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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近隣ワイヤレス識別送信機に対応する識別情報を含むメッセージを受信しサーバに中継
する近接ブロードキャスト受信機のための方法であって、
　近接の範囲内のワイヤレス識別送信機からローリング識別子を含む短距離ワイヤレスブ
ロードキャストメッセージを受信することと、
　前記受信したブロードキャストメッセージに応答してサイティングメッセージを生成す
ることと、ここで、前記サイティングメッセージは、前記ローリング識別子と、前記近接
ブロードキャスト受信機の位置と前記短距離ワイヤレスブロードキャストメッセージを受
信した時間のタイムスタンプデータとを含む関連するデータとを含み、前記関連するデー
タは、前記ローリング識別子と関連付けられる、
　データベースへの前記位置およびタイムスタンプデータの、前記サーバによる記憶のた
めに、長距離通信を介して前記サイティングメッセージを前記サーバに送信することと
を備える、方法。
【請求項２】
　前記関連するデータは、前記近接ブロードキャスト受信機に対応する識別情報、前記サ
イティングメッセージが警告または登録されたサービスに関するかどうか、前記近接ブロ
ードキャスト受信機で実行されるソフトウェアまたはアプリケーションに関する情報、お
よびある場所中の既知のエリアに関する近接情報のうちの少なくとも１つを含む、
請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記関連するデータは、前記近接ブロードキャスト受信機の前記識別情報を確認する認
証情報をさらに含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記受信されたブロードキャストメッセージにおいて示されるＢｌｕｅｔｏｏｔｈマシ
ンアドレスと、前記近接ブロードキャスト受信機上の記憶されたリストとに基づいて、前
記受信されたブロードキャストメッセージがすでに受信されているかどうかを判定するこ
とをさらに備え、
　前記受信されたブロードキャストメッセージがまだ受信されていない場合、前記サイテ
ィングメッセージは、生成される、
請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記受信されたブロードキャストメッセージが前記ワイヤレス識別送信機の構成パラメ
ータを含むと判定したことに応答して、構成設定を含むメッセージを送信することをさら
に備え、前記構成設定は、送信間隔、送信電力、新たなＢｌｕｅｔｏｏｔｈマシンアドレ
スを生成するための第２の間隔、および新たなローリング識別子を生成するための第３の
間隔のうちの少なくとも１つを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記受信されたブロードキャストメッセージがある動作に対応する情報を含むと前記近
接ブロードキャスト受信機が判定する場合、前記動作を実行することをさらに備え、前記
動作は、メッセージを前記サーバに送信すること、第２のメッセージをユーザデバイスに
送信すること、ソーシャルネットワーキングページにアクセスすること、ウェブページに
アクセスすること、および業者に関する情報を表示することのうちの少なくとも１つを含
む、
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　ターゲット識別子と探索セクタとを示す警告メッセージを前記サーバから受信すること
と、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記探索セクタ内に位置するかどうか判定すること
と、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記探索セクタ内にない場合、前記ローリング識別
子のログを取得することと、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記探索セクタ内に位置する場合、前記ターゲット
識別子が前記ローリング識別子に対応するかどうか判定することと
　をさらに備え、
　長距離通信を介して前記サイティングメッセージを送信することは、前記近接ブロード
キャスト受信機が前記探索セクタ内に位置し前記ローリング識別子が前記ターゲット識別
子に対応する場合に、前記長距離通信を介して前記サイティングメッセージを送信するこ
とを備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記サーバから受信された関心のある識別子のリストを記憶することと、
　前記受信されたブロードキャストメッセージの前記ローリング識別子は、前記関心のあ
るリストによって示されるかどうかを判定することと、
　前記ローリング識別子が前記関心のあるリストによって示されると判定したことに応答
して、前記近接ブロードキャスト受信機上で実行されるアプリケーションに情報を提供す
ることと
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
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【請求項９】
　前記ローリング識別子が前記関心のあるリストによって示されると判定したことに応答
して、前記ワイヤレス識別送信機が前記近接ブロードキャスト受信機の近接の範囲内にあ
ると告知することと、
　前記ワイヤレス識別送信機から受信されるべき後続のブロードキャストメッセージをリ
ッスンすることと、
　前記ワイヤレス識別送信機から前記後続のブロードキャストメッセージを受信しないこ
とに応答して、前記ワイヤレス識別送信機がもはや前記近接ブロードキャスト受信機の近
接の範囲内にないと告知することと
をさらに備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　長距離通信を介して前記サイティングメッセージを前記サーバに送信することは、
　前記ローリング識別子に関する警告を受信すること、前記近接ブロードキャスト受信機
が前記受信されたブロードキャストメッセージ内の前記識別情報を検出することが可能で
はないこと、別のメッセージを送信すること、および、前記受信されたブロードキャスト
メッセージと関連付けられるタイマーの満了のうちの少なくとも１つに応答して、前記長
距離通信を介して前記サイティングメッセージを前記サーバに送信することを備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ワイヤレス識別送信機からメッセージのシーケンスを受信することと、ここで、前
記シーケンスは、前記受信されたブロードキャストメッセージを含む、
　前記シーケンスにおける前記メッセージの信号強度に基づいて、前記シーケンスがメッ
セージを欠いているかどうかを判定することと
　をさらに備え、
　前記サイティングメッセージは、前記シーケンスが前記メッセージを欠いていると判定
される場合、前記近接ブロードキャスト受信機が前記ワイヤレス識別送信機から遠いこと
を示し、
　前記サイティングメッセージは、前記シーケンスが前記メッセージを欠いていないと判
定される場合、前記近接ブロードキャスト受信機が前記ワイヤレス識別送信機に近いこと
を示す、
請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ワイヤレス識別送信機からメッセージのシーケンスを受信することと、ここで、前
記シーケンスは、前記受信されたブロードキャストメッセージを含む、
　前記シーケンスにおける前記メッセージの信号強度に基づいて、前記シーケンスがメッ
セージを欠いているかどうかを判定することと、
　前記シーケンスが前記メッセージを欠いていないと判定される場合、前記近接ブロード
キャスト受信機が前記ワイヤレス識別送信機の制御下にあると判定することと、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記ワイヤレス識別送信機の制御下にあると判定さ
れる場合、メッセージの前記受信されたシーケンスを処理することと
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ワイヤレス識別送信機の監督権の変更を示すユーザ入力を受信したことに応答して
、前記ワイヤレス識別送信機の制御権の喪失を告知することをさらに備える、
請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ローリング識別子に基づいて、前記受信されたブロードキャストメッセージが冗長
かどうかを判定することと、
　前記受信されたブロードキャストメッセージが冗長ではないと判定される場合、前記受
信されたブロードキャストメッセージによって示される第１のホップカウントがホップ閾
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値を超えるかどうかを判定することと、
　前記第１のホップカウントが前記ホップ閾値を超えない場合、前記近接ブロードキャス
ト受信機による前記受信されたブロードキャストメッセージの受信を示す第２のホップカ
ウントを含めるように、前記受信されたブロードキャストメッセージを修正することと、
　短距離ワイヤレス送信を介して前記修正されたメッセージをブロードキャストすること
と
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　近隣ワイヤレス識別送信機に対応する識別情報を含むメッセージを受信し中継するよう
に構成される近接ブロードキャスト受信機であって、
　近接の範囲内のワイヤレス識別送信機からローリング識別子を含む短距離ワイヤレスブ
ロードキャストメッセージを受信するための手段と、
　前記受信されたブロードキャストメッセージに応答してサイティングメッセージを生成
するための手段と、ここで、前記サイティングメッセージは、前記ローリング識別子と、
前記近接ブロードキャスト受信機の位置と前記短距離ワイヤレスブロードキャストメッセ
ージを受信した時間のタイムスタンプデータとを含む関連するデータとを含み、前記関連
するデータは、前記ローリング識別子と関連付けられる、
　データベースへの前記位置およびタイムスタンプデータの、サーバによる記憶のために
、長距離通信を介して前記サイティングメッセージを前記サーバに送信するための手段と
を備える、近接ブロードキャスト受信機。
【請求項１６】
　近接にある場合に短距離ワイヤレス送信を交換するデバイスのシステムとサーバが通信
するための方法であって、
　ローリング識別子と関連するデータとを含むサイティングメッセージを受信することと
、ここで、前記関連するデータは、少なくとも近接ブロードキャスト受信機に関する識別
情報と認証情報とを含み、前記デバイスの位置と前記デバイスが前記ローリング識別子を
含むメッセージを受信した時間のタイムスタンプデータとを含み、前記関連するデータは
、前記ローリング識別子と関連付けられる、
　前記ローリング識別子が、あるアルゴリズムとワイヤレス識別送信機と共有される情報
とを使用して計算される情報と一致するかどうかを判定することと、
　前記ローリング識別子が前記アルゴリズムと前記ワイヤレス識別送信機と共有される情
報とを使用して計算される情報と一致する場合、前記ローリング識別子を前記ワイヤレス
識別送信機と関連付けることと、
　前記位置およびタイムスタンプデータをデータベースに記憶することを含む、前記ワイ
ヤレス識別送信機に関連して、前記サイティングメッセージからのデータを記憶すること
と、
　前記サイティングメッセージを受信したことに応答して動作を実行することと
を備える、方法。
【請求項１７】
　前記ワイヤレス識別送信機と共有される前記アルゴリズムは、暗号化アルゴリズムおよ
び擬似ランダム関数のうちの少なくとも１つであり、前記ワイヤレス識別送信機と共有さ
れる情報は、少なくとも前記ワイヤレス識別送信機のデバイス識別子および共有される秘
密鍵である、
請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ローリング識別子を前記ワイヤレス識別送信機と関連付けることは、
　前記ワイヤレス識別送信機に関する登録情報を受信することと、
　前記ローリング識別子を前記受信された登録情報と関連付けることと
を備える、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
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　前記関連するデータに基づいて前記受信されたサイティングメッセージを認証すること
をさらに備える、
請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ワイヤレス識別送信機に対応する複数のサイティングメッセージを受信することと
、
　前記複数のサイティングメッセージ内で示される情報に基づいて、前記複数のサイティ
ングメッセージのいずれかが同時発生するかどうかを判定することと、ここで、前記複数
のサイティングメッセージ内で示される前記情報は、タイムスタンプ情報と、近接ブロー
ドキャスト受信機の識別情報とのうちの少なくとも１つを含む、
　同時発生すると判定されたサイティングメッセージ内で示される位置情報と、既知の送
信範囲情報とに基づいて、重複領域を計算することと、
　前記重複領域を前記ワイヤレス識別送信機と関連付けることと
をさらに備える、
請求項１６に記載の方法。
【請求項２１】
　近接にある場合に短距離ワイヤレス送信を交換するデバイスのシステムと通信するよう
に構成されるサーバであって、
　ローリング識別子と関連するデータとを含むサイティングメッセージを受信するための
手段と、ここで、前記関連するデータは、少なくとも近接ブロードキャスト受信機に関す
る識別情報と認証情報とを含み、前記デバイスの位置と前記デバイスが前記ローリング識
別子を含むメッセージを受信した時間のタイムスタンプデータとを含とを含み、前記関連
するデータは、前記ローリング識別子と関連付けられる、
　前記ローリング識別子が、あるアルゴリズムとワイヤレス識別送信機と共有される情報
とを使用して計算される情報と一致するかどうかを判定するための手段と、
　前記ローリング識別子が前記アルゴリズムと前記ワイヤレス識別送信機と共有される情
報とを使用して計算される情報と一致する場合、前記ローリング識別子を前記ワイヤレス
識別送信機と関連付けるための手段と、
　前記位置とタイムスタンプデータをデータベースに記憶することを含む、前記ワイヤレ
ス識別送信機に関連して、前記サイティングメッセージからのデータを記憶するための手
段と、
　前記サイティングメッセージを受信したことに応答して動作を実行するための手段と
を備える、サーバ。
【請求項２２】
　請求項１および１６それぞれの方法を実行するために、近接ブロードキャスト受信機ま
たはサーバのための動作をサーバプロセッサに実行させるように構成される、サーバプロ
セッサ実行可能ソフトウェア命令を記憶した非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　[0001]本出願は、そのすべての内容全体が参照によって本明細書に組み込まれる、２０
１２年２月２２日に出願された米国仮出願第６１／６０１，６２０号（１１３４４５Ｐ１
）、２０１２年４月２４日に出願された米国仮出願第６１／６３７，８３４号（１１３４
４５Ｐ２）、２０１２年８月２４日に出願された米国仮出願第６１／６９３，１６９号（
１１３４４５Ｐ３）、２０１２年７月１１日に出願された米国仮出願第６１／６７０，２
２６号（１２２１８３Ｐ１）、２０１２年９月１４日に出願された米国仮出願第６１／７
０１，４５７号（１２４４８９Ｐ１）、２０１２年１０月１２日に出願された米国仮出願
第６１／７１３，２３９号（１２４４８９Ｐ２）、２０１２年１０月１９日に出願された
米国仮出願第６１／７１６，３７３号（１２４４６０Ｐ１）、２０１２年１０月２４日に
出願された米国仮出願第６１／７１７，９６４号（１２４６４２Ｐ１）、２０１２年１１
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月２０日に出願された米国仮出願第６１／７２８，６７７号（１２４６１４Ｐ１）、２０
１２年１２月２１日に出願された米国仮出願第６１／７４５，３９５号（１２２１８３Ｐ
２）、２０１２年１２月２１日に出願された米国仮出願第６１／７４５，３０８号（１１
３４４５Ｐ４）に対する優先権の利益を主張する。
【０００２】
　[0002]本出願はまた、本出願と同時に出願され、その内容全体が参照によって本明細書
に組み込まれる、「Ｐｒｅｓｅｒｖｉｎｇ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｂｙ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎ
ｉｚｉｎｇ　ａ　Ｎｏｎｃｅ　ｏｒ　Ｃｏｕｎｔｅｒ　Ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ
」という表題の米国特許出願第１３／７７３，３３６号に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]セルラー通信デバイスおよびワイヤレス通信デバイスは、過去数年にわたって爆
発的な成長をとげてきた。この成長は、より良い通信ハードウェア、より広いネットワー
ク、およびより信頼性のあるプロトコルによって加速されてきた。今日のスマートフォン
は、カメラと、ＧＰＳ受信機と、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）トランシーバと、当然
セルラー通信能力（たとえば、ＬＴＥ、３Ｇおよび／または４Ｇネットワークアクセス）
とを含み、デバイスがインターネットとのデータ通信リンクを確立することを可能にする
。スマートフォンは、今では社会に非常に広く展開されている。加えて、スマートフォン
の中のコンポーネントおよび機能は今では非常に安価であり、他のタイプのデバイスにお
いて機能が配備されることを可能にする。
【０００４】
　[0004]セルラーデバイスとワイヤレスデバイスとを利用する人または資産の位置決定を
容易にするために、数々の解決法が提案されてきた。これらのシステムの大半は、装着者
の位置をサーバに伝えるウェアラブルデバイスの開発を伴う。他のシステムは、装着者と
セルラーデバイスとの間の無線接続の確立を伴う。そのようなシステムは、コスト、有効
性、および実用性という問題を抱えており、これはシステムの実現可能性を制限する。さ
らに、ユーザアイデンティティまたは他の固有の情報を示すワイヤレス情報を送信する方
式は、意図されない当事者（parties）により追跡されることがあり、社会的な問題を引
き起こす。たとえば、非道な当事者が、たとえばパケットスニファを使用することによっ
て、ユーザアイデンティティを含む無線メッセージを捕捉する可能性があり、暗号化され
ずに送信されるデータを分析することによって、メッセージの発信元を突き止める可能性
がある。
【発明の概要】
【０００５】
　[0005]様々な実施形態は、ブロードキャスト識別パケットに基づいて、ワイヤレス識別
送信機を位置決定するための、システムと、デバイスと、方法とを提供する。ワイヤレス
識別送信機は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ（ＬＥ）のよう
な短距離ワイヤレスシグナリング技術を使用して、固有のかつセキュアな識別コードをブ
ロードキャストするように構成される、小型デバイスであり得る。識別ブロードキャスト
パケット（「ブロードキャストメッセージ」）は、物理的に近隣する近接ブロードキャス
ト受信機（ＰＢＲ：proximity broadcast receiver）によって受信されてよく、ＰＢＲは
、いくつか例を挙げると、専用の受信機、ＰＢＲのアプリケーションによって構成された
スマートフォン、ＰＢＲアプリケーションによって構成されたタブレットコンピュータ、
固定式の受信機であり得る。ワイヤレス識別送信機は、短距離ワイヤレス信号を使用して
自身の識別子をブロードキャストするので、近接ブロードキャスト受信機自体の位置が、
ブロードキャストメッセージが受信されるとき、ワイヤレス識別送信機の概略的な位置を
与える。長距離ワイヤレスネットワークおよび／またはインターネットを使用して、近接
ブロードキャスト受信機は、時間および受信機の位置のような他の関連する情報とともに
、受信された識別子を、サイティングメッセージとしてセントラルサーバにレポートまた
はアップロードすることができる。セントラルサーバによるそのようなサイティングメッ
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セージの収集および記憶は、受信機に近接したワイヤレス識別送信機に関する現在の情報
および概略的な位置とともに、ワイヤレス識別送信機のサイティングに関する履歴情報を
提供するために使用され得る、記録されたサイティングのデータベースを形成し得る。近
隣する近接ブロードキャスト受信機は、受信されたブロードキャストメッセージのログを
と取得することができ、サイティングメッセージを周期的に送信することができる。
【０００６】
　[0006]さらなる実施形態では、レポートアプリケーションによって構成されたワイヤレ
ススマートフォンのような近接ブロードキャスト受信機の集団は、ワイヤレス識別送信機
からのブロードキャストをリッスンし、サイティングレポートが受信されるに従ってサイ
ティングレポートをセントラルサーバに送信するように構成され得る。さらなる実施形態
では、近接ブロードキャスト受信機は、セントラルサーバから警告メッセージを受信し、
そのような警告メッセージに含まれる情報に応答して、特定のワイヤレス識別送信機によ
って送信されるブロードキャストメッセージ（たとえば、特定の識別子を含むブロードキ
ャスト）を、および／または、特定のセクタまたは位置の中で、リッスンするように構成
され得る。近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送信機の位置および受信の時
間とともに、ワイヤレス識別送信機の識別子の受信を、長距離ワイヤレスネットワーク（
たとえば、セルラーデータネットワーク）および／またはインターネットを介してセント
ラルサーバに直ちにレポートすることができる。
【０００７】
　[0007]サイティングメッセージ内に含まれる情報は、多数の有用なアプリケーションと
サービスとを提供するためにセントラルサーバによって使用され得る。基本的には、サイ
ティングメッセージは、レポートしている近接ブロードキャスト受信機にワイヤレス識別
送信機が近接しているという事実をレポートする。近接が絶対的な位置よりも重要である
場合、そのような近接情報には広範な用途がある。ブロードキャストメッセージは範囲が
短いので、レポートしている近接ブロードキャスト受信機の位置が、検出されたワイヤレ
ス識別送信機の概略的な位置を与えるために使用されてよく、この概略的な位置は、たと
えば、数々のモバイル近接ブロードキャスト受信機（たとえば、スマートフォン）および
固定式の近接ブロードキャスト受信機の能力を利用して、受信されたブロードキャストメ
ッセージを現在の時刻および受信機の位置と関連付けることによって、追跡、探索および
救助、ジオフェンスシステムなどのような数々の用途に対して有用であることがあり、セ
ントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機の位置の追跡（パンくずの跡のような）を保持
することができる。そのような位置の追跡は、ワイヤレス識別送信機が取り付けられた人
、物品、または装置を見つけ、またはそれらの探索を狭めるために使用され得る。位置の
追跡はまた、ワイヤレス識別送信機が取り付けられた個人または物品の動きに関する情報
を取得するために使用され得る。
【０００８】
　[0008]いくつかの実施形態では、ワイヤレス識別送信機は、一定の間隔でブロードキャ
ストするだけであるので、近接ブロードキャスト受信機およびサーバとの一方向の通信パ
スを提供する。いくつかの実施形態では、ワイヤレス識別送信機はまた、たとえば、近く
のデバイスから設定と構成データとを受信するために、短期間、または周期的に受信する
ことができる。
【０００９】
　[0009]プライバシーを守り、特定のワイヤレス識別送信機の認証されない追跡を防ぐた
めに、ブロードキャストメッセージ中の識別子は、セントラルサーバに知られているが認
証されていないシステムが予測するには難しい方式で、周期的に変更（または「ローリン
グ」）され得る。ある実施形態では、ワイヤレス識別送信機は、送信機とセントラルサー
バとの間でノンスまたはカウンタを大まかに同期して、セントラルサーバが不明瞭にされ
た識別情報のブロードキャストを認識または復号するのを可能にし得る。ブロードキャス
トメッセージ内のペイロードデータは、意図されない傍受を防ぐために暗号化またはラン
ダム化されてよく、セントラルサーバがサイティングメッセージで受信されるペイロード
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データを処理することを可能にするために、解読能力がセントラルサーバに含まれる。あ
る実施形態では、ワイヤレス識別送信機は、ワイヤレス識別送信機およびセントラルサー
バにのみ知られている秘密鍵と関数とを使用して、識別情報と、時計情報、ノンス情報、
またはカウンタ情報とを、暗号化することができる。セントラルサーバとワイヤレス識別
送信機との間で緩やかに同期されたノンスまたはカウンタを保持することによって、セン
トラルサーバは、ワイヤレス識別送信機からの予想されるメッセージ内容を、受信された
メッセージに基づいて、受信されたメッセージに対して比較することができる。セントラ
ルサーバが記憶された情報と受信されたメッセージデータとの一致を発見すると、セント
ラルサーバは、受信されたメッセージをブロードキャストするワイヤレス識別送信機のア
イデンティティを抽出または認識することができる。あるいは、セントラルサーバは、デ
ータを作成し、データを受信されたメッセージと比較するために、擬似ランダム関数とと
もに、記憶された秘密鍵と、デバイスアイデンティティと、ノンス情報またはカウンタ情
報とを使用しうる。セントラルサーバは、受信されたメッセージのワイヤレス識別送信機
を識別するために、総当たりの比較を避けることができる。
【００１０】
　[0010]加えて、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機のユーザによって設定され
た許可に基づいて、第三者と共有するのに適切なデータを識別することができる。たとえ
ば、セントラルサーバは、小売店内の近接ブロードキャスト受信機からサイティングメッ
セージを受信したことに応答して、ユーザのスマートフォンで実行される第三者のアプリ
ケーションが使用するための、識別情報、または代替的には匿名のデータを送信すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　[0011]本明細書に組み込まれ、本明細書の一部をなす添付の図面は、本発明の例示的な
実施形態を示し、上記の概略的な説明および下記の発明を実施するための形態とともに、
本発明の特徴を説明するのに役立つ。
【図１】様々な実施形態において使用するのに適したネットワークコンポーネントを示す
システム図。
【図２】様々な実施形態において使用するのに適した実施形態のアーキテクチャのネット
ワークコンポーネントを示す通信システム図。
【図３】ワイヤレス識別送信機から識別子をブロードキャストするためのある実施形態の
方法を示すプロセスフローチャート。
【図４Ａ】起動動作を実行した後で構成設定を受信する、ワイヤレス識別送信機のための
ある実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図４Ｂ】起動動作を実行した後で構成設定を受信し、構成設定に基づいてメッセージを
ブロードキャストする、ワイヤレス識別送信機のためのある実施形態の方法を示すプロセ
スフローチャート。
【図４Ｃ】近接ブロードキャスト受信機との二方向ワイヤレス通信を実行する、ワイヤレ
ス識別送信機のためのある実施形態の方法のプロセスフローチャート。
【図５】変化する信号強度で、ある周期でメッセージをブロードキャストする、ワイヤレ
ス識別送信機のためのある実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図６】様々な実施形態において使用するのに適したモバイル近接ブロードキャスト受信
機内の様々なモジュールを示すコンポーネント図。
【図７Ａ】時間または位置のような他のデータとともにワイヤレス識別送信機の識別子を
中継する、モバイル近接ブロードキャスト受信機のある実施形態の方法を示すプロセスフ
ローチャート。
【図７Ｂ】時間または位置のような他のデータとともにワイヤレス識別送信機の識別子を
中継する、モバイル近接ブロードキャスト受信機のある実施形態の方法を示すプロセスフ
ローチャート。
【図８】様々な実施形態による、ワイヤレス識別送信機の位置に対するユーザの要求に応
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答して交換されるメッセージを示す呼のフローチャート。
【図９Ａ】ワイヤレスデバイスからのメッセージがどのように処理されるべきかを示す、
第２のセグメントに応答するある実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図９Ｂ】ワイヤレス識別送信機への近接に基づいてコンテンツを公開するある実施形態
の方法を示すプロセスフローチャート。
【図１０】ワイヤレス識別送信機による受信のための構成設定を送信するための、近接ブ
ロードキャスト受信機のためのある実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図１１】受信されたブロードキャストをセントラルサーバに中継し、返信メッセージを
セントラルサーバから受信する、近接ブロードキャスト受信機のためのある実施形態の方
法を示すプロセスフローチャート。
【図１２Ａ】特定のワイヤレス識別送信機に対する警告に応答する、モバイル近接ブロー
ドキャスト受信機のある実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図１２Ｂ】様々な実施形態による、警告を送信することによってワイヤレス識別送信機
の位置に対するユーザの要求に応答するための呼のフローチャート。
【図１３】既知のワイヤレス識別送信機の識別子のリストを利用するための、近接ブロー
ドキャスト受信機のためのある実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図１４】ワイヤレス識別送信機への近接を示す、近接ブロードキャスト受信機のための
ある実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図１５】サイティングメッセージをサーバへ選択的に送信する、近接ブロードキャスト
受信機のためのある実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図１６】特定のワイヤレス識別送信機を伴わずに、近接ブロードキャスト受信機が事前
に定義された場所から離れたかどうかを判定する、近接ブロードキャスト受信機のための
ある実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図１７Ａ】ブロードキャストを評価してワイヤレス識別送信機への近接を判定する、近
接ブロードキャスト受信機のためのある実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図１７Ｂ】ワイヤレス識別送信機からの受信されたメッセージを評価して、ワイヤレス
識別送信機が近くにあるかどうかを判定する、近接ブロードキャスト受信機のためのある
実施形態の方法のプロセスフローチャート。
【図１８】ワイヤレス識別送信機の監督権の変化を判定する、近接ブロードキャスト受信
機のためのある実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図１９Ａ】モバイル近接ブロードキャスト受信機によって形成される境界の内側のワイ
ヤレス識別送信機の通信システム図。
【図１９Ｂ】様々な実施形態による、境界の中に配置されたモバイル近接ブロードキャス
ト受信機を構成しワイヤレス識別送信機の位置に対するユーザの要求に応答する際に交換
されるメッセージを示す、呼のフローチャート。
【図１９Ｃ】様々な実施形態による、境界の中に配置されたモバイル近接ブロードキャス
ト受信機を構成し警告を送信する際に交換されるメッセージを示す、呼のフローチャート
。
【図１９Ｄ】ワイヤレス識別送信機からの受信されたブロードキャストメッセージを伝搬
する（または再ブロードキャストする）ための、近接ブロードキャスト受信機のためのあ
る実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図１９Ｅ】ワイヤレス識別送信機からの受信されたブロードキャストメッセージを伝搬
する（または再ブロードキャストする）ための、近接ブロードキャスト受信機のためのあ
る実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図２０Ａ】様々な実施形態において使用するのに適したセントラルサーバ内の様々なモ
ジュールを示すコンポーネント図。
【図２０Ｂ】様々な実施形態において使用するための、ワイヤレス識別送信機の登録プロ
セスを示す図。
【図２１Ａ】近接ブロードキャスト受信機から受信されたサイティングメッセージを処理
するための、セントラルサーバのためのある実施形態の方法を示すプロセスフローチャー
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ト。
【図２１Ｂ】近接ブロードキャスト受信機から受信されたサイティングメッセージを処理
するための、セントラルサーバのためのある実施形態の方法を示すプロセスフローチャー
ト。
【図２２】記憶された許可に基づいてユーザデータを送信するための、セントラルサーバ
のためのある実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図２３】近接ブロードキャスト受信機からサイティングメッセージを受信する、セント
ラルサーバのためのある実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図２４】様々な実施形態による、ワイヤレス識別送信機と、近接ブロードキャスト受信
機と、セントラルサーバとの間の通信を示す呼のフローチャート。
【図２５】送信のためにデータを集約するセントラルサーバのためのある実施形態の方法
を示すプロセスフローチャート。
【図２６】ローリング識別子を処理する、サーバのためのある実施形態の方法を示すプロ
セスフローチャート。
【図２７】ワイヤレス識別送信機の位置に対するユーザの要求に応答して、識別されたセ
クタ中のモバイル近接ブロードキャスト受信機に警告を送信するためのある実施形態の方
法を示すプロセスフローチャート。
【図２８Ａ】ワイヤレス識別送信機と通信しているモバイル近接ブロードキャスト受信機
の通信システム図。
【図２８Ｂ】図２８Ａに示される通信システム中のワイヤレス識別送信機の位置を決定す
るための、ある実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図２８Ｃ】ワイヤレス識別送信機と通信しているモバイル近接ブロードキャスト受信機
の通信システム図。
【図２８Ｄ】図２８Ｃに示される通信システム中のワイヤレス識別送信機の位置を決定す
るための、ある実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図２９】十分な受信機またはワイヤレス識別送信機があるエリアに入ったときに仮想フ
ェンスをアクティブ化する、ある実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図３０】コンテンツをプリフェッチするある実施形態の方法を示すプロセスフローチャ
ート。
【図３１】攻撃者の位置、または、受信機もしくはワイヤレス識別送信機への近接に応答
する、ある実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図３２Ａ】近接ブロードキャスト受信機がワイヤレス識別送信機を失ったかどうかを判
定する、セントラルサーバのためのある実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図３２Ｂ】特定のワイヤレス識別送信機を伴わずに、近接ブロードキャスト受信機が事
前に定義された場所から離れたかどうかを判定する、セントラルサーバのためのある実施
形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図３３】暗号化されたローリング識別子を送信し処理するための、ワイヤレス識別送信
機およびセントラルサーバによる実施形態の動作を示すプロセスフローチャート。
【図３４Ａ】ローリング識別子ペイロードを生成しブロードキャストする、ワイヤレス識
別送信機のためのある実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図３４Ｂ】ローリング識別子ペイロードを受信し処理する、セントラルサーバのための
ある実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
【図３５】擬似ランダム関数を使用してローリング識別子を送信し処理するための、ワイ
ヤレス識別送信機およびセントラルサーバによる実施形態の動作を示すプロセスフローチ
ャート。
【図３６Ａ】擬似ランダム関数を使用して、ローリング識別子ペイロードを生成しブロー
ドキャストする、ワイヤレス識別送信機のためのある実施形態の方法を示すプロセスフロ
ーチャート。
【図３６Ｂ】擬似ランダム関数を使用して、ローリング識別子ペイロードを受信し処理す
る、セントラルサーバのためのある実施形態の方法を示すプロセスフローチャート。
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【図３７Ａ】ローリング識別子と符号化されたノンスまたはカウンタとを伴うメッセージ
を生成しブロードキャストする、ワイヤレス識別送信機のためのある実施形態の方法を示
すプロセスフローチャート。
【図３７Ｂ】ローリング識別子と符号化されたノンスまたはカウンタとを含むメッセージ
を受信し処理する、セントラルサーバのためのある実施形態の方法を示すプロセスフロー
チャート。
【図３７Ｃ】ローリング識別子と符号化されたノンスまたはカウンタとを含むメッセージ
を受信し処理する、セントラルサーバのためのある実施形態の方法を示すプロセスフロー
チャート。
【図３８Ａ】様々な実施形態による、ワイヤレス識別送信機のコンポーネントブロック図
。
【図３８Ｂ】様々な実施形態による、ワイヤレス識別送信機のコンポーネントブロック図
。
【図３８Ｃ】ある実施形態のワイヤレス識別送信機のコンポーネントブロック図。
【図３８Ｄ】ある実施形態のワイヤレス識別送信機のコンポーネントブロック図。
【図３８Ｅ】別の実施形態のワイヤレス識別送信機のコンポーネントブロック図。
【図３９】ＣＯ2センサを含むワイヤレス識別送信機の例示的な使用を示す図。
【図４０Ａ】様々な実施形態による、近接ブロードキャスト受信機のコンポーネントブロ
ック図。
【図４０Ｂ】ある実施形態の近接ブロードキャスト受信機のコンポーネントブロック図。
【図４１Ａ】様々な実施形態による、異なるデバイスに組み込まれた例示的なモバイル近
接ブロードキャスト受信機を示す図。
【図４１Ｂ】様々な実施形態による、異なるデバイスに組み込まれた例示的なモバイル近
接ブロードキャスト受信機を示す図。
【図４２Ａ】一般的な電話ジャックに差し込まれ得る、ある実施形態の近接ブロードキャ
スト受信機のコンポーネントブロック図。
【図４２Ｂ】イーサネット（登録商標）ジャックに差し込まれ得る、ある実施形態の近接
ブロードキャスト受信機のコンポーネントブロック図。
【図４２Ｃ】電源コンセントに差し込まれ得る、ある実施形態の近接ブロードキャスト受
信機のコンポーネントブロック図。
【図４３】様々な実施形態における使用に適切なモバイルデバイスのコンポーネントブロ
ック図。
【図４４】様々な実施形態における使用に適切なサーバデバイスのコンポーネントブロッ
ク図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　[0077]様々な実施形態が添付の図面を参照して詳細に説明される。可能な場合はいつで
も、同じまたは同様の部分を指すために図面全体にわたって同じ参照番号が使用される。
特定の例および実装形態になされる言及は、説明のためであり、本発明の範囲または特許
請求の範囲を限定するものではない。
【００１３】
　[0078]「例示的」という単語は、本明細書では、「例、事例、または例示として機能す
ること」を意味するために使用される。「例示的」として本明細書で説明されるいかなる
実装形態も、必ずしも他の実装形態よりも好ましいまたは有利であると解釈されるべきで
はない。
【００１４】
　[0079]「モバイルデバイス」という用語は、携帯電話、スマートフォン（たとえば、ｉ
Ｐｈｏｎｅ（登録商標））、ウェブパッド、タブレットコンピュータ、インターネット対
応携帯電話、ＷｉＦｉ（登録商標）対応電子デバイス、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ラップ
トップコンピュータ、パーソナルコンピュータ、および、短距離無線（たとえば、Ｂｌｕ
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ｅｔｏｏｔｈ無線、Ｐｅａｎｕｔ（登録商標）無線、ＷｉＦｉ無線など）とワイドエリア
ネットワーク接続（たとえば、ＬＴＥ、３Ｇまたは４Ｇワイヤレスワイドエリアネットワ
ークトランシーバまたはインターネットへの有線接続）とに対応した同様の電子デバイス
のうちの、任意の１つまたはすべてを指すために本明細書で使用される。モバイルデバイ
スであるとして特定のタイプのコンピューティングデバイスに言及することは、特定のタ
イプのモバイルデバイスが特許請求の範囲において列挙されていない限り、特許請求の範
囲を限定するものではない。
【００１５】
　[0080]「ブロードキャストメッセージ」という用語は、ワイヤレス識別送信機（以下で
定義される）および／またはそのユーザと関連付けられる識別情報（すなわち、識別子）
を含み得るワイヤレス識別送信機によってブロードキャストされる短距離ワイヤレスブロ
ードキャスト信号を指すために使用される。そのような識別子は、サーバに既知の方式で
周期的に変更され暗号化され得る（すなわち、ローリング識別子）。様々な実施形態にお
いて、ブロードキャストメッセージは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）ＭＡＣアドレス
およびノンスまたはカウンタのような他の識別情報を含んでよく、この識別情報も暗号化
され得る。加えて、ブロードキャストメッセージは、メタデータと、送信しているワイヤ
レス識別送信機の特性（たとえば、デバイスタイプ）、センサデータ、および／またはコ
マンドもしくは他の命令のような、他のデータとを含み得る。様々な実施形態において、
ブロードキャストメッセージは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ、ＷｉＦｉ
、ＷｉＦｉ　Ｄｉｒｅｃｔ、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）、Ｐｅａｎｕｔ（登録商標）、お
よび他の限定された距離でのＲＦ通信プロトコルのような、ワイヤレス通信プロトコルを
介して送信され得る。様々な実施形態において、いくつかの短距離送信チャネルの信頼性
が低いので、ブロードキャストメッセージは、あるサイズ（たとえば、８０ビット、１０
バイト、２０バイトなど）に制限された単一のパケット送信であり得る。たとえば、ある
実施形態のブロードキャストメッセージのペイロードは、全体で８０ビットであってよく
、バッテリ状態情報を示す４ビットとローリング識別子を示す７６ビットとを含む。別の
例として、ある実施形態のブロードキャストメッセージは、ノンスまたはカウンタを表す
２０ビットと、擬似ランダム関数または暗号化アルゴリズムを使用して固有のデバイスＩ
Ｄに基づいて生成されるような、セントラルサーバに既知の方式で生成されるローリング
