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(57)【要約】
【課題】本発明は情報をプッシュすることに関する方法
、装置、設備及びシステムである。
【解決手段】本発明の方法は、端末のローカルに記憶さ
れたターゲット情報を取得することと、ターゲット情報
に基づいて興味パラメータを確定することと、端末に興
味パラメータに対応するプッシュ情報を送信することと
を含む。本発明の実施例を応用することは、分析された
興味パラメータにより情報のプッシュを行うことができ
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報をプッシュする方法であって、
　端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得することと、
　前記ターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定することと、
　前記端末に前記興味パラメータに対応するプッシュ情報を送信することと、を含むこと
を特徴とする情報をプッシュする方法。
【請求項２】
　前記端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得することは、
　ストームリアルタイムストリーミング分散処理フレームワークによって前記端末のロー
カルに記憶されたターゲット情報を取得することを含むことを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　前記端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得することは、
　前記端末のローカルに記憶された画像、テキスト、音声またはビデオの操作履歴情報の
うちの１つ又は複数を取得することを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定することは、
　前記ターゲット情報に対する重複排除処理を行うことと、
　前記重複排除処理後のターゲット情報に基づいて前記興味パラメータを確定することと
、を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記端末に前記興味パラメータに対応するプッシュ情報を送信することは、
　前記端末に前記興味パラメータに対応する広告情報、アプリケーション推奨情報または
通知情報のうちの１つ又は複数を送信することを含むことを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項６】
　前記端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得することは、
　現在及び履歴に端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得することを含むこと
を特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　情報をプッシュする方法であって、
　ローカルに記憶されたターゲット情報を取得することと、
　前記ターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定することと、
　前記サーバーが前記興味パラメータに対応するプッシュ情報を取得するように、サーバ
ーに前記興味パラメータを送信することと、
　前記サーバーにより送信される前記プッシュ情報を受信することと、を含むことを特徴
とする情報をプッシュする方法。
【請求項８】
　前記ローカルに記憶されたターゲット情報を取得することは、
　ストームリアルタイムストリーミング分散処理フレームワークによって前記ローカルに
記憶されたターゲット情報を取得することを含むことを特徴とする請求項７に記載の方法
。
【請求項９】
　前記ローカルに記憶されたターゲット情報を取得することは、
　前記ローカルに記憶された画像、テキスト、音声またはビデオの操作履歴情報のうちの
１つ又は複数を取得することを含むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定することは、
　前記ターゲット情報に対する重複排除処理を行うことと、
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　前記重複排除処理後のターゲット情報に基づいて前記興味パラメータを確定することと
、を含むことを特徴とする請求項７～９のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
　情報をプッシュする装置であって、
　端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得する情報取得モジュールと、
　前記情報取得モジュールにより取得される前記ターゲット情報に基づいて興味パラメー
タを確定する興味パラメータ確定モジュールと、
　前記端末に前記興味パラメータ確定モジュールにより確定される興味パラメータに対応
するプッシュ情報を送信する情報プッシュモジュールと、を含むことを特徴とする情報を
プッシュする装置。
【請求項１２】
　前記装置は、さらに、
　ストームリアルタイムストリーミング分散処理フレームワークを設定するフレームワー
ク設定モジュールを含み、
　前記情報取得モジュールは、前記フレームワーク設定モジュールにより設定されるスト
ームリアルタイムストリーミング分散処理フレームワークによって端末のローカルに記憶
されたターゲット情報を取得することを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記興味パラメータ確定モジュールは、
　前記ターゲット情報に対する重複排除処理を行う重複排除サブモジュールと、
　前記重複排除サブモジュールにより重複排除処理後のターゲット情報に基づいて前記興
味パラメータを確定する興味パラメータサブモジュールと、を含むことを特徴とする請求
項１１又は１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記情報プッシュモジュールは、
　前記興味パラメータに対応する広告情報、アプリケーション推奨情報または通知情報を
記憶する記憶サブモジュールと、
　前記端末に前記記憶サブモジュールにより記憶された前記興味パラメータに対応する広
告情報、アプリケーション推奨情報または通知情報のうちの１つ又は複数を送信するプッ
シュサブモジュールと、を含むことを特徴とする請求項１１又は１２に記載の装置。
【請求項１５】
　情報をプッシュする装置であって、
　ローカルに記憶されたターゲット情報を取得する情報取得モジュールと、
　前記情報取得モジュールにより取得される前記ターゲット情報に基づいて興味パラメー
タを確定する興味パラメータ確定モジュールと、
　前記サーバーが前記興味パラメータに対応するプッシュ情報を取得するように、サーバ
ーに前記興味パラメータ確定モジュールにより確定される前記興味パラメータを送信する
興味パラメータ送信モジュールと、
　前記サーバーにより送信される前記プッシュ情報を受信する情報受信モジュールと、を
含むことを特徴とする情報をプッシュする装置。
【請求項１６】
　前記装置は、さらに、
　ストームリアルタイムストリーミング分散処理フレームワークを設定するフレームワー
ク設定モジュールを含み、
　前記情報取得モジュールは、前記フレームワーク設定モジュールにより設定されるスト
ームリアルタイムストリーミング分散処理フレームワークによってローカルに記憶された
ターゲット情報を取得する、ことを特徴とする請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記情報取得モジュールは
　ローカルに画像、テキスト、音声またはビデオの操作履歴情報を記憶する記憶サブモジ
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ュールと、
　前記記憶サブモジュールによりローカルに記憶された画像、テキスト、音声またはビデ
オの操作履歴情報のうちの１つ又は複数を取得する取得サブモジュールと、を含む、こと
を特徴とする請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
　前記興味パラメータ確定モジュールは、
　前記ターゲット情報に対する重複排除処理を行う重複排除サブモジュールと、
　前記重複排除サブモジュールにより重複排除処理後のターゲット情報に基づいて前記興
味パラメータを確定する興味パラメータサブモジュールと、を含む、ことを特徴とする請
求項１５～１７のいずれかに記載の装置。
【請求項１９】
　情報をプッシュする設備であって、
　プロセッサと、
　プロセッサによる実行可能なコマンドを記憶するメモリと、
を含み、
　前記プロセッサは、
　端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得し、
　前記ターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定し、
　前記端末に前記興味パラメータに対応するプッシュ情報を送信するように配置される、
