
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ローカル無線網を介して、ローカルサーバにアクセスする無線ＬＡＮインタフェースと、
公衆網を介して、公衆網上のサーバにアクセスする公衆網インタフェースと、自身を識別
するＩＤを添付して、ローカルサーバ上の情報へのアクセス要求を行うローカルサーバア
クセス要求手段と、前記要求が拒否された場合に、同時に送られてきたサーバアクセス会
員申し込み案内に記載されているアドレスに対して、公衆網インタフェースを介して、サ
ーバアクセス会員申し込み要求を行う公衆網会員申し込み要求手段と、を持つことを特徴
とする、携帯端末。
【請求項２】
前記公衆網会員申し込み要求手段は、前記要求が拒否されてきた場合に送られてくるサー
バアクセス会員申し込み案内に添付されたローカルサーバＩＤを、前記サーバアクセス会
員申し込み要求に添付することを特徴とする、請求項１の携帯端末。
【請求項３】
前記サーバアクセス会員申し込みに対して与えられる暫定的な期限の間だけ有効なパスワ
ードを記憶する暫定パスワード記憶手段とを更に有し、前記ローカルサーバアクセス要求
手段は、前記ローカル無線網を介して、前記暫定パスワード記憶手段に記憶されたパスワ
ードを添付して、再びローカルサーバ上の情報へのアクセス要求を行うことを特徴とする
、請求項１の携帯端末。
【請求項４】
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ローカル無線網を介して、携帯端末からアクセスされる無線ＬＡＮインタフェースと、公
衆網（あるいは専用線）を介して、公衆網上の申し込みサーバと通信する公衆網インタフ
ェースと、携帯端末から、ローカル無線網を介して、携帯端末自身を識別するＩＤを添付
した形で、自身が蓄える情報へのアクセス要求を受信するローカル情報アクセス受信手段
と、前記ＩＤが、あらかじめ定められた会員データベースに登録されているかどうかを確
かめる確認手段と、前記ＩＤが、前記会員データベースに登録されていなかった場合、会
員申し込みを行うべき公衆網上の申し込みサーバのアドレスを添付した上で、会員申し込
み案内を前記携帯端末にローカル無線網を介して送付する会員申し込み案内送信手段と、
公衆網上に接続された申し込みサーバから、公衆網を介して新たな会員情報のアップデー
トを受信する会員情報受信手段と、前記会員情報のアップデートを、前記会員データベー
スに登録する登録手段とを有することを特徴とするローカル無線サーバ。
【請求項５】
前記会員申し込み案内送信手段は、公衆網のローカル無線サーバを一意に識別することの
できるローカルサーバＩＤを、前記会員申し込み案内に添付することを特徴とする、請求
項４のローカル無線サーバ。
【請求項６】
暫定的な期限の間だけ有効なパスワードを添付してローカル情報へのアクセス要求が行わ
れた場合、このアクセス要求を許可し、前記携帯端末に対して、要求されたローカル情報
をローカル無線網を介して送信する、ローカル情報送信部を更に有することを特徴とする
、請求項４のローカル無線サーバ。
【請求項７】
前記携帯端末に対する会員情報のアップデートは、前記暫定的な期限の間に行われる事を
特徴とする、請求項６のローカル無線サーバ。
【請求項８】
前記ローカル無線網側の携帯端末から、会員申し込み要求を受信する会員申し込み受信手
段と、前記会員申し込み要求を、公衆網上の申し込みサーバへフォワードする会員申し込
み送信手段と、を更に有することを特徴とする請求項４のローカル無線サーバ。
【請求項９】
「公衆網インタフェースとローカル網インタフェースを持ち、ローカル網インタフェース
を介してお互いに通信する携帯端末、ローカル無線サーバ」と、公衆網を介して通信する
公衆網インタフェースと、前記携帯端末から、公衆網を介して、前記ローカル無線サーバ
へのアクセス会員への申し込みである、アクセス会員申し込み要求を受信する会員申し込
み受信手段と、この申し込みが受け付けられた場合、この携帯端末に関する情報を、前記
ローカル無線サーバに対して通知する通知手段を持つことを特徴とする、申し込みサーバ
