線端末２２及び
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無線端末２４の移動パターンに基づいて、無線端末２２及び無線端末２４に、無線端末２
２及び無線端末２４の関係を示す属性を付与することを決定してよい。無線端末の関係を
示す属性は、無線端末のユーザの人間関係を示す属性であってよい。
【００７６】
　例えば、無線端末２２及び無線端末２４の移動パターンの類似度が予め定められた値よ
りも大きい場合、属性付与部３２０は、無線端末２２及び無線端末２４に、「同一人物」
という属性を付与することを決定する。無線端末２２及び無線端末２４の拠点エリアが同
一である場合、属性付与部３２０は、無線端末２２及び無線端末２４に、「家族」という
属性を付与することを決定する。
【００７７】
　属性付与部３２０は、無線端末２２及び無線端末２４の移動パターンと、無線端末２２
及び無線端末２４の移動ルート上の１以上のエリアの属性とに基づいて、無線端末２２及
び無線端末２４に付与する属性を決定してよい。無線端末２２及び無線端末２４に付与す
る属性は、無線端末２２及び無線端末２４の関係を示す属性であってよく、同一人物、家
族、同僚、友人、知人及び同窓生からなる群から選択される少なくとも１つの属性であっ
てよい。
【００７８】
　属性付与部３２０は、無線端末２２の拠点エリア、無線端末２４の拠点エリア、並びに
、無線端末２２及び無線端末２４の合流エリア、共通エリア及び分岐エリアからなる群か
ら選択される少なくとも１つのエリアに付与された属性に基づいて、無線端末２２及び無
線端末２４に、無線端末２２及び無線端末２４の関係を示す属性を付与することを決定し
てもよい。上記のエリアの属性は、利用用途であってよい。
【００７９】
　例えば、無線端末２２及び無線端末２４の合流エリアの利用用途が「オフィス」である
場合、属性付与部３２０は、無線端末２２及び無線端末２４に「同僚」又は「知人」とい
う属性を付与することを決定する。無線端末２２及び無線端末２４が合流エリアを起点と
して同行する頻度が予め定められた値よりも多い場合、属性付与部３２０は、無線端末２
２及び無線端末２４に「同僚」という属性を付与することを決定してよい。
【００８０】
　無線端末２２及び無線端末２４の合流エリアの利用用途が「学校」である場合、属性付
与部３２０は、無線端末２２及び無線端末２４に「友人」又は「同窓生」という属性を付
与することを決定してよい。無線端末２２及び無線端末２４が同行する頻度が予め定めら
れた値よりも多い場合、属性付与部３２０は、無線端末２２及び無線端末２４に「友人」
という属性を付与することを決定してよい。
【００８１】
　属性付与部３２０は、無線端末２２の拠点エリアからの出発時刻、無線端末２２の拠点
エリアへの帰着時刻、無線端末２４の拠点エリアからの出発時刻、無線端末２４の拠点エ
リアへの帰着時刻、並びに、無線端末２２及び無線端末２４の合流時刻及び解散時刻から
なる群から選択される少なくとも１つの時刻に基づいて、無線端末２２及び無線端末２４
に、無線端末２２及び無線端末２４の関係を示す属性を付与することを決定してもよい。
これにより、無線端末２２及び無線端末２４に、より確度の高い属性を付与することがで
きる。
【００８２】
　属性付与部３２０は、無線端末２２及び無線端末２４の移動パターンと、無線端末２２
及び無線端末２４の移動ルート上の１以上のエリアの属性と、無線端末２２及び無線端末
２４のユーザの年齢及び性別の少なくとも一方とに基づいて、無線端末２２及び無線端末
２４に、父、母、兄、姉、弟、妹、上司、部下、先輩及び後輩からなる群から選択される
少なくとも１つの属性を付与することを決定してよい。上記のエリアの属性は、利用用途
であってよい。
【００８３】
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　属性付与部３２０は、無線端末２２の端末識別情報と、無線端末２２及び無線端末２４
の関係を示す属性とを対応付けて、端末属性格納部２７８に格納する。属性付与部３２０
は、無線端末２４の端末識別情報と、無線端末２２及び無線端末２４の関係を示す属性と
を対応付けて、端末属性格納部２７８に格納する。
【００８４】
　図４は、データテーブル４００の一例を概略的に示す。データテーブル４００は、位置
情報格納部２７２に格納される情報の一例であってよい。本実施形態において、データテ
ーブル４００は、端末ＩＤ４１０と、端末ＩＤ４１０で示される無線端末の位置を示す端
末位置４２０と、端末位置４２０を取得した時刻を示す取得時刻４３０と、端末位置４２
０の精度を示す位置精度４４０とを対応付けて格納する。端末ＩＤ４１０は、端末識別情
報の一例であってよい。位置精度４４０は、ＧＰＳ信号の電波強度、中継装置１２で受信
された電波の電波強度、無線装置で受信した中継装置１２からの電波の電波強度などを示
す情報であってもよい。
【００８５】
　図５は、データテーブル５００の一例を概略的に示す。データテーブル５００は、移動
パターン格納部２７４に格納される情報の一例であってよい。本実施形態において、デー
タテーブル５００は、端末ＩＤ５１０と、端末ＩＤ５１０で示される無線端末の移動パタ