識別子を表す６０ビットとを含み得る。
【００１６】
　[0081]「ワイヤレス識別送信機」という用語は、短距離ワイヤレス送信機を介してブロ
ードキャストメッセージを周期的に送信するように構成される小型デバイスを指すために
本明細書で使用される。ワイヤレス識別送信機は、運ばれる場合、または動いている人も
しくはアイテムに付随する場合などに、モバイルであってよく、または代替的に、設備ま
たは建物内に設置される場合などに、固定式であってよい。ワイヤレス識別送信機は、工
場に割り当てられたＩＤのような固有のデバイス識別子（ＩＤ）（すなわち、「ｄｅｖｉ
ｃｅＩＤ」）を記憶してよく、かつそれと関連付けられてよい。ある実施形態では、固有
のデバイス識別子は５６ビットの長さのコードであってよい。セキュリティの目的で、様
々な実施形態では、他のデータ（たとえば、ノンス値またはカウンタ値、デバイスのバッ
テリ状態、温度など）とともにこの固有のデバイス識別子が、ブロードキャストメッセー
ジ内に含められるときに、符号化され、暗号化され、または別な方法で不明化され得る。
「ローリング識別子」という用語は、周期的に変更される（すなわち、「ローリングされ
る」）、デバイスまたはデバイスのユーザに固有の識別コードを指すために本明細書で使
用される。ローリング識別子の使用は、認証されていないデバイスが特定のワイヤレス識
別送信機を追跡するのを難しくし得る。ローリング識別子は、種々の暗号化および／また
は符号化の技法を使用して、作成され変更され得る。ワイヤレス識別送信機は、３０ｐｐ
ｍ　１６ｋＨｚの水晶振動子を時計として使用することなどによって、比較的正確な時間
（たとえば、ＵＴＣ）情報を保持するように構成され得る。ワイヤレス識別送信機は、特
に図３８Ａ～図３８Ｅを参照して、本開示全体で説明される。本開示の様々な図面および
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略図において、ワイヤレス識別送信機は、「ＷＩＴ」または「ＷＩＴｓ」と呼ばれ得る。
【００１７】
　[0082]「近接ブロードキャスト受信機」および「モバイル近接ブロードキャスト受信機
」という用語は、ワイヤレス識別送信機によって送信されるブロードキャストメッセージ
を受信し、サイティングメッセージまたはレポートをサーバに中継するように構成される
デバイスを指すために、本明細書において使用される。様々な実施形態において、近接ブ
ロードキャスト受信機は、あらゆる場所（たとえば、建物、小売店など）に永続的に配置
された固定式のデバイス（または「固定式の近接ブロードキャスト受信機」）であってよ
く、または近接ブロードキャスト受信機（または「固定式の近接ブロードキャスト受信機
」）として動作するように構成されるモバイルデバイスであってよい。たとえば、スマー
トフォンは、ブロードキャストメッセージを受信し、モバイル近接ブロードキャスト受信
機として動作するように構成され得る。近接ブロードキャスト受信機であるとして特定の
タイプのコンピューティングデバイスに言及することは、特定のタイプのデバイスが特許
請求の範囲において列挙されていない限り、特許請求の範囲を限定するものではない。さ
らに、別段示されない限り、本開示全体での近接ブロードキャスト受信機への言及は、特
定のタイプの近接ブロードキャスト受信機デバイス（たとえば、ワイヤレスまたは固定式
）に任意の方法またはシステムを限定するものではない。近接ブロードキャスト受信機は
、特に図４０Ａ～図４２Ｃを参照して、本開示全体で説明される。本開示の様々な図面お
よび略図において、近接ブロードキャスト受信機は「ＰＢＲ」または「ＰＢＲｓ」と呼ば
れることがあり、モバイル近接ブロードキャスト受信機は図面において「ＭＰＢＲ」また
は「ＭＰＢＲｓ」と呼ばれる。
【００１８】
　[0083]「識別トランシーバ」および「ワイヤレス識別トランシーバ」という用語は、ブ
ロードキャストメッセージを受信し送信するように構成されるデバイスを指すために本明
細書で使用される。言い換えると、識別トランシーバは、近接ブロードキャスト受信機と
識別送信機の両方として機能し得る。たとえば、近接の範囲内にあるワイヤレス識別送信
機からブロードキャストメッセージを受信することに加えて、スマートフォンは、固有の
識別子を含むＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）トランシーバを使用して短距離信号もブロ
ードキャストし、したがって、ワイヤレス識別送信機としても機能するように構成され得
る。本開示全体で、様々な動作が、ワイヤレス識別送信機と近接ブロードキャスト受信機
のいずれかによって別個に実行されるものとして説明され得る；しかしながら、識別トラ
ンシーバとして動作するように構成されるデバイスは、同じ動作のいずれかまたはすべて
を実行するように構成され得、またワイヤレス識別送信機と近接ブロードキャスト受信機
のいずれに関しても交換可能であり得る。
【００１９】
　[0084]「サイティングメッセージ」という用語は、ワイヤレス識別送信機からブロード
キャストメッセージを受信したことに応答して、近接ブロードキャスト受信機によってセ
ントラルサーバに送信されるレポート、信号、および／またはメッセージを指すために本
明細書で使用される。サイティングメッセージは、ワイヤレス識別送信機の識別子のよう
な、任意の不明瞭にされた情報または符号化された情報を含む、受信されたブロードキャ
ストメッセージ中で符号化される情報の一部またはすべてを含む送信であり得る。加えて
、サイティングメッセージは、メタデータと他の情報（または「関連するデータ」）、た
とえば、送信している近接ブロードキャスト受信機の識別情報（たとえば、デバイスＩＤ
、第三者との提携など）、近接ブロードキャスト受信機がワイヤレス識別送信機とペアリ
ングされているかどうか、送信コンテキスト情報（たとえば、サイティングメッセージが
警告または登録されたデバイスに関するかどうかを示すコード）、近接ブロードキャスト
受信機上で実行されるソフトウェアまたはアプリケーションに関する情報（たとえば、ア
プリケーションＩＤ）、位置情報、ある場所の中の既知のエリアに対する近接情報、およ
びタイムスタンプデータを含み得る。ある実施形態では、サイティングメッセージはまた
、サイティングメッセージを送信する近接ブロードキャスト受信機の識別（または識別情
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報）を確認するためにセントラルサーバによって使用され得る、認証情報（たとえば、秘
密鍵、パス、特別なコード、デジタル証明書など）を含み得る。たとえば、サイティング
メッセージは、送信している近接ブロードキャスト受信機が特定の登録されたサービスと
関連付けられることを確実にするための、セントラルサーバによって復号され得るハッシ
ュ関数からのコードを含み得る。様々な実施形態において、サイティングメッセージは、
ブロードキャストの受信の後（たとえば、警告と関連するとき）に直ちに送信され、バッ
ファリングされ、他のスケジューリングされた送信とともにスケジューリングされ得る。
【００２０】
　[0085]「許可」または「許可設定」という用語は、ワイヤレス識別送信機（またはトラ
ンシーバ）のユーザが、ワイヤレス識別送信機のアイデンティティを、セントラルサーバ
と関連付けられる第三者、たとえば、ユーザの活動の通知を受信するように登録された業
者へ提供させることを許可するかどうかを示す情報を指すために本明細書で使用される。
許可は、ユーザがデバイス（たとえば、ワイヤレス識別送信機）をセントラルサーバに登
録するときに、ユーザによって設定され、提供され、または別な方法で示され得る。許可
は、第三者へのユーザ識別情報の公開に関する、様々なプライバシーレベルまたは許可を
示すいくつかの値を有し得る。たとえば、ユーザは、ユーザが業者からのマーケティング
情報を受信することを望むことを示す許可を設定してよく、または代替的に、ユーザが匿
名であるべきであることを示すように許可を設定してよい。
【００２１】
　[0086]様々な実施形態は、１つまたは複数のセントラルサーバにサイティングメッセー
ジを通信する、携帯電話、モバイルデバイス、または固定式の近接ブロードキャスト受信
機のような、近接ブロードキャスト受信機によって受信され得る短距離ワイヤレスブロー
ドキャストを介してワイヤレス識別送信機を位置決定または追跡するという、近接を認識
するための方法と、デバイスと、システムとを提供する。様々な実施形態において、ワイ
ヤレス識別送信機は、短距離ワイヤレスブロードキャストの範囲内の任意の近接ブロード
キャスト受信機によって受信され得るフォーマットで、識別コードを伴うパケットを送信
するように構成される、小型デバイスであり得る。ワイヤレス識別送信機は比較的短距離
でのワイヤレスシグナリング（たとえば、短距離無線信号、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ
　Ｅｎｅｒｇｙパケットまたは信号、光信号、音声信号など）に依存して、その識別子を
含むブロードキャストメッセージを送信するので、送信機の近接にある近接ブロードキャ
スト受信機のみが、そのようなブロードキャストメッセージを受信することができる。し
たがって、近接ブロードキャスト受信機自体の位置が、ブロードキャストメッセージの受
信の時間におけるワイヤレス識別送信機の概略的な位置を与えることができる。ワイヤレ
ス識別送信機からブロードキャストメッセージを受信する各近接ブロードキャスト受信機
は、たとえばワイヤレス識別送信機の識別子を含むサイティングメッセージを送信するな
どによって、処理のためにセントラルサーバに情報を渡すことができる。セントラルサー
バは、受信されたサイティングメッセージ内の暗号化された情報または不明瞭にされた情
報（たとえば、ローリング識別子）を復号することができる。
【００２２】
　[0087]特定のモバイル近接ブロードキャスト受信機（たとえば、スマートフォンなど）
では、近接ブロードキャスト受信機は、ユーザがダウンロードできるアプリケーション、
または製造業者によりデバイスに組み込まれ得るアプリケーションのような、プロセッサ
実行可能ソフトウェア命令とともに構成され得る。そのようなアプリケーションにより多
数のモバイルデバイスを構成することによって、スマートフォンの普及を利用して、近接
ブロードキャスト受信機の広く行き渡ったネットワークがコストをほとんどまたはまった
く伴わずに展開され得る。また、固定式の近接ブロードキャスト受信機が、スマートフォ
ンのネットワークを補強するために、街路灯または商業用車両のような戦略的な位置に配
備され得る。ある実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、セントラルサーバによ
ってアクティブ化されて、特定のセクタまたは位置の中のワイヤレス識別送信機からの送
信をリッスンし、たとえば、近接ブロードキャスト受信機の位置（たとえば、ＧＰＳ座標
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）とともにワイヤレス識別送信機の識別子を識別するサイティングメッセージを送信する
ことによって、指定されたセクタ内でのデバイス識別子／識別コードの任意の受信をセン
トラルサーバに直ちにレポートするように、アプリケーションソフトウェアによって構成
され得る。
【００２３】
　[0088]ある実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送信機に関
する任意のローリングされた情報、不明瞭にされた情報、または暗号化された情報を含む
、受信されたブロードキャストメッセージの中で符号化される情報の一部またはすべてを
含むサイティングメッセージをセントラルサーバに送信することができる。様々な実施形
態において、サイティングメッセージは、ブロードキャストメッセージの受信の後（たと
えば、警告に関するとき）に直ちに送信され、バッファリングされ、他のスケジューリン
グされた送信とともにスケジューリングされ、または別な方法でブロードキャストメッセ
ージの特性に基づき得る。サイティングメッセージは、様々なレポートされるデータを示
すための、メタデータ、ヘッダ情報、または他の符号化物を利用し得る。たとえば、サイ
ティングメッセージは、特定の業者に対するコードを含むメタデータを含み得るので、サ
イティングメッセージが業者の店舗内の近接ブロードキャスト受信機によって送信された
ことを示すことができる。別の例として、サイティングメッセージは、ユーザのスマート
フォンを示すコードを含むメタデータを含み得るので、近接ブロードキャスト受信機は、
ユーザの所有物であるモバイル近接ブロードキャスト受信機であってよい。
【００２４】
　[0089]ある実施形態では、セントラルサーバは、特定のセクタまたは位置の中で特定の
デバイス識別子を含むブロードキャストメッセージをリッスンし、任意の受信イベントを
直ちにレポートするために、警告（または探索アクティブ化メッセージ）を近接ブロード
キャスト受信機のネットワークに送信することができる。
【００２５】
　[0090]様々な実施形態において、会社、組織、または施設（たとえば、学校、店舗、公
園、空港、ショッピングモール、オフィスビルなど）は、ユーザのワイヤレス識別送信機
からのブロードキャストメッセージを受信し中継するために、固定式の近接ブロードキャ
スト受信機を配備することができる。あるいは、複数の場所が固定式のワイヤレス識別送
信機を配備してよく、ユーザのモバイル近接ブロードキャスト受信機がブロードキャスト
メッセージを受信し中継してよい。さらなる実施形態では、複数の場所は、ワイヤレス識
別送信機を運ぶユーザおよび／またはモバイル近接ブロードキャスト受信機を運ぶユーザ
の両方からのデータを受信し、中継し、処理するために、近接ブロードキャスト受信機と
ワイヤレス識別送信機の両方を配備することができる。ブロードキャストメッセージの発
信源とは無関係に、セントラルサーバ（またはローカルコンピューティングデバイス）は
、受信されたサイティングメッセージに基づいて、近接ブロードキャスト受信機とワイヤ
レス識別送信機との間の概略的な近接度を決定することができる。
【００２６】
　[0091]加えて、近接ブロードキャスト受信機および受信されたサイティングメッセージ
に関するワイヤレス識別送信機のアイデンティフィケーションに基づいて、セントラルサ
ーバは、どのデバイスが登録されたサービス（たとえば、小売店）に関するかということ
と、どれがユーザ（たとえば、ユーザ）に関連するかということとを判定するように構成
され得る。「登録されたサービス」という用語は、セントラルサーバに対して登録された
、認証された、有効である、または別な方法で知られており、サイティングメッセージと
関連し得る、関係者またはサービスを指すために本明細書で使用され得る。登録されたサ
ービスは、業者、小売店、サービス、店舗（たとえば、大規模小売店、ローカルのコーヒ
ーショップなど）、および、セントラルサーバに登録された様々な他の第三者を含み得る
。登録されたサービスはまた、既知のルーチン、動作、またはセントラルサーバによって
管理されるサービス、たとえば、特定の探索またはアクティブ警告、または代替的に、モ
バイルデバイス上で実行され得るアプリケーション（たとえば、第三者のアプリ）を含み
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得る。ある実施形態では、登録されたサービスはさらに、セントラルサーバに開発者とし
て登録している任意の第三者を含み得る。たとえば、登録されたサービスは、近接ブロー
ドキャスト受信機をセントラルサーバに登録している業者に対応し得る。ある実施形態で
は、他者のワイヤレス識別送信機（たとえば、小売店内に配置された業者の固定式識別送
信機）からブロードキャストメッセージを受信したことに応答してサイティングメッセー
ジを送信するモバイル近接ブロードキャスト受信機を利用する登録されたユーザ（たとえ
ば、ユーザ）も、登録されたサービスであるとセントラルサーバにより見なされ得る。
【００２７】
　[0092]例示の目的で、会計の列に並んでいるユーザが持ち運ぶモバイル近接ブロードキ
ャスト受信機（たとえば、近接ブロードキャスト受信機として動作するように構成される
スマートフォン）は、小売店内のキャッシュレジスタｐｏｉｎｔ－ｏｆ－ｓａｌｅデバイ
スの上部に配置されたワイヤレス識別送信機からブロードキャストメッセージを受信する
ことができ、サイティングメッセージをセントラルサーバに送信することができる。サイ
ティングメッセージを受信すると、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機が、ロー
リング識別子に対応するプロファイルに基づく小売店に属していることと、モバイル近接
ブロードキャスト受信機が、サイティングメッセージ中のメタデータ内に含まれる近接ブ
ロードキャスト受信機の識別子に基づいてユーザプロファイルと関連付けられることとを
、判定することができる。この情報から、セントラルサーバは、マーケティング情報をユ
ーザに送信することができる。
【００２８】
　[0093]様々な実施形態において、ワイヤレス識別送信機は、ワイヤレス識別送信機の固
有のデバイス識別子および他の識別情報を明らかにするためにセントラルサーバによって
復号され得るデータ（ローリング識別子と呼ばれる）を周期的に生成するように構成され
得る。たとえば、ワイヤレス識別送信機は、ワイヤレス識別送信機のデバイス識別子（す
なわち、ｄｅｖｉｃｅＩＤ）の符号化されたバージョンを含むＢｌｕｅｔｏｏｔｈパケッ
トを周期的にブロードキャストするように構成され得る。ブロードキャストメッセージ中
で示される識別子のそのような暗号化は、セントラルサーバがブロードキャストメッセー
ジの発信したワイヤレス識別送信機を信頼性をもって識別することを可能にしつつ、第三
者（たとえば、パッシブな攻撃者）に推測によってブロードキャストメッセージの発信元
を決定することを強いるために必要とされ得る。たとえば、識別子が不変であれば、第三
者は、たとえば、近接ブロードキャスト受信機になりすますことによって識別子を探り出
し、次いで、その識別子を使用してワイヤレス識別送信機を追跡することができる。ロー
リング識別子は、第三者が暗号化された識別子を生成する手段を欠いていれば、そのよう
な攻撃を不可能にできる。
【００２９】
　[0094]単一パケットのブロードキャストメッセージは、従来の非対称鍵暗号化の暗号文
に適合し得るペイロードをサポートしないことがあるので、標準的な非公開／公開の鍵ペ
ア暗号化は、様々な実施形態において使用可能ではないことがある。加えて、ワイヤレス
識別送信機は一般にブロードキャスト専用デバイスであるので、従来の暗号化方式で通常
必要とされるバックチャネルがない。したがって、様々な実施形態におけるセントラルサ
ーバは、各ワイヤレス識別送信機に固有の共有される秘密鍵を事前に準備することによっ
て、暗号化されたメッセージペイロードを処理することができる。そのような秘密鍵は、
セントラルサーバにおいて各ワイヤレス識別送信機の固有のデバイス識別子と関連付けら
れてよく、各ワイヤレス識別送信機によって符号化されたデータ（たとえば、識別子）を
復号するために使用されてよい。
【００３０】
　[0095]ある実施形態の方法を実行して、ワイヤレス識別送信機は、デバイス識別子と、
共有される秘密鍵と、ノンス（nonce）またはカウンタとを暗号化するために、ストリー
ミング様暗号化アルゴリズム（たとえば、ＡＥＳ－ＣＴＲ）を使用することができ、暗号
化されていないノンスまたはカウンタを伴う暗号化されたデータを含むペイロードをブロ
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ードキャストする。別の実施形態の方法を実行して、ワイヤレス識別送信機は、デバイス
識別子と、共有される秘密鍵と、ノンスまたはカウンタとを暗号化するために擬似ランダ
ム関数を使用することができ、暗号化されていないノンスまたはカウンタを伴わない暗号
化されたデータを含むペイロードをブロードキャストする。別の実施形態の方法を実行し
て、ワイヤレス識別送信機は、ブロードキャストするペイロードを生成するために、スト
リーミング様の暗号化と擬似ランダム関数による暗号化との組合せを使用することができ
る。ある実施形態では、ワイヤレス識別送信機およびセントラルサーバは、共通のタイム
スケールで識別子を生成するために使用される暗号学的に安全な擬似乱数生成器またはア
ルゴリズムを各々有し得るので、任意の所与の瞬間に、セントラルサーバは、特定のワイ
ヤレス識別送信機によって送信されている識別子を計算することができる。
【００３１】
　[0096]様々な実施形態において、ワイヤレス識別送信機は、時間の経過を表すために周
期的にインクリメントし様々な暗号化方法において使用され得る、ノンスまたはカウンタ
（または時計データ）を保持することができる。ワイヤレス識別送信機の電源がオンにさ
れると（またはバッテリが交換されると）、ノンスまたはカウンタは、０のような既知の
初期値に設定され得る。ワイヤレス識別送信機が機能している間、ノンスまたはカウンタ
は周期的に増え得る（たとえば、数秒／数分／数時間ごとに１だけインクリメントする）
。ワイヤレス識別送信機の電力が途切れると（たとえば、バッテリが取り出され、または
交換されると）、ノンスまたはカウンタはリセットされ得る。そのようなノンスまたはカ
ウンタを使用して、ワイヤレス識別送信機は、変化するとともに暗号化されるデバイスア
イデンティフィケーションを含む暗号化されたペイロードを伴うメッセージを周期的にブ
ロードキャストするように構成され得る。ある実施形態では、暗号化されたペイロードは
、デバイスの固有の識別子（すなわち、ｄｅｖｉｃｅＩＤ）と、そのワイヤレス識別送信
機の現在のノンス値またはカウンタ値とを連結したものを含み得る。ある実施形態では、
ワイヤレス識別送信機は、秘密鍵を使用して連結されたデータを暗号化することができる
。ペイロードは、変化する周波数でブロードキャストされてよく、処理のために近接ブロ
ードキャスト受信機またはセントラルサーバによって受信されてよい。
【００３２】
　[0097]ある実施形態では、セントラルサーバは、受信された暗号化されたペイロードを
、登録されたワイヤレス識別送信機に対応する事前に生成されたペイロード（またはモデ
ルペイロード）と照合することによって、ワイヤレス識別送信機を識別するように構成さ
れ得る。セントラルサーバとワイヤレス識別送信機との間の登録動作の間に取得される情
報に基づいて、セントラルサーバは、各ワイヤレス識別送信機についての固有の情報を記
憶することができる。たとえば、セントラルサーバは、登録通信に基づいて、ワイヤレス
識別送信機の秘密鍵と、デバイス識別子（またはｄｅｖｉｃｅＩＤ）と、初期のノンス値
またはカウンタ値とを知り得る。そのような記憶された情報を使用して、セントラルサー
バは、ワイヤレス識別送信機がある時間期間、たとえば２４時間の期間内にブロードキャ
ストすることが予測される（またはその可能性が高い）一連のモデルペイロードを生成す
ることができる。セントラルサーバが、これらのモデルペイロードのいずれかと一致する
ペイロードを受信すると、セントラルサーバは、発信元のワイヤレス識別送信機のアイデ
ンティティ、さらに、ワイヤレス識別送信機内の概ね正確なノンス値またはカウンタ値を
決定することができる。モデルペイロードは、各々の登録されたワイヤレス識別送信機に
対する現在の同期されたノンスまたはカウンタ（すなわち、現在のモデルペイロード）に
基づいて生成され得る。ある実施形態では、セントラルサーバはまた、モデルペイロード
のウィンドウを保つことによって、ワイヤレス識別送信機の時計のずれを調整することが
できる。たとえば、セントラルサーバは、予想されるノンスまたはカウンタの前および後
の、時間を表すノンス値またはカウンタ値を使用してペイロードを生成することができる
。セントラルサーバはまた、時間とともに受信されたペイロードが変化するのをモニタす
ることによって、ワイヤレス識別送信機の時計の期間を決定することができる。ある実施
形態では、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機のレポートされたノンス値または



(18) JP 6129880 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

カウンタ値の変化を追跡することができ、特定の時間の期間に対してデバイスの時計がど
の程度不正確であるかをレポートすることができる。
【００３３】
　[0098]モデルペイロードはまた、登録動作の間に各々の登録されたワイヤレス識別送信
機によってレポートされる初期のノンス値またはカウンタ値（すなわち、初期モデルペイ
ロード）に基づいて生成され得る。ワイヤレス識別送信機の電源がオフされ再びオンされ
ると（たとえば、休憩のとき、バッテリが交換されたときなど）、ワイヤレス識別送信機
は、最初のまたは初期のノンス値またはカウンタ値へリセットし得る。セントラルサーバ
において受信された暗号化されたペイロードが現在のモデルペイロードのいずれにも一致
しない場合、セントラルサーバは、受信された暗号化されたペイロードを、記憶された初
期モデルペイロードと比較することができる。初期モデルペイロードが受信された暗号化
されたペイロードと一致することをセントラルサーバが発見すると（たとえば、ワイヤレ
ス識別送信機がリセットされた場合）、セントラルサーバは、対応するワイヤレス識別送
信機のノンスまたはカウンタがリセットされたことを示すためにデータベースを更新する
ことができるので、リセットされたワイヤレス識別送信機の時計と再び同期する。
【００３４】
　[0099]ワイヤレス識別送信機がある時間の期間休息するが、暗号化されたペイロードを
生成するために使用されるノンスまたはカウンタをリセットしない状況では、ワイヤレス
識別送信機によってその後生成されるペイロードは、セントラルサーバに記憶された予想
されるペイロード（たとえば、現在のモデルペイロードおよび初期モデルペイロード）と
一致しないことがある。この状況に対応するために、セントラルサーバは、モデルペイロ
ードおよび／またはノンス値もしくはカウンタ値が受信された暗号化されたペイロードと
一致しないとき、ポーズ（pause）が発生したと判定することができる。セントラルサー
バは、データベース中で表されるすべての既知のおよび／または登録されたワイヤレス識
別送信機の総当たりの探索を実行することによって、ワイヤレス識別送信機を識別し、記
録された秘密鍵およびデバイスアイデンティフィケーションに基づいて、受信された暗号
化されたペイロードを復号することができる。ある実施形態では、総当たりの探索は、セ
ントラルサーバによって最近受信されたペイロードをブロードキャストしていないワイヤ
レス識別送信機のみを含み得る。
【００３５】
　[0100]本開示では、不明瞭にされた識別情報（たとえば、ローリング識別子）を復号し
、解読し、別な方法でアクセスするための様々な実施形態の方法は、そのような情報を登
録されたユーザおよび／または登録されたデバイスと関連付けるためにセントラルサーバ
によって実行されているものとして説明される。しかしながら、認証を有する任意のコン
ピューティングデバイスが、そのような動作を実行して、ワイヤレス識別送信機によって
ブロードキャストされた不明瞭にされた識別情報を解読するように構成され得ることを、
当業者は諒解されたい。たとえば、ユーザにより利用されるモバイル近接ブロードキャス
ト受信機（たとえば、スマートフォン）は、やはりそのユーザにより所有されるワイヤレ
ス識別送信機と関連付けられるローリング識別子を解読し、復号し、別な方法でアクセス
するための、様々な方法を利用することができる。
【００３６】
　[0101]セントラルサーバと関連付けられるデータベースに対するハッカーの攻撃などの
、セキュリティの侵害から保護し、さらに、登録されたユーザ（たとえば、業者、親、子
供など）に、安心と、プライバシーが完全に保護され得るという信頼とを与えるために、
さらなる対策が重要であり得る。そのようなプライバシー保護対策は、ユーザのデバイス
情報および／または近接情報を追跡することに関する他の情報とは別個に、識別情報（た
とえば、名前、住所、金融情報、医療情報など）を記憶することによって、実施形態のシ
ステムに登録される関係者に提供され得る。特に、登録された業者、顧客、子供、または
個人の個人情報の意図されない漏洩を防ぐために、実施形態のシステムは「ダブルブライ
ンド（double-blind）」アーキテクチャを利用することができる。たとえば、そのような
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ダブルブラインドアーキテクチャは、登録されたユーザのデバイス（たとえば、ワイヤレ
ス識別送信機、近接ブロードキャスト受信機、識別トランシーバ、モバイルデバイスなど
）の近接情報または他の位置ベースのデータに関する情報を記憶し、その情報に対するア
クセス権を有する、第１のユニット（たとえば、サーバ、データベース、または他のコン
ピューティングハブ）を使用することができる。言い換えると、第１のユニットは、様々
なユーザのデバイスの概略的な位置／近接を示すサイティングメッセージと関連付けられ
る情報にアクセスすることができる。しかしながら、第１のユニットは、ユーザの名前、
住所、および／または社会保障番号のような、一意に個人を識別する個人情報を記憶する
ことはできない。代わりに、第２のユニットが、第１のユニットによって使用されるよう
な任意の位置／近接情報にアクセスするように構成されることなく、個人を識別する情報
を記憶することができる。第１のユニットおよび第２のユニットは、いずれかのユニット
に記憶された保護された情報を示すことなく、２つのユニット内に記憶されたデータをつ
なぐ匿名の識別子を使用することができる。ある実施形態では、第１のユニットおよび第
２のユニットは、別個のエンティティ（たとえば、サービス提供者）によって管理されて
よく、さらに、そのようなエンティティのうちの少なくとも１つが、識別情報を提供する
登録されたユーザにより信頼され得る。
【００３７】
　[0102]さらなる実施形態では、ワイヤレス識別送信機は、限られた状況下で送信機から
入来する送信を受信するように、たとえば、初期構成および／または無線による更新を許
可するように構成され得る。入来する送信は、ワイヤレス識別送信機の挙動を調整するた
めの、ファームウェアの更新またはアップグレードと、ソフトウェア命令と、構成情報と
、他のデータとを含み得る。ワイヤレス識別送信機は、クロック信号、ユーザ入力データ
（たとえば、ボタンの押下）、または受信された信号に基づいて、入来する送信を選択的
に受信するように構成（またはスケジューリング）され得る。たとえば、近接ブロードキ
ャスト受信機から受信されたトリガ信号が、後続のメッセージを受信するために受信機を
アクティブ化するように、ワイヤレス識別送信機に命令することができる。具体的には、
ワイヤレス識別送信機は、近隣デバイス（たとえば、構成設定値を送信するように構成さ
れる近接ブロードキャスト受信機）から構成設定を受信するように構成され得る。そのよ
うな構成設定は、どの程度頻繁に、および／またはどの程度の送信電力で、識別子がワイ
ヤレス識別送信機によってブロードキャストされるかを変化させる、パラメータを設定す
ることができる。
【００３８】
　[0103]様々な実施形態は、すでに整備されているモバイルデバイスの巨大なインフラス
トラクチャを利用し得る。スマートフォンのような多くの現在のモバイルデバイスは、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ無線のような短距離無線を含む複数の無線を装備しているので、モバイ
ル近接ブロードキャスト受信機として実行し、近隣ワイヤレス識別送信機から識別コード
を受信するように構成され得る。モバイルデバイスはまた、現在時刻を提供し得る時計と
、ワイヤレス識別送信機の識別子が受信されたときに常に現在の位置を提供し得るＧＰＳ
受信機とを装備することが多い。モバイルデバイスは、これらの識別コードと、時間と、
位置とを、サイティングメッセージを介して、セルラー無線接続のようなより長距離のネ
ットワーク接続を通じてセントラルサーバに伝えることができる。したがって、すでに使
用されている、またはまもなく使用されることになる多数のモバイルデバイスの多くが、
様々な実施形態のシステムの範囲を拡張するためのモバイル近接ブロードキャスト受信機
として包含され得る。
【００３９】
　[0104]近接ブロードキャスト受信機の長距離無線または他のサービスに依存して、受信
されたブロードキャストメッセージの位置と時間と（または「サイティング」）をセント
ラルサーバにレポートすることによって、ワイヤレス識別送信機は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
（登録商標）ＬＥトランシーバのような短距離無線とバッテリとを含むものにすぎない、
比較的小型で、安価で、単純なデバイスになり得る。様々な実施形態では、ワイヤレス識



(20) JP 6129880 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

別送信機はまた、Ｐｅａｎｕｔ（登録商標）無線のような追加の短距離無線を含み得る。
様々な実施形態において、ワイヤレス識別送信機は、ユーザインターフェース、複数の無
線、全地球測位システム（ＧＰＳ）受信機、またはモバイルデバイスに一般的な他の特徴
を含まなくてよい。実施形態のワイヤレス識別送信機はまた、非常に少量の電力しか消費
しないことがあり、頻繁に再充電または交換されることを必要とすることなくそれらが展
開されることを可能にする。これらの特性は、多種多様な使用法および種々の物理的構成
における実装に対して、それらを理想的なものにする。たとえば、ワイヤレス識別送信機
は、ボタン、腕時計、靴、ブリーフケース、バックパック、ＩＤバッジ、衣服、製品のパ
ッケージングなどのような、多くの異なる個人の持ち物の中に、簡単に隠されまたは組み
込まれ得る。
【００４０】
　[0105]実施形態の方法、デバイス、およびシステムは、広範な目的のために使用され得
る。いくつかの実施形態では、ワイヤレス識別送信機は、種々の商業マーケティングおよ
び認証用途に使用され得る、低コストの個々の識別子として使用され得る。他の実施形態
は、行方不明の子供、精神病の患者、ペット、アルツハイマー病の患者、自然災害の被災
者、および彼らを救助しようとする最初の応答者などを追跡するために使用され得る。さ
らなる実施形態は、物流システムにおいて高価値の資産を追跡することと、境界エリアの
通過（たとえば、建設現場へ入る通過／建設現場から出る通過）をモニタすることと、資
産がこれまでに盗まれたかどうか、行方不明になったとレポートされたかどうかを追跡す
ることとのために、高価値の資産に設置され得る。実施形態はまた、管理されたエリアに
入る、またはそこから出る人々をモニタするために使用され得る。様々な実施形態は、ア
ンバーアラートシステムを支援もしくは補助し、または警察官に情報を提供することがで
きる。実施形態はまた、価値のある情報を、私的な人または業者に与えることができる。
【００４１】
　[0106]ワイヤレス識別送信機はまた、情報（たとえば、センサデータ）を伝えるように
機能し、または、特定の動作を行うように近接ブロードキャスト受信機に促すように機能
することができる。いくつかの実施形態では、ワイヤレス識別送信機は、携帯電話のよう
な近接ブロードキャスト受信機によって実行されるべき１つまたは複数の挙動を示すブロ
ードキャストメッセージを送信することができ、この場合、ブロードキャストメッセージ
はまた、コマンド（すなわち、コマンド識別子）またはワイヤレス識別送信機のタイプ（
すなわち、デバイスタイプ識別子またはデバイスタイプ情報）に対応する２次セグメント
を含み得る。ブロードキャストメッセージを受信する近接ブロードキャスト受信機は、識
別コードまたは２次コードに基づいて動作を行うことができる。あるいは、近接ブロード
キャスト受信機は、受信されたブロードキャストメッセージをセントラルサーバに送信す
ることができ、セントラルサーバは、実行されるべき挙動を示すために、命令または別の
コードを近接ブロードキャスト受信機に返送することができる。
【００４２】
　[0107]さらなる実施形態では、ワイヤレス識別送信機は、近接ベースのコンテンツ配信
システムの一部として動作し得る。そのような実施形態では、ワイヤレス識別送信機によ
ってブロードキャストされるパケットにより示される挙動は、長距離通信ネットワークを
介して利用可能なコンテンツにアクセスすること、たとえば、インターネットへのセルラ
ーワイヤレスデータリンクを介して特定のウェブページまたは他のオンラインリソースを
開くことであり得る。ワイヤレス識別送信機は、デバイスの所有者によってコンテンツと
関連付けられ得る。このようにして、ワイヤレス識別送信機の範囲内に来た、適切なアプ
リケーションにより構成された携帯電話（すなわち、モバイル近接ブロードキャスト受信
機）は、ワイヤレス識別送信機の所有者によって指定されたコンテンツに自動的にアクセ
スすることができる。
【００４３】
　[0108]様々な実施形態では、近接ブロードキャスト受信機によってワイヤレス識別送信
機のブロードキャストを受信することから得られる近接情報が、ワイヤレス識別送信機の
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位置を推定するために、近接ブロードキャスト受信機によってレポートされる位置と組み
合わされ得る。ある時間の期間（または周期）にわたって送信されるブロードキャスト内
の信号強度を交互に変化させることのような、シグナリングにおけるさらなる実施形態は
、セントラルサーバまたは近接ブロードキャスト受信機自体が、ワイヤレス識別送信機に
最も近い近接ブロードキャスト受信機を決定することを可能にし得る。言い換えると、サ
ーバは、複数の近接ブロードキャスト受信機の中で、ワイヤレス識別送信機に最も近い近
接ブロードキャスト受信機を決定することができる。近接ブロードキャスト受信機が並ん
だエクササイズ器具のような器具上にある場合、ユーザにより所有される送信機に最も近
い近接ブロードキャスト受信機を決定することは、ユーザが使用することを試みる可能性
が最も高い特定の器具をサーバが決定することを可能にし得る。
【００４４】
　[0109]様々な実施形態では、許可情報はセントラルサーバにより記憶され得る。許可設
定は、サービスと関連付けられるデバイス、または、セントラルサーバと関連付けられ、
もしくはセントラルサーバによって管理されるデバイス（たとえば、ワイヤレス識別送信
機、近接ブロードキャスト受信機など）を登録する時点で、ユーザによって提供され得る
。そのような許可は、ユーザのスマートフォンおよび／または第三者のデバイス（たとえ
ば、業者の近接ブロードキャスト受信機）上で実行される第三者のアプリケーションのよ
うな第三者に、セントラルサーバが個人情報を提供することを可能にするために、または
禁止するために使用され得る。ある実施形態では、近接ブロードキャスト受信機によって
接続される器具の匿名の個人設定が、近接ブロードキャスト受信機からのサイティングメ
ッセージに基づいて可能にされ得る。近接ブロードキャスト受信機は、ブロードキャスト
メッセージをサイティングメッセージとしてセントラルサーバに中継することができ、セ
ントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機を識別し、ワイヤレス識別送信機のアイデンテ
ィティを公開することなく、データまたは他の情報を近接ブロードキャスト受信機に返送
することができる。この匿名データによって、近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレ
ス識別送信機のユーザに適するように器具またはサービスを個人設定することができる。
あるいは、セントラルサーバは、記憶された許可に基づいて、識別情報を近接ブロードキ
ャスト受信機に返送することができる。別の実施形態では、セントラルサーバは、構成デ
ータと、ソフトウェア命令と、近接ブロードキャスト受信機と関連付けられる設備のため
の他の機密情報とを記憶し管理することができる。
【００４５】
　[0110]別の実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、関連するアイテム、資産、
または人々が特定のエリア内にある間、ワイヤレス識別送信機を追跡するために使用され
得る。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送信機を持ち運ぶ客の
位置を追跡するために、遊園地、公園、スキーロッジ、イベント、リゾート、および温泉
において配備され得る。ワイヤレス識別送信機のグループは、一緒に関連付けられてよく
、個々のワイヤレス識別送信機が他のワイヤレス識別送信機を伴わずに特定のエリアから
出たかどうか、立ち入り禁止の位置（たとえば、従業員のみが入れる位置）に入ったかど
うか、特定の位置（たとえば、乗り物または売店）に現れたかどうかなどを判定するため
に、追跡され得る。ある実施形態では、特定のエリアまたは場所は、受信範囲がエリア全
体（たとえば、入口ゲートにおいて、点検用パネルにおいて、建物中で、など）をカバー
するように近接ブロードキャスト受信機を配置し、入場券と同様にワイヤレス識別送信機
をすべての入場する客に提供することによって、客を追跡することができる。たとえば、
スキーロッジにおいて、客は、リフトチケットの一部として、それとともに、またはその
代わりに、ワイヤレス識別送信機を与えられ得る。場所は、同様のワイヤレス識別送信機
を使用して、器具、商品、マスコット、および職員のような、場所の資産の位置を追跡す
ることができる。ある実施形態では、アトラクション、遊園地、または他の場所は、客が
遊園地の外部でワイヤレス識別送信機を使用できるように、ソフトウェアのダウンロード
のためにｑｕｉｃｋ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ（ＱＲ）コードを販売し、提供し、または別な方
法で、近接ブロードキャスト受信機および／もしくは近接ブロードキャスト受信機のソフ
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トウェアを客に提供することができる。ある実施形態では、クルーズ船が、客と関連付け
られるワイヤレス識別送信機を追跡し、近接ブロードキャスト受信機と通信するための特
別な船上サーバと通信ネットワークとを利用することができる。
【００４６】
　[0111]さらなる実施形態では、ワイヤレス識別送信機は、アイテムを追跡し、資産が近
接ブロードキャスト受信機の前（または近接）から離れるとき、またはそこに入るときを
示すために、使用され得る。たとえば、個人のジオフェンスが、ユーザにより運ばれる近
接ブロードキャスト受信機の周りで確立され得るので、関連するワイヤレス識別送信機が
近接ブロードキャスト受信機の受信範囲から離れるとき、またはそこに入るときに、警告
またはリマインダーメッセージが送信され得る。ワイヤレス識別送信機に近接しているこ
とのそのような指示は、鎖のように動作することができ、子供、荷物、財布または小銭入
れ、駐車場の車などを追跡するのに有用であり得る。別の実施形態では、ワイヤレス識別
送信機のｃｈａｉｎ　ｏｆ　ｃｕｓｔｏｄｙは、近隣する近接ブロードキャスト受信機を
決定することおよび／または、追跡されるアイテムが近接ブロードキャスト受信機の受信
範囲からいつ除去されるかを確定する入力データに基づいて、セントラルサーバ内で決定
され記憶され得る。
【００４７】
　[0112]様々な実施形態では、業者は、クーポンまたは顧客に対する他のインセンティブ
を顧客に提供するために、近接ブロードキャスト受信機とワイヤレス識別送信機とを利用
することができる。たとえば、業者は、顧客のワイヤレス識別送信機からのブロードキャ
ストメッセージを検出し以前の購入履歴またはロイヤルティプログラムに基づいてクーポ
ンを生成する近接ブロードキャスト受信機を、店舗内に配備することができる。また、近
接ブロードキャスト受信機は、ブロードキャストメッセージを受信し、取引を行う顧客の
アイデンティフィケーション確認（たとえば、写真、署名サンプル、サーバからの確認メ
ッセージ）を受信することができる。
【００４８】
　[0113]さらなる実施形態では、ワイヤレス識別送信機および近接ブロードキャスト受信
機は、ＬＴＥ－Ｄ、ピアツーピアＬＴＥ－Ｄ、ＷｉＦｉ、およびＷｉＦｉ　Ｄｉｒｅｃｔ
のような様々なワイヤレス技術を使用して送信を交換するように構成され得る。ある実施
形態では、ワイヤレス識別送信機は、ＷｉＦｉトランシーバを伴う近接ブロードキャスト
受信機がブロードキャストメッセージを受信できるように、ＷｉＦｉ無線を介してメッセ
