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(57)【要約】
　メディアメッセージを提供するために無線ビーコンブ
ロードキャストを使用するためのシステムおよび方法が
開示される。メディアの第１の部分を含む第１のビーコ
ン構成要素を有する第１のビーコンブロードキャストは
、無線アクセスポイントから提供される。メディアの第
２の部分を含む第２のビーコン構成要素を有する第２の
ビーコンブロードキャストは、無線アクセスポイントか
ら提供される。メディアの第１の部分およびメディアの
第２の部分は、完全なメディアメッセージを提供するた
めに組合せ可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メディアメッセージ（４１８）を提供するために、無線ビーコンブロードキャストを使
用するためのコンピュータで実施される方法であって、
　無線アクセスポイント（２１０）から、メディアの第１の部分（４１８ａ）を含む第１
のビーコン構成要素を有する第１のビーコンブロードキャスト（４１０）を提供するステ
ップと、
　前記無線アクセスポイント（２１０）から、メディアの第２の部分（４１８ｂ）を含む
第２のビーコン構成要素を有する第２のビーコンブロードキャスト（４２０）を提供する
ステップとを含み、メディアの前記第１の部分（４１８ａ）およびメディアの前記第２の
部分（４１８ｂ）は、完全なメディアメッセージ（４１８）を提供するために組合せ可能
であることを特徴とするコンピュータで実施される方法。
【請求項２】
　メディアの第１の部分（４１８ａ）を含む前記第１のビーコン構成要素およびメディア
の第２の部分（４１８ｂ）を含む前記第２のビーコン構成要素に関する連結情報（５３５
）を提供するステップをさらに含み、前記連結情報（５３５）は、前記メディアの前記第
１の部分（４１８ａ）および前記メディアの前記第２の部分（４１８ｂ）を連結して、連
結されたメディアメッセージ（４１８）を作成するための指令を提供することを特徴とす
る請求項１記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項３】
　メディアの第１の部分（４１８ａ）を含む前記第１のビーコン構成要素として、第１の
サービスセット識別子（ＳＳＩＤ）を利用するステップと、
　メディアの第２の部分（４１８ｂ）を含む前記第２のビーコン構成要素として、第２の
ＳＳＩＤ（３２５）を利用するステップと、
　前記第１のＳＳＩＤ（３２５）および前記第２のＳＳＩＤ（３２５）を、一意の識別子
（４１２）と、連続番号（４１４）と、より多くのフラッグ（４１６）と、前記メディア
（４１８）の一部とを含むフォーマットの形で提供するステップとをさらに具えたことを
特徴とする請求項１記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項４】
　メディアの第１の部分（４１８ａ）を含む前記第１のビーコン構成要素として、第１の
基本サービスセット識別子（ＢＳＳＩＤ）を利用するステップと、
　メディアの第２の部分（４１８ｂ）を含む前記第２のビーコン構成要素として、第２の
ＢＳＳＩＤ（３７５）を利用するステップと、
　前記第１のＢＳＳＩＤ（３７５）および前記第２のＢＳＳＩＤ（３７５）を、一意の識
別子（４１２）と、連続番号（４１４）と、より多くのフラッグ（４１６）と、前記メデ
ィア（４１８）の一部とを含むフォーマットの形で提供するステップとをさらに具えたこ
とを特徴とする請求項１記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項５】
　メディアの第１の部分（４１８ａ）を含む前記第１のビーコン構成要素として、第１の
情報要素（ＩＥ）（３６５）を利用するステップと、
　メディアの第２の部分（４１８ｂ）を含む前記第２のビーコン構成要素として、第２の
ＩＥ（３６５）を利用するステップと、
　前記第１のＩＥ（３６５）および前記第２のＩＥ（３６５）を、一意の識別子（４１２
）と、連続番号（４１４）と、より多くのフラッグ（４１６）と、前記メディアの一部（
４１８）とを含むフォーマットの形で提供するステップとをさらに具えたことを特徴とす
る請求項１記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項６】
　前記メディアメッセージ（４１８）は、テキスト、音声、およびビデオを含むフォーマ
ットのグループから選択されたユーザ感覚によるフォーマットの形で提供されることを特
徴とする請求項１記載のコンピュータで実施される方法。
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【請求項７】
　第１のビーコン基本サービスセット識別子（ＢＳＳＩＤ）に前記第１のビーコンブロー
ドキャスト（４１０）と前記第２のビーコンブロードキャスト（４２０）とを提供するス
テップであって、前記第１のビーコンおよび前記第２のビーコンは、前記メディア（４１
８）メッセージのうちの少なくとも一部を提供するステップと、
　第２のビーコンＢＳＳＩＤ（３７５）に前記アクセスポイント（２１０）から、前記ア
クセスポイント（２１０）に接続情報を提供する第３のビーコンブロードキャストを提供
するステップと、
　前記アクセスポイント（２１０）が前記第１のＢＳＳＩＤ（３７５）をブロードキャス
トする場合、前記アクセスポイント（２１０）を利用している消費者が切断されないよう
に、前記第１のビーコンＢＳＳＩＤ（３７５）と前記第２のビーコンＢＳＳＩＤ（３７５
）の間で交換するステップとをさらに具えたことを特徴とする請求項１記載のコンピュー
タで実施される方法。
【請求項８】
　前記方法は、パブリッシュ／サブスクライブモデルと、一意のＢＳＳＩＤ（３７５）ト
ラッカーと、ホームアクセスポイント（２１０）モデルと、変化する受信レートモデルと
からなる収益モデルのグループから選択された収益モデルを含むことを特徴とする請求項
１記載のコンピュータで実施される方法。
【請求項９】
　メディアメッセージ（４１８）を提供するために無線ネットワークビーコンのサービス
セット識別子（ＳＳＩＤ）部分を使用するためのシステムであって、
　無線アクセスポイント（２１０）と、
　前記無線アクセスポイント（２１０）から第１のビーコンブロードキャスト（４１０）
を提供するように構成された第１のＳＳＩＤ（３２５）部分プロバイダと、
　前記無線アクセスポイント（２１０）から第２のビーコンブロードキャスト（４２０）
を提供するように構成された第２のＳＳＩＤ（３２５）部分プロバイダと、
を含み、前記第１のＳＳＩＤ（３２５）および前記第２のＳＳＩＤ（３２５）は、ユーザ
感覚によるフォーマットの形でメディアメッセージの少なくとも一部（４１８）を受信す
るための指令を提供するために組合せ可能であることを特徴とするシステム。
【請求項１０】
　単一のビーコン内に常駐する、前記メディアメッセージ（４１８）の第１の層ＳＳＩＤ
（３２５）部分を提供するように構成された第１の層ＳＳＩＤ（３２５）部分プロバイダ
と、
　複数のビーコンの全域で分散された、前記メディアメッセージ（４１８）の第２の層Ｓ
ＳＩＤ（３２５）部分を提供するように構成された第２の層ＳＳＩＤ（３２５）部分プロ
バイダとをさらに具えたことを特徴とする請求項９記載のシステム。
【請求項１１】
　ユーザ感覚によるフォーマットの形で完全な前記メディアメッセージ（４１８）を提供
するために、複数のビーコン上で前記メディアメッセージ（４１８）の複数のＳＳＩＤ（
３２５）部分を組み合わせるために連結情報（５３５）を提供するように構成された連結
情報プロバイダ（５３５）をさらに具えたことを特徴とする請求項９記載のシステム。
【請求項１２】
　消費者装置がネットワーク接続上で完全な前記メディアメッセージ（４１８）をダウン
ロードすることを可能にするために、アクセスポイント広告センターＵＲＬを提供するよ
うに構成されたアクセスポイント広告センターＵＲＬプロバイダ（５４５）をさらに含み
、前記完全なメディアメッセージ（４１８）のダウンロードは前記アクセスポイント（２
１０）によって提供された前記広告センターＵＲＬに基づくことを特徴とする請求項９記
載のシステム。
【請求項１３】
　コンピュータで利用可能な媒体上の命令であって、実行された場合、メディアメッセー
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ジ（４１８）を提供するために、コンピュータシステムに無線ネットワーク（２００）の
アクセスポイント（２１０）からの少なくとも２個のビーコンブロードキャストのサービ
スセット識別子（ＳＳＩＤ）部分を連結させるための方法を実行させ、前記コンピュータ
で実施される方法は、
　メディアの第１の部分（４１８ａ）を含む第１のＳＳＩＤ（３２５）を有する第１のビ
ーコン（４１０）をブロードキャストするステップと、
　メディアの第２の部分（４１８ｂ）を含む第２のＳＳＩＤ（３２５）を有する第２のビ
