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(57)【要約】
【課題】フリースポットを提供する店舗の混雑を緩和し
、その結果、利用者に平等にサービスを提供する。
【解決手段】端末との間で無線通信を行う第１の基地局
または特定の場所に端末が存在する場合に端末が第１の
基地局から送信されて受信する電波の受信強度よりも強
い強度の電波を端末が受信するように電波を送信する第
２の基地局から送信されてくる基地局を識別するための
基地局識別情報に基づいて、端末が通信を行っている基
地局が第１の基地局と第２の基地局とのどちらであるか
を判定し、端末が通信を行っている基地局が第１の基地
局であると判定された場合、第２の基地局を介して端末
とネットワークとを接続する接続時間よりも長い時間、
第１の基地局を介して端末とネットワークとを接続する
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信機能を有する端末と、該端末との間で無線通信を行う第１の基地局と、特定の
場所に前記端末が存在する場合に前記端末が前記第１の基地局から送信されて受信する電
波の受信強度よりも強い強度の電波を該端末が受信するように該電波を送信する第２の基
地局と、所定の時間、前記第１の基地局または前記第２の基地局を介して前記端末とネッ
トワークとを接続するサービス管理サーバとを有する通信システムにおいて、
　前記サービス管理サーバは、前記第１の基地局または前記第２の基地局から送信されて
くる基地局を識別するための基地局識別情報に基づいて、前記端末が通信を行っている基
地局が前記第１の基地局と前記第２の基地局とのどちらであるかを判定し、前記端末が通
信を行っている基地局が前記第１の基地局であると判定された場合、前記第２の基地局を
介して前記端末とネットワークとを接続する時間よりも長い時間、前記第１の基地局を介
して前記端末とネットワークとを接続することを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の通信システムにおいて、
　前記第１の基地局を介して前記端末とネットワークとを接続する第１の接続時間と、該
第１の接続時間よりも短い、前記第２の基地局を介して前記端末とネットワークとを接続
する第２の接続時間とを記憶するデータベースを有し、
　前記サービス管理サーバは、前記データベースから前記接続時間を取得することを特徴
とする通信システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の通信システムにおいて、
　前記データベースは、前記特定の場所において前記端末に付与されたポイントに応じた
接続時間を記憶し、
　前記サービス管理サーバは、前記端末に付与されたポイントに応じた接続時間、該端末
とネットワークとを接続することを特徴とする通信システム。
【請求項４】
　請求項１に記載の通信システムにおいて、
　前記第２の基地局は、ビームフォーミングを用いて前記特定の場所に電波を送信するこ
とを特徴とする通信システム。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の通信システムにおいて、
　ＷｉＭＡＸシステムであることを特徴とする通信システム。
【請求項６】
　無線通信機能を有する端末とネットワークとを、前記端末との間で無線通信を行う第１
の基地局と、特定の場所に前記端末が存在する場合に前記端末が前記第１の基地局から送
信されて受信する電波の受信強度よりも強い強度の電波を該端末が受信するように該電波
を送信する第２の基地局とのどちらか一方を介して所定の時間、接続するサービス管理サ
ーバであって、
　前記第１の基地局または前記第２の基地局から送信されてくる基地局を識別するための
基地局識別情報に基づいて、前記端末が通信を行っている基地局が前記第１の基地局と前
記第２の基地局とのどちらであるかを判定する端末位置判定部と、
　前記端末位置判定部が前記端末が通信を行っている基地局が前記第１の基地局であると
判定した場合、前記第１の基地局を介して前記端末とネットワークとを接続する接続時間
を、前記第２の基地局を介して前記端末とネットワークとを接続する接続時間よりも長い
時間に設定する処理部とを有するサービス管理サーバ。
【請求項７】
　請求項６に記載のサービス管理サーバにおいて、
　前記第１の基地局を介して前記端末とネットワークとを接続する第１の接続時間と、該
第１の接続時間よりも短い、前記第２の基地局を介して前記端末とネットワークとを接続
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する第２の接続時間とを記憶するデータベースから前記接続時間を取得する接続時間取得
部をさらに有し、
　前記処理部は、前記接続時間取得部が取得した接続時間を設定することを特徴とするサ
ービス管理サーバ。
【請求項８】
　請求項７に記載のサービス管理サーバにおいて、
　前記接続時間取得部は、前記データベースに記憶された、前記特定の場所において前記
端末に付与されたポイントに応じた接続時間を取得することを特徴とするサービス管理サ
ーバ。
【請求項９】
　無線通信機能を有する端末とネットワークとを、前記端末との間で無線通信を行う第１
の基地局と、特定の場所に前記端末が存在する場合に前記端末が前記第１の基地局から送
信されて受信する電波の受信強度よりも強い強度の電波を該端末が受信するように該電波
を送信する第２の基地局とのどちらか一方を介して所定の時間、接続して前記端末にサー
ビスを提供するサービス提供方法であって、
　前記第１の基地局または前記第２の基地局から送信されてくる基地局を識別するための
基地局識別情報に基づいて、前記端末が通信を行っている基地局が前記第１の基地局と前
記第２の基地局とのどちらであるかを判定する処理と、
　前記端末が通信を行っている基地局が前記第１の基地局であると判定された場合、前記
第１の基地局を介して前記端末とネットワークとを接続する接続時間を、前記第２の基地
局を介して前記端末とネットワークとを接続する接続時間よりも長い時間に設定する処理
とを有するサービス提供方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載のサービス提供方法において、
　前記第１の基地局を介して前記端末とネットワークとを接続する第１の接続時間と、該
第１の接続時間よりも短い、前記第２の基地局を介して前記端末とネットワークとを接続
する第２の接続時間とを記憶するデータベースから前記接続時間を取得する処理と、
　前記取得した接続時間を設定する処理とを有することを特徴とするサービス提供方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のサービス提供方法において、
　前記データベースに記憶された、前記特定の場所において前記端末に付与されたポイン
トに応じた接続時間を取得する処理を有することを特徴とするサービス提供方法。
【請求項１２】
　無線通信機能を有する端末とネットワークとを、前記端末との間で無線通信を行う第１
の基地局と、特定の場所に前記端末が存在する場合に前記端末が前記第１の基地局から送
信されて受信する電波の受信強度よりも強い強度の電波を該端末が受信するように該電波
を送信する第２の基地局とのどちらか一方を介して所定の時間、接続するサービス管理サ
ーバに、
　前記第１の基地局または前記第２の基地局から送信されてくる基地局を識別するための
基地局識別情報に基づいて、前記端末が通信を行っている基地局が前記第１の基地局と前
記第２の基地局とのどちらであるかを判定する手順と、
　前記端末が通信を行っている基地局が前記第１の基地局であると判定した場合、前記第
１の基地局を介して前記端末とネットワークとを接続する接続時間を、前記第２の基地局
を介して前記端末とネットワークとを接続する接続時間よりも長い時間に設定する手順と
を実行させるためのプログラム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のプログラムにおいて、