ージをブロードキャストするように構成され得る。そのような実施形態では、ワイヤレス
識別送信機は、ＷｉＦｉアクセスポイントのブロードキャストアドバタイズメントと同様
の識別情報をブロードキャストするためにＷｉＦｉ送信を利用することができる。たとえ
ば、受信範囲が制限されるように、ＷｉＦｉ無線を含むワイヤレス識別送信機は、低電力
のＷｉＦｉ送信を介してブロードキャストメッセージを送信するように構成されてよく、
これによって、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ送信の範囲と同様の範囲を伴う短距離無線信号
を提供する。様々なワイヤレスブロードキャスト技術と、ワイヤレス識別送信機との通信
プロトコルとを利用する際に、限られた能力を有する近接ブロードキャスト受信機は依然
として、ワイヤレス識別送信機からのブロードキャストメッセージを受信し処理すること
が可能であり得る。たとえば、モバイル近接ブロードキャスト受信機として動作するよう
に構成され、ＷｉＦｉトランシーバを含むが、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ無線を含まない
スマートフォンが、ＷｉＦｉ無線により短距離信号をブロードキャストするように構成さ
れるワイヤレス識別送信機からのブロードキャストメッセージを受信し処理することがで
きる。ある実施形態では、より多くのモデルの近接ブロードキャスト受信機（たとえば、
より多くのタイプのスマートフォン）がサイティングを受信し中継することを可能にする
ために、ワイヤレス識別送信機は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥトランシーバおよび低電力
ＷｉＦｉトランシーバのような複数の無線を通じてブロードキャストすることができる。
【００４９】
　[0114]ワイヤレス識別送信機および近接ブロードキャスト受信機は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
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ｈ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈローエネルギー（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ）
、Ｐｅａｎｕｔ、Ｚｉｇｂｅｅなどのような短距離ＲＦ信号を含む短距離ワイヤレス信号
を交換するものとして本開示全体で説明される。しかしながら、そのような短距離ワイヤ
レス信号は短距離ＲＦ信号には限定されず、ワイヤレス識別送信機は、赤外光、可視光、
振動、熱、可聴ではない音、および可聴の音のような他の形態のワイヤレスシグナリング
、さらには、高周波（ＲＦ）信号と非ＲＦ信号の組合せを使用して、メッセージをブロー
ドキャストすることができる。たとえば、ワイヤレス識別送信機は、赤外光放出ダイオー
ドまたは赤外放射を放出することが可能な他のコンポーネントを使用して、赤外光などの
熱信号を放出することができる。加えて、ワイヤレス識別送信機は、振動モーターと、制
御された振動を生成することが可能な他の機械的コンポーネントとを使用して、振動信号
を放出することができる。ワイヤレス識別送信機はまた、発光ダイオード、白熱光、およ
びプロジェクタのような、数々の一般的な放出器から光信号を放出することができる。光
信号は、近接ブロードキャスト受信機上の光センサ（たとえば、カメラ）によって受信さ
れてよく、光、色、および像（たとえば、写真、投影、ビデオ、シンボルなど）のような
映像を含み得る。その上、または代替的に、ワイヤレス識別送信機は、スピーカ（たとえ
ば、圧電スピーカ）からの可聴のまたは可聴ではない（すなわち、可聴音より低周波数の
、または超音波の）音声信号を放出することができる。音声信号は、近接ブロードキャス
ト受信機のマイクロフォンによって受信されてよく、ビープ、声、雑音、クリック、超音
波、音色、および音符のような種々の音を含み得る。
【００５０】
　[0115]本明細書で説明される実施形態では、ＲＦ信号（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
　ＬＥ信号）が解釈される方式と同様の方式で、近接ブロードキャスト受信機が信号をデ
ータへと変換することができるように、ワイヤレス識別送信機は、特定のシーケンス、パ
ターン、方式、期間、または表現物の中で様々な短距離ワイヤレス信号をブロードキャス
トするように構成され得る。たとえば、ワイヤレス識別送信機は、異なる音符のストリン
グ、変化する画像、または、近接ブロードキャスト受信機が受信しワイヤレス識別送信機
のアイデンティティを含むデータへと変換することができる点滅光のような、変調された
可視信号または音声信号の特定のシーケンスをブロードキャストすることができる。ある
実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、信号のシーケンスを事前に定義されたプ
ロトコル内のパターンと照合することに基づいて、そのようなワイヤレス信号をデータに
変換する（かつその逆を行う）ことができる。説明のための例として、子供の衣服の外側
に取り付けられたワイヤレス識別送信機は、子供に関する識別情報を決定するために受信
され、データに変換され、セントラルサーバへと近接ブロードキャスト受信機によって中
継され得る、埋め込まれた光源（たとえば、ＬＥＤ電球）を使用した点滅のシーケンスを
、周期的に放出することができる。別の例として、事業所内のワイヤレス識別送信機は、
天井に取り付けられてよく、敷地内にいる顧客と結び付けられるクーポン、告知、または
顧客に対するインセンティブを取得するために受信され、データに変換され、セントラル
サーバへと近接ブロードキャスト受信機によって中継され得る、埋め込まれた光源を使用
した点滅のシーケンスを、周期的に放出することができる。
【００５１】
　[0116]別の実施形態では、エリア内の複数の近隣する受信機または送信機の区別を支援
するために、ワイヤレス識別送信機は、変化する信号強度のシーケンスまたはパターンで
信号をブロードキャストするように構成され得る。たとえば、ワイヤレス識別送信機は、
高い信号強度で信号をブロードキャストすることができ、低い信号強度で信号を周期的に
送信することができる。低い信号強度で送信された信号は、高い信号強度で送信された信
号よりも受信範囲が狭いので、低い信号強度の信号を受信する近接ブロードキャスト受信
機は、必然的に、ワイヤレス識別送信機のより近くにあり得る。この追加の情報を使用し
て、複数の近接ブロードキャスト受信機からサイティングメッセージを受信するセントラ
ルサーバは、より高速に、および／またはより正確に、ワイヤレス識別送信機の位置また
は近接を推定することができる。
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【００５２】
　[0117]様々な実施形態において、近接ブロードキャスト受信機は、電話ジャックまたは
イーサネット（登録商標）ジャックへ差し込まれるように構成されてよく、ダイヤルアッ
プモデム、または、従来の電話またはネットワーク通信を介したセントラルサーバとの通
信を可能にするための他のネットワーキングアダプタを含んでよく、さらに、（従来の電
話がそうであるように）これらのジャックによって電力供給され得る。加えて、近接ブロ
ードキャスト受信機は、ワイヤレス充電器、電気自動車、および配達車両のような車両な
どの、他のタイプのデバイスに組み込まれ得る。
【００５３】
　[0118]他の実施形態では、ワイヤレス識別送信機は、ブロードキャストメッセージ中に
符号化され得るセンサデータを生成するセンサを含み得る。そのようなセンサは、マイク
ロフォン、カメラ、圧力センサ、熱センサ、加速度計、湿度センサ、温度センサ、ＣＯ２
センサなどを含み得る。そのようなセンサからのデータは、近接ブロードキャスト受信機
からのサイティングメッセージを介して、データを受信する近接ブロードキャスト受信機
またはセントラルサーバによって使用または記憶され得る。
【００５４】
　[0119]様々な実施形態の方法は、短距離ワイヤレスブロードキャストメッセージの受信
に基づいて、ワイヤレス識別送信機が近接ブロードキャスト受信機の近接にあると、およ
びその逆であると判定することができる。さらに、実施形態は、ワイヤレス識別送信機お
よび／または近接ブロードキャスト受信機の正確な位置を決定することを必要とはしない
ことがあり、代わりに、デバイスの概略的な位置および／または互いの相対的な位置を決
定することができる。したがって、本開示全体での位置および／または距離の決定に対す
る言及は、シグナリングしているデバイスの間の近接度を決定することを目的とするもの
であり得る。
【００５５】
　[0120]図１は、様々な実施形態において使用され得る通信システム１００を示す。一般
に、セントラルサーバ１２０は、ワイヤレス識別送信機１１０に対応するデータを受信す
る、記憶する、および別の方法で処理するように構成され得る。セントラルサーバ１２０
は、近接ブロードキャスト受信機１４２、モバイル近接ブロードキャスト受信機１３８、
第三者のシステム１０１、ならびに他のサポートシステムおよび／またはサービス１０２
のような様々なデバイスと、インターネット１０３を介して通信を交換するように構成さ
れ得る。ワイヤレス識別送信機（ＷＩＴ）１１０は、短距離ワイヤレス信号を介して近く
の近接ブロードキャスト受信機１４２および／またはモバイル近接ブロードキャスト受信
機（ＭＰＢＲ）１３８によって受信され得るメッセージをブロードキャストすることがで
きる。近接ブロードキャスト受信機１４２、１３８は、インターネット１０３を介して、
受信されたブロードキャストメッセージをサイティングメッセージとしてセントラルサー
バ１２０に中継するために、長距離通信を利用することができる。たとえば、近接ブロー
ドキャスト受信機１４２およびモバイル近接ブロードキャスト受信機は、サイティングメ
ッセージをセントラルサーバ１２０に送信するために、セルラーネットワーク１２１を利
用することができる。第三者のシステム１０１は、業者のサーバ、小売店のコンピューテ
ィングデバイス、緊急サービスと関連付けられるコンピューティングデバイスを含み得る
。他のサポートシステムおよび／またはサービス１０２は、登録情報を提供するためにユ
ーザにより利用されるコンピューティングデバイス、ユーザ関連のコンテンツを配信する
システム（たとえば、Ｑｕａｌｃｏｍｍ　Ｇｉｍｂａｌ（商標））、および、位置に特有
の情報を提供するサービス（たとえば、Ｑｕａｌｃｏｍｍ　ＩＺａｔ（商標））のような
、様々な技術と関連付けられるコンピューティングデバイスを含み得る。
【００５６】
　[0121]セントラルサーバ１２０は、データ、たとえば、近接ブロードキャスト受信機１
４２、１３８、第三者のシステム１０１、または他のサポートシステムおよび／もしくは
サービス１０２から受信されるデータを処理するための様々な動作を実行するためのいく
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つかのコンポーネント１０４～１０９を含み得る。具体的には、セントラルサーバ１２０
は、長期データ（たとえば、保管されたユーザデータ、過去の位置情報など）を記憶し得
る、データ保管コンポーネント１０４を含み得る。セントラルサーバ１２０はまた、ユー
ザポータルのアクセス、スクリプト、ツール（たとえば、ソフトウェアユーティリティ、
ルーチンなど）、およびセントラルサーバ１２０を管理するための任意の他の要素と関連
付けられるソフトウェアを管理し、処理し、および／または記憶し得る、運用、管理およ
び保守（またはＯＡ＆Ｍ）コンポーネント１０５を含み得る。セントラルサーバ１２０は
また、開発者のアカウントデータを記憶し、登録、アカウント管理を実行し、開発者と関
連付けられる管理ルーチンを警告（または通知）し得る、開発者ポータルコンポーネント
１０６を含んでよく、開発者はたとえば、ワイヤレス識別送信機１１０のユーザと対話す
るために登録するベンダーまたは業者である。セントラルサーバ１２０はまた、ワイヤレ
ス識別送信機１１０と関連付けられるファクトリ鍵（factory key）を記憶し、さらに、
受信されたサイティングメッセージ内の暗号化された、符号化された、ローリングされた
、または別な方法で不明化された識別情報を、付随するユーザデータと照合するための動
作、ソフトウェア、またはルーチンを実行することができる、ローリング識別子（または
ＩＤ）リゾルバコンポーネント１０７を含み得る。セントラルサーバ１２０はまた、ユー
ザアカウントのデータを記憶し、登録、アカウント管理を実行し、ユーザと関連付けられ
るルーチンを探索し得る、ユーザポータルコンポーネント１０９を含んでよく、ユーザは
たとえば、ワイヤレス識別送信機１１０と関連付けられる人である。セントラルサーバ１
２０はまた、サイティングメッセージを処理し、警告または通知エンジンモジュールを実
行し、アプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）コマンドを処理し、
セントラルサーバ１２０内の他のコンポーネントとデータを交換することができる、コア
コンポーネント１０８を含み得る。コアコンポーネント１０８は、図２０を参照して以下
で説明される。
【００５７】
　[0122]様々な実施形態において、コンポーネント１０４～１０９は、セントラルサーバ
１２０に含まれ、接続され、または別な方法に関連付けられる、コンピューティングデバ
イス、サーバ、ソフトウェア、および／または回路によって有効にされ得る。たとえば、
コアコンポーネント１０８は、セントラルサーバ１２０内に含まれるサーバブレードまた
はコンピューティングユニットであってよい。別の例として、データ保管コンポーネント
１０４は、セントラルサーバ１２０がインターネットプロトコルを介して通信する遠隔の
クラウドストレージデバイスであってよい。
【００５８】
　[0123]ある実施形態では、近接ブロードキャスト受信機１４２およびモバイル近接ブロ
ードキャスト受信機１３８は、近接ブロードキャスト受信機１４２、１３８が、近隣近隣
ワイヤレス識別送信機１１０からの受信されたブロードキャストメッセージを処理するこ
とを可能にする、ソフトウェア、命令、ルーチン、アプリケーション、動作、または他の
回路であり得る、コアクライアントモジュール１１５を実行するように構成され得る。コ
アクライアントモジュール１１５はまた、近接ブロードキャスト受信機１４２、１３８と
セントラルサーバ１２０との間の通信を処理することができ、たとえば、サイティングメ
ッセージを送信し、セントラルサーバ１２０から返信メッセージを受信する。さらに、モ
バイル近接ブロードキャスト受信機１３８は、ソフトウェア命令、ルーチン、アプリケー
ション、または様々な第三者によって提供される他の動作（たとえば、業者のアプリ）を
実行することに関し得る、第三者アプリケーションモジュール１１６を実行するように構
成され得る。ある実施形態では、セントラルサーバ１２０に登録されたサービスとして構
成される場合、第三者のアプリケーションモジュール１１６は、コアクライアントモジュ
ール１１５から様々なデータを受信することができる。たとえば、セントラルサーバ１２
０に登録された第三者のアプリケーションは、モバイル近接ブロードキャスト受信機１３
８のユーザが特定の場所（たとえば、ジオフェンス、小売店など）に入ったとき、そこに
とどまったとき、および／またはそこから離れたときに、コアクライアントモジュール１
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１５から通知を受信するように構成され得る。
【００５９】
　[0124]別の実施形態では、モバイル近接ブロードキャスト受信機１３８は、ブロードキ
ャストメッセージを受信し送信するように構成されてよく、「ワイヤレス識別トランシー
バ」とも呼ばれ得る。たとえば、ユーザは、近くのワイヤレス識別送信機１１０からのブ
ロードキャストメッセージ、さらには、ユーザと関連付けられる識別情報を含むブロード
キャスト信号を受信するように構成される、スマートフォンを利用することができる。
【００６０】
　[0125]図２は、様々な実施形態において使用され得る例示的な通信システム２００を示
す。通信システム２００は、ワイヤレス識別送信機１１０（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標）ＬＥ送信機）が、直接の通信リンクをネゴシエートする必要なく、複数の
モバイル近接ブロードキャスト受信機１３８および／または固定式の近接ブロードキャス
ト受信機１４２を介して、識別情報を含むブロードキャストメッセージをセントラルサー
バ１２０に送信することを、実質的に可能にする。そのようなブロードキャストメッセー
ジは、ワイヤレス識別送信機の近接（またはブロードキャスト範囲）にある任意の近接ブ
ロードキャスト受信機によって自動的に収集され得る。たとえば、ある近接の範囲内にあ
るモバイル近接ブロードキャスト受信機１３８は、ワイヤレス識別送信機１１０内のＢｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線によって送信されるブロードキャストメッセージを受信
することができる。
【００６１】
　[0126]通信システム２００は、ワイヤレス識別送信機１１０を含み得る。ワイヤレス識
別送信機１１０は、様々な物体に結合され得る。たとえば、ワイヤレス識別送信機１１０
は、ブレスレットに埋め込まれ得る。ワイヤレス識別送信機１１０は、上で説明されたよ
うなブロードキャストメッセージなど、短距離ワイヤレス信号１１４を送信することがで
きる。たとえば、この短距離ワイヤレス信号１１４は、パケットの周期的なブロードキャ
ストであってよく、これは、ワイヤレス識別送信機の識別コードを含む。短距離ワイヤレ
ス信号１１４は、固定式の近接ブロードキャスト受信機１４２および／またはモバイル近
接ブロードキャスト受信機１３８のような、近隣する近接ブロードキャスト受信機によっ
て受信され得る。
【００６２】
　[0127]短距離ワイヤレス信号１１４は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ　ＬＥ（登録商標）、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、赤外線ワイヤレス、誘導ワイヤ
レス、ウルトラワイドバンド（ＵＷＢ）、ワイヤレスユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ
）、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）、Ｐｅａｎｕｔ（登録商標）、または、（たとえば、送信
電力を制約することによって）有効通信範囲を比較的短距離（たとえば、約１００メート
ル以内）に制限しなければならない、または制限するように修正され得る他の短距離ワイ
ヤレス技術もしくはプロトコルのような、種々の通信プロトコルのいずれかに従ったもの
であり得る。いくつかの実施形態では、ワイヤレス識別送信機１１０は、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ（登録商標）４．０プロトコル（またはより後のバージョン）において標準化された
低エネルギー技術を使用し得る。たとえば、いくつかの実施形態のシステムでは、ワイヤ
レス識別送信機１１０は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）４．０プロトコルに記載され
るようなアドバタイザとして構成される識別パケットを周期的にブロードキャストするこ
とができ、近隣する近接ブロードキャスト受信機１４２、１３８は、そのプロトコルに従
ってスキャナとして動作するように構成され得る。
【００６３】
　[0128]ＢｌｕｅｔｏｏｔｈプロトコルおよびＢｌｕｅｔｏｏｔｈデバイス（たとえば、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥデバイス）は、比較的短い有効通信範囲を有し、配備されてい
る通信デバイスおよびコンピューティングデバイスにおいて広く使用されており、様々な
実施形態の発見およびレポートのニーズを満たす標準的なアドバタイズ手順またはペアリ
ング手順を有し、低い消費電力を示し、これは、様々な実施形態の多くの用途に対してプ
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ロトコルを理想的なものにする。この理由で、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈおよびＢｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ　ＬＥのプロトコルおよびデバイスが、例示の目的で、本明細書の例の多くで言及さ
れる。しかしながら、特許請求の範囲において特に記載されていない限り、特許請求の範
囲は、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈまたはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥのデバイスおよびプロトコル
に限定されるべきではない。たとえば、Ｐｅａｎｕｔ（登録商標）トランシーバが、ワイ
ヤレス識別トランシーバ１１０内に含まれてよく、Ｐｅａｎｕｔ（登録商標）短距離無線
送信を利用するようにも構成される近接ブロードキャスト受信機１４２、１３８との二方
向通信を送信するために使用されてよい。
【００６４】
　[0129]通信システム２００は、ある領域、建物、または場所の全体に、機関、業者、ま
たは様々な第三者によって配備され得る、複数の固定式の近接ブロードキャスト受信機１
４２を含み得る。そのような固定式の近接ブロードキャスト受信機１４２は、ワイヤレス
識別送信機１１０に対して特別に設計され得る（または、交通信号、ユーティリティ変圧
器（ｕｔｉｌｉｔｙ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒ）などのような、他の基本的機能に加えて
、そのような追跡機能を含み得る）。固定式の近接ブロードキャスト受信機１４２は、あ
る地区内の戦略的な位置に配置されてよく、たとえば、ある地域の境界を形成し、および
／または交通量の多いエリア（たとえば、主要な交差点および高速道路の入口）に配置さ
れる。固定式の近接ブロードキャスト受信機１４２は、インターネット１０３への接続１
４８を提供するインターネットアクセスサーバ１４０を含み得る、ＷｉＦｉネットワーク
のようなローカルエリアネットワーク２０２と通信していてよい。固定式の近接ブロード
キャスト受信機１４２は、有線リンクまたはワイヤレスリンク１４６によってローカルエ
リアネットワーク２０２に接続され得る。様々な実施形態において、固定式の近接ブロー
ドキャスト受信機１４２は、インターネットアクセスサーバ１４０内に含まれてよく、ま
たはインターネットアクセスサーバ１４０の近くに位置してよい。たとえば、固定式の近
接ブロードキャスト受信機１４２は、インターネットアクセスサーバ１４０内のコンポー
ネントであってよく、または代替的に、インターネットアクセスサーバ１４０の上部また
は側部に配置されてよい。ある実施形態では、固定式の近接ブロードキャスト受信機１４
２は、ある地区内の戦略的な位置に配置されてよく、たとえば、ある地域の境界を形成し
、および／または交通量の多いエリアに（たとえば、小売店の通路に沿って、建物の入口
に、など）配置される。ある実施形態では、固定式の近接ブロードキャスト受信機１４２
は、追加の機能を有し得る。たとえば、固定式の近接ブロードキャスト受信機１４２はま
た、キャッシュレジスタ、ｐｏｉｎｔ－ｏｆ－ｓａｌｅｓデバイス、および／または小売
店内のディスプレイユニットとして機能してよく、またはそれらに含まれてよい。
【００６５】
　[0130]通信システム２００はまた、モバイル近接ブロードキャスト受信機１３８として
動作するように構成される１つまたは複数のモバイルデバイスを含み得る。モバイル近接
ブロードキャスト受信機１３８は、有線接続またはワイヤレス接続１５８によって１つま
たは複数のネットワーク運用センター１３２に結合される１つまたは複数の基地局１３４
への長距離ワイヤレスリンク１３６を介してセルラーネットワーク１２１と通信する、一
般的なモバイルデバイスまたはスマートフォンであり得る。そのようなセルラーネットワ
ーク１２１は、３Ｇ、４Ｇ、およびＬＴＥのような様々な技術を利用することができる。
ネットワーク運用センター１３２は、セルラーネットワーク１２１を通る音声呼とデータ
トラフィックとを管理し、通常は、有線接続またはワイヤレス接続１５６によって１つま
たは複数のサーバ１３０を含んでよく、またはそれに接続されてよい。サーバ１３０は、
インターネット１０３への接続１５４を提供することができる。様々な実施形態において
、モバイル近接ブロードキャスト受信機１３８は、インターネット１０３によってワイヤ
レス識別送信機１１０（すなわち、サイティングメッセージ）からセントラルサーバ１２
０への受信されたブロードキャストメッセージのレポートを中継するための近接ブロード
キャスト受信機として動作するように、アプリケーションまたは他のソフトウェアモジュ
ールによって構成されるモバイルデバイスであり得る。ある実施形態では、固定式の近接
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ブロードキャスト受信機１４２はまた、基地局１３４への長距離ワイヤレスリンク１３６
を介して、セルラーネットワーク１２１と通信することができる。
【００６６】
　[0131]近接ブロードキャスト受信機１３８、１４２は、ワイヤレス識別送信機１１０と
の接続（またはサイティング）を、インターネット１０３を介してセントラルサーバ１２
０にレポートするように構成され得る。たとえば、近接ブロードキャスト受信機１４２は
、ワイヤレス識別送信機１１０のユーザのアイデンティティに対応するローリング識別子
を含むサイティングメッセージをセントラルサーバ１２０に送信することができる。近接
ブロードキャスト受信機１３８、１４２がワイヤレス識別送信機１１０から識別子を受信
するたびに、識別子は、接続の時間および近接ブロードキャスト受信機１３８、１４２の
位置と関連付けられてよく、この情報は、サイティングメッセージ内などで、セントラル
サーバ１２０に送信され得る。いくつかの実施形態では、たとえばセントラルサーバ１２
０によってブロードキャストまたはマルチキャストされるクエリメッセージに応答して、
接続の識別子、時間、および位置が、後でレポートするために、近接ブロードキャスト受
信機１３８、１４２（または中間のサーバ１３０、１４０）のメモリに記憶され得る。ま
た、セントラルサーバ１２０は、サイティングメッセージによってレポートされた位置情
報をデータベースに記憶することができ、この位置情報は、ワイヤレス識別送信機１１０
の動きを位置決定し、追跡し、または別な方法でモニタするために使用され得る。
【００６７】
　[0132]ある実施形態では、モバイル近接ブロードキャスト受信機１３８は、固定式の受
信機デバイス１４２と短距離ワイヤレス信号１８９を交換するように構成され得る。言い
換えると、モバイル近接ブロードキャスト受信機１３８は、ワイヤレス識別送信機１１０
から短距離ワイヤレス信号１１４（すなわち、ブロードキャストメッセージ）を受信し、
さらに、近接ブロードキャスト受信機１４２による受信のために短距離ワイヤレス信号１
８９を送信することが可能な、ワイヤレス識別トランシーバとして動作するように構成さ
れ得る。
【００６８】
　[0133]ある実施形態では、近接ブロードキャスト受信機１３８、１４２は、ローカルエ
リアネットワーク２０２の一部のようなワイヤレスルータ１８５にワイヤレス信号１８８
を送信することができ、ワイヤレスルータ１８５はインターネット１０３への接続１８７
を提供することができる。たとえば、固定式の近接ブロードキャスト受信機１４２は、ワ
イヤレス識別送信機１１０によってＷｉＦｉワイヤレスルータ１８５に送信されるブロー
ドキャストメッセージからのデータを含む、サイティングメッセージを送信することがで
きる。
【００６９】
　[0134]セントラルサーバ１２０はまた、インターネット１０３に接続されてよく、これ
によって、近接ブロードキャスト受信機１４２、１３８とセントラルサーバ１２０との間
の通信が可能になる。上で説明されたように、セントラルサーバ１２０は、複数のコンポ
ーネント、ブレード、または、近接ブロードキャスト受信機１４２、１３８から受信され
たサイティングメッセージとデータとを処理するための他のモジュールを含み得る。さら
なる実施形態は、近接ブロードキャスト受信機１４２、１３８およびセントラルサーバ１
２０へ、より直接的に接続するために、セントラルサーバ１２０と、ネットワーク運用セ
ンター１３２のようなモバイルデバイスネットワークコンポーネントのいずれかとの間に
直接の接続（図示せず）を提供することができる。
【００７０】
　[0135]通信システム２００はまた、自宅または職場のパーソナルコンピュータのような
コンピューティング端末１２４を含んでよく、ユーザはこれを通じて、インターネット１
０３を介してセントラルサーバ１２０と通信し得る。そのような端末１２４は、親、警察
、消防、主治医、および他の認証された機関などのユーザが、デバイス（たとえば、ワイ
ヤレス識別送信機１１０）を登録し、セントラルサーバ１２０上の追跡記録にアクセスし
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、および／または、セントラルサーバ１２０が特定のワイヤレス識別送信機１１０に対す
る探索を開始することを要求することを、可能にし得る。ある実施形態では、ユーザは、
たとえば、ウェブポータルおよび／またはセントラルサーバ１２０と関連付けられるユー
ザアカウントにアクセスすることによって、ワイヤレス識別送信機１１０、近接ブロード
キャスト受信機１４２、１３８（たとえば、セントラルサーバと関連付けられるクライア
ントソフトウェアを実行するように構成されるスマートフォン）、および／または識別ト
ランシーバ（図示せず）を登録するために、そのような端末１２４を使用することができ
る。同様に、業者のような第三者は、ワイヤレス識別送信機１１０、近接ブロードキャス
ト受信機１４２、１３８（たとえば、クライアントソフトウェアを実行しブロードキャス
トをセントラルサーバに中継するように構成される固定式の受信機）、および／または識
別トランシーバ（図示せず）を登録するために、端末１２４を使用することができる。
【００７１】
　[0136]ある場所の中での近接ブロードキャスト受信機１３８、１４２の位置に基づいて
、複数の近接ブロードキャスト受信機１３８、１４２は、ワイヤレス識別送信機１１０の
ブロードキャストエリア内にあってよく、ブロードキャストメッセージを同時に受信する
ことができる。セントラルサーバ１２０は、近接ブロードキャスト受信機１３８、１４２
が、同じワイヤレス識別送信機からのブロードキャストメッセージの受信を示すサイティ
ングメッセージを同時に（またはある時間期間内に）送信するときを検出することができ
る。そのような同時のサイティングメッセージは、ブロードキャストの時点でワイヤレス
識別送信機に関するより正確な近接情報を決定するために使用され得る。
【００７２】
　[0137]通信システム２００は、パッシブ情報収集モードおよび／またはアクティブ探索
モードで動作することができる。パッシブ情報収集モードでは、近接ブロードキャスト受
信機１３８、１４２は、任意のワイヤレス識別送信機１１０からのブロードキャストを継
続的にリッスンし、サイティングメッセージ（たとえば、識別子と、時間と、位置とを含
む送信）を介してすべての識別子受信イベントをセントラルサーバ１２０にレポートする
ことができる。アクティブ探索が実行中ではない場合（すなわち、ある特定のワイヤレス
識別送信機１１０を誰も探していない場合）、ワイヤレス識別送信機１１０のサイティン
グまたはワイヤレス識別送信機１１０からの受信されたブロードキャストメッセージは、
より後の時点でのアクセスのために、近接ブロードキャスト受信機１３８、１４２または
セントラルサーバ１２０のメモリに記憶され得る。プライバシーを守るために、そのよう
な記憶されたデータは、追跡されている人物または資産に応じて、１日、１週間、または
１カ月などの、ある限られた時間の期間記憶され得る。そして、人物または資産が行方不
明であることが発見されると、記憶されたデータは、関連するワイヤレス識別送信機１１
０を位置決定し追跡するために、または少なくとも最後にレポートされた位置を決定する
ために、直ちにアクセスされ得る。
【００７３】
　[0138]パッシブ追跡モードの修正において、各近接ブロードキャスト受信機１３８、１
４２は、ある限られた時間の期間、ワイヤレス識別送信機１１０からの受信されたブロー
ドキャストメッセージ（または接触）に対応するＩＤと、時間と、位置とを記憶すること
ができる。あるいは、そのような情報は、そのような近接ブロードキャスト受信機１３８
、１４２に接続されるサーバ１３０、１４０に記憶され得る。そして、ワイヤレス識別送
信機１１０と関連付けられる人物または資産が行方不明であることが発見されると、セン
トラルサーバ１２０が、近接ブロードキャスト受信機１３８、１４２（またはサーバ１３
０、１４０）に、分析およびセントラルサーバ１２０のデータベースへの記憶ために記憶
されたデータ（たとえば、ワイヤレス識別送信機１１０との接触を示すデータベース）を
ダウンロードするように問い合わせることによって、探索が開始され得る。
【００７４】
　[0139]ある実施形態では、モバイル近接ブロードキャスト受信機１３８として動作する
ように構成される市民のモバイルデバイスに対する要求を制限するために、パッシブ追跡
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モードは、固定式の近接ブロードキャスト受信機１４２上でのみ実施され得る。そのよう
なデバイスの数がより少ないことは、ワイヤレス識別送信機１１０の追跡の有効性がより
低い可能性があるということを意味するが、この実施形態はそれでも、ブロードキャスト
メッセージの受信を可能にし得るので、交差点、高速道路の出入口、バス停、空港のよう
な交通量の多いゾーンを通るワイヤレス識別送信機１１０の追跡を可能にし得る。
【００７５】
　[0140]パッシブ情報収集モード／実施形態では、ユーザは、たとえば、要求を端末１２
４からセントラルサーバ１２０に送信することによって、特定のワイヤレス識別送信機１
１０の位置を要求するために、通信システム２００を使用することができる。たとえば、
母親が、自宅のコンピュータ端末１２４にログインし、子供のバックパックの中にあるワ
イヤレス識別送信機１１０の位置を要求することができる。要求は、シリアル番号、コー
ド、または、ワイヤレス識別送信機１１０に対応する他の識別子を含み得る。セントラル
サーバ１２０は、シリアル番号、コード、または他の識別子について、記憶された識別メ
ッセージを検索し、入力された情報に一致する任意のレポートされた位置を、そのような
位置がサイティングメッセージを介してレポートされた時間とともに、返送することがで
きる。さらなる実施形態では、親により入力されるシリアル番号またはコードは、要求さ
れたワイヤレス識別送信機１１０がブロードキャストメッセージ中で伝え、近接ブロード
キャスト受信機１３８、１４２によって出されるサイティングメッセージ中でセントラル
サーバ１２０に中継される、識別子と相互参照され得る。このようにして、データが継続
的に収集されている場合でも、認証されたユーザ（すなわち、アクセスコード、パスワー
ド、またはある特定のワイヤレス識別送信機１１０と関連付けられる他の秘密コードを知
っている誰か）のみが、所与のワイヤレス識別送信機１１０に関する情報を取得すること
ができる。
【００７６】
　[0141]アクティブ探索モード／実施形態では、サーバ１２０は、特定のワイヤレス識別
送信機１１０（すなわち、「ターゲットの」ワイヤレス識別送信機）をアクティブに探索
するように、近接ブロードキャスト受信機１３８、１４２に指示することができる。アク
ティブ探索は、端末１２４から受信された要求に応答して開始され得る。そのような要求
は、特定のワイヤレス識別送信機１１０の識別子、または、ワイヤレス識別送信機１１０
の識別子と相互にリンクされる、もしくは相互にリンクされ得るアカウント番号／アカウ
ント名を含み得る。セントラルサーバ１２０は、ブロードキャストまたはマルチキャスト
などを介して、アクティブ化メッセージを近接ブロードキャスト受信機１３８、１４２に
送信することができ、アクティブ化メッセージは、特定のワイヤレス識別送信機１１０を
探索するように近接ブロードキャスト受信機１３８、１４２に指示することができ、ター
ゲットのワイヤレス識別送信機１１０の識別子（すなわち、ターゲットデバイスＩＤ）を
含み得る。たとえば、ターゲットのワイヤレス識別送信機１１０に対するアクティブ探索
に対応するアクティブ化メッセージは、ワイヤレス識別送信機１１０がセントラルサーバ
１２０に知られている方式で周期的に変更するローリング識別子を含み得る。ある実施形
態では、セントラルサーバ１２０によって送信され、ブロードキャストされ、またはマル
チキャストされるアクティブ化メッセージは、特定のセクタ内、または特定の位置からの
所与の距離内の近接ブロードキャスト受信機１３８、１４２のみに送信され得る。あるい
は、アクティブ化メッセージは、近接ブロードキャスト受信機１３８、１４２が、自身の
既知の位置に基づいてアクティブ化メッセージが自身に適用可能かどうかを判定するため
に特定のセクタ、またはある特定の位置への近接を識別することを可能にし得る。このよ
うにして、探索は、たとえば、ワイヤレス識別送信機１１０の最後の既知の位置または目
撃のサイティングを包含するセクタのような、所与のエリアに集中させられ得る。このよ
うに探索を集中させることによって、探索のセクタ内にない近接ブロードキャスト受信機
１３８、１４２は、アクティブ化される必要がない。
【００７７】
　[0142]アクティブ探索モード／実施形態では、ターゲットデバイスＩＤを含むセントラ
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ルサーバ１２０からのアクティブ化メッセージを受信し、ターゲットデバイスＩＤが探索
の識別されたセクタ内にあると判定したことに応答して、近接ブロードキャスト受信機１
３８、１４２は、識別子を有するブロードキャストメッセージをリッスンするように短距
離無線（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線）を構成することができる。言
い換えると、近接ブロードキャスト受信機１３８、１４２は、探索がアクティブ化された
と見なされ得、アクティブ化メッセージ（すなわち、ターゲットデバイスＩＤ）に含まれ
る識別子を見つけ得る。受信されたブロードキャストメッセージ内の識別子をアクティブ
化メッセージ内のターゲットデバイスＩＤと照合する近接ブロードキャスト受信機１３８
、１４２は、有線リンク１４６またはワイヤレスリンク１３６を介して送信されるサイテ
ィングメッセージを介して、イベントをセントラルサーバ１２０に直ちにレポートするこ
とができる。アクティブ探索モード／実施形態では、ターゲットデバイスＩＤを受信する
近接ブロードキャスト受信機１３８、１４２は、インターネット１０３への有線リンクま
たはワイヤレスリンクを介して、そのイベントをセントラルサーバ１２０に直ちにレポー
トすることができる。上で言及されたように、そのようなレポートは、近接ブロードキャ
スト受信機１３８、１４２の位置と、サイティングメッセージが直ちに送信されなかった
場合の識別子が受信された時間とを含み得る。アクティブ探索モード／実施形態では、セ
ントラルサーバ１２０によって受信された各サイティングメッセージは、たとえば、地図
上で更新位置インジケータを示すウェブページの形式で、関心のある人物または機関にレ
ポートされ得る。
【００７８】
　[0143]さらに、アクティブ探索モード／実施形態では、警察、ＦＢＩ、消防／救急、ま
たは他の権限をもつ人物などの、認証されたユーザは、たとえば、端末１２４を使用して
セントラルサーバ１２０にターゲットデバイスＩＤを与え探索されるべき位置またはセク
タを探索することによって、特定のワイヤレス識別送信機１１０に対する探索をアクティ
ブ化するために、通信システム２００を使用することができる。たとえば、子供が行方不
明になったことを発見した母親は、警察に電話して、子供の衣服に隠されているワイヤレ
ス識別送信機１１０の識別子を警察に教えることができる。探索がアクティブ化されると
、セントラルサーバ１２０は、初期のターゲットの探索セクタ内の近接ブロードキャスト
受信機１３８、１４２に、警告（または、ワイヤレス識別送信機に対する探索がアクティ
ブ化されたことを示すメッセージ）を送信することができる。関連するサイティングメッ
セージが受信されるとレポートされる位置情報が地図上に表示されるように、セントラル
サーバ１２０は次いで、探索エリアの地図を提示しほぼリアルタイムで管理され得るウェ
ブページをアクティブ化することができる。認証されたユーザは次いで、直接の探索の努
力に協力するために、ウェブサイト（またはサーバによって提供される他の情報）にアク
セスすることができる。
【００７９】
　[0144]当然、パッシブモードで近接ブロードキャスト受信機１３８、１４２またはセン
トラルサーバのデータベースに収集され記憶された情報は、たとえば、初期探索位置また
はセクタを識別し、最近の位置と動きとを追跡し、ほぼリアルタイムの探索レポートと組
み合わされ得るサイティングメッセージによってレポートされる位置の履歴を提供／表示
するために、アクティブ探索が開始されると使用され得る。
【００８０】
　[0145]図３は、ワイヤレス識別送信機１１０（図３では「ＷＩＴ」と呼ばれる）におい
て実施するためのある実施形態の方法３００と、近接ブロードキャスト受信機１４２と、
セントラルサーバ１２０とを示す。ブロック３０２において、ワイヤレス識別送信機１１
０は、上で説明されたようなブロードキャストメッセージのような識別子を含むメッセー
ジをブロードキャストすることができる。たとえば、ワイヤレス識別送信機１１０は、本
明細書で説明されるようなローリング識別子を含む、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥアドバタ
イズパケットをブロードキャストすることができる。これは、ワイヤレス識別送信機１１
０内のマイクロコントローラが、識別子をブロードキャストする時間になったと判定し、
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適切なブロードキャストメッセージ（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）４．０
プロトコルにおいてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥデバイスに対して規定されるようなアドバ
タイズメントパケット）を構成し、短距離無線を介してそのパケットを送信することによ
って、ブロック３０２において達成され得る。
【００８１】
　[0146]様々な実施形態において、ワイヤレス識別送信機（すなわち、ブロードキャスト
メッセージ）によってブロードキャストされるメッセージは、ローリング識別子のような
識別子セグメントを含み得る。様々な実施形態において、ブロードキャストメッセージは
また、タイプセグメントのような追加のセグメントを含み得る。タイプセグメントは、ワ
イヤレス識別送信機のタイプを示し得る。たとえば、ワイヤレス識別送信機は、子供の安
全のためのデバイス、犬の首輪、または店舗のセキュリティタグのような、様々な目的で
販売され得る。ワイヤレス識別送信機は、意図される目的に基づいて、異なるタイプのセ
グメントを有し得る（たとえば、子供の安全のためのデバイスに対して１つのコード、犬
の首輪に対して第２のコードなど）。タイプセグメントは、不変であり製造業者によって
設定され得るが、識別子の残りの部分は各デバイスに固有であってよく、以下で説明され
るようにローリングしてよい。タイプセグメントはまた、たとえば、ワイヤレス識別送信
機が様々な目的または用途のためにリセットされたときなどに、ユーザによって変更され
得る。
【００８２】
　[0147]他の実施形態では、ブロードキャストメッセージはまた、近接ブロードキャスト
受信機によって実施されるべき命令またはコマンドを有する１つまたは複数の不変のまた
は動的なセグメントを含み得る。そのようなコマンドセグメントはまた、セントラルサー
