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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報サービスを提供するためのビーコンであって、当該ビーコンが、
　モバイルデバイスとの短距離通信リンクを確立するためのローカル通信手段と、
　サーバとの無線長距離通信リンクを確立するための長距離通信手段と、
　前記情報サービスに関連するデータを格納するためのローカル記憶装置であって、当該
記憶装置が、前記長距離通信リンクを通じて前記サーバからの送信によってロードされる
ように構成されている、ローカル記憶装置と、
　前記モバイルデバイスによる前記サービスを前記記憶装置の中の前記データに基づいて
前記短距離通信リンクを使用して自発的に実行し、かつ、前記無線長距離通信リンクを通
じて前記サービスに関するデータを前記サーバと交換するように適合化されたプロセッサ
であって、前記短距離通信リンクと前記無線長距離通信リンクが単一のセルラーネットワ
ーク内に確立される、プロセッサと、
を有するビーコンであり、
　前記モバイルデバイスのユーザに対し、前記モバイルデバイスと前記サーバの間の長距
離通信リンクを確立するときの遅延を隠すため、前記モバイルデバイスと前記サーバの間
の前記長距離通信リンクが確立されている間に、前記モバイルデバイスと前記ビーコンの
間の前記短距離通信リンクを使用する、ビーコン。
【請求項２】
　前記プロセッサが、前記情報サービスに関する統計的データを記録し、かつ、前記記録
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された情報を前記サーバに定期的に報告するように構成されている、請求項1のビーコン
。
【請求項３】
　前記統計的データが、前記情報サービスに関連する頻繁に要求されるデータを少なくと
も識別し、かつ、前記プロセッサが、前記頻繁に要求されるデータを前記サーバから事前
に取り出すように、さらに構成されている、請求項2のビーコン。
【請求項４】
　前記長距離通信手段が、前記短距離通信リンクの状態に関する情報を前記サーバに転送
するように構成されている、請求項1のビーコン。
【請求項５】
　前記プロセッサが、前記ビーコンと前記サーバ間の前記長距離通信リンクを通じて受信
された情報を、前記短距離通信リンクを通じて前記モバイルデバイスに再送信するように
構成されている、請求項1のビーコン。
【請求項６】
　情報サービスを提供するための機器構成であって、当該機器構成が、請求項1に記載の
ビーコンと、前記情報サービスにおいて使用されるデータを端末から受信しかつ前記受信
されたデータを前記ビーコンと前記サーバ間の前記長距離通信リンクを通じて前記ビーコ
ンに転送するように構成されているサーバと、をさらに有する、機器構成。
【請求項７】
　前記ビーコンが、前記情報サービスに関する統計的データを記録し、かつ、前記記録さ
れた情報を前記サーバに定期的に報告するように構成されている、請求項6の機器構成。
【請求項８】
　前記統計的データが、前記モバイルデバイスの識別子を有し、かつ、前記サーバが、前
記ユーザに対して個別にカスタマイズされた呼びかけを行うために前記ビーコンに転送さ
れる、前記モバイルデバイスのユーザのユーザ習慣プロファイルを、少なくとも前記識別
子に基づいて維持するように構成されている、請求項7の機器構成。
【請求項９】
　前記情報サービスのユーザに関する個人データが、前記サーバに格納され、かつ、前記
サーバが、前記ユーザの識別子を前記ビーコンから前記ビーコンと前記サーバ間の前記長
距離通信リンクを通じて受信することに応答して、前記ユーザに関する前記個人データの
少なくとも一部を、前記情報サービスが提供される場所の所有者に供給するように構成さ
れている、請求項6の機器構成。
【請求項１０】
　請求項6の機器構成であって、前記短距離通信リンクが確立された後に、前記サーバと
前記モバイルデバイスの間に直接的な長距離通信リンクが確立され、かつ、前記直接的な
長距離通信リンクが確立された後に、前記サービスの提供が、前記ビーコンから前記サー
バによって引き継がれる、機器構成。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モバイルデバイスのユーザに情報サービスを提供するための機器構成であっ
て、モバイルデバイスと通信するためにビーコンが使用される、機器構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、世界中の移動電話ネットワークへの加入者が大幅に増加し、技術の進歩と機能性
の拡張により、移動電話は、信用の置ける個人的な機器になった。この結果、個人的、局
所的なサービスがますます重要になりつつあるモバイル情報社会への進化が進んでいる。
このような「コンテキスト・アウェア(Context-Aware)」（CA）移動電話は、ショッピン
グセンターなどの場所に固有の情報を提供するため、低出力の短距離ビーコンと通信する
。このような情報として、地元の地図、近くの店舗やレストランの情報などがあげられる
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。ユーザのCA端末には、あらかじめ格納されているユーザ初期設定に基づいて、受信され
た情報を選別することにより、特に興味のあるデータ項目が受信されたときにのみユーザ
に知らせる機能を設けることができる。
【０００３】
　このタイプのサービスに適する通信技術は、Bluetooth&#8482;である。Bluetoothは、
無線周波数（RF）の世界的な標準規格に基づく短距離通信システムであり、2.4 GHz ISM
帯で動作し、米国、ほとんどのヨーロッパ諸国、および日本においては免許不要で運用で
きる。Bluetoothを使用することにより、ユーザの端末は、ビーコンを介して送信される
情報を迅速に取得できる。Bluetoothに関する詳細は、インターネット上のURL「http://w
ww.bluetooth.com/」に記載されている。
