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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】オンライン輸送サービスの提供においてサービ
スの供給状況を管理するシステム及び方法を提供する。
【解決手段】スケジューリングシステム１０２は、収集
モジュール２１０と、識別モジュール２２０と、判断モ
ジュール２３０と、配信モジュール２４０と、履歴情報
データベース（ＤＢ）２５０とを含む。収集モジュール
２１０は、サービス要求者１０４若しくはサービス提供
者１０８など、又はそれらの組み合わせに関連する情報
を収集する。収集モジュール２１０は、ネットワーク及
び／又はユーザーログデータベースを通じて情報を収集
することができる。また、収集モジュール２１０は、１
以上の偶発的情報の情報源２６０から偶発的情報又は周
辺環境の情報を収集することもできる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービス提供者モバイルデバイス上にオンライン輸送サービスの場所の表示を生成する
ように構成されたシステムであって、
　ネットワークシステムのうち少なくとも１つのネットワークに接続する、前記ネットワ
ークシステムのインターネットインターフェースと、
　前記少なくとも１つのネットワークを介して、測位システムの複数の検出部から測位信
号を受け取る、前記測位システムの少なくとも１つの受信部であって、
　　前記測位信号は、前記測位システムの前記複数の検出部の位置情報を含み、
　　前記測位システムの前記複数の検出部は、測位能力を有する複数のサービス提供者モ
バイルデバイスと、前記測位能力を有する複数のサービス要求者モバイルデバイスと、を
含む、受信部と、
　放送部と少なくとも１つの受信部とを備える交通状況報告システムの少なくとも１つの
受信部であって、少なくとも１つのネットワークを介してある領域の交通状況の情報又は
前記オンライン輸送サービスのオーダーを受け取る受信部、と、
　前記オンライン輸送サービスの複数のサービスユーザー及び複数のサービス提供者の情
報を含む少なくとも１つのユーザーログと、
　前記測位システムの少なくとも１つの受信部及び前記交通状況報告システムの少なくと
も１つの受信部からの情報を受け取る処理回路と、
　を備え、
　作動する間、前記処理回路は、
　少なくとも１つのネットワークを介して、前記オンライン輸送サービスの前記複数のサ
ービスユーザーに関連付けられた前記複数のサービス要求者モバイルデバイスに接続し、
　少なくとも１つのネットワークを介して、前記オンライン輸送サービスの前記複数のサ
ービス提供者に関連付けられた前記複数のサービス提供者モバイルデバイスに接続し、
　記憶媒体からオンライン輸送サービスを提供するための一連の命令をロードし、
　前記複数のサービス要求者モバイルデバイスからの前記オンライン輸送サービスを求め
る複数のオーダーおよび前記複数のサービス要求者モバイルデバイスの位置を含む第１の
電気信号を受け取り、
　前記複数のオーダーのうち、各オーダーに対して
　　前記オーダーが第１の位置に関連する第１の特性を共有する第１の数のオーダーであ
るか否かの論理判断を行い、かつ
　　前記オーダーが前記第１の数のオーダーに属するか否かの前記論理判断を行う際、前
記第１の数のオーダーに関連する場所の中のオーダーの位置を組み込む
　ように前記処理回路内の論理回路を作動させ、
　前記論理回路を作動させて前記複数のサービス提供者から少なくとも１のサービス提供
者を特定し、
　前記論理回路を作動させて前記場所の中のオーダーの受注率を取得し、
　前記論理回路を作動させて、前記場所の中のオーダーの数に対するサービス提供者の数
の比率を取得し、
　前記場所におけるオーダーの前記受注率が受注率の閾値未満であるか、および前記場所
における前記比率が比率の閾値未満であるかを判断する際、前記場所に関する情報を含む
第２の電気信号を生成して、その第２の電気信号を前記少なくとも１のサービス提供者に
送信する、
　システム。
【請求項２】
　前記処理回路は、前記複数のオーダーのうちの１つのオーダーに関連するオーダー位置
、サービス提供者に関連するサービス提供者位置、なされたオーダーに関連する時刻、前
記複数のオーダーのうちの１つのオーダーに関連するピックアップ時刻、前記複数のオー
ダーに関連するオーダー受注率、前記場所に関連する交通状況、前記場所に関連する道路
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状況、前記場所に関連する気象状況、及び前記場所に関連する履歴情報のうち少なくとも
１つの情報を含む第３の電気信号を受け取るように構成されている、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項３】
　前記第１の特性は、前記第１の数のオーダーに含まれる各オーダーの位置が、前記第１
の位置からの距離である第１の閾値距離の範囲内にあることを含む、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項４】
　前記処理回路は、前記場所の交通状況に応じて前記第１の閾値距離を調整するようさら
に構成されている、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記処理回路は、前記少なくとも１のサービス提供者または前記少なくとも１のサービ
ス提供者に関連付けられたサービス要求者によって特定される条件に応じて前記第１の閾
値距離を調整するようさらに構成されている、請求項３に記載のシステム。
【請求項６】
　前記処理回路は、前記論理回路を作動させて、少なくとも１つのクラスターアルゴリズ
ムに基づいて前記場所を特定するようさらに構成されている、請求項１に記載のシステム
。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのクラスターアルゴリズムは、ＣＬＡＲＡＮＳ、ＰＡＭ、ＣＬＡＴ
ＩＮ、ＣＬＡＲＡ、ＤＢＳＣＡＮ、ＢＩＲＣＨ、ＯＰＴＩＣＳ、ＷａｖｅＣｌｕｓｔｅｒ
、ＣＵＲＥ、ＣＬＩＱＵＥ、Ｋ－ｍｅａｎｓアルゴリズム、及び階層的アルゴリズムを含
む、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記処理回路は、前記論理回路を作動させて前記場所に関連する第２の数のサービス提
供者を特定するように構成され、前記第２の数のサービス提供者は第２の特性を共有する
、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記第２の特性は、前記第１の位置と、前記第２の数のサービス提供者のうちの１のサ
ービス提供者に関連する位置との間の距離が第２の閾値未満であることを含む、請求項８
に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記処理回路は、前記論理回路を作動させて、前記第２の数のオーダーの第２の数に対
する前記第１の数のオーダーの第１の数の比率が第３の閾値を超えたという判断に基づい
て前記場所をマーキングするようにさらに構成されている、請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記処理回路は、前記論理回路を作動させて、エリアを特定するようにさらに構成され
、前記場所は、前記複数のオーダーのうちの、前記エリアに関連する少なくとも１のオー
ダーに基づいて決定される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記処理回路は、前記論理回路を作動させて、前記第１の数のオーダーの第１の数が第
４の閾値を超えるとの判断に基づいて前記場所を決定するようにさらに構成されている、
請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記処理回路は、前記論理回路を作動させて、前記第１の位置と、前記少なくとも１の
サービス提供者に関連する位置との間の距離を判定するようにさらに構成され、前記距離
は第５の閾値未満である、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記処理回路は、前記論理回路を作動させて、前記少なくとも１のサービス提供者が前
記第１の位置に到達するまでにかかる時間を決定するようにさらに構成されており、前記
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時間は第６の閾値未満である、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記少なくとも１のサービス提供者と前記場所との間の距離は、所定の第１の距離と所
定の第２の距離との間にあり、
　前記処理回路は、さらに、前記少なくとも１のサービス提供者に対し、広告を含む第５
の電子信号を送信するようにさらに構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記所定の第１の距離は前記場所の半径ｒ’であり、
　前記所定の第２の距離はｒ’＋ｄ（ｄは所定の距離）である、請求項１５に記載のシス
テム。
【請求項１７】
　前記処理回路とワイヤレスコミュニケーションを行う少なくとも１つのベースステーシ
ョンと、
　前記少なくとも１つのベースステーションとワイヤレスコミュニケーションを行う複数
のサービス要求者モバイルデバイスであって、各モバイルデバイスは前記複数のオーダー
のサービス要求者のうち１のサービス要求者と関連付けられている、サービス要求者モバ
イルデバイスと、
　前記少なくとも１つのベースステーションとワイヤレスコミュニケーションを行う少な
くとも１つのサービス提供者モバイルデバイスであって、各モバイルデバイスは前記少な
くとも１のサービス提供者のうち１のサービス提供者と関連付けられている、サービス提
供者モバイルデバイスと、
　をさらに備え、
　前記複数のサービス要求者モバイルデバイスと、前記複数のサービス提供者モバイルデ
バイスとは、
　　グローバル・ポジショニング・システム・レシーバーと、
　　グローバル・ポジショニング・システムを備えた前記グローバル・ポジショニング・
システム・レシーバーと接続するように構成されているワイヤレス・コミュニケーション
・モジュールと、を含む、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのサービス提供者モバイルデバイスは、自動車のビルトインデバイ
スを含む、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記処理回路は、前記場所に関連する情報を前記場所のオーダーに関連するサービス要
求者に送信するようさらに構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項２０】
　サービス提供者モバイルデバイス上にオンライン輸送サービスの場所の表示を生成する
ように構成されたシステムであって、
　前記オンライン輸送サービスをオペレーションする少なくとも１つのサーバーと、
　前記少なくとも１つのサーバーと通信する少なくとも１つのユーザーログであって、輸
送サービスの複数のサービスユーザーと複数のサービス提供者の情報を含む、ユーザーロ
グと、
　複数のインターネットエクスチェンジポイントを介する少なくとも１のネットワークと
、
　前記輸送サービスの前記複数のサービスユーザーと関連付けられた複数の認証済みサー
ビス要求者モバイルデバイスであって、前記少なくとも１のネットワークを介して前記少
なくとも１のサーバーと通信し、かつ前記複数のサービス要求者モバイルデバイスが、前
記複数のサービス要求者モバイルデバイスの位置を取得し、前記少なくとも１のサーバー
にその位置を伝達する測位システムを含む、サービス要求者モバイルデバイスと、
　前記複数のサービス提供者に関連付けられた複数の認証済みサービス提供者モバイルデ
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バイスであって、前記少なくとも１のネットワークを介して前記少なくとも１のサーバー
と通信し、かつ前記複数のサービス提供者モバイルデバイスが、前記複数のサービス提供
者モバイルデバイスの位置を取得し、前記少なくとも１のサーバーにその位置を伝達する
測位システムを含む、サービス提供者モバイルデバイスと、
　インターフェース、ポータル、及びアプリケーションのうち少なくとも１つを介して、
第三者の交通状況報告システムから、前記オンライン輸送サービスのオーダーのオーダー
場所に関連する交通状況を受信するブロードキャストステーションと、
　を備え、
　作動する間、前記少なくとも１つのサーバーは、
　記憶媒体からオンライン輸送サービスを提供するための一連の命令をロードし、
　前記複数のサービス要求者モバイルデバイスからの前記オンライン輸送サービスを求め
る複数のオーダーおよび前記複数のサービス要求者モバイルデバイスの位置を含む第１の
電気信号を受け取り、
　前記複数のオーダーのうち、各オーダーに対して
　　前記オーダーが第１の位置に関連する第１の特性を共有する第１の数のオーダーであ
るか否かの論理判断を行い、かつ
　　前記オーダーが前記第１の数のオーダーに属するか否かの前記論理判断を行う際、前
記第１の数のオーダーに関連する場所の中のオーダーの位置を組み込み、
　前記複数のサービス提供者から少なくとも１のサービス提供者を特定し、
　論理回路を作動させて前記場所の中のオーダーの受注率を取得し、
　前記論理回路を作動させて、前記場所の中のオーダーの数に対するサービス提供者の数
の比率を取得し、
　前記場所におけるオーダーの前記受注率が受注率の閾値未満であるか、および前記場所
における前記比率が比率の閾値未満であるかを判断する際、前記場所に関する情報を含む
第２の電気信号を生成して、その第２の電気信号を前記少なくとも１のサービス提供者に
送信する、
　システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本願は、２０１４年４月２４日に出願された中国特許出願第２０１４１０１６８５８８
．１号、２０１４年７月２９日に出願された中国特許出願第２０１４１０３６６７２１．
４号、及び２０１５年１月２３日に出願された中国特許出願第２０１５１００３７３８８
．７号の優先権を主張し、その全内容を参照として本明細書に援用する。
【０００２】
（技術分野）
　本願は、概して、サービスの供給状況の管理、特に、ネットワークを利用した、例えば
インターネットを利用したシステム及び方法を用いたサービスの供給状況の管理に関連す
る。
【背景技術】
【０００３】
　タクシーやリムジンの車両用に用いられている車両管理システムなどの、オン・デマン
ドのサービスにおいては、通常、搭載型の距離計測装置や無線、携帯電話を用いて配車を
行う。そのようなシステムは、通常、ピックアップを待っている客に対して通信するもの
ではなく、またそのような客の分布を監視するものでもない。
【発明の概要】
【０００４】
　本願は、概して、サービスの供給状況の管理、特に、ネットワークを利用した、例えば
、インターネットを利用したシステム及び方法を用いるサービスの供給状況の管理に関連
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する。本明細書に開示するシステムは、サービス要求者やサービス提供者などの分布、又
はその組み合わせに基づいて、サービスが行き届いていないエリア、又はサービスが届い
ているエリアを特定することもできる。
【０００５】
　ある例において、サービスの供給状況を管理するために、少なくとも１つの処理部（プ
ロセッサ）、記憶部、及びコミュニケーションプラットフォームを有するシステムが提供
されている。そのシステムは、サービスを要求する複数のオーダーを受け取るように構成
されている収集モジュールと、複数のオーダーに基づいて場所をマーキング（印付け）す
るように構成された識別モジュールと、マーキングされた場所に関連する情報が配信され
る１以上のサービス提供者を特定するように構成された判断モジュールとを含む。ここで
マーキングされた場所は複数のオーダーのうち、第１の特性を共有する第１の数のオーダ
ーに関連する。第１の特性は、第１の位置と、マーキングされた場所のオーダーに関連す
る位置との間の距離が第１の閾値未満であることであってもよい。収集モジュールは、例
えば、複数のオーダーのうちの、１のオーダーに関連するオーダー位置、サービス提供者
に関連するサービス提供者位置、複数のオーダーに関連する受注率、マーキングされた場
所に関連する受注率、マーキングされた場所に関連する交通状況、マーキングされた場所
に関連する道路状況、マーキングされた場所に関連する気象状況、及びマーキングされた
場所に関連する履歴情報からなる群から選択される少なくとも１つの情報を受け取るよう
に構成されていてもよい。
【０００６】
　収集モジュールは、複数のオーダーのうちの、１のオーダーに関連するオーダー位置を
特定するように構成された位置情報収集部をさらに含んでもよい。位置情報収集部は、オ
ーダーに関連する測位デバイスと通信するように構成されている位置情報受領部を含んで
もよい。ある実施形態において、複数のオーダーのうち少なくとも１つのオーダーは、ユ
ーザーの位置情報を含む。位置情報は、ユーザーに関連付けられたデバイスからの測位信
号に基づいて決定されてもよい。複数のオーダーのうち少なくとも１つのオーダーをネッ
トワーク、例えば、インターネットを通じて受け取ってもよい。
【０００７】
　識別モジュールは場所を特定するように構成されていてもよい。当該場所は、１以上の
クラスターアルゴリズムに基づいて特定されてもよい。識別モジュールは、例えば、履歴
情報処理部、及びオーダー情報処理部、サービス提供者情報処理部、若しくは偶発的情報
処理部など、又はそれらの組み合わせから選択される少なくとも１つのユニットを含んで
もよい。オーダー情報処理部又はサービス提供者情報処理部は、例えば、位置情報処理部
、距離計算部、時間計算部、若しくは雑情報ユニットなど、又はそれらの組み合わせから
選択される少なくとも１つのユニットを含んでもよい。情報処理部は、例えば、位置情報
処理部、距離計算部、時間計算部、若しくは雑情報ユニットなど、又はそれらの組み合わ
せから選択される少なくとも１つのユニットを含んでもよい。上記クラスターアルゴリズ
ムは、ＣＬＡＲＡＮＳ、ＰＡＭ、ＣＬＡＴＩＮ、ＣＬＡＲＡ、ＤＢＳＣＡＮ、ＢＩＲＣＨ
、ＯＰＴＩＣＳ、Ｗａｖｅ　ｃｌｕｓｔｅｒ、ＣＵＲＥ、ＣＬＩＱＵＥ、Ｋ－ｍｅａｎｓ
アルゴリズム、若しくは階層的アルゴリズムなど、又はそれらの組み合わせを含んでもよ
い。
【０００８】
　識別モジュールは、さらに、マーキングされた場所に関連する第２の数のサービス提供
者を特定するように構成されていてもよい。第２の数のサービス提供者は第２の特性を共
有している。第２の特性は、第１の位置と、第２の数のサービス提供者に関連する位置と
の間の距離が第２の閾値未満であることであってもよい。ある実施形態において、第１の
特性（第１の位置と、第１の数のオーダーのうちの、１のオーダーに関連する位置との間
の距離が第１の閾値未満であること）と、上記第２の特性は同じであってもよく、第１の
閾値と第２の閾値が同じであってもよい。第１の数のオーダーと第２の数のサービス提供
者とは、同じ場所又は同じエリア内に位置してもよい。識別モジュールは、第２の数に対
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する第１の数の比率に基づく判断に基づいて、場所をマーキングするように構成されてい
てもよい。例えば、識別モジュールは、第２の数に対する第１の数の比率が第３の閾値を
超える、という判断に基づいて場所をマーキングするように構成されていてもよい。別の
実施形態において、上記識別モジュールは、さらにエリアを特定するように構成されてい
てもよい。識別モジュールは、上記エリアに関連する１以上のオーダーに基づいて場所を
マーキングするように構成されていてもよい。
【０００９】
　別の実施形態において、識別モジュールは、第１の数又は第２の数が第４の閾値を超え
る、という判断に基づいて場所を特定する、又はマーキングするように構成されていても
よい。ある実施形態において、エリアは場所として特定されてもよく、マーキングされた
場所に関連する情報が１以上のサービス要求者若しくは１以上のサービス提供者など、又
はそれらの組み合わせに配信されるようにマーキングされてもよい。場所を特定するため
の基準（基準は単数でも複数でもよい）は、場所をマーキングするための基準（基準は単
数でも複数でもよい）と同じであってもよい。ほんの一例に過ぎないが、エリアでのオー
ダーの数が閾値に到達する、又は閾値を超える場合、そのエリアが場所として特定される
。特定された場所は、マーキングされた場所に関連する情報が１以上のサービス要求者若
しくは１以上のサービス提供者など、又はそれらの組み合わせに配信されるようにマーキ
ングされる。
【００１０】
　別の実施形態において、エリアは第１の基準（基準は単数でも複数でもよい）に基づい
て特定されていてもよく、第２の基準（基準は単数でも複数でもよい）を満足する特定さ
れた場所は、１以上のサービス要求者若しくは１以上のサービス提供者など、又はそれら
の組み合わせに向けて、マーキングされた場所に関連する情報が配信されるようにマーキ
ングされる。第１の基準（基準は単数でも複数でもよい）は第２の基準（基準は単数でも
複数でもよい）と異なっていてもよい。ほんの一例に過ぎないが、あるエリアでのオーダ
ーの数が閾値に到達する、又は閾値を超える場合、そのエリアが場所として特定される。
そのエリア内のサービス提供者の数に対する同じエリア内のオーダーの数の比率がもう１
つの閾値を超えた場合、特定された場所はマーキングされる。１以上のサービス要求者若
しくは１以上のサービス提供者など、又はそれらの組み合わせに対し、マーキングされた
場所に関連する情報が配信される。