バまたは他のネットワークデバイスに指示するために伝えられ得る。コマンドセグメント
は、タイプセグメントと同様に、設定されるものもしくは不変であってよく、または、１
つまたは複数の近接ブロードキャスト受信機からのデータのような様々な条件に基づいて
、時間とともに変化してよい。そのようなコマンド設定はまた、ワイヤレス識別送信機の
ユーザによって構成され得る。第２のまたは追加のセグメントはまた、ワイヤレス識別送
信機の状態を示し得る。たとえば、第２のセグメントは、残りの電力、またはバッテリが
切れるまでの推定される残り時間を示し得る。近接ブロードキャスト受信機またはセント
ラルサーバは、この状態を解釈し、それに従って応答することができる。
【００８３】
　[0148]図３に戻ると、ブロック３０４において、ワイヤレス識別送信機１１０はスリー
プモードに入り得る。たとえば、識別子を有するブロードキャストメッセージをブロード
キャストした後で、ワイヤレス識別送信機１１０は、所定の時間の期間継続し得る電力節
減状態に入るように構成され得る。様々な実施形態において、ワイヤレス識別送信機１１
０は、所定の時間の間スリープ状態になってよく、スリープ状態に決してならなくてよく
、または、様々な入力に基づいて決定される変化する時間の間スリープ状態になってよい
。ブロック３０６において、ワイヤレス識別送信機１１０は、たとえば所定の期間が満了
した後、スリープモードから起動することができる。ブロック３０８において、ワイヤレ
ス識別送信機１１０は、あるアルゴリズムから、たとえば、ワイヤレス識別送信機の固有
のデバイス識別子と、サーバと共有される秘密鍵と、カウンタとに基づいて、新たなデバ
イス識別子を生成することができる。たとえば、ワイヤレス識別送信機１１０は、以下で
説明されるように、擬似ランダム関数またはストリーミング様暗号化アルゴリズム（たと
えば、ＡＥＳ－ＣＴＲ）を使用して、ローリング識別子を生成することができる。ワイヤ
レス識別送信機１１０は次いで、ブロック３０２に戻り再びブロードキャストすることが
できる。ある実施形態では、ブロードキャストメッセージは、ワイヤレス識別送信機がメ
ッセージを受信するための可用性を示す、タイミング、カウンタ、カウントダウン、また
はスケジューリング情報を含み得る。たとえば、ブロードキャストメッセージは、ワイヤ
レス識別送信機がある規定された時間枠内に入来する構成メッセージを受け入れることを
示し得る。様々な実施形態において、ブロック３０２～３０８における動作は、識別トラ
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ンシーバ（たとえば、識別送信機と近接ブロードキャスト受信機の両方として動作するよ
うに構成されるスマートフォン）によって実行され得る。
【００８４】
　[0149]上で言及されたように、ブロック３０８において使用されるアルゴリズム（また
はローリング識別子アルゴリズム）は、ワイヤレス識別送信機１１０（たとえば、ＭＡＣ
またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＩＤ）のアイデンティティ、復号鍵、および／またはローリ
ング識別子を生成するために使用されるアルゴリズムのいずれも知らないデバイスまたは
システムにより予測または認識するのが非常に困難である、ローリング識別子を生成する
ことができる。図２６に関して以下で論じられるように、アルゴリズム（または復号アル
ゴリズム）または復号鍵によって構成されワイヤレス識別送信機１１０のアイデンティテ
ィを保持するサーバ１２０は、対応するアカウントまたはデバイスアイデンティティを決
定するために、ローリング識別子を使用することができる。方法３００は、一例として、
起動およびブロードキャストの周期ごとに変化するローリング識別子を示すが、他の実施
形態では、識別子は、１分に１回、１時間に１回などのように、より稀に変更されてよい
。そのような実施形態では、ブロック３０８における新たな識別子を生成する動作は、指
定された間隔のみで実行され得るので、他の起動のとき（すなわち、ブロック３０６）に
は、ワイヤレス識別送信機１１０はブロック３０２に戻り識別子をブロードキャストする
ことができる。ローリング識別子または他の符号化された識別子を生成するための様々な
アルゴリズムが、以下で論じられる。ローリング識別子または他の符号化された識別子を
生成するための様々なアルゴリズム、さらには他の復号アルゴリズムが、以下で、さらに
、本明細書と同時に出願される関連する米国特許出願第＿／＿，＿号において論じられ、
この出願の内容全体が、ローリング識別子と他のデータとを生成し、送信し、復号するた
めのアルゴリズムのために参照によって本明細書に組み込まれる。
【００８５】
　[0150]方法３００はまた、近接ブロードキャスト受信機１４２において実施され得る動
作を示す。ブロック３１２において、近接ブロードキャスト受信機１４２は、ワイヤレス
識別送信機１１０からブロードキャストメッセージを受信することができる。近接ブロー
ドキャスト受信機１４２は、ワイヤレス識別送信機１１０の近接（すなわち、通信範囲内
）にあるとき、ブロードキャストメッセージを受信することができる。含まれる識別子を
伴うブロードキャストされたメッセージが受信されると、近接ブロードキャスト受信機１
４２は、受信されたブロードキャストメッセージ内でヘッダまたはメタデータを分析し、
さらに、ブロードキャストメッセージ内の様々なデータを解析し評価することができる。
ある実施形態では、ブロードキャストメッセージは、暗号化されたデータと暗号化されて
いないデータとを含んでよく、これらのデータを、近接ブロードキャスト受信機１４２は
、解読または別の方法でアクセスするように構成されることもされないこともある。ブロ
ック３１４において、近接ブロードキャスト受信機１４２は、識別子と、位置情報と、ブ
ロードキャストメッセージの受信に対応する時間とを含む、サイティングメッセージをセ
ントラルサーバ１２０に送信することができる。この送信は、インターネットに結合され
たセルラーデータネットワークのような、ワイヤレスワイドエリアネットワークを介して
達成され得る。様々な実施形態において、ブロック３１２および３１４の動作は、固定式
の近接ブロードキャスト受信機、モバイル近接ブロードキャスト受信機、または代替的に
、識別トランシーバ（たとえば、送信機と受信機の両方として動作するように構成される
スマートフォン）によって実行され得る。
【００８６】
　[0151]一般に、サイティングメッセージは、受信されたブロードキャストメッセージ（
たとえば、メッセージサイズ、主題のインジケータなど）、近接ブロードキャスト受信機
アイデンティフィケーション（たとえば、コード、ユーザ名など）のような近接ブロード
キャスト受信機１４２、近接ブロードキャスト受信機１４２がサーバに関して連携してい
るサービスの指示（たとえば、近接ブロードキャスト受信機１４２が、特定のベンダー、
業者、エリアなどのための追跡プログラミングに参加している）、さらには、ブロードキ



(34) JP 6129880 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

ャストメッセージの受信の時点での条件を表し得る、メタデータまたはヘッダ情報を含み
得る。たとえば、サイティングメッセージは、受信されたブロードキャストメッセージの
信号強度情報を含み得る。ある実施形態では、サイティングメッセージは、全般的な話題
、主題、またはサイティングメッセージの理由を表す、コード、フラグ、または他のイン
ジケータを各々含み得る。たとえば、サイティングメッセージは、アクティブな警告に対
する関係を示すフラグを含み得る。
【００８７】
　[0152]加えて、サイティングメッセージは、近接ブロードキャスト受信機１４２の位置
情報を含み得る。特に、サイティングメッセージは、位置に関するネットワーク固有情報
を示し得る。たとえば、サイティングメッセージは、セルサイト（たとえば、セルサイト
ＩＤ）、セルラーネットワークタワー（たとえば、セルタワーＩＤ）、または、モバイル
近接ブロードキャスト受信機がブロードキャストメッセージの受信の時点で通信していた
他のワイヤレスネットワークを示し得る。さらに、サイティングメッセージは、全地球測
位システム（ＧＰＳ）または近接ブロードキャスト受信機１４２に含まれるチップからの
データに基づく、より精緻な位置情報を含み得る。たとえば、近接ブロードキャスト受信
機１４２は、対応するサイティングメッセージ中の座標を含む、ブロードキャストメッセ
ージの受信の時点での近接ブロードキャスト受信機１４２のＧＰＳ情報（すなわち、ＧＰ
Ｓ座標）を決定することができる。ある実施形態では、サイティングメッセージはまた、
加速度計、ジャイロスコープ、磁力計などのような、近接ブロードキャスト受信機１４２
内の様々なセンサからのセンサデータを含み得る。さらに、サイティングメッセージは、
サイティングメッセージの正当性を、既知の、登録された、または別な方法で有効な近接
ブロードキャスト受信機１４２から来たものとして確認し得る、認証情報を含み得る。た
とえば、サイティングメッセージに含まれる認証情報は、近接ブロードキャスト受信機と
セントラルサーバ１２０との間で共有される、秘密コード、証明書、またはハッシュデー
タを含み得る。
【００８８】
　[0153]様々な実施形態において、近接ブロードキャスト受信機１４２は、ワイヤレス識
別送信機１１０から受信されたブロードキャストメッセージにデータと様々な情報とを付
加することによって、サイティングメッセージを生成することができる。ある実施形態で
は、サイティングメッセージは、受信されたブロードキャストメッセージの全体を含んで
よく、または代替的に、近接ブロードキャスト受信機１４２が重要であると判定する受信
されたブロードキャストメッセージの部分のみを含んでよい。たとえば、近接ブロードキ
ャスト受信機１４２は、対応するサイティングメッセージを生成する前に、ブロードキャ
ストメッセージから特定のヘッダまたはメタデータ情報を抽出することができる。別の例
として、近接ブロードキャスト受信機１４２は、ブロードキャストメッセージ内のデータ
を圧縮し、縮約し、切り取り、および／または要約することができる。別の実施形態では
、近接ブロードキャスト受信機１４２は、受信されたブロードキャストメッセージをセン
トラルサーバに単にリダイレクトし、中継し、または再送信することができる。
【００８９】
　[0154]サイティングメッセージは、インターネットプロトコル、長距離無線通信リンク
、または短距離無線を介して通信するように構成される、ワイヤレスセルラーネットワー
ク、ローカルエリアネットワークのようなワイヤレス通信リンクまたは有線通信リンクを
介して送信され得る。たとえば、近接ブロードキャスト受信機１４２は、インターネット
を介してセルラーネットワークを通じてサイティングメッセージをセントラルサーバに送
信することができる。別の例として、近接ブロードキャスト受信機１４２は、有線イーサ
ネット（登録商標）接続を介してサイティングメッセージを送信することができる。
【００９０】
　[0155]図３を参照すると、方法３００はまた、セントラルサーバ１２０において実装さ
れ得る動作を示す。ブロック３２２において、セントラルサーバ１２０は、近接ブロード
キャスト受信機１４２からサイティングメッセージを受信することができる。ブロック３



(35) JP 6129880 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

２４において、セントラルサーバ１２０は、サイティングメッセージによって示される識
別子をワイヤレス識別送信機１１０と関連付けることができる。セントラルサーバ１２０
は、サイティングメッセージ内の識別子を、ユーザによって登録／作成されたアカウント
と関連付けることができる。識別子を特定のワイヤレス識別送信機１１０またはユーザア
カウントと関連付けることは、識別子をワイヤレス識別送信機１１０またはユーザアカウ
ントに対応するコードのデータベースと比較して、サイティングメッセージからの情報（
たとえば、位置情報）が記憶されるべきデータベース記録を決定することによって、達成
され得る。いくつかの実施形態では、ワイヤレス識別送信機１１０の識別子は頻繁に変化
する（ローリングする）ので、この処理は、サイティングメッセージにおいて受信された
識別子を、擬似乱数生成器アルゴリズムによって生成されるいくつかの可能なシリアルコ
ードと比較すること、または、受信された識別子を入力として使用し対応するアカウント
番号を出力する逆方向アルゴリズムを適用することを伴い得る。ブロック３２６において
、セントラルサーバ１２０は、位置情報および時間データのようなサイティングメッセー
ジからのデータを、データベースに記憶することができる。たとえば、セントラルサーバ
１２０は、受信されたサイティングメッセージを評価することに基づいて、ブロードキャ
ストメッセージが受信されたときの近接ブロードキャスト受信機１４２の位置を決定し、
ワイヤレス識別送信機１１０またはそのユーザ／所有者とリンクされたデータベースにそ
のデータを記憶することができる。
【００９１】
　[0156]ブロック３４０において、セントラルサーバ１２０は、サイティングメッセージ
に応答して動作を実行することができ、たとえば、メッセージを受信者に送信し、クーポ
ンを送信し、および／または報酬を計算することができる。ある実施形態では、セントラ
ルサーバ１２０は、近接ブロードキャスト受信機１４２のような受信者に返信メッセージ
を送信することができ、返信メッセージは、近接ブロードキャスト受信機１４２が受信さ
れたブロードキャストメッセージにどのように応答し得るかを示す、命令、ソフトウェア
、またはコードを含む。たとえば、返信メッセージは、リンクアドバタイズメントメッセ
ージを送信するように、近接ブロードキャスト受信機１４２に指示することができる。セ
ントラルサーバからのそのようなメッセージの受信者は、登録されたサービス（たとえば
、業者、救急隊員）のコンピューティングデバイス、ユーザのモバイルデバイス、および
近接ブロードキャスト受信機（たとえば、ブロードキャストメッセージを受信した近接ブ
ロードキャスト受信機１４２）を含む、様々なデバイスと関係者とを含み得る。別の実施
形態では、セントラルサーバ１２０は、ある指定されたエリアにワイヤレス識別送信機１
１０が入ったとき、その中にいるとき、および／またはそこから離れたときを識別するた
めに、記憶されたデータを使用することができる。言い換えると、セントラルサーバ１２
０は、ワイヤレス識別送信機１１０が近接の範囲内に来たとき、近接の範囲内にとどまっ
ているとき、または近接ブロードキャスト受信機１４２の近接から離れたときを、識別す
ることができる。
【００９２】
　[0157]図４Ａは、起動動作を実行した後に構成設定を受信する、ワイヤレス識別送信機
（図４Ａでは「ＷＩＴ」と呼ばれる）のためのある実施形態の方法４００を示す。通常、
ワイヤレス識別送信機は、一方向の通信のみを実行することができ、近接ブロードキャス
ト受信機による受信のために信号をブロードキャストする。しかしながら、ワイヤレス識
別送信機は、同様の短距離ワイヤレスシグナリング能力を有する他のデバイス（たとえば
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥトランシーバ）との二方向通信に選択的に関与するように構
成され得る。具体的には、初期化動作（または「起動」）の際に、ワイヤレス識別送信機
は、近接ブロードキャスト受信機からの入来する短距離ワイヤレス通信を受信するように
構成され得る。たとえば、バッテリが交換されるとき、または初めて装着されるとき、ワ
イヤレス識別送信機は、ある事前に定義された時間の期間、たとえば６０秒間、入来する
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈパケットを受け入れることができる。あるいは、ワイヤレス識別送信
機は、電力周期の一部として入来するメッセージを受信する（たとえば、ワイヤレス識別
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送信機の再起動の後の６０秒間受信する）ことができる。
【００９３】
　[0158]そのような入来する短距離ワイヤレス通信は、様々な機能を実行するためにワイ
ヤレス識別送信機によって利用される構成パラメータの値を設定するための、命令、ソフ
トウェア、ファームウェア、コマンド、または他のコードを含み得る。具体的には、入来
する通信は、ワイヤレス識別送信機が、ワイヤレス識別送信機の識別情報を含むブロード
キャストメッセージを送信することと関連付けられる確立された構成パラメータを設定ま
たは修正するために使用し得る、構成設定（または値）を含み得る。ある実施形態では、
構成設定を含む入来する通信は、送信者と受信者（すなわち、ワイヤレス識別送信機）と
の間のペアリング動作を必要としないことがある、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ信号（たとえば、
セッタまたはゲッタ）であり得る。言い換えると、入来する通信は、ペアリングしていな
いＢｌｕｅｔｏｏｔｈアドバタイズメントであり得る。
【００９４】
　[0159]構成パラメータは、ブロードキャストメッセージを送信するための送信間隔（す
なわち、どの程度頻繁にワイヤレス識別送信機が、そのアイデンティティを含むパケット
をブロードキャストすべきか）と、ブロードキャストメッセージを送信するための送信電
力（すなわち、ブロードキャストするときにどのような信号強度を使用するか）とを含み
得る。たとえば、受信された構成設定は、ワイヤレス識別送信機の正確な追跡を容易にし
つつバッテリの電力を節減するように構成される方式で、ワイヤレス識別送信機が識別子
をブロードキャストする間隔（すなわち、ブロードキャスト頻度）を変化させることがで
きる。送信電力構成パラメータを設定することは、ワイヤレス識別送信機のバッテリ動作
時間に影響を与え得る（たとえば、より長い間隔はより長いスリープモードを含み得るの
で、消費電力が少なくなる）ので、上記のことは重要であり得る。ある実施形態では、構
成パラメータはまた、製造業者または管理関係者（たとえば、セントラルサーバ）によっ
て設定または修正され得る、デバッグパラメータを含み得る。デバッグパラメータは、ワ
イヤレス識別送信機によって実行されるソフトウェアまたはアルゴリズムによって利用さ
れてよく、ワイヤレス識別送信機がいつブロードキャストすべき新たな識別子を生成すべ
きか（たとえば、新たなローリング識別子またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＭＡＣアドレス識
別子を生成するための間隔）を示し得る。別の実施形態では、構成設定を伴う入来する通
信は、たとえば符号化モードに入る／符号化モードから出ることなどによって、ブロード
キャストメッセージ内で表されるデータを変更するようにワイヤレス識別送信機に指示す
るコマンドを含み得る。あるいは、入来する通信は、近距離無線通信（ＮＦＣ）を模擬す
るようにブロードキャスト信号範囲を短くするための、ワイヤレス識別送信機に対する命
令を含み得る。
【００９５】
　[0160]ブロック４０２において、ワイヤレス識別送信機が起動し得る。言い換えると、
ワイヤレス識別送信機は、休止状態、スリープ状態、休眠状態、または別な方法でデアク
ティブ化された状態から動作するように、活性化され、初期化され、また別な方法で構成
され得る。様々な実施形態において、起動動作は、ユーザ入力（たとえば、ボタンの押下
）、ワイヤレス識別送信機へのバッテリの装着、または短距離ワイヤレス信号（たとえば
、アクティブ化信号）の受信に応答して、実行され得る。ブロック４０３において、ワイ
ヤレス識別送信機の短距離無線が、アクティブ化され得る。このアクティブ化は、タイマ
ーによって、または、起動動作が実行されてからある期間が満了したとマイクロコントロ
ーラが判定することによって、または、起動動作と同時に達成され得る。ある実施形態で
は、短距離無線のアクティブ化は、ブロック４０２における起動動作内のルーチンであり
得る。
【００９６】
　[0161]ブロック４０４において、ワイヤレス識別送信機は、ワイヤレス識別送信機にお
いて設定され得る構成パラメータが存在することを示す、構成メッセージをブロードキャ
ストすることができる。たとえば、構成メッセージは、ワイヤレス識別送信機のアイデン
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ティティ（または識別子）、さらには、ある数またはタイプの構成パラメータが後続の短
距離ワイヤレス信号によって設定され得る、修正され得る、または初期化され得るという
指示を含み得る。ある実施形態では、構成メッセージは、送信間隔のような、設定される
ことが可能な構成パラメータのリストを含み得る。
【００９７】
　[0162]ある代替的な実施形態では、構成メッセージは、ワイヤレス識別送信機が構成設
定を受信することが可能であることのインジケータを含み得る。そのような実施形態では
、近隣する近接ブロードキャスト受信機のような任意の応答するデバイスが、構成パラメ
ータのリストを要求する応答（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ信号）を送信するこ
とができる。そのような要求を受信したことに応答して、モバイル近接ブロードキャスト
受信機は、構成パラメータのリストを含む第２のメッセージを送信することができる。
【００９８】
　[0163]判定ブロック４０６において、ワイヤレス識別送信機は、たとえば近隣する近接
ブロードキャスト受信機または識別トランシーバからの短距離ワイヤレス信号において、
構成設定が受信されるかどうかを判定することができる。ワイヤレス識別送信機は、応答
が近隣デバイスから受信されるかどうかを判定するために短距離無線をモニタすることが
できる。応答は、ワイヤレス識別送信機のマイクロコントローラが認識できる単純な応答
パケットまたはパルスの形式、または代替的に、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥプロトコルに
従ったアドバタイズメントの形式であり得る。構成設定が受信されると（すなわち、判定
ブロック４０６＝「はい」）、ブロック４０８において、ワイヤレス識別送信機は、受信
された構成設定に基づいてパラメータを設定することができる。たとえば、ワイヤレス識
別送信機は、ワイヤレス識別送信機がどの程度頻繁にブロードキャストメッセージを送信
するかを示す値を設定することができる。構成設定が受信されない場合（すなわち、判定
ブロック４０６＝「いいえ」）、または、ワイヤレス識別送信機がブロック４０８におい
て動作を実行する場合、判定ブロック４１０において、ワイヤレス識別送信機は、構成期
間が経過したかどうかを判定することができる。たとえば、ワイヤレス識別送信機は、起
動動作が実行されてから事前に定義された秒数（たとえば、６０秒）が経過したかどうか
を判定するために、タイマーを評価することができる。構成期間が経過していない場合（
すなわち、判定ブロック４１０＝「いいえ」）、任意選択のブロック４１１において、ワ
イヤレス識別送信機は、あるミリ秒数、秒数などのようなある期間待機することができ、
次いで、ブロック４０４において動作を継続することができる。
【００９９】
　[0164]しかしながら、構成期間が経過した場合（すなわち、判定ブロック４１０＝「は
い」）、ブロック３０２’において、ワイヤレス識別送信機は、構成パラメータに基づい
て識別子を含むメッセージをブロードキャストすることができる。たとえば、ワイヤレス
識別送信機は、近くの近接ブロードキャスト受信機から構成設定（または値）を受信した
ことに応答して、構成パラメータセットによって示される信号強度でブロードキャストメ
ッセージを送信することができる。任意選択のブロック４１２において、ワイヤレス識別
送信機は、送信間隔構成パラメータのような構成パラメータに基づくある期間、スリープ
状態になることができる。ブロック３０８において、ワイヤレス識別送信機は、あるアル
ゴリズムから新たなデバイス識別子（たとえば、ローリング識別子）を生成することがで
き、ブロック３０２’の動作を継続することができる。
【０１００】
　[0165]代替的な実施形態では、ワイヤレス識別送信機は、時計のタイミング（または時
計信号）、ユーザからの検出された入力（たとえば、検出されたボタンの押下）、または
、以前に受信された信号の中の情報（たとえば、近接ブロードキャスト受信機からの受信
されたメッセージは、特定の今後の時間において後続のメッセージのために利用可能にな
るようにワイヤレス識別送信機に指示し得る）に基づいて、近接ブロードキャスト受信機
からの入来するメッセージを受信するように構成され得る。
【０１０１】
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　[0166]図４Ｂは、起動動作を実行した後に構成設定を受信し、構成設定に基づいてメッ
セージをブロードキャストする、ワイヤレス識別送信機（ＷＩＴ）のためのある実施形態
の方法４５０を示す。ワイヤレス識別送信機が、近隣する近接ブロードキャスト受信機か
らの構成メッセージによって設定され得る構成パラメータに基づいて様々な識別子（たと
えば、ローリング識別子）および／またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈマシンアドレス（すなわち
、ＢＴ　ＭＡＣアドレス）を生成するように構成され得ることを除き、方法４５０は上で
説明された方法４００と同様である。一般に、ワイヤレス識別送信機がＢｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ無線（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥなど）を介してブロードキャストメッセー
ジを送信するように構成される場合、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ信号またはパケットは、信号を
送信するために使用されるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ装置を示す情報を含み得る。近隣する近接
ブロードキャスト受信機から受信されるデバッグセット値に基づいて、ワイヤレス識別送
信機は、可変の間隔でブロードキャストメッセージ内で示される識別子および／またはＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＭＡＣアドレスを変更するように構成され得る。
【０１０２】
　[0167]ブロック４０２において、ワイヤレス識別送信機が起動し得る。ブロック４０３
において、ワイヤレス識別送信機の短距離無線が、アクティブ化され得る。ブロック４０
４において、ワイヤレス識別送信機は、ワイヤレス識別送信機において設定され得る構成
パラメータが存在することを示す、構成メッセージをブロードキャストすることができる
。判定ブロック４０６において、ワイヤレス識別送信機は、たとえば近隣する近接ブロー
ドキャスト受信機または識別トランシーバからの短距離ワイヤレス信号において、構成設
定が受信されるかどうかを判定することができる。構成設定が受信されると（すなわち、
判定ブロック４０６＝「はい」）、ブロック４０８において、ワイヤレス識別送信機は、
受信された構成設定に基づいてパラメータを設定することができる。構成設定が受信され
ない場合（すなわち、判定ブロック４０６＝「いいえ」）、または、ワイヤレス識別送信
機がブロック４０８において動作を実行する場合、判定ブロック４１０において、ワイヤ
レス識別送信機は、構成期間が経過したかどうかを判定することができる。構成期間が経
過していない場合（すなわち、判定ブロック４１０＝「いいえ」）、任意選択のブロック
４１１において、ワイヤレス識別送信機は、あるミリ秒数、秒数などのようなある期間待
機することができ、次いで、ブロック４０４において動作を継続することができる。しか
しながら、構成期間が経過した場合（すなわち、判定ブロック４１０＝「はい」）、ブロ
ック３０２’において、ワイヤレス識別送信機は、構成パラメータに基づいて識別子を含
むメッセージをブロードキャストすることができる。
【０１０３】
　[0168]判定ブロック４５２において、ワイヤレス識別送信機は、それが新たなＢｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ　ＭＡＣアドレスを必要とするかどうかを判定することができる。言い換える
と、ワイヤレス識別送信機は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥプロトコルを使用するブロード
キャストメッセージとともに使用するための新たなＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＭＡＣアドレス
を生成しなければならない頻度を決定するために、構成パラメータを評価することができ
る。したがって、ワイヤレス識別送信機は、ローリングＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＭＡＣアド
レスを利用するように構成され得る。ある実施形態では、ワイヤレス識別送信機は、最後
に生成されたＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＭＡＣアドレスから経過した時間（またはブロードキ
ャストの数）を示す記憶された情報を比較することができる。あるいは、ワイヤレス識別
送信機は、各ブロードキャストのために新たなＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＭＡＣアドレスを生
成することができる。新たなＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＭＡＣアドレスが必要である場合（す
なわち、判定ブロック４５２＝「はい」）、ブロック４５４において、ワイヤレス識別送
信機は、新たなＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＭＡＣアドレスを生成することができる。ある実施
形態では、ワイヤレス識別送信機は、新たなＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＭＡＣアドレスを生成
するために、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈプロトコル内で提供されるコマンド（たとえば、ＡＰＩ
呼またはコマンド）を利用することができる。加えて、新たなＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＭＡ
Ｃアドレスは、解決不可能であることがあり、ランダムであることがあり、またはそうで
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なければ、ワイヤレス識別送信機と接触するために任意の受信デバイスが使用し得る情報
を欠いていることがある。たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＭＡＣアドレスは、ブロード
キャストメッセージ中で示される場合、ワイヤレス識別送信機に応答送信を指示するため
、近接ブロードキャスト受信機によって使用され得ない。
【０１０４】
　[0169]新たなＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＭＡＣアドレスが必要ではない場合（すなわち、判
定ブロック４５２＝「いいえ」）、または新たなＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＭＡＣアドレスが
ブロック４５４において生成される場合、判定ブロック４５６において、ワイヤレス識別
送信機デバイスは、新たなデバイス識別子（たとえば、ローリング識別子）が必要である
かどうかを判定することができる。新たなＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＭＡＣアドレスと同様に
、ワイヤレス識別送信機は、新たなローリング識別子をいつ生成するかを決定するために
、構成パラメータを評価することができる。たとえば、記憶された構成パラメータは、新
たなデバイスローリング識別子が数秒ごと、数分ごと、または１時間後に必要とされるこ
とを示し得る。新たな識別子が必要である場合（すなわち、判定ブロック４５６＝「はい
」）、ブロック３０８において、ワイヤレス識別送信機は、あるアルゴリズムから新たな
デバイス識別子（たとえば、ローリング識別子）を生成することができる。新たなデバイ
ス識別子が必要ではない場合（すなわち、判定ブロック４５６＝「いいえ」）、または新
たなデバイス識別子がブロック３０８においてそのアルゴリズムから生成された場合、任
意選択のブロック４１２において、ワイヤレス識別送信機は、構成パラメータに基づいて
ある期間スリープ状態になることができ、ブロック３０２’の動作を継続することができ
る。
【０１０５】
　[0170]図４Ｃは、近接ブロードキャスト受信機との二方向ワイヤレス通信を実行する、
ワイヤレス識別送信機のためのある実施形態の方法４８０を示す。上で説明されたように
、ワイヤレス識別送信機は通常、近接ブロードキャスト受信機が受信し、使用し、中継す
るためのブロードキャストメッセージを送信することのような、一方向のシグナリングの
ために使用され得る。しかしながら、ワイヤレス識別送信機は、何らかの動作（たとえば
、センサのアクティブ化）を実行するように送信機に指示するファームウェア、ソフトウ
ェア命令、またはトリガ信号、構成データ、および、ブロードキャストメッセージを送信
するためにワイヤレス識別送信機が使用し得る他の情報を受信するために、二方向通信を
行うように構成され得る。そのような二方向通信は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ無線のような短
距離無線トランシーバを含むワイヤレス識別送信機に対して利用可能であり得る。しかし
ながら、ワイヤレス識別送信機は、電力消費を最小化しバッテリ動作時間を最大化するよ
うに、近接ブロードキャスト受信機との二方向通信に選択的に関与するように構成され得
る。ある実施形態では、ワイヤレス識別送信機は、ワイヤレス識別送信機が近接ブロード
キャスト受信機からのメッセージを受信するために利用可能であり得る時間の期間を近接
ブロードキャスト受信機に示すメッセージをブロードキャストし、ある限られたまたは事
前に定められた時間の期間、メッセージを受信することができる。
【０１０６】
　[0171]ブロック４８２において、ワイヤレス識別送信機は、ワイヤレス識別送信機がメ
ッセージを受信できない期間の始まり（または初期化）を示すためのカウンタ変数のよう
な、カウンタをリセットすることができる。カウンタは、値０にリセットされてよく、方
法４８０の動作の間にある事前に定められた数へとインクリメントされてよい。あるいは
、カウンタは、ある事前に定められた数へとリセットまたは初期化され、値０にデクリメ
ントされてよい。カウンタ変数の使用は、ワイヤレス識別送信機がメッセージを受信する
ためにいつ自身を構成するかを決定するための、非限定的で例示的な技法にすぎない。代
替的な実施形態では、ワイヤレス識別送信機は代わりに、時計のタイミング（または時計
信号）、ユーザからの検出された入力（たとえば、検出されたボタンの押下）、以前に受
信された信号の中の情報（たとえば、近接ブロードキャスト受信機からの受信されたメッ
セージは、特定の今後の時間において後続のメッセージのために利用可能になるようにワ
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イヤレス識別送信機に指示し得る）、または、電源周期（たとえば、１つのそのような時
間は、ワイヤレス識別送信機の最初の起動または再起動の後の６０秒間であり得る）に基
づいて、入来するメッセージを受信することがいつ可能であるべきかを、決定することが
できる。
【０１０７】
　[0172]ある実施形態では、ワイヤレス識別送信機は、様々な近接ブロードキャスト受信
機（たとえば、スマートフォン、取り付けられた近接ブロードキャスト受信機など）、お
よび／またはセントラルサーバによって知られており大まかに追跡されているノンスまた
はカウンタ変数と、大まかに時計が同期していてよく、あるいは、ノンスまたはカウンタ
変数を保持してよい。たとえば、ワイヤレス識別送信機がアクティブ化されると（たとえ
ば、オンされる、バッテリの装着によって初期化されるなど）、ユーザは、セントラルサ
ーバがワイヤレス識別送信機内のノンス値またはカウンタ値または時計のタイミングを推
定することを可能にする情報とともにワイヤレス識別送信機アイデンティフィケーション
を記憶するセントラルサーバに、ワイヤレス識別送信機を登録することができる。ある実
施形態では、そのようなノンスまたはカウンタ変数または時計の同期は、ワイヤレス識別
送信機アイデンティティを区別するために使用されてよく、および／または、不明化もし
くは符号化されたメッセージのための暗号鍵として使用されてよい。そのような登録およ
び同期の動作は、以下でさらに説明される。
【０１０８】
　[0173]ブロック４８４において、ワイヤレス識別送信機は、識別情報と、カウンタと、
メッセージを受信するために利用可能な時間とを含むメッセージを生成することができる
。生成されたメッセージは、ワイヤレス識別送信機のアイデンティティ（たとえば、シリ
アルコード／番号、ユーザ名、またはローリング識別子）についての情報を含み得る。あ
る実施形態では、生成されたメッセージは、ワイヤレス識別送信機のアイデンティティお
よび／またはそのユーザを近接ブロードキャスト受信機が決定するのを防ぐために、暗号
化され、符号化され、または別な方法で不明瞭にされ得る。たとえば、生成されたメッセ
ージは、ワイヤレス識別送信機およびセントラルサーバのみに知られているが近接ブロー
ドキャスト受信機には知られていない、ローリング識別子またはコードを利用し得る。
【０１０９】
　[0174]生成されたメッセージはまた、ワイヤレス識別送信機が近接ブロードキャスト受
信機のための通信を受け入れることが可能であり得る時間または条件を示す情報を含み得
る。たとえば、メッセージは、カウンタの現在の値を表し、または、ワイヤレス識別送信
機が利用可能であり得るときを示すカウントダウンタイマーを示すことができる。別の実
施形態では、生成されたメッセージは、ワイヤレス識別送信機への送信の成功を可能にす
るための、近接ブロードキャスト受信機に対する命令を含み得る。たとえば、生成された
メッセージは、近接ブロードキャスト受信機によってワイヤレス識別送信機に送信される
任意のメッセージに対する仕様（たとえば、要求されるコード、コンテンツ、配信時間な
ど）を含み得る。
【０１１０】
　[0175]ブロック４８６において、送信機は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥパケットのよう
な短距離ワイヤレス送信を介して、生成されたメッセージをブロードキャストすることが
できる。短距離ブロードキャストの範囲内にある場合、近接ブロードキャスト受信機は、
図７Ａを参照して以下で説明されるように、ブロードキャストを受信し処理することがで
きる。
【０１１１】
　[0176]ワイヤレス識別送信機は、各々のカウンタ時間期間に対して複数回、同じ生成さ
れたメッセージを周期的にブロードキャストすることができる。言い換えると、ワイヤレ
ス識別送信機は、カウンタの可変値を修正する前に、生成されたメッセージを２回以上ブ
ロードキャストすることができる。判定ブロック４８８において、ワイヤレス識別送信機
は、所定のカウンタ時間期間が満了したかどうかを判定することができる。カウンタ時間
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期間が満了していない場合（すなわち、判定ブロック４８８＝「いいえ」）、ワイヤレス
識別送信機は、ブロック４８６において、生成されたメッセージを周期的にブロードキャ
ストし続けることができる。
【０１１２】
　[0177]カウンタ時間期間が満了した場合（すなわち、判定ブロック４８８＝「はい」）
、ブロック４９０において、ワイヤレス識別送信機は、カウンタをインクリメントし、判
定ブロック４９２において、カウンタ値に基づいて、ワイヤレス識別送信機がメッセージ
を受信することが可能になったかどうかを判定することができる。たとえば、ワイヤレス
識別送信機は、現在のカウンタの可変値を事前に定められた最大（または最小）カウンタ
値と比較することができる。上で述べられたように、様々な他の実施形態では、ワイヤレ
ス識別送信機は、ワイヤレス識別送信機内に記憶された時間または命令の他の評価に基づ
いて、メッセージを受信するための可用性を判定することができる。
【０１１３】
　[0178]メッセージを受信することが可能ではない場合（すなわち、判定ブロック４９２
＝「いいえ」）、ワイヤレス識別送信機は、ブロードキャストする新たなメッセージを生
成するために、ブロック４８４における動作を継続することができる。ワイヤレス識別送
信機がメッセージを受信することが可能である場合（すなわち、判定ブロック４９２＝「
はい」）、ブロック４９４において、ワイヤレス識別送信機は、たとえば、入来する短距
離無線送信について受信機回路をモニタすることによって、入来するメッセージをリッス
ンすることができ、ブロック４９６において、ワイヤレス識別送信機は、プロセッサ上で
実行されるソフトウェアもしくは動作、またはワイヤレス識別送信機内のワイヤレスモデ
ムなどによって、あらゆる受信された入来するメッセージを処理することができる。
【０１１４】
　[0179]判定ブロック４９８において、ワイヤレス識別送信機は、受信時間期間が満了し
たかどうかを判定することができる。言い換えると、ワイヤレス識別送信機は、入来する
メッセージがまだ受信され得るかを判定することができる。入来するメッセージを受信す
るための時間期間は、ワイヤレス識別送信機によって管理されるカウンタ変数、時計信号
の指示、または受信されたメッセージ内の情報に基づき得る。受信時間期間が満了してい
ない場合（すなわち、判定ブロック４９８＝「いいえ」）、ワイヤレス識別送信機は、ブ
ロック４９４において、入来するメッセージをリッスンし続けることができる。しかしな
がら、受信時間期間が満了している場合（すなわち、判定ブロック４９８＝「はい」）、
ワイヤレス識別送信機は、ブロック４８２に戻ることによって、処理を繰り返すことがで
きる。
【０１１５】
　[0180]図５は、変化する信号強度で、ある周期でメッセージをブロードキャストする、
ワイヤレス識別送信機のためのある実施形態の方法５００を示す。一般に、セントラルサ
ーバは、ワイヤレス識別送信機からブロードキャストメッセージを受信する近接ブロード
キャスト受信機からのサイティングメッセージに基づいて、ワイヤレス識別送信機の位置
を追跡することができる。上で説明されたように、サイティングメッセージは、近接ブロ
ードキャスト受信機の位置に関する情報を含んでよく、サーバはこの情報を使用して、ワ
イヤレス識別送信機の概略的な位置を推定することができる。しかしながら、ワイヤレス
識別送信機が、特定の近接ブロードキャスト受信機に向けられない、またはそれとペアリ
ングされない短距離無線を介してブロードキャストする実施形態では、ブロードキャスト
メッセージは、ワイヤレス識別送信機の受信距離（または半径）内の任意の近接ブロード
キャスト受信機によって受信され得る。複数の近接ブロードキャスト受信機がブロードキ
ャストするワイヤレス識別送信機の受信範囲内にある場合、ブロードキャストメッセージ
を受信するすべての近接ブロードキャスト受信機が、同時発生するサイティングメッセー
ジをセントラルサーバに送信し得る。セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機の位置
または近接を推定するために、位置情報を含む様々なサイティングメッセージを使用する
ことができる。
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【０１１６】
　[0181]より正確な位置または近接の推定を可能にするために、ワイヤレス識別送信機は
、異なる信号強度（たとえば、低電力信号および高電力信号）でメッセージをブロードキ
ャストすることができ、２つの異なる受信範囲を伴うブロードキャストが生じる。低電力
信号の受信範囲内に位置する近接ブロードキャスト受信機は、高電力信号と低電力信号の
両方を受信しレポートすることが可能であり得るが、ワイヤレス識別送信機からより離れ