【０００４】
　要求される代表的な情報が場所に大きく依存し、その場所においては多くの要求者によ
る要求内容が同じかまたは類似しやすい用途のシナリオは多数ある。例えば、レストラン
は、毎日のメニューを通行者全員に知らせることを望むかもしれない。このことから、特
定の場所におけるビーコンが、そのビーコンの有効範囲内に入りうる多数のモバイルデバ
イスと通信できるように、Bluetoothにブロードキャストモードを追加する提案が生まれ
る。ブロードキャストモードでは、Bluetooth 1.1の現在の定義における制限の一部が解
決され、高速な接続と、多数の平行なユーザと、モバイルデバイスにおける低電力消費が
可能になり、接続の第一段階におけるモバイルデバイスの匿名性が維持される。これによ
り、新しい多数の興味深いビジネス機会が生まれる。
【０００５】
　国際公開第９９／０７１２５号パンフレットは、短距離送信器が、知られている周波数
でインターネットのURLをブロードキャストする機器構成を開示している。自動車に搭載
されているものなどのモバイル情報端末は、このURLを受信してそれをキューに格納する
。端末のユーザは、URLを検索して、そのURLによってアドレス指定されるWeb（WWW）ドキ
ュメントにアクセスすることができる。短距離送信器によってブロードキャストされるUR
Lを更新するためのデータ入力メカニズムが提供される。このメカニズムは、WWWサーバに
接続でき、従って、WWWサーバ上のプログラムが、ブロードキャストされるURLを更新でき
る。
【０００６】
　フィンランド特許出願公開公報第９９１９７８号は、音楽や移動電話の着信メロディな
どの電子データを販売するベンディングマシンを有する機器構成を開示している。このベ
ンディングマシンは、無線送信を通じて購入者のモバイル端末にデータを供給する。販売
されるデータは、データサーバからベンディングマシンに無線式に送信され、ベンディン
グマシン内のローカルメモリに格納される。
【０００７】
　このようにして可能になるタイプの用途は、明らかに魅力的ではあるが、今日のネット
ワークからビーコンを使用しての高度なソリューションへの進化がどのように起こるかは
明白ではない。現時点において予想されているネットワークの全体的なシステムデザイン
は、実際にはデュアルネットワーク構造である。無線ネットワーク（例：GSMネットワー
ク）と平行して、代表的には固定IPネットワークを介してバックエンドサービスに相互接
続されるビーコンの配備が存在する。
【０００８】
　この第二の固定ネットワークには、古典的な「にわとりと卵」の問題があるのみならず
、これに関与するモバイル業界は、収益モデルが実証されていない大規模な投資計画を開
始するには、あまり良くない状態にある。より先進的な事業者は、第三世代周波数帯にお
ける投資という観点と、現在および将来のネットワークに必要なインフラストラクチャの
費用が国によって負担されることから、小額の資金で高額の投資を行える状況にある。
【０００９】
　デュアルネットワーク方式は、一見すると非常に理にかなっている。ビーコンは固定の
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場所に設置され、従って永続的な固定線のIPネットワーク接続は、コストが低く、ビーコ
ンの有効範囲内にあるモバイルデバイスへの広い送信帯域幅が確保される。金銭登録機ま
たはクレジットカード端末を結ぶネットワークの使用など、すでに敷設されているインフ
ラストラクチャを識別する目的で予備的な検討がなされた。これにより、ほとんどの支払
場所へのアクセスが提供され、これは新しいサービスの開始アプリケーションとして利用
できるかもしれない。
【００１０】
　この方式における複雑さは、その大部分が組織の複雑さにある。全アクセスポイントへ
の必要な相互接続すべてを提供する単一のビジネス組織（または個人）が存在しないため
、新しいサービスの利益範囲を平等に定めるためには、異なる組織（または個人）との多
数の契約を結ぶ必要がある。各契約ごとに、初期投資、設置、収益の分配、サービスの質
（QoS）、保守、および責任に関する交渉が必要となる。
【００１１】
【特許文献１】国際公開第９９／０７１２５号パンフレットフィンランド特許出願公開公
報第９９１９７８号
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の目的は、ビーコンを使用して情報サービスを提供するための機器構成の配備に
存在する組織上の複雑さを軽減することである。
【００１３】
　この目的は、本発明によると、請求項1に記載のビーコンにおいて達成される。運用全
体が単一組織（または個人）に託されるならば、配備上の複雑さの多くが解消される。バ
ックエンドサービスの提供者の機能の一部をビーコン内に配置することによって、ビーコ
ンは、ユーザと自発的に対話できる。自発的なビーコンは、自身がサービスを提供できる
ため、サービスを提供するためのバックエンドサービスとの固定接続が不要である。これ
により、ビーコンの配備は、店舗、またはその他の設置対象の場所にビーコンを送付し、
ビーコンを電源出力に差し込むという単純なものになる。この方法は、受け入れられやす
く短時間に普及し、これ以外の方式に必要なネットワーク化されたデバイスを実際に設置
する場合よりも、ずっと良好なものになりうる。
【００１４】
　ビーコンとその有効範囲内の携帯装置との間のトラフィックは、同じ情報が繰り返され
ることが多く、このような反復的なトラフィックは、ビーコン自体の中のローカルな処理
部と記憶装置とによって扱うことができる。電力を供給することのみによってビーコンを
プラグアンドプレイにできることは、恒久的でない状況（例：ポピュラー音楽祭典、週市
）の場合に非常に都合がよい。
【００１５】
　端末のセルラーネットワークとビーコンのセルラーネットワークとが同じである、また
は少なくとも同じ事業者によって運用されることは、重要な革新点であり、利点である。
この場合、モバイルデバイスの所有者は、1つの関係のみ、すなわちセルラー事業者との