ことを特徴とする情報をプッシュする設備。
【請求項２０】
　情報をプッシュする設備であって、
　プロセッサと、
　プロセッサによる実行可能なコマンドを記憶するメモリと、
を含み、
　前記プロセッサは、
　ローカルに記憶されたターゲット情報を取得し、
　前記ターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定し、
　前記サーバーが前記興味パラメータに対応するプッシュ情報を取得するように、サーバ
ーに前記興味パラメータを送信し、
　前記サーバーにより送信される前記プッシュ情報を受信するように配置される、ことを
特徴とする情報をプッシュする設備。
【請求項２１】
　情報をプッシュするシステムであって、
　端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得し、前記ターゲット情報に基づいて
興味パラメータを確定し、前記端末に前記興味パラメータに対応するプッシュ情報を送信
するサーバーと、
　ターゲット情報を記憶し、前記サーバーにより送信される前記興味パラメータに対応す
る前記プッシュ情報を受信する端末と、を含む、ことを特徴とする情報をプッシュするシ
ステム。
【請求項２２】
　情報をプッシュするシステムであって、
　ローカルに記憶されたターゲット情報を取得し、前記ターゲット情報に基づいて興味パ
ラメータを確定し、サーバーに前記興味パラメータを送信し、前記サーバーにより送信さ
れるプッシュ情報を受信する端末と、
　前記端末により送信される前記興味パラメータを受信し、前記興味パラメータに基づい
て前記興味パラメータに対応するプッシュ情報を取得し前記端末に送信するサーバーと、
を含む、ことを特徴とする情報をプッシュするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は移動通信技術分野に関し、特に情報をプッシュする方法、装置、設備及びシス
テムに関する。
【０００２】
　本願は出願番号がＣＮ２０１５１０６９８４０３．２であり、出願日が２０１５年１０
月２３日である中国特許出願に基づいて提出され、該中国特許出願の優先権を主張し、該
中国特許出願の全ての内容はここで参考として本願に援用される。
【背景技術】
【０００３】
　現在ユーザーは移動端末により例えば広告プッシュなどのような様々な情報プッシュを
受信することができる。情報のプッシュに関わる方法において、一般的にはユーザー情報
を取得してから、ユーザー情報に基づいて対応する情報のプッシュを行う。ユーザー情報
のソースは一般的には主にユーザーのアカウント情報、アクセスするリソース情報などを
含むテキスト情報、主にユーザーの閲覧行為、ダウンロード行為、操作時間などの情報を
含むユーザー行動情報及び主にユーザーの撮影する画像情報などである画像情報の３種類
に分けることができる。
【０００４】
　関わる技術において、現在は主にテキスト情報及びユーザー行動情報の分析のみを利用
しユーザー情報を取得してから、対応するプッシュを行う。一部の方法は画像情報を利用
しているが、主に画像のＥＸＩＦ（Ｅｘｃｈａｎｇｅａｂｌｅ　Ｉｍａｇｅ　Ｆｉｌｅ、
エグジフ）情報のみで画像撮影の時間、地理情報及び撮影設備の基本的なパラメータ情報
などを取得し、取得されるユーザー情報は限られている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は情報をプッシュする方法、装置、設備及びシステムを提供し、分析された興味
パラメータに基づいて情報のプッシュを行うことができる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施例の第１態様によれば、
　端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得することと、
　前記ターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定することと、
　前記端末に前記興味パラメータに対応するプッシュ情報を送信することと、
　を含む、情報をプッシュする方法を提供している。
【０００７】
　好ましくは、前記端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得することは、スト
ームリアルタイムストリーミング分散処理フレームワークによって前記端末のローカルに
記憶されたターゲット情報を取得することを含む。
【０００８】
　好ましくは、前記端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得することは、前記
端末のローカルに記憶された画像、テキスト、オーディオまたはビデオの操作履歴情報の
うちの１つ又は複数を取得することを含む。
【０００９】
　好ましくは、前記ターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定することは、前記タ
ーゲット情報に対する重複排除処理を行うことと、前記重複排除処理後のターゲット情報
に基づいて前記興味パラメータを確定することと、を含む。
【００１０】
　好ましくは、前記端末に前記興味パラメータに対応するプッシュ情報を送信することは
、前記端末に前記興味パラメータに対応する広告情報、アプリケーション推奨情報または
通知情報のうちの１つ又は複数を送信することを含む。
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【００１１】
　好ましくは、前記端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得することは、現在
及び履歴に端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得することを含む。
【００１２】
　本発明の実施例の第２態様によれば、
　ローカルに記憶されたターゲット情報を取得することと、
　前記ターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定することと、
　前記サーバーが前記興味パラメータに対応するプッシュ情報を取得するように、サーバ
ーに前記興味パラメータを送信することと、
　前記サーバーにより送信される前記プッシュ情報を受信することと、
　を含む、情報をプッシュする方法を提供している。
【００１３】
　好ましくは、前記ローカルに記憶されたターゲット情報を取得することは、ストーム（
Ｓｔｏｒｍ）リアルタイムストリーミング分散処理フレームワークによって前記ローカル
に記憶されたターゲット情報を取得することを含む。
【００１４】
　好ましくは、前記ローカルに記憶されたターゲット情報を取得することは、前記ローカ
ルに記憶された画像、テキスト、オーディオまたはビデオの操作履歴情報のうちの１つ又
は複数を取得することを含む。
【００１５】
　好ましくは、前記ターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定することは、前記タ
ーゲット情報に対する重複排除処理を行うことと、前記重複排除処理後のターゲット情報
に基づいて前記興味パラメータを確定することとを含む。
【００１６】
　本発明の実施例の第３態様によれば、
　端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得する情報取得モジュールと、
　前記情報取得モジュールにより取得される前記ターゲット情報に基づいて興味パラメー
タを確定する興味パラメータ確定モジュールと、
　前記端末に前記興味パラメータ確定モジュールにより確定される興味パラメータに対応
するプッシュ情報を送信する情報プッシュモジュールと、
　を含む、情報をプッシュする装置を提供している。
【００１７】
　好ましくは、前記装置は、さらに、
　ストーム（Ｓｔｏｒｍ）リアルタイムストリーミング分散処理フレームワークを設定す
るフレームワーク設定モジュールを含み、
　前記情報取得モジュールは、前記フレームワーク設定モジュールにより設定されるスト
ーム（Ｓｔｏｒｍ）リアルタイムストリーミング分散処理フレームワークによって端末の
ローカルに記憶されたターゲット情報を取得する。
【００１８】
　好ましくは、前記興味パラメータ確定モジュールは、
　前記ターゲット情報に対する重複排除処理を行う重複排除サブモジュールと、
　前記重複排除サブモジュールにより重複排除処理後のターゲット情報に基づいて前記興
味パラメータを確定する興味パラメータサブモジュールと、を含む。
【００１９】
　好ましくは、前記情報プッシュモジュールは、
　前記興味パラメータに対応する広告情報、アプリケーション推奨情報または通知情報を
記憶する記憶サブモジュールと、
　前記端末に前記記憶サブモジュールにより記憶された前記興味パラメータに対応する広
告情報、アプリケーション推奨情報または通知情報のうちの１つ又は複数を送信するプッ
シュサブモジュールと、を含む。
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【００２０】
　本発明の実施例の第４態様によれば、
　ローカルに記憶されたターゲット情報を取得する情報取得モジュールと、
　前記情報取得モジュールにより取得される前記ターゲット情報に基づいて興味パラメー