【００１１】
　判断モジュールは、マーキングされた場所に関連する情報が誰に配信されるかを判断す
るように構成されていてもよい。判断モジュールは、例えば、履歴情報処理部、及びオー
ダー情報処理部、サービス提供者情報処理部、若しくは偶発的情報処理部など、又はそれ
らの組み合わせから選択される少なくとも１つのユニットを含んでもよい。さらに別の実
施形態においては、上記システムは、マーキングされた場所に関連する情報を、マーキン
グされた場所のオーダーに関連するサービス要求者又は１以上のサービス提供者に配信す
るように構成されている配信モジュールをさらに含んでいてもよい。
【００１２】
　別の実施形態において、少なくとも１つの処理部（プロセッサ）を有するシステムが提
供される。上記少なくとも１つの処理部（プロセッサ）は、例えば、サービスを要求する
複数のオーダーを受け取り、複数のオーダーに基づいて場所をマーキングし、マーキング
された場所に関連する情報が配信される１以上のサービス提供者を特定するオペレーショ
ンを行う。ここで上記マーキングされた場所は、複数のオーダーのうちの、第１の特性を
共有する第１の数のオーダーに関連する。マーキングされた場所は第１の位置に関連する
。
【００１３】
　上記システムは、サービスの供給状況を管理するために適合されている。上記第１の特
性は、第１の位置と、マーキングされた場所のオーダーに関連する位置との間の距離が第
１の閾値未満であることであってもよい。ある実施形態において、上記システムは、複数
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のオーダーのうちの、１のオーダーに関連する測位デバイスと通信し、そのオーダーに関
連するオーダー位置を特定するオペレーションを行ってもよい。別の実施形態において、
上記システムは、少なくとも１つの処理部（プロセッサ）によって、又は少なくとも１つ
の処理部（プロセッサ）上で、ネットワークから少なくとも１つのオーダーを受け取るオ
ペレーションを行ってもよい。さらに別の実施形態においては、上記システムは、少なく
とも１つの処理部（プロセッサ）によって、又は少なくとも１つの処理部（プロセッサ）
上で、少なくとも１つのクラスターアルゴリズムに基づいてマーキングされた場所を特定
するオペレーションを行ってもよい。クラスターアルゴリズムの例については、本教示の
他の箇所で述べる。
【００１４】
　さらに別の実施形態においては、上記システムは、少なくとも１つの処理部（プロセッ
サ）によって、又は少なくとも１つの処理部（プロセッサ）上で、マーキングされた場所
に関連する第２の数のサービス提供者を特定してもよい。第２の数のサービス提供者は第
２の特性を共有していてもよい。第２の特性は、第１の位置と、第２の数のサービス提供
者に関連する位置との間の距離が第２の閾値未満であることであってもよい。ある実施形
態において、第１の特性（第１の位置と、第１の数のオーダーのうちの、１のオーダーに
関連する位置との間の距離が第１の閾値未満であること）と、上記第２の特性は同じであ
ってもよく、第１の閾値と第２の閾値が同じであってもよい。第１の数のオーダーと第２
の数のサービス提供者は同じ場所又はエリアに位置してもよい。場所のマーキングは、第
２の数に対する第１の数の比率を判断することを含んでもよい。例えば、第２の数に対す
る第１の数の比率が第３の閾値を超えるときに上記場所をマーキングしてもよい。ある実
施形態において、場所のマーキングは、第１の数、又は第２の数が第４の閾値を超えたと
判断することを含んでもよい。ある実施形態において、場所のマーキングは、第１の数又
は第２の数が第４の閾値を超えたと判断することを含んでもよい。
【００１５】
　ある実施形態において、上記システムは、少なくとも１つの処理部（プロセッサ）によ
って、又は少なくとも１つの処理部（プロセッサ）上で、あるエリアを場所として特定す
ること、及び／又はマーキングされた場所に関連する情報が１以上のサービス要求者若し
くは１以上のサービス提供者など、又はそれらの組み合わせに向けて配信されるようにマ
ーキングすることを行ってもよい。場所を特定するための基準（基準は単数でも複数でも
よい）は、場所をマーキングするための基準（基準は単数でも複数でもよい）と同じであ
ってもよい。別の実施形態において、エリアは第１の基準（基準は単数でも複数でもよい
）に基づいて特定されていてもよい。また第２の基準（基準は単数でも複数でもよい）を
満足する特定された場所は、１以上のサービス要求者若しくは１以上のサービス提供者な
ど、又はそれらの組み合わせに向けて、マーキングされた場所に関連する情報が配信され
るようにマーキングされる。第１の基準（単数でも複数でもよい）は第２の基準（単数で
も複数でもよい）と異なっていてもよい。上記システムは、少なくとも１つの処理部（プ
ロセッサ）によって、又は少なくとも１つの処理部（プロセッサ）上で、マーキングされ
た場所に関連する情報をマーキングされた場所のオーダーに関連するサービス要求者、又
は１以上のサービス提供者に対し配信するオペレーションを行ってもよい。配信は、シス
テム外部の、又はシステムから独立したデバイスによって行われてもよい。
【００１６】
　別の実施形態において、少なくとも１つの処理部（プロセッサ）によって実行される方
法が提供される。上記方法は少なくとも１つの処理部（プロセッサ）によって、又は少な
くとも１つの処理部（プロセッサ）上で、サービスを要求する複数のオーダーを受け取る
こと、少なくとも１つの処理部（プロセッサ）によって、又は少なくとも１つの処理部（
プロセッサ）上で、複数のオーダーに基づいて場所をマーキングすること、及びマーキン
グされた場所に関連する情報が配信される１以上のサービス提供者を特定することを含む
。ここでマーキングされた場所は、複数のオーダーのうちの、第１の特性を共有する第１
の数のオーダーに関連する。マーキングされた場所は第１の位置に関連する。上記方法は
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、エリアを場所として特定すること、及び／又はマーキングされた場所に関連する情報が
１以上のサービス要求者若しくは１以上のサービス提供者など、又はそれらの組み合わせ
に向けて配信されるようにマーキングすることを含んでもよい。場所を特定するための基
準は、場所をマーキングするための基準と同じであってもよい。別の実施形態において、
上記エリアは第１の基準（基準は単数でも複数でもよい）に基づいて特定されていてもよ
い。また第２の基準（基準は単数でも複数でもよい）を満足する特定された場所は、１以
上のサービス要求者若しくは１以上のサービス提供者など、又はそれらの組み合わせに向
けて、マーキングされた場所に関連する情報が配信されるようにマーキングされる。第１
の基準（基準は単数でも複数でもよい）は第２の基準（基準は単数でも複数でもよい）と
異なっていてもよい。上記方法は、マーキングされた場所に関連する情報を、マーキング
された場所のオーダーに関連するサービス要求者若しくは１以上のサービス提供者など、
又はそれらの組み合わせに向けて配信することを含んでもよい。上記方法は、サービスの
供給状況を管理するために適合されている。
【００１７】
　さらに別の実施形態において、少なくとも１つの処理部（プロセッサ）によって実行さ
れる方法が提供される。上記方法は、第１のオーダー及び第２のオーダーを受け取ること
（第１のオーダーは第１のオーダー時刻、第１のオーダー元、及び目的地を含み、第２の
オーダーは、第２のオーダー時刻及び第２のオーダー元を含む）、第１のオーダー時刻、
第１のオーダー元、及び目的地に基づいて、目的地に到着する第１の時刻を計算すること
、目的地と第２のオーダー元との間の第１の差を求めること、第１の時刻と第２のオーダ
ー時刻の間の第２の差を求めること、及び第１の差が第１の閾値未満で、かつ第２の差が
第２の閾値未満であれば、第１のオーダー及び第２のオーダーをマーキングすること、を
含む。上記方法は、第１のオーダー及び第２のオーダーを管理するために適合されている
。
【００１８】
　上述した閾値は、それぞれ一定値であってもよく、変数であってもよい。ほんの一例に
過ぎないが、閾値は、例えば、時刻、曜日、道路状況、交通状況、若しくはサービス要求
者若しくはサービス提供者などにより指定された特定の条件など、又はそれらの組み合わ
せに基づいて変動してもよい。閾値は、予め定められた定数であってもよく、予め定めら
れた変数であってもよい。例えば、閾値は、時間の関数としての変数、偶発的条件の関数
、又は２つ以上のパラメータの関数などであってもよい。上記関数は、例えば、機械学習
アルゴリズムを用いた履歴情報から導出されるものであってもよい。機械学習アルゴリズ
ムの例としては、教師あり学習、教師なし学習、半教師あり学習、若しくは強化学習など
、又はそれらの組み合わせのうちの１つであってもよい。機械学習アルゴリズムの例とし
ては、ｃ４．５、ｋ－Ｍｅａｎｓ、Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｖｅｃｔｏｒ　Ｍａｃｈｉｎｅｓ（
ＳＶＭ）、Ａｐｒｉｏｒｉ、Ｅｘｐｅｃｔａｔｉｏｎ　Ｍａｘｉｍｉｚａｔｉｏｎ（ＥＭ
）、ＰａｇｅＲａｎｋ、ＡｄａＢｏｏｓｔ、ｋ－Ｎｅａｒｅｓｔ　Ｎｅｉｇｈｂｏｒｓ（
ｋＮＮ）、Ｎａｉｖｅ　Ｂａｙｅｓ、若しくはＣｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　
Ｒｅｇｒｅｓｓｉｏｎ　Ｔｒｅｅ（ＣＡＲＴ）など、又はそれらの組み合わせが挙げられ
る。
【００１９】
　他の概念は本教示の内容を実行するためソフトウェアに関連する。この概念によれば、
ソフトウェアプロダクトには、少なくとも１つの機械可読非一時的媒体、及びその媒体に
よって担持される情報が含まれる。上記媒体によって担持される上記情報は実行可能なプ
ログラムコードデータ、実行可能なプログラムコードに関連するパラメータ、及び／又は
サービス要求者に関連する情報、サービス提供者、目的のサービスに関連する種々の情報
、及び目的のサービスの供給状況の管理などであってもよい。
【００２０】
　追加の特徴について、一部は以下の発明の詳細な説明について述べる。また一部は以下
の説明及び付属の図面を考察すれば当業者にとって明白であろうし、また例示した製法又
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はオペレーションによって理解できる場合もあろう。本教示の特徴は、以下で説明する詳
細な例において述べる種々の態様の技法、手段及び組み合わせを実施するか、又は使用す
ることによって実現され、達成することができる。
【００２１】
　本明細書において述べる上記方法、システム、及び／又はプログラミングを、例示する
実施形態に基づいてさらに詳細に説明する。これらの例示的な実施形態は図面を参照しな
がら詳細に説明する。これらの実施形態は実施形態の例を示すものに過ぎず、本願発明を
限定するものではない。幾つかの図面を通じて同様の参照符号が付された構造は同様の構
造であることを表す。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本教示の種々の実施形態に係る、スケジューリングシステムが展開されていても
よいシステム構成の一例を示す図である。
【図２】本教示の実施形態に係る、図１において示されたシステム構成のスケジューリン
グシステムの一例を示す図である。
【図３－ａ】本教示の実施形態に係る、スケジューリングシステムが展開されるプロセス
の一例のフローチャートである。
【図３－ｂ】本教示の実施形態に係る、スケジューリングシステムが展開されるプロセス
の一例のフローチャートである。
【図４】本教示の実施形態に係る収集モジュールの構成を示すブロック図である。
【図５】本教示の実施形態に係るオーダー／サービス提供者情報ユニットの構成を示すブ
ロック図である。
【図６】本教示の実施形態に係る位置情報収集部の構成を示すブロック図である。
【図７】本教示の実施形態に係る種々の情報源又はデバイスからの情報を受け取るように
構成されている収集モジュールを示す図である。
【図８】本教示の実施形態に係る識別モジュールのブロック図である。
【図９】本教示の実施形態に係るオーダー情報処理部の例を示す図である。
【図１０－ａ】本教示の実施形態に係る場所の特定の例を示す図である。
【図１０－ｂ】本教示の実施形態に係る場所の特定の例を示す図である。
【図１１】本教示の実施形態に係る識別モジュールの場所／領域分割アルゴリズムがどの
ようにして入力及び出力を行うかを示す図である。
【図１２】本教示の実施形態に係る識別モジュールの特定の領域分割アルゴリズムがどの
ようにして入力及び出力を行うかを示す別の図である。
【図１３】本教示の別の実施形態に係るＤｂスキャン・クラスタリング・アルゴリズムの
フローチャート図である。
【図１４】本教示の実施形態に係る、さらに場所をマーキングするための識別モジュール
を示すフローチャートである。
【図１５】本教示の実施形態に係る、サービス提供者に広告を配信するプロセスの一例を
示すフローチャートである。
【図１６】本教示の実施形態に係る、サービス提供者に広告を配信するプロセスの他の一
例を示すフローチャートである。
【図１７】本教示の内容を組み込んだ特別なシステムを実行するのに使用することができ
るモバイル機器の構成を示す図である。
【図１８】本教示の内容を組み込んだ特別なシステムを実行するのに使用することができ
るコンピュータの構成を示す図である。
【図１９】本教示の実施形態に係る、提供者－要求者比とオーダー受注率の間の相関を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下の詳細な説明においては、関連する教示が充分に理解されるように、多数の特定の
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詳細な内容を例として述べる。しかしながら、当業者であれば、そのような詳細な説明が
なくても本教示の内容を実施できることが明らかである。本教示の態様を不必要にわかり
にくくすることを避けるために、他の例においては、周知の方法、手順、システム、構成
要素、及び／又は電子回路については相対的に高いレベルで、詳細については述べること
なく説明する。
【００２４】
　本教示は、サービス提供者によってサービスが行き届いていない、又はサービスが供給
過剰であるエリアを特定するサービス情報を提供するためのサービスシステムの、方法、
システム、及びプログラミングの態様を述べる。本明細書に開示する方法及びシステムは
、例えば、オーダー若しくはサービス提供者などの、又はそれらの組み合わせの分布パタ
ーンを特定し、サービスの需要と供給の間のミスマッチが生じているエリア又は領域をマ
ーキングし、そのような情報をサービス要求者若しくはサービス提供者など、又はそれら
の組み合わせに提供することを目指している。対象の領域は、リアルタイムの情報及び／
又は履歴情報、又は他の情報を伴う異なる状況における種々のアルゴリズム又は他の基準
に基づいて特定することができる。例えばこの情報に基づいて、サービス提供者やサービ
ス要求者がサービスを得る又はサービスを提供するために異なる領域又はエリアに移動す
るなどにより調整を行うに従ってサービスの効率を改善することができる。
【００２５】
　サービスの供給状況を管理するためのシステムや方法は、タクシーやリムジンの車両に
対して用いられる車両管理システム、市内急行デリバリーシステムなどを含む別の輸送シ
ステムにおいて使用してもよい（特に限定されないが、輸送には陸上輸送、海上輸送、空
輸など、又はそれらの組み合わせが含まれる）。本明細書で開示されているシステムや方
法のこれらの適用例は例示の目的で提供するものであり、本教示の範囲を制限することを
意図したものではないことは理解されよう。開示するシステム及び方法は、他の状況、例
えば、他のオン・デマンドのサービスにおいて適用することもできる。
【００２６】
　本教示において、「ユーザー」、「乗客」、「要求者」、「サービス（の）要求者」、
及び「客」は、サービスを要求又はオーダーする個人を指すために交換可能に使用される
。また、「提供者」、「サービス（の）提供者」及び「サプライヤー」は、サービスを提
供する、又はサービスの提供を促進する個人、団体、又はツールを指すために交換可能に
使用される。また、「場所（ローカス：ｌｏｃｕｓ，ｌｏｃｉ）、「クラスター」、及び
「グループ」は、ある特性を共有する類似の目的物の群に言及するために交換可能に使用
される。ある実施形態において、「場所」又は「クラスター」は特定の領域に関連しても
よい。ほんの一例に過ぎないが、場所は、ある領域における複数のオーダーを指してもよ
く、領域を指してもよい。ある実施形態において、領域は、場所又はクラスターと解釈さ
れる複数の目的物に関連してもよい。
【００２７】
　図１は、本教示の種々の実施形態に係る、スケジューリングシステムが展開されていて
もよいシステム構成１００の一例を示す図である。一例であるシステム構成１００は、ス
ケジューリングシステム１０２と、サービス要求者１０４と、ユーザーログデータベース
（ＤＢ）１０６と、サービス提供者１０８と、ネットワーク１１４とを含む。ネットワー
ク１１４は単一のネットワークであってもよいし、異なるネットワークの組み合わせであ
ってもよい。例えば、ネットワーク１１４は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、
広域ネットワーク（ＷＡＮ）、パブリックネットワーク、プライベートネットワーク、ワ
イヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、ヴァーチャルネットワーク、首都圏
ネットワーク（ＭＡＮ）、若しくは公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、又はこれらの組み合わ
せであってもよい。ネットワーク１１４は、例えば、ベースステーション（基地局）又は
インターネットエクスチェンジ１１４－１、１１４－２などの有線又は無線のアクセスポ
イントなどの、ネットワーク１１４を介して情報を送信するために、それを通じてデータ
源がネットワーク１１４に接続されてもよい種々のネットワークアクセスポイントをさら
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に含んでいてもよい。
【００２８】
　サービスを要求するオーダーを発注してもよいユーザー１０４は、異なるタイプのユー
ザーであってもよい。例えば、デスクトップコンピュータ１０４－１、ラップトップコン
ピュータ１０４－２、自動車車内のビルトインデバイス１０４－３、又はモバイル機器１
０４－４を介してネットワーク１１４に接続されたユーザーなどであってもよい。ユーザ
ー又はサービス要求者は、ネットワーク１１４を介して要求を送り、結果又は提案を受け
取ることができる。スケジューリングシステム（又はシステムとも呼ぶ）１０２は、ユー
ザーログデータベース（データベース）１０６に記憶された情報にアクセスすることもで
きるし、ネットワーク１１４を介して直接アクセスすることもできる。
【００２９】
　ユーザーログデータベース１０６は１以上の異なるアプリケーション（図示しない）に
よって生成することができ、スケジューリングシステムのバックエンドで走らせることも
できる。または、ネットワーク１１４に接続し、異なる情報源からの情報にアクセスし、
情報を解析し、構造化した情報を生成し、そのような生成した情報を記憶することができ
る完全にスタンドアロンなシステムとして走らせることもできる。図１に示すように、ユ
ーザーログデータベース１０６はネットワーク１１４及びスケジューリングシステム１０
２に接続してもよい。ある実施形態においては、ユーザーログデータベース１０６とネッ
トワーク１１４との間に少なくとも１つのゲートウェイがあり、ユーザー、サービス提供
者、又は第三者がネットワーク１１４を通じてユーザーログデータベース１０６にアクセ
スするためには認証が必要とされる。サービス提供者１０８には、異なるタイプのハイヤ
ー車両などの、複数のサービス提供者１０８－１、１０８－２、・・・、１０８－ｎなど
を含んでもよい。例えば、サービス提供者は、タクシー会社、単独のタクシー、登録済み
の私用車、又は登録された運転手が乗る車両などに該当してもよい。スケジューリングシ
ステム１０２と通信して情報の交換ができるように、種々のタイプのサービス提供者がス
ケジューリングシステム１０２に登録されている。例えば、上記スケジューリングシステ
ムは、ネットワーク１１４を介してサービス提供者の情報、サービス要求者の情報、サー
ビスを要求するオーダーの情報にアクセスしてもよく、あるいはサービス提供者やサービ
ス要求者などに対して通知や広告を送信してもよい。
【００３０】
　図２は、図１に示すシステム構成のスケジューリングシステム１０２のブロック図であ
る。スケジューリングシステム１０２は、収集モジュール２１０と、識別モジュール２２
０と、判断モジュール２３０と、配信モジュール２４０と、履歴情報データベース（ＤＢ
）２５０とを含む。収集モジュール２１０は、サービス要求者１０４若しくはサービス提
供者１０８など、又はそれらの組み合わせに関連する情報を収集することができる。収集
モジュール２１０は、ネットワーク１１４及び／又はユーザーログデータベース１０６を
通じて情報を収集することができる。また、収集モジュール２１０は、１以上の偶発的情
報の情報源２６０から偶発的情報又は周辺環境の情報を収集することもできる。特に限定
されないが、偶発的情報には、気象状況、道路状況、交通状況、提供者－要求者比、若し
くはオーダー受注率など、又はそれらの組み合わせが含まれてもよい。履歴情報データベ
ース（ＤＢ）２５０は、例えば、客、サービス提供者、オーダーの分布、サービス提供者
の分布、需要と供給の関係など、又はそれらの組み合わせに関連する履歴情報を記憶する
ことができる。識別モジュール２２０は、例えば、収集モジュール２１０から情報を受け
