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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
通信又はネットワークに連結することなく、周辺のユーザ端末のディテクト情報のみを探
知するディテクト手段と、前記ディテクト手段の制御及び情報受信のためのインターフェ
ースを提供するアプリケーションとを備えた探索端末；及び
  前記ディテクト手段から近距離に位置する周辺のユーザ端末のディテクト情報を受信し
、前記ディテクト情報と一致する周辺のユーザ端末を抽出して識別する情報提供サーバ；
 を含み、
前記ディテクト手段は、
近距離通信識別子であるブルートゥース（登録商標）のＭＡＣアドレス（Bｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ　Ｍａｃ aｄｄｒｅｓｓ）を通じて、近距離通信カバー範囲内の周辺のユーザ端末の
探知を行う近距離通信モジュールで構成され、
　前記ブルートゥースのＭＡＣアドレスによるディテクト情報の探知において、前記情報
提供サーバのディテクト活性化モジュールによって、周辺のユーザ端末のブルートゥース
モジュールを活性化するプッシュアラームが生成され伝送された状態で、周辺のユーザ端
末とのペアリングなしで、機器の探索モードにおいて周辺のユーザ端末の固有の識別情報
であるブルートゥースのＭＡＣアドレスのみをディテクト情報として探知することを特徴
とする近距離ユーザ識別システム。
【請求項２】
 前記情報提供サーバは、
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前記探索端末からユーザ探索要請を受信する場合、前記探索端末の認証を通じてユーザ探
索要請を受け付ける探索要請管理部と、前記ユーザ探索要請により前記探索端末のディテ
クト手段で探知された周辺のユーザ端末のディテクト情報を、保存された会員情報と比較
して一致するユーザ端末を抽出し、近距離ユーザを識別するユーザ情報提供部と、登録さ
れた会員情報を保存管理するデータベースと、を含むことを特徴とする請求項１に記載の
近距離ユーザ識別システム。
【請求項３】
  請求項１又は２に記載の近距離ユーザ識別システムを用いた近距離ユーザ基盤の情報提
供システムであって、
  前記探索端末は、
ユーザ探索要請及び公開情報受信のためのインターフェースを提供するソーシャルアプリ
ケーションを備えたクライアント端末で構成され、
  前記ソーシャルアプリケーションは、
ユーザ探索要請を前記情報提供サーバに伝送し、前記ディテクト手段による探知を制御し
、ディテクト情報を前記情報提供サーバに伝送して、前記情報提供サーバから送信された
ユーザの公開情報を受信するインターフェースを提供し、
  前記情報提供サーバは、クライアントからユーザ探索要請を受信する場合、クライアン
トの認証を通じてユーザ探索要請を受け付ける探索要請管理部と、ユーザ探索要請により
前記クライアント端末のディテクト手段で探知された周辺のユーザ端末のディテクト情報
を、保存された会員情報と比較して一致するユーザ端末を抽出し、該当ユーザの公開情報
を前記クライアントに提供するユーザ情報提供部と、登録されたユーザ情報を保存管理す
るデータベースと、を含むことを特徴とする近距離ユーザ基盤の情報提供システム。
【請求項４】
  前記ユーザ情報提供部は、
  前記クライアント端末で探知されたディテクト情報を受信するディテクト情報受信モジ
ュールと、
  受信されたディテクト情報をデータベースに保存された会員情報と比較して一致するユ
ーザを抽出し、前記ユーザの公開情報を前記クライアント端末に伝送するユーザ情報提供
モジュールと、を含むことを特徴とする請求項３に記載の近距離ユーザ基盤の情報提供シ
ステム。
【請求項５】
  請求項１又は２に記載の近距離ユーザ識別システムを用いた近距離ユーザ基盤の情報提
供システムであって、
  前記探索端末は、
前記ディテクト手段の制御及びユーザ探索要請のためのインターフェースを提供する広告
アプリケーションを備えた広告端末で構成され、
  前記広告アプリケーションは、
ユーザ探索要請を前記情報提供サーバに伝送し、前記ディテクト手段よる探知を制御して
、ディテクト情報を前記情報提供サーバに伝送し、前記情報提供サーバから近距離のユー
ザ端末に提供された広告伝送情報を受信するインターフェースを提供し、
  前記情報提供サーバは、
前記広告端末からユーザ探索要請を受信する場合、クライアントの認証を通じてユーザ探
索要請を受け付ける探索要請管理部と、ユーザ探索要請により前記広告端末のディテクト
手段で探知された周辺のユーザ端末のディテクト情報を、保存された会員情報と比較して
一致するユーザ端末を抽出するユーザ情報提供部と、抽出されたユーザ端末に前記広告端
末が登録した広告を伝送する広告伝送部と、登録されたユーザ情報及び前記広告端末とマ
ッピングされて登録された広告情報を保存管理するデータベースと、を含むことを特徴と
する近距離ユーザ基盤の情報提供システム。
【請求項６】
  前記ユーザ情報提供部は、
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  前記広告端末で探知されたディテクト情報を受信するディテクト情報受信モジュールと
、
  受信されたディテクト情報をデータベースに保存された会員情報と比較して、一致する
ユーザを抽出するユーザ情報抽出モジュールと、を含むことを特徴とする請求項５に記載
の近距離ユーザ基盤の情報提供システム。
【請求項７】
  前記ユーザ情報は、
ユーザ識別情報、ユーザ端末のブルートゥースのＭＡＣアドレス情報、ユーザ端末の電話
番号、ユーザが公開のために設定した公開情報を含むことを特徴とする請求項４又は６に
記載の近距離ユーザ基盤の情報提供システム。
【請求項８】
  近距離ユーザ識別方法であって、
探索端末に属するクライアント端末又は広告端末のディテクト手段が通信又はネットワー
クに連結することなく、周辺のユーザ端末のディテクト情報のみを探知するステップ； 
前記ディテクト情報を情報提供サーバに伝送するディテクト情報伝送ステップ；及び
  前記情報提供サーバが前記ディテクト情報と一致するユーザの情報を抽出して、ユーザ
を識別するステップ；を含み、
前記ディテクト手段は、近距離通信識別子であるブルートゥースのＭＡＣアドレス（Bｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ　Ｍａｃ　aｄｄｒｅｓｓ）を通じて、近距離通信カバー範囲内の周辺の
ユーザ端末の探知を行う近距離通信モジュールで構成され、
　前記ブルートゥースのＭＡＣアドレスによるディテクト情報の探知において、情報提供
サーバのディテクト活性化モジュールによって、周辺のユーザ端末のブルートゥースモジ
ュールを活性化するプッシュアラームが生成され伝送された状態で、周辺のユーザ端末と
のペアリングなしで、機器の探索モードにおいて周辺のユーザ端末の固有の識別情報であ
るブルートゥースのＭＡＣアドレスのみをディテクト情報として探知することを特徴とす
る近距離ユーザ識別方法。
【請求項９】
  前記ディテクト情報伝送ステップは、
前記探索端末に属するクライアント端末又は広告端末の近距離通信モジュールで探知され
たブルートゥースカバー範囲内の周辺のユーザ端末のブルートゥースのＭＡＣアドレス情
報をディテクト情報として受信して、前記情報提供サーバに伝送することを特徴とする請
求項８に記載の近距離ユーザ識別方法。
【請求項１０】
  前記ディテクト情報伝送ステップ以前に、
  ディテクト活性化モジュールが前記探索端末に属するクライアント端末又は広告端末の
周辺のユーザ端末に近距離通信モジュールを活性化させるディテクト活性化ステップをさ
らに含むことを特徴とする請求項８に記載の近距離ユーザ識別方法。
【請求項１１】
  請求項８乃至１０のいずれか１項に記載の近距離ユーザ識別方法を用いた近距離ユーザ
基盤の情報提供方法であって、 
  前記クライアント端末からユーザ探索要請を受信して受け付けるステップと、