タを確定する興味パラメータ確定モジュールと、
　前記サーバーが前記興味パラメータに対応するプッシュ情報を取得するように、サーバ
ーに前記興味パラメータ確定モジュールにより確定される前記興味パラメータを送信する
興味パラメータ送信モジュールと、
　前記サーバーにより送信される前記プッシュ情報を受信する情報受信モジュールと、
　を含む、情報をプッシュする装置を提供している。
【００２１】
　好ましくは、前記装置は、さらに、
　ストーム（Ｓｔｏｒｍ）リアルタイムストリーミング分散処理フレームワークを設定す
るフレームワーク設定モジュールを含み、
　前記情報取得モジュールは、前記フレームワーク設定モジュールにより設定されるスト
ーム（Ｓｔｏｒｍ）リアルタイムストリーミング分散処理フレームワークによってローカ
ルに記憶されたターゲット情報を取得する。
【００２２】
　好ましくは、前記情報取得モジュールは、
　ローカルに画像、テキスト、オーディオまたはビデオの操作履歴情報を記憶する記憶サ
ブモジュールと、
　前記記憶サブモジュールによりローカルに記憶された画像、テキスト、オーディオまた
はビデオの操作履歴情報のうちの１つ又は複数を取得する取得サブモジュールと、を含む
。
【００２３】
　好ましくは、前記興味パラメータ確定モジュールは、
　前記ターゲット情報に対する重複排除処理を行う重複排除サブモジュールと、
　前記重複排除サブモジュールにより重複排除処理後のターゲット情報に基づいて前記興
味パラメータを確定する興味パラメータサブモジュールと、を含む。
【００２４】
　本発明の実施例の第５態様によれば、
　プロセッサと、
　プロセッサによる実行可能なコマンドを記憶するメモリと、
を含み、
　前記プロセッサは、
　端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得し、
　前記ターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定し、
前記端末に前記興味パラメータに対応するプッシュ情報を送信するように配置される、情
報をプッシュする設備を提供している。
【００２５】
　本発明の実施例の第６態様によれば、
　プロセッサと、
　プロセッサによる実行可能なコマンドを記憶するメモリと、
を含み、
　前記プロセッサは、
　ローカルに記憶されたターゲット情報を取得し、
　前記ターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定し、
　前記サーバーが前記興味パラメータに対応するプッシュ情報を取得するように、サーバ
ーに前記興味パラメータを送信し、
　前記サーバーにより送信される前記プッシュ情報を受信するように配置される、情報を
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プッシュする設備を提供している。
【００２６】
　本発明の実施例の第７態様によれば、
　端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得し、前記ターゲット情報に基づいて
興味パラメータを確定し、前記端末に前記興味パラメータに対応するプッシュ情報を送信
するサーバーと、
　ターゲット情報を記憶し、前記サーバーにより送信される前記興味パラメータに対応す
る前記プッシュ情報を受信する端末と、
　を含む、情報をプッシュするシステムを提供している。
【００２７】
　本発明の実施例の第８態様によれば、
　ローカルに記憶されたターゲット情報を取得し、前記ターゲット情報に基づいて興味パ
ラメータを確定し、サーバーに前記興味パラメータを送信し、前記サーバーにより送信さ
れるプッシュ情報を受信する端末と、
　前記端末により送信される前記興味パラメータを受信し、前記興味パラメータに基づい
て前記興味パラメータに対応するプッシュ情報を取得し前記端末に送信するサーバーと、
　を含む、情報をプッシュするシステムを提供している。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明の実施例により提供される技術的解決手段は以下の好適な効果を含むことができ
る。
【００２９】
　本発明は端末のローカルに記憶されたターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定
し、端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得した後上記ターゲット情報に基づ
いて興味パラメータを確定することによって、上記端末に上記興味パラメータに対応する
プッシュ情報を送信することができ、よってユーザーの興味を取得する正確性及び全体性
を向上させ、より正確的及び全体的なユーザーの興味に基づいて情報のプッシュを行うこ
とを実現し、ユーザーの要求をよりよく満足させる。
【００３０】
　本発明は、ストーム（Ｓｔｏｒｍ）リアルタイムストリーミング分散処理フレームワー
クを採用し、一般的によく使われるｈａｄｏｏｐ分散型フレームワークに対して、よりリ
アルタイム処理に適合する。
【００３１】
　本発明は各種の異なるターゲット情報を取得することができ、端末のローカルに記憶さ
れた画像、テキスト、オーディオまたはビデオの操作履歴情報のうちの１つ又は複数を含
むがそれに限定されない。
【００３２】
　本発明はさらに先ずターゲット情報に対する重複排除処理を行うことができ、重複排除
処理によって、情報処理の数を減らすことができ、よって計算量を減らし、処理速度を向
上させる。
【００３３】
　本発明は興味パラメータに基づいて各種の情報をプッシュすることができ、興味パラメ
ータに対応する広告情報、アプリケーション推奨情報、通知情報のうちの１つ又は複数を
含むがそれに限定されない。
【００３４】
　本発明は現在及び履歴に端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得しクラスタ
リング相関分析を行うことができ、よって興味パラメータ及びその変化をより正確に確定
する。
【００３５】
　理解すべきことは、以上の一般的な説明と後の詳細な説明は例示的及び解釈的なものに
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過ぎず、本発明を限定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
　ここの図面は明細書に合せられ本明細書の一部を構成し、本発明に適合する実施例を示
し、明細書と共に本発明の原理を解釈するのに用いられる。
【００３７】
【図１】本発明の一例示的な実施例により示された情報をプッシュする方法のフローチャ
ートである。
【図２】本発明の一例示的な実施例により示された別の情報をプッシュする方法のフロー
チャートである。
【図３】本発明の一例示的な実施例により示された別の情報をプッシュする方法のフロー
チャートである。
【図４】本発明の一例示的な実施例により示された別の情報をプッシュする方法のフロー
チャートである。
【図５】本発明の一例示的な実施例により示された情報をプッシュする装置のブロック図
である。
【図６】本発明の一例示的な実施例により示された別の情報をプッシュする装置のブロッ
ク図である。
【図７】本発明の一例示的な実施例により示された別の情報をプッシュする装置のブロッ
ク図である。
【図８】本発明の一例示的な実施例により示された別の情報をプッシュする装置のブロッ
ク図である。
【図９】本発明の一例示的な実施例により示された設備のブロック図である。
【図１０】本発明の一例示的な実施例により示された設備のブロック図である。
【図１１】本発明の一例示的な実施例により示された設備の構造ブロック図である。
【図１２】本発明の一例示的な実施例により示されたシステムのブロック図である。
【図１３】本発明の一例示的な実施例により示されたシステムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　ここで例示的な実施例について詳しく説明し、その実例は図面に示す通りである。下記
の説明が図面に関わる時、別途に表示されない限り、異なる図面における同じ数字は同じ
又は類似する要素を表示する。以下の例示的な実施例に説明される実施形態は本発明と一
致する全ての実施形態を代表するわけではない。逆に、それらは添付の特許請求の範囲に
詳細に記載された本発明の一部の態様と一致する装置と方法の例に過ぎない。
【００３９】
　本発明において使用される技術用語は特定の実施例を説明するものに過ぎず、本発明を
限定するものではない。本発明及び特許請求の範囲に使用される単数形式の「一種」、「
前記」及び「該」は上下文に明晰にその他の意味を表示するに限り、複数形式を含む。理
解すべきことは、本文に使用される技術用語の「及び／又は」は１つ又は複数の係わる記
載される項目を含むいかなる又は全ての可能な組合せを指す。
【００４０】
　理解すべきことは、本発明には技術用語の第１、第２、第３などを使用し各種の情報を
記述するが、これらの情報はこれらの技術用語に限定されるべきではない。これらの技術
用語は同じタイプの情報を区別するのみに用いられる。例えば、本発明の範囲を逸脱しな
い限りにおいて、第１情報は第２情報と称することもでき、同様に、第２情報は第１情報