。
【請求項１０】
前記会員申し込み受信手段は、前記携帯端末が前記ローカル無線サーバから送られてくる
会員申し込み案内に添付されたローカルサーバＩＤを含んだアクセス会員申し込み要求を
受信し、前記通知手段が通知するローカル無線サーバは、前記ローカルサーバＩＤを持つ
装置であることを特徴とする、請求項９の申し込みサーバ。
【請求項１１】
前記通知手段は、複数のローカル無線サーバに対して、これを通知することを特徴とする
、請求項９の申し込みサーバ。
【請求項１２】
前記携帯端末に対して、暫定的な期限の間だけ有効なパスワードを更に与え、前記携帯端
末は、前記ローカル無線網を介して、前記暫定パスワードを添付して、再びローカルサー
バ上の情報へのアクセス要求を行うことを特徴とする、請求項９の申し込みサーバ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈのようなローカル無線網における、情報配信を行うシステ
ムを構成する各々の構成装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
携帯電話の急激な普及は、ユーザの電話や情報検索のあり方を一変した。どちらに関して
も、「公衆電話や、自宅／会社の電話の前に立って」、「パソコンの前に立って」行う、
という制約がなくなり、「いつでも、どこでも」、電話や情報検索が行えるような状況が
出現した。特に、後者の情報検索については、日本のＮＴＴドコモによるｉ－ｍｏｄｅ（
アイモード）と呼ばれるサービスに代表される、いわゆる「無線インターネット」による
実現がなされたことが、大きく影響している。
【０００３】
一方で、この様な「無線インターネット」は進化を続けている。例えば、現状のｉ－ｍｏ
ｄｅは、公衆電話網上のパケット網をインフラとしているため、低速アクセスなどの制約
条件があった。また、アクセスしたい情報が、ローカルな情報であろうと、リモートな情
報であろうと、どちらにしろ、ユーザは、通信キャリアに対して通信料と情報料の両方を
支払う必要があった。特に、情報がローカルな場合（例えば、自分が今いる店についての
商品情報等）、通信キャリアに対して支払う通信料は、最小限にしたい、というのがユー
ザの希望である。
【０００４】
そこで、ローカルエリアネットワークを使った情報提供サービスが提案されている。例え
ば、提案者らの発明（１３Ｂ００２０４２１等）では、ローカルエリアネットワーク（ロ
ーカル無線網。例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ）のインタフェースも有した、携帯電話による
、ローカル情報へのアクセス方法について論じている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
これに対して、これらのローカル情報を提供する側（店舗など）は、「顧客のデータにつ
いて知りたい」という要求がある。すなわち、要求のあった携帯電話全てに対して、無料
でデータを提供するだけだと、完全に情報の持ち出しとなってしまうため、ローカル情報
を提供する側でも、ローカル無線網を通じて提供する情報に情報料を科したり、情報請求
をしているユーザについてのログをとっておいたり、あるいは、情報提供を会員制とした
り、といった工夫ができることを求めている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため本発明は、ローカル無線網を介して、ローカルサーバにアクセス
する無線ＬＡＮインタフェースと、公衆網を介して、公衆網上のサーバにアクセスする公
衆網インタフェースと、自身を識別するＩＤを添付して、ローカルサーバ上の情報へのア
クセス要求を行うローカルサーバアクセス要求手段と、前記要求が拒否された場合に、同
時に送られてきたサーバアクセス会員申し込み案内に記載されているアドレスに対して、
公衆網インタフェースを介して、サーバアクセス会員申し込み要求を行う公衆網会員申し
込み要求手段と、を持つことを特徴とする。
【０００７】
また、前記公衆網会員申し込み要求手段は、前記要求が拒否されてきた場合に送られてく