  前記クライアント端末のディテクト手段が通信又はネットワークに連結することなく、
周辺のユーザ端末のディテクト情報のみを探知し、前記ディテクト情報を前記情報提供サ
ーバに伝送するディテクト情報伝送ステップと、
  前記情報提供サーバが前記ディテクト情報と一致するユーザ情報を抽出し、前記ユーザ
の公開情報を抽出して提供するステップと、
  を含むことを特徴とする近距離ユーザ基盤の情報提供方法。
【請求項１２】
  請求項８乃至１０のいずれか１項に記載の近距離ユーザ識別方法を用いた近距離ユーザ
基盤の情報提供方法であって、
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  前記広告端末からユーザ探索要請を受信して受け付けるステップと、
  前記広告端末のディテクト手段が通信又はネットワークに連結することなく、周辺のユ
ーザ端末のディテクト情報のみを探知し、前記ディテクト情報を前記情報提供サーバに伝
送するディテクト情報伝送ステップと、
  前記情報提供サーバが前記ディテクト情報と一致するユーザの情報を抽出し、前記ユー
ザに提供される広告を抽出して、ユーザ端末に提供するステップと、
  を含むことを特徴とする近距離ユーザ基盤の情報提供方法。
【請求項１３】
  前記ディテクト情報伝送ステップは、
前記クライアント端末又は広告端末の近距離通信モジュールで探知されたブルートゥース
カバー範囲内の周辺のユーザ端末のブルートゥースのＭＡＣアドレス情報をディテクト情
報として受信して、前記情報提供サーバに伝送することを特徴とする請求項１１又は１２
に記載の近距離ユーザ基盤の情報提供方法。
【請求項１４】
  前記ディテクト情報伝送ステップ以前に、
  ディテクト活性化モジュールが前記クライアント端末又は広告端末周辺のユーザ端末に
近距離通信モジュールを活性化させるディテクト活性化ステップをさらに含むことを特徴
とする請求項１３に記載の近距離ユーザ基盤の情報提供方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、近距離ユーザ基盤の識別システム並びにこれを用いた情報提供システム及び
方法に関するものであって、より詳しくは、ネットワーク又は近距離通信ディテクトを通
じて、クライアントが肉眼で確認できる近距離に位置するユーザを探索して識別し、前記
識別されたユーザの公開情報又は前記探索されたユーザに位置基盤の広告を提供すること
ができる近距離ユーザ識別システム並びにこれを用いた情報提供システム及び方法に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　使用者の加入を基本とするＳＮＳを含むインターネット又はモバイルインターネットサ
ービスにおいて、従来の位置追跡方式の地域基盤ＳＮＳ（Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｂａｓｅｄ
　Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）とソーシャルデイティングシス
テムは、ＧＰＳシステムの誤差の範囲と位置探索技術の限界とにより、ｋｍ単位の使用者
の情報を提供することになり、これによって、位置追跡方式の適用時、あまりにも多い対
象者が探索されるため、目の前のような近距離に位置する使用者を特定して、公開情報の
提供を受けたり、広告を提供したりすること自体が不可能であるという問題があった。
【０００３】
　即ち、ＧＰＳを通じた位置追跡システムは、使用者の位置を、搭載したＧＰＳチップセ
ットの誤差の範囲以内で測定する技術であって、低価型の場合、３００ｍ、一般の携帯電
話に搭載の場合、６０ｍ程度を誤差と見ており、肉眼で確認できる１０～２０ｍ以内にあ
る人の情報を測定して提供するには誤差の範囲が大き過ぎるという問題がある。
【０００４】
　また、使用者が目の前にいる人の情報項目を現在の位置追跡技術を通じて 提示を受け
るためには、現在の使用者間のＧＰＳの位置をサーバで比較する技術では、時間及び空間
に対する誤差の範囲が拡大され過ぎた、多過ぎる人、即ち、位置上の誤差を有する情報に
加えて、位置保存サーバのアップデート前までサーバに記録された人の情報項目の提供を
受けることになる。例えば、路上で歩行中であったならば、使用者のデータがサーバにア
ップデートされる周期と一致しない限り、現在は他の場所に移動した状態である。
【０００５】
　この場合、ＧＰＳの電源消耗、サーバと使用者とのリアルタイムトラフィック、リアル
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タイム変動、そしてデータベースのアップデートのリードタイムという問題により、数多
くの使用者を収容するためには、リアルタイムでサーバのアップデートができず、現在又
はリアルタイムの記録でなく過去の記録を互いに比較することになるため、ユーザエンゲ
ージメントの有用性が低下し、現在のスマートフォンに搭載されているＧＰＳチップセッ
トの性能上、位置補正手段であるＷｉ-Ｆｉに接続しないと、誤差の範囲が３００ｍ以上
になるため、人が目で知覚できる同時間と空間的な同一範囲を通じたユーザエンゲージメ
ントを提供することができないという問題があった。
【０００６】
　例えば、１ｋｍ以内に数十～数百名が探索される博物館、書店、美術館等、特定の場所
で特定の趣向を持つ人に対する好奇心を解決することができる使用者の公開情報（公開す
ることに同意した連絡先、電子メール、ソーシャルネットワーク識別情報等）の提供を受
けようとする場合、あまりにも多い対象が探索され、目の前に関心のある対象を特定して
、公開情報の提供を受けることができないため、リアルタイムで近距離を追求するユーザ
エンゲージメントのコンセプトについて、実際に具現できないという限界を有していた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記のような問題点を解決するために案出されたものであって、本発明の目的は、位置
基盤のソーシャルネットワークサービスにおいて、強力なユーザエンゲージメント（Ｕｓ
ｅｒ　Ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ）を提供するために、リアルタイムに肉眼で確認できる近距
離のユーザを特定して、前記ユーザの公開情報を提供することができ、前記ユーザに位置
基盤の広告を提供することができる近距離ユーザ基盤の情報提供システム及び方法を提供
することにある。
【０００８】
　また、本発明は、使用者の位置を追跡し続ける「位置」基盤のソーシャルネットワーク
サービスの方式ではなく、使用者間のネットワーク又は近距離通信の範囲内の「使用者間
の相対的な距離」のみを探知し、使用者間の距離が感覚的認知対象、即ち、目に見える相
手を探知して関係性が把握できる公開情報又は近距離ユーザ基盤の広告の提供を受けるた
めの手段として、ネットワーク手段と近距離通信手段とを用いて、近距離ユーザ情報が提
供できる近距離ユーザ識別システム並びにこれを用いた情報提供システム及び方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記のような技術的課題を達成するために、本発明による近距離ユーザ基盤の情報提供
システムは、周辺のユーザ端末と使用者との距離探索を通じて、通信又はネットワークに
連結することなく、ディテクト情報のみを受信するディテクト手段と、前記ディテクト手
段の制御及び情報受信のためのインターフェースを提供するアプリケーションを備えた端
末と、前記アプリケーションから近距離に位置するユーザ探索要請を受信して、前記ディ
テクト手段から感知されたディテクト情報と一致する周辺のユーザ端末を抽出して情報を
提供する情報提供サーバとを含むことを特徴とする。
【００１０】
　前記ディテクト手段は、周辺のユーザ端末とネットワーク識別子とを通じて、ネットワ
ークに接続された他のユーザ端末のディテクトを行うネットワークモジュール、又は周辺
のユーザ端末と近距離通信識別子とを通じて、近距離通信カバレッジ内の他のユーザ端末