ーコン（４２０）をブロードキャストするステップであって、メディアの前記第１の部分
（４１８ａ）およびメディアの前記第２の部分（４１８ｂ）は識別可能であるステップと
、
　前記第１のＳＳＩＤ（３２５）部分および前記第２のＳＳＩＤ（３２５）部分に関係し
ている連結情報（５３５）を提供するステップであって、前記連結情報（５３５）は、メ
ディアの前記第１の部分（４１８ａ）およびメディアの前記第２の部分（４１８ｂ）を連
結して、連結されたメディアメッセージ（４１８）を作成するための指令を提供するステ
ップと
を具えたことを特徴とする命令。
【請求項１４】
　前記メディアメッセージ（４１８）は、テキスト、音声、およびビデオを含むフォーマ
ットのグループから選択されたユーザ感覚によるフォーマットの形で提供されることを特
徴とする請求項１３記載の命令。
【請求項１５】
　前記第１のＳＳＩＤ（３２５）および前記第２のＳＳＩＤ（３２５）を、一意の識別子
（４１２）と、連続番号（４１４）と、より多くのフラッグ（４１６）と、前記メディア
（４１８）の一部とを含むフォーマットの形でブロードキャストするステップをさらに具
えたことを特徴とする請求項１３記載の命令。
【請求項１６】
　前記無線アクセスポイント（２１０）のブロードキャストデータ転送速度を修正するこ
とによって、前記第１のビーコン（４１０）および前記第２のビーコン（４２０）のブロ
ードキャスト範囲を制御するステップをさらに具えたことを特徴とする請求項１３記載の
命令。
【請求項１７】
　前記無線アクセスポイント（２１０）のブロードキャスト電力を修正することによって
、前記第１のビーコン（４１０）および前記第２のビーコン（４２０）のブロードキャス
ト範囲を制御するステップをさらに具えたことを特徴とする請求項１３記載の命令。
【請求項１８】
　前記無線ネットワーク（２００）のアクセスポイント（２１０）から前記第１のビーコ
ン（４１０）と前記第２のビーコン（４２０）とをブロードキャストするステップをさら
に具えたことを特徴とする請求項１３記載の命令。
【請求項１９】
　前記アクセスポイント（２１０）から、前記メディアメッセージ（４１８）のうちの少
なくとも一部を提供する、前記第１のビーコン（４１０）および前記第２のビーコン（４
２０）を含む第１のビーコン（４１０）基本ＳＳＩＤ（ＢＳＳＩＤ）をブロードキャスト
するステップと、
　前記アクセスポイント（２１０）から、前記アクセスポイント（２１０）に接続情報を
提供する第３のビーコンを有する第２のビーコンＢＳＳＩＤ（３７５）をブロードキャス
トするステップと、
　前記アクセスポイント（２１０）が前記第１のＢＳＳＩＤ（３７５）をブロードキャス
トする場合、前記アクセスポイント（２１０）を利用している消費者が切断されないよう
に、前記第１のビーコンＢＳＳＩＤ（３７５）と前記第２のビーコンＢＳＳＩＤ（３７５
）の間で交換するステップとをさらに具えたことを特徴とする請求項１８記載の命令。
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【請求項２０】
　前記無線ネットワーク（２００）のために複数のアクセスポイント（２１０）を提供す
るステップをさらに含み、少なくとも第１のアクセスポイント（２１０）は、前記無線ネ
ットワーク（２００）にアクセスを提供し、少なくとも第２のアクセスポイント（２１０
）は前記メディアメッセージ（４１８）を提供することを特徴とする請求項１３記載の命
令。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　現在、多くの消費者は、彼らの日課の間、何らかのタイプのパーソナル電子装置を持ち
運ぶ。例えば、一般的な人は、移動体電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ラップトップ、パ
ームトップ、電話－ＰＤＡ－パームトップの組合せ装置など、１つまたは複数の移動体装
置の取り合わせを持ち運び、使用する場合がある。
【０００２】
　消費者が移動体装置を持ち運ぶ前には、広告主が消費者の関心を引くことを望んだ場合
、広告主は、人目につく場所でのポスター、広告掲示板、雑誌または新聞の広告、電話番
号広告など、静的な広告を提供したであろう。しかし、広告主は常に消費者の関心を引く
方法を広げている。例えば、車内のナビゲーション装置の設置により、広告主はナビゲー
ションプロバイダにコンテンツを提供することを非常に望んでいる。結果として、消費者
が車を運転している場合、消費者はナビゲーション装置にアクセスして、利用可能なリソ
ースのリストを受信することができる。
【０００３】
　すなわち、消費者が、例えば、夕食に関心がある場合、ナビゲーション装置は、レスト
ランのリストとそれらのレストランに関連する距離とを提供することになる。さらに、ナ
ビゲーション装置は、距離、食品の種類、事前にプログラムされた好物、広告主の支払い
などの基準に基づいて消費者に異なる選択を提供することになる。類似のシナリオで、消
費者はインターネットにアクセスするためにコンピュータを利用して、名前、種類、場所
などに基づいてレストランを探索することができる。
【０００４】
　それにより、広告主は、消費者が決定を行う場合、または構想を探す場合、消費者はイ
ンターネットおよび移動体装置にますます依存していることを認識しており、それに応じ
て、広告主の電子通信的な存在を増大した。しかし、消費者が車の中にいない場合、イン
ターネットへの即時アクセスを有さない場合、またはインターネットへのアクセスを有す
るが、それらの場所を知らない場合、重大な問題が存在する。
【０００５】
　例えば、消費者が商店街または市場の中を歩いており、その区域内の店またはレストラ
ンのリストを知ることを望む場合、４１１を呼び出すことは時間がかかり、インターネッ
ト上で情報を調べることは、ユーザが自らの位置を知り、インターネット接続性を利用可
能にしてインターネットアクセス可能な装置へのアクセスを有することを要求する。
【０００６】
　この問題に対する１つの解決法は、近くの当該場所を列挙する地図を提供することであ
る。しかし、この種の手法には２つの問題がある。第一に、地図内で提供される情報は、
通常、静的であり、広告主が何らのリアルタイムまたはニアリアルタイム（ｎｅａｒ－ｒ
ｅａｌ－ｔｉｍｅ）の情報を消費者に提供することを可能にしない。例えば、店が大特売
をしている場合、静的な地図はこの情報を提供しないことになる。したがって、消費者が
その店の前を通りかからない場合、消費者はその特売について知らないことになる。第二
に、消費者はレストランを探しており、利用可能な選択肢のすべてを発見せずに、または
それらに気づくことさえなく地図上の初めのレストランのうちの１つを選択する可能性が
ある。したがって、静的なリスト上のより高いところにあるレストランは、リスト上のよ
り低いところにあるレストランよりもより多くの消費者を集める機会を有する。
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、必要とされるのは、情報を消費者にリアルタイムまたはニアリアルタイム
で動的または半動的に提供するための方法である。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この問題を解決するための手段は、下の発明を実施するための最良の形態でさらに説明
される概念の選択を簡素化された形で紹介するために提供される。この問題を解決するた
めの手段は、特許請求される主題の主な特徴または必須の特徴を識別することが意図され
ず、特許請求される主題の範囲を決定する際の助けとして使用されることも意図されない
。
【０００９】
　メディアメッセージを提供するために無線ビーコンブロードキャストを使用するための
システムおよび方法が開示される。メディアの第１の部分を含む第１のビーコン構成要素
を有する第１のビーコンブロードキャストは、無線アクセスポイントから提供される。メ
ディアの第２の部分を含む第２のビーコン構成要素を有する第２のビーコンブロードキャ
ストは、無線アクセスポイントから提供される。メディアの第１の部分およびメディアの
第２の部分は、完全なメディアメッセージを提供するために組合せ可能である。
【００１０】
　この明細書内に組み込まれ、この明細書の一部を形成する添付の図面は、メディアメッ
セージを提供するために無線ビーコンブロードキャストを使用するための技術の実施形態
を例示し、説明と共に、下で議論される原理を説明する働きをする。
【００１１】
　この説明において参照される図面は、具体的に表明されている場合を除き、原寸に比例
していないと理解されるべきである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　次に、その例が添付の図面内で例示される、メディアメッセージを提供するために無線
ビーコンブロードキャストを使用するための本技術の実施形態が詳しく参照される。メデ