ている近接ブロードキャスト受信機は、高電力信号しか受信しレポートすることができな
い。セントラルサーバは、低電力信号を受信した近接ブロードキャスト受信機によって送
信されるサイティングメッセージを識別することができ、低電力信号を受信しない近接ブ
ロードキャスト受信機よりもワイヤレス識別送信機の近くにあるものとして、これらの近
接ブロードキャスト受信機を判定することができる。
【０１１７】
　[0182]ブロック５０１において、上で説明されたように、ワイヤレス識別送信機は、識
別情報を含むメッセージ（すなわち、ブロードキャストメッセージ）を生成することがで
きる。ブロック５０２において、ワイヤレス識別送信機は、短距離無線を介して、第１の
信号強度で、生成されたブロードキャストメッセージをブロードキャストすることができ
る。第１の信号強度は、標準的な量の電力を短距離無線に加えることによって生成される
、「高い」（またはより高い）信号強度であり得る。判定ブロック５０４において、ワイ
ヤレス識別送信機は、事前に定義された第１の期間が完了したかどうかを判定することが
できる。言い換えると、ワイヤレス識別送信機は、事前に定義された時間期間の間、ワイ
ヤレス識別送信機が第１の信号強度でブロードキャストメッセージをブロードキャストし
たかどうかを判定することができる。あるいは、ワイヤレス識別送信機は、ワイヤレス識
別送信機が第１の信号強度で所定の回数ブロードキャストメッセージをブロードキャスト
したかどうかを判定することができる。ワイヤレス識別送信機は、カウンタ変数、クロッ
ク信号の評価、または、活動の期間をモニタするための任意の他の技法に基づいて、この
判定を行うことができる。事前に定義された第１の期間が完了していない場合（すなわち
、判定ブロック５０４＝「いいえ」）、ワイヤレス識別送信機は、ブロック５０２におい
て、ブロードキャストメッセージを第１の信号強度でブロードキャストし続けることがで
きる。
【０１１８】
　[0183]事前に定義された第１の期間が完了している場合（すなわち、判定ブロック５０
４＝「はい」）、ブロック５０６において、ワイヤレス識別送信機は、短距離無線を介し
て、生成されたブロードキャストメッセージを第２の信号強度でブロードキャストするこ
とができる。第２の信号強度は、より少量の電力を短距離無線に加えることによって生成
される、「低い」（またはより低い）信号強度であり得る。第２の信号強度の受信範囲を
超えてブロードキャストメッセージを受信することを可能にするために、任意選択のブロ
ック５０２’において、ワイヤレス識別送信機はまた、第２の信号強度でのブロードキャ
ストの直前または直後に、生成されたブロードキャストメッセージを第１の信号強度でブ
ロードキャストすることができる。
【０１１９】
　[0184]判定ブロック５０８において、ワイヤレス識別送信機は、事前に定義された第２
の期間が完了したかどうかを判定することができる。言い換えると、ワイヤレス識別送信
機は、事前に定義された時間期間の間、ワイヤレス識別送信機が第２の信号強度でブロー
ドキャストメッセージをブロードキャストしたかどうかを判定することができる。あるい
は、ワイヤレス識別送信機は、ワイヤレス識別送信機が第２の信号強度で所定の回数、ブ
ロードキャストメッセージをブロードキャストしたかどうかを判定することができる。事
前に定義された第２の期間が完了していない場合（すなわち、判定ブロック５０８＝「い
いえ」）、ワイヤレス識別送信機は、ブロック５０６において、ブロードキャストメッセ
ージを第２の信号強度でブロードキャストし続けることができる。
【０１２０】
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　[0185]事前に定義された第２の期間が完了している場合（すなわち、判定ブロック５０
８＝「はい」）、任意選択のブロック５０２’において、ワイヤレス識別送信機は、生成
されたブロードキャストメッセージを第１の信号強度で送信することができる。上で説明
されたように、ワイヤレス識別送信機は、事前に定義された第１の期間の間、第１の信号
強度でブロードキャストメッセージを送信することができ、任意選択の判定ブロック５０
４’において、第１の期間が完了したかどうかを判定することができる。任意選択の事前
に定義された期間が完了していない場合（すなわち、判定ブロック５０４’＝「いいえ」
）、ワイヤレス識別送信機は、任意選択のブロック５０２’において、生成されたブロー
ドキャストメッセージを第１の信号強度でブロードキャストし続けることができる。事前
に定義された第１の期間が完了している場合（すなわち、任意選択の判定ブロック５０４
’＝「はい」）、ワイヤレス識別送信機は、ブロック５０１の動作を実行することによっ
て、サイクルを繰り返すことができる。
【０１２１】
　[0186]様々な実施形態において、ワイヤレス識別送信機は、様々なパターン、期間、シ
ーケンス、および順列のサイクルで、第１の信号強度および第２の信号強度でブロードキ
ャストすることができる。たとえば、ワイヤレス識別送信機は、低電力で送信される１つ
またはいくつかの信号が周期的に散りばめられた、高電力信号のパターンを周期的に送信
することができる。別の例として、第１の信号強度で送信するための事前に定義された期
間は、第２の信号強度で送信するための期間と同じであってよく、より短くてよく、また
はより長くてよく、かつこの逆であってよい。たとえば、ワイヤレス識別送信機は、第２
の信号強度での送信期間よりも数倍長い（または大きい）期間、第１の信号強度でブロー
ドキャストメッセージを送信することができる。ある実施形態では、ワイヤレス識別送信
機は、所定のスケジュール、近接ブロードキャスト受信機またはサーバから受信されたメ
ッセージ、ユーザ入力データ、デバイスのバッテリ状態、センサデータなどに基づいて、
送信のパターンを変更することができる。様々な実施形態では、ワイヤレス識別送信機は
、任意の、かつ変化する信号強度でメッセージをブロードキャストすることができる。あ
る実施形態では、ワイヤレス識別送信機は、３つ以上の受信範囲を可能にするために、３
つ以上の電力レベルで信号を送信することができる。たとえば、信号は、高い強度、中程
度の強度、中から高の強度、中から低の強度などでブロードキャストされ得る。
【０１２２】
　[0187]ある実施形態では、ワイヤレス識別送信機は、第１の信号強度で送信される第１
のブロードキャストメッセージとは異なる第２の信号強度で、第２のブロードキャストメ
ッセージを送信することができる。たとえば、第２のブロードキャストメッセージは、第
２のブロードキャストメッセージがより低い信号強度で送信されているというインジケー
タのような、追加の情報または可変の情報を含み得る。第２の信号強度に対する異なるブ
ロードキャストメッセージの使用は、ブロードキャストメッセージを中継またはレポート
する近接ブロードキャスト受信機をさらに区別する際、さらに、違法な関係者からのなり
すましメッセージを避ける際に、サーバを支援することができる。たとえば、第２の信号
強度に対応する第２のブロードキャストメッセージは、事前に登録された、または既知の
近接ブロードキャスト受信機のみによって復号または使用され得る情報を含み得る。
【０１２３】
　[0188]図６は、モバイル近接ブロードキャスト受信機１３８内の様々なモジュールの図
６００を示す。上で説明されたように、近接ブロードキャスト受信機は、建物の周りに配
置された専用デバイスなどの固定式の近接ブロードキャスト受信機と、ワイヤレス識別送
信機１１０からのブロードキャストメッセージを受信し長距離通信を介して（たとえば、
ＷｉＦｉまたはセルラーネットワークを介して）セントラルサーバ１２０へとインターネ
ット１０３を通じてサイティングメッセージを送信するための動作を実行するように構成
されるモバイルデバイスのような、モバイル近接ブロードキャスト受信機１３８とを含み
得る。様々なモジュールおよびコンポーネントが、モバイル近接ブロードキャスト受信機
１３８内の要素に関して以下で説明されるが、様々な実施形態では、固定式の近接ブロー
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ドキャスト受信機のような任意の近接ブロードキャスト受信機が、同様のモジュールおよ
び／またはコンポーネントを含み得る。
【０１２４】
　[0189]モバイル近接ブロードキャスト受信機１３８は、近隣ワイヤレス識別送信機１１
０からの受信されたブロードキャストメッセージを処理するために利用される、ソフトウ
ェア、命令、ルーチン、アプリケーション、動作、または他の回路であり得る、コアクラ
イアントモジュール１１５を含み得る。コアクライアントモジュール１１５はまた、近接
ブロードキャスト受信機１４２、１３８とセントラルサーバ１２０との間の通信を処理す
ることができ、たとえば、サイティングメッセージを送信し、セントラルサーバ１２０か
ら返信メッセージを受信する。たとえば、コアクライアントモジュール１１５は、サイテ
ィングメッセージのアップロードまたは送信などの動作を、ユーザからの対話を伴わずに
実行する、バックグラウンドサービスとして動作し得る。
【０１２５】
　[0190]コアクライアントモジュール１１５は、ブロードキャストメッセージおよび／も
しくはサイティングメッセージに関する、アプリケーションプログラミングインターフェ
ースデータ、コード、または他のコマンドに対応する、ＡＰＩコンポーネント６０６を含
み得る。たとえば、ＡＰＩコンポーネント６０６は、ワイヤレス識別送信機１１０から受
信されたＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥアドバタイズパケットをリッスンするとき、近接ブロ
ードキャスト受信機によって利用され得る。別の例として、ＡＰＩコンポーネント６０６
は、モバイル近接ブロードキャスト受信機１３８を登録して、ワイヤレス識別送信機１１
０に対応する通知、警告、または他の通信を受信するために利用され得る。コアクライア
ントモジュール１１５はまた、受信されたブロードキャストメッセージを処理するための
、認証システムコンポーネント６０８を含み得る。たとえば、モバイル近接ブロードキャ
スト受信機１３８は、認証要求のためのｏＡｕｔｈと、承認された通信相手のためのｘＡ
ｕｔｈとをサポートすることができる。コアクライアントモジュール１１５はまた、無線
固有サイティング受信機コンポーネント６１０（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ、
ＬＴＥ－Ｄ、ＷｉＦｉ、および他の通信を処理するためのコンポーネント）と、運用、管
理、および保守（またはＯＡ＆Ｍ）モジュール６１２と、ワイヤレス識別送信機ネットワ
ークマネージャコンポーネント６１４と、記憶された先読み識別子に関するイベント登録
コンポーネント６１６と、サイティングマネージャコンポーネント６１８とを含み得る。
ある実施形態では、イベント登録コンポーネント６１６は、セントラルサーバ１２０から
ダウンロードされ特定のワイヤレス識別送信機１１０に対応する多数のローリング識別子
、たとえば、ある時間枠の間にワイヤレス識別送信機１１０によってブロードキャストさ
れるあり得るローリング識別子と一致し得るローリング識別子のセットを、記憶すること
ができる。
【０１２６】
　[0191]多くの現代のモバイルデバイスのように、モバイル近接ブロードキャスト受信機
１３８は、第三者のアプリケーション（または「アプリ」）を実行するように構成され得
るので、様々な第三者（たとえば、業者）によって提供されるアプリケーションに関する
ソフトウェア命令とルーチンとを、実行し、管理し、別な方法で実施することができる、
第三者のアプリケーションモジュール１１６を含み得る。たとえば、第三者のアプリケー
ションモジュール１１６は、様々な第三者のアプリケーションによって使用されるべき様
々なデータをコアクライアントモジュール１１５から受信することができる。例示の目的
で、セントラルサーバ１２０に登録された百貨店に関連する第三者のアプリケーションは
、モバイル近接ブロードキャスト受信機１３８のユーザがその百貨店（たとえば、店舗の
ジオフェンス）に入ったとき、そこにとどまったとき、および／またはそこから離れたと
きに、コアクライアントモジュール１１５から通知を受信するように構成され得る。ある
実施形態では、最適化の目的で、第三者のアプリケーションモジュール１１６を介して実
行されるアプリケーションまたはアプリは、特定のワイヤレス識別送信機が近接にあると
き、または代替的には近接から離れたときに、コアクライアントモジュール１１５から通
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知を受信するように登録し、またはそうでなければ構成され得る。たとえば、アプリケー
ションは、前もって、特定のワイヤレス識別送信機が近接に入ったか、近接にとどまって
いる（たとえば、近くで止まっており動いていない）か、または近接から離れたかを示す
イベント通知を受信するために、コアクライアントモジュール１１５に登録することがで
きる。
【０１２７】
　[0192]モバイル近接ブロードキャスト受信機１３８はまた、短距離信号受信機回路のよ
うな、様々な動作を実行し回路を管理するための、オペレーティングシステムおよびプラ
ットフォームモジュール６２０を含み得る。具体的には、オペレーティングシステムおよ
びプラットフォームモジュール６２０は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥプロトコルを利用す
る通信を処理するためのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ（ＬＥ）モジュール
６２４と、様々なセルラーワイヤレスネットワークおよび同様の長距離ワイヤレスネット
ワーク（たとえば、ＬＴＥ－Ｄなど）に対応する通信を処理するためのセルラーネットワ
ークモジュール６２６とを含み得る。オペレーティングシステムおよびプラットフォーム
６２０はまた、時間を記録しタイムスタンプデータを生成し得る時間サービスコンポーネ
ント６２８と、低精度の位置データまたは代替的にはより正確なＧＰＳ（またはＡ－ＧＰ
Ｓ）位置データを保持し得る位置サービスコンポーネント６３０と、記憶コンポーネント
６３２と、ＷｉＦｉまたは他のワイヤレスネットワークを介した通信を可能にするための
ワイヤレスワイドエリアネットワーク／ワイヤレスローカルエリアネットワークコンポー
ネント６２２とを含み得る。
【０１２８】
　[0193]ある実施形態では、コアクライアントモジュール１１５は、ワイヤレス識別送信
機の識別子（たとえば、関心のあるリスト上のすべての送信機のローリング識別子、ユー
ザにより所有されるすべての送信機の識別子など）のセットをセントラルサーバから要求
することができる。そのようなセットは、現在使用されておりある時間の期間使用される
ことが予想される、ワイヤレス識別送信機に対応し得る。
【０１２９】
　[0194]図７Ａは、固定式の近接ブロードキャスト受信機またはモバイル近接ブロードキ
ャスト受信機のような近接ブロードキャスト受信機上で実施され得る、ある実施形態の方
法７００を示す。判定ブロック７０２において、近接ブロードキャスト受信機は、ブロー
ドキャストメッセージが受信されるかどうかを判定することができる。たとえば、近接ブ
ロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送信機によるブロードキャストアドバタイズメ
ントパケットをリッスンし始めることができる。上で論じられたように、パッシブモード
／実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、継続的にモニタモードであってよく、
または、セントラルサーバから受信された警告（または探索アクティブ化メッセージ）に
応答して、特定の識別子のリッスンを始めることができる。近接ブロードキャスト受信機
がブロードキャストメッセージを受信しない場合（すなわち、判定ブロック７０２＝「い
いえ」）、近接ブロードキャスト受信機は、判定ブロック７０２における動作を継続する
ことができる。
【０１３０】
　[0195]近接ブロードキャスト受信機がブロードキャストメッセージを受信する場合（す
なわち、判定ブロック７０２＝「はい」）、ブロック７０４において、近接ブロードキャ
スト受信機は、受信されたブロードキャストメッセージおよび他の関連するデータから得
られた情報に基づいて、サイティングメッセージを生成することができる。具体的には、
サイティングメッセージは、ローリング識別子（すなわち、符号化されたデバイス識別子
）、ＭＡＣアドレス、または、特定のワイヤレス識別送信機を識別するために使用され得
る他の固有のコードのような、受信されたブロードキャストメッセージを送信したワイヤ
レス識別送信機に固有の識別子を含み得る。他の関連するデータは、近接ブロードキャス
ト受信機がブロードキャストメッセージを受信した時間、位置情報、近接ブロードキャス
ト受信機の識別情報、関連するサービス（たとえば、関連付けられる業者）、および信号
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強度情報のような、ブロードキャストメッセージの受信に関する様々な情報を含み得る。
言い換えると、近接ブロードキャスト受信機は、現在の状態についてのデータ（たとえば
、タイムスタンプ、ＧＰＳ座標、最も近い基地局のセルＩＤなど）を、ブロードキャスト
メッセージおよび／またはワイヤレス識別送信機の識別子と関連付けることができる。こ
のデータは、各識別子に対応するサイティングが発生したときからのタイムスタンプおよ
びＧＰＳ座標と関連付けられる１つまたは複数の識別子を伴うアレイのような、様々なタ
イプのデータ構造のいずれかに記憶され得る。ある実施形態では、サイティングメッセー
ジは、近接ブロードキャスト受信機のアイデンティティを確認するためにセントラルサー
バによって使用され得る、デジタル証明書またはコードのような、認証データを含み得る
。たとえば、サイティングメッセージのメタデータ内で、近接ブロードキャスト受信機は
、近接ブロードキャスト受信機およびセントラルサーバにのみ知られている特別なハッシ
ュコードを含み得る。
【０１３１】
　[0196]ブロック７０６において、近接ブロードキャスト受信機は、たとえば、図２Ａ～
図２Ｂを参照して上で論じられたようなセルラーネットワーク（たとえば、ＬＴＥ、３Ｇ
、または４Ｇネットワーク）または他のネットワークおよびインターネットを介して、サ
イティングメッセージをセントラルサーバに送信することができる。サイティングメッセ
ージを送信することによって接触イベントをレポートすると、近接ブロードキャスト受信
機は、判定ブロック７０２における動作の実行に直ちに戻り、ワイヤレス識別送信機から
のさらなるブロードキャストを待機することができる。これにより、近接ブロードキャス
ト受信機は、セントラルサーバに接触イベントを継続的にレポートすることが可能になる
。
【０１３２】
　[0197]図７Ｂは、固定式の近接ブロードキャスト受信機またはモバイル近接ブロードキ
ャスト受信機のような近接ブロードキャスト受信機上で実施され得る、ある実施形態の方
法７５０を示す。近接ブロードキャスト受信機が、近接ブロードキャスト受信機がすでに
遭遇したことのあるＢｌｕｅｔｏｏｔｈマシン（ＭＡＣ）アドレスによってブロードキャ
ストされていることを示す、受信されたブロードキャストメッセージを無視するために方
法７５０を実行し得ることを除いて、方法７５０は方法７００と同様であり得る。ある実
施形態では、方法７５０は、上で説明された方法４５０を実行するワイヤレス識別送信機
によって送信されるブロードキャストメッセージを受信したことに応答して、実行され得
る。方法７５０を実行することによって、近接ブロードキャスト受信機は、サイティング
メッセージを介して過剰に冗長な情報をセントラルサーバに中継するのを避けることがで
き、これは、内部バッテリを利用するように構成される近接ブロードキャスト受信機のバ
ッテリ効率を向上させ、さらに、不必要なセントラルサーバの作業負荷を減らすことがで
きる。
【０１３３】
　[0198]判定ブロック７０２において、近接ブロードキャスト受信機は、ブロードキャス
トメッセージが受信されるかどうかを判定することができる。近接ブロードキャスト受信
機がブロードキャストメッセージを受信しない場合（すなわち、判定ブロック７０２＝「
いいえ」）、近接ブロードキャスト受信機は、判定ブロック７０２における動作を継続す
ることができる。近接ブロードキャスト受信機がブロードキャストメッセージを受信する
場合（すなわち、判定ブロック７０２＝「はい」）、判定ブロック７５２において、近接
ブロードキャスト受信機は、同じＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＭＡＣアドレスからメッセージを
すでに受信しているかどうかを判定することができる。近接ブロードキャスト受信機は、
受信されたメッセージ内で示されるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＭＡＣアドレスを、以前に受信
されたＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＭＡＣアドレスに対応する記憶されたＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　
ＭＡＣアドレスのリストと比較することができる。ある実施形態では、近接ブロードキャ
スト受信機は、ある時間の期間（たとえば、１分、１時間など）にわたって受信されたＭ
ＡＣアドレスを他の受信されたアドレスと比較することができ、または代替的に、受信さ
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れたＭＡＣアドレスを、以前に受信された任意の／すべてのアドレスと比較することがで
きる。
【０１３４】
　[0199]近接ブロードキャスト受信機が同じＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＭＡＣアドレスからす
でにメッセージを受信している場合（すなわち、判定ブロック７５２＝「はい」）、近接
ブロードキャスト受信機は、判定ブロック７０２における動作を継続することができる。
しかしながら、近接ブロードキャスト受信機が同じＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＭＡＣアドレス
からまだメッセージを受信していない場合（すなわち、判定ブロック７５２＝「いいえ」
）、ブロック７５４で、近接ブロードキャスト受信機は、受信されたメッセージのＢｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ　ＭＡＣアドレスを記憶することができる。たとえば、近接ブロードキャス
ト受信機は、受信の時間、さらには、受信されたブロードキャストメッセージに関する他
の情報も含み得るデータテーブルに、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＭＡＣアドレスを記憶するこ
とができる。ブロック７０４において、近接ブロードキャスト受信機は、受信されたブロ
ードキャストメッセージおよび他の関連するデータからの情報に基づいて、サイティング
メッセージを生成することができる。ブロック７０６において、近接ブロードキャスト受
信機は、サイティングメッセージをセントラルサーバに送信することができる。サイティ
ングメッセージを送信することによって接触イベントをレポートすると、近接ブロードキ
ャスト受信機は、判定ブロック７０２における動作の実行に直ちに戻り、ワイヤレス識別
送信機からのさらなるブロードキャストを待機することができる。
【０１３５】
　[0200]図８は、様々な実施形態における通信を示す呼のフローチャート８００である。
ワイヤレス識別送信機１１０は、短距離ブロードキャストメッセージ８０２（たとえば、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ信号）を、モバイル近接ブロードキャスト受信機（たとえば、
モバイルデバイス、携帯電話など）または上で論じられたような様々な他の近接ブロード
キャスト受信機などの、近接ブロードキャスト受信機に送信することができる。ブロード
キャストメッセージ８０２は、ワイヤレス識別送信機の識別子を含み得る。近接ブロード
キャスト受信機は、任意の関連するデータ（たとえば、タイムスタンプ、ＧＰＳ座標、セ
ルＩＤなど）とともに、ワイヤレス識別送信機の識別子を、サイティングメッセージ８０
４としてセントラルサーバ１２０に送信（またはアップロード）することができる。セン
トラルサーバ１２０は、サイティングメッセージ８０４を受信し、１つまたは複数の近接
ブロードキャスト受信機からの多くの異なる識別子を記憶することができる。
【０１３６】
　[0201]いくつかの実施形態では、識別子および関連するデータは、プライバシーを守る
ために、ユーザの個人データのいずれをも伴わずに、セントラルサーバに送信（またはア
ップロード）され得る。個人の携帯電話を利用することを試みる様々な実施形態では、電
話は、モバイル近接ブロードキャスト受信機としてオプトインすることができる。しかし
ながら、これらの電話のユーザは、個人を特定可能なデータもセントラルサーバに送信さ
れることを恐れる場合、オプトインすることを拒否することがある。したがって、これら
の個人のモバイルデバイス（すなわち、モバイル近接ブロードキャスト受信機）にインス
トールされた、受信された識別子をアップロードするためのアプリケーションは、個人デ
ータ、またはモバイル近接ブロードキャスト受信機を識別し得る他のデータの送信を禁止
し得る。
【０１３７】
　[0202]セントラルサーバ１２０は、端末１２４またはモバイルデバイスのようなユーザ
デバイスから、ワイヤレス識別送信機の位置を要求するユーザ要求８０６を受信すること
ができる。この要求は、特定のワイヤレス識別送信機と関連付けられるアカウントにログ
インした後、ユーザによって送信され得る。たとえば、各ワイヤレス識別送信機は、認証
されたユーザに登録され得るので、登録されたワイヤレス識別送信機の位置に対する要求
８０６は、認証されたユーザが安全なアカウントにログインした後にのみ、送信され得る
。
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【０１３８】
　[0203]ユーザ要求８０６を受信した後、サーバ１２０は、要求されたワイヤレス識別送
信機の識別子とのあらゆる一致を見つけるために、サイティングメッセージを介して受信
される以前にレポートされたワイヤレス識別送信機の識別子を通じて、探索することがで
きる。応答８０８において、あらゆる一致がユーザにレポートされ得る。応答８０８はま
た、サイティングメッセージ８０４内の関連するデータ（たとえば、タイムスタンプ、Ｇ
ＰＳ座標、セルＩＤ）を含み得る。ユーザは、この関連するデータを使用して、ワイヤレ
ス識別送信機の位置決定または追跡を助けることができる（たとえば、母親が、子供のワ
イヤレス識別送信機についてレポートされた最新の位置で行方不明の子供を見つけ得る）
。
【０１３９】
　[0204]図９Ａは、タイプセグメントまたはコマンドセグメントを含めるためのある実施
形態の方法９００を示す。ブロック９０２において、近接ブロードキャスト受信機は、ブ
ロードキャストアドバタイズパケットのようなブロードキャストメッセージを、ワイヤレ
ス識別送信機（図９Ａでは「ＷＩＴ」と呼ばれる）から受信することができる。ブロード
キャストメッセージは、識別子セグメント、さらに、タイプセグメントまたはコマンドセ
グメントのような追加のセグメントまたはコードを含み得る。近接ブロードキャスト受信
機は、ブロック９０４において、受信されたブロードキャストメッセージ中のこのコード
に基づいて動作を実行することができる。様々な実施形態において、この動作は、近接ブ
ロードキャスト受信機が実行することが可能な任意の動作を含み得る。たとえば、近接ブ
ロードキャスト受信機は、タイプセグメントまたはコマンドセグメントに基づいて、異な
るレベルの優先度をメッセージまたは識別子に割り当てることができる（たとえば、子供
の安全のためのデバイスは、店舗からのセキュリティタグよりも高い優先度を有する）。
より高い優先度を有する受信されたメッセージまたは識別子は、セントラルサーバに最初
に送信されてよく、または、近接ブロードキャスト受信機のローカルログから最後に削除
されてよい。
【０１４０】
　[0205]近接ブロードキャスト受信機は、タイプセグメントまたはコマンドセグメントに
基づいて、ブロードキャストメッセージまたは識別子を異なるように処理することができ
る。たとえば、メッセージは、セントラルサーバに送信されるよりも前に、ある時間の間
（たとえば、セグメントの値に応じた様々な時間）ローカルに記憶され得る。あるいは、
メッセージまたは識別子は、タイムスタンプおよびＧＰＳ座標のような任意の関連するデ
ータとともに、複数の位置に送信され得る。
【０１４１】
　[0206]別の例として、近接ブロードキャスト受信機は、タイプセグメントおよび／また
はコマンドセグメントに基づいて、様々な通信を開始することができる。近接ブロードキ
ャスト受信機は、特定のＵＲＬにレポートし、ＳＭＳメッセージを送信し、電話呼を開始
し、または新たなネットワーク接続を確立することができる。様々な実施形態において、
これらの動作のいくつかは、ユーザのプライバシーを守るために、任意選択で無効にされ
得る。
【０１４２】
　[0207]さらなる実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、他のネットワークデバ
イスが何らかの動作を行うために、追加のセグメントまたは他のメッセージを別のネット
ワークデバイスに送信するように構成され得る。たとえば、近接ブロードキャスト受信機
は、メッセージを関連するデータとともにセントラルサーバに転送することができる。セ
ントラルサーバは、メッセージ中の追加のセグメントに基づいて動作を実行することがで
き、たとえば、ユーザ要求を待機することなく、メッセージをユーザに自動的に送信する
。
【０１４３】
　[0208]図９Ｂは、ワイヤレス識別送信機への近接に基づいてコンテンツを提供するため
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の、ある実施形態の方法９５０を示す。近接ブロードキャスト受信機は、ブロック９５２
において、識別コードおよび／または第２のセグメントを含むワイヤレス識別送信機（図
９Ｂでは「ＷＩＴ」と呼ばれる）からのブロードキャストメッセージを受信することがで
きる。近接ブロードキャスト受信機は、判定ブロック９５５において、識別コードおよび
／または第２のセグメントと関連付けられる動作がローカルに（たとえば、近接ブロード
キャスト受信機のメモリに）記憶されるかどうかを判定することができる。関連する動作
がローカルで発見される場合（すなわち、判定ブロック９５５＝はい）、ブロック９５８
において、動作は近接ブロードキャスト受信機によって実行され得る。
【０１４４】
　[0209]関連する動作がローカルで発見されない場合（すなわち、判定ブロック９５５＝
いいえ）、近接ブロードキャスト受信機は、ブロック９６０において、識別子および／ま
たは第２のセグメントを伴うサイティングメッセージをセントラルサーバに送信すること
ができる。ある実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、ユーザデバイスのような
別のデバイスにメッセージを送信することができる。近接ブロードキャスト受信機は、ブ
ロック９６２において、命令メッセージを受信することができる。この命令は、識別子お
よび／または第２のセグメントを伴うサイティングメッセージに応答して、セントラルサ
ーバまたは他のデバイスによって送信され得る。ブロック９６４において、近接ブロード
キャスト受信機は、受信された命令メッセージに基づいて動作を実行することができ、た
とえば、ウェブページまたは他のオンラインリソースに行くことによってコンテンツにア
クセスすることができる。代替的な実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、判定
ブロック９５５を飛ばして、ブロック９６０においてサイティングメッセージを送信する
こととローカルに記憶された動作の実行を試みることとのいずれかに自動的に進むことが
できる。
【０１４５】
　[0210]近接に基づくコンテンツ公開システムは、広範な活動のために使用され得る。た
とえば、ティーンエイジャーは、ワイヤレス識別送信機を持ち運ぶことがあり、彼らはそ
のワイヤレス識別送信機をソーシャルネットワーキングページ（たとえば、Ｆａｃｅｂｏ
ｏｋ（登録商標））に向ける。彼らが友人の近くにいる場合、近接ブロードキャスト受信
機（すなわち、モバイル近接ブロードキャスト受信機として動作するように構成される携
帯電話）でそのページが直ちにアクセスされ得る。不動産仲介業者は、ある家のためのウ
ェブページを準備し、その家の近くを運転する誰もがその情報にアクセスできるように、
そのウェブページを指すワイヤレス識別送信機をその家の看板に付加することができる。
店舗は、クーポンへのリンク、消費者のレポート、または追加の栄養情報のような動的な
表示を提供するために、製品とともにワイヤレス識別送信機を含み得る。行方不明の犬が
首輪にワイヤレス識別送信機を有する場合、首輪にアクセスするために犬と格闘しようと
する代わりに、近接ブロードキャスト受信機が単にワイヤレス識別送信機にアクセスして
、メッセージまたは呼を所有者に送信することができる。
【０１４６】
　[0211]様々な特徴および代替的な動作により、システムは、柔軟で拡張可能な機能を有
することが可能になり得る。行われる動作は、時間とともに近接ブロードキャスト受信機
において更新され得るアプリケーションによって制御されるので、機能は追加され得る。
【０１４７】
　[0212]図１０は、ワイヤレス識別送信機（図１０では「ＷＩＴ」と呼ばれる）による受
信のための構成設定を送信するための、近接ブロードキャスト受信機のためのある実施形
態の方法１０００を示す。方法１０００は、図４Ａを参照して上で説明された方法４００
の動作をワイヤレス識別送信機が実行することとともに、またはそれに応答して、固定式
の近接ブロードキャスト受信機またはモバイル近接ブロードキャスト受信機のような、近
接ブロードキャスト受信機によって実行され得る。判定ブロック１００２において、近接
ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送信機から構成メッセージが受信されるかど
うかを判定することができる。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、受信回路をモ



(50) JP 6129880 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

ニタして、特定のコード、フラグ、メタデータ、ヘッダ情報、または、構成要求に関する
ものとして近接ブロードキャスト受信機が識別する情報を、短距離ワイヤレス信号が有す
るかどうかを判定する。構成メッセージが受信されない場合（すなわち、判定ブロック１
００２＝「いいえ」）、近接ブロードキャスト受信機は、判定ブロック１００２における
動作を継続することができる。
【０１４８】
　[0213]構成メッセージが受信される場合（すなわち、判定ブロック１００２＝「はい」
）、ブロック１００４において、近接ブロードキャスト受信機は、構成設定をワイヤレス
識別送信機に送信することができる。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、受信さ
れた構成設定において示されるワイヤレス識別送信機の構成パラメータの値を含む、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ信号をブロードキャストすることができる。具体的には、近接ブロ
ードキャスト受信機は、送信間隔パラメータのような、ワイヤレス識別送信機によって受
信され様々な動作パラメータまたは構成パラメータを設定するために処理され得る、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥセッターをブロードキャストすることができる。ある実施形態では
、近接ブロードキャスト受信機（または識別トランシーバ）は、近接ブロードキャスト受
信機がワイヤレス識別送信機からの構成メッセージを常にまたは周期的にモニタできるよ
うに、バックグラウンドサービスまたはアプリケーションとして、方法１０００の動作を
実行することができる。
【０１４９】
　[0214]図１１は、ブロードキャストメッセージをセントラルサーバに中継し、返信メッ
セージをセントラルサーバから受信する、近接ブロードキャスト受信機のためのある実施
形態の方法１１００を示す。近接ブロードキャスト受信機は、家、店舗、ジム、学校など
のような施設に接続されてよく、それらの施設に関する様々な動作を実行するように構成
されてよい。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、ソフトウェアルーチンを実行す
る装置内に含まれ得る。そのような近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送信
機（図１１では「ＷＩＴ」と呼ばれる）からブロードキャストメッセージを受信したこと
に応答して特定のルーチンを実行するように構成され得る。たとえば、近接ブロードキャ
スト受信機は、ワイヤレス識別送信機のユーザの選好に適するように、動作の実行を修正
することができる。
【０１５０】
　[0215]しかしながら、上で論じられたように、ワイヤレス識別送信機は、ワイヤレス識
別送信機のユーザのプライバシーとアイデンティティとを守るために、ブロードキャスト
メッセージ内のデータを不明瞭にし、または暗号化することができる。たとえば、ブロー
ドキャストメッセージは、ユーザのアイデンティティを暗号化せずに送信できない。受信
されたブロードキャストメッセージに関する識別情報を決定するために、近接ブロードキ
ャスト受信機は、ブロードキャストメッセージをセントラルサーバに中継することができ
、セントラルサーバは、メッセージ中の情報（たとえば、隠匿された、ローリングされた
、または暗号化されたデバイスＩＤ）に基づいて、ワイヤレス識別送信機とそのユーザと
を識別することができる。上で論じられたように、セントラルサーバは、ワイヤレス識別
送信機によって送信されるメッセージを解読するための秘密を記憶することができる。サ
イティングメッセージを受信したことに応答して、セントラルサーバは、ワイヤレス識別
送信機の識別情報を含む返信メッセージを、近接ブロードキャスト受信機に送信すること
ができる。
【０１５１】
　[0216]ある実施形態では、セントラルサーバはまた、近接ブロードキャスト受信機と関
連付けられる施設の運営に関する追加の情報を記憶することができる。たとえば、セント
ラルサーバは、近接ブロードキャスト受信機がその中にある施設の運営に関する機密情報
を記憶する、情報ハブであり得る。別の例として、セントラルサーバは、ワイヤレス識別
送信機のアイデンティティに基づいて実行するための、近接ブロードキャスト受信機向け
の命令を含み得る。したがって、セントラルサーバは、サイティングメッセージに関する
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ワイヤレス識別送信機（またはそのユーザ）を識別できないが代わりにワイヤレス識別送
信機に関するデータを含み得る、返信メッセージを送信することができる。様々な実施形
態において、返信メッセージは、ワイヤレス識別送信機のユーザの選好および／または近
接ブロードキャスト受信機と関連付けられるサービスに基づいて、データと識別情報のい
ずれかを、含むことも含まないこともある。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、
ワイヤレス識別送信機のユーザに対する信頼できるサービスに関するものとして登録され
得るので、セントラルサーバは、ユーザを識別する返信メッセージを送信することができ
る。別の例として、ワイヤレス識別送信機のユーザは、セントラルサーバへの登録手順の
間に、匿名データが近接ブロードキャスト受信機に配信されることを可能にする、プライ
バシー許可（または設定）を設定していることがある。プライバシー許可はさらに、図２
３を参照して以下でさらに論じられる。
【０１５２】
　[0217]判定ブロック７０２において、近接ブロードキャスト受信機は、たとえばワイヤ
レス識別送信機から、ブロードキャストメッセージが受信されるかどうかを判定すること
ができる。ブロードキャストメッセージが受信されない場合（すなわち、判定ブロック７
０２＝「いいえ」）、近接ブロードキャスト受信機は、判定ブロック７０２の動作を継続
することができる。ブロードキャストメッセージが受信される場合（すなわち、判定ブロ
ック７０２＝「はい」）、ブロック７０６において、近接ブロードキャスト受信機は、サ
イティングメッセージをセントラルサーバに送信することができる。たとえば、サイティ
ングメッセージは、ワイヤレス識別送信機の識別情報とともに、近接ブロードキャスト受
信機の位置およびタイムスタンプのような関連するデータを含み得る。判定ブロック１１
０１において、近接ブロードキャスト受信機は、セントラルサーバから返信メッセージが
受信されるかどうかを判定することができる。ある実施形態では、近接ブロードキャスト
受信機は、サイティングメッセージについての識別情報を記録することができ、その情報
を受信されたメッセージと比較して一致を探すことができる。返信メッセージが受信され
ない場合（すなわち、判定ブロック１１０１＝「いいえ」）、近接ブロードキャスト受信
機は、判定ブロック７０２の動作を継続することができる。あるいは、返信メッセージが
受信されない場合（すなわち、判定ブロック１１０１＝「いいえ」）、ブロック７０６に
おいて、近接ブロードキャスト受信機は任意選択で、サイティングメッセージをセントラ
ルサーバに再送信することができる。ある実施形態では、返信メッセージが受信されない
場合、近接ブロードキャスト受信機は、ある時間の期間にわたって、事前に定義された回
数、サイティングメッセージを再送信することができる。
【０１５３】
　[0218]返信メッセージが受信される場合（すなわち、判定ブロック１１０１＝「はい」
）、判定ブロック１１０２において、近接ブロードキャスト受信機は、返信メッセージが
ワイヤレス識別送信機の識別情報を含むかどうかを判定することができる。たとえば、識
別情報は、ユーザの名前、住所、慎重に扱うべき情報（たとえば、社会保障番号、銀行取
引情報、パスワードなど）、ならびに、ワイヤレス識別送信機および／またはワイヤレス
識別送信機のユーザを記述する他のデータを含み得る。返信メッセージが識別情報を含む
場合（すなわち、判定ブロック１１０２＝「はい」）、任意選択のブロック１１０４にお
いて、近接ブロードキャスト受信機は、処理のために、ローカルサーバのようなローカル
デバイスにメッセージを送信することができる。言い換えると、近接ブロードキャスト受
信機は、近接ブロードキャスト受信機と関連付けられるローカルデバイス、および／また
は近接ブロードキャスト受信機が位置する施設へ、返信メッセージ中で識別情報を中継す
ることができる。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、ジム、小売店、学校、また
は、識別情報に基づいて近接ブロードキャスト受信機に対する命令を次々に決定し得る他
の第三者のローカルコンピューティングデバイスへ、ワイヤレス識別送信機の識別情報を
送信することができる。ある実施形態では、ローカルデバイスは、施設の様々な関連する
デバイスとともにさらに使用するために、識別情報を記憶し、および／または情報をデー
タベースのデータと関連付けることができる。
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【０１５４】
　[0219]返信メッセージが識別情報を含まない場合（すなわち、判定ブロック１１０２＝
「いいえ」）、または、任意選択のブロック１１０４において近接ブロードキャスト受信
機がメッセージをローカルデバイスに送信する場合、近接ブロードキャスト受信機は、た
とえば、判定ブロック１１０６において、近接ブロードキャスト受信機または近接ブロー
ドキャスト受信機と関連付けられる他のデバイスによって、使用する他のデータを返信メ
ッセージが含むかどうかを判定することができる。たとえば、返信メッセージは、実行す
べき近接ブロードキャスト受信機に対するコマンドまたは命令を含み得る。加えて、デー