と称することもできる。文脈に応じて、例えばここに使用される言葉「もし」は「・・・
時に」又は「・・・時で」又は「確定に反響する」に解釈されることができる。
【００４１】
　図１は本発明の一例示的な実施例により示された情報をプッシュする方法のフローチャ
ートである。該方法はサーバーに応用されることができ、図１に示すように、該方法は以
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下のステップを含むことができる。ステップ１０１において、端末のローカルに記憶され
たターゲット情報を取得する。
【００４２】
　該ステップにおける端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得することは、端
末のローカルに記憶された画像、テキスト、オーディオまたはビデオの操作履歴情報のう
ちの１つ又は複数を取得することを含むことができる。
【００４３】
　該ステップにおける端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得することは、さ
らに、現在及び履歴に端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得することを含む
ことができる。
【００４４】
　ステップ１０２において、ターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定する。
【００４５】
　端末のローカルに記憶されたターゲット情報はユーザーの現在の興味を保証することが
できるため、端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得することによって、ユー
ザーの現在の興味を区別することができ、よってターゲット情報に基づいてユーザーの興
味パラメータを確定することができる。
【００４６】
　例えば、取得される端末のローカルに記憶された画像が多くの子供の画像などを含むこ
とに基づいて、ユーザーが子供向けサービス面に要求があると推測することができ、この
ためユーザーの興味パラメータを確定することができる。
【００４７】
　ステップ１０３において、端末に興味パラメータに対応するプッシュ情報を送信する。
【００４８】
　該ステップは端末に興味パラメータに対応する広告情報、アプリケーション推奨情報、
通知情報のうちの１つ又は複数を送信することができるがそれに限定されない。
【００４９】
　該実施例により、本発明は端末のローカルに記憶されたターゲット情報に基づいて興味
パラメータを確定し、端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得した後ターゲッ
ト情報に基づいて興味パラメータを確定することによって、端末に興味パラメータに対応
するプッシュ情報を送信することができ、よってユーザーの興味を取得する正確性及び全
体性を向上させ、より正確的及び全体的なユーザーの興味に基づいて情報のプッシュを行
うことを実現し、ユーザーの要求をよりよく満足することができる。
【００５０】
　図２は本発明の一例示的な実施例により示された別の情報をプッシュする方法のフロー
チャートである。
【００５１】
　該方法はサーバーに応用されることができ、該実施例は図１に対して本発明の技術的解
決手段をより詳細に記述する。
【００５２】
　図２に示すように、該方法は以下のステップを含むことができる。
【００５３】
　ステップ２０１において、サーバーは移動端末によりアップロードされる端末のローカ
ルに記憶されたターゲット情報を取得する。
【００５４】
　本発明の移動端末において、端末のローカルにターゲット情報が記憶され、これらのタ
ーゲット情報は画像、テキスト、オーディオ、ビデオの操作履歴情報のうちの１つ又は複
数を含むことができるがそれに限定されない。移動端末によりローカルに記憶されたター
ゲット情報をサーバーにアップロードし、サーバーは移動端末によりアップロードされる
端末のローカルに記憶されたターゲット情報を受信し分析に用いられる。本発明はターゲ
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ット情報を特に画像の分析処理を移動端末に設定することが、端末にＣＰＵのオーバーロ
ード、過剰な電力消費を引き起こす可能性があるという問題を考慮し、移動端末によりタ
ーゲット情報をサーバーにアップロードし分析処理を行うことができる。
【００５５】
　該ステップにおいて、サーバーは、ストーム（Ｓｔｏｒｍ）リアルタイムストリーミン
グ分散処理フレームワークによって移動端末によりアップロードされる端末のローカルに
記憶されたターゲット情報を取得することができる。
【００５６】
　本発明はｈａｄｏｏｐに類似する分散型フレームワークではなくストーム（Ｓｔｏｒｍ
）を使用することを選ぶ。ｈａｄｏｏｐはそのスループットが大きく、自動にフォールト
トレラントなどの利点により、マスデータの処理において幅広く使用され、しかしｈａｄ
ｏｏｐはリアルタイムで計算するのが得意ではなく、主にバッチ処理を行うことが得意で
ある。ストーム（Ｓｔｏｒｍ）はオープンソースのストリーミング分散処理フレームワー
クであり、リアルタイム処理能力が強い。ストーム（Ｓｔｏｒｍ）の適用シーンはストリ
ームデータ処理を含み、ストーム（Ｓｔｏｒｍ）は途切れなく流れ込むメッセージを処理
することに用いられ、処理後結果をある記憶に書き込む。このため、本発明はターゲット
情報を特に画像の数及びリアルタイム性を考慮し、特に画像容量がレベルＰ（Ｐは記憶容
量の単位である）に達する画像を記憶する場合、サーバー側にストーム（Ｓｔｏｒｍ）ス
トリーミング処理技術を採用することを選択し分析処理を行い、大量及びリアルタイムに
画像を処理することができることを考慮する。なお、本発明はストーム（Ｓｔｏｒｍ）リ
アルタイムストリーミング分散処理フレームワークを例として説明するのみでこれに限定
されず、その他のリアルタイム処理機能の高い分散型処理フレームワークなどを採用する
ことができる。
【００５７】
　該ステップにおける端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得することは、現
在端末のローカルに記憶されたターゲット情報のみを取得してもよく、現在及び履歴に端
末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得してもよい。
【００５８】
　ステップ２０２において、サーバーは取得されるターゲット情報に対する重複排除処理
を行う。
【００５９】
　サーバーはまず取得されるターゲット情報に対する重複排除処理を行うことができ、こ
のように情報処理の数を減らすことができ、よって計算量を減らし、処理速度を向上させ
る。
【００６０】
　本発明における重複排除処理は、例えば画像テーマの内容に基づいて重複排除を行うこ
とであってもよく、例えば同じ又は差が小さい画像を削除するなどであってもよい。ステ
ップ２０３において、サーバーは重複排除処理後のターゲット情報に基づいて興味パラメ
ータを確定する。
【００６１】
　ターゲット情報がテキスト情報であれば、テキスト情報におけるユーザーのアカウント
情報、アクセスするリソース情報などに基づいてユーザーの好きな内容を分析することが
でき、よって興味パラメータを確定する。
【００６２】
　ターゲット情報がビデオであれば、ビデオのタイトル、内容、観覧時間の長さなどに基
づいてユーザーの好きな内容を分析することができ、よって興味パラメータを確定する。
【００６３】
　ターゲット情報が画像であれば、画像内容に対する画像認識を行った後興味パラメータ
を確定することができ、例えば顔認識、実物認識を行い、よってユーザーの性別、年齢、
情緒、家族、趣味、所得水準などの情報を取得し、これらの情報に基づいて興味パラメー
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タを確定する。
【００６４】
　例えば、サーバーはユーザーが最近観覧したビデオが全て旅行ビデオであることを認識
すると、ユーザーは屋外の旅行に対する興味があることを確定することができる。
【００６５】
　例えば、サーバーは画像認識分析によってユーザーによりアップロードされる画像が子
供を連れてある教育機関に係わるコースを体験することを発見すると、ユーザーは子供の
教育面に需要があると判断することができる。
【００６６】
　本発明は関わる画像認識技術を採用し画像認識を行うことができる。関わる画像認識技
術は、例えばｆａｃｅ．ｃｏｍ、Ｏｒｂｅｕｓ、ｆａｃｅ＋＋などの企業により提供され
る画像認識技術などであり、又は例えば関わるディープラーニング顔認識技術などである
。なお、後続は画像認識技術の発展に伴い、画像認識技術に関するアルゴリズムを調整す
ることができる。画像認識を行った後、データマイニング及び分析技術によって画像によ
り認識される特徴情報を分析し、ユーザーの興味パラメータを確定することができる。例
えば、画像に対する認識分析を行った後、一部のキーワード又はタグｔａｇ情報（例えば
、時間、場所、物体タイプなどの情報）を取得し、よってユーザーの興味パラメータを分