ーン５２０とを対応付けて格納する。データテーブル５００は、移動パターン５２０と、
無線端末が移動パターン５２０で示されるルートを移動していた時に、当該無線端末に同
行していた無線端末を示す同行端末ＩＤ５３０とを対応付けて格納してもよい。端末ＩＤ
５１０は、端末識別情報の一例であってよい。
【００８６】
　移動パターン５２０は、移動ルート５２２と、移動時刻５２４とを含んでもよい。本実
施形態において、移動パターン５２０は、無線端末の移動ルートを２ｇｒａｍモデルで表
現している。なお、無線端末の移動ルートの表現方法は２ｇｒａｍモデルに限定されない
。無線端末の移動ルートの表現方法は３ｇｒａｍモデルであってもよく、Ｎｇｒａｍモデ
ル以外のモデルによって表現されてもよい。
【００８７】
　図５には、２０１４年９月１日の無線端末２２の移動ルートが記載されている。図５に
よれば、無線端末２２は、１０時から１１時の間にエリアＡを出発して、エリアＢ及びエ
リアＣを経由して、１８時から１９時の間にエリアＡに帰着している。また、無線端末２
２は、１１時から１２時の間エリアＢに滞在し、１３時から１４時の間エリアＣに滞在し
、１５時から１８時の間にエリアＢに滞在していることがわかる。
【００８８】
　図６は、データテーブル６００の一例を概略的に示す。データテーブル６００は、エリ
ア情報格納部２７６に格納される情報の一例であってよい。データテーブル６００は、エ
リアＩＤ６１０と、エリアＩＤ６１０により識別されるエリアの地理的範囲を示すエリア
位置６２０と、エリアＩＤ６１０により識別されるエリアの属性を示すエリア属性６３０
とを対応付けて格納する。
【００８９】
　図７は、データテーブル７００の一例を概略的に示す。データテーブル７００は、端末
属性格納部２７８に格納される情報の一例であってよい。データテーブル７００は、端末
ＩＤ７１０と、端末ＩＤ７１０で識別される無線端末の属性を示す端末属性７２０とを対
応づけて格納する。本実施形態において、端末属性７２０は、属性種別７２２と、属性種
別７２２の内容７２４とを含む。端末ＩＤ７１０は、端末識別情報の一例であってよい。
【００９０】
　データテーブル７００は、１以上の端末属性７２０のそれぞれと、端末属性７２０の確
からしさを示す確度７３０とを対応づけて格納してもよい。本実施形態において、確度７
３０を、確度の高低に基づいて設定された複数の区分（ランクと称する場合がある。）を
用いて表現している。しかし、確度７３０の表現方法は本実施形態に限定されない。他の
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【００９１】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えること
が可能であることが当業者に明らかである。また、技術的に矛盾しない範囲において、特
定の実施形態について説明した事項を、他の実施形態に適用することができる。その様な
変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲
の記載から明らかである。
【００９２】
　特許請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、
および方法における動作、手順、ステップ、および段階等の各処理の実行順序は、特段「
より前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用い
るのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。特許請求の範囲、明
細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説
明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
【符号の説明】
【００９３】
　１０　通信ネットワーク、１２　中継装置、２２　無線端末、２４　無線端末、１００
　情報配信システム、１１０　情報収集サーバ、１２０　情報配信サーバ、１２２　配信
情報格納部、１２４　配信対象決定部、１２６　配信部、２１０　位置情報取得部、２２
０　移動パターン取得部、２３０　類似端末抽出部、２４０　属性決定部、２５０　配信
条件取得部、２６０　配信対象抽出部、２７０　格納部、２７２　位置情報格納部、２７
４　移動パターン格納部、２７６　エリア情報格納部、２７８　端末属性格納部、３１０
　属性抽出部、３２０　属性付与部、４００　データテーブル、４１０　端末ＩＤ、４２
０　端末位置、４３０　取得時刻、４４０　位置精度、５００　データテーブル、５１０
　端末ＩＤ、５２０　移動パターン、５２２　移動ルート、５２４　移動時刻、５３０　
同行端末ＩＤ、６００　データテーブル、６１０　エリアＩＤ、６２０　エリア位置、６
３０　エリア属性、７００　データテーブル、７１０　端末ＩＤ、７２０　端末属性、７
２２　属性種別、７２４　内容、７３０　確度
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