　前記第１の基地局を介して前記端末とネットワークとを接続する第１の接続時間と、該
第１の接続時間よりも短い、前記第２の基地局を介して前記端末とネットワークとを接続
する第２の接続時間とを記憶するデータベースから前記接続時間を取得する手順と、



(4) JP 2010-118840 A 2010.5.27

10

20

30

40

50

　前記取得した接続時間を設定する手順とを実行させるためのプログラム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のプログラムにおいて、
　前記データベースに記憶された、前記特定の場所において前記端末に付与されたポイン
トに応じた接続時間を取得する手順を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信端末へサービスを提供する通信システム、サービス管理サーバ、サ
ービス提供方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）通信を行う際に、公衆無
線ＬＡＮスポットが利用される。この公衆無線ＬＡＮスポットとは、無線ＬＡＮを利用し
たインターネットへの接続サービスが提供されているエリアのことである。公衆無線ＬＡ
Ｎスポットは、「ホットスポット」、「無線ＬＡＮスポット」、「アクセスポイント」と
も呼ばれ、主に喫茶店やファストフードなどの飲食店、駅や空港、ホテル等に設置されて
いる。
【０００３】
　公衆無線ＬＡＮスポットの提供形態としては主に次の３種類がある。
（１）事前に公衆無線ＬＡＮスポット提供事業者の会員となることで、当該事業者が提供
する公衆無線ＬＡＮスポットを月額定額制で利用できる会員制スポット。
（２）公衆無線ＬＡＮスポットを利用する都度、日額接続料といった時間等の制限付きで
アクセス権を得るゲスト制スポット（空港のラウンジやホテル等、旅行客が訪れる場所に
多い）。
（３）無料で制限無く接続可能なフリースポット。
【０００４】
　この提供形態の中の（３）のフリースポットを利用したビジネスモデルとして、フリー
スポットを提供する店舗であるフリースポット提供店舗が個々にインターネットサービス
プロバイダと契約し、店舗内でのみ無料で接続可能な無線ＬＡＮ接続を、店舗利用者への
付加価値サービスとして提供しているものがある。
【０００５】
　このフリースポットに関連する技術として、フリースポット利用者の端末に広告を表示
させた後にインターネットへの接続を無料で行う広告配信システムが考えられている（例
えば、特許文献１参照。）。これにより、利用者は無料でインターネット接続ができ、フ
リースポット提供者は広告収入が得られるといった効果がある。
【０００６】
　また、店舗が提供している無線ＬＡＮサービスにおいて、地域店舗の情報やクーポンを
無料でユーザに提供し、その他のインターネットアクセスは有料でユーザに提供する地域
情報提供システムが考えられている（例えば、特許文献２参照。）。
【特許文献１】特開２００５－２６７１２２号公報
【特許文献２】特開２００３－２２８６３７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述したようなフリースポットを利用する利用者は、当該店舗内に停滞
しやすい。また、フリースポット利用者がフリースポット提供店舗に小額しか収益をもた
らさないため、フリースポット提供店舗はフリースポット設置による十分な対価を得られ
ない。
【０００８】
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　また、特許文献１，２に記載された技術を利用した場合であっても、フリースポット利
用者は、飲食店等の限られたエリア内でのみ当該のサービスが利用可能であるため、フリ
ースポット提供者への広告収入などはあっても、利用者の店内停滞を防ぐことは容易では
なく、利用者の流動性を高めるためのシステムが必要となってしまう。
【０００９】
　つまり、店舗がフリースポットを提供することにより顧客回転率が妨げられてしまうと
いう問題点がある。その理由は、店舗内でのみフリースポットの利用可能であること、ま
た、小額の店舗利用でも制限なくフリースポットへの接続が可能であることから店舗利用
者の店内停滞が増加しているためである。
【００１０】
　また、この顧客回転率の妨げにより、店内が混雑してしまう。この店内の混雑によりテ
イクアウトを余儀なくされるときや、店内のフリースポット利用者が多くアクセス回線が
混んでいるときに、店舗利用者がフリースポットを利用したくても利用できないという問
題点がある。これにより、フリースポットというサービスを店舗利用者に平等に提供でき
なくなってしまうおそれがある。
【００１１】
　本発明は、上述した課題を解決する通信システム、サービス管理サーバ、サービス提供
方法およびプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の通信システムは、
　無線通信機能を有する端末と、該端末との間で無線通信を行う第１の基地局と、特定の
場所に前記端末が存在する場合に前記端末が前記第１の基地局から送信されて受信する電
波の受信強度よりも強い強度の電波を該端末が受信するように該電波を送信する第２の基
地局と、所定の時間、前記第１の基地局または前記第２の基地局を介して前記端末とネッ
トワークとを接続するサービス管理サーバとを有する通信システムにおいて、
　前記サービス管理サーバは、前記第１の基地局または前記第２の基地局から送信されて
くる基地局を識別するための基地局識別情報に基づいて、前記端末が通信を行っている基
地局が前記第１の基地局と前記第２の基地局とのどちらであるかを判定し、前記端末が通
信を行っている基地局が前記第１の基地局であると判定された場合、前記第２の基地局を
介して前記端末とネットワークとを接続する時間よりも長い時間、前記第１の基地局を介
して前記端末とネットワークとを接続することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明のサービス管理サーバは、
　無線通信機能を有する端末とネットワークとを、前記端末との間で無線通信を行う第１
の基地局と、特定の場所に前記端末が存在する場合に前記端末が前記第１の基地局から送
信されて受信する電波の受信強度よりも強い強度の電波を該端末が受信するように該電波
を送信する第２の基地局とのどちらか一方を介して所定の時間、接続するサービス管理サ
ーバであって、
　前記第１の基地局または前記第２の基地局から送信されてくる基地局を識別するための
基地局識別情報に基づいて、前記端末が通信を行っている基地局が前記第１の基地局と前
記第２の基地局とのどちらであるかを判定する端末位置判定部と、
　前記端末位置判定部が前記端末が通信を行っている基地局が前記第１の基地局であると
判定した場合、前記第１の基地局を介して前記端末とネットワークとを接続する接続時間
を、前記第２の基地局を介して前記端末とネットワークとを接続する接続時間よりも長い
時間に設定する処理部とを有する。
【００１４】
　また、本発明のサービス提供方法は、
　無線通信機能を有する端末とネットワークとを、前記端末との間で無線通信を行う第１
の基地局と、特定の場所に前記端末が存在する場合に前記端末が前記第１の基地局から送
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信されて受信する電波の受信強度よりも強い強度の電波を該端末が受信するように該電波
を送信する第２の基地局とのどちらか一方を介して所定の時間、接続して前記端末にサー
ビスを提供するサービス提供方法であって、
　前記第１の基地局または前記第２の基地局から送信されてくる基地局を識別するための
基地局識別情報に基づいて、前記端末が通信を行っている基地局が前記第１の基地局と前
記第２の基地局とのどちらであるかを判定する処理と、
　前記端末が通信を行っている基地局が前記第１の基地局であると判定された場合、前記