ィアメッセージを提供するために無線ビーコンブロードキャストを使用するための技術は
様々な実施形態に関して説明されるが、これらはメディアメッセージを提供するために無
線ビーコンブロードキャストを使用するための本技術をこれらの実施形態に限定すること
が意図されない。逆に、メディアメッセージを提供するために無線ビーコンブロードキャ
ストを使用するための提示された技術は、特許請求の範囲によって定義される様々な実施
形態の精神および範囲の中に包括され得る代替形態、修正形態および均等物を網羅するこ
とが意図される。
【００１３】
　さらに、以下の詳細な説明では、メディアメッセージを提供するために無線ビーコンブ
ロードキャストを使用するための本技術の十分な理解をもたらすために、多数の特定の詳
細が記載される。しかし、メディアメッセージを提供するために無線ビーコンブロードキ
ャストを使用するための本技術は、これらの特定の詳細なしで実施されることが可能であ
る。他の事例では、本実施形態の態様を不必要にあいまいにしないために、よく知られた
方法、手順、構成要素、および回路は説明されていない。
【００１４】
　以下の議論から明確なように、特に具体的にその他の指定がない限り、「受信する」、
「実行する」、「生成する」、「表示する」、「選択する」、「スクロールする」、「強
調する」、「提示する」、「テストする」、「識別する」、「報告する」、「指示する」
、「抑制する」、「提供する」、および「リフレッシュする」などの用語を利用する議論
は、コンピュータシステム、または類似の電子コンピューティング装置の動作およびプロ
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セスを指す。コンピュータシステムまたは類似の電子コンピューティング装置は、コンピ
ュータシステムのレジスタ内およびメモリ内の物理（電子）量として表されるデータを操
作し、当該データを、コンピュータシステムのメモリ内もしくはレジスタ内またはその他
のかかる情報記憶装置内、伝送装置内、もしくは表示装置内の物理量として同様に表され
るその他のデータに変換する。メディアメッセージを提供するために無線ビーコンブロー
ドキャストを使用するための本技術は、例えば、光コンピュータおよび機械コンピュータ
など、その他のコンピュータシステムの使用にも大変適している。加えて、メディアメッ
セージを提供するために無線ビーコンブロードキャストを使用するための本技術の実施形
態では、１つまたは複数のステップは手動で実行され得る点を理解されたい。
【００１５】
例示的なコンピュータシステム環境
　次に、図１を参照すると、メディアメッセージを提供するために無線ビーコンブロード
キャストを使用するための技術の一部は、例えば、コンピュータシステムのコンピュータ
で利用可能な媒体内に常駐するコンピュータ可読命令およびコンピュータ実行可能命令か
ら構成される。すなわち、図１は、下で議論される、メディアメッセージを提供するため
に無線ビーコンブロードキャストを使用するための本技術の実施形態を実施するために使
用され得るコンピュータのタイプの一例を示す。図１は、メディアメッセージを提供する
ために無線ビーコンブロードキャストを使用するための本技術の実施形態に従って使用さ
れる例示的なコンピュータシステム１００を例示する。図１のシステム１００は、単に例
示的であり、メディアメッセージを提供するために無線ビーコンブロードキャストを使用
するための本技術は、ネットワーク化された汎用コンピュータシステム、埋込み式コンピ
ュータシステム、ルータ、スイッチ、サーバ装置、消費者装置、様々な中間装置／ノード
、独立型のコンピュータシステムなどを含む、いくつかの異なるコンピュータシステム上
でまたはそれらの中で動作することが可能である点が理解される。図１に示されるように
、図１のコンピュータシステム１００は、例えば、それに結合されたフロッピー（登録商
標）ディスク、コンパクトディスクなどの周辺コンピュータ可読媒体１０２を有するよう
に十分適合される。
【００１６】
　図１のシステム１００は、情報を通信するためのアドレス／データバス１０４と、情報
および命令を処理するためにバス１０４に結合されたプロセッサ１０６Ａとを含む。図１
に示されるように、システム１００はまた、複数のプロセッサ１０６Ａ、１０６Ｂ、およ
び１０６Ｃが存在するマルチプロセッサ環境にも大変適している。逆に、システム１００
は、例えば、プロセッサ１０６Ａなど、単一プロセッサを有することにも大変適している
。プロセッサ１０６Ａ、１０６Ｂ、および１０６Ｃは、様々なタイプのマイクロプロセッ
サのうちのいずれかであってよい。システム１００は、プロセッサ１０６Ａ、１０６Ｂ、
および１０６Ｃ向けの情報および命令を記憶するためにバス１０４に結合されたコンピュ
ータで使用可能な揮発性メモリ１０８（例えば、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ））な
どのデータ記憶特徴機能も含む。システム１００は、プロセッサ１０６Ａ、１０６Ｂ、お
よび１０６Ｃ向けの静的情報および命令を記憶するためにバス１０４に結合されたコンピ
ュータで使用可能な不揮発性メモリ１００（例えば、読出し専用メモリ（ＲＯＭ））も含
む。システム１００にやはり存在するのは、情報および命令を記憶するためにバス１０４
に結合されたデータ記憶装置１１２（例えば、磁気または光ディスクおよびディスクドラ
イブ）である。システム１００は、プロセッサ１０６Ａ、１０６Ｂ、および１０６Ｃに情
報およびコマンド選択を通信するためにバス１０４に結合された、英数字キーおよびファ
ンクションキーを含む、オプションの英数字入力装置１１４も含む。システム１００は、
プロセッサ１０６Ａに、またはプロセッサ１０６Ａ、１０６Ｂ、および１０６Ｃにユーザ
入力情報およびコマンド選択を通信するためにバス１０４に結合された、オプションのカ
ーソル制御装置１１６も含む。本実施形態のシステム１００は、情報を表示するためにバ
ス１０４に結合されたオプションの表示装置１１８も含む。
【００１７】
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　やはり図１を参照すると、図１のオプションの表示装置１１８は、ユーザが認識可能な
グラフィック画像および英数字を作成するのに適した液晶装置、ブラウン管、プラズマデ
ィスプレイ装置またはその他の表示装置であってよい。オプションのカーソル制御装置１
１６は、コンピュータユーザが、表示装置１１８の表示画面上で視覚的記号（カーソル）
の移動を動的に信号で知らせることを可能にする。所与の方向の移動または変位方法を信
号で知らせることができるトラックボール、マウス、タッチパッド、ジョイスティックま
たは英数字入力装置１１４上の特殊キーを含めて、カーソル制御装置１１６の多くの実装
形態が当技術分野で知られている。あるいは、カーソルは特殊キーおよびキーシーケンス
コマンド（ｋｅｙ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｃｏｍｍａｎｄｓ）を使用して、英数字入力装置
１１４からの入力を経由して導かれることおよび／またはアクティブ化されることが可能
であることを理解されよう。システム１００は、例えば、音声コマンドなど、その他の手
段によって導かれるカーソルを有するのにも大変適している。システム１００は、システ
ム１００を外部の実体と結合するためのＩ／Ｏ装置１２０も含む。例えば、一実施形態で
は、Ｉ／Ｏ装置１２０は、システム１００と、インターネットなどであるが、これに限定
されない、外部のネットワークの間の有線通信または無線通信を可能にするためのモデム
である。メディアメッセージを提供するために無線ビーコンブロードキャストを使用する
ための本技術のより詳細な議論が下で判明される。
【００１８】
　やはり図１を参照すると、システム１００向けの様々なその他の構成要素が示される。
詳細には、存在する場合、コンピュータで使用可能な揮発性メモリ１０８（例えば、ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ））およびデータ記憶装置１１２の１つまたは複数の組合せ
の中に、通常、常駐するとして、オペレーティングシステム１２２と、アプリケーション
１２４と、モジュール１２６と、データ１２８とが示される。一実施形態では、メディア
メッセージを提供するために無線ビーコンブロードキャストを使用するための本技術は、
例えば、ＲＡＭ１０８内のメモリ位置内およびデータ記憶装置１１２内のメモリ領域内の
アプリケーション１２４またはモジュール１２６として記憶される。
【００１９】
技術の概要
　概要として、一実施形態では、メディアメッセージを提供するために無線ビーコンブロ
ードキャストを使用するための本技術は、空中で任意のおよびすべての受信可能なネット
ワークビーコンパケットを現在、絶え間なく聞いている多くの無線装置に関する。一実施
形態では、テキスト、音声、ビデオなどのカスタマイズ可能なメディアメッセージは、複