関係のみを持ち、モバイルデバイスの所有者の通信に関与するすべてのトラフィックは、
その事業者によって提供されるインフラストラクチャを通じて流れる。従って、システム
の機能性と有用性が向上すると、その結果として、モバイルデバイスとビーコンを提供す
る事業者のトラフィックと収益が増す。
【００１６】
　モバイルネットワークは、GPRSまたはUMTSなどの技術を使用して、パケット交換方式の
常時オンのネットワークになりつつある。従って、サーバとの無線長距離通信リンクをこ
のようなモバイルネットワークを通じて確立でき、これにより、何らかの種類の固定線の
IPネットワークにビーコンを接続する必要なしに、サーバとデータを交換することが可能
になる。
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【００１７】
　実際の運用中にトラフィックがビーコンからバックエンドサービスに流れるのは、情報
の更新が必要なときか、またはユーザに固有なトランザクションを実行する必要があると
きのみである。ネットワークが混雑している場合には、トランザクションをビーコン内に
記録しておき、ピーク時間以外に転送することができる。ビーコン内の情報がビジー時間
中に1つのセルラーメッセージによって更新される場合にも、ビジー状態のセルラーチャ
ネルをさらに使用することなく、その情報を多数のモバイルデバイスに伝えることができ
る。
【００１８】
　ビーコンの記憶装置へのデータの事前のロードは、ピーク以外の時間帯に、または優先
度の低いバックグラウンドのネットワークタスクとして、GPRSネットワークを通じて行う
ことができる。これにより、インストールと初期化の問題が解決される。
【００１９】
　1つの実施例においては、前記プロセッサは、前記情報サービスに関する統計的データ
を記録し、かつ、前記記録された情報を前記サーバに定期的に報告するように構成されて
いる。モバイルデバイスによって実行される特定のトランザクションに関連するデータ、
または、ビーコンが設置されている領域における変化するトラフィック密度に関する統計
情報などの統計的データは、サービスが正常に行われたか否かを判断するのに非常に有用
である。また、サービスのユーザのユーザプロファイルを情報から容易に作成することが
でき、このことは商業的に魅力的である。
【００２０】
　使用に関する統計情報と診断情報は、長距離通信リンクを通じて処理でき、このリンク
は、GPRSまたはUMTSセルラーネットワークであることが望ましい。課金目的に使用される
情報も、ビーコンからセルラーネットワークを通じてインフラストラクチャに伝えること
ができる。
【００２１】
　望ましくは、前記統計的データは、前記情報サービスに関連する頻繁に要求されるデー
タを少なくとも識別し、かつ、前記プロセッサは、前記頻繁に要求されるデータを前記サ
ーバから事前に取り出すように、さらに構成されている。自発的なビーコンは、ネットワ
ークの最もユーザ側におけるデータトラフィックのキャッシュと考えることができ、従っ
て、データを事前に取り出すことと、頻繁に要求される人気のある（特定の地域に限定さ
れないものも含めて）コンテンツを格納することにより、セルラー事業者に要求される周
波数帯域の負荷を軽減できる。
【００２２】
　さらなる実施例においては、前記長距離通信手段は、前記サーバとの前記短距離通信リ
ンクの状態に関する情報を転送するように構成されている。このようにして、ユーザは、
短距離通信リンクを使用してビーコンによって利用可能になる情報をブラウズしてから、
サーバとビーコンの間の直接的な通信リンクが確立された後に、前記サーバとのより複雑
な対話式アプリケーションに滑らかに移動できる。サーバは、この状態情報を使用して、
サービスをシームレスに引き継ぐことができる。
【００２３】
　さらなる実施例においては、前記プロセッサは、前記長距離通信リンクを通じて受信さ
れた情報を、前記短距離通信リンクを通じて前記モバイルデバイスに再送信するように構
成されている。複数のモバイルデバイスに同じ情報を提供する必要が生じることがあり、
例えば空港または列車の駅において、特に遅れが発生している場合に、すべての乗客が出
発（発車）時刻と搭乗ゲート（ホーム）を知りたいときである。このためには、通常なら
、送信機と各モバイルデバイスの間に個別の通信リンクが必要となる。しかしながら、本
発明によるビーコンを使用すると、情報を各デバイスにブロードキャストすることが可能
である。
【００２４】
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　情報は、ビーコンに一度送信され、次いで、ブロードキャストまたはマルチキャスト方
式において複数のモバイルデバイスに一度送信される。モバイルデバイスへの送信は、個
別に行うこともできる。この送信は短距離送信であるため、ユーザに通知するためにセル
ラーネットワークの容量は必要としない。セルラーネットワークを通じてのビーコンへの
送信は、提供される情報を更新するときに一度（場合によっては定期的に）必要となるの
みである。
【００２５】
　本発明のさらなる目的は、従来の機器構成よりも複雑さの程度が低くなるように配備で
きる、情報サービスを提供するための機器構成を提供することである。
【００２６】
　この目的は、本発明によると、請求項6に記載の機器構成において達成される。長距離
通信リンクを通じてサーバから受信されるデータを記憶装置にロードできることは、情報
サービスを提供することを望む組織（または個人）が、写真やメニューなどのデータをビ
ーコン上にインストールするために、サーバの事業者に連絡する必要があるという利点を
有する。事業者は、これに対する料金を請求できる。従って、この機器構成によって、新
しいビジネスモデルを実施することが技術的に可能になる。
【００２７】
　1つの実施例においては、前記情報サービスのユーザに関する個人データは、前記サー
バに格納され、かつ、前記サーバは、前記ビーコンから前記長距離通信リンクを通じて前
記ユーザの識別子を受信することに応答して、前記ユーザに関する前記個人データの少な