タは、ワイヤレス識別送信機および／またはワイヤレス識別送信機のユーザの選好に対応
するために様々なデバイスによって使用され得る、構成データ（または構成情報）を含み
得る。たとえば、返信メッセージは、使用するための、または、ローカルデバイス、ワイ
ヤレス識別送信機、もしくは様々な他の関連するデバイスへ転送するための、近接ブロー
ドキャスト受信機に対するソフトウェア命令を含み得る。使用するデータを返信メッセー
ジが含む場合（すなわち、判定ブロック１１０６＝「はい」）、ブロック１１０８におい
て、近接ブロードキャスト受信機は、返信メッセージ内でデータを使用することができる
。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、返信メッセージからの構成データを利用す
る（たとえば、ユーザの選好に適するように装置を設定する）ように動作を実行すること
ができる。近接ブロードキャスト受信機による使用のためのデータを返信メッセージが含
まない場合（すなわち、判定ブロック１１０６＝「いいえ」）、近接ブロードキャスト受
信機は、判定ブロック７０２の動作を継続することができる。
【０１５５】
　[0220]非限定的な説明のための例として、近接ブロードキャスト受信機は、フィットネ
ス施設内のあるエクササイズ器具に接続され得る。近接ブロードキャスト受信機が、エク
ササイズ器具で運動しようとしているユーザにより持ち運ばれるワイヤレス識別送信機か
らブロードキャストメッセージを受信すると、近接ブロードキャスト受信機は、サイティ
ングメッセージをセントラルサーバに送信することができる。近接ブロードキャスト受信
機は、必ずしもユーザのアイデンティティを共有することなくワイヤレス識別送信機のユ
ーザの体型寸法と選好とに適するようにエクササイズ器具を構成するために使用され得る
データを含む返信メッセージを、セントラルサーバから受信することができる。たとえば
、近接ブロードキャスト受信機は、そのデータを使用して、器具の座席またはペダルの高
さを調整することができる。別の例として、データは、エクササイズ器具で実行されるべ
き運動のルーチンを定義することができる。あるいは、返信メッセージは、ユーザのフィ
ットネス施設アイデンティフィケーションを含んでよく、近接ブロードキャスト受信機は
そのフィットネス施設アイデンティフィケーションをローカルサーバ（たとえば、ジムが
管理するサーバ）に送信することができる。ローカルサーバは、ユーザのフィットネス施
設アイデンティフィケーションをローカルデータベースと比較することができ、比較に応
答して、個人設定された構成命令を近接ブロードキャスト受信機およびエクササイズ器具
に送信することができる。返信メッセージデータの、他の非限定的だが説明のための用途
は、ワイヤレス識別送信機のユーザによる個人設定された使用のために、レンタカー（た
とえば、座席の位置、設定など）とコンピュータコンポーネント（たとえば、マウス、キ
ーボードなど）とを構成することを含み得る。
【０１５６】
　[0221]ある実施形態では、返信メッセージは、ワイヤレス識別送信機のユーザを識別す
るのに有用な写真画像のような、識別情報を含み得る。たとえば、ワイヤレス識別送信機
のユーザを識別する返信メッセージを受信したことに応答して、近接ブロードキャスト受
信機は、ユーザの画像またはユーザの筆跡（たとえば、署名）のサンプルを表示すること
ができる。この機能は、ワイヤレス識別送信機を装備した人物（たとえば、行方不明の子
供、顧客など）のアイデンティティを迅速に検証しようと試みるときに、救急隊員、警戒
している市民、または業者によって使用され得る。別の実施形態では、商業取引に関与す
る業者の近接ブロードキャスト受信機（たとえば、埋め込まれた近接ブロードキャスト受
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信機を伴うｐｏｉｎｔ－ｏｆ－ｓａｌｅデバイス）は、近くにいる顧客のワイヤレス識別
送信機によってブロードキャストされる情報を含むサイティングメッセージを送信するこ
とができる。得られる返信メッセージは、ワイヤレス識別送信機の登録されたユーザのア
イデンティティと顧客のアイデンティティとが一致する（すなわち、店内の人物がワイヤ
レス識別送信機に関するものとしてセントラルサーバにおいて示されるユーザと一致する
）という確認を含み得る。加えて、アイデンティティが同じである場合、返信メッセージ
は、支払い情報、クレジットカード番号、または事後通信のための連絡先情報のような、
取引を支援するための追加の情報を含み得る。
【０１５７】
　[0222]別の実施形態では、セントラルサーバからの返信メッセージは、近接ブロードキ
ャスト受信機に、近接ブロードキャスト受信機のコンポーネント、センサ、特徴、ソフト
ウェア、および／または機能を、修正し、調整し、削除し、アクティブ化し、または無効
にさせ得る、ソフトウェア命令および／またはデータを含み得る。たとえば、返信メッセ
ージは、返信メッセージを受信すると近接ブロードキャスト受信機が実行する、または、
事前にロードされたルーチンを実行し、もしくは特定の動作モードに入るように近接ブロ
ードキャスト受信機をトリガする、ソフトウェア命令を含み得る。そのようなソフトウェ
ア命令は、近接ブロードキャスト受信機を構成する、たとえば、カメラコンポーネント、
セルラーネットワークモデム、スピーカシステム、ＷｉＦｉトランシーバなどをアクティ
ブ化する（デアクティブ化する）、近接ブロードキャスト受信機が実行し得る動作を定義
することができる。別の例として、返信メッセージは、モバイル近接ブロードキャスト受
信機として動作するように構成されるスマートフォンのような近接ブロードキャスト受信
機に、アプリケーションを実行し、メッセージ（たとえば、電子メール、ＳＭＳ、短距離
無線信号など）を送信し、または近接ブロードキャスト受信機をオフにするように、命令
し得る。そのような返信メッセージ内のソフトウェア命令は、影響を受けるコンポーネン
ト、センサ、特徴、ソフトウェア、および／または機能が構成および／または再構成され
得るときを示す、タイミング情報を含み得る。たとえば、返信メッセージは、近接ブロー
ドキャスト受信機にある時間の期間マイクロフォンを無効にさせ得る命令を含み得る。あ
る実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、ある時間の期間の後、および／または
、近接ブロードキャスト受信機が返信メッセージに関するブロードキャストメッセージを
ワイヤレス識別送信機からもはや受信していない場合、任意の修正、調整、動作モードの
選択、または返信メッセージのソフトウェア命令において識別される他の構成を元に戻す
ように構成され得る。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、近接ブロードキャスト
受信機がワイヤレス識別送信機からブロードキャストメッセージを受信する限り、近接ブ
ロードキャスト受信機のスピーカを無効にすることができる。別の実施形態では、近接ブ
ロードキャスト受信機は、受信されたブロードキャストメッセージ内の情報に基づいて、
近接ブロードキャスト受信機のコンポーネント、センサ、特徴、ソフトウェア、および／
または機能を修正し、調整し、削除し、アクティブ化し、または無効にすることができる
。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、受信されたブロードキャストメッセージを
処理することができ、カメラのようなセンサを無効にするように近接ブロードキャスト受
信機に指示する、検出されたソフトウェア命令を実行することができる。
【０１５８】
　[0223]そのような実施形態は、数々の用途において有用であり得る。たとえば、ワイヤ
レス識別送信機は、政府機関の建物、裁判所、ロッカールーム、情報機関の事務所、幹部
会議室、映画館などのような、注意を要するエリアに配置され得る。このように配備され
る場合、注意を要するエリアの所有者または管理機関は、そのようなエリアに持ち込まれ
るあらゆるモバイルコンピューティングデバイス（たとえば、スマートフォン）が、近接
ブロードキャスト受信機に結合されること、または、ＰＢＲアプリケーションをロードお
よび／またはアクティブ化するなど、近接ブロードキャスト受信機として機能するように
構成されることを要求することができる。モバイル近接受信機として機能するように構成
されるモバイルコンピューティングデバイスは、特に注意を要するエリアにあるワイヤレ
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ス識別送信機から、ワイヤレス識別送信機のワイヤレス短距離信号を受信し、それらの信
号中で情報をセントラルサーバに中継することができる。モバイルコンピューティングデ
バイスが注意を要するエリア中にあることを中継される識別送信機情報が示す場合、セン
トラルサーバは、コマンドをモバイルコンピューティングデバイスに送信して、着信音、
カメラ、および／またはマイクロフォンをオフにすることなどの、適切な動作をモバイル
コンピューティングデバイスに行わせることができる。たとえば、監督官は、特定の政府
機関の建物に入るすべてのポータブルコンピューティングデバイス（たとえば、スマート
フォン、テーブルコンピュータなど）が、建物内のワイヤレス識別送信機からブロードキ
ャストメッセージを受信できるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥトランシーバと、様々な実施形
態において説明された近接ブロードキャスト受信機機能を実行するためのアプリケーショ
ンとを含むことを、要求することができる。別の例として、劇場に入るモバイル近接ブロ
ードキャスト受信機（たとえば、タブレットデバイス）は、ブロードキャストメッセージ
を処理し、サイティングメッセージをセントラルサーバに送信し、セントラルサーバから
の返信メッセージ中のコマンドに応答することができるアプリケーションを実行すること
を要求され得る。このように構成されるデバイスは、受信されたブロードキャストメッセ
ージからセントラルサーバに識別情報を送信することができ、この識別情報は、セントラ
ルサーバがデバイスの位置（すなわち、識別されたワイヤレス識別送信機の受信範囲内で
の）を決定することを可能にし得る。これにより、セントラルサーバは、コンピューティ
ングデバイスが注意を要するエリア内にあるときを判定することが可能になり得る。たと
えば、セントラルサーバは、サイティングメッセージを復号し、対応するワイヤレス識別
送信機を、注意を要するエリア内のワイヤレス識別送信機として識別することができる。
セントラルサーバは、様々なセンサデバイス、機能、および／またはコンポーネントを無
効にするようにコンピューティングデバイスに指示し得る、上で説明されたようなコマン
ドまたはソフトウェア命令を含む、返信メッセージを生成し送信することができる。たと
えば、ロッカールーム中のワイヤレス識別送信機からのブロードキャストメッセージを中
継する、スマートフォンであるモバイル近接ブロードキャスト受信機は、カメラをデアク
ティブ化するようにスマートフォンに命令する返信メッセージを、セントラルサーバから
受信し得る。ある実施形態では、コンピューティングデバイスは、ブロードキャストメッ
セージが注意を要するエリアのワイヤレス識別送信機から受信される限り、セントラルサ
ーバから受信されたソフトウェア命令を実行することができる。したがって、前述の例で
は、スマートフォンがロッカールームから出た場合、スマートフォンは、セントラルサー
バから返信メッセージを受信するのを止め、それに応答してカメラを再アクティブ化する
ことができる。同様の方式で、様々な実施形態が、劇場または裁判所においてスマートフ
ォンの着信音をデアクティブ化し、裁判所およびライブシアターにおいてマイクロフォン
をデアクティブ化し、軍事施設においてＧＰＳ受信機と送信機とをデアクティブ化し、学
校の敷地でＳＭＳ機能と電子メール機能とをデアクティブ化することなどのために、使用
され得る。
【０１５９】
　[0224]図１２Ａは、ワイヤレス識別送信機をアクティブに探索する、近接ブロードキャ
スト受信機のためのある実施形態の方法１２００を示す。ブロック１２０２において、近
接ブロードキャスト受信機は、探索されるべきワイヤレス識別送信機（図１２Ａでは「Ｗ
ＩＴ」と呼ばれる）のターゲット識別子と１つまたは複数の探索セクタとを伴う警告（ま
たは、探索アクティブ化メッセージ）を、セントラルサーバから受信することができる。
ある実施形態では、警告は、探索の対象が近接ブロードキャスト受信機によって識別され
得ないように、近接ブロードキャスト受信機がアクセスできない、符号化された、暗号化
された、または別な方法で不明瞭にされた識別子を含み得る。警告において示される探索
セクタは、探索されるべき１つまたは複数のセクタに対応し得る。近接ブロードキャスト
受信機は、判定ブロック１２０５において、自身が探索セクタの１つの中に位置している
かどうかを判定することができる。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、警告から
の探索セクタを、自身の現在のＧＰＳ座標またはセルＩＤと比較することができる。
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【０１６０】
　[0225]近接ブロードキャスト受信機が探索セクタの１つの中に位置していない場合（す
なわち、判定ブロック１２０５＝いいえ）、ブロック１２０８において、近接ブロードキ
ャスト受信機は、識別子のログ取得を継続することができ、たとえば、対応する位置およ
び時間に関連して、受信されたブロードキャストメッセージ内の不明瞭または安全な識別
子（たとえば、ローリング識別子）を記憶する。ある実施形態では、近接ブロードキャス
ト受信機は、以前のワイヤレス識別送信機のサイティングのログを保持することができる
。この実施形態では、１つまたは複数のリモートサーバ（たとえば、セントラルサーバ）
に以前のサイティングからのデータのすべてを記憶するのではなく、データは、探索また
は警告がアクティブになるまで、近接ブロードキャスト受信機上に分散されたままであり
得る。様々な実施形態において、近接ブロードキャスト受信機は、以前のサイティングか
らのデータ、たとえば、ワイヤレス識別送信機のローリング識別子ならびにサイティング
の位置および時間（さらには任意の他の関連するデータ）を記憶することができる。警告
に応答して、近接ブロードキャスト受信機は、記憶された識別子が警告またはアクティブ
化メッセージにおいて提供されたターゲット識別子と一致する、任意の記録されたサイテ
ィングについて、データベースを探索することができる。一致が存在する場合、以下で説
明されるように、そのターゲット識別子に対応するデータを提供する応答が、セントラル
サーバに送信され得る。
【０１６１】
　[0226]モバイル近接ブロードキャスト受信機が探索セクタの１つの中に位置している場
合（すなわち、判定ブロック１２０５＝はい）、近接ブロードキャスト受信機は、たとえ
ば、ターゲット識別子を、近隣ワイヤレス識別送信機からのブロードキャストメッセージ
において受信された任意の識別子と比較することによって、ブロック１２１０の警告によ
って示されるターゲット識別子をモニタすることができる。判定ブロック１２１３におい
て、近接ブロードキャスト受信機は、ターゲット識別子が検出されるかどうかを判定する
ことができる。ターゲット識別子が検出されない場合（すなわち、判定ブロック１２１３
＝いいえ）、近接ブロードキャスト受信機は、以下で論じられる判定ブロック１２１９に
進み得る。
【０１６２】
　[0227]ターゲット識別子が検出される場合（すなわち、判定ブロック１２１３＝はい）
、近接ブロードキャスト受信機は、たとえば、ターゲット識別子と、時間と、位置情報（
たとえば、ＧＰＳ座標）とを含むサイティングメッセージを送信することによって、ブロ
ック７０６においてサイティングメッセージをセントラルサーバへ直ちに送信することが
できる。近接ブロードキャスト受信機は、判定ブロック１２１９において、以前の警告と
は異なるセクタを伴う新たな警告が受信されたかどうかを判定することができる。新たな
警告が受信された場合（すなわち、判定ブロック１２１９＝はい）、近接ブロードキャス
ト受信機は、判定ブロック１２０５の動作を実行することによって、自身が新たなセクタ
の１つの中に位置しているかどうかを判定することができる。新たな警告が受信されてい
ない場合（すなわち、判定ブロック１２１９＝いいえ）、近接ブロードキャスト受信機は
、ブロック１２１０におけるターゲット識別子のモニタを継続することができる。
【０１６３】
　[0228]さらなる実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、自身が担当する探索セ
クタを決定することができる。たとえば、オプトインした携帯電話は、ワイヤレス識別送
信機を見つけるための追跡アプリケーションをインストールしてもよい。このアプリケー
ションは、携帯電話の位置を時間とともにモニタすることによって探索がその中で行われ
るべきである、セクタのリストを作成することができる。アプリケーションは次いで、探
索セクタを一覧にする警告メッセージに基づいて、ワイヤレス識別送信機を探索すること
ができる。したがって、この実施形態では、警告（または探索アクティブ化メッセージ）
は、探索されているセクタを識別するすべての近接ブロードキャスト受信機へと、セント
ラルサーバによってブロードキャストまたはマルチキャストされてよく、受信機自体が、
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現在の自身の位置に基づいて、アクティブ探索モードに入るべきかどうかを判定すること
ができる。
【０１６４】
　[0229]他の実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、警告メッセージを受信した
こととは無関係に、受信されたすべてのブロードキャストメッセージのためのサイティン
グメッセージを送信するように構成され得る。言い換えると、近接ブロードキャスト受信
機は、セントラルサーバのためにサイティングメッセージを送信して、ターゲット識別子
が含まれるかどうかを検出することができるので、アクティブ探索のターゲットになるワ
イヤレス識別送信機は発見されている。
【０１６５】
　[0230]図１２Ｂは、様々な実施形態における警告１２５２に関する通信を示す呼のフロ
ーチャート１２５０である。一般に、警告１２５２は、上で説明されたようなアクティブ
探索に関し得る。ユーザ要求８０６が、端末またはモバイルデバイスのようなユーザデバ
イスからセントラルサーバに送信され得る。ユーザ要求８０６は、ワイヤレス識別送信機
の位置を要求することができ、ワイヤレス識別送信機と関連付けられるコードまたは識別
子を含み得る。セントラルサーバは、１つまたは複数の近接ブロードキャスト受信機に警
告１２５２（または探索アクティブ化メッセージ）を送信することができる。警告１２５
２は、要求されたワイヤレス識別送信機の識別子を表すものを含み得る。たとえば、警告
１２５２は、安全なローリング識別子を含んでよく、ワイヤレス識別送信機またはそのユ
ーザのアイデンティティを提供しない。
【０１６６】
　[0231]上で言及されたように、ある実施形態では、セントラルサーバは、要求されたワ
イヤレス識別送信機が存在する可能性が高い、または存在することが疑われる特定の地理
的セクタ内に位置する近接ブロードキャスト受信機のような、近接ブロードキャスト受信
機のあるサブセットに警告を送信することができる。たとえば、ユーザ要求８０６は、要
求されたワイヤレス識別送信機の最後の既知の位置を識別することができ、セントラルサ
ーバは、その位置の近くのセクタ中の近接ブロードキャスト受信機に警告１２５２を送信
することができる。
【０１６７】
　[0232]警告１２５２を受信する近接ブロードキャスト受信機は、要求されたワイヤレス
識別送信機の識別子を伴うブロードキャストメッセージ８０２（たとえば、ブロードキャ
ストアドバタイズメント）をモニタすることができる。近接ブロードキャスト受信機は次
いで、サイティングメッセージ８０４をセントラルサーバに送信することができる。言い
換えると、近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送信機またはその識別子と関
連付けられる、タイムスタンプ、ＧＰＳ座標、近接ブロードキャスト受信機のアイデンテ
ィフィケーション、および／またはセルＩＤのような、関連するデータをアップロードす
ることができる。セントラルサーバは、探索対象のワイヤレス識別送信機との近接ブロー
ドキャスト受信機の接触から、関連するデータをユーザに知らせる応答８０８をユーザデ
バイスに送信することができる。
【０１６８】
　[0233]様々な実施形態は、図１２Ｂに示されるアクティブ探索方法を上で論じられたパ
ッシブ探索モデルと組み合わせることができる。たとえば、近接ブロードキャスト受信機
は、ワイヤレス識別送信機から、短距離ブロードキャストメッセージ８０２（たとえば、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ無線信号）を以前に受信している可能性がある。このメッセー
ジ８０２およびあらゆる関連するデータ（たとえば、タイムスタンプ、ＧＰＳ座標、セル
ＩＤなど）が、近接ブロードキャスト受信機にローカルに記憶され、またはサービスの追
跡を実行するセントラルサーバに転送され得る。ユーザ要求８０６が受信されると、セン
トラルサーバまたは近接ブロードキャスト受信機は、警告１２５２を送信することによっ
てアクティブ探索を開始することに加えて、ワイヤレス識別送信機からの以前に受信され
たブロードキャストメッセージ８０２と関連するデータとに対応するデータベースを探索
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することができる。応答８０８は、アクティブ探索により得られ任意の以前のメッセージ
８０２と関連付けられる、すべてのデータを含み得る。
【０１６９】
　[0234]図１３は、既知のワイヤレス識別送信機の識別子のリストを利用するための、近
接ブロードキャスト受信機のためのある実施形態の方法１３００を示す。近接ブロードキ
ャスト受信機は、特定の識別子のリスト、または、ユーザおよび／もしくはワイヤレス識
別送信機に対応する他のデータを記憶するように構成され得る。たとえば、近接ブロード
キャスト受信機（たとえば、モバイル近接ブロードキャスト受信機として動作するように
構成されるスマートフォン）は、ワイヤレス識別送信機の複数の固有のマシンアドレスを
含むテーブルを、ローカルデータベース内に記憶することができる。具体的には、近接ブ
ロードキャスト受信機は、近接ブロードキャスト受信機のユーザが関心を持っている識別
子の記憶されたリスト（すなわち、「関心のある」リスト）を利用することができる。関
心のあるリストは、近接ブロードキャスト受信機のユーザによって所有される、すべての
ワイヤレス識別送信機の識別子を含み得る。たとえば、セントラルサーバは、すべてのワ
イヤレス識別トランシーバと、ワイヤレス識別送信機と、ユーザと関連付けられる近接ブ
ロードキャスト受信機とを、登録手順（たとえば、セントラルサーバと関連付けられるウ
ェブサイト登録）の間に示すように、ユーザに促すことができる。そのようなリストを記
憶することによって、近接ブロードキャスト受信機は、受信されたブロードキャストに関
する識別情報または関連性情報について、セントラルサーバに頻繁に問い合わせることを
避けることができる。言い換えると、「関心のある」リストは、近接ブロードキャスト受
信機のユーザが告知されることを望み得るブロードキャストメッセージを、近接ブロード
キャスト受信機に知らせることができる。
【０１７０】
　[0235]関心のあるリストは、近接ブロードキャスト受信機が、近接ブロードキャスト受
信機のユーザが関心を持っている人、場所、または物と関連付けられるワイヤレス識別送
信機からブロードキャストメッセージを受信するときを、近接ブロードキャスト受信機上
で実行されるアプリケーション（たとえば、業者またはサービスに関する第三者のアプリ
ケーション）に知らせるために利用され得る。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は
、小売店の精算カウンタに位置するワイヤレス識別送信機からブロードキャストメッセー
ジを受信し、受信されたブロードキャストメッセージ内の識別子を関心のあるリストに記
憶された識別子と照合し、小売店と関連付けられ近接ブロードキャスト受信機で実行され
るアプリに一致した識別子を提供することができる。ある実施形態では、近接ブロードキ
ャスト受信機は、店舗、ベンダー、業者、および、近接ブロードキャスト受信機にインス
トールされた第三者のアプリケーションと関連付けられる（またはそのアプリケーション
を後援する）他の第三者のような任意のエンティティを、関心のあるリストに含め得る。
ある代替的な実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、無視され得る識別子のリス
ト（すなわち、無視リスト）を記憶することができる。そのような無視リストは、ブロー
ドキャストメッセージ中で受信される識別子をアプリケーションにレポートするのを避け
るために、近接ブロードキャスト受信機によって利用され得る。たとえば、無視リストに
ある識別子がブロードキャストメッセージを介して受信されると、近接ブロードキャスト
受信機は、近接ブロードキャスト受信機上で実行される第三者のアプリケーションに関し
て、そのブロードキャストメッセージを無視することができる。
【０１７１】
　[0236]様々な実施形態において、関心のあるリストは、近接ブロードキャスト受信機を
登録するときに、ユーザによって定義され、埋められ、または別な方法で生成され得る。
たとえば、スマートフォンがモバイル近接ブロードキャスト受信機として動作するのを可
能にするソフトウェアをインストールするとき、ユーザは、ユーザが関心を持っている（
または代替的には関心を持っていない）第三者、人々、場所、物の識別子を尋ねる、セン
トラルサーバと関連付けられる登録ウェブサイトへログインするように促され得る。ある
実施形態では、セントラルサーバおよび／または近接ブロードキャスト受信機は、以前の
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購入、既知の挙動（たとえば、スケジュール）、選好、および登録動作中に提供される他
の情報に基づいて、ユーザのための関心のあるリストを自動的に埋めることができる。た
とえば、関心のあるリストは、インストールされている第三者のアプリケーションに基づ
いて、近接ブロードキャスト受信機によって生成され得る。別の例として、セントラルサ
ーバは、既知の選好、位置情報、および／またはユーザの通常の活動と関連付けられるカ
テゴリに基づいて、関心のある識別子のリストを生成することができる。ある実施形態で
は、近接ブロードキャスト受信機は、関心のあるリストをセントラルサーバにアップロー
ドすることができる。別の実施形態では、「関心のある」リストは、行方不明の子供また
は資産に付属するワイヤレス識別送信機のような、探索されるワイヤレス識別送信機の識
別子を含み得る。
【０１７２】
　[0237]ブロック１３０２において、近接ブロードキャスト受信機は、セントラルサーバ
から識別子の「関心のある」リストを受信することができる。たとえば、近接ブロードキ
ャスト受信機は、セントラルサーバから関心のあるリストをダウンロードすることができ
る。任意選択のブロック１３０４において、近接ブロードキャスト受信機は、セントラル
サーバから識別子の「無視」リストを受信することができる。様々な実施形態において、
近接ブロードキャスト受信機はまた、セントラルサーバから、秘密鍵と、解読ソフトウェ
アルーチンと、識別子にアクセスするための他の情報とを、関心のある、または無視され
るべきワイヤレス識別送信機に関するブロードキャストメッセージ内で、受信（またはダ
ウンロード）することができる。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、以下の判定
ブロック１３０８の動作において使用されるべき復号命令とともに、関心のあるリストを
受信することができる。
【０１７３】
　[0238]ブロック１３０６において、近接ブロードキャスト受信機は、識別子の受信され
たリストを記憶することができる。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、ユーザが
好むレストラン内のワイヤレス識別送信機に対応する、識別子のデータテーブルをキャッ
シュすることができる。判定ブロック７０２において、近接ブロードキャスト受信機は、
ワイヤレス識別送信機（図１３では「ＷＩＴ」と呼ばれる）からブロードキャストメッセ
ージが受信されるかどうかを判定することができる。ブロードキャストメッセージが受信
されない場合（すなわち、判定ブロック７０２＝「いいえ」）、近接ブロードキャスト受
信機は、判定ブロック７０２の動作を継続することができる。
【０１７４】
　[0239]ブロードキャストメッセージが受信される場合（すなわち、判定ブロック７０２
＝「はい」）、ブロック７０６において、近接ブロードキャスト受信機は、サイティング
メッセージをセントラルサーバに送信することができる。言い換えると、ブロードキャス
トメッセージが関心のあるリスト（または無視リスト）上の識別子に関するかどうかとは
無関係に、近接ブロードキャスト受信機は、任意のブロードキャストメッセージが受信さ
れると、識別子と、位置情報のような関連するデータとを中継することができる。判定ブ
ロック１３０８において、近接ブロードキャスト受信機は、受信されたブロードキャスト
メッセージが記憶された関心のあるリスト中の識別子を含むかどうかを判定することがで
きる。近接ブロードキャスト受信機は、ブロードキャストメッセージ内の情報を解析し、
復号し、別な方法でアクセスして、任意の含まれる識別子を識別することができる。ある
実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、ブロードキャストメッセージ内の符号化
された識別子を符号化されたデータのセットと比較して、一致が発見されると、ブロード
キャストメッセージと関連付けられるアイデンティティを識別することができる。言い換
えると、近接ブロードキャスト受信機は、ブロードキャストメッセージ内の識別子を復号
するように構成されなくてよく、代わりに、未知の送信機からの符号化された情報を、既
知の送信機からの符号化された情報と関連付けるように構成され得る。
【０１７５】
　[0240]受信されたブロードキャストメッセージが記憶された関心のあるリスト中の識別
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子を含まない場合（すなわち、判定ブロック１３０８＝「いいえ」）、近接ブロードキャ
スト受信機は、判定ブロック７０２の動作を継続することができる。しかしながら、受信
されたブロードキャストメッセージが、記憶された関心のあるリスト中の識別子を含む場
合（すなわち、判定ブロック１３０８＝「はい」）、ブロック１３１０において、近接ブ
ロードキャスト受信機は、識別子と関連付けられる近接ブロードキャスト受信機上で実行
されるアプリケーションに情報を提供することができる。具体的には、低レベルのオペレ
ーティングシステムのルーチンまたはスレッドが、近接ブロードキャスト受信機のプロセ
ッサ上で実行されるアプリケーションに情報を提供することができる。たとえば、近接ブ
ロードキャスト受信機は、近接ブロードキャスト受信機が第三者と関連付けられるワイヤ
レス識別送信機の近接の範囲内に来たことを示すために、近接ブロードキャスト受信機の
プロセッサのバックグラウンドで実行される第三者のアプリケーションにシグナリングし
得る。別の例として、近接ブロードキャスト受信機は、建物内のワイヤレス識別送信機に
よってブロードキャストされるものとして受信されたブロードキャストメッセージが識別
されていることに基づいて、近接ブロードキャスト受信機がレストランチェーンの建物の
１つの中にあるということを、レストランチェーンのアプリケーションに示すことができ
る。ある実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、近接ブロードキャスト受信機で
実行される第三者のアプリケーションに識別子を提供してもしなくてもよい。
【０１７６】
　[0241]図１４は、ワイヤレス識別送信機への近接を示す、近接ブロードキャスト受信機
のためのある実施形態の方法１４００を示す。近接ブロードキャスト受信機は、特定のワ
イヤレス識別送信機と関連付けられてよく、それらのワイヤレス識別送信機が近接ブロー
ドキャスト受信機の近接に入ったときと近接から離れたときとを告知することができる。
言い換えると、仮想的な「鎖」が、近接ブロードキャスト受信機および関連するワイヤレ
ス識別送信機によって実装され得る。近接の告知は、ペット、装置、および／または子供
などの貴重なものが、近接ブロードキャスト受信機の近くにとどまることと、別な方法で
追跡されることとを確実にするのに有用であり得る。たとえば、近接ブロードキャスト受
信機を持ち運びワイヤレス識別送信機を子供に取り付けた親は、子供がはぐれたときに通
知され得る。別の例として、近接ブロードキャスト受信機のユーザは、ワイヤレス識別送
信機を装備した関心のあるアイテムがユーザの近くに来た（たとえば、小包または荷物が
届いた）とき、告知（たとえば、ＳＭＳテキストメッセージ、ビープなど）を受信するこ
とができる。
【０１７７】
　[0242]上で説明されたように、判定ブロック７０２において、近接ブロードキャスト受
信機は、ワイヤレス識別送信機（図１４では「ＷＩＴ」と呼ばれる）からブロードキャス
トメッセージが受信されるかどうかを判定することができる。ブロードキャストメッセー
ジが受信されない場合（すなわち、判定ブロック７０２＝「いいえ」）、近接ブロードキ
ャスト受信機は、判定ブロック７０２の動作を継続することができる。ブロードキャスト
メッセージが受信される場合（すなわち、判定ブロック７０２＝「はい」）、ブロック７
０６において、近接ブロードキャスト受信機は、ブロードキャストメッセージの内容、さ
らには、近接ブロードキャスト受信機がブロードキャストメッセージを受信した時間と位
置とを示すメッセージのような、サイティングメッセージをセントラルサーバに送信する
ことができる。判定ブロック１１０１において、近接ブロードキャスト受信機は、セント
ラルサーバからの返信メッセージ、たとえば、ブロック７０６において送信されたサイテ
ィングメッセージに応答して送信されたメッセージが受信されたかどうかを判定すること
ができる。返信メッセージが受信されない場合（すなわち、判定ブロック１１０１＝「い
いえ」）、判定ブロック１４０２において、近接ブロードキャスト受信機は、近接ブロー
ドキャスト受信機が記憶された関心のあるリストを有するどうかを判定することができる
。そのような関心のあるリストは、図１３を参照して上で説明されたようなものであって
よく、近接ブロードキャスト受信機が探索している、関心を持っている、またはそうでな
ければ、いつ近接の範囲内にあるかについての通知を受信するように登録される、ワイヤ
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レス識別送信機の識別子のセットを含み得る。近接ブロードキャスト受信機が記憶された
関心のあるリストを有さない場合（すなわち、判定ブロック１４０２＝「いいえ」）、近
接ブロードキャスト受信機は、判定ブロック７０２の動作を継続することができる。言い
換えると、受信されたブロードキャストメッセージは、告知が行われるべきであるように
、近接ブロードキャスト受信機と関連付けられなくてよい。
【０１７８】
　[0243]しかしながら、近接ブロードキャスト受信機が記憶された関心のあるリストを有
する場合（すなわち、判定ブロック１４０２＝「はい」）、または、返信メッセージがセ
ントラルサーバから受信される場合、判定ブロック１４０４において、近接ブロードキャ
スト受信機は、近接ブロードキャスト受信機がブロードキャストメッセージを送信したワ
イヤレス識別送信機と関連付けられるかどうかを判定することができる。ある実施形態で
は、近接ブロードキャスト受信機は、返信メッセージおよび／または識別子の記憶された
関心のあるリストを評価して、ワイヤレス識別送信機が近接ブロードキャスト受信機と関
連付けられるかどうかを判定することができる。たとえば、返信メッセージは、近接ブロ
ードキャスト受信機が関連するデバイスのローカルに記憶されたリストと比較し得る、ワ
イヤレス識別送信機のアイデンティフィケーションを提供することができる。記憶された
関心のあるリストが近接ブロードキャスト受信機内にある場合、近接ブロードキャスト受
信機は、図１３の判定ブロック１３０９に関して上で説明されたような動作に基づいて、
関連があるかどうかを判定することができる。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は
、受信されたブロードキャストメッセージに関する識別子が、近接ブロードキャスト受信
機に記憶された、記憶された関心のあるリスト内で示されるかどうかを判定することがで
きる。ある実施形態では、返信メッセージは、ワイヤレス識別送信機が近接ブロードキャ
スト受信機と関連付けられることを単純に示し得る。たとえば、返信メッセージは、近接
ブロードキャスト受信機が関連付けられ、したがってワイヤレス識別送信機の近接を告知
すべきであることを示す、コード、フラグ、またはデータを含み得る。近接ブロードキャ
スト受信機がワイヤレス識別送信機と関連付けられない場合（すなわち、判定ブロック１
４０４＝「いいえ」）、近接ブロードキャスト受信機は、判定ブロック７０２の動作を継
続することができる。
【０１７９】
　[0244]近接ブロードキャスト受信機がワイヤレス識別送信機と関連付けられる場合（す
なわち、判定ブロック１４０４＝「はい」）、ブロック１４０６において、近接ブロード
キャスト受信機は、たとえば、近接ブロードキャスト受信機のユーザにメッセージを提供
することによって、ワイヤレス識別送信機が近接の範囲内にあることを告知することがで
きる。告知は、音のインジケータ、表示されるメッセージ、振動などを伴い得る。ある実
施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、近接ブロードキャスト受信機に対するワイ
ヤレス識別送信機の位置を示す、視覚的な地図または他の表現を表示（またはレンダリン
グ）することができる。他の実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、図１３のブ
ロック１３１０に関して上で説明されたように、第三者のアプリケーションに情報を提供
することによって告知を実行することができ、今度は、第三者のアプリケーションが、近
接をユーザに伝えることができる。たとえば、近接ブロードキャスト受信機のオペレーテ
ィングシステムのバックグラウンドで実行されているアプリは、近接ブロードキャスト受
信機のディスプレイユニットにメッセージをポップアップすることができる。様々な他の
実施形態では、告知は、電子メール、ＳＭＳテキストメッセージ、または、近接をユーザ
に通知するための他の送信を送信することを含み得る。
【０１８０】
　[0245]ブロック１４０８において、近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送
信機からの後続のブロードキャストメッセージをリッスンすることができ、判定ブロック
１４１０において、近接ブロードキャスト受信機は、近接ブロードキャスト受信機がワイ
ヤレス識別送信機との接続を失ったかどうかを判定することができる。ある実施形態では
、この判定は、所定の、または事前に定義された時間の期間内に、ワイヤレス識別送信機



(61) JP 6129880 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

からブロードキャストメッセージを何ら受信できなかったことに基づき得る。ある実施形
態では、近接ブロードキャスト受信機は、近接ブロードキャスト受信機が事前に定義され
た信号強度のブロードキャストメッセージを受信しない場合、ワイヤレス識別送信機との
接続が失われたと判定し得る、許容閾値を利用することができる。ワイヤレス識別送信機
との接続が失われていない場合（すなわち、判定ブロック１４１０＝「いいえ」）、近接
ブロードキャスト受信機は、ブロック１４０８において、ワイヤレス識別送信機からのブ
ロードキャストメッセージをリッスンし続けることができる。
【０１８１】
　[0246]ワイヤレス識別送信機との接続が失われている場合（すなわち、判定ブロック１
４１０＝「はい」）、ブロック１４１２において、近接ブロードキャスト受信機は、たと
えば、近接ブロードキャスト受信機のユーザにメッセージを提供することによって、ワイ
ヤレス識別送信機がもはや近接の範囲内にないことを告知することができる。言い換える
と、近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送信機が存在しない（または「鎖を
壊した」）ことを告知することができる。この告知は、上で説明されたもの（たとえば、
音、表示されるメッセージなど）と同様であり得るが、ワイヤレス識別送信機との接続の
喪失を表すための、様々な音と、メッセージと、他のインジケータとを含み得る。任意選
択のブロック１４１４において、近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送信機
の最後の既知の位置を示すメッセージをセントラルサーバに送信することができる。
【０１８２】
　[0247]ある実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、すべての関連するワイヤレ
ス識別送信機に対して、最後の既知の位置の地図を表示することができる。最後の既知の
位置は、近接ブロードキャスト受信機の近くではないことがあり、近接ブロードキャスト
受信機の現在の位置から数マイルの位置のような、広いエリアを含み得る。たとえば、モ
バイル近接ブロードキャスト受信機として動作するように構成されたスマートフォンは、
スマートフォンが州内で追跡し得るワイヤレス識別送信機の各々のインジケータを示す、
グラフィカルな地図を表示することができる。加えて、近接ブロードキャスト受信機は、
様々な他の近接ブロードキャスト受信機によって送信される情報に基づいて、セントラル
サーバから位置情報の更新を周期的に受信することができる。たとえば、近接ブロードキ
ャスト受信機は、任意の可能な近接ブロードキャスト受信機からのサイティングメッセー
ジにおいてレポートされるような、すべての関連するワイヤレス識別送信機の最後の既知
の位置情報を含むメッセージをセントラルサーバから受信することができる。
【０１８３】
　[0248]図１５は、サイティングメッセージをセントラルサーバへ選択的に送信する、近
接ブロードキャスト受信機のためのある実施形態の方法１５００を示す。電力を節減し余
分なメッセージングを減らすために、近接ブロードキャスト受信機は、特別な条件の存在
（たとえば、アクティブな警告、ワイヤレス識別送信機から受信された初期メッセージ）
などの何らかのトリガに基づいて、または、サイティングメッセージが他の動作および／
または送信と同時かどうかに関係なく、サイティングメッセージを生成しセントラルサー
バに送信するように構成され売る。言い換えると、近接ブロードキャスト受信機は、ワイ
ヤレス識別送信機からの各々の受信されたブロードキャストメッセージに対するサイティ
ングメッセージを、リアルタイムで、バッチで、またはまったく送信しなくてよい。代わ
りに、近接ブロードキャスト受信機は、受信されたブロードキャストメッセージが警告に
関するとき、受信されたブロードキャストメッセージが識別されないワイヤレス識別送信
機に注目するとき、またはサイティングメッセージが他の動作と同時に送信または処理さ
れ得るとき、受信されたブロードキャストメッセージに基づいてサイティングメッセージ
を送信することができる。
【０１８４】
　[0249]あるいは、受信機は、ブロードキャストメッセージがある時間期間内に受信され
ないときを示すサイティングメッセージをセントラルサーバに送信することができる。た
とえば、すでにブロードキャストメッセージを受信した後、近接ブロードキャスト受信機



(62) JP 6129880 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