第１の基地局を介して前記端末とネットワークとを接続する接続時間を、前記第２の基地
局を介して前記端末とネットワークとを接続する接続時間よりも長い時間に設定する処理
とを有する。
【００１５】
　また、本発明のプログラムは、
　無線通信機能を有する端末とネットワークとを、前記端末との間で無線通信を行う第１
の基地局と、特定の場所に前記端末が存在する場合に前記端末が前記第１の基地局から送
信されて受信する電波の受信強度よりも強い強度の電波を該端末が受信するように該電波
を送信する第２の基地局とのどちらか一方を介して所定の時間、接続するサービス管理サ
ーバに、
　前記第１の基地局または前記第２の基地局から送信されてくる基地局を識別するための
基地局識別情報に基づいて、前記端末が通信を行っている基地局が前記第１の基地局と前
記第２の基地局とのどちらであるかを判定する手順と、
　前記端末が通信を行っている基地局が前記第１の基地局であると判定した場合、前記第
１の基地局を介して前記端末とネットワークとを接続する接続時間を、前記第２の基地局
を介して前記端末とネットワークとを接続する接続時間よりも長い時間に設定する手順と
を実行させる。
【発明の効果】
【００１６】
　以上説明したように本発明においては、無線通信機能を有する端末との間で無線通信を
行う第１の基地局または特定の場所に端末が存在する場合に端末が第１の基地局から送信
されて受信する電波の受信強度よりも強い強度の電波を端末が受信するように電波を送信
する第２の基地局から送信されてくる基地局を識別するための基地局識別情報に基づいて
、端末が通信を行っている基地局が第１の基地局と第２の基地局とのどちらであるかを判
定し、端末が通信を行っている基地局が第１の基地局であると判定された場合、第２の基
地局を介して端末とネットワークとを接続する接続時間よりも長い時間、第１の基地局を
介して端末とネットワークとを接続する構成としたため、フリースポットを提供する店舗
の混雑を緩和し、その結果、利用者に平等にサービスを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の通信システムの一形態を示す図である。なお、図１に示した形態は、
本発明の通信システムがモバイルＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒ
ａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ）である場合を例に挙げて
示している。
【００１９】
　本形態は図１に示すように、端末１０１と、基地局１１０，１２０と、ＡＡＡ（Ａｕｔ
ｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ，　Ａｕｔｈｏｒｉｘａｔｉｏｎ，　ａｎｄ　Ａｃｃｏｕｎｔｉ
ｎｇ）サーバ１４０と、サービス管理サーバ１５０と、Ｗｅｂサーバ１６０と、メールサ
ーバ１７０と、利用者情報データベース１８０と、店舗情報データベース１９０と、店舗
端末２００－１～２００－ｎ（ｎは、自然数）とから構成されている。また、基地局１１
０と、店舗端末２００－１とは、フリースポットを提供する喫茶店等の店舗であるフリー
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スポット提供店舗１００内に設置されている。また、ＡＡＡサーバ１４０と、サービス管
理サーバ１５０と、Ｗｅｂサーバ１６０と、メールサーバ１７０と、利用者情報データベ
ース１８０と、店舗情報データベース１９０とは、通信事業を行う通信事業者１３０が有
する設備である。ここで、通信事業者１３０は、ＷｉＭＡＸ事業者である。
【００２０】
　端末１０１は、無線通信機能を有し、利用者によって持ち運び（移動）可能なモバイル
パーソナルコンピュータ等の端末（情報処理装置）である。また、端末１０１は、基地局
１１０，１２０からＷｉＭＡＸの電波を受信し、受信した電波で送信されてきた情報をデ
ィスプレイ等の画面に表示する。また、端末１０１は、一般的な無線通信端末と同様に、
複数の基地局から送信された電波をそれぞれ受信した場合、受信強度の強い方の電波を選
択し、当該電波を送信した基地局との間にて通信を行う。さらに、端末１０１は、利用者
の操作によって入力された情報を、基地局１１０，１２０およびＡＡＡサーバ１４０を介
してサービス管理サーバ１５０へ送信する。ここで、送信される情報には、当該利用者を
識別可能な電子メールアドレス等の利用者ＩＤ（Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）と、利
用者を認証するためのパスワードとが含まれ、必要に応じて氏名、電話番号、住所等の情
報が含まれる。
【００２１】
　基地局１２０は、通信事業者１３０によって設置された広範囲を無線通信範囲とするＷ
ｉＭＡＸ基地局（第１の基地局）である。また、基地局１２０は、端末１０１が基地局１
２０と通信可能な場所に存在する場合、通信事業者１３０を介して端末１０１を広域無線
ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）へ接続する。
【００２２】
　基地局１１０は、通信事業者１３０によってフリースポット提供店舗１００内に設置さ
れ、狭い範囲を無線通信範囲とするＷｉＭＡＸ基地局（第２の基地局）である。また、基
地局１１０は、端末１０１が基地局１１０と通信可能な場所に存在する場合、通信事業者
１３０を介して端末１０１をフリースポットへ接続する。また、基地局１１０は、ビーム
フォーミングを用いてフリースポット提供店舗１００内に電波が届くようにアンテナが設
定されている。つまり、端末１０１がフリースポット提供店舗１００内に存在する場合、
基地局１２０から送信された電波の端末１０１における受信強度よりも基地局１１０から
送信された電波の端末１０１における受信強度の方が強い。このため、フリースポット提
供店舗１００内に存在する端末１０１は、基地局１１０から送信された電波を選択し、基
地局１１０との間で通信を行う。また、フリースポット提供店舗１００外に存在する端末
１０１は、基地局１２０から送信された電波を選択し、基地局１２０との間で通信を行う
。また、端末１０１がフリースポット提供店舗１００内からフリースポット提供店舗１０
０外へ、または端末１０１がフリースポット提供店舗１００外からフリースポット提供店
舗１００内へ移動した際、端末１０１は通信する基地局１１０と基地局１２０との切り替
え（ハンドオーバー）を行う。
【００２３】
　ＡＡＡサーバ１４０は、基地局１１０，１２０と接続され、端末１０１の認証、承認、
課金を行う認証サーバである。また、ＡＡＡサーバ１４０は、端末１０１が通信を行って
いる基地局１１０，１２０を識別するための基地局識別情報をサービス管理サーバ１５０
へ送信する。これは、端末１０１から送信されてきた信号に含まれる基地局１１０，１２
０を識別するための基地局識別情報をサービス管理サーバ１５０へ送信するものである。
【００２４】
　サービス管理サーバ１５０は、通信事業者１３０内に設置されている情報処理装置であ
り、利用者認証機能と利用者アクセス制御機能と店舗認証機能との３つの機能を備えてい
る。
【００２５】
　利用者認証機能は、端末１０１から送信された利用者ＩＤとパスワードとをＡＡＡサー
バ１４０を介して受信し、当該利用者ＩＤとパスワードとに応じた利用者情報が利用者情
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報データベース１８０に存在するか否かを判定する。そして、利用者情報データベース１
８０に当該利用者情報が存在しない場合、利用者の登録処理を行う機能である。
【００２６】
　また、利用者アクセス制御機能は、利用者情報データベース１８０に利用者情報が存在
する場合、当該利用者が保有する利用者保有ポイント数によりアクセス可否を判定する。
そして、判定結果であるアクセス可否情報をＡＡＡサーバ１４０を介して端末１０１へ送
信する機能である。
【００２７】
　また、店舗認証機能とは、店舗端末２００－１～２００－ｎから送信されてきたキャン