取り、受け取った情報に基づいてオーダーの場所を特定する、又はマーキングする。オー
ダーの、特定された又はマーキングされた場所に関連する情報は、さらに処理されてもよ
い。ほんの一例に過ぎないが、識別モジュール２２０は、オーダーに関連する情報、サー
ビス提供者に関連する情報、その場所、若しくは領域の内部又はその周辺の偶発的情報に
基づいて、ある場所又は領域においてサービスが行き届いていないか、又はサービスが供
給過剰であるかをマーキングするようにしてもよい。ある実施形態において、識別モジュ
ール２２０から提供される、特定された若しくはマーキングされた場所又は領域について
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の情報は、配信モジュール２４０に直接送信されてもよい。別の実施形態において、判断
モジュール２３０は、識別モジュール２２０から情報を受け取り、特定された若しくはマ
ーキングされた場所又は領域に関連する情報を誰に送信してよいかを特定するように構成
されていてもよい。上記判断モジュール２３０は、識別モジュール２２０にフィードバッ
クを送信してもよい。例えば場所又は領域に関連する情報を配信モジュール２４０に送信
してもよい。配信モジュール２４０は、広告、告知、又は案内などの情報を、サービス要
求者、サービス提供者、若しくは第三者など、又はそれらの組み合わせに向けて配信して
もよい。特定された、若しくはマーキングされた場所又は領域に関連する情報は、フィー
ドバックとして、又はバックアップ若しくは保存のために、判断モジュール２３０、識別
モジュール２２０、又は履歴情報データベース２５０に送信されてもよい。
【００３１】
　当然ながら、必要に応じて、図２に示したものよりも多い又は少ない構成モジュールを
有する別のシステム１０２を実行することができる。上記記載においては、どのようなも
のが本教示及び／又は他の例を構成するかを説明したが、それらに対して種々の改変が可
能であること、本明細書で開示されている主題は種々の形式及び実施例において実施可能
であること、並びに本教示は多くの応用例において適用可能であり、本明細書においては
その応用例のうちほんの一部のみが記載されているに過ぎないことは理解されよう。当業
者であれば、本教示に対する種々の改変及び／又は改良が可能であることは理解できるで
あろう。例えば、上述の収集モジュール２１０、識別モジュール２２０、判断モジュール
２３０、又は配信モジュール２４０のうち一部は単一のモジュール又はデバイス内で統合
されていてもよく、単一のモジュール又はデバイスが上述のモジュールのうち２つ以上の
機能を実行してもよい。例えば、上述の収集モジュール２１０及び識別モジュール２２０
によって達成されるように、一つのモジュールが、関連情報を受け取るためと、場所をマ
ーキングするためとの両方の目的で使用されてもよい。
【００３２】
　図３－ａは、本教示の実施形態に係る、スケジューリングシステム１０２が展開される
プロセスの一例のフローチャートである。始めのブロック３０１では、情報が受け取られ
る。ある実施形態において、受け取った情報には、オーダー、サービス要求者、サービス
提供者、履歴情報、若しくは偶発的情報など、又はそれらの組み合わせに関連する情報が
含まれてもよい。ある実施形態においては、受け取った情報のうち少なくとも幾つかはリ
アルタイムの情報である。本明細書において使用するように、リアルタイムの情報とは、
オーダーされた時刻ちょうど若しくはその時刻周辺（例えば、数秒以内、数分以内など）
、又は所定の時刻ちょうどのことを指す。
【００３３】
　本明細書において使用するように、履歴情報には、例えば、あるエリア又は領域におけ
るサービス（同一の又は類似のサービスを含む）の需要と供給に関連する過去の情報が含
まれてもよい。例えば、履歴情報には、オーダーの数、サービス提供者の数、オーダー受
注率、交通状況、若しくは道路状況など、又はそれらの組み合わせが含まれてもよい。履
歴情報は、ある一定の期間における情報を含んでいてもよい。別の例としては、上記履歴
情報は、時間の関数として上記例示した過去の情報のプロフィール、例えば、一日のうち
の異なる時間における変化（例えばラッシュ時間やオフ・ピーク時間など）、若しくは曜
日の違いによる変化、又はそれらの組み合わせを含んでもよい。上記履歴情報は、履歴情
報が生じた時又は履歴情報に関連する元の出来事が起こった時よりも後の時点の情報を予
想する又は導出するために使用されてもよい。本明細書において、偶発的情報（又は状況
）には、例えば、サービス要求者、サービス提供者などによって制御することができない
情報（又は状況）、又は一時的な情報（又は状況）が含まれてもよい。例えば、偶発的情
報（又は状況）には、気象状況、環境状況、道路状況（例えば、道路工事又は安全上の理
由により通行止めになっている、など）、若しくは交通状況など、又はそれらの組み合わ
せが含まれてもよい。上記履歴情報又は上記偶発的情報（又は状況）は、例えばオーダー
のオーダー元、オーダーの目的地、又はオーダーのオーダー元と目的地の間の経路などの
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、オーダーに関連する情報（又は状況）であってもよい。
【００３４】
　別の実施形態において、受け取った情報には、例えば、オーダーの位置、サービス提供
者の位置、オーダーがなされた時刻、オーダー受注率、交通状況、道路状況、気象状況、
若しくは履歴情報など、又はそれらの組み合わせなどが含まれてもよい。ブロック３０２
において、場所は受け取った情報に基づいてマーキングされる。上で説明したとおり、こ
れはスケジューリングシステム１０２内の識別モジュール２２０によって実行されてもよ
い。マーキングは、ある特定のエリア又は領域に関連する情報、例えば、オーダーの分布
、オーダーの数、サービス提供者の数、気象状況、道路状況、履歴情報、若しくは交通状
況など、又はそれらの組み合わせに基づいて行われてもよい。ブロック３０３において、
マーキングされた場所に関連する情報は、例えば、１以上のサービス要求者、若しくは１
以上のサービス提供者など、又はそれらの組み合わせに向けて配信される。
【００３５】
　図３－ｂは、本教示の実施形態に係る、スケジューリングシステム１０２が展開される
プロセスの別の一例のフローチャートである。始めのブロック３０４では、情報が受け取
られる。情報の収集は、スケジューリングシステム１０２内の収集モジュール２１０によ
って行われてもよい。上述したように、受け取られた情報は、オーダー、サービス要求者
、サービス提供者、履歴情報、若しくは偶発的情報などに関連する情報、又はそれらの組
み合わせであってもよい。ある実施形態においては、受け取られる情報の少なくとも一部
はリアルタイムの情報である。
【００３６】
　ブロック３０５において、場所は、ある特定のエリア又は領域に関連する、第１の集合
の情報に基づいて特定される。特定された場所とは、少なくとも一つの同じ特性を共有す
るオーダーが、本教示の実施形態に従って一括りにグループ化された場所であると説明す
ることもできる。上述の通り、これはスケジューリングシステム１０２内の識別モジュー
ル２２０によって実行されていてもよい。第１の集合の情報は、収集モジュール２１０に
おいて受け取られた情報のサブ集合（サブセット）であってもよい。特に限定されないが
、第１の集合の情報には、ある特定のエリア又は領域に関連する情報、例えば、オーダー
の開始位置（オーダー元）、オーダーの目的地、オーダーの分布、オーダーの数、サービ
ス提供者の数、気象状況、道路状況、履歴情報、若しくは交通状況などの情報、又はそれ
らの組み合わせが含まれてもよい。
【００３７】
　ブロック３０６において、特定された場所は第２の集合の情報に基づいてマーキングさ
れる。これもまた識別モジュール２２０によって実行されてもよい。第２の集合の情報は
、特定された場所に関連する情報であってもよい。第２の集合の情報は、第１の集合の情
報と、少なくとも一部が重複していてもよい。第２の集合の情報は、収集モジュール２１
０において受け取られた情報のサブ集合（サブセット）であってもよい。第２の集合の情
報には、例えば、オーダーの分布、ある特定の領域又はエリア、特定された場所における
オーダーの数、特定された場所におけるサービス提供者の数、気象状況、道路状況、特定
された場所に関連する履歴情報、特定された場所に関連する交通状況、特定された場所に
おけるオーダー受注率、若しくは特定された場所における提供者－要求者比など、又はそ
れらの組み合わせが含まれてもよい。ある実施形態において、ブロック３０５で特定され
た場所は直接マーキングされてもよく、マーキングされたものとして取扱ってもよい。そ
の後、ブロック３０７に進んで、どのサービス提供者及び／又はどのサービス要求者に向
けて、マーキングされた場所に関連する情報を配信するかが決定される。ある実施形態に
おいては、第１の集合の情報は第２の集合の情報と同じである。ある実施形態において、
場所が特定されるときの基準（基準は単数でも複数でもよい）は、場所がマーキングされ
るときの基準（基準は単数でも複数でもよい）と同じである。特定された場所はマーキン
グされる。ある実施形態においては、ブロック３０６にて、スケジューリングシステム１
０２は、その場所においてサービスの需要と供給のバランスが取れているか、サービスが
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行き届いていないか、又はサービスが供給過剰であるかを判断する。ブロック３０６にお
ける、マーキングされた場所に関連する情報はブロック３０４へ送られてもよい。この場
合、収集モジュール２１０によって最初に受け取られた情報は更新（アップデート）され
てもよく、及び／又は識別モジュール２２０はマーキングされた場所に関連する情報を変
更又は更新（アップデート）してもよい。
【００３８】
　ブロック３０７において、どのサービス提供者又はどのサービス要求者に向けてマーキ
ングされた場所に関連する情報を配信するかが判断される。ブロック３０８においては、
マーキングされた場所に関連する情報が配信される。
【００３９】
　図３－ａ及び図３－ｂに示すように、いくつかの実施形態において、特定された又はマ
ーキングされた場所に関連する情報は、１以上のサービス提供者、及び／又は１以上のサ
ービス要求者、又は１以上の第三者に向けて配信されてもよい。サービス提供者に向けて
配信される情報は、サービス要求者に向けて配信される情報と同じであってもよい。ほん
の一例に過ぎないが、サービス提供者及びサービス要求者に向けて配信される情報には、
場所の所在地、サービス要求者の所に又は当該場所にサービス提供者が到達する推定時刻
、サービス提供者又はサービス要求者の位置、道路状況、若しくは気象状況などの情報、
又はそれらの組み合わせが含まれてもよい。サービス提供者に向けて配信される情報は、
サービス要求者に向けて配信される情報と異なっていてもよい。ほんの一例に過ぎないが
、サービス提供者に向けて配信される情報としては、場所の所在地、１以上のサービス要
求者の位置、及びその場所の１以上のオーダーに関連する情報（例えば、オーダー元、目
的地、乗客の数、荷物の個数、チップの申し出があったか否か、など）が含まれてもよい
。また、サービス要求者に向けて配信される情報としては、近接したエリア内により多く
のサービス提供者がいるか否かに関する情報、推定待ち時間はどれぐらいかに関する情報
、気象状況、道路状況、若しくは１以上のサービス提供者の位置など、又はそれらの組み
合わせなどが含まれる。
【００４０】
　上記記載において、どのようなものが本教示及び／又は他の例を構成するかを述べたが
、それらに対して種々の改変が可能であること、本明細書で開示されている主題は、種々
の形式及び実施例において実施可能であること、並びに本教示は多くの応用例において適
用可能であり、本明細書においてはその応用例のうちほんの一部のみが記載されているに
過ぎないことは理解されよう。当業者であれば、本教示に対する種々の改変及び／又は改
良が可能であることは理解できるであろう。
【００４１】
　図４は、本教示の実施形態に係る収集モジュール２１０の構成を示すブロック図である
。収集モジュール２１０は、履歴情報ユニット４１０、オーダー情報ユニット４２０、サ
ービス提供者情報ユニット４３０、及び偶発的情報ユニット４４０を含む。それらに対し
て種々の改変が可能であること、本明細書で開示されている主題は、種々の形式及び実施
例において実施可能であること、並びに本教示は多くの応用例において適用可能であり、
本明細書においてはその応用例のうちほんの一部のみが記載されているに過ぎないことは
理解されよう。当業者であれば、本教示に対する種々の改変及び／又は改良が可能である
ことは理解できるであろう。例えば、記載したモジュール又はユニットの中には、単一の
モジュール又はユニットに統合されているものがあってもよく、また単一のモジュール又
はユニットが、上述したモジュール又はユニットの２つ以上の機能を行ってもよい。
【００４２】
　履歴情報ユニット４１０は、例えば、ユーザーログデータベース１０６から、及び／又
は１以上の第三者（例えば、サービスセンター、等）からの履歴情報を受け取るように構
成されていてもよい。ある実施形態においては、履歴情報ユニット４１０は、履歴情報を
記憶及び／又は処理するために使用される履歴情報データベース２５０をさらに含んでい
てもよい。上述したとおり、履歴情報は、例えば、あるエリア若しくは領域における、及
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び／又は一定期間内のサービス（同一又は類似のサービスを含む）の需要と供給に関連す
る過去の情報などを含んでいてもよい。特に限定されないが、上記履歴情報には、ある特
定の時刻での、又は一定期間内の、あるエリア又は領域におけるサービス要求者の数、オ
ーダーされた時刻、オーダーの数、タクシーによりピックアップされた位置及び／又は時
刻、サービス要求者が自発的に払った追加料金又はチップ、あるオーダーにおいて要求さ
れた特別な条件（例えば、荷物が多いこと、乗客が多いこと、特殊なタイプの車両であっ
たこと、など）、ユーザーログデータベース１０６及び／又は履歴情報データベース２５
０に記憶されたサービス要求者の情報、性別、年齢、運転年数又はサービス提供者として
の経験、車両の使用年数、車両の形式、ナンバープレートの番号、追加のサービス能力（
例えば、車両の特別な特徴など）、オーダー番号、オーダーの受注数、オーダー受注率、
サービス要求者の習性、及びタクシーの位置などの、過去及び／又は最近の情報が含まれ
てもよい。履歴情報は、クラウドデータストレージを通じて、又はサーバー又はコンピュ
ータにローカルで、１以上のデータベースに収集され、記憶されてもよい。特に限定され
ないが、上記履歴情報は、政府及び／又は会社によって委託されている少なくとも１つの
団体又は組織から得られるものであってもよい。
【００４３】
　オーダー情報ユニット４２０は、例えば、アプリケーション又はポータル（例えば相互
に情報を送信し、及び／又は情報を受信することにより、ネットワークを通じてスケジュ
ーリングシステムと通信するように適合されたターミナルなど）を通じてサービス要求者
から、及び／又は第三者から１以上のオーダーを受け取るように構成されていてもよい。
そのようなアプリケーション又はポータルは、例えば、スマートフォン、デスクトップパ
ソコン、ラップトップパソコン、又は本教示の若しくは当業者に公知の、別の場所にて開
示されているデバイスなどにインストールされていてもよい。ほんの一例に過ぎないが、
乗客又は乗客のグループの代わりに、第三者がそのようなアプリケーションを用いてサー
ビスをオーダーしてもよい。そのオーダーは、例えば、オーダーされた時刻、タクシーの
数、ピックアップする位置（又はオーダー元）、目的地、ピックアップする時刻、合流し
たという情報、乗客の数、荷物の個数、サービス要求者が自発的に払ったチップ、そのオ
ーダーに関連して追加で要求された条件、若しくは運転手が必要か否か（例えば、そのサ
ービス要求者自身が運転するか、又は運転手付きか）など、又はそれらの組み合わせに関
連する情報を含んでもよい。
【００４４】
　サービス提供者情報ユニット４３０は、例えば、上述したようなアプリケーションやポ
ータルを通じて、サービス提供者及び／又は第三者から提供されるサービス提供者の情報
を受け取るように構成されていてもよい。特に限定されないが、サービス提供者の情報に
は、性別、年齢、運転年数又はサービス提供者としての経験、オーダー受注数、特定の時
刻又は一定期間内のオーダー受注率、車両の使用年数、車両の形式、車両の能力、ナンバ
ープレートの番号、タクシーの位置、追加のサービス能力（例えば、車両の特別な特徴な
ど）、その車両は運転手の提供なしで利用可能かどうか（例えば、サービス要求者自身が
その車両を運転する必要があるのか、若しくは運転手を手配する必要があるのか）など、
又はそれらの組み合わせなどの、サービス提供者及び／又はタクシーに特有の情報を含ん
でもよい。
【００４５】
　偶発的情報ユニット４４０は、例えば、公的なニュースシステム（例えば、天気予報シ
ステム、リアルタイム道路状況システム、放送局など）の１以上の情報源から提供される
偶発的情報、及び／又は、例えばインターフェース、ポータル、アプリケーション（例え
ば、グーグルマップによる３Ｄの現実的風景など）などを通じて１以上の第三者から提供
される偶発的情報、又はそれらの組み合わせを受け取るように構成されていてもよい。あ
る実施形態においては、偶発的情報は偶発的情報の情報源２６０を含む。特に限定されな
いが、偶発的情報には、オーダー若しくはオーダー場所に関連する交通状況、オーダー若
しくはオーダー場所に関連する道路状況、若しくはオーダー若しくはオーダー場所に関連
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する気象状況など、又はそれらの組み合わせなどの、偶発的情報の情報源２６０からの情
報を含む。例えば天気が雨の場合、偶発的情報ユニット４４０は「雨」という情報を、例
えば、リアルタイム天気予報システムに接続されていてもよい偶発的情報の情報源２６０
から受け取り、その情報を処理するか、あるいはスケジューリングシステム１０２の別の
部分、例えば、識別モジュール２２０に送信してもよい。
【００４６】
　図５は、本教示の実施形態に係るオーダー／サービス提供者情報ユニット４２０／４３
０の構成を示すブロック図である。オーダー／サービス提供者情報ユニット４２０／４３
０は、位置情報収集部５１０と、雑情報収集部５２０とを含む。それらに対して種々の改
変が可能であること、本明細書で開示されている主題は、種々の形式及び実施例において
実施可能であること、並びに本教示は多くの応用例において適用可能であり、本明細書に
おいてはその応用例のうちほんの一部のみが記載されているに過ぎないことは理解されよ
う。当業者であれば、本教示に対する種々の改変及び／又は改良が可能であることは理解
できるであろう。例えば、上記収集部は、単一の収集部に統合されていてもよく、あるい
は一つの収集部が両方の収集部の機能を実行してもよい。
【００４７】
　位置情報収集部５１０は、例えば、サービス要求者、又はそのサービス要求者と関連付
けられたデバイス、サービス提供者、又はそのサービス提供者と関連付けられたデバイス
、第三者、又はその第三者と関係づけられたデバイスなどから得られる位置情報を収集す
るように構成されていてもよい。例えば、位置情報はピックアップする位置や目的地など
を含んでいてもよい。
【００４８】
　雑情報収集部５２０は、サービス要求者から提供される情報、及び／又はアプリケーシ
ョンにアクセス可能な１以上の第三者から提供される情報を収集するように構成されてい
てもよい。雑情報は、オーダーに関連する情報（例えば、時間の制約、乗客の数、荷物の
個数、荷物の大きさ、位置及び／又はピックアップする位置及び／又は時間、目的地、サ
ービス要求者が自発的に支払うチップの量、若しくは乗客の習性又は好みなど、又はそれ
らの組み合わせ）、サービス提供者に関連する情報（例えば、性別、年齢、運転年数又は
運転経験、車両の使用年数、車両の形式、ナンバープレートの番号、追加のサービス能力
（例えば、車両の特別な特徴など）、オーダー番号、オーダーの受注数、特定の時間又は
一定期間内のオーダー受注率、タクシーの位置、車両は利用者自身での運転が可能かどう
か、など）、乗客、サービス提供者、若しくは第三者などからの他の入力情報、又はそれ
らの組み合わせを含んでもよい。さらに雑情報は、オーダー又は場所に関連する偶発的情
報を含んでいてもよい。
【００４９】
　図６は、本教示の実施形態に係る位置情報収集部５１０の構成を示すブロック図である
。位置情報収集部５１０は、位置情報受領部６１０及び位置情報処理部６２０を含んでも
よい。それらに対して種々の改変が可能であること、本明細書で開示されている主題は、
種々の形式及び実施例において実施可能であること、並びに本教示は多くの応用例におい
て適用可能であり、本明細書においてはその応用例のうちほんの一部のみが記載されてい
るに過ぎないことは理解されよう。当業者であれば、本教示に対する種々の改変及び／又
は改良が可能であることは理解できるであろう。例えば、上述の収集部は、単一の収集部
に統合されていてもよく、あるいは一つの収集部が両方の収集部の機能を行ってもよい。
【００５０】
　ある実施形態において、上記位置情報受領部６１０は、位置情報又は位置信号を受け取
るための１以上の測位デバイスと通信可能なように構成されていてもよい。測位デバイス
は、例えば、スマートフォン、全地球測位システム、デスクトップパソコン、ラップトッ
プパソコン、タブレットコンピュータ、車載用コンピューティングプラットフォーム、測
位サービスが付随した、クラウドコンピューティングを利用するポータブルユーザープラ
ットフォーム、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、ネットブック、ウルトラブ