るサーバアクセス会員申し込み案内に添付されたローカルサーバＩＤを、前記サーバアク
セス会員申し込み要求に添付することを特徴とする。
【０００８】
また、前記サーバアクセス会員申し込みに対して与えられる暫定的な期限の間だけ有効な
パスワードを記憶する暫定パスワード記憶手段とを更に有し、前記ローカルサーバアクセ
ス要求手段は、前記ローカル無線網を介して、前記暫定パスワード記憶手段に記憶された
パスワードを添付して、再びローカルサーバ上の情報へのアクセス要求を行うことを特徴
とする。
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【０００９】
また、ローカル無線網を介して、携帯端末からアクセスされる無線ＬＡＮインタフェース
と、公衆網（あるいは専用線）を介して、公衆網上の申し込みサーバと通信する公衆網イ
ンタフェースと、携帯端末から、ローカル無線網を介して、携帯端末自身を識別するＩＤ
を添付した形で、自身が蓄える情報へのアクセス要求を受信するローカル情報アクセス受
信手段と、前記ＩＤが、あらかじめ定められた会員データベースに登録されているかどう
かを確かめる確認手段と、前記ＩＤが、前記会員データベースに登録されていなかった場
合、会員申し込みを行うべき公衆網上の申し込みサーバのアドレスを添付した上で、会員
申し込み案内を前記携帯端末にローカル無線網を介して送付する会員申し込み案内送信手
段と、公衆網上に接続された申し込みサーバから、公衆網を介して新たな会員情報のアッ
プデートを受信する会員情報受信手段と、前記会員情報のアップデートを、前記会員デー
タベースに登録する登録手段とを有することを特徴とする。
【００１０】
また、前記会員申し込み案内送信手段は、公衆網のローカル無線サーバを一意に識別する
ことのできるローカルサーバＩＤを、前記会員申し込み案内に添付することを特徴とする
。
【００１１】
また、暫定的な期限の間だけ有効なパスワードを添付してローカル情報へのアクセス要求
が行われた場合、このアクセス要求を許可し、前記携帯端末に対して、要求されたローカ
ル情報をローカル無線網を介して送信する、ローカル情報送信部を更に有することを特徴
とする。
【００１２】
また、前記携帯端末に対する会員情報のアップデートは、前記暫定的な期限の間に行われ
る事を特徴とする。
【００１３】
また、前記ローカル無線網側の携帯端末から、会員申し込み要求を受信する会員申し込み
受信手段と、前記会員申し込み要求を、公衆網上の申し込みサーバへフォワードする会員
申し込み送信手段と、を更に有することを特徴とする。
【００１４】
また、「公衆網インタフェースとローカル網インタフェースを持ち、ローカル網インタフ
ェースを介してお互いに通信する携帯端末、ローカル無線サーバ」と、公衆網を介して通
信する公衆網インタフェースと、前記携帯端末から、公衆網を介して、前記ローカル無線
サーバへのアクセス会員への申し込みである、アクセス会員申し込み要求を受信する会員
申し込み受信手段と、この申し込みが受け付けられた場合、この携帯端末に関する情報を
、前記ローカル無線サーバに対して通知する通知手段を持つことを特徴とする。
【００１５】
また、前記会員申し込み受信手段は、前記携帯端末が前記ローカル無線サーバから送られ
てくる会員申し込み案内に添付されたローカルサーバＩＤを含んだアクセス会員申し込み
要求を受信し、前記通知手段が通知するローカル無線サーバは、前記ローカルサーバＩＤ
を持つ装置であることを特徴とする。
【００１６】
また、前記通知手段は、複数のローカル無線サーバに対して、これを通知することを特徴
とする。
【００１７】
また、前記携帯端末に対して、暫定的な期限の間だけ有効なパスワードを更に与え、前記
携帯端末は、前記ローカル無線網を介して、前記暫定パスワードを添付して、再びローカ
ルサーバ上の情報へのアクセス要求を行うことを特徴とする。
【００１８】
【発明の実施の形態】
本発明は、これらを実現するためになされたものである。

10

20

30

40

50

(4) JP 3629190 B2 2005.3.16