ペーン情報やクーポン情報等を店舗情報データベース１９０へ登録する際に、店舗端末２
００－１～２００－ｎの認証を行う機能である。
【００２８】
　ここで、上述した「ポイント」について説明する。
【００２９】
　この「ポイント」は、利用者のフリースポット提供店舗１００の利用度（主にフリース
ポット提供店舗１００における商品やサービスの購入金額や来店頻度等）に応じてフリー
スポット提供店舗１００が利用者に対して付与するものである。利用者は、付与されたポ
イントを１ポイントあたり設定された時間分だけ通信事業者１３０との接続に利用できる
。また、ポイントの付与率（例えば、購入金額１００円ごとに１ポイント付与等）および
ポイントをフリースポット提供店舗１００にてどのように使用できるか（例えば、１ポイ
ント１円として商品購入時に１０ポイントから使用可能等）はフリースポット提供店舗１
００が自由に設定できる。
【００３０】
　また、ポイントは、通信事業者１３０との接続だけではなく、フリースポット提供店舗
１００での商品購入にも現金の代わりとして利用可能である。さらに、コンビニエンスス
トアやＣＤショップといったポイントの発行・使用のみ行い、フリースポットを提供しな
いような他業種店舗（この他業種店舗のことを以下、提携店舗と呼ぶ）のポイントとの相
互利用も可能である。そのため、通信事業者１３０と契約済みであり、通信事業者１３０
との接続が不要な店舗利用者にも同等のサービスを提供することができる。また、当該店
舗利用者がフリースポットサービスを利用した後、通信事業者１３０と契約を結んでも、
利用者にとっての本サービスの利用価値は失われない。
【００３１】
　また、ポイントは、利用者それぞれに割り当てられる利用者ＩＤに付与される。この利
用者ＩＤは、利用者がフリースポット提供店舗１００もしくは提供店舗を初めて利用する
ときに配布されるカードに記入されている。当該カードの利用者ＩＤに付与されたポイン
トはそのままでは利用不可能であり、フリースポット、あるいはフリー広域無線ＬＡＮ、
もしくは一般的なインターネットからサービスポータルサイトにアクセスし、電子メール
アドレスやパスワードといった利用者の個人情報を登録することにより、カードをアクテ
ィベートする必要がある。利用者は、店舗利用時にこのカードを提示することによりポイ
ントの確認、利用、受領が可能となる。
【００３２】
　このようなポイントシステムを実現するため、このポイントは、同じ通信事業者１３０
が提供する複数のフリースポット提供店舗１００及び提携店舗で共通のものとし、通信事
業者１３０が管理する。また、このポイントは、利用者の電子メールアドレスなどの利用
者ＩＤを用いて管理されるため、通信事業者１３０は、提携店舗利用者という新たな顧客
チャネルを構築することができる。
【００３３】
　また、Ｗｅｂサーバ１６０は、サービス管理サーバ１５０と接続されている情報処理装
置である。Ｗｅｂサーバ１６０は、端末１０１からの要求に応じて、端末１０１へ店舗ポ
ータル及びサービスポータルを提供する機能と、店舗端末２００－１～２００－ｎからの
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要求に応じて、店舗端末２００－１～２００－ｎへ店舗用管理・運用サイトを提供する機
能とを備えている。
【００３４】
　店舗ポータル及びサービスポータルは、各利用者の利用者情報（電子メールアドレスや
氏名等）の確認機能及び変更機能と、ポイント情報（利用者が保有する利用者保有ポイン
ト数と、そのポイントを用いて通信事業者１３０と接続可能な時間と、そのポイントを商
品購入に使用する場合何円分として使用可能であるか）、及び、利用者が今まで利用しポ
イントを得た店舗の各種情報（新商品情報、キャンペーン情報、クーポン等）の確認機能
と、フリースポット提供店舗１００や提携店舗の広告表示機能と、端末１０１が接続して
いる基地局１１０，１２０の基地局識別情報を基に、近隣のフリーサービス提供店舗１０
０や提携店舗の紹介及び時間単価の低いアクセスポイントの情報提供機能と、特定店舗内
でのオリジナルコンテンツの配布や販売機能とを備えている。
【００３５】
　店舗用管理・運用サイトは、店舗端末２００－１～２００－ｎからのみアクセス可能で
あり、店舗ポータル及びサービスポータルに記載する店舗情報及び端末１０１へ送信する
電子メール内容等の店舗情報の設定機能を備えている。
【００３６】
　メールサーバ１７０は、サービス管理サーバ１５０と接続されている情報処理装置であ
る。メールサーバ１７０は、利用者情報データベース１８０及び店舗情報データベース１
９０と連携し、店舗情報データベース１９０に記憶されている店舗の各種情報（新商品情
報、キャンペーン情報、クーポン情報）を含む電子メールを、店舗の利用者の電子メール
アドレスへ送信する機能を備えている。
【００３７】
　利用者情報データベース１８０は、ハードディスク等の記憶装置であり、端末１０１を
所有する利用者の基本情報を記憶する。例えば各利用者の利用者ＩＤ、パスワード、氏名
、電子メールアドレス、利用店舗ＩＤ、等を対応付けて記憶する。
【００３８】
　店舗情報データベース１９０は、ハードディスク等の記憶装置であり、店舗端末２００
－１～２００－ｎが設置されている各店舗の基本情報を記憶する。例えば各店舗の店舗Ｉ
Ｄ、パスワード、店舗の属性（喫茶店、コンビニエンスストア、書店、等）、店舗名、住
所、キャンペーン情報、新商品情報、クーポン情報、店舗を利用している利用者の利用者
ＩＤリスト、等を対応付けて記憶する。また、当該店舗にて商品やサービスが購入された
場合の購入金額に対するポイント数を記憶する。また、ポイントに対する端末１０１と通
信事業者１３０との接続可能時間を示す接続時間情報を記憶する。
【００３９】
　店舗端末２００－１～２００－ｎは、フリーホットスポット提供店舗１００とその他の
提携店舗、例えばコーヒーショップ、コンビニエンスストア、書店、等に設置されている
パーソナルコンピュータ等の情報処理装置である。店舗端末２００－１～２００－ｎは、
専用線でサービス管理サーバ１５０と接続されている。また、店舗端末２００－１～２０
０－ｎは、店舗に一意に割り当てられた店舗ＩＤと、店舗利用者の利用者ＩＤと、利用者
の購入金額とをサービス管理サーバ１５０へ送信する機能と、サービス管理サーバ１５０
へ問い合わせて利用者ＩＤが保有する利用者保有ポイント数を参照及び更新する機能とを
備えている。
【００４０】
　図２は、図１に示したＡＡＡサーバ１４０の内部構成の一例を示す図である。
【００４１】
　図１に示したＡＡＡサーバ１４０には図２に示すように、基地局通信部１４１と、認証
部１４２と、処理部１４３と、サーバ通信部１４４とが設けられている。
【００４２】
　基地局通信部１４１は、基地局１１０，１２０との間にて通信を行う。また、基地局通
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信部１４１は、基地局１１０，１２０を介して端末１０１から送信されてきた利用者ＩＤ
やパスワード等の認証情報を認証部１４２へ出力する。また、基地局通信部１４１は、基
地局１１０，１２０を介して端末１０１から送信されてきたその他の信号を処理部１４３
へ出力する。また、処理部１４３から出力された信号を基地局１１０，１２０を介して端
末１０１へ送信する。
【００４３】
　認証部１４２は、基地局通信部１４１から出力された認証情報に基づいて、端末１０１
（利用者）の認証を行い、認証結果を処理部１４３へ出力する。
【００４４】
　処理部１４３は、認証部１４２から出力された認証結果が、端末１０１（利用者）の認
証に成功したものである場合、基地局通信部１４１から出力された信号に所定の処理を行
い、サーバ通信部１４４へ出力する。また、処理部１４３は、当該認証結果が成功したも
のである場合、サーバ通信部１４４から出力された信号に所定の処理を行い、基地局通信
部１４１へ出力する。
【００４５】
　サーバ通信部１４４は、処理部１４３から出力された信号をサービス管理サーバ１５０