(18) JP 2019-57293 A 2019.4.11

10

20

30

40

50

ック、デジタルフォトフレーム、メディアプレイヤー、携帯型ゲーム機、電子ブックリー
ダー（例えば、Ａｍａｚｏｎ　ｋｉｎｄｌｅ　ｖｏｙａｇｅなど）、全地球航法衛星シス
テム（ＧＬＯＮＡＳＳ）、北斗衛星導航系統（ＢＤＮＳ）、ガリレオ測位システム（Ｇａ
ｌｉｌｉｏ　ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ）、準天頂衛星システム（ＱＺＳＳ
）、ベースステーション（基地局）（ＢＳ）、ウェアラブルコンピューティングデバイス
（例えば眼鏡、腕時計など）、ヴァーチャルディスプレイデバイス、ディスプレイ拡張デ
バイス、車載ＰＣ、カーナビゲーション、レーダークロノグラフ、若しくはレーザ速度計
など、又はそれらの組み合わせであってもよい。測位デバイスは、測位デバイス又はその
デバイスのユーザーの位置を決定するのに使用することができる測位信号を送受信しても
よい。位置情報処理部６２０は、位置情報についての入力を受け取るか、又は受け取った
情報の位置を特定することにより、サービス要求者若しくはサービス提供者など地理的又
は位置的情報（例えば、経度、緯度、高度、若しくは住所など、又はそれらの組み合わせ
）が決定できるように構成されていてもよい。特に限定されないが、位置情報に関連する
入力には、サービス要求者、サービス提供者、及び／又は１以上の第三者から提供される
位置情報が含まれる。例えば、タクシーに乗るためにピックアップを必要としている友人
の乗客が測位機能を有するデバイスを持っていないときに、サービス要求者がその友人の
居る位置を入力する。それらに対して種々の改変が可能であること、本明細書で開示され
ている主題は、種々の形式及び実施例において実施可能であること、並びに本教示は多く
の応用例において適用可能であり、本明細書においてはその応用例のうちほんの一部のみ
が記載されているに過ぎないことは理解されよう。当業者であれば、本教示に対する種々
の改変及び／又は改良が可能であることは理解できるであろう。本明細書において、「タ
クシー」とは、料金又は運賃の見返りに乗客又は物品を運ぶのに利用されるあらゆる輸送
手段をいう。特に限定されないが、例えば「タクシー」には、道で乗客を拾う流しのタク
シー（ストリートタクシー）、前もって手はずを整えた小旅行に対応するカーチャーター
、リムジン、及び配送サービスなどが含まれる。
【００５１】
　図７は、本教示の実施形態に係る種々の情報源又はデバイスからの情報を受け取るよう
に構成されている収集モジュール２１０を示す図である。収集モジュール２１０は、情報
を受け取れるように構成された少なくとも１つのコミュニケーションユニット及び／又は
関連の情報を保存し、及び／又は処理する１以上のデータベースを含んでいてもよい。上
記収集モジュール２１０は、１以上の測位デバイスと通信して、ネットワーク１１４を通
じて関連の情報を受け取ってもよく、及び／又は受け取った情報を、スケジューリングシ
ステム１０２の他の部分、例えば、識別モジュール２２０に伝送してもよい。測位デバイ
スは、例えば、測位機能を備えたモバイル機器、一体化された少なくとも１つの測位モジ
ュールを有する車両、及び速度パラメータを検出する他の機器、例えば、スマートフォン
、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、タブレット、ラップトップパソコン、ネ
ットブック、デスクトップパソコン、車載用コンピューティングプラットフォーム、測位
サービスを伴った、クラウドコンピューティングを利用するポータブルユーザープラット
フォーム、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、ネットブック、ウルトラブック
、デジタルフォトフレーム、メディアプレイヤー、携帯型ゲーム機、電子ブックリーダー
（例えば、Ａｍａｚｏｎ　ｋｉｎｄｌｅ　ｖｏｙａｇｅなど）、全地球測位システム（Ｇ
ＰＳ）、全地球航法衛星システム（ＧＬＯＮＡＳＳ）、北斗衛星導航系統（ＢＤＮＳ）、
ガリレオ測位システム、準天頂衛星システム（ＱＺＳＳ）、ベースステーション（基地局
）（ＢＳ）、ウェアラブルコンピューティングデバイス（例えば、眼鏡、腕時計など）、
ヴァーチャルディスプレイデバイス、ディスプレイ拡張デバイス、車載ＰＣ、カーナビゲ
ーション、レーダークロノグラフ、若しくはレーザ速度計など、又はそれらの組み合わせ
を含んでいてもよい。ネットワーク１１４においては、例えば、ワイヤレスＬＡＮ（ＷＮ
ＡＮ）（Ｗｉ－Ｆｉ）、ワイヤレスブロードバンド（ＷｉＢｒｏ）、ワールド・インター
オペラビリティ・フォー・マイクロウェーブ・アクセス（ＷｉＭａｘ）、ハイ・スピード
・ダウンリンク・パケット・アクセス（ＨＳＤＰＡ）などの種々のワイヤレスインターネ
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ット技術を使用することができる。ネットワーク１１４においては、さらに、例えば、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）（例えば、ｉＢｅａｃｏｎなど）、無線ＩＤタグ（Ｒａｄ
ｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ＲＦＩＤ））、赤外線デー
タ協会（Ｉｎｆｒａｒｅｄ　ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（ＩｒＤＡ））、ウルト
ラワイドバンド（ＵＷＢ）、ジグビー（ＺｉｇＢｅｅ）などの種々の近距離コミュニケー
ション技術を使用することもできる。
【００５２】
　図８は本教示の実施形態に係る識別モジュールのブロック図である。図８に示すモジュ
ールの構造及び構成要素は、識別モジュール２２０の場合においても、また判断モジュー
ル２３０の場合においても適用することができる。以下の説明は、例示の目的で識別モジ
ュール２２０の場合において提示するものであり、本教示の範囲の限定することを意図し
たものではない。
【００５３】
　ある実施形態において、識別モジュール２２０は、収集モジュール２１０からの情報及
び出力計算結果を受け取るように構成されていてもよい。特に限定されないが、収集モジ
ュール２２０からの情報は、履歴情報、オーダー情報、サービス提供者の情報、若しくは
偶発的情報など、又はそれらの組み合わせを含んでもよい。図８に示すように、識別モジ
ュール２２０は、モジュール計算制御ユニット８０２、モジュール計算コンフィギュレー
ション８０４、履歴情報処理部８０６、オーダー情報処理部８０８、サービス提供者情報
処理部８１０、偶発的情報処理部８１２、及びモジュール統合制御部８１４を含んでもよ
い。
【００５４】
　モジュール計算制御ユニット８０２は、モジュール計算コンフィギュレーション８０４
と通信し、例えば収集モジュール２１０から情報を受け取り、履歴情報処理部８０６、オ
ーダー情報処理部８０８、サービス提供者情報処理部８１０、及び偶発的情報処理部８１
２などのうち一つ以上、又はそれらの組み合わせにおけるさらなる処理のために受け取っ
た情報を送信するように構成されていてもよい。モジュール計算制御ユニット８０２は、
モジュール計算コンフィギュレーション８０４から引き出された命令に従って、実施する
計算のモードを制御してもよい。モジュール計算コンフィギュレーション８０４は、モジ
ュール計算制御ユニット８０２、履歴情報処理部８０６、オーダー情報処理部８０８、サ
ービス提供者情報処理部８１０、偶発的情報処理部８１２、及びモジュール統合制御部８
１４において実施される計算に関連する命令を含んでもよい。ほんの一例に過ぎないが、
モジュール計算コンフィギュレーション８０４から引き出される命令は、履歴情報処理部
８０６、オーダー情報処理部８０８、サービス提供者情報処理部８１０、及び偶発的情報
処理部８１２のうちどれかが計算に関与しているか否かについて；履歴情報処理部８０６
、オーダー情報処理部８０８、及びサービス提供者情報処理部８１０の間の計算シーケン
ス；履歴情報処理部８０６、オーダー情報処理部８０８、サービス提供者情報処理部８１
０、及び偶発的情報処理部８１２のうちいずれかにおいて使用されるアルゴリズム；履歴
情報処理部８０６、オーダー情報処理部８０８、サービス提供者情報処理部８１０、及び
偶発的情報処理部８１２のうちいずれか一つにおけるアルゴリズムに関連するパラメータ
；若しくは履歴情報処理部８０６、オーダー情報処理部８０８、サービス提供者情報処理
部８１０、及び偶発的情報処理部８１２のうちいずれか一つから得た中間結果がどのよう
に統合されるべきか、など、又はそれらの組み合わせを判断してもよい。
【００５５】
　上記命令は、例えば、オーダー又は場所、サービス提供者、偶発的状況、履歴情報、サ
ービス要求者、サービス提供者若しくは第三者によって提供された、又はシステムによっ
て自動的に選択された、行われる計算に関連する命令又は使用されるアルゴリズムに関す
る情報などの、収集モジュール２１０によって受け取られた情報に基づいて、モジュール
計算制御ユニット８０２によりモジュール計算コンフィギュレーション８０４から引き出
されてもよい。ほんの一例に過ぎないが、場所に関連する履歴情報を全く受け取らなかっ
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た場合、履歴情報処理部は計算においてバイパスされる。他の例としては、サービス要求
者がオーダーに関連する基準（例えば、時間の制約、提供されるべきチップなど）を特定
した場合、特定のアルゴリズムがモジュール計算制御ユニット８０２によってモジュール
計算コンフィギュレーション８０４から引き出され、関連の情報を処理するのに使用され
てもよい。別の例としては、需要／要求が、ある特定の領域における、一定の期間内のオ
ーダーの累積数及びその領域におけるサービス提供者の数のリアルタイムの情報に基づい
て決定される場合、履歴情報処理部及びサービス提供者情報処理部の両方が、情報の処理
に関与してもよい。
【００５６】
　履歴情報処理部８０６は、履歴情報を処理するように構成されていてもよい。オーダー
情報処理部８０８は、オーダー又は場所に関連するオーダー情報を処理するように構成さ
れていてもよい。サービス提供者情報処理部８１０は、サービス提供者に関連する情報を
処理するように構成されていてもよい。偶発的情報処理部８１２は、オーダー又は場所に
関連する偶発的情報を処理するように構成されていてもよい。履歴情報処理部８０６、オ
ーダー情報処理部８０８、サービス提供者情報処理部８１０、及び偶発的情報処理部８１
２は、それぞれ独立のコンピューティングユニットであってもよい。他の例において、履
歴情報処理部８０６、オーダー情報処理部８０８、サービス提供者情報処理部８１０、及
び偶発的情報処理部８１２のうち少なくとも２つが、あるコンピューティングユニットを
互いに共有してもよい。
【００５７】
　図９は、本教示の実施形態に係るオーダー情報処理部の例示図を示す。図９におけるオ
ーダー情報処理部の構造は、サービス提供者情報処理部８１０の場合にも適用可能であっ
てもよい。オーダー情報処理部８０８は、情報処理制御ユニット９０２を含んでいてもよ
い。情報処理制御ユニット９０２は、処理される情報、若しくは情報処理コンフィギュレ
ーション９０４からの命令など、又はそれらの組み合わせを受け取るように構成されてい
てもよい。情報処理制御ユニット９０２は、情報処理コンフィギュレーション９０４から
引き出される命令に従って、行われる計算のモードを制御するように構成されていてもよ
い。
【００５８】
　情報処理コンフィギュレーション９０４は、オーダー情報処理部８０８の種々の計算部
及び処理ユニット、例えば、位置情報処理部９０６、距離計算部９０８、時間計算部９１
０、及び雑情報ユニット９１２などにおいて行われる計算に関連する命令を含んでいても
よい。特に限定されないが、位置情報処理部９０６は、サービス要求者及び／又は１以上
の第三者からの位置情報などの位置情報を処理するように構成されていてもよい。位置情
報は、さらに、オーダーの開始位置（オーダー元）、及び目的地の位置（又は目的地）に
関する情報を含んでもよい。距離計算部９０８は、２つの位置の間の距離を計算するよう
に構成されていてもよい。時間計算部９１０は、距離情報、例えば距離計算部９０８によ
り計算された距離情報に基づいて、サービス提供者／サービス受容者が、ある位置から他
の位置に移動するのに必要な時間を見積もるように構成されていてもよい。雑情報ユニッ
ト９１２は、上述の通り、サービス要求者、サービス提供者、第三者、偶発的情報から得
られる雑多な情報を処理するように構成されていてもよい。
【００５９】
　情報統合制御部９１４は、位置情報処理部９０６、距離計算部９０８、時間計算部９１