（第１の実施形態）
図１に、本発明システムの実施例である、携帯端末のユーザの利用環境を示す。この図１
の環境は、例えば店舗や、テーマパーク、ホール、電車、バスなどのように、ある閉じた
空間を構成した中にユーザがいる。この図の様に、ユーザの持つ携帯端末には、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈの通信インタフェースと、公衆網（例えば公衆電話網）の通信インタフェース
の２つを持つ。
【００１９】
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈとは、低消費電力、低コストを特徴とした無線ＬＡＮの一種であり、
多くの携帯端末への搭載が期待されている。プロトコル等の詳細は、ｈｔｔｐ：／／／ｗ
ｗｗ．ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ．ｃｏｍに記載されている。
【００２０】
図２に携帯端末の内部構造を示す。このユーザの携帯端末は、ＴＰＯに応じて、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ（以降、ＢＴとも表現する）通信と、公衆網通信を使い分けて、通信サービス
を受けることになる。
【００２１】
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ基地局は、例えば電車やバスの中、店舗や映画館、駅の構内、改札口
、コンサートホール等の一般大衆が集まる所に配置され、ＢＴ通信を通して、ユーザの携
帯端末に対して、情報提供（特にローカルな情報。例えば、電車やバスの中であれば、乗
換え情報や時刻表情報。店舗であれば、商品情報や割引情報等。もちろん、ニュースや天
気予報、渋滞や事故の情報等、一般的な情報の提供も可能）を行うための基地局である。
図３にＢｌｕｅｔｏｏｔｈ基地局の内部構造を示す。ＢＴ基地局は、公衆網Ｉ／Ｆを通し
て公衆網にも接続されており、公衆網側からのローカル情報ストレージへの情報の更新や
、後に説明する会員データベースの更新や、公衆網との通信が必要な処理（例えば、第３
の実施例で説明するような、公衆網上のサーバとの通信が必要な会員申込手続き等）を行
うことができるようになっている。
【００２２】
これらの内部構造からわかるとおり、本実施例においては、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、公衆網
、共に、携帯端末に対する情報提供は、ＷＡＰを通して行うものとするが、実際のシステ
ムにおいてはＸＭＬやＨＴＭＬ、Ｃ（コンパクト）ＨＴＭＬ等、どのような情報記述形態
で行われても良い。
【００２３】
さて、図１の環境において、ユーザは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ基地局を通して、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ基地局内のローカル情報ストレージに蓄積されている所望の情報の入手を行うこ
とが可能である。ただし、これらの情報の入手は、会員制となっており、会員登録されて
いるユーザのみが、これらの情報入手ができるようになっているものとする。即ち、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ基地局内の会員データベースに登録された携帯端末に対してのみ、情報提
供のサービスを行うことを基本とする。ただし、お試しサービスや、無料サービス等、種
々の形態の組み合わせが、本実施例のシステムにおいて実現されていても、もちろん良い
。本実施例においては、この会員登録を行う際の手続きの詳細を説明する。
【００２４】
図４に、第１の実施例の処理シーケンスを示す。まず、携帯端末は、ＢＴ基地局に対して
、ローカル情報へのアクセス要求を送出する。この際、この携帯端末を識別可能なＩＤで
ある端末ＩＤ（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈアドレス、携帯電話番号等の公衆網アドレス