とディテクトを行う近距離通信モジュールで構成されることを特徴とする。
【００１１】
　前記ネットワーク識別子は、Ｗｉ-ＦｉのＭＡＣアドレス（Ｗｉ-Ｆｉ　Ｍａｃ　ａｄｄ
ｒｅｓｓ）であり、前記近距離通信識別子は、ブルートゥースのＭＡＣアドレス（Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）　Ｍａｃ　ａｄｄｒｅｓｓ）であることを特徴とする。
【００１２】
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　そして、前記端末は、ユーザ探索要請及び公開情報受信のためのインターフェースを提
供するソーシャルアプリケーションを備えたクライアント端末で構成され、前記ソーシャ
ルアプリケーションは、ユーザ探索要請を前記情報提供サーバに伝送し、前記ディテクト
手段によるディテクトを制御し、ディテクト情報を前記情報提供サーバに伝送し、前記情
報提供サーバから受信されたユーザの公開情報を受信するインターフェースを提供し、前
記情報提供サーバは、クライアントからユーザ探索要請を受信する場合、クライアントの
認証を通じてユーザ探索要請を受け付ける探索要請管理部と、前記ユーザ探索要請により
前記クライアント端末のディテクト手段から感知された周辺のユーザ端末のディテクト情
報を保存された会員情報と比較して、一致するユーザ端末を抽出し、該当ユーザの公開情
報を前記クライアントに提供するユーザ情報提供部と、登録されたユーザ情報を保存管理
するデータベースとを含むことを特徴とする。
【００１３】
　ここで、前記ユーザ情報提供部は、前記クライアント端末から感知されたディテクト情
報を受信するディテクト情報受信モジュールと、前記受信されたディテクト情報をデータ
ベースに保存されたユーザ情報と比較して一致するユーザを抽出し、前記ユーザの公開情
報を前記クライアント端末に伝送するユーザ情報提供モジュールとを含むことを特徴とす
る。
【００１４】
　そして、前記端末は、前記ディテクト手段の制御及びユーザ探索要請のためのインター
フェースを提供する広告アプリケーションを備えた広告端末で構成され、前記広告アプリ
ケーションはユーザ探索要請を前記情報提供サーバに伝送し、前記ディテクト手段による
ディテクトを制御して、ディテクト情報を前記情報提供サーバに伝送し、前記情報提供サ
ーバから近距離のユーザ端末に提供された広告伝送情報を受信するインターフェースを提
供し、前記情報提供サーバは広告端末からユーザ探索要請を受信する場合、クライアント
の認証を通じてユーザ探索要請を受け付ける探索要請管理部と、前記ユーザ探索要請によ
り前記広告端末のディテクト手段から感知された周辺のユーザ端末のディテクト情報を保
存された会員情報と比較して、一致するユーザ端末を抽出するユーザ情報提供部と、前記
抽出されたユーザ端末に前記広告端末が登録した広告を伝送する広告伝送部と、登録され
たユーザ情報及び広告端末とマッピングして登録された広告情報を保存管理するデータベ
ースとを含むことを特徴とする。
【００１５】
　また、前記ユーザ情報提供部は、前記広告端末から感知されたディテクト情報を受信す
るディテクト情報受信モジュールと、前記受信されたディテクト情報をデータベースに保
存されたユーザ情報と比較して、一致するユーザを抽出するユーザ情報抽出モジュールと
を含むことを特徴とする。
【００１６】
　前記ユーザ情報は、ユーザ識別情報、ユーザ端末のＷｉ-ＦｉのＭＡＣアドレス情報、
又はユーザ端末のブルートゥースのＭＡＣアドレス情報、ユーザ端末の電話番号、ユーザ
が公開のために設定した公開情報を含むことを特徴とする。
【００１７】
　そして、前記ユーザー情報提供部は、クライアント端末の周囲のユーザ端末のネットワ
ークモジュール又はブルートゥースモジュールを活性化するプッシュアラームを生成して
伝送するディテクト活性化モジュールをさらに含むことを特徴とする。
【００１８】
　前記ディテクト活性化モジュールは、クライアント端末の位置追跡モジュールからＧＰ
Ｓ情報を受信して、クライアントの位置を基盤に位置追跡範囲に存在する他のユーザ端末
のＧＰＳ情報を収集し、前記収集された他のユーザ端末のネットワークモジュール又はブ
ルートゥースモジュールを活性化させるプッシュアラームを伝送することを特徴とする。
【００１９】
　そして、前記ディテクト活性化モジュールは、クライアント端末の位置追跡モジュール
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からＧＰＳ情報を受信して、クライアントの位置を基盤に位置追跡範囲に存在するソーシ
ャルアプリケーションが設けられたユーザ端末にネットワークモジュール又はブルートゥ
ースモジュールを活性化させるプッシュアラームを伝送することを特徴とする。
【００２０】
　前記プッシュアラームは、ネットワークモジュール又はブルートゥースモジュールを活
性化する活性化情報と、ディテクトの同期化のために設定された時間に活性化を指示する
活性化時間情報とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明は、誤差の範囲を５～１０ｍ又は同じ室内に限定することにより、使用者間の位
置探索の距離を縮小して、各種ＳＮＳにおける使用者間の距離探索の正確度を向上させて
、会話を交わさなくても目の前にいる相手についての基本的な公開情報の提供を受けるこ
とができるので、従来のＳＮＳで提供できなかった強力なユーザエンゲージメントが提供
できるという卓越した効果が発生する。
【００２２】
　また、数多くの使用者の位置を使用者の端末機とサーバとのトランザクションを通じて
、持続的にアップデート及びトラッキングする従来の位置追跡方式に比べて、使用者間の
相対位置を使用者別に区分する作業が不要であるため、けた外れに低いサーバ資源でサー
ビスを提供することができ、これを通じてリアルタイムでユーザエンゲージメントが提供
できるため、正確な探索及び情報提供サービスと共に、安価にシステム構築ができるとい
う卓越した効果が発生する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の好ましい実施例による近距離ユーザ識別システムを概略的に図示したシ
ステム構成図である。
【図２】本発明の好ましい実施例によるブルートゥースを用いた近距離ユーザ情報提供シ
ステムを概略的に図示したシステム構成図である。
【図３】図２の詳細なブロック図である。
【図４】本発明の好ましい実施例によるディテクト活性化モジュールがプッシュアラーム
を伝送することを概略的に図示したものである。
【図５】本発明の好ましい実施例による近距離ユーザ基盤の情報提供方法を概略的に図示
した順序図である。
【図６】本発明のまた別の実施例によるブルートゥースを用いた近距離ユーザ基盤の情報
提供システムを概略的に図示したシステム構成図である。
【図７】図６の詳細なブロック図である。
【図８】本発明の好ましい実施例による広告を情報として提供する近距離ユーザ基盤の提
供方法を概略的に図示した順序図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１は、本発明の好ましい実施例による近距離ユーザ識別システムを概略的に図示した
システム構成図である。
【００２５】
　本発明による近距離ユーザ識別システムは、周辺のユーザ端末と使用者との距離探索を
通じて、通信又はネットワークに連絡することなく、ディテクト情報のみを受信するディ
テクト手段と、前記ディテクト手段の制御及び情報受信のためのインターフェースを提供
するアプリケーションを備えた端末１０と、前記アプリケーションから近距離に位置する
ユーザ探索要請を受信して、前記ディテクト手段から感知されたディテクト情報と一致す
る周辺のユーザ端末を抽出して識別する情報提供サーバ２０とを含むことを特徴とする。
【００２６】
　前記端末１０は、個人が帯する携帯端末であり得、特定の位置に固定して設けられるＰ