は、ワイヤレス識別送信機との接続の喪失を示すサイティングメッセージを送信すること
ができる。ある実施形態では、近接ブロードキャスト受信機がブロードキャストメッセー
ジを受信するがそのブロードキャストメッセージに基づいてサイティングメッセージを送
信しない場合、近接ブロードキャスト受信機は、後続のサイティングメッセージにおいて
後で送信するために、ブロードキャストメッセージからの情報を抽出し、バッファリング
し、および／または圧縮することができる。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、
ワイヤレス識別送信機からの受信されたブロードキャストメッセージを保管することがで
き、近接ブロードキャスト受信機がもはやワイヤレス識別送信機の受信範囲内にない場合
に生成される、サイティングメッセージ中のブロードキャストメッセージの一部または全
体を含み得る。別の実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、ブロードキャストメ
ッセージ内のデータ（たとえば、ブロードキャストメッセージにおいてレポートされる、
追跡される属性）に基づいてサイティングメッセージを送信することができる。たとえば
、近接ブロードキャスト受信機は、受信されたブロードキャストがワイヤレス識別送信機
に対して以前にレポートされたセンサデータよりも高い値を有するセンサデータ（たとえ
ば、加速度計データ）を含むとき、サイティングメッセージを送信することができる。
【０１８５】
　[0250]判定ブロック７０２において、近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別
送信機からブロードキャストメッセージを受信したかどうかを判定することができる。様
々な実施形態において、近接ブロードキャスト受信機は、入来するブロードキャストメッ
セージの存在について、受信回路、バッファ、またはキューを周期的にまたは頻繁に確認
することができる。ブロードキャストメッセージが受信される場合（すなわち、判定ブロ
ック７０２＝「はい」）、ブロック１５０１において、近接ブロードキャスト受信機は、
受信されたブロードキャストメッセージを分析することができる。たとえば、近接ブロー
ドキャスト受信機は、受信されたブロードキャストメッセージ内のヘッダまたはメタデー
タを分析し、さらに、メッセージ内の様々なデータを解析し評価することができる。判定
ブロック１５０２において、近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送信機を識
別できるかどうかを判定することができる。言い換えると、近接ブロードキャスト受信機
は、ブロードキャストメッセージが受信されたブロードキャストメッセージと関連付けら
れるワイヤレス識別送信機を識別する情報を含むかどうかを判定することができる。ある
実施形態では、ブロードキャストメッセージは、近接ブロードキャスト受信機が検出する
ことが可能または不可能であり得る識別情報を含み得る。上で説明されたように、ワイヤ
レス識別送信機は、認証されたデバイスのみが識別データを検出できるように、ブロード
キャストメッセージ内の識別情報を暗号化することができる。たとえば、ブロードキャス
トメッセージは、ワイヤレス識別送信機およびサーバにのみ知られている特別な鍵を使用
して暗号化され得る。ある実施形態では、ブロードキャストメッセージは、近接ブロード
キャスト受信機が識別情報を決定することなく認識できるデータを含み得る。たとえば、
ブロードキャストメッセージは、ブロードキャストメッセージに関する主題および／また
は分類情報を示す暗号化されていないデータ、さらには、ワイヤレス識別送信機のアイデ
ンティフィケーションを表す暗号化されたデータを含み得る。
【０１８６】
　[0251]近接ブロードキャスト受信機が、ブロードキャストメッセージの分析に基づいて
ワイヤレス識別送信機を識別することができる場合（すなわち、判定ブロック１５０２＝
「はい」）、判定ブロック１５０４において、近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレ
ス識別送信機を警戒しているかどうかを判定することができる。言い換えると、近接ブロ
ードキャスト受信機は、受信されたブロードキャストメッセージが、行方不明の子供のた
めの警告のようなアクティブな警告に関するかどうかを判定することができる。様々な実
施形態において、セントラルサーバは、追跡／探索されなければならない、または関心の
ある特定のワイヤレス識別送信機（すなわち、そのワイヤレス識別送信機に対するアクテ
ィブな警告がある）を示す、警告メッセージまたは通知を、近接ブロードキャスト受信機
に送信することができる。たとえば、警告通知は、行方不明の子供または誘拐された子供
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に対応するワイヤレス識別送信機を探していることを、近接ブロードキャスト受信機に知
らせることができる。近接ブロードキャスト受信機は、アクティブな警告が存在するワイ
ヤレス識別送信機についての識別情報を記憶することができ、受信されたブロードキャス
トメッセージの識別情報を記憶されたアクティブな警告の情報と比較することができる。
ある実施形態では、図１３に関して上で説明されたように、近接ブロードキャスト受信機
は、記憶された関心のあるリストに基づいて、ワイヤレス識別送信機を警戒しているかど
うかを判定することができる。
【０１８７】
　[0252]近接ブロードキャスト受信機がワイヤレス識別送信機を警戒していない場合（す
なわち、判定ブロック１５０４＝「いいえ」）、判定ブロック１５０６において、近接ブ
ロードキャスト受信機は、別の送信を送信しているかどうかを判定することができる。言
い換えると、近接ブロードキャスト受信機は、他の動作または送信が実行されることをス
ケジューリングされているかどうか、および／または現在実行されているかどうかを判定
することができる。送信および他の電力使用量の多い動作が近接ブロードキャスト受信機
によって実行されている場合、追加の送信は、実行するために大量の追加の電力を必要と
しない可能性があるので、近接ブロードキャスト受信機は、送信をスケジューリングされ
ている他のメッセージに基づいて、受信されたブロードキャストメッセージに関するサイ
ティングメッセージを直ちに送信することができる。
【０１８８】
　[0253]ある実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、ブロードキャストメッセー
ジを受信する時点で実行されている動作に関するサイティングメッセージを送信すること
の、バッテリの電力の面での犠牲を推定することができる。推定される電力の犠牲が特定
の許容値または閾値を超えない場合、近接ブロードキャスト受信機は、サイティングメッ
セージを生成し送信することができる。
【０１８９】
　[0254]様々な実施形態において、近接ブロードキャスト受信機は、受信されたブロード
キャストメッセージを記述する情報のログを取得することができる。たとえば、近接ブロ
ードキャスト受信機は、すべての受信されたメッセージを記録し対応する送信デバイスに
対して記憶される、データベースを保持することができる。近接ブロードキャスト受信機
は、受信されたブロードキャストメッセージに関する様々なデータ、たとえば、ワイヤレ
ス識別送信機についての任意の識別情報、受信の時間などを記憶することができる。具体
的には、近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送信機に関するタイマー変数を
記憶することができる。ワイヤレス識別送信機から初期ブロードキャストメッセージを受
信したことに応答して、近接ブロードキャスト受信機はタイマーをアクティブ化すること
ができる。アクティブであるとき、タイマー変数は、事前に定義された時間の期間の経過
を表すために、近接ブロードキャスト受信機によって周期的に変更され得る。事前に定義
された時間の期間が経過すると、タイマーは満了したと見なされ得る。ある実施形態では
、タイマーがアクティブであり満了していない場合、近接ブロードキャスト受信機は、ワ
イヤレス識別送信機に関するサイティングメッセージをサーバに送信しなくてよいので、
多数の、または余分なメッセージの送信を避けることができる。
【０１９０】
　[0255]図１５に戻ると、別の送信が送信されていない場合（すなわち、判定ブロック１
５０６＝「いいえ」）、判定ブロック１５０８において、近接ブロードキャスト受信機は
、ワイヤレス識別送信機に対応するタイマーがアクティブかどうかを判定することができ
る。ある実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、様々なワイヤレス識別送信機ま
たは識別子に対するタイマー値を示す情報を、データベースなどに記憶することができる
。一般に、近接ブロードキャスト受信機がワイヤレス識別送信機からブロードキャストメ
ッセージを受信したとき、タイマー（またはタイマー機構）はアクティブであり得る。ワ
イヤレス識別送信機に対応するタイマーがアクティブである場合（すなわち、判定ブロッ
ク１５０８＝「はい」）、ブロック１５０９において、近接ブロードキャスト受信機は、
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事前に定義された時間の期間のようなデフォルト値を示すようにタイマーをリセットする
ことができ、判定ブロック７０２の動作を継続することができる。
【０１９１】
　[0256]タイマーがアクティブではない場合（すなわち、判定ブロック１５０８＝「いい
え」）、ブロック１５１０において、近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送
信機に対応するタイマーをアクティブ化することができる。上で説明されたように、アク
ティブ化されると、タイマーを周期的にデクリメントすることができる。ある実施形態で
は、以下で説明されるように、ワイヤレス識別送信機に対応するタイマーは、近接ブロー
ドキャスト受信機によって受信される初期ブロードキャストメッセージに対して、および
／または、タイマーがアクティブ化され満了した後に受信される後続のブロードキャスト
メッセージに対してアクティブ化され得る。
【０１９２】
　[0257]ワイヤレス識別送信機が識別され得ない場合（すなわち、判定ブロック１５０２
＝「いいえ」）、または近接ブロードキャスト受信機がワイヤレス識別送信機を警戒して
いる場合（すなわち、判定ブロック１５０４＝「はい」）、または送信すべき別の送信が
ある場合（すなわち、判定ブロック１５０６＝「はい」）、または近接ブロードキャスト
受信機がブロック１５１０の動作を実行した場合、ブロック７０６において、近接ブロー
ドキャスト受信機はサイティングメッセージをサーバに送信することができる。たとえば
、近接ブロードキャスト受信機は、受信されたブロードキャストメッセージ（たとえば、
ワイヤレス識別送信機の識別子、位置情報、受信の時間などを含むメッセージ）に基づい
て、サイティングメッセージを生成することができ、長距離通信（たとえば、ＷｉＦｉ、
セルラーネットワーク信号など）によってサイティングメッセージを送信することができ
る。近接ブロードキャスト受信機は、判定ブロック７０２におけるブロードキャストメッ
セージのリッスンに戻ることによって、ループ中でそのような動作を実行し続けることが
できる。
【０１９３】
　[0258]ブロードキャストメッセージが受信されなかったと近接ブロードキャスト受信機
が判定する場合（すなわち、判定ブロック７０２＝「いいえ」）、判定ブロック１５１１
において、近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送信機からの以前のブロード
キャストメッセージが受信されたことを現在示しているタイマー機構（または変数）のよ
うな、アクティブなタイマーがあるかどうかを判定することができる。アクティブなタイ
マーがない場合（すなわち、判定ブロック１５１１＝「いいえ」）、ワイヤレス識別送信
機は、判定ブロック７０２の動作を継続することができる。しかしながら、アクティブな
タイマーがある場合（すなわち、判定ブロック１５１１＝「はい」）、判定ブロック１５
１２において、近接ブロードキャスト受信機は、アクティブなタイマーが満了したかどう
かを判定することができる。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、現在のタイマー
値を最大のまたは閾値のタイマー値と比較して、アクティブなタイマーが満了したかどう
かを判定することができる。アクティブなタイマーが満了していない場合（すなわち、判
定ブロック１５１２＝「いいえ」）、ワイヤレス識別送信機は、判定ブロック７０２の動
作を継続することができる。
【０１９４】
　[0259]アクティブなタイマーが満了している場合（すなわち、判定ブロック１５１２＝
「はい」）、ブロック１５１４において、近接ブロードキャスト受信機は、アクティブな
タイマーをデアクティブ化することができる。近接ブロードキャスト受信機は、アクティ
ブなタイマーに対応するワイヤレス識別送信機がもはやアクセス可能ではない、または近
接の範囲にない可能性がある（すなわち、近接ブロードキャスト受信機がワイヤレス識別
送信機の短距離無線送信範囲の外側にあり得る）と結論付けることができる。ブロック７
０６’において、ブロック７０６の動作と同様に、近接ブロードキャスト受信機は、満了
したタイマーに関するワイヤレス識別送信機からのブロードキャストの喪失を示すサイテ
ィングメッセージをセントラルサーバに送信することができる。たとえば、サイティング
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メッセージは、近接ブロードキャスト受信機がワイヤレス識別送信機との接続を失ったこ
とを示す情報（たとえば、フラグインジケータ）と、位置と、近接ブロードキャスト受信
機のアイデンティフィケーションとを含み得る。ある実施形態では、近接ブロードキャス
ト受信機は加えて、ワイヤレス識別送信機からの最後の受信されたブロードキャストメッ
セージ、さらには、その受信に関する任意の他の条件（たとえば、受信の時間、受信の時
点での位置など）を記述するデータを、サイティングメッセージに含め得る。近接ブロー
ドキャスト受信機は、判定ブロック７０２の動作を継続することができる。
【０１９５】
　[0260]図１６は、特定のワイヤレス識別送信機を伴わずに、近接ブロードキャスト受信
機が事前に定義された場所から離れたかどうかを判定する、近接ブロードキャスト受信機
のためのある実施形態の方法１６００を示す。ある実施形態では、モバイル近接ブロード
キャスト受信機のような近接ブロードキャスト受信機は、複数のワイヤレス識別送信機と
関連付けられ得る。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、財布、小銭入れ、荷物、
薬箱、および衣服のような、資産の中にあるワイヤレス識別送信機と関連付けられるユー
ザのスマートフォンであり得る。近接ブロードキャスト受信機が家または営業所のような
事前に定義された場所の外に位置していることを、近接ブロードキャスト受信機が検出す
ると、近接ブロードキャスト受信機は、その場所に関するすべての関連するワイヤレス識
別送信機が近接ブロードキャスト受信機の近接の範囲内にあるかどうかを判定することが
できる。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、ユーザが財布を持たずに家を出たか
どうかを確認することができる。近接ブロードキャスト受信機は、その場所に置き忘れら
れた任意の関連するワイヤレス識別送信機についてユーザが気付かされ得るように、行方
不明の、または置き忘れられた資産の不在を告知することができる。別の実施形態では、
セントラルサーバは、ブロック１６０２～１６１０を参照して以下で説明されるのと同様
の動作を実行することができる。たとえば、モバイル近接ブロードキャスト受信機（たと
えば、ユーザによって持ち運ばれるスマートフォン）からのサイティングメッセージに基
づいて、セントラルサーバは、ユーザが薬箱を置き忘れたと判定し、薬箱の不在をユーザ
に告知するようにモバイル近接ブロードキャスト受信機に命令するメッセージを送信する
ことができる。
【０１９６】
　[0261]ブロック１６０２において、近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送
信機と、近接ブロードキャスト受信機と、場所との関係を示す情報を記憶することができ
る。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、ユーザのスマートフォンであるモバイル
近接ブロードキャスト受信機と、財布に接続されたワイヤレス識別送信機と、ユーザの家
との関係を示す情報を、ローカルメモリに記憶することができる。ある実施形態では、こ
の関係は、家またはオフィスビルのＧＰＳ座標または仮想ジオフェンスデータのような、
場所のジオフェンス情報についての情報も含み得る、関係データベースに記憶され得る。
【０１９７】
　[0262]ブロック１６０４において、近接ブロードキャスト受信機は、近接ブロードキャ
スト受信機の現在の位置情報を決定することができる。たとえば、近接ブロードキャスト
受信機は、接続されたＧＰＳ受信機またはチップに問い合わせて、ＧＰＳ座標を取得する
ことができる。ブロック１６０６において、近接ブロードキャスト受信機は、決定された
位置情報を場所のジオフェンス情報と比較することができる。たとえば、近接ブロードキ
ャスト受信機は、現在の位置情報が、ユーザに知られている場所に関する関係データベー
スのデータのいずれかと一致するかどうか、またはその中に含まれるかどうかを推定する
ことができる。判定ブロック１６０８において、近接ブロードキャスト受信機は、近接ブ
ロードキャスト受信機がその場所の中にあるかどうかを判定することができる。たとえば
、決定された位置情報と、場所に関する記憶されたジオフェンス情報とに基づいて、近接
ブロードキャスト受信機は、近接ブロードキャスト受信機がその場所に入ったか、そこか
ら離れたか、またはそこにとどまっているかどうかを判定することができる。近接ブロー
ドキャスト受信機はその場所の中にあると近接ブロードキャスト受信機が判定する場合（
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すなわち、判定ブロック１６０８＝「はい」）、近接ブロードキャスト受信機は、ブロッ
ク１６０４の動作を継続することができる。
【０１９８】
　[0263]しかしながら、近接ブロードキャスト受信機はその場所の中にないと近接ブロー
ドキャスト受信機が判定する場合（すなわち、判定ブロック１６０８＝「いいえ」）、判
定ブロック１６１０において、近接ブロードキャスト受信機は、記憶された関係において
示されるワイヤレス識別送信機からのブロードキャストメッセージが受信されるかどうか
を判定することができる。言い換えると、近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識
別送信機からのブロードキャストメッセージを近接ブロードキャスト受信機が受信するか
どうかに基づいて、近接ブロードキャスト受信機がワイヤレス識別送信機の近接の範囲内
にあるかどうかを判定することができる。近接ブロードキャスト受信機がワイヤレス識別
送信機からのブロードキャストメッセージを受信する場合（すなわち、判定ブロック１６
１０＝「はい」）、近接ブロードキャスト受信機は、ブロック１６０４の動作を継続する
ことができる。言い換えると、近接ブロードキャスト受信機は、場所の外側にあり、かつ
、資産のワイヤレス識別送信機は依然として近接の範囲内にある（すなわち、ユーザが資
産を場所の外側に持ち出した）可能性がある。しかしながら、近接ブロードキャスト受信
機がワイヤレス識別送信機からのブロードキャストメッセージを受信しない場合（すなわ
ち、判定ブロック１６１０＝「いいえ」）、近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス
識別送信機の不在をユーザに告知することができる。たとえば、近接ブロードキャスト受
信機は、音を放出し、オーディオメッセージを再生し、メッセージを表示し、または、近
接ブロードキャスト受信機および場所と関連付けられるワイヤレス識別送信機を伴わずに
近接ブロードキャスト受信機がその場所から離れたことをユーザに別な方法で示すことが
できる。
【０１９９】
　[0264]図１７Ａは、ブロードキャストメッセージを評価してワイヤレス識別送信機（図
１７Ａでは「ＷＩＴ」と呼ばれる）への近接を判定する、近接ブロードキャスト受信機の
ためのある実施形態の方法１７００を示す。図５に関して上で説明されたように、ワイヤ
レス識別送信機は、ブロードキャストメッセージがある時間期間または周期にわたって送
信される際の信号強度を調節することができ、たとえば、信号のあるシーケンス（すなわ
ち、ブロードキャストメッセージ）が異なる信号強度を伴う。たとえば、ワイヤレス識別
送信機は、高い信号強度と低い信号強度の両方を使用して、ある周期にわたってブロード
キャストメッセージを送信することができる。近接ブロードキャスト受信機が高い信号と
低い信号の両方を受信する場合、近接ブロードキャスト受信機は、完全なシーケンスを受
信することができるので、ワイヤレス識別送信機に近いと判定され得る。あるいは、ブロ
ードキャストメッセージの不完全なシーケンスを受信することは、近接ブロードキャスト
受信機が低強度信号を受信するには十分ワイヤレス識別送信機に近くないことを示し得る
。近接ブロードキャスト受信機は、送信されたサイティングメッセージにこの近接判定を
含めることによって、複数の近接ブロードキャスト受信機を区別する際に、セントラルサ
ーバを支援することができる。
【０２００】
　[0265]ブロック１７０２において、近接ブロードキャスト受信機は、ある時間期間の間
、ワイヤレス識別送信機からブロードキャストメッセージ（または信号）のシーケンスを
受信することができる。言い換えると、近接ブロードキャスト受信機は、周期に対応する
期間、信号を受信することができる。ある実施形態では、近接ブロードキャスト受信機お
よびワイヤレス識別送信機は、周期に対応するある時間期間を認識するようにハードコー
ディングされ、または別な方法で構成され得る。たとえば、近接ブロードキャスト受信機
は、ある時間の期間の長さを有する周期をワイヤレス識別送信機が送信することを示す情
報を記憶することができる。別の実施形態では、各ブロードキャストメッセージは、周期
内のブロードキャストメッセージ（または信号）の数を示す情報を、たとえばヘッダまた
はメタデータの中に含め得る。
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【０２０１】
　[0266]近接ブロードキャスト受信機は、近接ブロードキャスト受信機が完全なシーケン
スを受信する（たとえば、周期中のブロードキャストメッセージの総数を受信する）まで
、または、周期の予想される期間（または長さ）が満了するまで、受信されたブロードキ
ャストメッセージを継続的に追跡することができる。たとえば、近接ブロードキャスト受
信機は、近接ブロードキャスト受信機が周期の最初のブロードキャストメッセージと最後
のブロードキャストメッセージの両方を受信したとき、完全なシーケンスが受信されたと
判定することができる。別の例として、近接ブロードキャスト受信機は、完全な周期を受
信するために必要とされる時間の期間が満了したと判断したとき、近接ブロードキャスト
受信機が周期を受信したと判定することができる。
【０２０２】
　[0267]判定ブロック１７０４において、近接ブロードキャスト受信機は、メッセージが
シーケンスにおいて欠けているかどうかを判定することができる。言い換えると、近接ブ
ロードキャスト受信機は、周期のすべての予想される信号が受信されたかどうか、したが
って近接ブロードキャスト受信機が完全なシーケンスを受信したかどうかを判定すること
ができる。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、ある時間の期間（たとえば、ある
周期に対する時間の期間）にワイヤレス識別送信機から受信されたブロードキャストメッ
セージの数を数え、その数を、ワイヤレス識別送信機からの完全なシーケンスにおいて受
信されるべきメッセージの既知の数と比較することができる。メッセージがシーケンスに
おいて欠けていない場合（すなわち、判定ブロック１７０４＝「いいえ」）、ブロック１
７０８において、近接ブロードキャスト受信機は、近接ブロードキャスト受信機がワイヤ
レス識別送信機に近いことを示すサイティングメッセージをセントラルサーバに送信する
ことができる。言い換えると、近接ブロードキャスト受信機がブロードキャストメッセー
ジの完全なシーケンスを受信したので、近接ブロードキャスト受信機は、高信号強度メッ
セージと低信号強度メッセージの両方を受信するのに、十分ワイヤレス識別送信機に近か
った可能性がある。
【０２０３】
　[0268]メッセージがシーケンスにおいて欠けている場合（すなわち、判定ブロック１７
０４＝「はい」）、ブロック１７０６において、近接ブロードキャスト受信機は、近接ブ
ロードキャスト受信機がワイヤレス識別送信機から遠い（または近接の範囲内にない）こ
とを示すサイティングメッセージをセントラルサーバに送信することができる。
【０２０４】
　[0269]図１７Ｂは、ワイヤレス識別送信機（図１７Ｂでは「ＷＩＴ」と呼ばれる）から
受信されたブロードキャストメッセージを評価して、ワイヤレス識別送信機が近接の範囲
内にある（すなわち、近い）かどうかを判定する、近接ブロードキャスト受信機のための
別の実施形態の方法１７５０を示す。上で説明された方法１７００とは異なり、図１７Ｂ
の方法１７５０は、ワイヤレス識別送信機の近接にあり得る近接ブロードキャスト受信機
をさらに区別することに、セントラルサーバを関与させない。代わりに、近接ブロードキ
ャスト受信機は、不完全なブロードキャストメッセージシーケンスが受信されたと近接ブ
ロードキャスト受信機が判定するとき、ワイヤレス識別送信機からのブロードキャストメ
ッセージを単に無視することができ、同様に、完全なシーケンスが受信された場合、その
近接ブロードキャスト受信機を、最も近い近接ブロードキャスト受信機であると判定する
ことができる。
【０２０５】
　[0270]ブロック１７０２において、近接ブロードキャスト受信機は、ある時間期間の間
、ワイヤレス識別送信機からブロードキャストメッセージシーケンスを受信することがで
きる。判定ブロック１７０４において、近接ブロードキャスト受信機は、メッセージがシ
ーケンスにおいて欠けているかどうかを判定することができる。メッセージがシーケンス
において欠けている場合（すなわち、判定ブロック１７０４＝「はい」）、ブロック１７
５２において、近接ブロードキャスト受信機はシーケンスを無視することができ、ブロッ
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ク１７０２の動作を継続することができる。
【０２０６】
　[0271]メッセージがシーケンスにおいて欠けていない場合（すなわち、判定ブロック１
７０４＝「いいえ」）、ブロック１７５４において、近接ブロードキャスト受信機は、近
接ブロードキャスト受信機がワイヤレス識別送信機のための制御デバイスであると判定す
ることができる。言い換えると、近接ブロードキャスト受信機は、シーケンスの中のすべ
てのメッセージを受信したことが原因で、近接ブロードキャスト受信機がワイヤレス識別
送信機に対して最も近いデバイスであり、したがって近接ブロードキャスト受信機がワイ
ヤレス識別送信機を監督中であり、または制御中であると、判定することができる。たと
えば、近接ブロードキャスト受信機が複数の近接ブロードキャスト受信機の１つであると
き、近接ブロードキャスト受信機において完全なシーケンスを受信することは、ワイヤレ
ス識別送信機のユーザが複数の他のデバイスの代わりに近接ブロードキャスト受信機とイ
ンターフェースをとることを意図している（すなわち、近接ブロードキャスト受信機が制
御している）ことを示し得る。ブロック１７５５において、近接ブロードキャスト受信機
は、近接ブロードキャスト受信機がワイヤレス識別送信機を制御することを示すメッセー
ジをセントラルサーバに送信することができる。ある実施形態では、メッセージは、近接
ブロードキャスト受信機がワイヤレス識別送信機に対する制御側の近接ブロードキャスト
受信機であると自身を判定したことを示す、本開示を通じて説明されるもののようなサイ
ティングメッセージであり得る。ある実施形態では、サイティングメッセージは、近接ブ
ロードキャスト受信機がワイヤレス識別送信機に最も近いことを示し得る。ブロック１７
５６において、近接ブロードキャスト受信機は、受信されたシーケンスの中のメッセージ
のような、ワイヤレス識別送信機からのブロードキャストメッセージを処理することがで
きる。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、ブロードキャストメッセージからの情
報を含むサイティングメッセージを生成することができる。別の例として、近接ブロード
キャスト受信機は、ブロードキャストメッセージ内のデータに基づいて動作を実行するこ
とができ、たとえば、ワイヤレス識別送信機のユーザに対応するように装置を構成する。
【０２０７】
　[0272]図１８は、ワイヤレス識別送信機（図１８では「ＷＩＴ」と呼ばれる）の監督権
の変更を決定する、近接ブロードキャスト受信機のためのある実施形態の方法１８００を
示す。方法１８００は、図１７Ｂを参照して上で説明された方法１７５０と同様であって
よく、近接ブロードキャスト受信機が、ワイヤレス識別送信機に対する「監督権」（また
は制御権）の受け入れと喪失とを示す入力データを受信し得るという例外を伴う。ワイヤ
レス識別送信機の近接ブロードキャスト受信機の監督権は、同様にワイヤレス識別送信機
の短距離ワイヤレス信号の受信範囲内にあり得る多くの他の近接ブロードキャスト受信機
の中で近接ブロードキャスト受信機が最も近いことを示すものであり得る。様々な近接ブ
ロードキャスト受信機の間の監督権の変更を示すことは、銃、芸術品、または他の価値の
ある所有物のような、ワイヤレス識別送信機に取り付けられた資産を追跡するのに重要で
あり得る。ある実施形態では、監督権の変更はセントラルサーバに示されてよく、セント
ラルサーバは、特定のワイヤレス識別送信機を制御する、またはそれとインターフェース
をとる、近接ブロードキャスト受信機を記憶し、別な方法で追跡することができる。
【０２０８】
　[0273]上で説明されたように、ブロック１７０２において、近接ブロードキャスト受信
機は、ある時間期間、ワイヤレス識別送信機からブロードキャストメッセージのシーケン
スを受信することができる。判定ブロック１７０４において、近接ブロードキャスト受信
機は、メッセージがシーケンスにおいて欠けているかどうかを判定することができる。メ
ッセージがシーケンスにおいて欠けている場合（すなわち、判定ブロック１７０４＝「は
い」）、ブロック１７５２において、近接ブロードキャスト受信機はシーケンスを無視す
ることができ、ブロック１７０２の動作を継続することができる。メッセージがシーケン
スにおいて欠けていない場合（すなわち、判定ブロック１７０４＝「いいえ」）、ブロッ
ク１８０２において、近接ブロードキャスト受信機は、受信されたユーザ入力データに基
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づいて、近接ブロードキャスト受信機がワイヤレス識別送信機の所有者である（すなわち
、監督権をもつ）と判定することができる。言い換えると、近接ブロードキャスト受信機
は、近接ブロードキャスト受信機がワイヤレス識別送信機に最も近く、したがってワイヤ
レス識別送信機を制御していると判定することができる。たとえば、近接ブロードキャス
ト受信機は、ワイヤレス識別送信機に対する監督権を取得したことの確認として解釈され
得る、グラフィカルユーザインターフェース上のソフトボタン入力からの入力データを検
出することができる。
【０２０９】
　[0274]ブロック１８０４において、近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送
信機に対する近接ブロードキャスト受信機の監督権を示すメッセージ、たとえばサイティ
ングメッセージを、セントラルサーバに送信することができる。ある実施形態では、メッ
セージは、近接ブロードキャスト受信機がアクセスできないが、セントラルサーバが復号
または別な方法で完全にアクセスできる、ローリング識別子情報、暗号化されたデータ、
または別な方法で不明化された情報を含み得る。ブロック１７５６において、近接ブロー
ドキャスト受信機は、ワイヤレス識別送信機から受信されたブロードキャストメッセージ
を処理することができ、判定ブロック７０２’において、後続のブロードキャストメッセ
ージがワイヤレス識別送信機から受信されるかどうかを判定することができる。たとえば
、近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送信機に対応することが知られている
識別情報、たとえばブロードキャストメッセージ内の符号化された識別子を、受信された
ブロードキャストメッセージ中の情報と比較することができる。近接ブロードキャスト受
信機がワイヤレス識別送信機からの後続のブロードキャストメッセージを受信する場合（
すなわち、判定ブロック７０２’＝「はい」）、近接ブロードキャスト受信機は、ブロッ
ク１７５６の動作によりブロードキャストメッセージを処理し続けることができる。
【０２１０】
　[0275]近接ブロードキャスト受信機がワイヤレス識別送信機から後続のブロードキャス
トメッセージを受信しない場合（すなわち、判定ブロック７０２’＝「いいえ」）、判定
ブロック１８０８において、近接ブロードキャスト受信機は、監督権の変更を示すユーザ
入力データが受信されるかどうかを判定することができる。たとえば、ユーザは、監督権
が失われたこと、または別の近接ブロードキャスト受信機に移されたことを示すために、
ボタンを押すことがある。監督権の変更を示すユーザ入力が受信されない場合（すなわち
、判定ブロック１８０８＝「いいえ」）、任意選択のブロック１８１２において、近接ブ
ロードキャスト受信機は、ブロードキャストメッセージの喪失をユーザに告知することが
できる（たとえば、ブロードキャストメッセージがワイヤレス識別送信機から受信されて
いない）。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、ＬＥＤディスプレイ上でメッセー
ジをレンダリングし、または、ブロードキャストメッセージが失われたことを示す可聴の
ビープを放出することができる。近接ブロードキャスト受信機は次いで、判定ブロック７
０２の動作を継続することができる。ある実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は
また、任意選択のブロック１８１２の動作において、監督権の変更を示すデータを入力す
るようにユーザに促すことができる。たとえば、ワイヤレス識別送信機が別の所有者に移
されたときに発生する監督権の変更を示すことをユーザが忘れている場合、近接ブロード
キャスト受信機は、ソフトボタンを介してデータを入力することを、ユーザに継続的に思
い出させることができる。別の実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレ
ス識別送信機からのブロードキャストメッセージの喪失が無視され得る（たとえば、ユー
ザがワイヤレス識別送信機を「見捨てた」）ことを示すボタンを押すように、ユーザに促
すことができる。このことは、監督権の変更の情報をシステムに与える、またはワイヤレ
ス識別送信機を単に無視するという選択肢を、ユーザに与えることができる。
【０２１１】
　[0276]監督権の変更を示すユーザ入力が受信される場合（すなわち、判定ブロック１８
０８＝「はい」）、任意選択のブロック１８１０において、近接ブロードキャスト受信機
は、ワイヤレス識別送信機に関する監督権の変更を示すメッセージをセントラルサーバに
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送信することができる。たとえば、メッセージは、近接ブロードキャスト受信機がワイヤ
レス識別送信機の監督権を失ったことを示し得る。
【０２１２】
　[0277]別の実施形態では、近接ブロードキャスト受信機がワイヤレス識別送信機からの
ブロードキャストメッセージを受信するのに失敗してからのある定義された期間、ユーザ
が監督権の変更の情報を入力しなかった場合、近接ブロードキャスト受信機は、ユーザが
ワイヤレス識別送信機をもはや保有していないことを示すメッセージをサーバに送信する
ことができる。言い換えると、近接ブロードキャスト受信機は、ユーザがワイヤレス識別
送信機を紛失した、捨てた、または「見捨てた」ことをサーバに自動的に示すことができ
る。この状況は、監督権が不適切に移された（たとえば、近接ブロードキャスト受信機シ
ステムの障害、再起動などの間に監督権が移された）とき、または、ワイヤレス識別送信
機が紛失されたとき、または、サーバおよび／もしくは関連するサービスに登録されてい
ない新たな所有者に移されたときに、起こり得る。
【０２１３】
　[0278]図１９Ａ～図１９Ｃは、ワイヤレス識別送信機が特定のエリアに入ったとき、ま
たはそれから出たときを常に検出するために、フェンスモードで配置され得る近接ブロー
ドキャスト受信機を含む様々な実施形態を説明する。図１９Ａは、フェンスモードで使用
され得るある実施形態のシステム１９００を示す。固定式の近接ブロードキャスト受信機
１４２は、１つまたは複数のワイヤレス識別送信機１１０を内側に伴う、閉じられた形状
の中に、またはフェンスで囲まれたエリアの周りの境界の中に配置され得る。近接ブロー
ドキャスト受信機１４２は、１つまたは複数のネットワーク接続を通じて直接または間接
的にセントラルサーバ（図示せず）に接続され得る。近接ブロードキャスト受信機１４２
は、ワイヤレス識別送信機１１０が近接ブロードキャスト受信機のうちの少なくとも１つ
の通信範囲に入らないでフェンスで囲まれたエリアから離れられないように、間隔を空け
られ得る。近接ブロードキャスト受信機１４２は、ワイヤレス識別送信機１１０を自動的
に検出し、任意のサイティングの時間と識別子とを伴う警告をセントラルサーバに送信す
るように構成され得る。ある実施形態では、警告は、スマートフォンのような様々なユー
ザデバイスへ警告メッセージを送信し得るセントラルサーバに、サイティングメッセージ
を介して送信され得る。任意のサイティングは、近接ブロードキャスト受信機１４２の境
界が破られたまたはまもなく破られ得ることを示し得る。近接ブロードキャスト受信機１
４２は固定式なので、セントラルサーバは、各近接ブロードキャスト受信機に対応する位
置によって構成され得る。ユーザは、警告を受信し、ワイヤレス識別送信機１１０のアイ
デンティティ、さらには、検出の時間と、検出に対応する近接ブロードキャスト受信機１
４２の位置とを要求することができる。
【０２１４】
　[0279]他の実施形態では、近接ブロードキャスト受信機１４２は、関心のあるポイント
の周りの線または円弧のような、様々な他の形状で配置され得る。近接ブロードキャスト
受信機１４２はまた、様々な形状の中に配置され得る。フェンスモードの例として、子供
が、遊園地に入る前に、ワイヤレス識別送信機１１０を割り当てられ得る。各ワイヤレス
識別送信機１１０は、ワイヤレス識別送信機１１０の識別子と相互参照されるシリアルコ
ードを有し得る。シリアルコードは、親に与えられ得る。近接ブロードキャスト受信機１
４２のフェンスは、公園を出たいずれの子供も出場の時間および位置とともに識別され得
るように、公園の境界の周りに配置され得る。
【０２１５】
　[0280]親が、子供のワイヤレス識別送信機１１０のシリアルコードを使用して、公園内
の子供の位置をアクティブに探索できるように、追加の近接ブロードキャスト受信機１４
２が公園内に配置され得る。親が使用する端末は、公園全体に設けられ得る。子供が公園
のいくつかの領域に入った場合、またはそこから離れた場合（すなわち、特定の近接ブロ
ードキャスト受信機１４２が子供のワイヤレス識別送信機からブロードキャストメッセー
ジを受信した場合）にトリガされる警告も、親はセットアップすることができる。これら
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の警告は、親の登録された携帯電話または他のモバイルデバイスに送信され得る。
【０２１６】
　[0281]図１９Ｂは、そのような実施形態で交換され得るメッセージを示す、ある実施形
態の呼のフローチャート１９１０を示す。ユーザデバイス（たとえば、端末、モバイルデ
バイス、または遊園地の売店）は、探索実行時間の設定、アクティブなワイヤレス識別送
信機のシリアルコードの入力、または警告のセットアップのような、追跡／探索パラメー
タを含み得る、構成情報１９１２をセントラルサーバに送信することができる。この構成
情報１９１２は、構成ダウンロード１９１４において近接ブロードキャスト受信機によっ
て取得され得る。近接ブロードキャスト受信機の範囲内に来た任意のワイヤレス識別送信
機は、ある識別子を伴う短距離ブロードキャストメッセージ８０２を送信することができ
る。近接ブロードキャスト受信機は、サイティングメッセージ８０４として識別子をセン
トラルサーバにアップロードすることができる。上で説明されたように、そのようなサイ
ティングメッセージはまた、近接ブロードキャスト受信機がブロードキャストメッセージ
８０２を受信したときからのタイムスタンプ、位置情報、および／または近接ブロードキ
ャスト受信機の別個の識別子のような、ブロードキャストメッセージ８０２を受信するこ
とと関連付けられるデータを含み得る。セントラルサーバは、警告１９２０を生成する（
たとえば、警告を公園の管理者または親に送信する）ことができる。
【０２１７】
　[0282]あるいは、ワイヤレス識別送信機の位置を要求するユーザ要求８０６が、セント
ラルサーバに送信され得る。セントラルサーバは、ユーザ要求８０６の中のシリアルコー
ドを使用して、様々なサイティングメッセージ８０４を介してレポートされるようなワイ
ヤレス識別送信機のアップロードされた識別子のデータベースにおいて、一致を探索する
ことができる。いくつかの実施形態では、シリアルコードは、対応する識別子と相互参照
されてよく、セントラルサーバは、対応する識別子とアップロードされた識別子とを探索
することができる。あらゆる位置および関連する時間と位置が、応答８０８において送信
され得る。
【０２１８】
　[0283]さらなる実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、セントラルサーバを伴
わずにピアデバイスとして動作し得る。代わりに、近接ブロードキャスト受信機は、共通
のログにおいて、互いにあらゆる警告を共有することができる。ユーザは、ワイヤレス識
別送信機に対する共通のログの探索と、近接ブロードキャスト受信機のいずれかからのサ
イティングの任意の対応する時間および位置とを要求することができる。
【０２１９】
　[0284]さらなる実施形態では、１つまたは複数のワイヤレス識別送信機は、ビーコンモ
ードで構成される１つまたは複数の近接ブロードキャスト受信機の配置から離れていてよ
く、またはその外側にあってよい。しかしながら、上で説明されたようにサイティングが
発生するときに警告を生成するのではなく、代替的な実施形態は、サイティングが発生し
ない場合に警告を生成することができる。１つまたは複数のワイヤレス識別送信機がある
ゾーンに入らなかった（すなわち、１つまたは複数の特定の近接ブロードキャスト受信機
とペアリングしなかった）場合、警告は、近接ブロードキャスト受信機またはセントラル
サーバによって生成され得る。これらの警告は、ユーザに警告するために登録された端末
またはモバイルデバイスへ転送され得る。
【０２２０】
　[0285]たとえば、学校は、扉のそばに配置された、または教室の中に配置された１つま
たは複数の近接ブロードキャスト受信機を有し得る。これらのデバイスは、生徒が到着し
たとき（すなわち、近接ブロードキャスト受信機とペアリングされる生徒のワイヤレス識
別送信機）を検出することができる。様々な実施形態は、出席確認のために使用され得る
。生徒が現れない場合、警告が生成され得る。近接ブロードキャスト受信機は時間をサイ
ティングと関連付けることができ、これらの時間は、どの生徒が遅刻しているかを判定す