、携帯端末に内蔵されているＩＣカードや、ＩＣカードアプリケーションに与えられてい
る端末ＩＤ等）を合わせて送付する。
【００２５】
これを受けたＢＴ基地局は、上記端末ＩＤが、ローカル情報提供サービスを受けることの
できる会員であるか否かを判別するための確認作業を行う。具体的には、会員確認部が、
内部の会員データベースを参照して、上記会員番号が記載されているかどうかを確認する
。ここで、この端末ＩＤが会員データベースに記載されておらず、この段階で非会員であ
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ると判明したとする。すると、ＢＴ基地局は、この携帯端末（のユーザ）に対して、この
サービスを受けるには会員申し込みが必要である旨を案内すべく、会員申込案内を送付す
る。この会員申込案内も、ＷＡＰで送信するものである。処理シーケンスにあるａｐｐｌ
ｉｃａｔｉｏｎ．ｓｅｒｖｉｃｅ．ｘｘとは、この会員申込を行うことのできる、公衆網
上のサイトのアドレス（ＵＲＬ）である。この案内に、このＢＴ基地局のＩＤを付与して
も良い。これは、同様のサービスを提供するＢＴ基地局が複数あり、同サービスを管理す
るサーバ（本実施例では申込サーバ）が、どのＢＴ基地局が、このような申込手続きを希
望されているのかを後で検索しやすくしたりするために使用される。ここまでは、通信は
全てＢＴ上で行われているので、公衆網を利用する場合に必要となる通信料金はかからな
い。
【００２６】
これを受け取った携帯端末（のユーザ）は、この会員申込案内を参照して、公衆網を通し
て、会員申込要求を、公衆網上の申込サーバ（アドレスは、ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ．ｓ
ｅｒｖｉｃｅ．ｘｘ）に対して送出する。この際、先述した端末ＩＤや、ＢＴ基地局ＩＤ
を合わせて送信する。これに引き続き、必要な申込手続き（例えば、名前や連絡先の入力
、会員規則の確認、会費の払込など）が、携帯端末と申込サーバ間で、公衆網を通じて行
われる。
【００２７】
この様にして、申込手続きが終了すると、申込サーバは、この端末ＩＤを持つ携帯端末が
、新たに会員となったことを、やはり公衆網を通じて、ＢＴ基地局に対して通知する。こ
こで、ＢＴ基地局に対する通知は、先のＢＴ基地局ＩＤを使って、「どのＢＴ基地局に対
して、まずこの通知を行うか」の判断を、申込サーバにて行い、該ＢＴ基地局への通知を
優先的に行っても良い。また、この通知は、複数のＢＴ基地局に対して同時（あるいは順
次）に行っても良い。
【００２８】
これを受けたＢＴ基地局は、会員データベース更新部を通して、該端末ＩＤを会員データ
ベースに登録する。また、これと前後して、携帯端末に対して、会員申込が終了した事が
通知されても良い。
【００２９】
ひき続き携帯端末は、ＢＴ基地局に対して、ローカル情報へのアクセス要求を、端末ＩＤ
と共に再び送出する。ＢＴ基地局は、今度は、この端末ＩＤが、会員データベースに登録
されていることを確認して、ローカル情報を携帯端末に対して送出する。
【００３０】
この様にして、携帯端末は、ＢＴ基地局が提供する情報配信を受けることのできる会員と
なることができる。この会員を管理する申し込みサーバは、例えばコンビニエンスストア
チェーンの本社に位置させて、コンビニエンスストア全体の情報配信会員の管理を行うほ
か、各店舗に配置されたＢＴ基地局は、その店舗内での情報配信を的確に行う。各店舗に
、申し込みサーバを配置する必要もなくなるため、大幅なコストの削減にもつながる。
（第２の実施形態）
第１の実施形態では、ＢＴ基地局と申込サーバ間は、常に公衆網で接続されており、会員
データベースの更新もリアルタイムで（会員申込手続きに引き続いて、すぐに）行うこと
ができる環境が前提であった。しかしながら、例えばＢＴ基地局が電車の中や、バスの中
に配置されている場合等、すぐにＢＴ基地局の会員データベースの更新ができない場合も
考えられる。第２の実施例では、そのような場合を考える。
【００３１】
図５に、第２の実施例の処理シーケンスを示す。第１の実施例と同様に、まず携帯端末は