へ送信する。また、サーバ通信部１４４は、サービス管理サーバ１５０から送信されてき
た信号を処理部１４３へ出力する。
【００４６】
　なお、図２には、図１に示したＡＡＡサーバ１４０が有する構成要素のうち、本発明に
関わる構成要素のみを示した。
【００４７】
　図３は、図１に示したサービス管理サーバ１５０の内部構成の一例を示す図である。
【００４８】
　図１に示したサービス管理サーバ１５０には図３に示すように、サーバ通信部１５１と
、処理部１５２と、端末位置判定部１５３と、利用者情報取得部１５４と、店舗情報取得
部１５５と、接続時間取得部１５６とが設けられている。
【００４９】
　サーバ通信部１５１は、ＡＡＡサーバ１４０，Ｗｅｂサーバ１６０またはメールサーバ
１７０から送信されてきた信号のうち、基地局１１０，１２０を識別するための基地局識
別情報を端末位置判定部１５３へ出力する。また、サーバ通信部１５１は、ＡＡＡサーバ
１４０から送信されてきたその他の信号を処理部１５２へ出力する。また、サーバ通信部
１５１は、処理部１５２から出力された信号をＡＡＡサーバ１４０またはＷｅｂサーバ１
６０またはメールサーバ１７０へ送信する。また、サーバ通信部１５１は、店舗端末２０
０－１～２００－ｎから送信されてきた信号を処理部１５２へ出力する。このとき、店舗
端末２００－１～２００－ｎから送信されてくる信号には、店舗端末２００－１～２００
－ｎそれぞれ固有に付与された店舗識別情報（店舗ＩＤ）が付与されている。また、サー
バ通信部１５１は、処理部１５２から出力された信号を店舗端末２００－１～２００－ｎ
へ送信する。
【００５０】
　処理部１５２は、サーバ通信部１５１から出力された信号に所定の処理を行う。処理部
１５２は、処理した信号が、利用者の情報を要求する利用者情報要求信号である場合、当
該利用者情報要求信号を利用者情報取得部１５４へ出力する。また、利用者情報取得部１
５４から出力された利用者情報に所定の処理を行い、サーバ通信部１５１へ出力する。ま
た、処理部１５２は、処理した信号が、店舗の情報を要求する店舗情報要求信号である場
合、当該店舗情報要求信号を店舗情報取得部１５５へ出力する。また、店舗情報取得部１
５５から出力された店舗情報に所定の処理を行い、サーバ通信部１５１へ出力する。また
、処理部１５２は、処理した信号が、接続時間の情報を要求する接続時間要求信号である
場合、当該接続時間要求信号を接続時間取得部１５６へ出力する。また、接続時間取得部
１５６から出力された接続時間を示す情報に所定の処理を行い、サーバ通信部１５１へ出
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力する。
【００５１】
　端末位置判定部１５３は、サーバ通信部１５１から出力された基地局識別情報に基づい
て、端末１０１がフリースポット提供店舗１００の中にいるのか外にいるのかを判定する
。端末位置判定部１５３には、基地局１１０，１２０が、フリースポット提供店舗１００
の中で通信を行うように設置されたものなのか、それともフリースポット提供店舗１００
の外で通信を行うように設置されたものなのかがあらかじめ設定されている。この設定内
容と、サーバ通信部１５１から出力された基地局情報とに基づいて、端末１０１がフリー
スポット提供店舗１００の中にいるのか外にいるのかを判定する。そして、判定結果を接
続時間取得部１５６へ出力する。
【００５２】
　利用者情報取得部１５４は、処理部１５２から利用者情報要求信号が出力されてきた場
合、利用者情報データベース１８０から利用者情報を取得する。また、利用者情報取得部
１５４は、取得した利用者情報を処理部１５２へ出力する。
【００５３】
　店舗情報取得部１５５は、処理部１５２から店舗情報要求信号が出力されてきた場合、
店舗情報データベース１９０から店舗情報を取得する。また、店舗情報取得部１５５は、
取得した店舗情報を処理部１５２へ出力する。
【００５４】
　接続時間取得部１５６は、処理部１５２から接続時間要求信号が出力されてきた場合、
端末位置判定部１５３から出力されてきた判定結果に基づいて、店舗情報データベース１
９０から接続時間を示す情報を取得する。また、接続時間取得部１５６は、取得した接続
時間を示す情報を処理部１５２へ出力する。
【００５５】
　なお、図３には、図１に示したサービス管理サーバ１５０が有する構成要素のうち、本
発明に関わる構成要素のみを示した。
【００５６】
　図４は、図１に示した利用者情報データベース１８０に記憶された利用者情報の一例を
示す図である。
【００５７】
　図１に示した利用者情報データベース１８０には図４に示すように、利用者ＩＤを示す
ＩＤと、パスワードと、電子メールアドレスと、ポイント数とが対応付けられて記憶され
ている。ここでポイント数は、上述した利用者保有ポイント数である。
【００５８】
　例えば、ＩＤ「０００００００１」と、パスワード「ａａａａａ」と、電子メールアド
レス「ＡＡＡ＠ｘｘｘ．ｎｅ．ｊｐ」と、ポイント数「７８」とが対応付けられて記憶さ
れている。これは、ＩＤ「０００００００１」が記入されたカードを所有した利用者を認
証するためのパスワードは「ａａａａａ」であり、当該利用者の電子メールアドレスは「
ＡＡＡ＠ｘｘｘ．ｎｅ．ｊｐ」であり、当該利用者の利用者保有ポイント数は「７８」で
あることを示している。また、ＩＤ「０００００００２」と、パスワード「ｂｂｂｂｂ」
と、電子メールアドレス「ＢＢＢ＠ｙｙｙ．ｎｅ．ｊｐ」と、ポイント数「１５６」とが
対応付けられて記憶されている。これは、ＩＤ「０００００００２」が記入されたカード
を所有した利用者を認証するためのパスワードは「ｂｂｂｂｂ」であり、当該利用者の電
子メールアドレスは「ＢＢＢ＠ｙｙｙ．ｎｅ．ｊｐ」であり、当該利用者の利用者保有ポ
イント数は「１５６」であることを示している。
【００５９】
　図５は、図１に示した店舗情報データベース１９０に記憶された接続時間情報の一例を
示す図である。
【００６０】
　図１に示した店舗情報データベース１９０には図５に示すように、ポイント数と、ポイ
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ント毎接続可能時間とが対応付けられて記憶されている。さらに、ポイント毎接続可能時
間は、端末１０１がフリースポット提供店舗１００の中にいる場合と外にいる場合とが記
憶されている。
【００６１】
　例えば、ポイント数「１～１００」と、店舗内のポイント毎接続可能時間（第２の接続
時間）「１分」と、店舗外のポイント毎接続可能時間（第１の接続時間）「３分」とが対
応付けられて記憶されている。これは、保有しているポイント数が「１～１００」である
利用者（端末１０１）が、フリースポット提供店舗１００の中にいる場合に通信事業者１
３０を介してネットワーク（フリースポット）と接続できる時間がポイント毎に「１分間
」であり、フリースポット提供店舗１００の外にいる場合に通信事業者１３０を介してネ
ットワーク（広域無線ＬＡＮ）と接続できる時間がポイント毎に「３分間」であることを
示している。また、ポイント数「１０１～２００」と、店舗内のポイント毎接続可能時間
「２分」と、店舗外のポイント毎接続可能時間「６分」とが対応付けられて記憶されてい
る。これは、保有しているポイント数が「１０１～２００」である利用者（端末１０１）
が、フリースポット提供店舗１００の中にいる場合に通信事業者１３０を介してネットワ
ーク（フリースポット）と接続できる時間がポイント毎に「２分間」であり、フリースポ
ット提供店舗１００の外にいる場合に通信事業者１３０を介してネットワーク（広域無線
ＬＡＮ）と接続できる時間がポイント毎に「６分間」であることを示している。
【００６２】
　このように、端末１０１がフリースポット提供店舗１００の中にいる場合の接続可能時
間よりも、端末１０１がフリースポット提供店舗１００の外にいる場合の接続可能時間の
方が長い時間に設定されている。
【００６３】
　以下に、本形態におけるサービス提供方法について説明する。
【００６４】
　図６は、本形態におけるサービス提供方法のうち端末１０１と通信事業者１３０（ネッ