０、若しくは雑情報ユニット９１２など、又はそれらの組み合わせによって処理された情
報を統合し、処理されたオーダー情報を出力するように構成されていてもよい。ほんの一
例に過ぎないが、識別モジュール２２０は、交通情報及び位置情報に基づいて場所を特定
するか又はマーキングしてもよい。このようにして、オーダー情報処理部８０８は、情報
処理コンフィギュレーション９０４によって情報処理制御ユニット９０２を形成すること
により位置情報処理部９０６及び雑情報ユニット９１２にアクセスするようにしてもよく
、情報統合制御部９１４は、統合された情報を処理して次のモジュール又はユニットに処
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理結果を出力してもよい。
【００６０】
　図８に戻って、履歴情報処理部８０６、オーダー情報処理部８０８、サービス提供者情
報処理部８１０、及び偶発的情報処理部８１２は、それぞれの情報を個別に処理してもよ
く、協働的に処理してもよい。上述の４つの処理部は、それぞれの処理したデータ（又は
中間結果）を、モジュール統合制御部８１４に送信してもよい。上記４つの処理部モジュ
ールは、情報を同時に、又は所定のシーケンスで送信する。
【００６１】
　モジュール統合制御部８１４は、受け取った又は処理されたデータ（又は中間結果）を
統合し、モジュール計算制御ユニット８０２によってモジュール計算コンフィギュレーシ
ョン８０４から引き出された命令に基づいて結果を計算するように構成されていてもよい
。モジュール統合制御部８１４は、独立のコンピューティングユニットであってもよく、
又は履歴情報処理部８０６、オーダー情報処理部８０８、サービス提供者情報処理部８１
０、及び偶発的情報処理部８１２と共有されたコンピューティングユニットであってもよ
い。
【００６２】
　モジュール計算制御ユニット８０２、モジュール計算コンフィギュレーション８０４、
履歴情報処理部８０６、オーダー情報処理部８０８、サービス提供者情報処理部８１０、
偶発的情報処理部８１２、及びモジュール統合制御部８１４の間の接続様式は、有線又は
無線であってもよく、全て一つの回路上に集積されていてもよく、また別々の場所に分散
されていてもよい。
【００６３】
　識別モジュール２２０は複数のオーダーを処理してもよく、種々の情報に基づいて、少
なくとも１つの場所を特定するかマーキングしてもよい。上記種々の情報は、オーダー、
サービス要求者、乗客、サービス提供者、偶発的情報、履歴情報、特定の領域若しくはエ
リア、若しくは特定の領域若しくはエリアの地理的情報など、又はそれらの組み合わせに
関連する情報を含んでいてもよい。例えば、場所又は領域の特定は、クラスタリング・ア
ルゴリズムによるオーダーの分布に基づいて、又は領域の条件に基づいて行われてもよい
。場所は、１以上のオーダーを含むオーダー集合を含んでもよい。その場所内のオーダー
は、その場所の外側におけるオーダーと比較して、互いにより似ている。その場所内のオ
ーダーは、少なくとも１つの特性を共有する。ほんの一例に過ぎないが、共有される特性
は、その場所に関連する位置（例えば、基準点又はその場所内の位置）と、そのオーダー
に関連する位置との間の距離が閾値未満であることであってもよい。閾値は定数であって
もよく、変数であってもよい。ほんの一例に過ぎないが、閾値は、例えば、時刻、曜日、
道路状況、交通状況、若しくはサービス要求者若しくはサービス提供者などにより指定さ
れた特定の条件など、又はそれらの組み合わせに基づいて変動してもよい。閾値は、予め
定められた定数であってもよく、予め定められた変数であってもよい。例えば、閾値は、
時間の関数としての変数、偶発的条件の関数、又は２つ以上のパラメータの関数などであ
ってもよい。上記関数は、例えば、機械学習アルゴリズムを用いた履歴情報から導出され
るものであってもよい。機械学習アルゴリズムの例は、本教示の他の場所にて説明されて
いる。
【００６４】
　図１０－ａ及び１０－ｂは、本教示の一実施形態に係る、どの場所が特定され又はマー
キングされたかに基づいて領域を特定する例を示す図である。図１０－ａは、どのように
してオーダーが各場所にグループ化され、又は整理されるかを示す例であり（一つの楕円
のエリアが一つの場所（ローカス、ｌｏｃｕｓ）を示している）、どの楕円のエリアにも
入っていない点はどの場所にも属していない。点はサービスを要求するオーダーに関連す
る位置、例えば、タクシーの乗車を求めるオーダーの開始位置又はオーダー元を示す。
【００６５】
　図１０－ｂは、地理的情報に基づいてある特定のエリアを特定する別の例である。図１
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０－ｂに示すように、あるエリア（例えば、市）は３０ｍ×３０ｍの格子（グリッド）に
分割されている。「ｒ」を収集モジュールからのオーダー要求とし、その経度と緯度の座
標を（経度、緯度）とする。地図の左下側の角の経度と緯度の座標を（左経度、左緯度）
とし、格子の幅を「幅」とする。このとき、格子の番号（ｇｒｉｄＣｘ、ｇｒｉｄＣｙ）
は次のようにして計算できる。
ｇｒｉｄＣｘ　＝　（ｉｎｔ）（（経度－左経度）／幅）
ｇｒｉｄＣｙ　＝　（ｉｎｔ）（（緯度－左緯度）／幅）
【００６６】
　上で述べた例は本教示の特定の実施形態にすぎないことから、当然ながら場所又は領域
の特定方法は上述の例に限定されない。当業者であれば、本教示は種々の改変及び／又は
改良が可能であることを理解するであろう。例えば、図１０－ｂにおける領域の分割は、
図１０－ａにおいて説明するクラスタリング・アルゴリズムに従って改変が可能である。
また格子の幅は、特定のアルゴリズムに従って変更することができる。
【００６７】
　図１１は、本教示に従って、場所／領域分割アルゴリズムがどのようにして入力及び出
力を行うかを示す図である。場所／領域分割アルゴリズムは、入力される情報であって、
例えば、本教示の他の場所において説明されているような、履歴情報、オーダー情報、サ
ービス提供者の情報、若しくは偶発的情報など、又はそれらの組み合わせから選択される
少なくとも１つの情報に関連する情報に基づいて場所又は領域を特定するために使用され
てもよい。
【００６８】
　識別モジュール２２０において使用される情報は、スケジューリングシステム１０２内
部又はスケジューリングシステム１０２外部の１以上の記憶装置（デバイス）（図面には
図示していない）（例えば、販売主によって提供される記憶装置）に保存されてもよい。
ある実施形態においては、識別モジュール２２０は、例えば、履歴情報、オーダー情報、
サービス提供者の情報、若しくは偶発的情報など、又はそれらの組み合わせを受け取るよ
うに構成されていてもよい。そのような情報は、収集モジュール２１０から提供されるも
のであってもよい。識別モジュール２２０は、受け取った情報及びアルゴリズムに基づい
て少なくとも１つの場所を特定するように構成されていてもよい。ある実施形態において
、図１０－ａ及び図１０－ｂに示すように、領域分割アルゴリズムは、エリア（例えば、
市、区など）を、特に限定されないが、経度と緯度、座標、位置、エリアの大きさ、密度
、及び／又は格子（グリッド）に従って少なくとも１つの領域に分割してもよい。
【００６９】
　図１２は、本教示の実施形態に係る識別モジュールの特定の領域分割アルゴリズムがど
のようにして入力及び出力を行うかを示す別の図である。図１２に示すアルゴリズムは、
クラスタリング・アルゴリズムである。適用可能なクラスタリング・アルゴリズムは、Ｃ
ＬＡＲＡＮＳ、ＰＡＭ、ＣＬＡＴＩＮ、ＣＬＡＲＡ、ＤＢＳＣＡＮ、ＢＩＲＣＨ、ＯＰＴ
ＩＣＳ、Ｗａｖｅ　ｃｌｕｓｔｅｒ、ＣＵＲＥ、ＣＬＩＱＵＥ、Ｋ－ｍｅａｎｓアルゴリ
ズム、若しくは階層的アルゴリズムなど、又はそれらの組み合わせであってもよい。ある
実施形態において、Ｄｂスキャン・クラスタリング・アルゴリズムは、距離を決定し、全
オーダーの開始位置情報の緯度と経度に基づいて、全オーダーを、自動的にある特定のオ
ーダーの場所の下においてもよい。ある場所内のオーダーは同一の特性を共有する。例え
ば、ある場所内のオーダーは、それぞれ、互いにある特定の距離の範囲内に位置する。図
１２に示すように、Ｄｂスキャン・クラスタリング・アルゴリズムの入力には、例えば、
オーダー集合（オーダーセット）Ｄ、半径ｒ、及びパラメータｅなどが含まれる。オーダ
ー集合Ｄとは、所定の期間内の全オーダーの集合であり、半径ｒはオーダーのｒ領域を決
定し、密度閾値ｅは特定のオーダーが、ｒ領域内における中心的な（コア（ｃｏｒｅ）と
なる）オーダーであると判定又は決定されるためのオーダーの最少数である。受け取った
入力オーダー集合Ｄ、オーダー集合Ｄ、及び特定のパラメータ（半径ｒ及び密度閾値ｅ）
に基づいて、識別モジュールは少なくとも１つの特定された場所（又はオーダー場所（オ
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ーダーローカス（ｌｏｃｕｓ））とも呼ぶ）を出力する。本教示の実施形態によれば、Ｄ
ｂスキャン・クラスタリング・アルゴリズムは、ある期間内のオーダー集合Ｄに基づいて
、その期間内の少なくとも１つのオーダー場所を計算するために適用される。オーダー集
合Ｄは、各オーダーの番号、（例えば、開始位置の緯度と経度により表された）各開始位
置、若しくは各開始時刻など、又はそれらの組み合わせを含んでもよい。クラスタリング
・アルゴリズムにおいて利用される、特定の半径ｒ及び密度閾値ｅは、履歴情報、１以上
のサービス要求者によって提供される情報、又は偶発的情報などの異なる条件に基づいて
改変されてもよい。
【００７０】
　図１３は、本教示の別の実施形態に係るＤｂスキャン・クラスタリング・アルゴリズム
の適用例のフローチャート図である。車両オーダー集合Ｄは、ある期間（例えば、所定の
期間）内における、一つの市内での車両サービスを求めるオーダーの集合であり、そのオ
ーダー集合に含まれる一つのオーダーの情報には、オーダー番号（ＩＤ）、開始位置の緯
度と経度、開始時間などが含まれる。半径ｒは経験的に定められ、概ね１～５ｋｍである
。密度閾値ｅは現在の市における全車両オーダーの概ね１／１０～１／５０である。各場
所Ｃは、現時点における、ある特定の市内のオーダー場所の一つである。期間は５分、１
０分、１５分、２０分、２５分又は３０分である。情報のリフレッシュ時間は、５秒、１
０秒、１５秒、２０秒、２５秒又は３０秒である。
【００７１】
　ほんの一例に過ぎないが、Ｄｂスキャン・クラスタリング・アルゴリズムは、以下のス
テップを含む。
【００７２】
　ステップ１では、ブロック１３０１において、オーダー集合Ｄのうちのオーダーｐを検
出し、分岐ブロック１３０２において、オーダー集合Ｄのうちのオーダーｐが処理されて
いるか否かを判断する。オーダーｐが特定の場所の下でグループ化されているか、又はノ
イズとしてマーキングされている場合には、ｐが処理されていることを意味し、その場合
ブロック１３０１に戻り、Ｄのうちの次のオーダーを検出する。オーダーｐが処理されて
いない場合、ブロック１３０３に進んで、オーダーｐのｒ領域内の全てのオーダー（ある
特定のオーダーの開始位置の緯度と経度と、オーダーｐの開始位置の緯度と経度との間の
距離が半径ｒ未満の場合、そのオーダーは、オーダーｐのｒ領域内のオーダーであるとみ
なす）を候補集合Ｎに加える。
【００７３】
　ステップ２では、ブロック１３０４において、候補集合Ｎ内のオーダーの数を検出し、
分岐ブロック１３０５において、オーダー集合Ｎのオーダーの数がｅ未満か否かを判断す
る。オーダー集合Ｎのオーダーの数がｅ未満の場合、ブロック１３０６に進み、オーダー
ｐをノイズとしてマーキングし、その後ブロック１３０１に戻り、Ｄのうちの次のオーダ
ーを検出する。オーダー集合Ｎに含まれるオーダーの数がｅ以上の場合、ブロック１３０
７に進み、新しい場所Ｃを作成して、オーダーｐを場所Ｃに加える。
【００７４】
　ステップ３では、ブロック１３０８において、候補集合Ｎのうちのオーダーｐ’を検出
し、分岐ブロック１３０９において、Ｎのうちのオーダーｐ’が処理されているか否かを
判断する。オーダーｐ’が特定の場所の下でグループ化されているか、又はノイズとして
マーキングされている場合には、ｐ’が処理されていることを意味し、その場合ブロック
１３０８に戻り、Ｎのうちの次のオーダーを検出する。オーダーｐ’が処理されていない
場合、ブロック１３１０に進んで、オーダーｐ’のｒ領域内の全てのオーダーを候補集合
Ｎ’に加える。ブロック１３１１では、オーダー集合Ｎ’に含まれるオーダーの数を検出
する。分岐ブロック１３１２では、オーダー集合Ｎ’に含まれるオーダーの数がｅ未満で
あるか否かを判断する。オーダー集合Ｎ’に含まれるオーダーの数がｅ以上の場合、ブロ
ック１３１３に進み、オーダーＮ’をＮに加える。分岐ブロック１３１４では、ｐがいず
れかの場所の下でグループ化されているか否かを判断する。オーダーｐ’がどの場所の下