、ＢＴ基地局に対して、ローカル情報へのアクセス要求を送出する。この際、この携帯端
末を識別可能なＩＤである端末ＩＤ（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈアドレス、携帯電話番
号等の公衆網アドレス、携帯端末に内蔵されているＩＣカードや、ＩＣカードアプリケー
ションに与えられている端末ＩＤ等）を合わせて送付する。
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【００３２】
これを受けたＢＴ基地局は、上記端末ＩＤが、ローカル情報提供サービスを受けることの
できる会員であるか否かを判別するための確認作業を行い、非会員であると判明したとす
る。すると、ＢＴ基地局は、この携帯端末（のユーザ）に対して、このサービスを受ける
には会員申し込みが必要である旨を、申込のためのアドレスと共に案内する。この案内に
、このＢＴ基地局のＩＤを付与しても良い。
【００３３】
これを受け取った携帯端末（のユーザ）は、この会員申込案内を参照して、公衆網を通し
て、会員申込要求を、公衆網上の申込サーバ（アドレスは、ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ．ｓ
ｅｒｖｉｃｅ．ｘｘ）に対して送出する。この際、先述した端末ＩＤや、ＢＴ基地局ＩＤ
を合わせて送信する。これに引き続き、必要な申込手続き（例えば、名前や連絡先の入力
、会員規則の確認、会費の払込など）が、携帯端末と申込サーバ間で、公衆網を通じて行
われる。
【００３４】
この様にして、申込手続きが終了すると、申込サーバは、ＢＴ基地局ＩＤの値から、すぐ
に、このＢＴ基地局に対して新会員情報の登録ができないことを認識し、携帯端末に対し
て、暫定的なパスワード（ｙｙｙ）を送信する（携帯端末のユーザが、わざわざこのパス
ワードを認識する必要があるかどうかは、運用による）。この暫定的なパスワードは、申
込サーバが、ＢＴ基地局に対して新会員情報を登録するのに必要な時間、例えば、申込当
日の間だけ有効など、適切な有効期限が設けられているのが望ましい。携帯端末は、暫定
パスワード記憶部において、この暫定パスワードを記憶する。
【００３５】
次に、携帯端末は、ＢＴ基地局に対して再びローカル情報へのアクセス要求を行うわけで
あるが、この際は、先述の暫定パスワード（ｙｙｙ）を添付して、このアクセス要求を行
うようにする。暫定パスワードの有効期限内であれば、ＢＴ基地局は、このアクセス要求
を受け付け、携帯端末に対して、ローカル情報を提供する。
【００３６】
これと前後して、申込サーバは（望むべくは、前記の暫定パスワードの有効期限内に）、
この端末ＩＤを持つ携帯端末が、新たに会員となったことを、公衆網を通じて、ＢＴ基地
局に対して通知する。これを受けたＢＴ基地局は、会員データベース更新部を通して、該
端末ＩＤを会員データベースに登録する。この登録が、暫定パスワードの有効期限内に行
われれば、前記携帯端末からの要求は、暫定パスワードの有効期限が切れた後でも、受け
付けることが可能となる。
【００３７】
本実施例は、閉空間が電車やバスなど、移動閉空間である場合に特に有効である。すなわ
ち、申し込みサーバへの申し込みの直後に、ＢＴ基地局への会員データベースの更新が難
しい場合が考えられる（その移動閉空間まで、公衆網が一時的に届かなくなっている場合
や、移動中は通信コストが高い場合）。そのような場合は、一定の時間経過の後に情報提
供が行えるようになっていることにより、ユーザに対してストレス無く、情報提供を行う
ことができる。
（第３の実施形態）
第１の実施形態では、携帯端末はＢＴ通信と公衆網通信の２つの通信インタフェースを有
しており、実際の会員申込の手続きは公衆網を介して行う例であった。これには、実際の
会員申込の手続きは公衆網を介して行なうため、公衆網との通信が不可能な場所（例えば
地下街やトンネルの中など）での申込受け付けが難しい点や、会員申込に公衆網の通信料
金がかかってしまう、等の欠点があった。第３の実施例では、会員申込手続きも、ＢＴ通