析することができる。このため、画像認識を行うことによって、ユーザーの性別、年齢、
情緒、家族、趣味、所得水準などの基本的な情報を取得することができ、よって興味パラ
メータを確定し後続の正確的及び適時な個性化な広告プッシュに用いられる。関わるデー
タマイニング及び分析技術は、例えばＫ－Ｍｉｎｅｒ（神通データマイニング分析システ
ム）、ＭＰＰ（Ｍａｓｓｉｖｅｌｙ　Ｐａｒａｌｌｅｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ、超並列
処理）＋ＳＭＰ（Ｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｍｕｌｔｉ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ、対称型マル
チプロセッシング）並列計算アーキテクチャ、ＧＤＭ（Ｇｅｎｉ－Ｓａｇｅ　Ｄａｔａ　
Ｍｉｎｉｎｇ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　Ｓｙｓｔｅｍ、博通データマイニング分析システム）
などである。
【００６７】
　取得されるターゲット情報は端末のローカルに現在及び履歴に記憶されたターゲット情
報を含む場合、本発明は現在及び履歴に記憶されたターゲット情報に基づいてクラスタリ
ング相関分析を行うことができ、よってユーザーの興味パラメータ及びその変化をより正
確に確定する。
【００６８】
　なお、該ステップのサーバーは興味パラメータを確定した後記憶することができ、記憶
する時関わるクラウドストレージ技術を用いて記憶することができる。サーバーはさらに
分析により確定された興味パラメータをユーザーの各移動端末に同期することができる。
【００６９】
　ステップ２０４において、サーバーは移動端末に興味パラメータに対応するプッシュ情
報を送信する。
【００７０】
　該ステップにおいて、サーバーのプッシュシステムによって、移動端末に興味パラメー
タに対応するプッシュ情報を送信することができ、プッシュ情報は興味パラメータに対応
する広告情報、アプリケーション推奨情報、通知情報のうちの１つ又は複数を含むがそれ
に限定されない。以下は応用に合わせて上記プロセスを例示的に説明する。
【００７１】
　例えば、サーバーはユーザーの移動端末によりアップロードされるグラフライブラリに
おける画像に対する画像認識分析を行い、ユーザーは子供を持っているか否か、何人の子
供がいるのか、男の子か女の子か、各子供は現在何歳であるか、子供の趣味は何かなどを
分析し、子供の人数、画像の地理情報、画像の内容などに基づいて家庭の所得水準を推測
分析し、これらのユーザー情報に基づいて、ユーザーは子供向けサービス面に需要がある
と推測することができ、このためユーザーの興味パラメータを確定することができ、よっ
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てユーザーのために子供に関する製品情報をプッシュする。
【００７２】
　そのほか、移動端末により最新にアップロードされる画像情報に合わせてクラスタリン
グ相関分析を行うことができる。例えば、画像認識分析によってユーザーにより最新にア
ップロードした画像に突然子供と共にある教育機関の関係するコースを経験したことを発
見した場合、ユーザーは子供の教育面に需要があると判断することができ、ユーザーの興
味パラメータを確定することができ、リアルタイムにユーザーに関わる子供の教育情報、
関わる趣味の設備情報を推奨するなど。例えば、画像から該画像の地理位置はある教育機
関であることを分析し、又は画像内にある教育機関のＬｏｇｏ及びカリキュラム情報など
があることを分析し、該ユーザーの需要は子供をある教育コースに通わせる意向があると
分析し、該ユーザーに教育コースに関わる広告情報などをプッシュすることができ、よっ
てユーザーのために関心を持つ情報を正確にプッシュし、ユーザーの嫌悪感を減少し、ユ
ーザー、広告主及びメーカー三者ともに収益を与えることができる。
【００７３】
　該実施例によって、本発明はサーバーによって移動端末によりアップロードされる端末
のローカルに記憶されたターゲット情報を取得し、ターゲット情報に基づいて興味パラメ
ータを分析確定することができ、よって興味パラメータに基づいて対応するプッシュ情報
を送信する。例えば、取得されるのは移動端末により撮影アップロードされる画像である
場合、画像認識及び分析を行うことによって、ユーザーの性別、年齢、情緒、家族、趣味
、所得水準などの基本的なユーザー情報及び需要情報を取得することができ、ユーザーの
データを比較的に全面的に取得し、よって興味パラメータを確定することができ、興味パ
ラメータに基づいてユーザーに対する正確的及び適時な広告情報、アプリケーション推奨
情報、通知情報などのような個性化な情報のプッシュを行い、ユーザー、広告主及びメー
カー三者の需要を満たす。
【００７４】
　図３は本発明の一例示的な実施例により示された別の情報をプッシュする方法のフロー
チャートである。
【００７５】
　該方法は移動端末に応用することができる。なお、移動端末の配置及びバッテリーの蓄
電能力は共に向上され、高いデータ処理需要をサポートすることができる場合、本発明に
おける技術的解決手段は移動端末に応用されることができる。図３に示す方法は図１及び
図２の実施例に対して、ターゲット情報の分析処理を移動端末に設置することである。
【００７６】
　図３に示すように、該方法は以下のステップを含むことができる。
【００７７】
　ステップ３０１において、ローカルに記憶されたターゲット情報を取得する。
【００７８】
　該ステップはローカルに記憶された画像、テキスト、オーディオ、ビデオの操作履歴情
報のうちの１つ又は複数を取得することができる。
【００７９】
　該ステップにおけるローカルに記憶されたターゲット情報を取得することは、さらに、
現在及び履歴に端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得することを含むことが
できる。
【００８０】
　ステップ３０２において、ターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定する。
【００８１】
　端末のローカルに記憶されたターゲット情報はユーザーの現在の興味を保証することが
できるため、ローカルに記憶されたターゲット情報を取得することによって、ユーザーの
現在の興味が分かり、よってターゲット情報に基づいてユーザーの興味パラメータを確定
することができる。
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【００８２】
　例えば、ローカルに記憶された画像が多くの子供の画像などを含むことに基づいて、ユ
ーザーに対し子供向けサービス面に需要があると推測することができ、このためユーザー
の興味パラメータを確定することができる。
【００８３】
　ステップ３０３において、サーバーが興味パラメータに対応するプッシュ情報を取得す
るように、サーバーに興味パラメータを送信する。
【００８４】
　該ステップにおいて、移動端末がサーバーに確定された興味パラメータを送信し、サー
バーを興味パラメータに基づいて興味パラメータに対応するプッシュ情報を取得すること
ができるようにさせ、プッシュ情報は興味パラメータに対応する広告情報、アプリケーシ
ョン推奨情報、通知情報のうちの１つ又は複数を含むがそれに限定されない。
【００８５】
　ステップ３０４において、サーバーにより送信されるプッシュ情報を受信する。
【００８６】
　該実施例により、本発明は端末のローカルに記憶されたターゲット情報に基づいて興味
パラメータを確定し、移動端末によってローカルに記憶されたターゲット情報を取得した
後ターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定し、興味パラメータをサーバーに送信
し、サーバーにより端末に興味パラメータに対応するプッシュ情報を送信することができ
、よってユーザーの興味を取得する正確性及び全体性を向上させ、より正確的及び全体的
なユーザーの興味に基づいて情報のプッシュを行うことを実現し、ユーザーの要求をより
よく満足することができる。
【００８７】
　図４は本発明の一例示的な実施例により示された別の情報をプッシュする方法のフロー
チャートである。
【００８８】
　該方法は移動端末に応用されることができ、該実施例は図３に対して本発明の技術的解
決手段をより詳細に記述する。
【００８９】
　図４に示すように、該方法は以下のステップを含むことができる。
【００９０】
　ステップ４０１において、移動端末はローカルに記憶されたターゲット情報を取得する
。
【００９１】
　該ステップにおける移動端末によりローカルに記憶されたターゲット情報を取得するこ
とは、これらのターゲット情報は画像、テキスト、オーディオ、ビデオの操作履歴情報の
うちの１つ又は複数を含むがそれに限定されない。
【００９２】
　該ステップにおいて、移動端末はストーム（Ｓｔｏｒｍ）リアルタイムストリーミング
分散処理フレームワークによってローカルに記憶されたターゲット情報を取得することが
できる。
【００９３】
　該ステップにおける移動端末によりローカルに記憶されたターゲット情報を取得するこ