トワーク）との接続方法を説明するためのフローチャートである。
【００６５】
　まず、端末１０１によって基地局１１０，１２０が検出されると（ステップＳ１）、端
末１０１にサービスログイン画面が表示される（ステップＳ２）。
【００６６】
　利用者がサービスを受けるための利用者ＩＤをまだ所有していない場合、すなわち、利
用者ＩＤが記入されたカードを所有していない場合（ステップＳ３）、当該利用者は本サ
ービスを利用することができないためサービスを終了する。
【００６７】
　利用者が利用者ＩＤを所有している場合、当該利用者の利用者情報が利用者情報データ
ベース１８０に登録済みであれば（ステップＳ４）、利用者がサービスポータルサイト上
で利用者ＩＤとパスワードとを入力することにより、ログイン処理が行われる（ステップ
Ｓ５）。このログイン処理は、利用者が端末１０１に入力した利用者ＩＤとパスワードと
が通信事業者１３０へ送信され、サービス管理サーバ１５０の利用者情報取得部１５４に
よって利用者情報データベース１８０に記憶されている利用者ＩＤとパスワードとが取得
され、処理部１５２によってそれらが比較される一般的なものである。
【００６８】
　一方、利用者情報が未登録であれば、利用者が利用者情報の登録をするか否かを選択し
（ステップＳ６）、利用者が利用者情報の登録をしない場合はサービスを終了する。また
、利用者が利用者情報の登録をする場合は登録処理が行われる（ステップＳ７）。この利
用者が利用者情報の登録をするか否かを選択するには、端末１０１に選択画面が表示され
、利用者が当該選択画面を選択することによる。また、登録処理は、端末１０１から利用
者ＩＤとパスワード等の利用者情報データベース１８０に登録すべき利用者情報が登録さ
れるものである。
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【００６９】
　ステップＳ５のログイン処理またはステップＳ７の登録処理が完了すると、サービス管
理サーバ１５０によって利用者情報データベース１８０が参照され、受信した利用者ＩＤ
が保有するポイント数が確認される（ステップＳ８）。
【００７０】
　利用者ＩＤが保有するポイントが無い場合、端末１０１へ接続不可である旨を示す接続
不可メッセージが送信され、端末１０１に当該接続不可メッセージが表示される（ステッ
プＳ９）。そして、端末１０１にサービスポータルが表示される（ステップＳ１０）。し
かし、このサービスポータル以外へはアクセス制限がかけられる。
【００７１】
　一方、利用者ＩＤがポイントを保有している場合は、基地局１１０，１２０からＡＡＡ
サーバ１４０を介して送信されてくる基地局識別情報に基づいて、端末１０１がフリース
ポット提供店舗１００の中にいるか外にいるかが端末位置判定部１５３にて判定される（
ステップＳ１１）。これは、基地局識別情報が基地局１１０のものである場合、端末１０
１がフリースポット提供店舗１００の中にいると判定される。また、基地局識別情報が基
地局１２０のものである場合、端末１０１がフリースポット提供店舗１００の外にいると
判定される。
【００７２】
　その後、端末１０１がフリースポット提供店舗１００の中にいると判定された場合、ま
たは端末１０１がフリースポット提供店舗１００の外にいると判定された場合、接続時間
が接続時間取得部１５６によって店舗情報データベース１９０から取得される（ステップ
Ｓ１２，Ｓ１５）。この取得された接続時間が処理部１５２に設定される。
【００７３】
　ステップＳ１２にて接続時間が処理部１５２に設定されると、設定された時間で端末１
０１が通信事業者１３０によってフリースポットへ接続される（ステップＳ１３）。する
と、通信事業者１３０によって、端末１０１に店舗ポータルが表示される（ステップＳ１
４）。
【００７４】
　また、ステップＳ１５にて接続時間が処理部１５２に設定されると、設定された時間で
端末１０１が通信事業者１３０によって広域無線ＬＡＮへ接続される（ステップＳ１６）
。すると、通信事業者１３０によって、端末１０１にサービスポータルが表示される（ス
テップＳ１７）。
【００７５】
　その後、後述するアクセス制御フローへ移る（フローチャートの「ａ」）。
【００７６】
　図７は、本形態におけるサービス提供方法のうち端末１０１のアクセス制御方法を説明
するためのフローチャートである。
【００７７】
　ＡＡＡサーバ１４０によって端末１０１を常時監視することにより端末１０１のハンド
オーバーが検出されたかどうかが判定される（ステップＳ２１）。
【００７８】
　ＡＡＡサーバ１４０によって端末１０１のハンドオーバーが検出されたと判定された場
合、当該ハンドオーバーがフリースポット提供店舗１００の中と外とを跨ぐハンドオーバ
ーであるかどうかがサービス管理サーバ１５０によって判定される（ステップＳ２２）。
これは、ＡＡＡサーバ１４０から送信されてくる基地局識別情報に基づいて端末位置判定
部１５３によって端末１０１の位置がフリースポット提供店舗１００の中であるか外であ
るかが判定されることによる。
【００７９】
　ハンドオーバーがフリースポット提供店舗１００の中と外とを跨ぐハンドオーバーであ
ると判定された場合、接続時間取得部１５６によって相当するポイント毎の接続可能時間
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が店舗情報データベース１９０から取得される（ステップＳ２３）。
【００８０】
　また、ハンドオーバーがフリースポット提供店舗１００の中と外とを跨ぐハンドオーバ
ーではないと判定された場合は、接続可能時間に変更がないため、あらたに店舗情報デー
タベース１９０から接続可能時間は取得されない。
【００８１】
　すると、当該利用者の保有ポイント数が利用者情報取得部１５４によって利用者情報デ
ータベース１８０から取得され、処理部１５２によって確認されて、保有ポイント数に応
じた残り接続可能時間があるかどうかが処理部１５２にて判定される（ステップＳ２４）
。
【００８２】
　残り接続可能時間があると判定された場合、フリースポットまたは広域無線ＬＡＮと接
続されている端末１０１の残り接続可能時間が、あらかじめ設定された閾値よりも短いか
どうかが、サービス管理サーバ１５０によって判定される（ステップＳ２５）。
【００８３】
　フリースポットまたは広域無線ＬＡＮと接続されている端末１０１の残り接続可能時間
が、あらかじめ設定された閾値よりも短いと判定された場合、サービス管理サーバ１５０
によって端末１０１に残り接続可能時間が短いことを示す警告メッセージが表示される（
ステップＳ２６）。その後、ステップＳ２１の処理が行われる。
【００８４】
　また、フリースポットまたは広域無線ＬＡＮと接続されている端末１０１の残り接続可
能時間が、あらかじめ設定された閾値よりも短くはないと判定された場合は、ステップＳ
２６の警告メッセージ表示は行われずに、ステップＳ２１の処理が行われる。
【００８５】
　一方、ステップＳ２４にて、残り接続可能時間がないと判定された場合は、サービス管
理サーバ１５０によって端末１０１に切断する旨を示す切断メッセージが表示され（ステ
ップＳ２７）、切断処理が行われる（ステップＳ２８）。
【００８６】
　次に、店舗端末２００－１～２００－ｎによる利用者保有ポイント数の確認、利用、及
びポイント付与時の、サービス管理サーバ１５０によって実行される処理について説明す
る。
【００８７】
　図８は、店舗端末２００－１～２００－ｎによる利用者保有ポイント数の確認時の、サ
ービス管理サーバ１５０によって実行される処理を説明するためのフローチャートである
。
【００８８】
　まず、サービス管理サーバ１５０にて、店舗端末２００－１～２００－ｎから利用者の
保有するポイント数の確認要求であるポイント確認要求及びポイント確認に必要な利用者
ＩＤと店舗ＩＤとが受信されると（ステップＳ３１）、利用者情報取得部１５４によって
利用者情報データベース１８０が参照され、当該利用者ＩＤと対応付けられたポイント数
が取得される。また、店舗情報取得部１５５によって店舗情報データベース１９０が参照