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Ｃ、ＰＯＳ等の固定端末であり得る。
【００２７】
　前記ディテクト手段１１０は、無線インターネットの接続を通じたデータを送受信し、
周辺のユーザ端末とネットワーク識別子とを通じてディテクトを行うネットワークモジュ
ール、又は周辺のユーザ端末と近距離通信識別子とを通じてディテクトを行う近距離通信
モジュールで構成され得る。
【００２８】
　前記ネットワークモジュールは、Ｗｉ-Ｆｉを通じてインターネットの接続を行ってデ
ータを送受信するモジュールであって、端末のネットワーク接続のための固有の識別情報
であるネットワーク識別子として、Ｗｉ-ＦｉのＭＡＣアドレス（Ｗｉ-Ｆｉ　Ｍａｃ　ａ
ｄｄｒｅｓｓ）を設定して保存している。
【００２９】
　一般に、ネットワークモジュールは、Ｗｉ-Ｆｉを通じてインターネットの接続を行っ
てデータを送受信するか、前記Ｗｉ-Ｆｉを通じて位置を追跡する役割を担当する。
【００３０】
　Ｗｉ-Ｆｉは無線ＡＰであって、通常、２００ｍ以内の機器を連結することになり、ク
ライアント端末が位置するＷｉ-Ｆｉと同じＷｉ-Ｆｉに連結されたユーザ端末は、前記ク
ライアント端末の近距離に位置するため、同じＷｉ-Ｆｉに連結されたユーザ端末をディ
テクトすれば、近距離に位置するユーザを探索することができる。
【００３１】
　ここで、前記ディテクトは、Ｗｉ-Ｆｉを通じて位置を追跡するのではなく、Ｗｉ-Ｆｉ
に連結された端末の固有の識別情報であるＷｉ-ＦｉのＭＡＣアドレスのみを感知するこ
とを意味する。
【００３２】
　前記Ｗｉ-ＦｉのＭＡＣアドレスは、端末の固有の識別情報であるため、情報提供サー
バのデータベースに予め登録された会員情報に前記Ｗｉ-ＦｉのＭＡＣアドレスを含む場
合、前記ディテクトされたＷｉ-ＦｉのＭＡＣアドレスを会員情報と比較して一致する会
員情報が含まれれば、前記会員情報に対応する公開情報をクライアント端末に伝送するこ
とになる。
【００３３】
　そして、前記近距離通信モジュールは、近距離に位置する周辺機器と通信を行うモジュ
ールであって、端末ごとに固有の識別情報を有しているブルートゥースモジュールで構成
され得る。
【００３４】
　前記ブルートゥースモジュールは、ペアリングを通じて近距離に位置する機器間に通信
を行うモジュールであって、固有の識別情報であるブルートゥースのＭＡＣアドレス（Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｍａｃ　ａｄｄｒｅｓｓ）を設定して保存している。
【００３５】
　本発明によるブルートゥースモジュールは、周辺機器とペアリングを行うものではなく
、周辺機器のブルートゥースのＭＡＣアドレス（Ｍａｃ　ａｄｄｒｅｓｓ）のみをディテ
クトする役割を担当する。
【００３６】
　具体的なディテクト方法は、図２乃至８を通じて、下記の「発明の実施のための形態」
で後述することにする。
【００３７】
　一方、本発明による情報提供サーバ２０は、前記端末のディテクト手段から感知された
周辺のユーザ端末のディテクト情報を、保存された会員情報と比較して一致するユーザ情
報を抽出及び識別するユーザ情報提供部と、登録された会員情報を保存管理するデータベ
ースとを含んで構成され得る。
【００３８】
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　前記ディテクト情報は、ネットワークモジュール及びブルートゥースモジュールがオン
になっている状態でのみディテクトが可能な情報であるため、ユーザ端末のネットワーク
モジュール又はブルートゥースモジュールがオフになっている状態では前記ユーザ端末の
ディテクトが不可能である。
【００３９】
　従って、周辺のユーザの検索のために、前記ネットワークモジュール又はブルートゥー
スモジュールを活性化する必要があり、前記ユーザ情報提供部はクライアント端末の周囲
のユーザ端末のネットワークモジュール又はブルートゥースモジュールを活性化するプッ
シュアラームを生成して伝送するディテクト活性化モジュールをさらに含んで構成され得
る。
【実施例１】
【００４０】
　以下、本発明の具体的な実施例について、図面を参照して詳細に説明する。
【００４１】
　本発明における「端末」は、「クライアント端末」は近距離に位置する他人に関する情
報の探索を要請する探知者が所持する端末と定義され、「広告端末」は広告を提供するた
めに近距離に位置する他人に関する情報の探索を要請する端末と定義され、「ユーザ端末
」は前記探知者からユーザ探索要請がある場合、前記探知者の周辺に位置する被探知者が
所持する端末と定義される。
【００４２】
　前記「広告端末」は、特定の店舗や地域に固定して設置されるキオスク端末、又は特定
の店舗の管理者が所持する移動端末で構成され得る。
【００４３】
　図２は、本発明の好ましい実施例によるブルートゥースを用いた近距離ユーザ情報提供
システムを概略的に図示したシステム構成図であり、図３は図２の詳細なブロック図であ
る。
【００４４】
　図２及び３を参照すると、本発明による近距離ユーザ情報提供システムは、周辺のユー
ザ端末のディテクト手段１１０と、前記ディテクト手段の制御及びユーザ探索要請並びに
公開情報の受信のためのインターフェースを提供するソーシャルアプリケーション１２０
を備えたクライアント端末と、前記クライアント端末から近距離に位置するユーザ探索要
請を受信して、前記クライアント端末からディテクトされた周辺のユーザ端末の公開情報
を提供する情報提供サーバとを含んで構成され得る。
【００４５】
　前記ディテクト手段１１０は、無線インターネットの接続を通じたデータを送受信し、
周辺のユーザ端末とネットワーク識別子とを通じてディテクトを行うネットワークモジュ
ール、又は周辺のユーザ端末と近距離通信識別子とを通じてディテクトを行う近距離通信
モジュールで構成され得る。
【００４６】
　前記ネットワークモジュールは、Ｗｉ-Ｆｉを通じてインターネット接続を行ってデー
タを送受信するモジュールであって、端末のネットワーク接続のための固有の識別情報で
あるネットワーク識別子として、Ｗｉ-ＦｉのＭＡＣアドレス（Ｗｉ-Ｆｉ　Ｍａｃ　ａｄ
ｄｒｅｓｓ）を設定して保存している。
【００４７】
　一般に、ネットワークモジュールは、Ｗｉ-Ｆｉを通じてインターネットの接続を行っ
てデータを送受信するか、前記Ｗｉ-Ｆｉを通じて位置を追跡する役割を担当する。
【００４８】
　しかし、本発明によるネットワークモジュールは、データの送受信及び位置追跡の役割
ではなく、Ｗｉ-Ｆｉの周辺に位置して前記Ｗｉ-Ｆｉに連結された周辺のユーザ端末のＷ
ｉ-ＦｉのＭＡＣアドレスをディテクトする役割を担当する。
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【００４９】
　Ｗｉ-Ｆｉは無線ＡＰであって、通常、２００ｍ以内の機器を連結することになり、ク
ライアント端末が位置するＷｉ-Ｆｉと同じＷｉ-Ｆｉに連結されたユーザ端末は、前記ク
ライアント端末の近距離に位置するため、同じＷｉ-Ｆｉに連結されたユーザ端末をディ
テクトすれば、近距離に位置するユーザを探索することができる。
【００５０】
　ここで、前記ディテクトは、Ｗｉ-Ｆｉを通じて位置を追跡するのではなく、Ｗｉ-Ｆｉ
に連結された端末の固有の識別情報であるＷｉ-ＦｉのＭＡＣアドレスのみを感知するこ
とを意味する。
【００５１】
　前記Ｗｉ-ＦｉのＭＡＣアドレスは、端末の固有の識別情報であるため、情報提供サー
バのデータベースに予め登録された会員情報に前記Ｗｉ-ＦｉのＭＡＣアドレスを含む場
合、前記ディテクトされたＷｉ-ＦｉのＭＡＣアドレスを会員情報と比較して一致する会
員情報が含まれれば、前記会員情報に対応する公開情報をクライアント端末に伝送するこ
とになる。
【００５２】
　そして、前記近距離通信モジュールは、近距離に位置する周辺機器と通信を行うモジュ
ールであって、端末ごとに固有の識別情報を有しているブルートゥースモジュールで構成
され得る。
【００５３】
　前記ブルートゥースモジュールは、ペアリングを通じて近距離に位置する機器間で通信