とは、現在ローカルに記憶されたターゲット情報のみを取得してもよく、現在及び履歴に
ローカルに記憶されたターゲット情報を取得してもよい。
【００９４】
　ステップ４０２において、移動端末は取得されるターゲット情報に対する重複排除処理
を行う。
【００９５】
　移動端末はまず取得されるターゲット情報に対する重複排除処理を行うことができ、こ
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のように情報処理の数を減らすことができ、よって計算量を減らし、処理速度を向上させ
る。
【００９６】
　本発明における重複排除処理は、例えば画像テーマの内容に基づいて重複排除を行うこ
とであってもよく、例えば同じ又は差が小さい画像を削除するなどであってもよい。ステ
ップ４０３において、移動端末は重複排除処理後のターゲット情報に基づいて興味パラメ
ータを確定する。
【００９７】
　該ステップにおける興味パラメータを確定する記述は、ステップ２０３における記述を
参考にすることができ、ここは詳細な説明を省略する。
【００９８】
　ステップ４０４において、サーバーが興味パラメータに対応するプッシュ情報を取得す
るように、移動端末はサーバーに興味パラメータを送信する。
【００９９】
　該ステップにおいて、移動端末がサーバーに確定された興味パラメータを送信し、サー
バーを興味パラメータに基づいて興味パラメータに対応するプッシュ情報を取得すること
ができるようにさせ、プッシュ情報は興味パラメータに対応する広告情報、アプリケーシ
ョン推奨情報、通知情報のうちの１つ又は複数を含むがそれに限定されない。
【０１００】
　ステップ４０５において、移動端末はサーバーにより送信されるプッシュ情報を受信す
る。
【０１０１】
　該実施例によって、本発明はターゲット情報の分析処理を移動端末に設置することがで
き、移動端末によってローカルに記憶されたターゲット情報を取得し、ターゲット情報に
基づいて興味パラメータを分析確定することができ、サーバーは興味パラメータに基づい
て正確的及び適時個性化した情報をプッシュ情報とするように興味パラメータをサーバー
に送信し、よってサーバーが興味パラメータに基づいて送信するプッシュ情報を受信し、
ユーザー、広告主及びメーカーの三者の需要を満足することができる。
【０１０２】
　上記アプリケーション機能の実現方法の実施例に対応し、本発明は情報をプッシュする
装置及び対応する設備、システムの実施例をさらに提供する。
【０１０３】
　図５は本発明の一例示的な実施例により示された情報をプッシュする装置のブロック図
である。
【０１０４】
　該装置はサーバーであってもよい。図５に示すように、情報をプッシュする装置は、情
報取得モジュール５１と、興味パラメータ確定モジュール５２と、情報プッシュモジュー
ル５３とを含むことができる。情報取得モジュール５１は、端末のローカルに記憶された
ターゲット情報を取得することに用いられる。興味パラメータ確定モジュール５２は、情
報取得モジュール５１により取得されるターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定
することに用いられる。
【０１０５】
　情報プッシュモジュール５３は、端末に興味パラメータ確定モジュール５２により確定
される興味パラメータに対応するプッシュ情報を送信することに用いられる。
【０１０６】
　該実施例により、本発明は端末のローカルに記憶されたターゲット情報に基づいて興味
パラメータを確定し、端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得した後ターゲッ
ト情報に基づいて興味パラメータを確定することによって、端末に興味パラメータに対応
するプッシュ情報を送信することができ、よってユーザーの興味を取得する正確性及び全
体性を向上させ、より正確的及び全体的なユーザーの興味に基づいて情報のプッシュを行
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うことを実現し、ユーザーの要求をよりよく満足することができる。
【０１０７】
　図６は本発明の一例示的な実施例により示された別の情報をプッシュする装置のブロッ
ク図である。
【０１０８】
　図６に示すように、情報をプッシュする装置は、情報取得モジュール５１と、興味パラ
メータ確定モジュール５２と、情報プッシュモジュール５３とを含むことができる。
【０１０９】
　情報取得モジュール５１と、興味パラメータ確定モジュール５２と、情報プッシュモジ
ュール５３との機能は図５における記述を参照することができる。
【０１１０】
　装置は、さらに、フレームワーク設定モジュール５４を含むことができる。
【０１１１】
　フレームワーク設定モジュール５４は、ストーム（Ｓｔｏｒｍ）リアルタイムストリー
ミング分散処理フレームワークを設定することに用いられる。本発明はストーム（Ｓｔｏ
ｒｍ）リアルタイムストリーミング分散処理フレームワークを採用し、一般的によく使わ
れるｈａｄｏｏｐのような分散型フレームワークに対して、よりリアルタイム処理に適合
する。
【０１１２】
　情報取得モジュール５１はフレームワーク設定モジュール５４により設定されるストー
ム（Ｓｔｏｒｍ）リアルタイムストリーミング分散処理フレームワークによって端末のロ
ーカルに記憶されたターゲット情報を取得する。
【０１１３】
　興味パラメータ確定モジュール５２は、重複排除サブモジュール５２１と、興味パラメ
ータサブモジュール５２２とを含むことができる。
【０１１４】
　重複排除サブモジュール５２１は、ターゲット情報に対する重複排除処理を行うことに
用いられる。
【０１１５】
本発明における重複排除処理は、例えば画像テーマの内容に基づいて重複排除を行うこと
であってもよく、例えば同じ又は差が小さい画像を削除するなどであってもよい。
【０１１６】
　まず取得されるターゲット情報に対する重複排除処理を行うことができ、このように情
報処理の数を減らすことができ、よって計算量を減らし、処理速度を向上させる。
【０１１７】
興味パラメータサブモジュール５２２は、重複排除サブモジュール５２１により重複排除
処理後のターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定することに用いられる。
【０１１８】
　例えば、ターゲット情報がテキスト情報であれば、テキスト情報におけるユーザーのア
カウント情報、アクセスするリソース情報などに基づいてユーザーの好きな内容を分析す
ることができ、よって興味パラメータを確定する。ターゲット情報がビデオであれば、ビ
デオのタイトル、内容、観覧時間の長さなどに基づいてユーザーの好きな内容を分析する
ことができ、よって興味パラメータを確定する。ターゲット情報が画像であれば、画像内
容に対する画像認識を行った後興味パラメータを確定することができ、例えば顔認識、実
物認識を行うなど、よってユーザーの性別、年齢、情緒、家族、趣味、所得水準などの情
報を取得し、これらの情報に基づいて興味パラメータを確定する。本発明は関わる画像認
識技術を採用し画像認識を行うことができる。
【０１１９】
　情報プッシュモジュール５３は、記憶サブモジュール５３１と、プッシュサブモジュー
ル５３２とを含むことができる。
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【０１２０】
　記憶サブモジュール５３１は、興味パラメータに対応する広告情報、アプリケーション
推奨情報、通知情報を記憶することに用いられる。
【０１２１】
　プッシュサブモジュール５３２は、端末に記憶サブモジュール５３１により記憶された
興味パラメータに対応する広告情報、アプリケーション推奨情報、通知情報のうちの１つ
又は複数を送信することに用いられる。
【０１２２】
　図７は本発明の一例示的な実施例により示された情報をプッシュする装置のブロック図
である。
【０１２３】
　該装置は端末であってもよい。図７に示すように、情報をプッシュする装置は、情報取
得モジュール７１と、興味パラメータ確定モジュール７２と、興味パラメータ送信モジュ
ール７３と、情報受信モジュール７４とを含むことができる。
【０１２４】
　情報取得モジュール７１は、ローカルに記憶されたターゲット情報を取得することに用
いられる。興味パラメータ確定モジュール７２は、情報取得モジュール７１により取得さ
れるターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定することに用いられる。
【０１２５】
　興味パラメータ送信モジュール７３は、サーバーが興味パラメータに対応するプッシュ
情報を取得するように、サーバーに興味パラメータ確定モジュール７２により確定される
興味パラメータを送信することに用いられる。情報受信モジュール７４は、サーバーによ
り送信されるプッシュ情報を受信することに用いられる。
【０１２６】
　該実施例により、本発明は端末のローカルに記憶されたターゲット情報に基づいて興味
パラメータを確定し、移動端末によってローカルに記憶されたターゲット情報を取得した
後ターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定し、興味パラメータをサーバーに送信
し、サーバーにより端末に興味パラメータに対応するプッシュ情報を送信することができ