され、店舗内・外で端末１０１が接続可能な時間と、換算金額とが確認される（ステップ
Ｓ３２）。そして、それらの情報が店舗ＩＤを持つ店舗端末２００－１～２００－ｎへサ
ービス管理サーバ１５０から送信される（ステップＳ３３）。
【００８９】
　図９は、店舗端末２００－１～２００－ｎによる利用者保有ポイント数の利用時の、サ
ービス管理サーバ１５０によって実行される処理を説明するためのフローチャートである
。
【００９０】
　まず、サービス管理サーバ１５０へ店舗端末２００－１～２００－ｎからポイントを利
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用する要求であるポイント利用要求及びポイント利用に必要な利用者ＩＤと店舗ＩＤと利
用者の購入金額が受信されると（ステップＳ４１）、店舗情報取得部１５５によって店舗
情報データベース１９０から取得された情報に基づいて、当該購入金額に応じたポイント
数が処理部１５２によって算出される。そして、利用者情報取得部１５４によって利用者
情報データベース１８０から取得された当該利用者ＩＤと対応付けられたポイント数から
、処理部１５２によって算出されたポイント数が減算される（ステップＳ４２）。
【００９１】
　そして、使用したポイント数と残りのポイント数とがサービス管理サーバ１５０から当
該店舗ＩＤを持つ店舗端末２００－１～２００－ｎへ送信される（ステップＳ４３）。
【００９２】
　図１０は、店舗端末２００－１～２００－ｎによる利用者保有ポイント数の付与時の、
サービス管理サーバ１５０によって実行される処理を説明するためのフローチャートであ
る。
【００９３】
　まず、サービス管理サーバ１５０によって店舗端末２００－１～２００－ｎからポイン
トを加算する要求であるポイント加算要求及びポイント加算に必要な利用者ＩＤと店舗Ｉ
Ｄと利用者の支払い金額とが受信されると（ステップＳ５１）、店舗情報取得部１５５に
よって店舗情報データベース１９０から店舗情報が取得される。そして、取得された店舗
情報に含まれる受信した店舗ＩＤを持つ店舗端末におけるポイント発行条件に基づいて、
発行するポイント数が処理部１５２にて算出される（ステップＳ５２）。その後、算出さ
れたポイント数が、利用者情報取得部１５４によって利用者情報データベース１８０へ登
録される（ステップＳ５３）。
【００９４】
　なお、ポイント利用要求もポイント加算要求も受信しない場合、つまり、利用者が保有
するポイント数を確認するに留まった場合は、ポイント減算処理やポイント登録処理は行
わず、ポイント数と、接続可能時間と、換算金額情報を店舗端末へ送信した時点でサービ
スを終了する。
【００９５】
　次に、店舗端末２００－１～２００－ｎを用いて店舗用管理・運営サイトにアクセス及
び、キャンペーン情報の登録や、ポイント付与率の変更や、利用者へ配信するメール内容
の設定や、自店でポイントを利用した利用者情報の確認といった店舗用各種機能を利用す
る際の、サービス管理サーバ１５０によって実行される処理について説明する。
【００９６】
　図１１は、店舗端末２００－１～２００－ｎを用いて店舗用管理・運営サイトにアクセ
ス及び、キャンペーン情報の登録や、ポイント付与率の変更や、利用者へ配信するメール
内容の設定や、自店でポイントを利用した利用者情報の確認といった店舗用各種機能を利
用する際の、サービス管理サーバ１５０によって実行される処理を説明するためのフロー
チャートである。
【００９７】
　まず、サービス管理サーバ１５０によって、店舗端末２００－１～２００－ｎからサイ
トアクセス要求及び、店舗ＩＤとパスワードとが受信されると（ステップＳ６１）、サー
ビス管理サーバ１５０にて、受信した店舗ＩＤとパスワードとを用いて店舗端末２００－
１～２００－ｎの認証が行われる（ステップＳ６２）。
【００９８】
　店舗端末２００－１～２００－ｎがサービス管理サーバ１５０によって認証されると、
サービス管理サーバ１５０によって、店舗端末２００－１～２００－ｎの店舗用管理・運
営サイトへのアクセスが許可され、記各種機能がサービス管理サーバ１５０から店舗端末
２００－１～２００－ｎへ提供される（ステップＳ６３）。
【００９９】
　このように、本発明では、端末１０１がフリースポット提供店舗１００内にいるのか、
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もしくはフリースポット提供店舗１００外にいるのかを判断する機能を持つ。具体的なフ
リースポット提供店舗１００内外判定は、端末１０１がフリースポット提供店舗１００内
のフリースポットからネットワークに接続しているのか、それとも広域無線ＬＡＮ網から
ネットワークに接続しているのかを通信事業者１３０事業者側に設置するＡＡＡサーバ１
４０で常時監視することにより行われる。
【０１００】
　従来のＷｉ－Ｆｉ通信では、利用者がどのアクセスポイントから接続しているのかを把
握することはできたが、フリースポット提供店舗１００を丁度覆うようなアクセスポイン
トを設置することが難しかったため、アクセスポイントによるフリースポット提供店舗１
００内外の判定は困難であった。
【０１０１】
　しかし、上述したように、本発明におけるＷｉＭＡＸフリースポットは、超小型基地局
である基地局１１０が、ビームフォーミングによりフリースポット提供店舗１００を丁度
囲むように設置されている。そのため、端末１０１が利用している基地局情報を基に端末
１０１がフリースポット提供店舗１００内にいるかフリースポット提供店舗１００外にい
るかを判定することが容易になる。
【０１０２】
　このフリースポット提供店舗１００内外判定機能により、サービス管理サーバー１５０
側での端末１０１のフリースポット提供店舗１００内からフリースポット提供店舗１００
外へのハンドオーバー検知や、フリースポット利用者への各店舗独自のサービスやコンテ
ンツ提供等が可能となる。
【０１０３】
　また、本発明では、端末１０１がフリースポット提供店舗１００内のフリースポットか
らフリースポット提供店舗１００外の広域無線ＬＡＮ網へ移動することを促す機能を持つ
。
【０１０４】
　具体的な方法としては、広域無線ＬＡＮ網で１ポイントにつき接続可能な時間を、フリ
ースポットで１ポイントにつき接続可能な時間よりも長く設定する。例えば、フリースポ
ット提供店舗１００内のフリースポットでは利用者が保有するポイント１ポイントにつき
１分間の接続が可能だが、フリースポット提供店舗１００外では１ポイントにつき３分間
接続できるようになる。これにより、フリースポット提供店舗１００内で接続するよりも
フリースポット提供店舗１００外で接続した方が同ポイントで長時間接続可能となる。そ
のため、フリースポット提供店舗１００外での接続にもメリットを持たせることが可能と
なり、フリースポット提供店舗１００内フリースポット利用者の店内停滞を軽減できる。
また、このフリースポット提供店舗１００外の接続可能時間の利点を端末１０１に表示さ
せるものであっても良い。
【０１０５】
　図１２は、フリースポット提供店舗１００外の接続可能時間の利点を端末１０１に表示
させた場合の端末１０１における表示画面の一例を示す図である。
【０１０６】
　図１２に示すように、端末１０１に「店舗の中での接続時間は１０分間ですが、店舗の
外に出ると２０分間、接続可能です。」というフリースポット提供店舗１００外の接続可
能時間の利点を表示させることにより、利用者がフリースポット提供店舗１００外へ移動
することを促すものであっても良い。
【０１０７】
　また、１ポイントにつき接続可能な時間である利用ポイント率の設定変更は、端末１０
１がどの基地局１１０，１２０を利用しているかを管理しているＡＡＡサーバ１４０が、
端末１０１のフリースポット提供店舗１００内からフリースポット提供店舗１００外への
ハンドオーバーもしくはフリースポット提供店舗１００外からフリースポット提供店舗１
００内へのハンドオーバーを検知したときに、サービス管理サーバ１５０が設定を切り替
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えることにより瞬時に行うことが可能である。