を行うモジュールであって、固有の識別情報であるブルートゥースの識別情報としてブル
ートゥースのＭＡＣアドレス（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｍａｃ　ａｄｄｒｅｓｓ）を設定し
て保存している。
【００５４】
　一般に、ブルートゥースモジュールは、近距離に位置する周辺機器とペアリングを通じ
て通信を行う機能を担当する。
【００５５】
　ブルートゥースは、ペアリングを通じて、携帯機器の周辺機器又は他の端末間の通信を
可能にする標準近距離通信方法であり、位置追跡に適しない特性を有している。
【００５６】
　ブルートゥースは、バッテリーを使用する機器が多いという特性によるバッテリーの電
力消耗の減少と近距離における保安性とを確保するために、特定の時間にネットワーキン
グを活性化する操作、即ち、ペアリングを通じてネットワーキングが行われる。
【００５７】
　しかし、本発明によるブルートゥースモジュールは、周辺機器とペアリングを行うもの
ではなく、周辺機器のブルートゥースのＭＡＣアドレス（Ｍａｃ　ａｄｄｒｅｓｓ）のみ
をディテクトする役割を担当する。
【００５８】
　ペアリングの場合、被探知者がブルートゥースの権限を認可しないと、ペアリングされ
ないため、ペアリングモードを通じて近距離ユーザの情報が確認できないが、本発明はブ
ルートゥースカバレッジの範囲内のユーザが所持するユーザ端末のＭＡＣアドレスのみを
探知するため、探知対象となるユーザが通信を許容することとは関係なく、機器の探索モ
ードにおけるブルートゥースのＭＡＣアドレスのみを探知することができる。
【００５９】
　前記ブルートゥースのＭＡＣアドレスは、端末の固有の識別情報であるため、情報提供
サーバのデータベースに予め登録された会員情報に前記ブルートゥースのＭＡＣアドレス
を含む場合、前記ディテクトされたブルートゥースのＭＡＣアドレスを会員情報と比較し
て一致する会員情報が含まれれば、前記会員情報に対応する公開情報をクライアント端末
に伝送することになる。
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【００６０】
　一方、本発明によるクライアント端末は、１次的に位置追跡範囲内のユーザ端末を限定
した後、前記ディテクト手段により２次的にクライアントの近距離に存在する周辺のユー
ザを抽出するための手段として位置追跡モジュール１３０をさらに含んで構成され得る。
【００６１】
　ここで、前記位置追跡モジュールは、衛星信号から位置を追跡するＧＰＳ又は室内の位
置追跡まで可能なＷｉ-Ｆｉ基盤の無線ＬＡＮ方式で構成され得る。
【００６２】
　前記位置追跡モジュール１３０は、特定のユーザの位置を追跡するための用途として使
用されるのではなく、クライアントからユーザ探索要請がある場合、前記クライアントの
位置に基づいて通信カバレッジ内に位置する対象者を１次的に限定するための用途として
使用され得る。
【００６３】
　前記ソーシャルアプリケーション１２０は、クライアントのユーザ探索要請を情報提供
サーバに伝送し、前記情報提供サーバからディテクト情報の伝送要請がある場合、前記デ
ィテクト手段１１０を通じてディテクトカバレッジ内の周辺のユーザ端末とのディテクト
により、前記周辺のユーザ端末のディテクト情報を獲得して、前記情報提供サーバに伝送
し、前記情報提供サーバから伝送されたユーザの公開情報をディスプレイするサービスイ
ンターフェースを提供する役割を担当する。
【００６４】
　一方、本発明による情報提供サーバ２０は、クライアントからユーザ探索要請を受信す
る場合、クライアント認証を通じてユーザ探索要請を受け付ける探索要請管理部２１０と
、前記ユーザ探索要請により前記クライアント端末のディテクト手段から感知された周辺
のユーザ端末のディテクト情報を保存された会員情報と比較して、一致するユーザ端末を
抽出し、該当ユーザの公開情報を前記クライアントに提供するユーザ情報提供部２２０と
、登録された会員情報を保存管理するデータベース２３０とを含んで構成され得る。
【００６５】
　前記探索要請管理部２１０は、クライアント端末にユーザ探索要請のためのソーシャル
アプリケーションを提供し、前記クライアント端末からユーザ探索要請がある場合、前記
クライアント端末が登録された加入者か否かを認証し、ユーザ探索要請を受け付ける役割
を担当する。ここで、前記クライアント端末が登録された加入者ではない場合、会員登録
のためのインターフェースを提供する役割を担当する。
【００６６】
　前記ユーザ情報提供部２２０は、前記クライアント端末から感知されたディテクト情報
を受信するディテクト情報受信モジュール２２１と、前記受信されたディテクト情報をデ
ータベースに保存された会員情報と比較して、一致するユーザ情報を抽出し、前記クライ
アント端末に伝送するユーザ情報提供モジュール２２２とを含んで構成され得る。
【００６７】
　ここで、前記ディテクト情報は、前記クライアント端末から受信されたユーザ端末の固
有の識別情報であるネットワーク識別子又は近距離通信識別子であり得る。
【００６８】
　前記ネットワーク識別子は、前記ユーザ端末のネットワークモジュールで管理されるＷ
ｉ-ＦｉのＭＡＣアドレスであり得、前記近距離通信識別子はブルートゥースモジュール
で管理されるブルートゥースのＭＡＣアドレスであり得る。
【００６９】
　情報提供サーバのデータベース２３０は、登録された会員情報を保存管理し、前記会員
情報は会員識別情報、Ｗｉ-ＦｉのＭＡＣアドレス、ブルートゥースのＭＡＣアドレス、
公開情報を含んで構成され得る。
【００７０】
　従って、前記ディテクト情報としてＷｉ-ＦｉのＭＡＣアドレス又はブルートゥースの
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ＭＡＣアドレス情報が受信されると、前記ユーザ情報提供モジュール２２２は、前記ディ
テクト情報とデータベースに保存された会員情報とを比較して一致するユーザを特定し、
前記ユーザの公開情報を抽出して、前記クライアント端末のソーシャルアプリケーション
１２０に提供することになる。
【００７１】
　ここで、前記公開情報は、氏名、年齢、職業／学校、写真、プロフィール、住所、趣味
、関心キーワード、電話番号、電子メールアドレス、ＳＮＳのＩＤ等、ユーザが公開と設
定した情報を意味する。
【００７２】
　本発明は、クライアントが肉眼で確認できる近距離に位置するユーザの公開情報を提供
することを目的とし、近距離に多数のユーザが存在する場合、多数のユーザのうち、クラ
イアントは実際の顔と写真との比較を通じて、探索したいユーザを特定することができる
という点で、会員情報に写真情報を含んで管理することが好ましい。
【００７３】
　そして、前記ディテクト情報は、ネットワークモジュールとブルートゥースモジュール
とがオンになっている状態でのみディテクトが可能な情報であるため、ユーザ端末のネッ
トワークモジュール又はブルートゥースモジュールがオフになっている状態では、前記ユ
ーザ端末のディテクトが不可能である。
【００７４】
　従って、周辺のユーザの検索のために、前記ネットワークモジュール又はブルートゥー
スモジュールを活性化する必要があり、前記ユーザ情報提供部はクライアント端末の周囲
のユーザ端末のネットワークモジュール又はブルートゥースモジュールを活性化するプッ
シュアラームを生成して伝送するディテクト活性化モジュール２２３をさらに含んで構成
され得る。
【００７５】
　図４は、本発明の好ましい実施例によるディテクト活性化モジュールがプッシュアラー
ムを伝送することを概略的に図示したものである。
【００７６】
　前記ディテクト活性化モジュール２２３は、前記クライアント端末１０の位置追跡モジ
ュール１３０からＧＰＳ情報を受信して、クライアントの位置を基盤に位置追跡範囲内に
存在するユーザ端末のうち、ネットワークモジュール又はブルートゥースモジュールがオ
フになっている端末に対してプッシュアラームを伝送し、前記ネットワークモジュール又
はブルートゥースモジュールを活性化させて作動させることになる。
【００７７】