、よってユーザーの興味を取得する正確性及び全体性を向上させ、より正確的及び全体的
なユーザーの興味に基づいて情報のプッシュを行うことを実現し、ユーザーの要求をより
よく満足することができる。
【０１２７】
　図８は本発明の一例示的な実施例により示された別の情報をプッシュする装置のブロッ
ク図である。
【０１２８】
　図８に示すように、情報をプッシュする装置は、情報取得モジュール７１と、興味パラ
メータ確定モジュール７２と、興味パラメータ送信モジュール７３と、情報受信モジュー
ル７４とを含むことができる。
【０１２９】
　情報取得モジュール７１と、興味パラメータ確定モジュール７２と、興味パラメータ送
信モジュール７３と、情報受信モジュール７４との機能は図７における記述を参照するこ
とができる。
【０１３０】
　装置は、さらに、フレームワーク設定モジュール７５を含むことができる。
【０１３１】
　フレームワーク設定モジュール７５は、Ｓｔｏｒｍリアルタイムストリーミング分散処
理フレームワークを設定することに用いられる。
【０１３２】
　情報取得モジュール７１は、フレームワーク設定モジュール７５により設定されるスト
ーム（Ｓｔｏｒｍ）リアルタイムストリーミング分散処理フレームワークによってローカ
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ルに記憶されたターゲット情報を取得する。
【０１３３】
　情報取得モジュール７１は、記憶サブモジュール７１１と、取得サブモジュール７１２
とを含むことができる。
【０１３４】
　記憶サブモジュール７１１は、ローカルに画像、テキスト、オーディオまたはビデオの
操作履歴情報を記憶することに用いられる。
【０１３５】
　取得サブモジュール７１２は、記憶サブモジュール７１１によりローカルに記憶された
画像、テキスト、オーディオまたはビデオの操作履歴情報のうちの１つ又は複数を取得す
ることに用いられる。
【０１３６】
　興味パラメータ確定モジュール７２は、重複排除サブモジュール７２１と、興味パラメ
ータサブモジュール７２２とを含むことができる。
【０１３７】
　重複排除サブモジュール７２１は、ターゲット情報に対する重複排除処理を行うことに
用いられる。
【０１３８】
　本発明における重複排除処理は、例えば画像テーマの内容に基づいて重複排除を行うこ
とであってもよく、例えば同じ又は差が小さい画像を削除するなどであってもよい。まず
取得されるターゲット情報に対する重複排除処理を行うことができ、このように情報処理
の数を減らすことができ、よって計算量を減らし、処理速度を向上させる。
【０１３９】
　興味パラメータサブモジュール７２２は、重複排除サブモジュール７２１により重複排
除処理後のターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定することに用いられる。
【０１４０】
　例えば、ターゲット情報はテキスト情報であれば、テキスト情報におけるユーザーのア
カウント情報、アクセスするリソース情報などに基づいてユーザーの好きな内容を分析す
ることができ、よって興味パラメータを確定する。ターゲット情報はビデオであれば、ビ
デオのタイトル、内容、観覧時間の長さなどに基づいてユーザーの好きな内容を分析する
ことができ、よって興味パラメータを確定する。ターゲット情報が画像であれば、画像内
容に対する画像認識を行った後興味パラメータを確定することができ、例えば顔認識、実
物認識を行うことなどによってユーザーの性別、年齢、情緒、家族、趣味、所得水準など
の情報を取得し、これらの情報に基づいて興味パラメータを確定する。本発明は関わる画
像認識技術を採用し画像認識を行うことができる。
【０１４１】
　上記装置における各ユニットの機能及び作用の実現プロセスは上記方法における対応す
るステップの実現プロセスに詳細に記述され、ここでその詳細な説明を省略する。
【０１４２】
　装置の実施例について、それは基本的に方法の実施例に対応するため、関わる部分は方
法の実施例の一部の説明に参照することができる。以上に記述される装置の実施例は例示
的なものに過ぎず、分離部材として説明されるユニットは物理的に分離することであって
もよく又はなくてもよく、ユニットとして表示される部材は物理的なユニットであっても
よく又はなくてもよく、即ち１つの場所に位置してもよく、又は複数のネットワークユニ
ットに分布してもよい。実際の需要に基づいてそのうちの一部又は全部のモジュールを選
択し本発明のスキームの目的を実現することができる。当業者は創造的な労働をしない状
況において、理解し実施することができる。
【０１４３】
　対応に、本発明はさらに設備を提供している。
【０１４４】
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　図９は本発明の一例示的な実施例により示された設備のブロック図である。
【０１４５】
　図９に示すように、設備は、プロセッサ９０１とプロセッサによる実行可能なコマンド
を記憶するメモリ９０２とを含む。
【０１４６】
　プロセッサ９０１は
　端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得し、
　ターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定し、
　端末に興味パラメータに対応するプッシュ情報を送信するように配置される。
【０１４７】
　なお、メモリ９０２に記憶されるその他のプログラムは、上記方法のプロセスにおける
記述を参照し、ここでその詳細な説明を省略し、プロセッサ９０１はさらにメモリ９０２
に記憶されるその他のプログラムを実行することに用いられる。
【０１４８】
　図１０は本発明の一例示的な実施例により示された設備のブロック図である。図１０に
示すように、設備は、プロセッサ１００１とプロセッサによる実行可能なコマンドを記憶
するメモリ１００２とを含む。
【０１４９】
　プロセッサ１００１は
　ローカルに記憶されたターゲット情報を取得し、
　ターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定し、
　サーバーが興味パラメータに対応するプッシュ情報を取得するように、サーバーに興味
パラメータを送信し、
　サーバーにより送信されるプッシュ情報を受信するように配置される。
【０１５０】
　なお、メモリ１００２に記憶されるその他のプログラムは、上記方法のプロセスにおけ
る記述を参照し、ここでその詳細な説明を省略し、プロセッサ１００１はさらにメモリ１
００２に記憶されるその他のプログラムを実行することに用いられる。
【０１５１】
　図１１は本発明の一例示的な実施例により示された設備の構造ブロック図である。
【０１５２】
　例えば、設備１１００は、携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、メッセージ送
受信装置、ゲームコンソール、タブレット型装置、医療機器、フィットネス装置、パーソ
ナルデジタルアシスタントなどであってもよい。
【０１５３】
　図１１に示すように、設備１１００は、処理部１１０２、メモリ１１０４、電源部１１
０６、マルチメディア部１１０８、音声部１１１０、入力／出力（Ｉ／Ｏ）のインターフ
ェース１１１２、センサー部１１１４、及び通信部１１１６のうちの一つ又は複数の部材
を含むことができる。
【０１５４】
　処理部１１０２は、一般的に設備１１００の全体的操作、例えば、表示、電話呼び出し
、データ通信、カメラ操作及び記録操作に関する操作を制御する。処理部１１０２は、上
記方法の全部又は一部のステップを完成するために、一つ又は複数のプロセッサ１１２０
を含んでコマンドを実行してもよい。さらに、処理部１１０２は、その他のモジュールと
のインタラクションを便利にするように、一つ又は複数のモジュールを含んでもよい。例
えば、処理部１１０２は、マルチメディア部１１０８と処理部１１０２とのインタラクシ
ョンを便利にするように、マルチメディアモジュールを含んでもよい。
【０１５５】
　メモリ１１０４は、設備１１００の操作をサポートするために、様々な種類のデータを
記憶するように配置される。これらのデータの実例は、設備１１００において操作される
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如何なるアプリケーション又は方法のコマンド、連絡先データ、電話帳データ、メッセー
ジ、画像、ビデオなどを含む。メモリ１１０４は、如何なる種類の揮発性又は不揮発性メ
モリ又はそれらの組合せ、例えば、スタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、
電気的消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、消去可能なプロ
グラマブル読み取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、プログラマブル読み取り専用メモリ（Ｐ
ＲＯＭ）、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディス
ク又は光ディスクにより実現することができる。
【０１５６】