【０１０８】
　また、利用者を広域無線ＬＡＮ網へ移動することを促す別の手段として、端末１０１が
、フリースポット提供店舗１００内のフリースポットからフリースポット提供店舗１００
外の広域無線ＬＡＮ網へハンドオーバーしたことをＡＡＡサーバ１４０が検知すると、そ
の端末１０１へハンドオーバー奨励ポイントを付与するといった方法であっても良い。
【０１０９】
　また、本発明では、利用者用ポータルサイトと、店舗用管理・運用サイトが用意されて
いる。
【０１１０】
　利用者に向けて提供されるポータルサイトは、利用者がフリースポットを利用している
ときは、フリースポットを提供している店舗のポータルサイトである店舗ポータルが選択
され、端末１０１に表示される。また、利用者が広域無線ＬＡＮを利用しているときは、
本サービスのポータルサイトであるサービスポータルが自動的に選択され、端末１０１に
表示される。
【０１１１】
　店舗ポータルは、フリースポット提供店舗の各種キャンペーン情報、クーポン情報、新
商品情報等の配信の他、特定店舗内でのオリジナルコンテンツの配布や販売も可能である
。
【０１１２】
　サービスポータルは、端末１０１が接続している基地局１１０，１２０の基地局情報を
基に、近隣のフリースポット提供店舗や提携店舗情報の配信の他、トップページには、フ
リースポット提供店舗１００と提携店舗の中から、直近のある一定期間（先週、先月、等
）に一番多くのポイントを付与した企業の広告を表示する。これにより、店舗間や企業間
の競争原理を働かせ、提携店舗やスポンサー企業を取り込むことができる。
【０１１３】
　また、サービスポータルサイトは、インターネットに接続されている端末であれば、本
発明の広域無線ＬＡＮ網やフリースポット以外からでもアクセス可能である。そのため、
利用者は、自宅のインターネット接続や携帯電話からでも自身が保有するポイント数の確
認や、キャンペーン情報等を確認することができる。
【０１１４】
　また、店舗ポータル及びサービスポータルのどちらにおいても、利用者は、ポイント情
報（利用者が保有するポイント数と、そのポイントを用いてフリースポットとフリー広域
無線ＬＡＮとにそれぞれ接続可能な時間と、そのポイントを商品購入に使用する場合何円
分として使用可能であるか）と、利用者が今まで利用しポイントを得た店舗の各種情報（
新商品情報、キャンペーン情報、クーポン、等）とを確認することができる。
【０１１５】
　店舗用管理・運営サイトは、店舗端末２００－１～２００－ｎからのみ、店舗ＩＤと店
舗パスワードとによる認証を行うことでアクセス可能なウェブページである。店舗用管理
・運営サイトは、キャンペーン情報やクーポン情報の登録と、ポイント付与率の変更と、
利用者へ配信するメール内容の設定等が行えるほか、日単位で更新される、自店で獲得し
た利用者情報や自店でポイントを利用した利用者情報を確認することができる。
【０１１６】
　なお、上述したサービス管理サーバ１５０の処理は、目的に応じて作製された論理回路
で行うようにしても良い。また、処理内容を手順として記述したプログラムをサービス管
理サーバ１５０にて読取可能な記録媒体に記録し、この記録媒体に記録されたプログラム
をサービス管理サーバ１５０に読み込ませ、実行するものであっても良い。サービス管理
サーバ１５０にて読取可能な記録媒体とは、フロッピーディスク（登録商標）、光磁気デ
ィスク、ＤＶＤ、ＣＤなどの移設可能な記録媒体の他、サービス管理サーバ１５０に内蔵
されたＲＯＭ、ＲＡＭ等のメモリやＨＤＤ等を指す。この記録媒体に記録されたプログラ
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ムは、サービス管理サーバ１５０内のＣＰＵ（不図示）にて読み込まれ、ＣＰＵの制御に
よって、上述したものと同様の処理が行われる。ここで、ＣＰＵは、プログラムが記録さ
れた記録媒体から読み込まれたプログラムを実行するコンピュータとして動作するもので
ある。
【０１１７】
　以上説明したように、本発明には以下の効果ある。
【０１１８】
　第１の効果は、本発明のフリースポット及びフリー広域無線ＬＡＮサービス方法により
、フリースポット提供店舗の外でも広域無線ＬＡＮ網内であればフリー広域無線ＬＡＮ接
続が提供可能となり、店舗利用者の流動性が高まることである。
【０１１９】
　第２の効果は、店舗内・外でのポイント消化率（１ポイントで接続可能な時間）を変え
ることにより、店舗外での接続にメリットを持たせることが可能になることである。
【０１２０】
　第３の効果は、店内の混雑により店内でフリースポットを利用できない場合でも、店外
でフリー広域無線ＬＡＮ接続が可能であり、また、接続権をポイントとしてためておくこ
とも可能であるためフリースポットサービスを店舗利用者に平等に提供できることである
。
【０１２１】
　第４の効果は、座席のないコンビニエンスストア等の提携店舗でも無料アクセスを店舗
利用の付加価値サービスとして提供できるようになることにより、ＷｉＭＡＸ等の通信事
業者にとって新しいプロモーションチャネルの構築となり、ＷｉＭＡＸ等の通信事業の拡
大に繋がることである。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】本発明の通信システムの一形態を示す図である。
【図２】図１に示したＡＡＡサーバの内部構成の一例を示す図である。
【図３】図１に示したサービス管理サーバの内部構成の一例を示す図である。
【図４】図１に示した利用者情報データベースに記憶された利用者情報の一例を示す図で
ある。
【図５】図１に示した店舗情報データベースに記憶された接続時間情報の一例を示す図で
ある。
【図６】本形態におけるサービス提供方法のうち端末と通信事業者（ネットワーク）との
接続方法を説明するためのフローチャートである。
【図７】本形態におけるサービス提供方法のうち端末のアクセス制御方法を説明するため
のフローチャートである。
【図８】店舗端末による利用者保有ポイント数の確認時の、サービス管理サーバによって
実行される処理を説明するためのフローチャートである。
【図９】店舗端末による利用者保有ポイント数の利用時の、サービス管理サーバによって
実行される処理を説明するためのフローチャートである。
【図１０】店舗端末による利用者保有ポイント数の付与時の、サービス管理サーバによっ
て実行される処理を説明するためのフローチャートである。
【図１１】店舗端末を用いて店舗用管理・運営サイトにアクセス及び、キャンペーン情報
の登録や、ポイント付与率の変更や、利用者へ配信するメール内容の設定や、自店でポイ
ントを利用した利用者情報の確認といった店舗用各種機能を利用する際の、サービス管理
サーバによって実行される処理を説明するためのフローチャートである。
【図１２】フリースポット提供店舗外の接続可能時間の利点を端末に表示させた場合の端
末における表示画面の一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１２３】



(19) JP 2010-118840 A 2010.5.27

10

　１００　　フリースポット提供端末
　１０１　　端末
　１１０，１２０　　基地局
　１３０　　通信事業者
　１４０　　ＡＡＡサーバ
　１４１　　基地局通信部
　１４２　　認証部
　１４３，１５２　　処理部
　１４４，１５１　　サーバ通信部
　１５０　　サービス管理サーバ
　１５３　　端末位置判定部
　１５４　　利用者情報取得部
　１５５　　店舗情報取得部
　１５６　　接続時間取得部
　１６０　　Ｗｅｂサーバ
　１７０　　メールサーバ
　１８０　　利用者情報データベース
　１９０　　店舗情報データベース
　２００－１～２００－ｎ　　店舗端末

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(20) JP 2010-118840 A 2010.5.27

【図６】 【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