くとも一部を、前記情報サービスが提供される場所の所有者に供給するように構成されて
いる。
【００２８】
　望ましくは、前記ビーコンは、前記情報サービスに関する統計的データを記録し、かつ
、前記記録された情報を前記サーバに定期的に報告するように構成されている。当該統計
的データは、前記モバイルデバイスの識別子を有し、かつ、前記サーバは、前記ユーザに
対して個別にカスタマイズされた呼びかけを行うために前記ビーコンに転送される、前記
モバイルデバイスのユーザのユーザ習慣プロファイルを、少なくとも前記識別子に基づい
て維持するように構成することができる。
【００２９】
　この機器構成は、全体が単一のセルラーネットワークを使用して運用されるため、モバ
イルデバイスの所有者にモバイルデバイスの識別子を関連付けることによって、名前が識
別されている個々のユーザの訪れる場所に関する習慣と、名前が識別されていないユーザ
が特定の場所に繰り返し訪れることとを、個人単位での勧誘を目的として、容易に認識で
きる。
【００３０】
　さらなる実施例においては、前記短距離通信リンクが確立された後に、前記サーバと前
記モバイルデバイスの間に直接的な長距離通信リンクが確立され、かつ、前記直接的な長
距離通信リンクが確立された後に、前記サービスの提供が、前記ビーコンから前記サーバ
によって引き継がれる。このようにして、最初に短距離のみのトランザクション（例：メ
ニューのブラウジングの提供）が行われ、これに起因して、長距離送信が開始される。こ
れにより、この長距離送信が行われる移動電話ネットワークの事業者の収益が生まれる。
この事業者は、ビーコンを運用する組織（または個人）に手数料を支払ってもよい。
【００３１】
　本発明の上記およびその他の観点は、図面に示されている実施例を参照しながら以下に
明確に解明される。
【００３２】
　すべての図面を通じて、同じ参照数字は、類似または対応する特徴要素を示す。図面に
示されている特徴のいくつかは、代表的にはソフトウェアに実施され、従って、ソフトウ
ェアエンティティ（ソフトウェアモジュールまたはオブジェクトなど）を表す。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　図1は、一連の場所に配置されている複数のビーコン120、121、122を有する機器構成10
0を線図的に示す。ビーコン120、121、122それぞれは、短距離無線通信プロトコルを使用
して、1つ以上の短距離信号を無線式にブロードキャストする。1つの望ましい実施例にお
いては、無線ブロードキャスト用の技術は、Bluetoothであり、なぜなら、Bluetoothは多
数のモバイルデバイスにおいて使用される一要素となることが予想されるためである。別
の実施例においては、無線ブロードキャスト用の技術は、IEEE 802.11または802.11b無線
LANでよい。モバイルデバイス130は、1つの望ましい実施例においては移動電話であり、
ビーコン120、121、122からの短距離無線通信を受信することができ、従って、ブロード
キャスト信号125を受信し、例えばメッセージをディスプレイ画面に表示させる、または
ブロードキャスト信号125の中に識別子が供給される情報単位を検索することによって、
このブロードキャスト信号を処理できる。
【００３４】
　ビーコン120、121、122は、サーバ101と無線式にデータを交換するための無線送信モジ
ュールを、さらに有する。サーバ101は、例えば、インターネット、電話網、ケーブルネ
ットワークなどのネットワーク110に接続できる。このネットワーク110には、基地局111
、112も接続される。ビーコン120は、無線送信126を基地局112に送信し、基地局112は、
ネットワーク110を介してサーバ101に送信する。同様に、サーバ101は、基地局112に送信
し、基地局112は、無線式にビーコン120に送信する。無線送信に適する技術は、例えば、
GPRS（General Packet Radio Service：汎用パケット無線サービス）またはUMTS（Univer
sal Mobile Telecommunications System）である。当然ながら、異種技術を使用する解決
策、すなわち1つの基地局が1つの技術を使用し、別の基地局が別の技術を使用する解決策
も実現可能である。
【００３５】
　ビーコン120は、その無線送信126用に、GRPSまたはUMTSネットワークなど既存のモバイ
ル通信インフラストラクチャを利用でき、ビーコン120を陸上通信線ネットワークに接続
する必要がなく、ビーコン120への永続的なネットワーク接続を確立する必要さえもない
。このことにより、機器構成100の複雑さが大幅に軽減されて単純になる。無線送信126を
使用することによって、ビーコン120は、必要なときにサーバ101と通信できる。さらに、
基地局111、112を組み込んでいるモバイル通信インフラストラクチャは、一般にはすでに
構築されていて、移動電話用に使用されている。従って、機器構成100は、ビーコン120、
121、122を対象の位置に設置することによって簡単に構築でき、このときビーコン120、1
21、122をネットワーク110またはサーバ101に接続する個別のネットワークを確立する必
要はない。
【００３６】
　モバイルデバイス130は、無線モバイル通信用に構成されている。例えば、モバイルデ
バイス130のユーザは、無線式に移動電話を発呼できる。次いで、モバイルデバイス130は
、基地局112に接続し、通信リンク127が確立され、通常通りに処理される。この実施例に
おいては、モバイルデバイス130は、ビーコン120と同じモバイル通信インフラストラクチ
ャを使用するが、当然ながら、このことは必須ではない。
【００３７】
　機器構成100は、例えば、デパート、ショッピングモール、テーマパーク、空港、スタ
ジアムなど目的の場所において使用するためのインフラストラクチャの具体化を示す。ビ
ーコン120、121、122は、無線式に通信するため、目的の場所における設置は、電源コー
ドを差し込んでビーコンをオンにするという単純な方法によって行うことができる。機器