(24) JP 2019-57293 A 2019.4.11

10

20

30

40

50

にもグループ化されていない場合、ブロック１３１５に進んで、オーダーｐ’を場所Ｃに
加える。
【００７５】
　ステップ４では、分岐ブロック１３１６において、オーダー集合Ｎが全て検出されたか
否かを判断する。Ｎの全ては検出されていない場合、ブロック１３０８に戻り、オーダー
集合Ｎが全て検出されるまで、Ｎのうちの次のオーダーを検出し、ステップ３を繰り返す
。Ｎが全て検出されると検出すると、分岐ブロック１３１７に進む。
【００７６】
　ステップ５では、分岐ブロック１３１７において、オーダー集合Ｄが全て検出されたか
否かを判断する。Ｄの全ては検出されていない場合、ブロック１３０１に戻り、オーダー
集合Ｄが全て検出されるまで、Ｄのうちの次のオーダーを検出し、ステップ１～３を繰り
返す。Ｄが全て検出されると、エンドに進む。
【００７７】
　このように、Ｄｂスキャン・アルゴリズムによるクラスタリングの後、複数の場所を出
力する。複数の場所の各々は、ある特定の位置に関連するオーダーを含む。
【００７８】
　Ｄｂスキャン・クラスタリング・アルゴリズム擬似コードは以下のように記述すること
ができる。
【００７９】
Dbscan (D, r, e)
Begin
Init C = 0;
For each unvisited point p in D
Mark p as visited;
N = getNeighbours (p, r) ;
If sizeOf (N) < e then
Mark p as Noise;
else
C = next cluster;
ExpandCluster (p, N, C, r, e) ;
end if
end for
End
【００８０】
　ＥｘｐａｎｄＣｌｕｓｔｅｒアルゴリズム疑似コードは以下のように記述することがで
きる。
【００８１】
ExpandCluster (p, N, C, r, e)
add p to cluster C;
for each unvisited point p' in N
mark p' as visited;
　N'= getNeighbours (p', r) ;
if sizeOf (N') >=e then
　N = N+N';
　end if
if p' is not member of any cluster
add p' to cluster C;
end if
end for
End ExpandCluster
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【００８２】
　さらに、ある場所のオーダーに基づいて、例えば、その場所の中心、半径、サービス提
供者の数、若しくはその場所におけるオーダーの数など、又はそれらの組み合わせを含む
パラメータを計算してもよい。
【００８３】
　ほんの一例に過ぎないが、その場所の全オーダーの緯度と経度に基づいて、その場所の
中心の緯度と経度が平均値を用いて計算されてもよい。その場所の中心の緯度と経度が得
られた後、その場所の中心の緯度と経度と、その場所における各オーダーの緯度と経度と
の間の距離を計算し、その距離の最大値をその領域の半径とすることができる。その領域
におけるオーダーの数は、その場所における全オーダーの総数である。その領域における
サービス提供者の数は、その場所の中心と各サービス提供者の緯度と経度のと間の距離を
計算し、その距離がその領域の半径未満であるサービス提供者の数を数えるなどして決定
する。
【００８４】
　このように、１以上のオーダー場所がある特定のエリア内（例えば、ある市内）で特定
されてもよい。例えば、場所１は中心座標ｘｙ（場所の中心の緯度と経度）、半径ｒ、オ
ーダー数ｎ、サービス提供者数ｍとして説明し、場所２は中心座標ｘｙ’、半径ｒ’、オ
ーダー数ｎ’、サービス提供者数ｍ’として説明することができる。
【００８５】
　ある特定のオーダー場所におけるオーダー情報に基づいて、識別モジュール２２０は、
例えば、オーダー場所におけるオーダーの数、（例えば、緯度と経度によって表される）
その場所の中心の位置、若しくはその場所の半径など、又はそれらの組み合わせを計算す
るように構成されていてもよい。本明細書において使用するように、その場所におけるオ
ーダーの数は、そのオーダー場所におけるオーダーの総数である。その場所の中心の緯度
と経度は、その場所の全ての緯度と経度の平均値である。その場所の半径は、その場所の
中心の緯度と経度と、オーダー場所における各オーダーの開始位置の緯度と経度の間の距
離の最大値である。他にも場所の中心の位置を決定する方法はある。上述した内容は例示
を目的としたものであり、本教示の範囲を限定することを意図したものではない。その場
所内のオーダーの互いの距離は、その場所の外側におけるオーダーの互いの距離よりも近
くてもよい。そのようにして特定された場所は、サービス（又は同一の若しくは同様のサ
ービス）を求めるオーダーが集中している箇所を有していてもよい。
【００８６】
　ある実施形態において、識別モジュール２２０は、特定された場所が、特定された場所
内でのサービスに対する需要と、特定された場所内でのサービスの供給との不均衡（ミス
マッチ）を示す特定の基準を満たす場合に、その場所をさらにマーキングするように構成
されていてもよい。その判断は、例えば、収集モジュール２１０から受け取った情報、又
は履歴情報処理部８０６、オーダー情報処理部８０８、サービス提供者情報処理部８１０
、及び／又は偶発的情報処理部８１２によって処理された情報に基づいて行われてもよい
。上記情報は、履歴情報、オーダー情報、サービス提供者の情報、若しくは偶発的情報な
ど、又はそれらの組み合わせを含んでもよい。例えば、上記情報は、例えば、オーダー位
置、サービス提供者の位置、オーダー受注率、オーダー受注率、交通状況、道路状況、気
象状況、及び履歴情報など、又はそれらの組み合わせなどの特定された場所に関連する情
報を含んでもよい。ある実施形態において、特定された場所に関連する提供者－要求者比
及びオーダー受注率が計算される。ある例においては、ある特定の基準を満たす特定され
た場所は、より多くのサービス提供者を必要としている「サービスが行き届いていない」
場所としてさらにマーキングされる。他の例において、提供者－要求者比、道路状況に関
連する要因、交通状況に関連する要因が計算される。計算されたパラメータに基づいて、
ある基準に合致する特定された場所は「サービスが行き届いていない」場所としてさらに
マーキングされる。
【００８７】
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　図１４は、本教示の実施形態に従って、その場所を、サービスが行き届いていない場所
としてマーキングするか否かを決定するためのフローチャートである。マーキングは識別
モジュール２２０において行われてもよい。始めのブロック１４０２では、場所に関連す
る情報が受け取られる。ブロック１４０４において、受け取った情報に基づいて第１のパ
ラメータが計算される。第１のパラメータは、数（例えば、ある場所におけるオーダーの
数）、比率（例えば、オーダー受注率、ある場所におけるオーダーの数に対する、その場
所におけるサービス提供者の数の比率（提供者－要求者比）など）、若しくは偶発的な要
因（例えば、気象状況に関連する要因、交通状況に関連する要因など）など、又はそれら
の組み合わせであってもよい。
【００８８】
　ブロック１４０６において、ある場所における第１のパラメータを第１の閾値と比較し
て、その場所をマーキングするか否かを決定する。ほんの一例に過ぎないが、第１のパラ
メータがオーダー受注率であり、閾値Ａが８０％に設定されている場合において、オーダ
ー受注率が閾値を超えた場合（すなわち、その場所が現状で良好な条件にある場合）、そ
の場所はマーキングされない。上記パラメータが第１の閾値未満の場合、識別モジュール
２２０はブロック１４０８に進む。第１の閾値は定数でもよく、又は変数でもよい。ほん
の一例に過ぎないが、第１の閾値は、例えば、時刻、曜日、道路状況、交通状況、若しく
はサービス要求者若しくはサービス提供者などにより指定された特定の条件など、又はそ
れらの組み合わせに基づいて変動してもよい。第１の閾値は、予め定められた定数であっ
てもよく、予め定められた変数であってもよい。例えば、第１の閾値は、時間の関数とし
ての変数、偶発的条件の関数、又は２つ以上のパラメータの関数などであってもよい。上
記関数は、例えば、機械学習アルゴリズムを用いた履歴情報から導出されるものであって
もよい。機械学習アルゴリズムの例は、本教示の他の場所にて説明されている。
【００８９】
　ブロック１４０８において、第２のパラメータが計算される。第２のパラメータもまた
、比率（例えば、オーダー受注率、ある場所におけるオーダーの数に対する、その場所に
おけるサービス提供者の数の比率など）、又は偶発的な要因（例えば、気象状況に関連す
る要因、交通状況に関連する要因など）などであってもよい。第２のパラメータは第１の
パラメータと異なっていてもよい。ブロック１４１０において、第２のパラメータは第２
の閾値と比較される。ほんの一例に過ぎないが、第１のパラメータが第１の閾値Ａ未満（
例えば、オーダー受注率が、８０％に設定された第１の閾値Ａよりも低い）場所について
、ブロック１４１０において、提供者－要求者比が、第２の閾値Ｂを下回る（例えば、提
供者－要求者比が、１０に設定された第２の閾値Ｂよりも低い）場合、ブロック１４１２
において、その場所に対し、サービスの供給が不充分で、その場所におけるサービスに対
する需要を満たしていないことを示すようマーキングされる。その場所は、その場所にお
ける需要と供給の不均衡に関連する情報が配信されるべきものとしてマーキングされる。
第２の閾値は定数であっても、又は変数であってもよい。ほんの一例に過ぎないが、第２
の閾値は、例えば、時刻、曜日、道路状況、交通状況、若しくはサービス要求者若しくは
サービス提供者などにより指定された特定の条件など、又はそれらの組み合わせに基づい
て変動してもよい。第２の閾値は、予め定められた定数であってもよく、予め定められた
変数であってもよい。例えば、第２の閾値は、時間の関数としての変数、偶発的条件の関
数、又は２つ以上のパラメータの関数などであってもよい。上記関数は、例えば、機械学
習アルゴリズムを用いた履歴情報から導出されるものであってもよい。機械学習アルゴリ
ズムの例は、本教示の他の場所にて説明されている。
【００９０】
　当業者であれば、本教示は種々の改変及び／又は改良が可能であることを理解するであ
ろう。例えば、場所をさらにマーキングするか否かを判断するためには、上記モジュール
において少なくとも１つのパラメータが必要である。実施形態の中には、場所をさらにマ
ーキングするために２つ以上のパラメータが実装可能なものもある。
【００９１】
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　判断モジュール２３０は、マーキングされた場所に関連する情報を誰に向けて配信する
かを判断するように構成されていてもよい。図８に示すように、判断モジュール２３０は
上述の識別モジュール２２０と類似するものであってもよい。ある実施形態において、判
断モジュール、又は判断モジュールの一部（例えば、判断モジュールのサービス提供者情
報処理部の距離計算部など）は、マーキングされた場所に関連する第１の位置と、サービ
ス提供者に関連する位置との間の距離を計算するように構成されていてもよい。その距離
は、マーキングされた場所に関連する情報が誰に向けて配信されるかを決定するための根
拠を提供するものであってもよい。ほんの一例に過ぎないが、サービス提供者の位置と第
１の位置（例えば、マーキングされた場所に関連する位置）の間の距離が閾値未満の場合
、マーキングされた場所に関連する情報はサービス提供者に向けて配信される。
【００９２】
　別の実施形態において、判断モジュール、又は判断モジュールの一部（例えば、判断モ
ジュールのサービス提供者情報処理部の時間計算部）は、１以上のサービス提供者が第１
の位置（例えば、マーキングされた場所に関連する位置）に移動するのにかかる時間を計
算するように構成されていてもよい。時間を計算するために、時間計算部は、例えば、サ
ービス提供者に関連する位置と第１の位置（例えば、マーキングされた場所に関連する位
置）に関連する情報、又は２つの位置の間の距離、偶発的情報（例えば、道路状況、交通
状況、２つの位置の間の利用可能な種々の経路など）、若しくはサービス提供者が使用し
ている車両の条件など、又はそれらの組み合わせを利用してもよい。その時間はマーキン
グされた場所に関連する情報が誰に向けて配信されるかを決定するための根拠を提供する
ものであってもよい。ほんの一例に過ぎないが、その時間が閾値よりも短い場合、サービ
ス提供者にマーキングされた場所に関連する情報が配信される。
【００９３】
　判断モジュールは、サービス要求者に向けて場所に関連する情報を配信するか否かを判
断するように構成されていてもよい。上述の閾値は定数であってもよく、変数であっても
よい。ほんの一例に過ぎないが、閾値は、例えば、時刻、曜日、道路状況、交通状況、若
しくはサービス要求者若しくはサービス提供者などにより指定された特定の条件など、又
はそれらの組み合わせに基づいて変動してもよい。閾値は予め定められた定数であっても
よく、予め定められた変数であってもよい。例えば、閾値は、時間の関数としての変数、
偶発的条件の関数、又は２つ以上のパラメータの関数などであってもよい。上記関数は、
例えば、機械学習アルゴリズムを用いた履歴情報から導出されるものであってもよい。機
械学習アルゴリズムの例は、本教示の他の場所にて説明されている。
【００９４】
　図１５は本教示の実施形態に係る、マーキングされた場所に関連する情報が配信される
サービス提供者を決定するプロセスの例である。始めのブロック１５０１では、場所に関
連する情報が受け取られる。その場所はマーキングされた場所であってもよい。特に限定
されないが、ある実施形態において、マーキングされた場所に関連する情報は、場所の中
心、場所の半径、オーダー受注率、若しくはオーダーのオーダー元若しくは目的地など、
又はそれらの組み合わせを含んでもよい。ある実施形態において、マーキングされた場所
に関連する情報は、場所の履歴情報、若しくは偶発的条件（例えば、交通状況、道路状況
、気象状況など）など、又はそれらの組み合わせをさらに含んでもよい。ブロック１５０
２において、サービス提供者に関連する情報が受け取られる。特に限定されないが、ある
実施形態において、サービス提供者に関連する情報にはタクシーの位置が含まれる。ある
実施形態において、サービス提供者に関連する情報には、ドライバーのＩＤ、報告時刻、
若しくはタクシーの現状など、又はそれらの組み合わせがさらに含まれる。
【００９５】
　ブロック１５０３において、サービス提供者に関連する情報が基準（基準は単数でも複
数でもよい）（すなわち、図１５に示すような第１の条件）を満たす場合、ブロック１５
０４において、マーキングされた場所に関連する広告がサービス提供者に向けて配信され
る。サービス提供者に関連する情報が基準（基準は単数でも複数でもよい）を満たさない
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場合、エンドブロックに進むか、又はブロック１５０２に戻って他のサービス提供者の情
報を受け取ってもよい。ある実施形態において、上記基準（基準は単数でも複数でもよい
）は、例えば、サービス提供者の位置、若しくはその場所のエリアなど、又はそれらの組
み合わせなどのパラメータと相関関係がある。例えば上記基準（基準は単数でも複数でも
よい）は、サービス提供者と最も近い場所との距離が間隔（ｒ’、ｒ’＋ｄ）の範囲内で
あるか否かであってもよい。なお、間隔（ｒ’、ｒ’＋ｄ）は上記距離がｒ’以上、ｒ’
＋ｄ以下であることを意味する。ここで、ｒ’はマーキングされた場所の半径であり、ｄ
は所定の値である。例えば、ｄは０．５ｋｍから２ｋｍの間の値に設定してもよい。サー
ビス提供者の位置、及びサービス提供者とその場所との間の距離は、例えば距離計算部９
０８によって、又は上述の他のモジュールに含まれる各ユニット又は各部分によって提供
されてもよい。
【００９６】
　ある実施形態において、配信モジュールは、例えば、マーキングされた場所の周囲にい
るサービス提供者などの種々の受取人に向けて、マーキングされた場所に関連する情報を
配信するように構成されていてもよい。ブロック１５０４において、マーキングされた場
所に関連する情報（例えば、広告又は通知の形ので情報）は、第１の条件を満足するサー
ビス提供者に向けて配信される。本教示の実施形態に係る、サービス提供者に外の領域か
らマーキングされた場所への移動を予定させる又は促すための広告は、幾つかの方法又は
それらの組み合わせによって実現されてもよい。例えば、ある場所の外の領域から１以上
のサービス提供者に向けて配信される情報は、例えば、ある期間内にある場所でサービス
提供者が不足した数、サービスが供給過剰である、又はサービスが行き届いていないとし
てマーキングされた場所、サービス提供者の位置とマーキングされた場所との間の距離、
サービス提供者がマーキングされた場所若しくはその場所の中の１つのオーダーに到達す
る推定時刻、サービス提供者がマーキングされた場所若しくはその場所の中の１つのオー
ダーに到達するのに利用できる経路（例えば、より速い経路、有料道路を通らない経路な
ど）、若しくは提案される経路など、又はそれらの組み合わせから選択される少なくとも
一つの情報を含んでいてもよい。交通が不便なエリアに対しては、交通情報をサービス提
供者に向けて配信してもよい。道路状況を示すために、サービス提供者に対して代替の情
報、例えば道路局による工事のエリアなどの情報を配信してもよい。
【００９７】
　別のある例においては、広告は、サービス提供者／乗客の密度分布を異なる色又は何ら
かの識別可能なパターンで示した分布図であってもよい。別のある例においては、広告は
、マーキングされた場所でのサービスに対する標準価格の変更の知らせを伴っていてもよ
く、サービス要求者とサービス提供者との間で事前に同意に至ることができるように、そ
の標準価格はサービス要求者に対して送信されてもよい。ある実施形態においては、マー
キングされた場所に関連する情報の幾つかをその場所内のサービス要求者に向けて配信す
る。ほんの一例に過ぎないが、近接した領域内に、サービス要求者のいる領域内よりも多
くのサービス提供者がいる場合、この情報をサービス要求者に対して配信してもよい。サ
ービス要求者は、近接したエリアに到達するための速い経路に関連する情報、サービス要
求者の必要移動距離、道路状況、若しくは交通状況など、又はそれらの組み合わせを受け
取ってもよい。１以上のサービス提供者、１以上のサービス要求者などに配信される情報
は、例えば、テキストメッセージ、音声メッセージ、スクリーンに映し出すことが可能な
グラフィック情報、若しくはアニメーションなど、又はそれらの組み合わせなどのフォー
マットで配信されてもよい。例えば、サービス提供者、サービス要求者などの情報の受取
人は、配信される情報の内容、情報が記録されるフォーマット、若しくはそのような情報
が配信されるデバイスなど、又はそれらの組み合わせを特定してもよい。
【００９８】
　当業者であれば、本教示に対する種々の改変及び／又は改良が可能であることは理解す
るであろう。例えば、マーキングされた場所に関連する情報が受け取られる前にサービス
提供者の情報を受け取ってもよく、又は２つの集合の情報を同時に又は実質的に同時に受
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け取ってもよい。別のある例においては、２以上の条件を満たしたときに、マーキングさ
れた場所に関連する情報を配信してもよい。例えば、第１の条件は、サービス提供者と場
所の領域の中心（又は場所の中心）との距離が、その場所の半径よりも大きいことであっ
てもよい（これはサービス提供者がその場所のどこにもいないことを示している）。第２
の条件は、サービス提供者と最も近い場所との間の距離が間隔（Ｒ、Ｒ＋Ｄ）上にあるこ
とであってもよい（これは上記距離がＲ以上、Ｒ＋Ｄ以下であることを意味する）。ここ
でＲはその場所の半径に基づくパラメータであり、Ｄはシステムによって決定される変数
又は定数である。
【００９９】
　本教示に係る別の実施形態において、配信モジュールはサービス要求者に対し広告を配
信してもよい。例えば、場所が広告を配信されるようにマーキングされているという条件
において、例えばある場所における交通渋滞、気象状況の変化、又はある場所における営
業の終了などの偶発的な事象が発生した場合、車両サービスを受けるのがより容易かもし
れない別の場所へと特定の場所内のサービス要求者を誘導するために、システムは広告又
は案内情報をサービス要求者に対して配信してもよい。本教示の実施形態によれば、交通
渋滞の状況は、衛星画像又は道路監視システムの車両密度により判断してもよい。さらに
、道路工事のために道路が通行止めになっている場合、広告又は案内情報をサービス要求
者に配信してもよい。
【０１００】
　図１６は、本教示の実施形態に係る、サービス提供者に広告を配信するプロセスの他の
一例を示すフローチャートである。ブロック１６０１において、場所に関連する情報が受
け取られる。ブロック１６０２において、サービス提供者及びサービス要求者の情報が受
け取られる。上述した通り、ブロック１６０１とブロック１６０２のシーケンスは交換可
能である。ブロック１６０３において、第３の条件を満たすか否かに関連する判断が行わ
れる。第３の条件を満たす場合、ブロック１６０４に示すオペレーションが行われる。第
３の条件を満たさない場合、ブロック１６０２に戻る。ブロック１６０４において、場所
に関連する情報が１以上のサービス提供者、又は１以上のサービス要求者に対して配信さ
れる。ある実施形態において、第３の条件は、オーダーを組み合わせることに関連する。
例えば、あるオーダーがある場所に属し、別のオーダーと連結が可能な場合、両方のオー
ダーの情報を最初のオーダーを受注したサービス提供者に対し配信してもよい。オーダー
を組み合わせる方法の例としては、以下のようなオペレーションが挙げられる。収集モジ
ュールによって収集された２つのオーダーＯｉ及びＯｊのうち、最初に出発するＯｊを第
１オーダーとし、後から出発するＯｉを第２オーダーとし、Ｏｉが場所Ａに属するものと
する。第２オーダーＯｉの出発点と、第１オーダーＯｊの目的地点の間の距離Ｄｉｊが距
離閾値Ｄｂａｓｅ以下の場合、オーダーＯｉ及びオーダーＯｊは距離について連結可能で
あると判断される。第２オーダーＯｉの出発時間と第１オーダーＯｊの到着時間の間の時
間間隔Ｔｉｊが時間閾値ＴＢａｓｅ以下の場合、オーダーＯｉとオーダーＯｊは、時間に
おいて連結可能であると判断される。オーダーＯｉとオーダーＯｊが距離についてと時間
においての両方の面で連結可能であると判断された場合、ＯｉとＯｊとは組み合わせが可
能なオーダーであると判断される。ある実施形態においては、Ｄｂａｓｅは４ｋｍから６
ｋｍの間、ＴＢａｓｅは５分から１５分の間である。別の実施形態において、距離は距離
計算部によって計算され、時間間隔は配信モジュールの時間計算部によって計算される。
ある実施形態において、距離と時間間隔は、特に限定されないが、オーダー番号、出発点
の経度と緯度、目的地点の経度と緯度、及び出発の時間などのオーダー情報に基づいて決
定される。なお、上述したオーダー情報は収集モジュールによって収集されてもよく、ま
たオーダー情報の一部はサービス要求者の入力から直接得てもよい。
【０１０１】
　図１７は、本教示を実行する特別なシステムを実現するのに使用することができるモバ
イル機器の構成を示す。この例において、サービスを求めるオーダーに関連する情報又は
スケジューリングシステムから得られる他の情報が示され、かつ相互に情報をやり取りす