数のビーコンブロードキャスト上で複数のビーコンパケットの連結を経由して配信される
ことが可能である。
【００２０】
　もう１つの実施形態では、ビーコンパケットは、特定のサーバアドレスに関してコンピ
ューティング装置に情報を提供することが可能であり、コンピューティング装置は、サー
バにアクセスして、特定の位置に基づいて、カスタマイズ可能なメディアメッセージを受
信およびダウンロードすることが可能である。
【００２１】
　しかももう１つの実施形態では、アクセスポイントからのビーコンは２つ以上の改変形
態を含み得る。例えば、第１のビーコン改変形態は、アクセスポイントのための接続能力
を用いてブロードキャストされ、第２のビーコン改変形態は、メディアメッセージだけお
よび制限された接続情報を用いてまたは接続情報なしでてブロードキャストされる。様々
なビーコンは、第２の改変形態のビーコンがブロードキャストされる場合、アクセスポイ
ントに接続するために第１の改変形態のビーコンを使用する装置がアクセスポイントから
切断されないように修正される。
【００２２】
　したがって、メディアメッセージ散布（ｄｉｓｓｅｍｉｎａｔｉｏｎ）方式は、クライ
アントがメディアメッセージを受信するためにアクセスポイントに接続することを要求し
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ないため、先行技術よりもより効率的である。
【００２３】
例示的なシステム
　次に図２を参照すると、メディアメッセージを提供するために無線ビーコンブロードキ
ャストを使用するための本システム２００の一実施形態の図が示される。以下の議論は、
メディアメッセージを提供するために無線ビーコンブロードキャストを使用するための本
システムの物理的構造の説明で始まる。この議論には、次いで、本技術の動作の説明が続
く。物理的構造に関して、システム２００は、コンピューティングシステム２１５と、無
線アクセスポイント２１０と、１つまたは複数の移動体コンピューティング装置２２０と
、ネットワーク２３０とからなる。
【００２４】
　一般に、コンピューティングシステム２１５は、図１のシステム１００などのコンピュ
ータである。コンピューティングシステム２１５は、無線アクセスポイント２１０のビー
コンコンテンツを制御するために使用される。一実施形態では、コンピューティングシス
テム２１５は、アクセスポイント２１０に直接的に接続されるか、またはネットワーク２
３０上でアクセスポイント２１０と結合される。
【００２５】
　無線アクセスポイント２１０は、ネットワーク２３０（例えば、インターネット）上で
無線データ通信をサポートするために使用される。一実施形態では、無線アクセスポイン
ト２１０は、ＩＥＥＥ基準８０２．１１アクセスポイントである。しかし、無線アクセス
ポイント２１０は、１つまたは複数の異なる動作モードに基づき動作することが可能であ
る。ＩＥＥＥ８０２．１１基準の列挙は、本明細書で、簡潔さおよび明瞭さのために提供
されるに過ぎない。より高い層の情報を運ぶデータフレームを提供することに加えて、無
線アクセスポイント２１０は、移動体コンピューティング装置２２０が順序正しい形で無
線アクセスポイント２１０との通信を確立および維持することを可能にするビーコンフレ
ームも送信する。
【００２６】
　移動体コンピューティング装置２００は、無線アクセスポイントからビーコン送信を受
信して、そのビーコンに関連する任意のメディアを提示することが可能な（図１で説明さ
れた構成要素などの構成要素を有する）移動体コンピューティング装置である。例えば、
メディアは、音声フォーマット、テキストメッセージ、画像、ビデオ、ユニフォームリソ
ースロケータ（ＵＲＬ）、またはそれらの組合せの形で提示され得る。したがって、移動
体コンピューティング装置２２０は、パームトップ、ラップトップ、携帯情報端末（ＰＤ
Ａ）、移動体電話などであり得る。
【００２７】
　次に図３を参照すると、本技術の一実施形態による典型的なビーコンフレーム３００が
示される。複数の構成要素がビーコンフレーム３００の一部として示されるが、これらの
構成要素は例示的である。すなわち、本明細書で利用されるビーコンフレーム３００は、
より多いまたはより少ないコンテンツを含む、より多いまたはより少ない構成要素を提供
することが容易に可能である。
【００２８】
　一実施形態では、例示的なビーコンフレーム３００は、間隔構成要素３０５と、タイム
スタンプ構成要素３１５と、サービスセット識別子構成要素（ＳＳＩＤ）３２５と、サポ
ートレート構成要素３３５と、パラメータセット構成要素３４５と、能力情報構成要素３
５５と、情報要素（ＩＥ）３６５と、基本サービスセット識別子（ＳＳＩＤ）構成要素３
７５とを含む。
【００２９】
　一般に、間隔構成要素３０５は、（図２の）アクセスポイント２１０からのビーコン送
信間の時間量を提供する。タイムスタンプ３１５は、ビーコン３００を受信する局が、よ
く知られている同期化特徴を提供して、そのクロックを更新することを可能にする。ＳＳ



(10) JP 2009-533954 A 2009.9.17

10

20

30

40

50

ＩＤ３２５は、無線ネットワークを識別する。一般に、（図２の２１０などの）アクセス
ポイントは、ネットワークを識別して、ＳＳＩＤ３２５に基づいてアクセスを構成する目
的でスニッフィング（ｓｎｉｆｆｉｎｇ）機能を可能にするために、ビーコンフレーム３
００内にＳＳＩＤ３２５を含む。
【００３０】
　サポートレート３３５は、アクセスポイント２１０から利用可能な、２Ｍｂｐｓ、５．
５Ｍｂｐｓ、１１Ｍｂｐｓなどのレート情報を含む。パラメータセット３４５は、スペク
トル、周波数などの信号情報を含み得る。能力情報３５５は、プライバシー、セキュリテ
ィ、およびユーザがアクセスポイントを利用するために必要なその他の要件など、局要件
を含む。ＩＥ３６５は、２５３バイトの最大サイズを有し、本明細書で説明される動作な
どの動作を実行することが可能である。すなわち、サポートレート３３５などはＩＥ３６
５であり得る。加えて、ＩＥ３６５は、特定のネットワークアクセスポイントに関連する
カスタマイズされた構成要素であり得る。ＢＳＳＩＤ３７５は、アクセスポイント（ＡＰ
）のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）機械アドレスである。このフィールドは、各基本サ
ービスセットを一意に識別する。
【００３１】
　次に、図４ａおよび図４ｂを参照すると、一実施形態では、メディアメッセージは、複
数の連結されたビーコンブロードキャスト上でビーコンフレームの一部の中に提供される
。例えば、第１のビーコン４１０および第２のビーコン４２０は、複数のビーコンブロー
ドキャスト上で受信されたメディアメッセージ４１８ａおよび４１８ｂを提供するために
変化するビーコン部分を例示する。一般に、ビーコン部分４１０（または４２０）は、Ｓ
ＳＩＤ構成要素または任意のその他の構成要素（例えば、ＩＥ３６５、能力情報３５５、
パラメータ３４５など）であり得る。
【００３２】
　例えば、本明細書で説明されるように、一実施形態では、アクセスポイント２１０がア
クセスをネットワーク２３０に提供せず、代わりに、広告ビーコンとしてだけ動作するた
めに修正される場合、ビーコンフレーム３００内の構成要素のいずれかまたはすべてがメ
ディアメッセージを提供するために修正されることが可能である。しかし、もう１つの実
施形態では、アクセスポイントは、依然として、ネットワークに達するために実行可能な
手段であり、したがって、非接続構成要素（またはＩＥ３６５などの追加の構成要素）だ
けが、ビーコン内にメディアメッセージを提供するために修正される。
【００３３】
　一実施形態では、メディアメッセージを提供するために使用される構成要素は、複数の
ビーコンに及ぶメディアメッセージの容易な再組み立てを可能にするために４つのセクシ
ョンに分割される。第１のセクションは、一意の識別子４１２（ａおよびｂ）であり、第
２は連続番号４１４（ａおよびｂ）であり、第３はより多くのフラッグ４１６（ａおよび
ｂ）であり、第４はメディア４１８（ａおよびｂ）である。４つのセクションが本明細書
で説明されるが、より多いまたはより少ないセクションが利用され得る。本明細書の４つ
のセクションの説明は一実施形態に過ぎず、本明細書で、簡潔さと明瞭さのために提供さ
れる。
【００３４】
　一実施形態では、一意の識別子４１２（ａおよびｂ）は識別子を提供し、一方、連続番
号４１４（ａおよびｂ）は受信された構成要素に関する順序を提供する。例えば、装置は
、ビーコンが不足、損失などしていなかったことを確実にするために連続番号を検査する
ことが可能である。より多くのフラッグ４１６は、受信されたビーコンがブロードキャス
トの最終ビーコンであるかどうか、またはより多くのメディア情報を有するより多くのビ
ーコンが利用可能であるかについての情報を提供する。例えば、第１のビーコン４１０は
、より多くのフラッグ４１６ａを有することになり、一方、第２のビーコン４２０は、よ