構成100は、地元の地図、付近の店舗やレストランに関する情報など、場所に固有な情報
を提供するのに使用でき、この場合、モバイルデバイス130はビーコン120、121、122から
望ましくは情報キーの形式において情報をダウンロードする。
【００３８】
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　情報キーは、情報全体の取得先を示す小さなデータオブジェクトであり、多数の所定の
フィールドの形式をとり、フィールドの1つが、ユーザに提示される短い説明テキストを
含むことができる。別のフィールドは、ポインタ、何らかの形式のアドレス（例：URL）
、または電話番号でよい。これら以外の補足的なフィールドは、ユーザへのデータの提示
方法と、アドレスの利用方法を制御できる。一般に、ビーコンは、多数のこれらのキーを
周期的にブロードキャストし、キーは代表的にはそれぞれが異なるサービスに関連する。
【００３９】
　ビーコン120、121、122は、その範囲内であれば誰に対しても情報とサービスを提供で
きる。この範囲は、使用される技術に応じて制限されるため、地域に固有な情報とサービ
スを提供することが可能である。例えば、Bluetooth方式のビーコンは、最大10 mの範囲
に送信でき、この範囲は、例えば外の通行者に電波が届くことを望む店舗などの場合に十
分である。
【００４０】
　図2は、ビーコン120をより詳細に線図的に示す。ビーコン120は、データの送信と受信
のための短距離送受信機221に結合されたアンテナを有する。短距離通信モジュール222は
、Bluetooth、IEEE 802.11または802.11b無線LANなどの短距離通信技術を使用して、短距
離送受信機221とアンテナ220を介して付近のデバイスに情報をブロードキャストし、かつ
通信する。無線送信モジュール223は、GPRSまたはUMTSなどの通信技術を使用して、セル
ラー送受信機226に結合された第二アンテナ227を介して、基地局111、112およびビーコン
120と通信する。マルチモード設計の場合には、その時点に必要な機能に応じて、短距離
無線またはセルラー無線のいずれかとして動作するように切り替えられる組み合わせ型の
送受信機を内蔵できることが予想される。
【００４１】
　ビーコン120には、ローカルプロセッサ224と、ローカル記憶装置225（例：ハードディ
スクまたは固体記憶装置）とがさらに設けられる。ビーコン120は、ローカルプロセッサ2
24とローカル記憶装置225を使用して、ブロードキャストされた送信125を受信できる任意
のデバイスと自発的に対話でき、このようにして自発的に情報サービスを提供する。
【００４２】
　説明上の実施例として、ビーコン120がレストランに設置されていて、このレストラン
のオーナーが、レストランの前を通る人を店に誘い入れる目的でこのビーコンを使用する
状況を考える。ビーコン内のローカル記憶装置225には、レストランのロゴ、内装の写真
、店の中の雰囲気を伝える音楽、標準の献立表が一度ロードされ、「本日のスペシャル」
が毎日ロードされ、席の空きに関する情報または待ち時間が数分おきに更新される。この
瞬間から、ビーコン120は、レストランの前を通る人と自発的に対話することができる。
【００４３】
　短距離通信モジュール222は、ローカル記憶装置225から検索されたデータを短距離送受
信機221を介してブロードキャストする。モバイルデバイス130は、ブロードキャストされ
た送信125を受信し、写真、音楽、メニュー、席の空き情報をユーザに提示する。この情
報は段階的に提供してもよく、すなわち最初の情報をブロードキャストし、写真、メニュ
ー、空席などのさらなる詳細情報は要求時にユーザに提供することができる。ユーザがこ
のレストランに興味を持ち、予約を行いたいときには、モバイルデバイスにレストランに
電話をかけさせることができる。電話番号は、当然ながら、ブロードキャストされる送信
125に含まれる。
【００４４】
　一日の終わりに、ビーコン120は、交換された通信125、特にビーコンが応答したさらな
る情報の要求に関する統計的データを報告する。機器構成100の事業者は、提供された広
告情報に応じてレストランに料金を請求できる。
【００４５】
　さらなる説明上の実施例として、ビーコン120が空港に設置され、航空会社が、フライ
トの変更と搭乗の手配に関する最新情報を利用客に提供する目的でこのビーコンを使用す
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る状況を考える。ビーコン内のローカル記憶装置225は、ゲートの変更や搭乗開始などの
状況が起きたときに、セルラー送受信機226を使用して更新される。その一方で、ビーコ
ン120は、空港内の乗客およびスタッフと自発的に対話し、フライトの出発と到着の状況
を繰り返してブロードキャストできる。短距離通信モジュール222は、ローカル記憶装置2
25から検索されたデータを、ブロードキャスト送信125として短距離送受信機221を介して
ブロードキャストする。モバイルデバイス130は、ブロードキャストされた送信125を受信
し、フライトの状況をユーザに提示する。モバイルデバイス130内のさらなるソフトウェ
アを使用することによって、重要な変更が生じたときにユーザにそのことを知らせること
ができる。
【００４６】
　ビーコン120内のローカル記憶装置225は、サーバ101から基地局112を介してのビーコン
120への送信によってロードされることが望ましい。このことは、上記の説明上の実施例
におけるレストランのオーナーなど（組織（または個人））が、写真やメニューなどのデ
ータをビーコン120にインストールするためにはサーバ101の事業者に連絡する必要がある
という利点を有する。事業者は、これに対する料金を請求できる。この目的のため、端末
230に、通信用のサーバ101を設けることができる。これに代えて、端末230に、ビーコン1
20にデータを直接的にアップロードできる無線アップロードモジュール（例：GPRS送信機
）を設けることができる。セルラー送受信機226は、基地局112を介して無線式にサーバ10