　以下、本発明の好ましい実施例による近距離ユーザ情報提供方法について見る。
【００７８】
　図５は、本発明の好ましい実施例による近距離ユーザ基盤の情報提供方法を概略的に図
示した順序図である。
【００７９】
　図５を参照すると、クライアントがクライアント端末に設けられたソーシャルアプリケ
ーションを活性化して、ユーザ探索要請を情報提供サーバに伝送する。
【００８０】
　ここで、前記クライアントは肉眼で確認できる近距離に位置する相手に関する公開情報
を探索するための手段として、前記ユーザ探索要請を情報提供サーバに伝送することにな
る。
【００８１】
　前記情報提供サーバは、ユーザ探索要請が受信されると、クライアント認証を通じて前
記ユーザ探索要請を受け付ける。
【００８２】
　より具体的に、前記情報提供サーバの探索要請管理部は、ユーザ探索要請を受信し、前
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記クライアントが登録された会員か否かを認証し、認証が成功すると、前記ユーザ探索要
請を受け付け、前記ソーシャルアプリケーションにディテクト情報の伝送を命令する。
【００８３】
　前記ディテクト情報の伝送命令によって、前記ソーシャルアプリケーションはディテク
ト手段であるネットワークモジュール又はブルートゥースモジュールを通じて、周辺に位
置する他のユーザ端末とのディテクト情報を獲得する。
【００８４】
　ここで、前記ディテクトがネットワークモジュールを通じて行われる場合、前記ソーシ
ャルアプリケーションは前記ネットワークモジュールを通じたディテクトにより、通信可
能なＷｉ-Ｆｉのカバレッジ内に存在する他のユーザ端末のＷｉ-ＦｉのＭＡＣアドレス情
報をディテクト情報として受信する。
【００８５】
　前記受信された他のユーザ端末のＷｉ-ＦｉのＭＡＣアドレス情報が複数である場合、
前記ソーシャルアプリケーションはリストを生成してディテクト情報を獲得する。
【００８６】
　前記Ｗｉ-Ｆｉは固有の識別情報を有しており、ネットワークモジュールがオンになっ
ている間は、前記Ｗｉ-Ｆｉに接続して通信中の端末のＷｉ-ＦｉのＭＡＣアドレス情報を
受信することができる。
【００８７】
　一方、前記ディテクトがブルートゥースモジュールを通じて行われる場合、前記ソーシ
ャルアプリケーションは前記ブルートゥースモジュールを通じて、ブルートゥースカバレ
ッジ内に存在する他のユーザ端末とのディテクトによりブルートゥースのＭＡＣアドレス
情報を受信する。
【００８８】
　前記受信された他のユーザ端末のブルートゥースのＭＡＣアドレス情報が複数である場
合、前記ソーシャルアプリケーションはリストを生成してディテクト情報を獲得する。
【００８９】
　ブルートゥース方式は、相手が権限を認証しない限り、ペアリングモードへの連結は不
可能であるが、ブルートゥースモジュールがオンになっている状態、即ち、ブルートゥー
スの機器探索モードではブルートゥースのＭＡＣアドレスに対するディテクトは可能であ
るため、他のユーザ端末のブルートゥースのＭＡＣアドレス情報をディテクトすることが
できる。
【００９０】
　ここで、前記Ｗｉ-Ｆｉのカバレッジは２００ｍ以内であって、ブルートゥースのカバ
レッジ（１０～１００ｍ）より広いため、ＧＰＳによる位置追跡のようにあまりにも多い
ユーザが探索されることがあり、近接したユーザの正確な探索のためには、ネットワーク
方式よりはブルートゥース方式を採用した方が好ましい。
【００９１】
　一方、ネットワークモジュール又はブルートゥースモジュールがオフになっている状態
では、ディテクトが不可能であるため、クライアントが探索を望むユーザの端末がネット
ワークモジュール又はブルートゥースモジュールがオフになっている状態の場合には探索
が不可能であり、クライアント周辺のユーザ端末に対するネットワークモジュール又はブ
ルートゥースモジュールを活性化してディテクトする場合、探索の正確性を高めることが
できる。
【００９２】
　従って、前記クライアント端末からユーザ探索要請がある場合、前記クライアント端末
がディテクトを試みる前に、ディテクト活性化モジュールが前記クライアント端末周囲に
位置する他のユーザ端末のネットワークモジュール又はブルートゥースモジュールを活性
化させるためのプッシュアラームを生成して伝送する。
【００９３】
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　前記ディテクト活性化モジュールは、クライアント端末の位置追跡モジュールからＧＰ
Ｓ情報（ジオタグ情報）を受信して、クライアントの位置を基盤に位置追跡範囲内に存在
する他のユーザ端末のＧＰＳ情報を収集し、前記他のユーザ端末にネットワークモジュー
ル又はブルートゥースモジュールを活性化させるプッシュアラームを伝送することができ
る。
【００９４】
　端末の場合、ネットワークモジュール又はブルートゥースモジュールがオフになってい
る場合にも、端末の電源がオンになっている間は位置追跡モジュールがオンになっている
ため、端末のＧＰＳ情報を通じて位置追跡範囲内にあるクライアント周辺のユーザ端末に
関するＧＰＳ情報を収集することができる。
【００９５】
　また、前記ディテクト活性化モジュールは、ソーシャルアプリケーションを通じてプッ
シュアラームを伝送することができる。クライアントのユーザ探索要請に対するユーザの
公開情報は、情報提供サーバに登録された会員である場合にのみ提供でき、登録された会
員は端末にソーシャルアプリケーションを備えているので、ソーシャルアプリケーション
を備えた端末にのみプッシュアラームを伝送して、登録された会員であるユーザの端末に
のみプッシュアラームを伝送することができる。
【００９６】
　前記ディテクト活性化モジュールは、前記クライアントの位置を基盤に位置追跡範囲内
にあるユーザ端末のうち、ソーシャルアプリケーションが設けられている端末にのみネッ
トワークモジュール又はブルートゥースモジュールを活性化させるためのプッシュアラー
ムを伝送することができ、前記ソーシャルアプリケーションは前記プッシュアラームを受
信して、ネットワークモジュール又はブルートゥースモジュールを活性化させることがで
きる。
【００９７】
　ここで、前記プッシュアラームは、ネットワークモジュール又はブルートゥースモジュ
ールを活性化する活性化情報と、ディテクト同期化のために設定された時間に活性化を指
示する活性化時間情報とを含み得る。
【００９８】
　例えば、前記プッシュアラームは、ネットワークモジュール又はブルートゥースモジュ
ールを、信号を受信してから５秒後に５～１０秒間活性化する時間情報を含み得、前記時
間情報によりネットワークモジュール又はブルートゥースモジュールが活性化され得る。
【００９９】
　前記のようなプッシュアラームが伝送されると、前記クライアント端末にもプッシュア
ラームが伝送されるので、前記プッシュアラームの時間情報と同期化してディテクトを行
い、クライアント端末の周囲の他のユーザ端末に関するディテクト情報を獲得することが
できる。
【０１００】
　前記のようにディテクト情報が獲得されると、クライアント端末のソーシャルアプリケ
ーションは、前記ディテクト情報を情報提供サーバに伝送する。
【０１０１】
　前記情報提供サーバのユーザ情報提供部は、前記ディテクト情報を受信し、データベー
スに保存された会員情報のうち、ディテクト情報に対応するネットワーク識別子又はブル
ートゥース識別子の情報を比較して、一致する会員情報リストを抽出する。
【０１０２】
　前記のように会員情報リストが抽出されると、前記会員情報に含まれている公開情報を
リストとして生成して、前記クライアント端末のソーシャルアプリケーションに伝送する
。
【０１０３】
　図６は、本発明のまた別の実施例によるブルートゥースを用いた近距離ユーザ基盤の情
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報提供システムを概略的に図示したシステム構成図であり、図７は図６の詳細なブロック
図である。
【０１０４】
　図６及び７を参照すると、本実施例による近距離ユーザ基盤の情報提供システムは、肉