り多くのフラッグ４１６ｂを有さないことになる。したがって、第２のビーコン４２０が
受信され、より多くのフラッグ４１６ｂが負であり、連続番号４１４（ａおよびｂ）が不
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足していない場合、装置は、メディアメッセージがこの時完成したことを知ることになる
。メディアメッセージ４１８ａおよび４１８ｂは、各ビーコン構成要素内に提供されたメ
ディアの部分である。
【００３５】
　例えば、両方のビーコンを受信した後、装置はメッセージ「Ｃｏｆｆｅｅ－Ｈｏｕｓｅ
　ｃｏｆｆｅｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｄａｙ　ｉｓ　Ｍｏｃｈａ　Ｊａｖａ（コーヒーハウス
の本日のコーヒーはモカジャワです）」を生成することが可能であることになる。そうす
ることで、ブロードキャストしているアクセスポイントの範囲内で無線ビーコンを受信す
ることができる装置を有する任意のユーザは、コーヒーハウスを探索せずに、任意のウェ
ブサイトにアクセスせずに、任意の番号を呼び出さずに、または任意の明白な行為を行わ
ずに、広告を受信することになる。したがって、ビーコンの性質のため、広告主は、消費
者の費用負担なしに、リアルタイムまたはニアリアルタイムで消費者に情報を提供するこ
とが可能である。
【００３６】
　次に、図５を参照すると、メディアメッセージを提供するために無線ビーコンブロード
キャストを使用するための本システムの１つの例示的なアクセスポイント２１０のブロッ
ク図。一実施形態では、アクセスポイント２１０は、第１のＳＳＩＤ部分プロバイダ５１
５と、第２のＳＳＩＤ部分プロバイダ５２５と、連結情報プロバイダ５３５と、アクセス
ポイント広告センターＵＲＬプロバイダ５４５とを含む。
【００３７】
　本明細書で説明されるように、第１のＳＳＩＤ部分プロバイダ５１５および第２のＳＳ
ＩＤ部分プロバイダ５２５は、ユーザ感覚によるフォーマット（ｕｓｅｒ　ｓｅｎｓｏｒ
ｉａｌ　ｆｏｒｍａｔ）の形でメディアメッセージの少なくとも一部を受信するための指
令を提供するために組合せ可能な第１および第２のブロードキャストビーコンＳＳＩＤを
提供するように構成される。一実施形態では、組合せは、連結情報プロバイダ５３５によ
って提供された連結情報の助けにより実行される。広告センターＵＲＬプロバイダ５４５
は、アクセスポイント広告センターＵＲＬを提供するように構成される。広告センターＵ
ＲＬを利用することによって、消費者装置は、ネットワーク接続上で完成したメディアメ
ッセージをダウンロードすることが可能である。
【００３８】
動作の例示的な方法
　以下の議論は、メディアメッセージを提供するために無線ビーコンブロードキャストを
使用するための本技術の動作を詳細に記載する。図６を参照すると、流れ図６００は、メ
ディアメッセージを提供するために無線ビーコンブロードキャストを使用するための本技
術の様々な実施形態によって使用される例示的な方法を示す。流れ図６００は、様々な実
施形態で、コンピュータ可読命令およびコンピュータ実行可能命令の制御の下でプロセッ
サによって実行されるプロセスを含む。コンピュータ可読命令およびコンピュータ実行可
能命令は、例えば、図１のコンピュータで使用可能な揮発性メモリ１０８、コンピュータ
で使用可能な不揮発性メモリ１１０、および／またはデータ記憶装置１１２データなどの
データ記憶特徴機能の中に常駐する。コンピュータ可読命令およびコンピュータ実行可能
命令は、例えば、図１のプロセッサ１０６Ａおよび／またはプロセッサ１０６Ａ、１０６
Ｂ、および１０６Ｃと共に制御または動作するために使用される。
【００３９】
　流れ図６００で特定の詳細が開示されるが、かかる詳細は例示的である。すなわち、実
施形態は、流れ図６００で列挙されるそれら以外の様々なその他の改変形態を実行するの
に大変適している。流れ図６００内のステップは、提示されたステップと異なる順序で実
行されることが可能であり、流れ図６００のすべてのステップが実行されなくてよい点が
理解される。
【００４０】
　次に、図６の流れ図６００を参照すると、本技術の一実施形態に従って、メディアメッ
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セージを提供するために無線ビーコンブロードキャストを使用するための方法が示される
。
【００４１】
　次に、図６の６１０ならびに図２および図４を参照すると、一実施形態は、無線アクセ
スポイント２１０から第１のビーコン４１０ブロードキャストを提供する。第１のビーコ
ン４１０ブロードキャストは、メディア４１８の第１の部分を含む第１のビーコン構成要
素４１０を有する。例えば、図４の第１のビーコン４１０ブロードキャストは、メディア
メッセージ４１８ａを含む。
【００４２】
　通常、ビーコン３００は、装置２２０などの装置にアクセスポイント２１０に関する情
報を提供するために使用される。装置２２０にアクセスポイント２１０に関する情報を提
供することによって、装置２２０は、その特定のアクセスポイント２１０またはネットワ
ーク２３０に関して大いに知ることが可能である。そうすることで、装置２２０は、ビー
コンの信号強度、ネットワーク２３０の能力情報などに基づいて、アクセスポイント２１
０に等級をつけることが可能である。
【００４３】
　加えて、装置２２０がアクセスポイント２１０を経由してネットワーク２３０と結合さ
れる場合でさえ、装置２２０はその他のビーコンに関して引き続き定期的に走査すること
になる。走査警戒（ｓｃａｎｎｉｎｇ　ｖｉｇｉｌａｎｃｅ）は、装置２２０が、より良
い接続である可能性がある、その他のアクセスポイントからその他のビーコンを見るため
の機会を提供し、または、現在のアクセスポイント２１０ビーコンが弱すぎて通信を維持
できない場合に、ジャンプオフポイント（ｊｕｍｐ－ｏｆｆ　ｐｏｉｎｔ）を提供する。
【００４４】
　したがって、図３のビーコン３００の使用は、無線ネットワークの動作全体に重要であ
る。さらに、コンピューティング装置によるビーコンの一定の監視により、無線装置がビ
ーコンをブロードキャストしているアクセスポイントに接続されるかどうかにかかわらず
、ビーコンは、無線装置によって受信される能力を提供する。本明細書で説明される実施
形態は、無線メディアメッセージを配信するための新しく承認されていない方法を提供す
るために、ビーコンとその受信属性とを利用する。これらのメディアメッセージは、テキ
スト、音声、ビデオなどを含む。さらに、メディアメッセージは、静的メッセージ、動的
メッセージ、またはリアルタイムの変化するメッセージであり得る。
【００４５】
　やはり図６の６２０ならびに図２および図４を参照すると、一実施形態は、無線アクセ
スポイント２１０からの第２のビーコン４２０ブロードキャストと、メディアの第２の部
分４１８ｂを含む第２のビーコン構成要素４２０を有する第２のビーコン４２０ブロード
キャストとを提供し、メディアの第１の部分４１８ａおよびメディアの第２の部分４１８
ｂは、完成したメディアメッセージを提供するために組合せ可能である。一実施形態では
、メディアメッセージは、テキスト、音声、およびビデオを含むフォーマットのグループ
から選択されたユーザ感覚によるフォーマットの形で提供される。
【００４６】
　例えば、コンピューティング装置２２０が２個のビーコン（例えば、４１０および４２
０）を受信して、メディアを連結する場合、コンピューティング装置２２０は、完成した
メディアメッセージをユーザに提供することになる。本例では、メディアメッセージは、
「Ｃｏｆｆｅｅ－Ｈｏｕｓｅ　ｃｏｆｆｅｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｄａｙ　ｉｓ　ｍｏｃｈａ
　ｊａｖａ（コーヒーハウスの本日のコーヒーはモカジャワです）」になる。さらに、メ
ディアメッセージは、株価、広告、価格、特売、商品、営業時間、場所、住所、電話番号
、特別品、所有者などであるが、これらに限定されない、任意の数の項目を含み得る。メ
ディアの提示は本明細書でメッセージとして説明されるが、メディアは任意のタイプのフ
ォーマットの形で提供され得る。例えば、メディアは会社のコマーシャルソング、最新の
コマーシャルなどであり得る。
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【００４７】
　もう１つの実施形態では、メディアメッセージは、２つ以上の層に切断されることが可
能である。すなわち、メディアメッセージは、異なる速度で送信されるまたは異なる数の
ビーコンブロードキャスト内にフィットする層を含み得る。例えば、各メッセージ４１８
ａで、最も重要な情報（例えば、広告実体の名前および電話番号）が提供される。これは
第１の層になり、名前および電話番号（またはその他の情報）が任意のビーコンブロード
キャストを受信する任意の実体によって受信されるであろうことを確実にすることになる