　電源部１１０６は、設備１１００の様々な部材のために電力を供給する。電源部１１０
６は、電源管理システム、一つ又は複数の電源、及びその他の設備１１００のための電力
の生成、管理及び供給に関連する部材を含むことができる。
【０１５７】
　マルチメディア部１１０８は、設備１１００とユーザーの間の一つの出力インターフェ
ースを提供するスクリーンを含む。一部の実施例において、スクリーンは液晶ディスプレ
イ（ＬＣＤ）とタッチパネル（ＴＰ）を含んでもよい。スクリーンにタッチパネルが含ま
れる場合、スクリーンはユーザーからの入力信号を受信するために、タッチスクリーンに
実現されることができる。タッチパネルは、タッチ、スワイプ及びタッチパネルにおける
ジェスチャーを感知するために、一つ又は複数のタッチセンサを含む。上記タッチセンサ
は、タッチ又はスワイプ動作の境界を感知するとともに、上記タッチ又はスワイプ動作に
関わる持続時間及び圧力を検出することができる。一部の実施例において、マルチメディ
ア部１１０８は、フロントカメラ及び／又はバックカメラを含む。設備１１００が操作モ
ードである場合、例えば、撮影モード又はビデオモードである場合、フロントカメラ及び
／又はバックカメラは外部のマルチメディアデータを受信することができる。各フロント
カメラ及びバックカメラは、固定された光学レンズシステムであってもよく、又は焦点距
離と光学ズーム能力を有する。
【０１５８】
　音声部１１１０は、音声信号を出力及び／又は入力するように配置される。例えば、音
声部１１１０は、マイクロホン（ＭＩＣ）を含み、設備１１００が操作モードである場合
、例えば、呼び出しモード、記録モード及び音声認識モードである場合、マイクロホンは
外部の音声信号を受信するように配置される。受信された音声信号は、さらにメモリ１１
０４に記憶され、又は通信部１１１６を介して送信される。一部の実施例において、音声
部１１１０は、さらに音声信号を出力するスピーカーを含む。
【０１５９】
　Ｉ／Ｏインターフェース１１１２は、処理部１１０２と周辺インターフェース部との間
にインターフェースを提供し、上記周辺インターフェース部は、キーボード、クリックホ
イール、ボタンなどであってもよい。これらのボタンは、ホームボタン、ボリュームボタ
ン、スタートボタン及びホールドボタンを含むことができるが、それに限定されない。
【０１６０】
　センサー部１１１４は、一つ又は複数のセンサーを含み、設備１１００に各方面の状態
評価を提供するためである。例えば、センサー部１１１４は、設備１１００のオン／オフ
状態、部材の相対的位置決めを検出することができ、例えば、上記部材が設備１１００の
ディスプレイ及びキーパッドであり、センサー部１１１４は、さらに設備１１００又は設
備１１００の一つの部材の位置変化、ユーザーと設備１１００との接触の有無、設備１１
００の方角又は加速／減速及び設備１１００の温度変化を検出することができる。センサ
ー部１１１４は、近接センサーを含むことができ、如何なる物理的接触がない時、近傍物
体の存在を検出するように配置される。センサー部１１１４は、さらに光学センサー、例
えば、ＣＭＯＳ又はＣＣＤイメージセンサを含むことができ、イメージングアプリケーシ
ョンに用いられる。一部の実施例において、該センサー部１１１４は、さらに加速度セン
サー、ジャイロセンサー、磁気センサー、圧力センサー又は温度センサーを含むことがで
きる。
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【０１６１】
　通信部１１１６は、設備１１００とその他の装置との有線又は無線方式による通信を便
利にするように配置される。設備１１００は、通信標準に基づく無線ネットワーク、例え
ば、Ｗｉ－Ｆｉ、２Ｇ又は３Ｇ、又はそれらの組み合わせにアクセスすることができる。
一例示的な実施例において、通信部１１１６は、放送チャネルを介して外部放送管理シス
テムからの放送信号又は放送関連情報を受信する。一例示的な実施例において、通信部１
１１６は、狭域通信を促進するために、さらに近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールを含
む。例えば、ＮＦＣモジュールにおいて、無線周波数認識（ＲＦＩＤ）技術、赤外線デー
タ協会（ＩｒＤＡ）技術、超広帯域（ＵＷＢ）技術、ブルートゥース（ＢＴ）及びその他
の技術に基づいて実現することができる。
【０１６２】
　例示的な実施例において、設備１１００は、一つ又は複数の特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理装置（ＤＳＰＤ）、プ
ログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（Ｆ
ＰＧＡ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ又はその他の電子
部品により実現することができ、上記デバイスの制御方法を実行するのに用いられる。
【０１６３】
　例示的な実施例において、さらに、コマンドを含む非一時的コンピュータ可読記憶媒体
、例えば、コマンドを含むメモリ１１０４を提供し、上記方法を完成するために、上記コ
マンドは設備１１００のプロセッサ１１２０により実行することができる。例えば、上記
非一時的なコンピュータ可読記憶媒体は、ＲＯＭ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、
ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピーディスク及び光データ記憶装置などであってもよ
い。
【０１６４】
　非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、記憶媒体内のコマンドがサ
ーバーのプロセッサにより実行される場合、サーバーが情報をプッシュすることを実行さ
せる方法は、
　端末のローカルに記憶されたターゲット情報を取得することと、
　ターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定することと、
　端末に前興味パラメータに対応するプッシュ情報を送信することと、を含む。
【０１６５】
　非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、記憶媒体内のコマンドが端
末のプロセッサにより執行される場合、端末が情報をプッシュすることを実行させる方法
は、
　ローカルに記憶されたターゲット情報を取得することと、
　ターゲット情報に基づいて興味パラメータを確定することと、
　サーバーが興味パラメータに対応するプッシュ情報を取得するように、サーバーに興味
パラメータを送信することと、
　サーバーにより送信されるプッシュ情報を受信することと、を含む。
【０１６６】
　図１２は本発明の一例示的な実施例により示されたシステムのブロック図である。
【０１６７】
　図１２に示すように、情報をプッシュするシステムは、サーバー１２１及び端末１２２
を含む。
【０１６８】
　サーバー１２１は、端末１２２のローカルに記憶されたターゲット情報を取得し、ター
ゲット情報に基づいて興味パラメータを確定し、端末１２２に興味パラメータに対応する
プッシュ情報を送信することに用いられる。
【０１６９】
　端末１２２は、ターゲット情報を記憶し、サーバー１２１により送信される興味パラメ
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ータに対応するプッシュ情報を受信することに用いられる。
【０１７０】
　図１３は本発明の一例示的な実施例により示されたシステムのブロック図である。
【０１７１】
　図１３に示すように、情報をプッシュするシステムは、端末１３１及びサーバー１３２
を含む。
【０１７２】
　端末１３１は、ローカルに記憶されたターゲット情報を取得し、ターゲット情報に基づ
いて興味パラメータを確定し、サーバー１３２に上記興味パラメータを送信し、サーバー
１３２により送信されるプッシュ情報を受信することに用いられる。
【０１７３】
　サーバー１３２は、端末１３１により送信される興味パラメータを受信し、興味パラメ
ータに基づいて興味パラメータに対応するプッシュ情報を取得し端末１３１に送信するこ
とに用いられる。
【０１７４】
　当業者であれば、明細書を考慮しここに開示された発明を実践した後、本発明のその他
の実施様態を容易に想到できる。本発明は、本発明の如何なる変形、用途又は適応的変化
を含むためのものであり、これらの変形、用途又は適応的変化は本発明の一般的な原理に
準じ、本発明の開示されていない当該技術分野における一般的知識又は慣用の技術手段を
含む。明細書と実施例は例示的なものに過ぎず、本発明の実際の範囲と精神は請求項によ
り与えられる。
【０１７５】
　理解すべきことは、本発明は既に上記のように説明され、図面に示された正確な構造に
限定されず、その範囲を逸脱しない限りにおいて様々な修正や変更を行うことができる。
本発明の範囲は特許請求の範囲のみにより限定される。
【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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