眼に存在するユーザを特定して、広告を情報として提供するシステムに関するものである
。
【０１０５】
　より具体的に、本実施例による近距離ユーザ基盤の情報提供システムは、周辺のユーザ
端末のディテクト手段４１０と、前記ディテクト手段の制御及びユーザ探索要請並びに探
索されたユーザに広告を提供するためのインターフェースを提供する広告アプリケーショ
ン４２０を備えた広告端末４０と、前記広告端末から近距離に位置するユーザ探索要請を
受信して、前記広告端末からディテクトされた周辺のユーザ端末のうち、登録された会員
に広告を伝送する情報提供サーバ５０とを含んで構成され得る。
【０１０６】
　前記ディテクト手段４１０の具体的な構成は、図３及び４のディテクト手段１１０の構
成と同一であるため、重複する説明は省略することにする。
【０１０７】
　ブルートゥースのＭＡＣアドレスは、端末の固有の識別情報であるため、情報提供サー
バのデータベースに予め登録された会員情報に前記ブルートゥースのＭＡＣアドレスを含
む場合、前記ディテクトされたブルートゥースのＭＡＣアドレスを会員情報と比較して、
一致する会員情報が含まれる場合、前記会員に前記広告端末が登録した広告を伝送するこ
とになる。
【０１０８】
　前記広告は、前記探索を要請した広告端末の管理者が登録したものであって、店舗や地
域、場所に関する情報を知らせるために製作された全ての情報を含み得、特に、店舗の場
合は、店舗の位置、利用情報、営業時間情報及び割引情報を含み得る。
【０１０９】
　そして、前記広告には割引又は景品のようなイベントの提供のためのクーポンを含み得
、前記広告が伝送されると共にクーポンが提供され得る。
【０１１０】
　前記のように広告端末が近距離にあるユーザ端末を特定して、登録した広告を提供する
ことができるので、実質的な位置基盤の広告の提供が可能であり、前記広告端末の近距離
に位置しているという事実は、前記広告端末が設けられた至近距離を通り過ぎたという意
味であるため、広告端末の管理者は実質的な広告の対象をターゲットにして広告が提供で
きるという卓越な効果が発生する。
【０１１１】
　本発明による広告端末は、１次的に位置追跡範囲内のユーザ端末を限定した後、前記デ
ィテクト手段により２次的にクライアントの近距離に存在する周辺のユーザを抽出するた
めの手段として位置追跡モジュール４３０をさらに含んで構成され得る。前記位置追跡モ
ジュール４３０もまた図３及び４の位置追跡モジュール１３０の構成と同一であるため、
具体的な説明は省略することとする。
【０１１２】
　前記位置追跡モジュール４３０は、特定のユーザの位置を追跡するための用途として使
用されるものではなく、広告端末からユーザ探索要請がある場合、前記広告端末の位置を
基盤に通信カバレッジ内に位置する対象者を１次的に限定するための用途として使用され
得る。
【０１１３】
　前記広告アプリケーション４２０は、広告端末のユーザ探索要請を情報提供サーバ５０
からディテクト情報の伝送要請がある場合、前記ディテクト手段４１０を通じてディテク
トカバレッジ内の周辺のユーザ端末とのディテクトにより、前記周辺のユーザ端末のディ
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テクト情報を獲得して、前記情報提供サーバに伝送する役割を担当する。
【０１１４】
　一方、本発明による情報提供サーバ５０は、広告端末４０からユーザ探索要請を受信す
る場合、広告端末の認証を通じてユーザ探索要請を受け付ける探索要請管理部５１０と、
前記ユーザ探索要請により前記広告端末のディテクト手段から感知された周辺のユーザ端
末のディテクト情報を保存された会員情報と比較して、一致するユーザ端末を抽出するユ
ーザ情報提供部５２０と、前記抽出されたユーザ端末に広告を伝送する広告伝送部５３０
と、登録された会員情報及び広告情報を保存管理するデータベース５４０とを含んで構成
され得る。
【０１１５】
　前記探索要請管理部５１０は、広告端末にユーザ探索要請のための広告アプリケーショ
ンを提供し、前記広告端末からユーザ探索要請がある場合、前記広告端末が登録された加
入者か否かを認証してユーザ探索要請を受け付ける役割を担当する。
【０１１６】
　前記ユーザ情報提供部５２０は、前記広告端末から感知されたディテクト情報を受信す
るディテクト情報受信モジュール５２１と、前記受信されたディテクト情報をデータベー
スに保存された会員情報と比較して、一致するユーザの情報を抽出するユーザ情報抽出モ
ジュール５２２とを含んで構成され得る。
【０１１７】
　ここで、前記ディテクト情報は、前記広告端末から受信されたユーザ端末の固有の識別
情報であるネットワーク識別子又は近距離通信識別子であり得る。
【０１１８】
　前記ネットワーク識別子は、前記ユーザ端末のネットワークモジュールで管理されるＷ
ｉ-ＦｉのＭＡＣアドレスであり得、前記近距離通信識別子はブルートゥースモジュール
で管理されるブルートゥースのＭＡＣアドレスであり得る。
【０１１９】
　情報提供サーバのデータベース５４０は、登録された会員情報を保存管理し、前記会員
情報は会員識別情報、Ｗｉ-ＦｉのＭＡＣアドレス、ブルートゥースのＭＡＣアドレス、
公開情報を含んで構成され得る。
【０１２０】
　従って、前記ディテクト情報としてＷｉ-ＦｉのＭＡＣアドレス又はブルートゥースの
ＭＡＣアドレス情報が受信されると、前記ユーザ情報抽出モジュール５２２は、前記ディ
テクト情報とデータベースに保存された会員情報とを比較して一致するユーザを特定し、
前記ユーザの公開情報のうち、ユーザ端末の識別情報を抽出することになる。
【０１２１】
　ここで、前記公開情報は、識別情報、氏名、年齢、職業／学校、写真、プロフィール、
住所、趣味、関心キーワード、電話番号、電子メールアドレス、ＳＮＳのＩＤ等、ユーザ
が公開と設定した情報を意味する。そして、前記ユーザ端末の識別情報はユーザ端末の携
帯電話番号で構成され得る。
【０１２２】
　そして、前記ディテクト情報は、ネットワークモジュールとブルートゥースモジュール
とがオンになっている状態でのみディテクトが可能な情報であるため、ユーザ端末のネッ
トワークモジュール又はブルートゥースモジュールがオフになっている状態では、前記ユ
ーザ端末のディテクトが不可能である。
【０１２３】
　従って、周辺のユーザの検索のために、前記ネットワークモジュール又はブルートゥー
スモジュールを活性化する必要があり、前記ユーザ情報提供部は広告端末周囲のユーザ端
末のネットワークモジュール又はブルートゥースモジュールを活性化するプッシュアラー
ムを生成して伝送するディテクト活性化モジュール５２３をさらに含んで構成され得る。
【０１２４】
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　前記ディテクト活性化モジュール５２３がプッシュアラームを伝送する過程は、図３の
ディテクト活性化モジュール２２３がプッシュアラームを伝送する過程と同一であるため
、具体的な説明を省略することとする。
【０１２５】
　そして、前記広告伝送部５３０は、広告端末１０の管理者が登録した広告を前記ユーザ
情報提供部５２０から抽出されたユーザ端末に伝送する役割を担当し、前記広告はデータ
ベースに広告端末ごとにマッピングされて保存管理され得る。
【０１２６】
　従って、前記広告伝送部５３０は、前記広告端末１０がターゲット対象として抽出した
ユーザ端末に予め登録された広告を伝送することで、実質的に近距離位置基盤の広告をユ
ーザ端末に伝送することになる。
【０１２７】
　以下、本発明の好ましい実施例による近距離ユーザ基盤の広告提供方法について見てみ
る。
【０１２８】
　図８は、本発明の好ましい実施例による広告を情報として提供する近距離ユーザ基盤の
提供方法を概略的に図示した順序図である。
【０１２９】
　図８を参照すると、広告端末に設けられた広告アプリケーションを活性化して、ユーザ
探索要請を情報提供サーバに伝送する。
【０１３０】
　ここで、前記広告アプリケーションは、設定された周期によりユーザ探索要請を情報提