。あまり重要でない情報（例えば、住所、日替わり特別料理など）を有する第２の層も提
供されることになり、１対のビーコンブロードキャスト（例えば、ビーコン４１０および
４２０）に及ぶことになる。第２の層は、複数のビーコンを受信する領域内の装置に提供
されることになる。
【００４８】
　本明細書で説明される層方法は、任意の数の層を提供するために容易に拡張される。さ
らに、２層方法が本明細書で説明されるが、本技術は、動作のための層を要求しない。さ
らに、第１の層は最も重要な層であるとは限らず、各層は等しく重要であり得、または第
２の層は第１の層よりより重要であり得る。したがって、本明細書で提供される層の議論
は、簡潔さおよび明瞭さのために提供される一実施形態に過ぎない。
【００４９】
　一実施形態では、異なる数のビーコン上で異なる層がブロードキャストするだけでなく
、層ごとの送信レートも変化することが可能である。例えば、第１の層のビーコンは、１
秒に５回送信されることが可能であり、一方、第２の層は１秒に３回送信されることが可
能であるなどである。メディアメッセージサイズ、広告主のブロードキャスト当りの支払
いシナリオなどに基づいて、さらなる調整を行うことも可能である。
【００５０】
　しかも、もう１つの実施形態では、メディアメッセージは、すべてのユーザに部分的に
利用可能であり得るが、パブリッシュ／サブスクライブ（ｐｕｂ－ｓｕｂ）オプションは
、消費者が興味あるレベルを画定して、そのレベルで広告を受信することを可能にするこ
とになる。例えば、消費者が加入者でない場合、または消費者がメディアメッセージ全体
（例えば、広告、特売など）を受信することを望まない場合、装置は第１のレベルでのメ
ディアメッセージだけを提供することが可能である。しかし、消費者が加入者であり、メ
ディアメッセージ全体を受信することを望む場合、第１および第２の層の両方、またはメ
ディアメッセージ全体が提供されることになる。すなわち、ｐｕｂ－ｓｕｂは、ユーザが
見ることに関心がある詳細のレベルではなく、関心の範疇を特定することを目指す。
【００５１】
　例えば、消費者が第１の層情報（例えば、店の名前）だけを受信することを選択する場
合、消費者は任意のその他のメディア（例えば、広告など）を見逃すことになる。しかし
、もう１人の消費者が加入者であり、同じメッセージを受信した場合、消費者は店の名前
ならびに広告メッセージを見ることになる。
【００５２】
　一実施形態では、ビーコン（例えば、４１０または４１０）は、メディアの第１の部分
４１８ａを含む第１のＳＳＩＤ４１０およびメディアの第２の部分４１８ｂを含む第２の
ＳＳＩＤ４２０に関する連結情報も提供する。一般に、連結情報はメディアの第１の部分
４１８ａおよびメディアの第２の部分４１８ｂを連結して、連結されたメディアメッセー
ジを作成するための指令を提供する。
【００５３】
　複数のビーコンブロードキャストからのメディアメッセージを連結することによって、
かなりの利益が実施される。ＳＳＩＤフィールドを使用する１つの利益は、通常のＳＳＩ
Ｄ構成要素内で３２バイトが提供される、極めてより大きなサイズのメディアメッセージ
を提供するための能力である。すなわち、複数のビーコンＳＳＩＤ構成要素を連結するこ
とによって、メディアメッセージのサイズ限界は、クライアントのソフトウェアレベルで
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の連結プロセスの能力に基づいて増大される。さらに、ビーコン内の構成要素の連結を利
用することによって、アクセスポイントは、より大きなメディアメッセージを配信すると
同時に、依然としてネットワークへのゲートウェイとして実行可能である。加えて、アプ
リケーションレベルでの連結作業により、カーネルレベルの修正を要求せずに、より大き
なメッセージが消費者の装置によって受信され得る。
【００５４】
　連結可能なメッセージの部分を運ぶために修正され得る、しかももう１つのビーコンブ
ロードキャスト構成要素は、ＢＳＳＩＤ３７５部分である。ＢＳＳＩＤフィールドを使用
することの１つの利益は、通常のＢＳＳＩＤ構成要素内で６バイトが提供される、極めて
より大きなサイズのメディアメッセージを提供するための能力である。すなわち、複数の
ビーコンＢＳＳＩＤ構成要素を連結することによって、メディアメッセージのサイズ限界
は、クライアントのソフトウェアレベルでの連結プロセスの能力に基づいて増大される。
さらに、ビーコン内の構成要素の連結を使用することによって、アクセスポイントは、よ
り大きなメディアメッセージを配信すると同時に、依然としてネットワークへのゲートウ
ェイとして実行可能である。加えて、アプリケーションレベルでの連結作業により、カー
ネルレベルの修正を要求せずに、より大きなメッセージが消費者の装置によって受信され
得る。
【００５５】
　連結可能なメッセージの一部を運ぶために修正され得る、もう１つのビーコンブロード
キャスト構成要素はＩＥ３６５部分である。ＩＥ３６５フィールドを使用することの１つ
の利益は、サイズが２５３バイトであるメディアメッセージを提供するための能力である
。さらに、ＩＥ３６５フィールドを連結することによって、通常のＩＥ３６５構成要素内
で２５３バイトが提供される、極めてより大きなサイズのメッセージが実施される。すな
わち、複数のビーコンＩＥ３６５構成要素を連結することによって、メディアメッセージ
のサイズ限界は、クライアントのソフトウェアレベルでの連結プロセスの能力に基づいて
増大される。さらに、ビーコン内の構成要素の連結を利用することによって、アクセスポ
イントは、より大きなメディアメッセージを配信すると同時に、依然としてネットワーク
へのゲートウェイとして実行可能である。さらに、帯域幅はより高く、ＩＳＰサポートに
対する要件は存在しないが、クライアントでのカーネル修正が必要な可能性がある。すな
わち、場合によっては、非在来ＷｉＦｉカード内のドライバ変更が必要な可能性がある。
【００５６】
　ビーコンパケットの一部の中にメディアメッセージを提供することによって、メディア
プロバイダは、消費者がネットワークに接続されていてもいなくても、消費者の関心を引
くことができる。加えて、ビーコンを修正することによって、（図２の）アクセスポイン
ト２１０がネットワーク２３０へのアクセスを実際に提供してもしなくても、そのアクセ
スポイント２１０はビーコンを提供することが可能である。すなわち、装置２２０は、ビ
ーコンを受信して、ビーコンをブロードキャストしているアクセスポイント２１０がネッ
トワークアクセスを含むかどうかにかかわらず、ビーコンを処理することになる。ビーコ
ンはプログラム可能であるため、メディアは更新可能であり、動的であり得る。例えば、
メディアは残されたチケット数、日替わり特別料理、株価などを含み得る。
【００５７】
　メディアメッセージブロードキャストを追跡するための１つの方法は、一意の基本ＳＳ
ＩＤ（ＢＳＳＩＤ）をビーコンブロードキャストに割り当てることである。受信機２２０
は、その場合、受信された各メディアメッセージに関して、時間とソースアクセスポイン
ト２１０とを追跡することになる。次いで、アクセスポイント２１０（同じまたは異なる
アクセスポイント２１０）は、装置２２０から情報を受信または要求することが可能であ
る。一実施形態では、要求しているアクセスポイント２１０は、受信だけのために指定さ
れた特別アクセスポイント２１０である。もう１つの実施形態では、要求しているアクセ
スポイント２１０は通常のアクセスポイント２１０である。
【００５８】
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　受信されたメディアメッセージと、ビーコンをブロードキャストするアクセスポイント
とを追跡することによって、特定のアクセスポイントの広告頻度を追跡することが可能で
ある。そうすることで、送信されたメディアメッセージの数、受信された数、または複数
のその他の送受信シナリオに基づいて支払うビジネスモデルを構築することが可能である
。さらに、一実施形態では、メディアメッセージとしてだけアクセスポイントのビーコン
ブロードキャストを提供する能力のため、アクセスポイントは、バス、タクシー、電車な
ど、移動するプラットフォーム上に設置され、定期的な広告またはその他の種類のメディ
アメッセージを提供することが可能である。一実施形態では、メディアメッセージは、メ
ディアメッセージがまさしく何を含むか、または広告主がまさしく何を選択するかに応じ
て、アクセスポイントの位置に基づいた間隔で（例えば、特定の経路上で特定の時間に、
時間調節された間隔でなど）ブロードキャストされることが可能である。
【００５９】
　多くの場合、ビーコンの飽和を低減し、ビーコンのブロードキャスト範囲を制御するこ
とが重要であり得る。一実施形態では、この制御は無線アクセスポイント２１０のブロー
ドキャストデータ転送速度を修正することによって達成される。もう１つの実施形態では
、ビーコンのブロードキャスト範囲は、無線アクセスポイント２１０のブロードキャスト