1から、または端末230から送信されたデータを受信し、このデータを無線送信モジュール
223に送り、無線送信モジュール223が、このデータを復号化してローカル記憶装置225に
格納する。
【００４７】
　サービスの提供者、すなわちビーコン120の所有者は、端末230を使用することで、ビー
コン120によって送信される照会促進信号(inquiry facilitation signals)に付与される
追加データの形式において、割り当てられたサービススロットの内容を作成または編集す
ることができる。サービスの提供者は、インフラストラクチャの提供者から、ビーコン、
またはビーコン内のサービススロットの1つを借りてもよい。この目的のため、1つの望ま
しい実施例においては、サーバ101は、ユーザが端末230を介して入力するための単純なHT
MLテンプレートまたはWAPカードを提供する。
【００４８】
　例えば、サービスの説明と、ビーコンのブロードキャストを介して送信されるデータの
その他の情報とによってテンプレートが入力されると、そのテンプレートは、望ましくは
セキュアリンク、例えばS-HTTP（セキュアHTTP）またはSSL（Secure Sockets Layer:セキ
ュアソケットレイヤ）を介してサーバ101に戻される。SSLでは、クライアントとサーバの
間にセキュアリンクが確立され、このリンクを通じて任意の量のデータを安全に送信でき
る。S-HTTPは、個々のメッセージを安全に送信するように設計されている。次いで、サー
バ101は、テンプレートによって提示された情報に基づいて、ビーコン120の照会信号に付
加するための適切な追加のデータパッケージを作成する。機器構成100は、当業者には容
易に理解されるように、各種の機能を実行するときに処理を支援するアプリケーションサ
ーバをさらに有することができる。
【００４９】
　ビーコン120が基地局112の範囲内にあるため、追加のデータパッケージは、ネットワー
ク110を介して基地局112に送信される。基地局112は、この追加のデータパッケージをビ
ーコン120に無線式に送信する。無線送信モジュール223は、アンテナ227とセルラー送受
信機226を使用して、このデータパッケージを受信し、ローカル記憶装置225の中のデータ
を更新する。ローカル記憶装置225に格納されているデータの更新は、基地局112とビーコ
ン120の間の無線通信チャネルの負荷および／または送信コストを最小にするため、ピー
ク以外の時間帯に行われることが望ましい。
【００５０】
　ローカルプロセッサ224は、モバイルデバイス130と対話式のサービスを自発的に実行す
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る。この説明上の実施例においては、短距離通信モジュール222は、レストランで提供さ
れるメニューの全体的な概要リストをブロードキャストする。モバイルデバイス130のユ
ーザは、このリスト内の品目に関する自分の好み（例：ピザまたはパスタ）を指定するこ
とができる。短距離通信モジュール222は、この指定を受信し、これをローカルプロセッ
サ224に送る。プロセッサ224は、指定された好みに一致する料理リストを選択し、このリ
ストがモバイルデバイス130に送信される。このようにして、ユーザは、対話式にメニュ
ーに目を通す（ブラウズする）ことができる。
【００５１】
　より複雑なサービスも、サーバ101などの中央サーバによって処理できる。次いで、モ
バイルデバイス130は、サーバ101への無線接続を確立する。モバイルデバイス130のユー
ザは、この接続を使用して、例えばレストランの予約を行うことができ、この場合、ユー
ザの個人データがレストランのオーナーに提供される必要がある。この個人データは、サ
ーバ101に格納でき、ユーザの要求時に供給できる。このようにして、最初に短距離のみ
のトランザクション（例：メニューのブラウジングの提供）が行われ、これに起因して、
長距離送信が開始される。これにより、この長距離送信が行われる移動電話ネットワーク
の事業者の収益が生まれる。この事業者は、ビーコン120を運用する組織（または個人）
に手数料を支払ってもよい。
【００５２】
　ローカルプロセッサ224は、さらに、モバイルデバイスによって実行されたトランザク
ションに関連するデータを集めることができ、このデータは、無線送信モジュール223が
サーバ101または第三者に定期的に送信する。このようにして、ビーコン120を設置した組
織（または個人）に対し、ビーコン120の実際の使用に従って請求できる。さらに、この
データを、モバイルデバイス130によって発信された通話に関連するデータに関連付ける
ことによって、モバイルデバイス130による通話のうちどの通話が、モバイルデバイス130
とビーコン120の間の短距離通信の結果であったかを認識できる。
【００５３】
　モバイルデバイス130とサーバ101の間の長距離通信リンク127が確立されている間に、
モバイルデバイス130とビーコン120の間の短距離通信リンク125を使用することによって
、モバイルデバイス130のユーザに対し、長距離通信リンク127を確立するときの遅延を隠
すことができる。長距離通信リンク127が確立された後に、ユーザは、短距離通信リンク1
25を使用してビーコン120によって利用可能になる情報をブラウズしてから、サーバ101と
のより複雑な対話式アプリケーションに滑らかに移動できる。このためには、場合によっ
ては、短距離通信リンク125の状態に関する情報をビーコン120がサーバ101に転送する必
要がある。
【００５４】
　場合によっては、複数のモバイルデバイスに同じ情報を提供する必要があり、例えば空
港または列車の駅において、特に遅れが発生している場合に、すべての乗客が出発（発車
）時刻と搭乗ゲート（ホーム）を知りたいときである。このためには、通常なら、送信機
と各モバイルデバイスの間に個別の通信リンクが必要となる。しかしながら、ビーコン12
0を使用すると、情報を各デバイスにブロードキャストすることが可能である。この情報
は、ビーコン120に一度送信され、次いで、ブロードキャストまたはマルチキャスト方式