(30) JP 2019-57293 A 2019.4.11

10

20

30

40

50

るユーザーのデバイスは、特に限定されないが、スマートフォン、タブレット、ミュージ
ックプレイヤー、携帯型ゲーム機、全地球測位システム（ＧＰＳ）受信機、及びウェアラ
ブルコンピューティングデバイス（例えば、眼鏡、腕時計など）、又はその他のフォーム
ファクターなどのモバイル機器１７００である。この例における上記モバイル機器１７０
０は、１以上の中央処理装置（ＣＰＵ）１７４０と、１以上のグラフィックスプロセッシ
ングユニット（ＧＰＵ）１７３０、ディスプレイ１７２０、メモリ１７６０、ワイヤレス
コミュニケーションモジュールなどのコミュニケーションプラットフォーム１７１０、記
憶装置１７９０、及び１以上の入力／出力（Ｉ／Ｏ）デバイス１７５０を含む。特に限定
されないが、例えばシステムバス又は制御部（図示しない）などの他の好適なコンポーネ
ントもまたモバイル機器１７００に含まれてもよい。図１７に示すように、例えば、ｉＯ
Ｓ、Ａｎｄｒｏｉｄ、Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｐｈｏｎｅなどのモバイルオペレーティングシス
テム１７７０、及び１以上のアプリケーション１７８０は、ＣＰＵ１７４０によって実行
されるように、記憶装置１７９０からメモリ１７６０にロードしてもよい。アプリケーシ
ョン１７８０は、サービスを求めるオーダーに関連する情報、又はモバイル機器１７００
上のスケジューリングシステムから得た他の情報を受け取ったり戻したりするためのブラ
ウザ又は他の好適なモバイルアプリケーションを含んでもよい。情報ストリームを用いた
ユーザーインタラクションはＩ／Ｏデバイス１７５０を介して達成することができ、例え
ばネットワーク１１４を介してスケジューリングシステム１０２及び／又はシステム１０
０の他のコンポーネントに提供することができる。
【０１０２】
　本開示において説明した種々のモジュール、ユニット、及びその機能を実行するために
、本明細書に記載した１以上のエレメント（例えば、スケジューリングシステム１０２及
び／又は図１～１６に関して説明したシステム１００の他のコンポーネントなど）のため
のハードウェアプラットフォームとしてコンピュータハードウェアプラットフォームを使
用することができる。上記コンピュータのハードウェアエレメント、オペレーティング・
システム及びプログラミング言語は本質的に従来公知のものであり、当業者は、本明細書
において述べたようなサービスの供給状況の管理にそれらの技術を適合させることに特に
精通しているものと考えられる。ユーザーインターフェースエレメントを備えたコンピュ
ータは、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）又は他のタイプのワークステーション又は端末
装置を実行するために使用してもよい。但し、コンピュータは適切にプログラムされると
サーバーとしても機能することができる。当業者は、構造、プログラミング、及びそのよ
うなコンピュータ装置の一般的なオペレーションには精通しているものと考えられ、その
結果として、それらを図示することは要しないであろう。
【０１０３】
　図１８は、本教示の内容を実行するための特別なシステムを実現するために用いること
ができるコンピューティングデバイスの構造を示す。本教示の内容を盛り込んだそのよう
な特別なシステムはユーザーインターフェースエレメントを含むハードウェアプラットフ
ォームの機能ブロック図を有している。上記コンピュータは、汎用のコンピュータであっ
てもよく、専用のコンピュータであってもよい。両方共、本教示のための特殊なシステム
を実行するのに用いることができる。このコンピュータ１８００は、本明細書において述
べるサービスの供給状況の管理のあらゆるコンポーネントを実行するのに用いることがで
きる。例えば、上記スケジューリングシステム１０２などを、コンピュータ１８００など
のコンピュータ上で、そのハードウェア、ソフトウェアプログラム、若しくはファームウ
ェア、又はそれらの組み合わせを介して実行することができる。便宜のため、そのような
コンピュータは一つしか図示していないが、本明細書で説明されるサービス供給の管理に
関連するコンピュータ機能は、処理負荷を分散するために、いくつかの同様のプラットフ
ォーム上に分散して実装されてもよい。
【０１０４】
　コンピュータ１８００は、例えば、ネットワークにかつネットワークから接続され、デ
ータコミュニケーションを促進するＣＯＭポート１８５０を含む。コンピュータ１８００
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は、プログラムの命令を実行するための中央処理装置（ＣＰＵ）１８２０を、１以上の処
理部（プロセッサ）の形態でさらに含む。コンピュータプラットフォームの例としては、
コンピュータによって処理され、及び／又は伝達される種々のデータファイル、並びにＣ
ＰＵによって実行される可能性のあるプログラム命令のための、内部コミュニケーション
バス１８１０、例えば、ディスク１８７０、リード・オンリー・メモリ（ＲＯＭ）１８３
０、又はランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）１８４０などの異なる形態のプログラム
記憶部及びデータ記憶部が挙げられる。コンピュータ１８００は、さらに、ユーザーイン
ターフェースエレメント１８８０などの、コンピュータとその中の他のコンポーネントの
間の入力／出力フローを支援するＩ／Ｏコンポーネント１８６０を含む。コンピュータ１
８００はさらに、ネットワークコミュニケーションを介してプログラミングやデータを受
け取ってもよい。
【０１０５】
　したがって、上で概略を示した、サービスの供給状況の管理の方法及び／又は他のプロ
セスの態様は、プログラミングにおいて具体化することができる。その技術のプログラム
態様は、「製品」又は「製造物」、典型的にはあるタイプの機械可読媒体に担持され、又
はあるタイプの機械可読媒体の中で具体化される実行可能なコード及び／又は関連データ
の形態の「製品」又は「製造物」を想定してもよい。有形の非一過性「記憶」型媒体には
、ソフトウェアプログラミングに対し常時記憶部を提供できる、コンピュータ、又はプロ
セッサなどのためのメモリ又は他の記憶媒体、又は種々の半導体メモリ、テープドライブ
、及びディスクドライブなどのその関連のモジュール類のいずれか又は全てが含まれる。
【０１０６】
　ソフトウェアの全部又は一部は、時折インターネット又は種々の他のテレコミュニケー
ションネットワークなどのネットワークを通じて通信される。上記コミュニケーションは
、例えば、あるコンピュータ又はプロセッサから他のコンピュータ又はプロセッサへのソ
フトウェアのローディング、例えばスケジューリングシステムの管理サーバー又はホスト
コンピュータから、コンピューティング環境のハードウェアプラットフォーム又はサービ
スの供給状況の管理に関係のあるコンピューティング環境若しくは同様の機能を実行する
他のシステムへのローディングを可能にするものであってもよい。したがって、ソフトウ
ェアエレメントを有していてもよい他のタイプの媒体には、有線の光学的陸上通信線ネッ
トワークを通じて及び種々のエアリンクを超えてローカルデバイス間の物理的インターフ
ェースを横断して使用される、光波、電波及び電磁波が含まれる。有線又は無線のリンク
、光学的リンクなどの、そのような波を伝播する物理的エレメントもまたソフトウェアを
運ぶ媒体と考えてもよい。本明細書において、有形の「記憶」媒体に限定しない限り、コ
ンピュータ又は機械「可読媒体」などの語は、実行するためのプロセッサに対し命令を送
ることに関与するあらゆる媒体を指す。
【０１０７】
　したがって、機械可読媒体は、特に限定されないが、例えば有形の記憶媒体、搬送波媒
体又は物理的伝送媒体などの多くの形態をとることができる。非揮発性記憶媒体には、例
えば、図面に示したようなシステム又はその構成要素を実行するために使用されてもよい
、コンピュータ内部の記憶装置などの、光学ディスク又は磁気ディスクが含まれる。揮発
性記憶媒体には、上記コンピュータプラットフォームのメインメモリなどのダイナミック
メモリが含まれる。有形の伝送媒体には、同軸ケーブルや、コンピュータシステム内のバ
ス（母線）を形成する配線などの銅線及び光ファイバなどが含まれる。キャリア波伝送媒
体は、高周波（ＲＦ）及び赤外線（ＩＲ）データコミュニケーションの間に発生する電気
信号又は電磁信号、又は音波、又は光波のような、電気信号又は電磁信号、又は音波、又
は光波の形態をとってもよい。したがって、コンピュータ可読媒体の一般的な形態には、
例えば、フロッピーディスク、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ、任
意の他の磁気媒体、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ又はＤＶＤ－ＲＯＭ、任意の他の光学媒体、パ
ンチカード、紙テープ、孔のパターンを有する任意の物理的記憶媒体、ＲＡＭ、ＰＲＯＭ
及びＥＰＲＯＭ、ＦＬＡＳＨ－ＥＰＲＯＭ、任意の他のメモリチップ又はカートリッジ、
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搬送波輸送データ又は命令、そのような搬送波を輸送するケーブル又はリンク、又はそこ
からコンピュータがプログラミングコード及び／又はデータを読み取ることができる任意
の他の媒体が含まれる。コンピュータ可読媒体のこれらの形態の多くは、１以上のシーケ
ンスの１以上の命令を実行するための物理的プロセッサに運ぶのに関与することができる
。
【０１０８】
　当業者であれば、本教示に対する種々の改変及び／又は改良が可能であることは理解す
るであろう。例えば、上述の種々の構成要素の実装はハードウェアデバイスにおいて具体
化することができるが、例えば、現存のサーバー上にインストールすることによりソフト
ウェアのみのソリューションとして実装することもできる。さらに本明細書で開示されて
いるような、サービスの供給状況の管理のためのスケジューリングシステムは、ファーム
ウェア、ファームウェア／ソフトウェアの組み合わせ、ファームウェア／ハードウェアの
組み合わせ、又はハードウェア／ファームウェア／ソフトウェアの組み合わせとして実装
されてもよい。
【実施例】
【０１０９】
　以下の実施例は例示することを目的として提示するものであり、本教示の範囲を制限す
ることを意図したものではない。
【０１１０】
（実施例１）
　北京を一例とすると、朝のラッシュ時間の郊外エリアからの車両の需要は、街の中心周
辺のエリアからの需要よりもずっと多い。例えば、午前８：００から午前９：００までは
回竜観（Ｈｕｉｌｏｎｇｇｕａｎ）エリアにおいて、タクシーサービスを求める大きな需
要がある。夕方のラッシュ時間、例えば午後の１８：００から午後の１９：００までは、
中関村（Ｚｈｏｎｇｇｕａｎｃｕｎ）エリアにおいて、タクシーサービスを求める大きな
需要がある。
【０１１１】
　タクシー予約ソフトウェアのサーバー（若しくはスケジューリングシステム）又はコー
ルセンターにおいては、乗客から収集した多数の予約オーダーが蓄積される。一般に、乗
客から集めた予約のオーダーのフォーマットを下記表１に示す。
【０１１２】
【表１】

 
【０１１３】
　通常、乗客がタクシーの配車をオーダーしたときに、表１のエントリーにあるオーダー
情報がサーバーに送信されてもよい。
【０１１４】
　サーバー（又はスケジューリングシステム）は、オーダーの開始位置に応じて、ある一
定の期間（同日の１８：００から１８：０５まで）内の、特定のエリア（例えば、北京）
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て）統計的分析を行い、複数の場所（エリア１：中関村（Ｚｈｏｎｇｇｕａｎｃｕｎ）エ
リア周辺、半径２．５ｋｍ、乗客の数：２００；エリア２：上地（Ｓｈａｎｇｄｉ）周辺
、半径３．４ｋｍ、乗客の数：３００；等）を特定する。
【０１１５】
　各タクシーは、タクシードライバーが使用するアプリケーションによって１０分毎に緯
度と経度の情報を報告する。上記情報のフォーマットの例を以下の表２に示す。
【０１１６】
【表２】

 
【０１１７】
　適切な場所を選択した後、サーバー（又はスケジューリングシステム）は、「こんにち
は。今のあなたの場所からＸｋｍ離れたＸＸＸにおいて多くの乗客が車両を必要としてい
ますよ」という情報を１以上のタクシードライバー（サービス提供者）に配信してもよい
。
【０１１８】
（実施例２）
　スケジューリングシステムは、Ｄｂスキャン・クラスタリング・アルゴリズムを用いて
、上海の車両需要分布に基づいて複数の場所を特定する。またスケジューリングシステム
は、例えばその場所におけるオーダー情報及びサービス提供者の情報に基づいて、オーダ
ーの数、（例えば、緯度と経度による）その場所の中心の位置、場所の半径、サービス提
供者の数、及び受注されたオーダーの数、オーダー受注率、ある場所における提供者－要
求者比を計算する。
【０１１９】
　オーダー情報は、オーダー番号、（例えば緯度と経度による手段で表される）開始位置
、開始時間、若しくはオーダーが受注されたかどうかなど、又はそれらの組み合わせを含
んでもよい。タクシー情報は、ドライバーの番号（ＩＤ）、報告時刻、（例えば、経度及
び緯度で表される）サービス提供者の位置などを含んでもよい。その場所におけるオーダ
ーの数は、その場所におけるオーダーの数の総数であってもよい。場所の中心の緯度と経
度は、その場所における全てのオーダーの緯度と経度の平均値であってもよい。その場所
の半径は、場所の中心とその場所のオーダーに関連する位置との間の最大距離であっても
よい。その場所におけるサービス提供者の数は、場所の中心とそのタクシーの位置との間
の距離がその場所の半径未満であるサービス提供者の総数であってもよい。受注されたオ
ーダーの数は、その場所において受注されたオーダーの総数であってもよい。オーダー受
注率は、その場所における受注されたオーダーの数と、オーダーの総数との比率であって
もよい。提供者－要求者比は、その場所におけるオーダーの数に対するサービス提供者の
数の比率であってもよい。
【０１２０】
　あるシナリオの例においては、サービス提供者の数、オーダーの数、オーダー受注率、
提供者－要求者比が以下の表３に示すように列挙される。
【０１２１】
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【表３－ａ】