信を介して行なうことができるような場合を考える。
【００３８】
図６に、第３の実施例の処理シーケンスを示す。まず、携帯端末は、ＢＴ基地局に対して
、ローカル情報へのアクセス要求を送出する。この際、この携帯端末を識別可能なＩＤで
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ある端末ＩＤ（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈアドレス、携帯電話番号等の公衆網アドレス
、携帯端末に内蔵されているＩＣカードや、ＩＣカードアプリケーションに与えられてい
る端末ＩＤ等）を合わせて送付する。
【００３９】
これを受けたＢＴ基地局は、上記端末ＩＤが、ローカル情報提供サービスを受けることの
できる会員であるか否かを判別するための確認作業を行い、非会員であると判明したとす
る。すると、ＢＴ基地局は、この携帯端末（のユーザ）に対して、このサービスを受ける
には会員申し込みが必要である旨を案内すべく、会員申込案内を送付する。この会員申込
を行うことのできるサイトは、基本的には、やはりこのＢＴ基地局である。
【００４０】
携帯端末は、端末ＩＤと共に、会員申込要求をＢＴ基地局に送信する。ＢＴ基地局では、
これを会員申込要求であると認識すると、これを会員申込受付部が受け取り、実際の会員
申込の受付を行なう公衆網上のサーバである申込サーバに対して、必要なプロトコル変換
やフォーマット変換を施した上でフォワードする。以降は、携帯端末と申込サーバとの間
の申込手続きが、ＢＴ基地局の会員申込受付部がこれをゲートウエイする形で引き続き行
なわれる。
【００４１】
この様にして、申込手続きが終了すると、申込サーバは、この端末ＩＤを持つ携帯端末が
、新たに会員となったことを、やはり公衆網を通じて、ＢＴ基地局に対して通知する。こ
れを受けたＢＴ基地局は、会員データベース更新部を通して、該端末ＩＤを会員データベ
ースに登録する。また、これと前後して、携帯端末に対して、会員申込が終了した事が通
知されても良い。
【００４２】
ひき続き携帯端末は、ＢＴ基地局に対して、ローカル情報へのアクセス要求を、端末ＩＤ
と共に再び送出する。ＢＴ基地局は、今度は、この端末ＩＤが、会員データベースに登録
されていることを確認して、ローカル情報を携帯端末に対して送出する。
【００４３】
なお、会員制をとる一方で、会費の徴収が必要になってくる場合があるが、その場合は例
えば、携帯電話の公衆網キャリア（通信キャリア）の課金システムを利用する形で、課金
を行う方法が考えられる。
【００４４】
なお、第１～３の実施例において、ＢＴ基地局と申し込みサーバの間は公衆網で接続され
たものとして説明してきたが、これらが専用線で接続されていたり、ＶＰＮで接続されて
いたり、あるいは、ＢＴ基地局と申し込みサーバが同一敷地内にある場合は、ローカルエ
リアネットワークで接続されていたとしても、本発明の有効性が損なわれないのは明らか
である。よって、本発明は、これらの全ての場合に適用することが可能である。
【００４５】
【発明の効果】
以上の説明のように本発明によれば、改良された携帯端末、ローカル無線サーバ、および
申し込みサーバを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の携帯端末のユーザの利用環境を示す模式図である。
【図２】本発明の携帯端末の内部構造を示す図である。
【図３】Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ基地局の内部構造を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施例の処理シーケンスを示す図である。
【図５】本発明の第２の実施例の処理シーケンスを示す図である。
【図６】本発明の第３の実施例の処理シーケンスを示す図である。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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