において複数のモバイルデバイスに一度送信される。モバイルデバイスへの送信は、個別
に行うこともできる。この送信は短距離送信であるため、ユーザに通知するためにセルラ
ーネットワークの容量を必要としない。セルラーネットワークを通じてのビーコンへの送
信は、提供される情報を更新するために定期的に一回ずつ必要となるのみである。
【００５５】
　ビーコン120は、変化するトラフィック密度と、ビーコン120と対話したBluetoothデバ
イスのタイプとをサーバ101に報告することもでき、局所的な通信状況を示すこの指標は
、その場所に関する商業的に有用な統計情報となりうる。ビーコン120は、一日の間に認
識されたBluetoothデバイスの正確な識別子BT_ADDRをバッチデータモードにおいて報告す
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ることもできる。留意すべき点として、Bluetooth v1.1の照会スキャン(inquiry scan)に
応答する任意のモバイルデバイスからは、モバイルデバイスの広義のカテゴリ（電話など
）と機能的な能力も明らかになり、これも有用な統計情報となりうる。
【００５６】
　モバイルデバイスの所有者にデバイスIDを関連付けることによって、名前が識別されて
いる個々のユーザの訪れる場所に関する習慣と、名前が識別されていないユーザが特定の
場所に繰り返し訪れることとを、個人単位での勧誘を目的として、容易に認識できる。こ
の情報は、ユーザを特徴付ける他のプロファイルデータと同様に、商業的に価値がある。
例えば、「デバイスIDと、訪れる場所に関する習慣プロファイル」データを中央において
作成し、夜間にビーコンに送り返すことができ、これにより、該当するユーザが翌日にそ
のビーコン付近に現れたときに、このようなユーザに対して個別にカスタマイズされた呼
びかけを行うことができる。
【００５７】
　図3は、モバイルデバイス130をより詳細に線図的に示す。モバイルデバイス130は、メ
ッセージの受信と送信のための送受信機318に結合されたアンテナ316を有する。マイクロ
フォンとA／D変換器を介しての音声入力か、キーパッドまたはその他の入力手段を介して
のその他のデータ入力のいずれかによって、ユーザが電話に入力する結果として、メッセ
ージが発信される。これらの入力は、信号／データ処理段326によってメッセージデータ
形式に処理され、符号器328によって送信形式に変換された後、送受信機318に供給される
。モバイルデバイス130は、ビーコン120によってブロードキャストされるデータの受信用
と、移動電話ネットワークにおける無線通信リンクを通じてのデータの送信と受信用とに
、個別のアンテナと送受信機モジュールを有してもよい。
【００５８】
　アンテナ316と送受信機318を介して受信されたメッセージは、復号／フィルタリング／
信号処理段330に伝えられる。メッセージによって伝えられるデータが、電話のディスプ
レイ画面334に表示するものである場合、このデータは、オプションとしてのバッファリ
ングの後、ディスプレイドライバ336に伝えられ、このドライバが表示画像を形成する。
理解されるように、ディスプレイ334は、相対的に単純な低解像度のデバイスでよく、ま
た、受信されたデータから表示データへの変換は、処理段の機能の一部として実行でき、
専用のディスプレイドライバ段を必要としない。従来の音声メッセージの場合は、音声デ
ータは、フィルタリングと、D／A変換器および増幅器を介しての処理の後、イヤホンまた
はスピーカに出力される。
【００５９】
　メッセージが、ビーコン120、121、122の1つかまたはそれ以外のビーコンからのデータ
を伝える場合には、モバイルデバイス130は、受信された情報を、あらかじめ格納されて
いるユーザの好みに応じて選別し、格納されている好みデータとメッセージ内の対象の指
定との比較から、特に興味のあるデータ項目が受信されたことが示されたときにのみユー
ザに知らせる（すなわち情報がバッファ内に保持されるのみ、および／または、画面334
に提示される）ようにする能力を有することが望ましい。
【００６０】
　ユーザは、キーパッドまたはその他の入力手段を使用して、受信されたデータをブラウ
ズして、選択を行うか、データの中の好みを指定することができる。次いで、この選択ま
たは指定は、ビーコン120に送り返され、ビーコン120は、これに応答して、選択または指
定に関するより詳細なデータを送信できる。場合によっては、モバイルデバイス130は、
ブロードキャストを介してすでに送信されているデータとより詳細なデータとを区別する
ために、ビーコン120との別の接続を確立する必要がある。このような接続は、Bluetooth
などのプロトコルを使用して迅速に確立できる。
【００６１】
　モバイルデバイス130とビーコン120の間の通信は、「プッシュ」と「プル」の二段階を
とることができる。「プッシュ」モードにおいては、情報は、情報キーを有する短いメッ
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セージの形式においてビーコン120によってブロードキャストされる。このキーは、用途
に応じてさまざまな形式をとるが、一般には、送られる情報の簡潔な説明と全情報のポイ
ンタ（例：サービスの提供者を識別するURL）とを含む。
【００６２】
　キーは、「無意識に」、すなわちユーザが直接介入することなく、モバイルデバイス13
0によって受信され、処理段330に組み込まれた比較機能によって、あらがじめ設定された
ユーザの好みに従って自動的に選別される。処理段330は、相対的に多数の受信されるキ
ーを平行して処理するなどのために、複数の同時または重複コピーに比較器機能を適用す
るように動作できると、都合よい。この場合、例えば、いくつかのデータは破棄され、い
くつかのデータはさらに検討する目的で保持され、それ以外のデータが存在するときには
ユーザにただちに知らされる。一例として、店舗は、自分の店に関心があってそのカテゴ
リに対してフィルタ設定しているユーザには端末によって知らされるという前提の下に、