 
【０１２２】
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【表３－ｂ】

 
【０１２３】
　上記データから、サービス提供者－サービス要求者の比率が増加するに連れて、オーダ
ー受注率も有意に増加すると結論付けることができる。図１９を参照して、縦軸は提供者
－要求者比を、横軸はオーダーの受注率を示す。オーダー受注率の期待値を１に設定する
と、理想的な提供者－要求者比は１６といえ、これはオーダー受注率と提供者－要求者比
とがおおよそある直線相関を有することを意味している。図１９に示すように、その直線
相関はおおよそ関係式ｙ＝８．６１５５ｘ＋４．８６７６によって表すことができる。
【０１２４】
　上記場所における需要と供給のミスマッチはオーダー受注率、及び提供者－要求者比に
よって示すことができる。
【０１２５】
　いくつかの実施形態において、ある場所におけるオーダー受注率が８０％を超える場合
、その場所は健全であると考えられる（すなわち、その場所における需要と供給の関係が
健全であると考えられる）。ある場所におけるオーダー受注率が８０％よりも低い場合、
その場所は不健全であると考えられる（すなわち、需要と供給の関係がその場所において
不健全であると考えられる）。オーダー受注率が８０％を下回る場所に関しては、提供者
－要求者比（サービス提供者の数をオーダーの数で割った値）が１０を下回る場合、提供
者－要求者比が低いと考えられる。オーダー受注率が低い一つの理由は、サービス提供者
の数が、その場所において要求されたサービスに対するオーダーを満足するには不充分で
あったからとも考えられる。サービス提供者に対し、近接した領域からその領域に入らせ
、その場所でサービスを提供するよう促すのが有益であると考えられる。このことは近接
した領域内のサービス提供者に対し当該場所に関連する情報を配信することにより促進す
ることができる。オーダー受注率が８０％を下回る場所に関し、提供者－要求者比が１０
を上回る場合、オーダー受注率が低い理由は提供者－要求者比以外の何かに原因がある場
合がある。この場合には、サービス提供者に対し、近接した領域からその領域に入らせ、
その場所でサービスを提供するよう促すことは有益ではないこともある。
【０１２６】
　要約すると、オーダー受注率が低く、かつ提供者－要求者比も低い場所では、需要と供
給の間にミスマッチがある可能性がある。それらを表４に示す。
【０１２７】
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【表４】

 
【０１２８】
　表４に示したこれらの３つの車両需要密度の場所は、非常に不健全である（需要と供給
が不均衡である）と考えることができ、サービス提供者は、その場所に入り、その場所で
サービスを提供することを促されてもよい。このことは、サービス提供者、例えば近接し
たエリア内のサービス提供者、にその場所に関連する情報を配信することによって促進す
ることができる。
【０１２９】
　以上、本教示及び／又は他の例を構成すると考えられるものについて説明したが、本教
示に対しては種々の変形が可能であり、本明細書に開示する主題は種々の形態や実施例に
おいて実施でき、上記教示の内容は多くの応用例において適用でき、本明細書に開示した
ものはその一部のみであることは理解されよう。添付の特許請求の範囲は、本教示の真の
範囲内に属する任意のかつすべての応用、変更及び変形が請求されることを意図するもの
である。
【符号の説明】
【０１３０】
１００　システム、１０２　スケジューリングシステム、１０４　サービス要求者、１０
４－１　デスクトップコンピュータ、１０４－２　ラップトップコンピュータ、１０４－
３　自動車車内のビルトインデバイス、１０４－４　モバイル機器、１０６　ユーザーロ
グデータベース、１０８　サービス提供者、１０８－１　サービス提供者、１０８－２　
サービス提供者、１０８－ｎ　サービス提供者、１１４　ネットワーク、１１４－１　イ
ンターネットエクスチェンジ、１１４－２　インターネットエクスチェンジ、２１０　収
集モジュール、２２０　識別モジュール、２３０　判断モジュール、２４０　配信モジュ
ール、２５０　履歴情報データベース、２６０　偶発的情報の情報源、３０１　ブロック
、３０２　ブロック、３０３　ブロック、３０４　ブロック、３０５　ブロック、３０６
　ブロック、３０７　ブロック、３０８　ブロック、４１０　履歴情報ユニット、４２０
　オーダー情報ユニット、４３０　サービス提供者情報ユニット、４４０　偶発的情報ユ
ニット、５１０　位置情報収集部、５２０　雑情報収集部、６１０　位置情報受領部、６
２０　位置情報処理部、８０２　モジュール計算制御ユニット、８０４　モジュール計算
コンフィギュレーション、８０６　履歴情報処理部、８０８　オーダー情報処理部、８１
０　サービス提供者情報処理部、８１２　偶発的情報処理部、８１４　モジュール統合制
御部、９０２　情報処理制御ユニット、９０４　情報処理コンフィギュレーション、９０
６　位置情報処理部、９０８　距離計算部、９１０　時間計算部、９１２　雑情報ユニッ
ト、９１４　情報統合制御部、１３０１　ブロック、１３０２　ブロック、１３０３　ブ
ロック、１３０４　ブロック、１３０５　ブロック、１３０６　ブロック、１３０７　ブ
ロック、１３０８　ブロック、１３０９　ブロック、１３１０　ブロック、１３１１　ブ
ロック、１３１２　ブロック、１３１３　ブロック、１３１４　ブロック、１３１５　ブ



(37) JP 2019-57293 A 2019.4.11

10

ロック、１３１６　ブロック、１３１７　ブロック、１４０２　ブロック、１４０４　ブ
ロック、１４０６　ブロック、１４０８　ブロック、１４１０　ブロック、１４１２　ブ
ロック、１５０１　ブロック、１５０２　ブロック、１５０３　ブロック、１５０４　ブ
ロック、１６０１　ブロック、１６０２　ブロック、１６０３　ブロック、１６０４　ブ
ロック、１７００　モバイル機器、１７１０　コミュニケーションプラットフォーム、１
７２０　ディスプレイ、１７３０　ＧＰＵ、１７４０　ＣＰＵ、１７５０　Ｉ／Ｏ、１７
６０　メモリ、１７７０　ＯＳ、１７８０　アプリケーション、１７９０　記憶装置、１
８００　コンピュータ、１８１０　内部コミュニケーションバス、１８２０　ＣＰＵ、１
８３０　ＲＯＭ、１８４０　ＲＡＭ、１８５０　ＣＯＭポート、１８６０　Ｉ／Ｏコンポ
ーネント、１８７０　ディスク、１８８０　ユーザーインターフェースエレメント
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【手続補正書】
【提出日】平成31年2月19日(2019.2.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービス提供者モバイルデバイス上にオンライン輸送サービスの場所の表示を生成する
ように構成されたシステムであって、
　ネットワークシステムのうち少なくとも１つのネットワークに接続する、前記ネットワ
ークシステムのインターネットインターフェースと、
　前記少なくとも１つのネットワークを介して、測位システムの複数の検出部から測位信
号を受け取る、前記測位システムの少なくとも１つの受信部であって、
　　前記測位信号は、前記測位システムの前記複数の検出部の位置情報を含み、
　　前記測位システムの前記複数の検出部は、測位能力を有する複数のサービス提供者モ
バイルデバイスと、前記測位能力を有する複数のサービス要求者モバイルデバイスと、を
含む、受信部と、
　放送部と少なくとも１つの受信部とを備える交通状況報告システムの少なくとも１つの
受信部であって、少なくとも１つのネットワークを介してある領域の交通状況の情報又は
前記オンライン輸送サービスのオーダーを受け取る受信部、と、
　前記オンライン輸送サービスの複数のサービスユーザー及び複数のサービス提供者の情
報を含む少なくとも１つのユーザーログと、
　前記測位システムの少なくとも１つの受信部及び前記交通状況報告システムの少なくと
も１つの受信部からの情報を受け取る処理回路と、
　を備え、
　作動する間、前記処理回路は、
　少なくとも１つのネットワークを介して、前記オンライン輸送サービスの前記複数のサ
ービスユーザーに関連付けられた前記複数のサービス要求者モバイルデバイスに接続し、
　少なくとも１つのネットワークを介して、前記オンライン輸送サービスの前記複数のサ
ービス提供者に関連付けられた前記複数のサービス提供者モバイルデバイスに接続し、
　記憶媒体からオンライン輸送サービスを提供するための一連の命令をロードし、
　前記複数のサービス要求者モバイルデバイスからの前記オンライン輸送サービスを求め
る複数のオーダーおよび前記複数のサービス要求者モバイルデバイスの位置を含む第１の
電気信号を受け取り、
　前記複数のオーダーのうち、各オーダーに対して
　　前記オーダーが第１の位置に関連する第１の特性を共有する第１の数のオーダーであ
るか否かの論理判断を行い、かつ
　　前記オーダーが前記第１の数のオーダーに属するとの前記論理判断に応じて、前記第
１の数のオーダーに関連する場所の中にオーダーの位置を組み込む
　ように前記処理回路内の論理回路を作動させ、
　前記論理回路を作動させて前記複数のサービス提供者から少なくとも１のサービス提供
者を特定し、
　前記論理回路を作動させて前記場所の中のオーダーの受注率を取得し、
　前記論理回路を作動させて、前記場所の中のオーダーの数に対するサービス提供者の数
の比率を取得し、
　前記場所におけるオーダーの前記受注率が受注率の閾値未満であり、かつ前記場所にお
ける前記比率が比率の閾値未満であるとの判断に応じて、前記場所に関する情報を含む第
２の電気信号を生成して、その第２の電気信号を前記少なくとも１のサービス提供者に送
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信し、
　前記第１の特性は、前記第１の数のオーダーに含まれる各オーダーの位置が、前記第１
の位置からの距離である第１の閾値距離の範囲内にあることを含む、
　システム。
【請求項２】
　前記処理回路は、前記複数のオーダーのうちの１つのオーダーに関連するオーダー位置
、サービス提供者に関連するサービス提供者位置、なされたオーダーに関連する時刻、前
記複数のオーダーのうちの１つのオーダーに関連するピックアップ時刻、前記複数のオー
ダーに関連するオーダー受注率、前記場所に関連する交通状況、前記場所に関連する道路
状況、前記場所に関連する気象状況、及び前記場所に関連する履歴情報のうち少なくとも
１つの情報を含む第３の電気信号を受け取るように構成されている、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項３】
　前記処理回路は、前記場所の交通状況に応じて前記第１の閾値距離を調整するようさら
に構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記処理回路は、前記少なくとも１のサービス提供者または前記少なくとも１のサービ
ス提供者に関連付けられたサービス要求者によって特定される条件に応じて前記第１の閾
値距離を調整するようさらに構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記処理回路は、前記論理回路を作動させて、少なくとも１つのクラスターアルゴリズ
ムに基づいて前記場所を特定するようさらに構成されている、請求項１に記載のシステム
。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのクラスターアルゴリズムは、ＣＬＡＲＡＮＳ、ＰＡＭ、ＣＬＡＴ
ＩＮ、ＣＬＡＲＡ、ＤＢＳＣＡＮ、ＢＩＲＣＨ、ＯＰＴＩＣＳ、ＷａｖｅＣｌｕｓｔｅｒ
、ＣＵＲＥ、ＣＬＩＱＵＥ、Ｋ－ｍｅａｎｓアルゴリズム、及び階層的アルゴリズムを含
む、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記処理回路は、前記論理回路を作動させて前記場所に関連する第２の数のサービス提
供者を特定するように構成され、前記第２の数のサービス提供者は第２の特性を共有する
、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記第２の特性は、前記第１の位置と、前記第２の数のサービス提供者のうちの１のサ
ービス提供者に関連する位置との間の距離が第２の閾値未満であることを含む、請求項７
に記載のシステム。
【請求項９】
　前記処理回路は、前記論理回路を作動させて、前記第２の数のオーダーの第２の数に対
する前記第１の数のオーダーの第１の数の比率が第３の閾値を超えたという判断に基づい
て前記場所をマーキングするようにさらに構成されている、請求項７に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記処理回路は、前記論理回路を作動させて、エリアを特定するようにさらに構成され
、前記場所は、前記複数のオーダーのうちの、前記エリアに関連する少なくとも１のオー
ダーに基づいて決定される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記処理回路は、前記論理回路を作動させて、前記第１の数のオーダーの第１の数が第
４の閾値を超えるとの判断に基づいて前記場所を決定するようにさらに構成されている、
請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記処理回路は、前記論理回路を作動させて、前記第１の位置と、前記少なくとも１の
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サービス提供者に関連する位置との間の距離を判定するようにさらに構成され、前記距離
は第５の閾値未満である、請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記処理回路は、前記論理回路を作動させて、前記少なくとも１のサービス提供者が前
記第１の位置に到達するまでにかかる時間を決定するようにさらに構成されており、前記
時間は第６の閾値未満である、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記少なくとも１のサービス提供者と前記場所との間の距離は、所定の第１の距離と所
定の第２の距離との間にあり、
　前記処理回路は、さらに、前記少なくとも１のサービス提供者に対し、広告を含む第５
の電子信号を送信するようにさらに構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記所定の第１の距離は前記場所の半径ｒ’であり、
　前記所定の第２の距離はｒ’＋ｄ（ｄは所定の距離）である、請求項１４に記載のシス
テム。
【請求項１６】
　前記処理回路とワイヤレスコミュニケーションを行う少なくとも１つのベースステーシ
ョンと、
　前記少なくとも１つのベースステーションとワイヤレスコミュニケーションを行う複数
のサービス要求者モバイルデバイスであって、各モバイルデバイスは前記複数のオーダー
のサービス要求者のうち１のサービス要求者と関連付けられている、サービス要求者モバ
イルデバイスと、
　前記少なくとも１つのベースステーションとワイヤレスコミュニケーションを行う少な
くとも１つのサービス提供者モバイルデバイスであって、各モバイルデバイスは前記少な
くとも１のサービス提供者のうち１のサービス提供者と関連付けられている、サービス提
供者モバイルデバイスと、
　をさらに備え、
　前記複数のサービス要求者モバイルデバイスと、前記複数のサービス提供者モバイルデ
バイスとは、
　　グローバル・ポジショニング・システム・レシーバーと、
　　グローバル・ポジショニング・システムを備えた前記グローバル・ポジショニング・
システム・レシーバーと接続するように構成されているワイヤレス・コミュニケーション
・モジュールと、を含む、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのサービス提供者モバイルデバイスは、自動車のビルトインデバイ
スを含む、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記処理回路は、前記場所に関連する情報を前記場所のオーダーに関連するサービス要
求者に送信するようさらに構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項１９】
　サービス提供者モバイルデバイス上にオンライン輸送サービスの場所の表示を生成する
ように構成されたシステムであって、
　前記オンライン輸送サービスをオペレーションする少なくとも１つのサーバーと、
　前記少なくとも１つのサーバーと通信する少なくとも１つのユーザーログであって、輸
送サービスの複数のサービスユーザーと複数のサービス提供者の情報を含む、ユーザーロ
グと、
　複数のインターネットエクスチェンジポイントを介する少なくとも１のネットワークと
、
　前記輸送サービスの前記複数のサービスユーザーと関連付けられた複数の認証済みサー
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ビス要求者モバイルデバイスであって、前記少なくとも１のネットワークを介して前記少
なくとも１のサーバーと通信し、かつ前記複数のサービス要求者モバイルデバイスが、前
記複数のサービス要求者モバイルデバイスの位置を取得し、前記少なくとも１のサーバー
にその位置を伝達する測位システムを含む、サービス要求者モバイルデバイスと、
　前記複数のサービス提供者に関連付けられた複数の認証済みサービス提供者モバイルデ
バイスであって、前記少なくとも１のネットワークを介して前記少なくとも１のサーバー
と通信し、かつ前記複数のサービス提供者モバイルデバイスが、前記複数のサービス提供
者モバイルデバイスの位置を取得し、前記少なくとも１のサーバーにその位置を伝達する
測位システムを含む、サービス提供者モバイルデバイスと、
　インターフェース、ポータル、及びアプリケーションのうち少なくとも１つを介して、
第三者の交通状況報告システムから、前記オンライン輸送サービスのオーダーのオーダー
場所に関連する交通状況を受信するブロードキャストステーションと、
　を備え、
　作動する間、前記少なくとも１つのサーバーは、
　記憶媒体からオンライン輸送サービスを提供するための一連の命令をロードし、
　前記複数のサービス要求者モバイルデバイスからの前記オンライン輸送サービスを求め
る複数のオーダーおよび前記複数のサービス要求者モバイルデバイスの位置を含む第１の
電気信号を受け取り、
　前記複数のオーダーのうち、各オーダーに対して
　　前記オーダーが第１の位置に関連する第１の特性を共有する第１の数のオーダーであ
るか否かの論理判断を行い、かつ
　　前記オーダーが前記第１の数のオーダーに属するとの前記論理判断に応じて、前記第
１の数のオーダーに関連する場所の中にオーダーの位置を組み込み、
　前記複数のサービス提供者から少なくとも１のサービス提供者を特定し、
　論理回路を作動させて前記場所の中のオーダーの受注率を取得し、
　前記論理回路を作動させて、前記場所の中のオーダーの数に対するサービス提供者の数
の比率を取得し、
　前記場所におけるオーダーの前記受注率が受注率の閾値未満であり、かつ前記場所にお
ける前記比率が比率の閾値未満であるとの判断に応じて、前記場所に関する情報を含む第
２の電気信号を生成して、その第２の電気信号を前記少なくとも１のサービス提供者に送
信し、
　前記第１の特性は、前記第１の数のオーダーに含まれる各オーダーの位置が、前記第１
の位置からの距離である第１の閾値距離の範囲内にあることを含む、
　システム。
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