電力を修正することによって制御される。例えば、ビーコンブロードキャスト範囲は、よ
り高い速度かつより低い電力でビーコンを送信することによって制御され得る。
【００６０】
　一般に、インターネット２３０およびメディアメッセージプロバイダの両方への経路の
ために、ワイヤレスフィデリティ（ＷｉＦｉ）ネットワークまたは無線ローカルエリアネ
ットワークのアクセスポイント２１０を利用するための複数の方法が存在する。一実施形
態は、無線ネットワーク２３０のために複数のアクセスポイント２１０を提供し、無線ネ
ットワーク２３０にアクセスするために少なくとも第１のアクセスポイント２１０が利用
可能であり、ユーザ装置２２０にメディアメッセージを提供するために少なくとも第２の
アクセスポイント２１０が利用可能である。
【００６１】
　もう１つの実施形態は、１個のアクセスポイント２１０だけが実際にアクティブである
場合、２個のアクセスポイント２１０をシミュレートするために、２個以上のビーコンブ
ロードキャストになりすますことを必要とする。例えば、第１のビーコン基本ＳＳＩＤ（
ＢＳＳＩＤ）には、第１のビーコンブロードキャスト４１０と第２のビーコンブロードキ
ャスト４２０とが提供され、第１のビーコン４１０および第２のビーコン４２０は各々、
メディアメッセージ４１８ａおよび４１８ｂの少なくとも一部をそれぞれ提供する。次い
で、第２のビーコンＢＳＳＩＤには、同じアクセスポイント２１０から第３のビーコンブ
ロードキャストが提供され、第３のビーコンブロードキャストは、アクセスポイント２１
０に実際の接続情報を提供することになる。
【００６２】
　次いで、ネットワーク２３０アクセスが提供されているかどうか（例えば、ビーコン３
）、またはメディアメッセージがブロードキャストされているか（例えば、ビーコン１お
よび２）に応じて、第１のビーコンＢＳＳＩＤと第２のビーコンＢＳＳＩＤの間で交換が
実行される。異なるＢＳＳＩＤを単一のアクセスポイント２１０からの異なるブロードキ
ャストと関連づけることによって、消費者は第２のアクセスポイント２１０がブロードキ
ャストを送信していると信じることになるため、ネットワーク２３０へのアクセスのため
にアクセスポイント２１０を利用している消費者は、アクセスポイントが第１のＢＳＳＩ
Ｄをブロードキャストする場合に切断されないことになる。
【００６３】
　本明細書で述べるように、メディアメッセージは、ＳＳＩＤ構成要素３２５内またはビ
ーコンパッケージ３００の任意のその他の構成要素内に配置されることが可能である。メ
ディアがどのようにビーコンパケット内に配置されるかは、アクセスポイント２１０が機
能ネットワークゲートウェイであるか否かに直接関係することになる。例えば、アクセス
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ポイント２１０がメディアメッセージだけである場合、ビーコン３００の構成要素のいず
れか、大部分、またはすべてすらメディアメッセージを含み得る。しかし、アクセスポイ
ント２１０が、メディアメッセージプロバイダおよびネットワーク２３０へのゲートウェ
イの両方として動作する場合、修正され得るビーコン構成要素の数は多少削減される。
【００６４】
　ビーコンが、ネットワーク２３０にゲートウェイを提供することになるアクセスポイン
ト２１０からブロードキャストされる場合、広告主は、メディアメッセージを運ぶために
、ＩＥ３６５またはその他のビーコンの下位構成要素など、ビーコン３００パッケージの
その他の部分を依然として利用することが可能である。例えば、広告主は、ＳＳＩＤ３２
５部分内の利用可能な３２バイトの代わりに、ＩＥ３６５構成要素内に最高で２５３バイ
トまでの空間を提供するために、在来ＷｉＦｉを活用することができるベンダー固有のオ
プションを提供することが可能である。多くの現代的なＷｉＦｉドライバでは、在来Ｗｉ
Ｆｉを活用するための能力は標準であり、場合によっては、ＩＥ３６５メディアメッセー
ジの利用は、メディアメッセージにアクセスするために消費者装置２２０上のＷｉＦｉド
ライバへの修正を要求することになる。さらに、ビーコン３００のその他の下位構成要素
がメディアメッセージを運ぶために利用される場合、ビーコン３００下位構成要素の低減
されたビットレートに合わせて調整するためにメッセージのサイズはかなり低減され得る
。
【００６５】
　一実施形態では、ＳＳＩＤ３２５またはその他のビーコン３００構成要素への修正に基
づいてスパム行為を行うことまたは攻撃を削減するために、デジタル署名などであるが、
これに限定されない、一意の識別子が検証の目的でビーコン内に含まれる。例えば、第１
の店からのビーコンブロードキャストは、それが競争相手の店からのビーコンブロードキ
ャストによってなりすまされなかったことを確実にするために検証されることになる。一
般に、署名は消費者側のソフトウェアによって検証可能である。このソフトウェアは、独
占的に提供されることが可能であり、テストに合格するメディアメッセージまたはＳＳＩ
Ｄを表示するためだけに使用される。加えて、検証は、アクセスポイント２１０からブロ
ードキャストされた実アクセスポイント２１０だけを区別する際に役立つ可能性がある。
【００６６】
　一実施形態では、ブロードキャストされている異なるビーコンを、ネットワークアクセ
スポイント、メディアメッセージプロバイダなど、異なる範疇に配置するために、分類（
ｓｏｒｔｉｎｇ）ソフトウェアが使用される。例えば、消費者が何らかのタイプの分類プ
ロセスを維持していなかった場合、どの異なるビーコン（例えば、単一のアクセスポイン
トからのビーコンの複数バージョンまたは単一のネットワーク２３０内の２個以上のアク
セスポイントからブロードキャストされた複数のビーコン）もユーザの利用可能なネット
ワーク２３０のリスト内に現れることになる。これは結果として、消費者にとって圧倒的
であり得る、利用可能なネットワークのかなりのリストをもたらすことになる。
【００６７】
　もう１つの実施形態では、メディアメッセージプロバイダは、メッセージに基づいて分
類されることが可能である。例えば、消費者は、衣類、食品、避難所などであるが、これ
らに限定されない範疇に分類されたメディアのリストを見ることになる。加えて、ソフト
ウェアは、選択されたメディアだけを見せるように、さらに調整されることが可能である
。例えば、消費者は、食品のメディアを見せるが、避難所のメディアを見せないなどの目
的で、結果をフィルタ処理することが可能である。このレベルのソフトウェアは、本明細
書で詳細に説明されるｐｕｂ－ｓｕｂ方法に容易に拡張され、簡潔さおよび明瞭さのため
に繰り返されない。
【００６８】
　しかも、もう１つの実施形態では、ビーコン４１０のメディア４１８部分内でメディア
メッセージを提供する代わりに（または、それに加えて）、メディア４１８ａおよび／ま
たは４１８ｂ部分は、メディアメッセージを記憶したサーバへのリンクを含むことが可能
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である。例えば、連結されたメディアメッセージは、インターネットのためのサーバアド
レスとパスワードとを含み得る。消費者がネットワーク２３０に接続した場合、またはユ
ーザがネットワークに接続された場合、装置はインターネット上でサーバにアクセスして
、パスワードを提供することになる。サーバは、次いで、そのパスワードに関連する任意
のメディアメッセージのダウンロードを提供することになる。この方法は、消費者がカー
ネルレベルまたはアプリケーションレベルの修正を要求せずに、メディアメッセージを受
信および閲覧することを有利に可能にする。
【００６９】
　したがって、ビーコンから受信されたメディアメッセージは比較的小さい可能性があり
、一方、ネットワーク２３０接続上でサーバから受信されたメディアメッセージはさらに
より大きい可能性がある。この方法は、メディアのさらにより高速の配信を提供すること
になると同時に、ビーコン受信とネットワーク２３０接続性の間の速度の差により、より
大きなメディアファイルも可能にする。サーバアドレスおよびパスワードが本明細書で議
論されるが、パスワードは、位置を画定する目的でネットワーク上のサーバに位置情報を
提供するための無数の可能な方法のうちの１つである。本明細書でのパスワードの使用は
、簡潔さおよび明瞭さのために過ぎない。
【００７０】
　サーバアドレス／位置識別子を利用することの追加の利点は、広告主が、メディアメッ
セージを受信するためにビーコンが受信および利用された回数を追跡することを可能にす
ることである。したがって、広告主は、ブロードキャストが受信および利用されたレート
を知ることになる。これは、請求書作成のための方法ならびに「ホットスポット」および
「コールドスポット」を認識するための方法を提供することになる。一般に、ホットスポ
ットは、かなりの量のトラフィックをサーバに生成したビーコンであることになり、一方
、コールドスポットは、あまり多くのトラフィックを生成しなかったビーコンであること