特別提供品の詳細を、店の前を通過する端末にプッシュするように選択できる。
【００６３】
　ユーザは、関心があれば、キーに含まれている以上に詳しい情報を取得することを望む
。この場合、「プル」モードを使用することにより、ユーザは、ビーコン120との接続を
確立し、自分から情報を要求してモバイルデバイス130に受信させることができる。従っ
て、このモードは代表的には対話式である。
【００６４】
　ビーコン120、121、122は、代表的には互いに独立している（ショッピングモールの配
置においては、各店舗は自身のビーコンを用意して維持し、隣接する店舗によって設けら
れるビーコンと通信することはない）が、互いに情報を交換するようにビーコン120、121
、122を配置してもよい。ビーコンは、無線リンクを使用して相互接続できるため、この
場合にも、余分なインフラストラクチャは必要ない。無線式に相互接続される自発的なビ
ーコンを有することには、多数の利点がある。
【００６５】
　機器構成100は、周波数帯の観点においてその規模を容易に拡大／縮小できる。ブロー
ドキャストモードの場合には、規模の拡大／縮小は実質的に無制限である。また、1つの
ビーコンあたり同時に行うことのできるユーザとの対話の数は1つに制限されるため、1つ
の場所にビーコンを追加すれば、追加の周波数の必要なしに容量が増大する。
【００６６】
　機器構成100は、サーバの容量の観点においても規模を容易に拡大／縮小できる。興味
を持つ可能性のあるユーザすべてを個別に更新する必要はなく、該当する一連のビーコン
を更新するのみでよい。極端な場合、例えばサッカースタジアムにおいてゴールをスロー
モーションで再現する場合には、サーバ101は、セルラーネットワークを通じて30,000台
のモバイルデバイスに個々にストリームを送信する代わりに、スタジアム内の例えば300
基のビーコンの単一ネットワークにデータをマルチキャストする。
【００６７】
　機器構成100は、ネットワークの障害または混雑に対しても頑強である。ブロードキャ
ストとローカルな対話は動作を続け、トランザクションについても、ビーコンに記録して
おき、問題が解決した後にサーバ101に送り返すことができる。
【００６８】
　ビーコン120は、ユーザが有効範囲内にとどまるか、または相互接続されたビーコンの
間にスムーズなハンドオーバーが存在する場合には、原理的にはセルラー送信の中継局と
しても機能できる。このため、モバイルデバイスは、低出力送信を行うことができ、ビー
コンは中継局として機能する。
【００６９】
　ビジネスの観点では、トラフィックの価値と、トラフィックに対してユーザが金額を支
払う価値を認めるか否かは、対話の段階に応じて大きく変化する。レストランの実施例に
おいては、レストランのオーナーは、ブロードキャスト部分（ロゴ、アドレスデータ、音
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楽と写真、標準のメニュー、その日のスペシャル）に対する月額料金を支払う価値を認め
ると考えられる。これは、「低価値」データのカテゴリであり、事業者はこのデータ用に
自分のセルラーネットワークの容量を使用することを望まない。また、レストランのオー
ナーは、顧客がメニューおよび／または席の空きを対話式にチェックする場合には、顧客
あたりの料金を支払う価値を認めると考えられる。エンドユーザは、予約することに対し
て対価を支払う価値を認めると考えられる。このため、モバイル事業者は、これに対して
は自身のネットワークに負荷のかかる定期的なセルラー接続を許可すると考えられる。従
って、結論として、トラフィック送信における柔軟性の高さは、事業者のビジネスのニー
ズに結びつけることができる。
【００７０】
　留意すべき点として、上述されている実施例は、本発明を制限するのではなく本発明を
説明するためのものであり、当業者には、添付される請求項の範囲を逸脱することなく、
多数の代替の実施例を設計することができるであろう。
【００７１】
　請求項において、カッコ内の参照記号は請求項の制限として解釈されないものとする。
語「有する」は、請求項に記載されている以外の要素またはステップの存在を除外するも
のではない。要素の前の語「a」または「an」は、このような要素が複数存在することを
除外するものではない。
【００７２】
　本発明は、いくつかの個別の要素を有するハードウェアによってと、適合するようにプ
ログラムされたコンピュータによって、実施できる。いくかつの手段を列挙するデバイス
（装置、ビーコン）の請求項においては、これらの手段のいくつかは、同一のハードウェ
ア品目によって具体化できる。特定の方策が相異なる従属請求項に記載されているが、こ
のことは、これらの方策の組合せを有利に使用できないことを示すものではない。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明によるビーコンとモバイルデバイスとを有する機器構成の第一実施例を線
図的に示す。
【図２】ビーコンをより詳細に線図的に示す。
【図３】モバイルデバイスをより詳細に線図的に示す。
【符号の説明】
【００７４】
100　機器構成
101　サーバ
110　ネットワーク
111、112　基地局
120、121、122　ビーコン
125　ブロードキャスト信号
126　無線送信
127　通信リンク
130　モバイルデバイス
220　アンテナ
221　短距離送受信機
222　短距離通信モジュール
223　無線送信モジュール
224　ローカルプロセッサ
225　ローカル記憶装置
226　セルラー送受信機
227　第二アンテナ
230　端末
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316　アンテナ
318　送受信機
326　信号／データ処理段
328　符号器
330　復号／フィルタリング／信号処理段
334　ディスプレイ画面
336　ディスプレイドライバ

【図１】 【図２】
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