供サーバに伝送することができ、管理者からユーザ探索要請を直接入力されて要請するこ
とができる。
【０１３１】
　前記情報提供サーバは、ユーザ探索要請が受信されると、広告端末の認証を通じて前記
ユーザ探索要請を受け付ける。
【０１３２】
　より具体的に、前記情報提供サーバの探索要請管理部は、ユーザ探索要請を受信し、前
記広告端末が登録された端末か否かを認証して、認証が成功すると、前記ユーザ探索要請
を受け付け、前記広告アプリケーションにディテクト情報の伝送を命令する。
【０１３３】
　前記ディテクト情報の伝送命令によって、前記広告アプリケーションはディテクト手段
であるネットワークモジュール又はブルートゥースモジュールを通じて、周辺に位置する
他のユーザ端末とのディテクト情報を獲得する。
【０１３４】
　ここで、前記ディテクトがネットワークモジュールを通じて行われる場合、前記広告ア
プリケーションは前記ネットワークモジュールを通じたディテクトにより、通信可能なＷ
ｉ-Ｆｉのカバレッジ内に存在する他のユーザ端末のＷｉ-ＦｉのＭＡＣアドレス情報をデ
ィテクト情報として受信する。
【０１３５】
　前記受信された他のユーザ端末のＷｉ-ＦｉのＭＡＣアドレス情報が複数である場合、
前記広告アプリケーションはリストを生成してディテクト情報を獲得する。
【０１３６】
　前記Ｗｉ-Ｆｉは固有の識別情報を有しており、ネットワークモジュールがオンになっ
ている間は、前記Ｗｉ-Ｆｉに接続して通信中の端末のＷｉ-ＦｉのＭＡＣアドレス情報を
受信することができる。
【０１３７】
　一方、前記ディテクトがブルートゥースモジュールを通じて行われる場合、前記広告ア
プリケーションは前記ブルートゥースモジュールを通じて、ブルートゥースカバレッジ内
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に存在する他のユーザ端末とのディテクトによりブルートゥースのＭＡＣアドレス情報を
受信する。
【０１３８】
　前記受信された他のユーザ端末のブルートゥースのＭＡＣアドレス情報が複数である場
合、前記広告アプリケーションはリストを生成してディテクト情報を獲得する。
【０１３９】
　ブルートゥース方式は、相手が権限を認証しない限り、ペアリングモードへの連結は不
可能であるが、ブルートゥースモジュールがオンになっている状態、即ち、ブルートゥー
スの機器探索モードではブルートゥースのＭＡＣアドレスに対するディテクトは可能であ
るため、他のユーザ端末のブルートゥースのＭＡＣアドレス情報をディテクトすることが
できる。
【０１４０】
　ここで、前記Ｗｉ-Ｆｉのカバレッジは２００ｍ以内であって、ブルートゥースのカバ
レッジ（１０～１００ｍ）より広いため、ＧＰＳによる位置追跡のようにあまりにも多い
ユーザが探索されることがあり、近接したユーザの正確な探索のためには、ネットワーク
方式よりはブルートゥース方式を採用した方が好ましい。
【０１４１】
　一方、ネットワークモジュール又はブルートゥースモジュールがオフになっている状態
では、ディテクトが不可能であるため、クライアントが探索を望むユーザの端末がネット
ワークモジュール又はブルートゥースモジュールがオフになっている状態の場合には探索
が不可能であり、クライアント周辺のユーザ端末に対するネットワークモジュール又はブ
ルートゥースモジュールを活性化してディテクトする場合、探索の正確性を高めることが
できる。
【０１４２】
　従って、前記広告端末からユーザ探索要請がある場合、前記広告端末がディテクトを試
みる前に、ディテクト活性化モジュールが前記広告端末周囲に位置する他のユーザ端末の
ネットワークモジュール又はブルートゥースモジュールを活性化させるためのプッシュア
ラームを生成して伝送する。
【０１４３】
　前記ディテクト活性化モジュールは、クライアント端末の位置追跡モジュールからＧＰ
Ｓ情報（ジオタグ情報）を受信して、クライアントの位置を基盤に位置追跡範囲内に存在
する他のユーザ端末のＧＰＳ情報を収集し、前記他のユーザ端末にネットワークモジュー
ル又はブルートゥースモジュールを活性化させるプッシュアラームを伝送することができ
る。
【０１４４】
　端末の場合、ネットワークモジュール又はブルートゥースモジュールがオフになってい
る場合にも、端末の電源がオンになっている間には位置追跡モジュールがオンになってい
るため、端末のＧＰＳ情報を通じて位置追跡範囲内にあるクライアント周辺のユーザ端末
に関するＧＰＳ情報を収集することができる。
【０１４５】
　また、前記ディテクト活性化モジュールは、プッシュアラームを伝送することができる
。広告端末のユーザ探索要請に対してプッシュアラームを伝送し、登録された会員である
ユーザ端末にのみプッシュアラームを伝送することができる。
【０１４６】
　前記ディテクト活性化モジュールは、前記広告端末の位置を基盤に位置追跡範囲内にあ
るユーザ端末のうち、会員として登録されたユーザ端末にのみネットワークモジュール又
はブルートゥースモジュールを活性化させるためのプッシュアラームを伝送することがで
き、ユーザ端末は前記プッシュアラームを受信して、ネットワークモジュール又はブルー
トゥースモジュールを活性化させることができる。
【０１４７】
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　ここで、前記プッシュアラームは、ネットワークモジュール又はブルートゥースモジュ
ールを活性化する活性化情報と、ディテクトの同期化のために設定された時間に活性化を
指示する活性化時間情報とを含み得る。
【０１４８】
　例えば、前記プッシュアラームは、ネットワークモジュール又はブルートゥースモジュ
ールを、信号を受信してから５秒後に５～１０秒間活性化する時間情報を含み得、前記時
間情報によりネットワークモジュール又はブルートゥースモジュールが活性化され得る。
【０１４９】
　前記のようなプッシュアラームが伝送されると、前記広告端末にもプッシュアラームが
伝送されるので、前記プッシュアラームの時間情報と同期化してディテクトを行い、広告
端末周囲の他のユーザ端末に関するディテクト情報を獲得することができる。
【０１５０】
　前記のようにディテクト情報が獲得されると、広告端末の広告アプリケーションは、前
記ディテクト情報を情報提供サーバに伝送する。
【０１５１】
　前記情報提供サーバのユーザ情報提供部は、前記ディテクト情報を受信し、データベー
スに保存された会員情報のうち、ディテクト情報に対応するネットワーク識別子又はブル
ートゥース識別子の情報を比較して、一致する会員情報リストを抽出する。
【０１５２】
　前記のように会員情報リストが抽出されると、前記会員情報に含まれている公開情報を
リストとして生成して、前記リストに該当するユーザ端末に前記広告端末が登録した広告
を伝送し、前記広告がユーザ端末のリストに伝送された内訳情報がデータベースに保存管
理され、前記広告端末にも伝送される。
【０１５３】
　従って、前記広告端末は広告がどんなユーザに提供されたかをリアルタイムで確認でき
るため、広告の効果を直接体得することができる。
【０１５４】
　以上で説明した本発明の詳細な説明では、本発明の好ましい実施例を参照して説明した
が、本発明の保護範囲は前記実施例に限定されるものではなく、該当技術分野の通常の知
識を有する者であれば、本発明の思想及び技術領域から外れない範囲内で本発明を多様に
修正及び変更できるということが分かるはずである。
【産業上の利用可能性】
【０１５５】
　本発明は、近距離ユーザ識別システム並びにこれを用いた情報提供システム及び方法に
関するものであって、さらに詳しくは、ネットワーク又は近距離通信ディテクトを通じて
、クライアントが肉眼で確認できる近距離に位置するユーザを探索し、前記探索されたユ
ーザの公開情報又は前記探索されたユーザに位置基盤の広告を提供することができるので
、強力なソーシャルネットワークの構築及び近距離基盤の広告の提供を通じて、無線ネッ
トワーク通信サービス業に非常に有用な発明である。
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