になる。このシステムを利用して、広告主は、位置をテストして、最善の受信位置に従っ
てビーコンを配置することによって、ビーコンを戦略的に配置することが可能になる。
【００７１】
　もう１つの実施形態では、消費者装置２１０は、アクセスポイント２１０ビーコンの受
信時にネットワーク２３０にアクセスして、ネットワーク２３０に接続されたサーバから
ダウンロードされたメディアメッセージを受信することになる。このダウンロードは、ま
だネットワークに接続されていない装置２２０が、より高速のダウンロード速度で、メデ
ィアメッセージを受信することを可能にすることになる。もう１つの実施形態では、装置
２２０は、装置２２０が接続された任意のネットワーク２３０から切断し、アクセスポイ
ント２１０を経由してローカルネットワークに接続して、メディアメッセージをダウンロ
ードし、次いで、ローカルネットワークから切断することになる。装置２２０は、次いで
、初期のネットワーク２３０との接続をオプションで再確立することが可能である。
【００７２】
収益モデル
　以下の議論は、複数の収益モデルを含む。いくつかの収益モデルが本明細書で説明され
るが、実際の収益モデルは以下の例に限定されない。実際のモデルは、以下の例などの組
合せであり得る。したがって、以下の例は、簡潔さおよび明瞭さのために、利用可能な無
数の可能な収益モデルのうちのいくつかとして提供されるに過ぎない。
【００７３】
　本明細書で説明されるように、１つの収益モデルでは、メディアメッセージは、すべて
のユーザに対して部分的に利用可能であり得るが、パブリッシュ／サブスクライブオプシ
ョンは消費者が関心あるレベルを画定して、そのレベルで広告を受信することを可能にす
ることになる。例えば、消費者が加入者でない場合、または消費者がメディアメッセージ
全体（例えば、広告、特売など）を受信することを望まない場合、装置は第１のレベルで
のメディアメッセージだけを提供することが可能である。しかし、消費者が加入者であり
、メディアメッセージ全体を受信することを望む場合、第１および第２の層の両方、また
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はメディアメッセージ全体が提供されることになる。したがって、パブリッシュ／サブス
クライブモデルの目的は、消費者が当該レベルだけでなく、当該範疇を特定することを可
能にすることである。例えば、当該レベルは、消費者がすべてのビーコンの１０％、５０
％または１００％を受信することを可能にし、範疇は消費者がそれらの頻度にかかわらず
受信されている広告の種類を特定することを可能にする。
【００７４】
　もう１つの収益モデルは、メディアメッセージブロードキャストを追跡することを含む
。本明細書で説明されるように、ブロードキャストは、一意の基本ＳＳＩＤ（ＢＳＳＩＤ
）をビーコンブロードキャストに割り当てることによって追跡される。もう１つの実施形
態では、ブロードキャスト内に暗号化キーが提供される。受信機２２０は、その場合、受
信された各メディアメッセージに関する時間およびソースアクセスポイント２１０、なら
びに任意の関連する暗号化キーまたはその他の識別データを追跡することになる。次いで
、アクセスポイント２１０（同じまたは異なるアクセスポイント２１０）は、装置２２０
から情報を受信または要求することが可能である。一実施形態では、要求しているアクセ
スポイント２１０は、受信だけのために指定された特別アクセスポイント２１０である。
もう１つの実施形態では、要求しているアクセスポイント２１０は通常のアクセスポイン
ト２１０である。
【００７５】
　受信されたメディアメッセージと、ビーコンをブロードキャストするアクセスポイント
とを追跡することによって、特定のアクセスポイントの広告頻度を追跡することが可能で
ある。そうすることで、送信されたメディアメッセージの数、受信された数、または複数
のその他の送受信シナリオに基づいて支払うまたは支払いを受け取るビジネスモデルを構
築することが可能である。
【００７６】
　さらに、本明細書で説明されるように、メディアメッセージとしてだけアクセスポイン
トのビーコンブロードキャストを提供する能力のため、アクセスポイントは、バス、タク
シー、電車など、移動するプラットフォーム上に設置され、定期的な広告またはその他の
種類のメディアメッセージを提供することが可能である。もう１つの実施形態では、アク
セスポイントは、地下鉄の駅、商店街、中心街などの公共の場に設置されることが可能で
ある。さらに、メディアメッセージは、メディアメッセージがまさしく何を含むか、また
は広告主がまさしく何を費やそうと選択するかなどに応じて、アクセスポイントの位置に
基づく間隔で（例えば、特定の経路上で特定の時間に、時間調節された間隔で、支払計画
に応じてなど）ブロードキャストされることが可能である。
【００７７】
　もう１つの収益モデルは、広告主が、メディアメッセージが受信された回数を追跡する
ことを可能にするためにサーバアドレス／位置識別子を利用する。例えば、広告主は、特
定のアクセスポイントからの特定のブロードキャストが受信および利用されたレートを知
ることになる。これは、請求書作成方法ならびに「ホットスポット」および「コールドス
ポット」を認識するための方法を提供することになる。一般に、ホットスポットは、かな
りの量のトラフィックをサーバに生成したビーコンであることになり、一方、コールドス
ポットは、あまり多くのトラフィックを生成しなかったビーコンであることになる。この
システムを利用して、ビーコンは、位置をテストして、最善の受信位置に従ってビーコン
を配置することによって、戦略的に配置される得ることになる。さらに、広告レートは、
ビーコンの受信レートに基づいて変化し得る。一実施形態では、変化するレートは入札ベ
ースであり得る。
【００７８】
　しかももう１つの収益モデルでは、「ホーム」アクセスポイントは広告ビーコンパート
タイム（ｐａｒｔ　ｔｉｍｅ）をブロードキャストする。そうすることで、ユーザは、ア
クセスポイントが近傍でメディアメッセージを提供することを可能にすることによって、
割引で、または無料ですら、ネットワークへのアクセスを受信することが可能である。し
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たがって、近傍のホームは、広告プラットフォームになり得る。一般に、広告に関するレ
ート、または割引は、近傍のサイズ、位置、または本明細書で説明されるそれらの方法な
どの認識に基づくことが可能である。
【００７９】
　したがって、本実施形態は、メディアメッセージを提供するために無線ビーコンブロー
ドキャストを使用するための方法およびシステムを提供する。加えて、本明細書で説明さ
れる実施形態は、無線ビーコンを使用してメディアメッセージを提供し、メディアメッセ
ージは、受信装置がネットワーク接続を有するかどうかにかかわらず達成可能である。さ
らに、本明細書で説明される実施形態は、現在の消費者装置アーキテクチャによってサポ
ートされ、ＷｉＦｉ標準を満たすメディアメッセージを提供するために無線ビーコンブロ
ードキャストを使用するための方法およびシステムを提供する。
【００８０】
　主題は、構造的特徴および／または方法論的行為に特定の言葉で説明されているが、特
許請求の範囲内で定義される主題は、上述の特定の特徴または行為に限定されるとは限ら
ない点を理解されたい。むしろ、上述の特定の特徴および行為は、特許請求の範囲を実施
する例示的な形態として開示される。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】メディアメッセージを提供するために無線ビーコンブロードキャストを使用する
ための本技術の実施形態に従って使用される例示的なコンピュータシステムの図である。
【図２】メディアメッセージを提供するために無線ビーコンブロードキャストを使用する
ための本システムの実施形態による１つの例示的な無線ネットワークの図である。
【図３】メディアメッセージを提供するために無線ビーコンブロードキャストを使用する
ための本システムのビーコンパケットの１つの例示的な実施形態の図である。
【図４ａ】メディアメッセージを提供するために無線ビーコンブロードキャストを使用す
るための本システムを利用するビーコン構成要素の一実施形態の図である。
【図４ｂ】メディアメッセージを提供するために無線ビーコンブロードキャストを使用す
るための本システムを利用する第２のビーコン構成要素の一実施形態の図である。
【図５】メディアメッセージを提供するために無線ビーコンブロードキャストを使用する
ための本システムの１つの例示的なアクセスポイントのブロック図である。
【図６】メディアメッセージを提供するために無線ビーコンブロードキャストを使用する
ための本技術の一実施形態にしたがって実行される動作の流れ図である。
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