るために使用され得る。警告はまた、遅刻している生徒に対して生成され得る。いくつか
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の実施形態はまた、フェンスモードの実施形態として機能することができ、制限されたエ
リアへの入場、または通常の授業時間の後の入場を検出するために使用され得る。
【０２２１】
　[0286]ビーコンモードの配置に対する代替的な実施形態は、自宅、職場、または家まで
の道程において使用され得る。親は、近接ブロードキャスト受信機を使用して、子供が時
間通りに家に帰ってきたことを確認することができる。さらなる実施形態は、職場のタイ
ムクロックと同様に機能することができ、従業員が時間通りに出勤もしくは退勤したこと
、または最低限の時間勤務したことを示すためにサイティングが記録される。家までの道
程は、ビーコンモードの実施形態を使用して、仮出所者が毎晩家に戻ったことを確認する
ことができる。
【０２２２】
　[0287]図１９Ｃは、ある実施形態の呼のフローチャート１９３０を示す。ユーザデバイ
スは、確認情報１９３２を送信して、ビーコンモードで追跡動作を実行するように、たと
えば、実行時間を設定する、アクティブなワイヤレス識別送信機のシリアルコードを入力
する、または警告をセットアップするように、セントラルサーバを準備することができる
。この構成情報１９３２は、構成ダウンロード１９１４として近接ブロードキャスト受信
機にダウンロードされ得る。近接ブロードキャスト受信機の範囲内に来た任意のワイヤレ
ス識別送信機は、ある識別子を伴う短距離ブロードキャストメッセージ８０２を送信する
ことができる。近接ブロードキャスト受信機は、サイティングメッセージ８０４として識
別子をセントラルサーバにアップロードすることができる。近接ブロードキャスト受信機
はまた、近接ブロードキャスト受信機がブロードキャストメッセージ８０２を受信したと
きからのタイムスタンプのような、ブロードキャストメッセージ８０２を受信することと
関連付けられるデータをアップロードすることができる。セントラルサーバは、特定のワ
イヤレス識別送信機と関連付けられるサイティングメッセージが決して発生しない場合（
たとえば、仮出所者が決して自宅に来ない）、または発生が遅すぎる場合（たとえば、生
徒が遅刻している）、警告１９２０を生成することができる。
【０２２３】
　[0288]本明細書で提供される様々な例は、限定するものと解釈されるべきではない。様
々な実施形態は、いくつかの他の使用法のために使用され得る。さらなる実施形態は、火
事の間、地震の後、または他の緊急事態の間に、建物内に閉じ込められた近くにいる災害
被災者を迅速に識別するために使用され得る。それらの場合、サーバは、「発見された」
または「救出されるべきである」として、ワイヤレス識別送信機の状態を保持することが
できる。ワイヤレス識別送信機に遭遇すると、「救出されるべき」状態を伴うワイヤレス
識別送信機の指示は、近くにいる災害対応の隊員による救出を容易にすることができる。
【０２２４】
　[0289]図１９Ｄおよび図１９Ｅは、ワイヤレス識別送信機からの受信されたブロードキ
ャストメッセージを伝搬（または再ブロードキャスト）するための、実施形態の方法１９
５０と１９７５とを示す。特に緊急の状況では、広いエリア中で人々を見つけることは、
救急隊員にとって難しいことが多い。具体的には、自然災害のときには、被害者は、行動
不能であり、埋まっており、または緊急の対応者と意思疎通をすることが別な方法で不可
能であることがある。救急隊員は、行方不明の人々／負傷した人々が広いエリア（たとえ
ば、大きな建物、スタジアム、ショッピングモール、テーマパーク、およびキャンパス）
内のどこにいるか、または、エリア内に探すべき人々がいるかどうかすらもまったく知ら
ないことがある。したがって、従来の捜索の進展は、遅い上に指示が伴わないものである
ことが多く、直ちに支援を必要とする人々の救出の遅れにつながる。
【０２２５】
　[0290]通常の状況では、ワイヤレス識別送信機の実効範囲は、送信機の無線の送信範囲
（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥアドバタイズメントのパケット範囲）の限界であ
る。言い換えると、所与の時間において、ワイヤレス識別送信機を持ち運ぶユーザのみが
、ブロードキャスト範囲内の近接ブロードキャスト受信機に基づいて探され得る。しかし
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ながら、方法１９５０および／または１９７５の動作を実行する近接ブロードキャスト受
信機は、ワイヤレス識別送信機から発生するブロードキャストメッセージを伝搬する（ま
たは再送する）ことができるので、ワイヤレス識別送信機からのブロードキャストメッセ
ージの実効範囲を広げることができる。図１９Ｄおよび図１９Ｅを説明する目的で、「再
送近接ブロードキャスト受信機」という用語は、近隣ワイヤレス識別送信機から受信され
るメッセージの受信と再ブロードキャストの両方を行うように構成される近接ブロードキ
ャスト受信機デバイスを指すために使用される。
【０２２６】
　[0291]具体的には、再送近接ブロードキャスト受信機は、大学のキャンパスのような、
所望のカバレッジエリアの端に向かう様々な位置に配置され得る。ワイヤレス識別送信機
（またはメッセージを再ブロードキャストするように構成される別の近接ブロードキャス
ト受信機）からブロードキャストメッセージを受信すると、そのような再送近接ブロード
キャスト受信機は、「ホップカウント」インジケータ（たとえば、メタデータ、ヘッダ情
報など）をインクリメントし、修正されたブロードキャストメッセージを再ブロードキャ
ストすることができる。これらの再ブロードキャストされるメッセージ中の「ホップカウ
ント」情報は、元のブロードキャストメッセージを送信したワイヤレス識別送信機への相
対的な近接を示す。言い換えると、ホップカウントデータは、どれだけの再送近接ブロー
ドキャスト受信機または他のデバイスが再ブロードキャストしたか、またはブロードキャ
ストメッセージを伝えたかのインジケータであり得る。
【０２２７】
　[0292]説明の目的で、ワイヤレス識別送信機は、従業員バッジに取り付けられてよく、
再送近接ブロードキャスト受信機は、大きなオフィスビルまたはキャンパスの内部の戦略
的な位置（たとえば、同心円）に配置され得る。破壊的な地震が発生して建物の一部が崩
落すると、モバイル近接ブロードキャスト受信機（たとえば、ブロードキャストメッセー
ジを再送信するためのアプリを実行するスマートフォン）を装備した救急隊員は、従業員
のワイヤレス識別送信機からのブロードキャストメッセージによって、生存者を見つける
ことが可能にされ得る。救急隊員は、どれだけの従業員が建物の中にいるかということと
、救急隊員の現在の位置から概ねどの程度近くに従業員がいるかということとを、建物／
キャンパス全体の再送近接ブロードキャスト受信機から受信された再ブロードキャストメ
ッセージ内のホップカウント情報に基づいて、判定することができる。
【０２２８】
　[0293]様々な実施形態において、再送近接ブロードキャスト受信機は、長期間の動作を
可能にするバッテリを含む壁に装着されるユニットであってよく、セントラルサーバとの
直距離通信を交換する（たとえば、インターネットへのアクセスを伴うローカルエリアネ
ットワークに接続される）ことを可能にされてもされなくてもよい。別の実施形態では、
再送近接ブロードキャスト受信機は、他のブロードキャストメッセージを受信したことに
応答してのみ、メッセージをブロードキャストするように構成され得る。たとえば、再送
近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送信機からのブロードキャストメッセー
ジが受信されるまで、休止状態であってよい。さらに重要なことに、この機構はネットワ
ーク接続（たとえば、ＷｉＦｉ、セルラーネットワークアクセスポイントなど）を必要と
しなくてよいので、ワイヤレス識別送信機および再送近接ブロードキャスト受信機が内部
バッテリを介して、または別な方法で電力供給される限り、機能し続けることができる。
【０２２９】
　[0294]図１９Ｄは、ワイヤレス識別送信機から受信されたブロードキャストメッセージ
を中継する、再送近接ブロードキャスト受信機のためのある実施形態の方法１９５０を示
す。判定ブロック１９５２において、再送近接ブロードキャスト受信機は、ブロードキャ
ストメッセージが受信されたかどうかを判定することができる。たとえば、再送近接ブロ
ードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送信機または別の再送近接ブロードキャスト受信
機によってブロードキャストされる入来する短距離ワイヤレス信号について、受信回路、
キュー、またはバッファをモニタすることができる。ブロードキャストメッセージが受信
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されない場合（すなわち、判定ブロック１９５２＝「いいえ」）、再送近接ブロードキャ
スト受信機は、判定ブロック１９５２の動作を継続することができる。しかしながら、ブ
ロードキャストメッセージが受信される場合（すなわち、判定ブロック１９５２＝「はい
」）、任意選択のブロック７０６において、再送近接ブロードキャスト受信機は、サイテ
ィングメッセージをセントラルサーバに送信することができる。たとえば、再送近接ブロ
ードキャスト受信機は、たとえばＷｉＦｉまたはセルラーネットワークを介した、長距離
通信を利用して、受信されたブロードキャストメッセージと、対応するワイヤレス識別送
信機についての識別子情報と、時間と、再送近接ブロードキャスト受信機の位置と、他の
関連するデータとを、処理のためにセントラルサーバへ中継することができる。長距離デ
ータリンクが再送近接ブロードキャスト受信機に対して利用可能である場合（たとえば、
普通の、緊急ではない条件において）、セントラルサーバへのサイティングメッセージの
この送信が行われ得る。地震または他の自然災害においてあり得るように、長距離データ
リンクが再送近接ブロードキャスト受信機に対して利用可能ではない場合、救出者により
持ち運ばれるモバイル近接ブロードキャスト受信機（たとえば、スマートフォン）のよう
なデバイスがメッセージを受信しサイティングメッセージをセントラルサーバに送信する
まで、メッセージが再送近接ブロードキャスト受信機から再送近接ブロードキャスト受信
機へと伝搬され得るように、再送近接ブロードキャスト受信機は、受信されたメッセージ
を再送信することができる。
【０２３０】
　[0295]判定ブロック１９５８において、再送近接ブロードキャスト受信機は、受信され
たブロードキャストメッセージが冗長かどうかを判定することができる。言い換えると、
再送近接ブロードキャスト受信機は、受信されたブロードキャストメッセージ内の識別情
報（すなわち、識別子）を評価して、再送近接ブロードキャスト受信機が同じワイヤレス
識別送信機に対応する同様のメッセージをすでに受信したかどうかを判定することができ
る。メッセージは、同じワイヤレス識別送信機（たとえば、同じデバイスＩＤ）に対応す
るが異なるホップカウントを示す場合、冗長であり得る。受信されたメッセージが冗長で
ある場合（すなわち、判定ブロック１９５８＝「はい」）、再送近接ブロードキャスト受
信機は、判定ブロック１９５２の動作を継続することができる。
【０２３１】
　[0296]受信されたメッセージが冗長ではない場合（すなわち、判定ブロック１９５８＝
「いいえ」）、判定ブロック１９６２において、再送近接ブロードキャスト受信機は、無
制限にメッセージを再送することを避けるために使用されるホップ閾値より現在のホップ
カウントが大きいかどうかどうかを判定することができる。再送近接ブロードキャスト受
信機は、受信されたメッセージ内のメタデータと、ヘッダ情報と、記述的データとを評価
して、レポートされるホップカウントインジケータを検出することができる。受信される
ブロードキャストメッセージにおいてホップカウントが示されない場合、ブロードキャス
トメッセージは、ワイヤレス識別送信機から直接受信されたと見なされ得る。同様に、受
信されたブロードキャストメッセージにおいてホップカウントがある場合、これは、別の
再送近接ブロードキャスト受信機がメッセージを再ブロードキャストしたことを意味する
。ホップ閾値は、メッセージの再ブロードキャストが後続の受信者にとって無意味になる
までの、事前に定義された数のブロードキャストメッセージのホップまたは再ブロードキ
ャストを表し得る。言い換えると、再送近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別
送信機への近接領域が広すぎる場合、受信されたメッセージを再ブロードキャストしなく
てよい。現在のホップカウントがホップ閾値を超える場合（すなわち、判定ブロック１９
６２＝「はい」）、再送近接ブロードキャスト受信機は、判定ブロック１９５２の動作を
継続することができる。
【０２３２】
　[0297]現在のホップカウントがホップ閾値を超えない場合（すなわち、判定ブロック１
９６２＝「いいえ」）、ブロック１９６４において、再送近接ブロードキャスト受信機は
、再送近接ブロードキャスト受信機による再送信を示すために、ホップカウント情報をイ
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ンクリメントするようにブロードキャストメッセージを修正することができる。受信され
たメッセージにホップカウントがない場合（これは、ブロードキャストメッセージがワイ
ヤレス識別送信機から直接受信された場合である）、再送近接ブロードキャスト受信機は
ホップカウント情報を追加することができる。ある実施形態では、再送近接ブロードキャ
スト受信機はさらに、再送近接ブロードキャスト受信機の識別子、タイムスタンプ情報、
および／または受信されたブロードキャストメッセージに関連する信号強度情報のような
、関連するデータを挿入することによって、ブロードキャストメッセージを修正すること
ができる。ブロック１９６６において、再送近接ブロードキャスト受信機は、たとえば短
距離無線（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ）によって、修正されたメッセージをブ
ロードキャストすることができ、次いで、判定ブロック１９５２の動作を継続することが
できる。
【０２３３】
　[0298]図１９Ｅは、ワイヤレス識別送信機に対応する受信されたブロードキャストメッ
セージを伝搬（または再ブロードキャスト）するための、近接ブロードキャスト受信機の
ためのある実施形態の方法１９７５を示す。方法１９７５は、方法１９７５が、専用の再
送近接ブロードキャスト受信機ではなく、モバイル近接ブロードキャスト受信機のような
任意の受信機デバイスによって実行され得ることを除いて、方法１９５０と同様である。
方法１９７５は、近接ブロードキャスト受信機が再送近接ブロードキャスト受信機として
動作するように構成されるかどうかを、近接ブロードキャスト受信機が確認することを可
能にし得る、追加の動作を含み得る。たとえば、固定式の近接ブロードキャスト受信機は
、ローカルエリアネットワークに接続できずサイティングメッセージをセントラルサーバ
に送信できない場合、ブロードキャストメッセージを再送することができる。
【０２３４】
　[0299]判定ブロック１９５２において、近接ブロードキャスト受信機は、ブロードキャ
ストメッセージが受信されたかどうかを判定することができる。ブロードキャストメッセ
ージが受信されない場合（すなわち、判定ブロック１９５２＝「いいえ」）、近接ブロー
ドキャスト受信機は、判定ブロック１９５２の動作を継続することができる。しかしなが
ら、ブロードキャストメッセージが受信される場合（すなわち、判定ブロック１９５２＝
「はい」）、判定ブロック１９７６において、近接ブロードキャスト受信機は、短距離信
号でブロードキャストメッセージを再送すべきかどうかを判定することができる。言い換
えると、近接ブロードキャスト受信機は、セントラルサーバへの長距離通信を介してサイ
ティングメッセージを送信するための接続を近接ブロードキャスト受信機が有するかどう
かを判定することができる。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、近接ブロードキ
ャスト受信機がローカルエリアネットワーク（たとえば、ＷｉＦｉ）またはセルラーネッ
トワークに接続できない場合、ブロードキャストメッセージを再送すると決定することが
できる。近接ブロードキャスト受信機は短距離信号でブロードキャストを再送すべきでは
ないと近接ブロードキャスト受信機が判定する場合（すなわち、判定ブロック１９７６＝
「いいえ」）、ブロック７０６において、近接ブロードキャスト受信機は、サイティング
メッセージをセントラルサーバに送信することができ、判定ブロック１９５２の動作を継
続することができる。たとえば、ワイヤレスワイドエリアネットワークへの接続が失われ
ていないので、近接ブロードキャスト受信機は、受信されたブロードキャストメッセージ
に関するワイヤレス識別送信機のアイデンティティ、さらには、近接ブロードキャスト受
信機の位置を示す、サイティングメッセージを送信することができる。ある実施形態では
、近接ブロードキャスト受信機は、サイティングメッセージを送信することに加えて、受
信されたブロードキャストメッセージを再送または再ブロードキャストするように構成さ
れ得る。
【０２３５】
　[0300]近接ブロードキャスト受信機は短距離信号でブロードキャストメッセージを再送
すべきではないと近接ブロードキャスト受信機が判定する場合（すなわち、判定ブロック
１９７６＝「はい」）、判定ブロック１９５８において、近接ブロードキャスト受信機は
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、受信されたブロードキャストメッセージが冗長かどうかを判定することができる。受信
されたメッセージが冗長である場合（すなわち、判定ブロック１９５８＝「はい」）、ブ
ロック１９７８において、近接ブロードキャスト受信機は受信されたメッセージを無視す
ることができ、判定ブロック１９５２の動作を継続することができる。受信されたメッセ
ージが冗長ではない場合（すなわち、判定ブロック１９５８＝「いいえ」）、判定ブロッ
ク１９６２において、近接ブロードキャスト受信機は、ホップ閾値より現在のホップカウ
ントが大きいかどうかどうかを判定することができる。現在のホップカウントがホップ閾
値を超える場合（すなわち、判定ブロック１９６２＝「はい」）、近接ブロードキャスト
受信機は、ブロック１９７８の動作を継続することができる。
【０２３６】
　[0301]現在のホップカウントがホップ閾値を超えない場合（すなわち、判定ブロック１
９６２＝「いいえ」）、ブロック１９６４において、近接ブロードキャスト受信機は、近
接ブロードキャスト受信機による受信を示すホップカウント情報を含めるようにブロード
キャストメッセージを修正することができる。ブロック１９６６において、近接ブロード
キャスト受信機は、たとえば短距離無線（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ）によっ
て、修正されたメッセージをブロードキャストすることができ、次いで、判定ブロック１
９５２の動作を継続することができる。
【０２３７】
　[0302]図２０Ａは、セントラルサーバ１２０内の様々なモジュールの図２０００を示す
。様々なモジュールおよびコンポーネントが、セントラルサーバ１２０内のモジュール、
コンポーネント、および／または要素の文脈において以下で説明される。しかしながら、
様々な実施形態において、セントラルサーバ１２０は、個人のコンピューティングデバイ
ス、サーバブレード、または、以下で説明される様々なモジュールおよび／もしくはコン
ポーネントと関連付けられる動作を実行できる他のユニットを含んでよく、またはそれら
に接続されてよい。
【０２３８】
　[0303]図１を参照して上で説明されたように、セントラルサーバ１２０は、ワイヤレス
識別送信機に対応するデータを受信し、記憶し、別な方法で処理するように構成され得る
。たとえば、セントラルサーバ１２０は、近接ブロードキャスト受信機１４２およびセル
ラーネットワーク１２１を介して通信するモバイル近接ブロードキャスト受信機１３８、
第三者のシステム１０１、ならびに他のサポートシステムおよび／またはサービス１０２
のような様々なデバイスと、インターネット１０３を介して通信を交換するように構成さ
れ得る。
【０２３９】
　[0304]セントラルサーバ１２０は、データ、たとえば、近接ブロードキャスト受信機１
４２、１３８、第三者のシステム１０１、または他のサポートシステムおよび／もしくは
サービス１０２から受信されるデータを処理するための様々な動作を実行するためのいく
つかのコンポーネント１０４～１０９を含み得る。具体的には、セントラルサーバ１２０
は、サイティングメッセージを処理し、警告または通知エンジンモジュールを実行し、ア
プリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）コマンドを処理し、セントラ
ルサーバ１２０内の他のコンポーネントとデータを交換することができる、コアコンポー
ネント１０８を含み得る。コアコンポーネント１０８は、短期間データと第三者固有のデ
ータとを記憶するためのユニットを含み得る、データレイヤモジュール２００２を含み得
る。コアコンポーネント１０８はまた、近接ブロードキャスト受信機へ送信するための警
告メッセージを生成し、様々なターゲットワイヤレス識別送信機の探索を開始するための
、警告エンジンモジュール２００４を含み得る。コアコンポーネント１０８はさらに、ユ
ーザのプライバシーポリシーまたはプロファイル選好に基づいて、一般的なデータ、匿名
のデータ、または別な方法で処理されたデータを生成することができる、データ匿名化モ
ジュール２００６を含み得る。たとえば、データ匿名化モジュール２００６は、ワイヤレ
ス識別送信機の消費者であるユーザが店舗に対して識別されず、しかしユーザが店舗内に
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いるという事実は依然として店舗にレポートされるように、店舗と関連付けられる近接ブ
ロードキャスト受信機に送信される返信メッセージから、個人情報を取り除くことができ
る。コアコンポーネント１０８はまた、様々なユーザのためのプライバシー許可情報を保
持し得る、プライバシーマネージャモジュール２００８を含み得る。たとえば、プライバ
シーマネージャモジュール２００８は、登録においてユーザにより提供されたプライバシ
ーパラメータのデータベースを含み得る。ある実施形態では、データ匿名化モジュール２
００６および／またはプライバシーマネージャモジュール２００８は、図２３を参照して
以下で説明される許可を利用することができる。
【０２４０】
　[0305]コアコンポーネント１０８はまた、探索を組織化し実施するのを支援するための
探索マネージャモジュール２０１０と、認証システムモジュール２０１２とを含み得る。
コアコンポーネント１０８はさらに、近接ブロードキャスト受信機１４２、１３８からの
受信されたサイティングメッセージ内でレポートされるブロードキャストメッセージと関
連付けられるワイヤレス識別送信機を識別するための、セントラルサーバ１２０によって
利用され得るサイティングリゾルバモジュール２０１４を含み得る。コアコンポーネント
１０８は、動作を開始するための機能とインターフェースとを含み得るＡＰＩモジュール
２０１６と、業者、第三者、および他のサービスへの統合された形の送信のためのある期
間にわたって様々なサイティングメッセージを合成するためのサイティング統合モジュー
ル２０１８とを含み得る。コアコンポーネント１０８はまた、近接ブロードキャスト受信
機１４２、１３８および第三者のシステム１０１のようなデバイスとの様々な通信を、イ
ンターネットを介して送信し受信するための、ネットワークモジュール２０２０を含み得
る。
【０２４１】
　[0306]セントラルサーバ１２０はまた、長期データ（たとえば、保管されたユーザデー
タ、過去の位置情報など）を記憶し得る、データ保管コンポーネント１０４を含み得る。
データ保管コンポーネント１０４は、登録ウェブサイトを介してユーザによって提供され
るプロファイル情報のような、ワイヤレス識別送信機のユーザに関係する情報を記憶する
ための様々なデータベースを含み得る。データ保管コンポーネント１０４は、コアコンポ
ーネント１０８のデータレイヤモジュール２００２とデータを交換するように構成され得
る。セントラルサーバ１２０はまた、ユーザポータルのアクセス、スクリプト、およびツ
ール（たとえば、ソフトウェアユーティリティ、ルーチンなど）と関連付けられる、ソフ
トウェアを処理し、および／または記憶し得る、運用、管理および保守（またはＯＡ＆Ｍ
）コンポーネント１０５を含み得る。ＯＡ＆Ｍコンポーネント１０５は、コアコンポーネ
ント１０８とデータを交換するように構成され得る。
【０２４２】
　[0307]セントラルサーバ１２０はまた、開発者のアカウントデータを記憶し、登録、ア
カウント管理を実行し、開発者と関連付けられる管理ルーチンを警告（または通知）し得
る、開発者ポータルコンポーネント１０６を含んでよく、開発者はたとえば、ワイヤレス
識別送信機１１０のユーザと対話するために登録するベンダーまたは業者である。セント
ラルサーバ１２０はまた、ユーザのアカウントデータを記憶し、登録、アカウント管理を
実行し、ユーザと関連付けられるルーチンを探索し得る、ユーザポータルコンポーネント
１０９を含んでよく、ユーザはたとえば、ワイヤレス識別送信機と関連付けられる人であ
る。ユーザポータルコンポーネント１０９および開発者ポータルコンポーネント１０６は
、コアコンポーネント１０８の認証システムモジュール２０１２とデータを交換するよう
に構成され得る。セントラルサーバ１２０はまた、ワイヤレス識別送信機１１０と関連付
けられるファクトリ鍵を記憶し、さらに、受信されたサイティングメッセージ内の暗号化
された、符号化された、ローリングした、または別な方法で不明化された識別情報を、付
随するユーザデータと照合するための動作、ソフトウェア、またはルーチンを実行するこ
とができる、ローリング識別子（またはＩＤ）リゾルバコンポーネント１０７を含み得る
。ローリング識別子（またはＩＤ）リゾルバコンポーネント１０７は、コアコンポーネン
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ト１０８のサイティングリゾルバモジュール２０１４とデータを交換するように構成され
得る。
【０２４３】
　[0308]様々な実施形態において、ローリングＩＤリゾルバコンポーネント１０７のよう
な図２０Ａを参照して説明されたモジュールおよびコンポーネントは、ソフトウェア命令
、アプリケーション、ルーチン、スレッド、回路、またはハードウェアユニットによって
実行され、または別な方法で可能にされ得る。
【０２４４】
　[0309]図２０Ｂは、様々な実施形態において使用するための、ワイヤレス識別送信機の
登録プロセスを示す。一般に、ブロードキャストメッセージがセントラルサーバによって
処理され得る前に、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機およびそのユーザがセン
トラルサーバに登録されることを要求し得る。たとえば、あらゆる追跡、探索、またはワ
イヤレス識別送信機に関する他の位置ベースの活動が開始され得る前に、セントラルサー
バは、世界中を動き回る様々なワイヤレス識別送信機と関連付けられるユーザを決定する
ことが可能でなければならない。登録は、ブロードキャストメッセージ中のワイヤレス識
別送信機によって送信される識別子と、ワイヤレス識別送信機と、そのユーザとの間にリ
ンクを作成し得る。たとえば、行方不明の子供の親に子供が発見されたという通知を送信
するためには、中継された不明化された（または符号化された）識別子が、登録されたユ
ーザアカウントに関連して記憶されるような親の携帯電話番号を示すアカウント情報と照
合されなければならない。
【０２４５】
　[0310]具体的には、登録を通じて、各ワイヤレス識別送信機とセントラルサーバ（すな
わち、カウンタ）との間で、タイミング機構が同期され得る。そのようなカウンタによっ
て、ワイヤレス識別送信機およびセントラルサーバは、識別子をそれぞれ符号化（または
ローリング）および符号化することができ、ワイヤレス識別送信機（およびそのユーザ）
と関連付けられるアイデンティティを秘匿されかつ非公開である状態に保つ。そのような
タイミング機構またはカウンタを同期するための最も適切な時間は、以下で説明されるよ
うな、デバイス登録および／またはアカウント作成プロセスの間であり得る。図２０Ｂで
は、スマートフォンのようなモバイルデバイスは、アカウント作成と登録動作とを実行す
るためにユーザによって使用されるものとして説明される（たとえば、モバイルデバイス
がウェブポータルにアクセスしてセントラルサーバに登録するなど）。しかしながら、イ
ンターネットに接続され、登録ウェブポータルまたはウェブサイトを介してセントラルサ
ーバとの通信を交換することが可能な任意のコンピューティングデバイスに、関連があり
得る。
【０２４６】
　[0311]ブロック２０５２において、ユーザのモバイルデバイス（たとえば、ｉＰｈｏｎ
ｅ、Ａｎｄｒｏｉｄ（登録商標）、タブレットデバイスなど）が、ワイヤレス識別送信機
とともに使用するためのアプリケーションをインストールし得る。そのようなアプリケー
ション（または「アプリ」）は、バックグラウンドサービスとしてモバイルデバイスのプ
ロセッサ上で実行されてよく、または代替的に、ユーザによる選択的な使用のためにアク
ティブ化されてよい。本開示の全体で説明されるように、そのようなアプリケーションは
、モバイルデバイスが、たとえば、受信された信号をブロードキャストメッセージとして
識別し、それに応答して位置情報を有するサイティングメッセージをセントラルサーバに
中継することによって、近隣ワイヤレス識別送信機からの短距離ブロードキャストメッセ
ージを処理することを可能にし得る。ブロック２０５４において、モバイルデバイスは、
ユーザ情報（たとえば、デバイスアイデンティティまたは「ｄｅｖｉｃｅＩＤ」）ととも
に登録要求を送信することができる。登録要求は、ウェブポータル、ウェブサイト、また
は、セントラルサーバによって制御されもしくは別な方法でアクセス可能なウェブサーバ
とのインターネット通信を介して、セントラルサーバに送信され得る。言い換えると、モ
バイルデバイスは、インストールされたアプリを通じてユーザ情報（たとえば、デバイス
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ＩＤ）を提供することによって、または、デバイスＩＤ（ｄｅｖｉｃｅＩＤ）と、登録要
求をアカウントと結び付けるためにセントラルサーバが利用し得る他の情報とを提供する
ことによって、登録プロセスを呼び出すことができる。たとえば、図２０Ａを参照して上
で説明されたように、ユーザのモバイルデバイスは、登録ウェブサイトにアクセスし、ユ
ーザから入力を受信し、セントラルサーバによる使用のために、ユーザ入力をデータとし
て登録ウェブサイトに送信することができる。ある実施形態では、ユーザ情報は、名前、
住所、連絡先情報（たとえば、ソーシャルネットワークサイト、携帯電話番号、電子メー
ルアドレス、電話番号など）、年齢、および他の人口統計学的情報のような、ユーザにつ
いての個人情報、さらに、ワイヤレス識別送信機および／またはユーザのアカウントと関
連付けられ得る近接ブロードキャスト受信機についての識別情報を含み得る。たとえば、
セントラルサーバに送信されるユーザ情報は、ブロック２５０２の動作でアプリケーショ
ンをインストールしたことに応答して、ワイヤレス識別送信機上のシリアル番号および／
またはモバイルデバイスによって生成される確認コードを含み得る。ユーザ情報はまた、
ユーザの好みの小売店、製品群、および食事または消費するエリアのような、選好情報を
含み得る。ユーザ情報はさらに、以下に論じられるように、個人情報がどのように配信さ
れセントラルサーバにより使用され得るかを示す、プライバシー許可を含み得る。ある実
施形態では、ユーザは、セントラルサーバがユーザについての識別情報を何ら保存しない
ように、匿名のユーザとして登録することができる。たとえば、特徴のない私書箱、使い
捨ての携帯電話番号、または、ユーザもしくはアカウントの所有者を直接識別しない他の
連絡先情報とリンクされたアカウントが登録され得る。これは、セントラルサーバにより
提供されるサービスを利用することを選択し得るが私的な情報または識別情報の漏洩を懸
念する人には、重要であり得る。ブロック２０６２において、ユーザのモバイルデバイス
は、セントラルサーバまたは所有されたワイヤレス識別送信機と関連付けられるデバイス
ＩＤからの認証情報（たとえば、コード、メッセージ）のような、アカウント情報を記憶
することができる。
【０２４７】
　[0312]ブロック２０５６において、セントラルサーバは、アカウント登録のためのユー
ザ情報を受信することができる。ブロック２０５８において、セントラルサーバは、ユー
ザのアカウントを登録することができる。たとえば、セントラルサーバは、すべての登録
されたユーザのデータベースに、提供されたデバイスアイデンティフィケーションを含む
ユーザの情報を記憶することができる。ブロック２０６０において、セントラルサーバは
、アカウント作成情報をユーザに提供することができる。アカウント作成情報は、認証コ
ード、または、ユーザのモバイルデバイスが今後の使用のために記憶し得る他の情報を含
み得る。たとえば、セントラルサーバは、ユーザのモバイルデバイスによってアクセス可
能なウェブサイト上でアカウント作成の確認を表示し、または代替的に、確認信号、テキ
ストメッセージ、電子メール、または他の通信をユーザのモバイルデバイスに送信するこ
とができる。
【０２４８】
　[0313]ブロック４０２において、たとえばユーザがバッテリを装着したことに応答して
、ワイヤレス識別送信機が起動する。ワイヤレス識別送信機が起動すると、ノンス値また
はカウンタ値が初期化され得る。たとえば、ワイヤレス識別送信機は、時間の経過を表す
値を、値０からインクリメントし始めることができる。ブロック２０６３において、ワイ
ヤレス識別送信機は、符号化された（またはローリング）識別子を含むメッセージ（すな
わち、ブロードキャストメッセージ）をブロードキャストすることができる。たとえば、
ワイヤレス識別送信機は、数秒ごとにブロードキャストメッセージを送信し始めることが
できる。ワイヤレス識別送信機は、以下で説明される実施形態の方法によってローリング
識別子を生成することができる。一般に、ブロードキャストメッセージは、擬似ランダム
関数を実行することによって生成されるデータを含むペイロードを含み得る。たとえば、
ワイヤレス識別送信機は、擬似ランダム関数を実行して、ワイヤレス識別送信機のデバイ
スＩＤの入力値、ノンス値もしくはカウンタ値、ならびに秘密鍵、シード、または、ワイ
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ヤレス識別送信機およびセントラルサーバにのみ知られている他の値に基づいて、符号化
されたデータを生成することができる。ある実施形態では、擬似ランダム関数は、ワイヤ
レス識別送信機およびセントラルサーバにのみ知られているランダムに選択されたシード
値を利用し得る、多項式の時間計算可能な関数であり得るので、擬似ランダム関数は、そ
の擬似ランダム関数と同じ範囲への出力を有する、同じ領域上で定義されたランダム関数
とは計算上は区別不可能であり得る。ある実施形態では、鍵付きハッシュメッセージ認証
コード（ＨＭＡＣ）または暗号ベースのメッセージ認証コード（ＣＭＡＣ）が、擬似ラン
ダム関数として使用され得る。
【０２４９】
　[0314]ある実施形態では、ワイヤレス識別送信機は、モバイルデバイスがブロック２０
５４の動作による登録プロセスを開始してから、ある事前に定義された秒数以内にアクテ
ィブ化されることが要求され得る。言い換えると、ワイヤレス識別送信機がノンス値また
はカウンタ値のインクリメントを開始すると、ユーザは、ある期間内にセントラルサーバ
に登録しなければならない。これにより、セントラルサーバは、登録の間にワイヤレス識
別送信機におけるノンス値またはカウンタ値を決定しようとするとき、ある数の値のみに
おいて試みることが可能になる。
【０２５０】
　[0315]ある実施形態では、ワイヤレス識別送信機は、ブロードキャストメッセージのペ
イロード内のデータを調整することによって、初期ブロードキャストを示すことができる
。たとえば、ワイヤレス識別送信機は、ワイヤレス識別送信機の初期化時間期間を示すも
のとしてセントラルサーバが認識し得る、ブロードキャストメッセージ内のビットを変更
することができる。ペイロード内に初期化インジケータがある場合、セントラルサーバは
、セントラルサーバの参照データテーブル内のすでに登録された（または認識された）ワ
イヤレス識別送信機に対応するペイロードに対する比較を避けるために、受信されたペイ
ロードと記憶されたペイロードとの比較を迅速に行うことができる。
【０２５１】
　[0316]ブロック２０６４において、ユーザのモバイルデバイスが、ブロードキャストメ
ッセージを受信し得る。言い換えると、インストールされたアプリケーション（またはア
プリ）に基づいて、モバイルデバイスは、モバイル近接ブロードキャスト受信機として機
能し得る。ブロック２０５２の動作によりインストールされたアプリのような、インスト
ールされたアプリケーションは、登録要求を介してセントラルサーバへの登録動作を開始
したことに応答して、そのようなブロードキャストメッセージを受信するのを待機してい
ることがある。ブロック２０６６において、モバイルデバイスは、ワイヤレス識別送信機
のローリング識別子と、記憶されたデバイスＩＤおよび認証情報のような他の情報とを送
信することができる。ある実施形態では、モバイルデバイスは、たとえば、テキスト比較
および／または解析動作を使用することによって、受信されたブロードキャストメッセー
ジから符号化された情報を抽出することができる。たとえば、モバイルデバイスは、最上
位ビット演算を実行することができる。
【０２５２】
　[0317]ブロック２０６８において、セントラルサーバは、符号化された情報、さらには
認証情報とデバイスＩＤとを伴うメッセージを受信し得る。ブロック２０７０において、
セントラルサーバは、たとえば、モバイルデバイスからの受信されたメッセージ中の、認
証情報を検証することができる。具体的には、セントラルサーバは、認証情報を、ブロッ
ク２０５８～２０６０の動作で生成された情報と比較することができる。ブロック２０７
２において、セントラルサーバは、デバイスＩＤとあり得るノンス値またはカウンタ値と
を使用して、ローリング識別子のセットを生成することができる。セントラルサーバは、
そのセットのローリング識別子を、モバイルデバイスから受信されたローリング識別子と
比較することができる。ある実施形態では、セントラルサーバは、デバイスＩＤおよびい
くつかのノンス値またはカウンタ値とともに、上で説明されたように、擬似ランダム関数
を使用することによって、符号化されたデータのセットを計算することができる。たとえ
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ば、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機と共有されるシードと、モバイルデバイ
スによって示されるデバイスＩＤと、０で始まる多くのノンス値またはカウンタ値とを伴
う、擬似ランダム関数を実行することができる。ブロック２０７４において、セントラル
サーバが受信されたローリング識別子を生成されたセット中のローリング識別子の１つと
照合するとき、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機に関連して、関係するノンス
値またはカウンタ値と時間とを記憶することができる。セントラルサーバは、一致するロ
ーリング識別子を生成するために使用されるノンス値またはカウンタ値を使用して、ワイ
ヤレス識別送信機上で実行されるノンスまたはカウンタと同期することができる。ある実
施形態では、セントラルサーバは、登録されることおよび／または同期されることが成功
したものとしてワイヤレス送信機を記述するインジケータを記憶し得る。任意選択のブロ
ック２０７６において、セントラルサーバは次いで、たとえば、メッセージをモバイルデ
バイスに送信することによって、登録結果メッセージをユーザに送信することができる。
登録結果メッセージは、セントラルサーバが受信された符号化された識別子を生成された
識別子と照合することが可能であったかどうかを示し得る。ブロック２０７８において、
モバイルデバイスが、登録結果メッセージを受信し得る。ある実施形態では、登録結果メ
ッセージは、登録プロセスが失敗したことを示し（たとえば、モバイルデバイスによって
受信された、受信されたブロードキャストメッセージが、ユーザのワイヤレス識別送信機
に対応しなかった）、モバイルデバイスは、別のブロードキャストメッセージを受信し中
継することによって、登録を再び試みることができる。
【０２５３】
　[0318]図２０Ｂで説明された動作、特にブロック２０６３～２０７４の中の動作は、様
々なデバイスによって実行されるメッセージ処理動作、さらには任意の伝搬遅延が、ワイ
ヤレス識別送信機においてノンス値またはカウンタ値をインクリメント（または更新）す
るために必要な時間よりもはるかに小さくなり得るということを仮定する。これにより、
ワイヤレス識別送信機およびセントラルサーバにおけるノンス値またはカウンタ値が、１
より大きくは異ならないことが確実になる。
【０２５４】
　[0319]図２１Ａは、近接ブロードキャスト受信機から受信されたサイティングメッセー
ジを処理するための、セントラルサーバのためのある実施形態の方法２１００を示す。上
で説明されたように、セントラルサーバは、様々なモジュールと、コンポーネントと、回
路と、ソフトウェアとを利用して、サイティングメッセージを処理するように構成され得
る。判定ブロック２１０２において、セントラルサーバは、サイティングメッセージが受
信されるかどうかを判定することができる。セントラルサーバは、受信回路、バッファ、
キュー、または他のインジケータを評価して、メッセージが近接ブロードキャスト受信機
のような様々なデバイスからいつ受信されるかを判定することができる。ある実施形態で
は、セントラルサーバは、上で説明されたようなネットワークモジュールを利用して、サ
イティングメッセージが受信されるかどうかを判定することができる。一般に、サイティ
ングメッセージは、インターネットを通じてセルラーネットワークを介して送信されるパ
ケットのような、長距離通信を介して受信され得る。セントラルサーバがサイティングメ
ッセージを受信しない場合（すなわち、判定ブロック２１０２＝「いいえ」）、セントラ
ルサーバは、判定ブロック２１０２における動作を継続することができる。
【０２５５】
　[0320]セントラルサーバがサイティングメッセージを受信する場合（すなわち、判定ブ
ロック２１０２＝「はい」）、ブロック２０１４において、セントラルサーバは、ワイヤ
レス識別送信機情報と、近接ブロードキャスト受信機情報と、関連するデータとを、サイ
ティングメッセージに基づいて識別することができる。セントラルサーバは、受信された
サイティングメッセージ内の様々なデータと情報のセグメントとを評価し、解析し、別な
方法でアクセス可能にすることができる。たとえば、セントラルサーバは、サイティング
メッセージを解析して、ワイヤレス識別送信機からの含まれるブロードキャストメッセー
ジを識別することができる。別の例として、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機
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アイデンティティ（すなわち、ローリング識別子）、近接ブロードキャスト受信機識別情
報（たとえば、受信機ＩＤ）、位置情報、タイムスタンプ情報、センサデータ（たとえば
、加速度センサデータなど）、近接ブロードキャスト受信機と関連付けられるアプリケー
ション（またはアプリ）の識別子（たとえば、インストールされているアプリケーション
のリスト、近接ブロードキャスト受信機で実行される関連するアプリの識別子など）に対
応する、符号化されたデータを識別することができる。ある実施形態では、セントラルサ
ーバは、上で説明されたようなサイティングリゾルバモジュールによって、ブロック２０
１４の動作を実行することができる。
【０２５６】
　[0321]ブロック２１０６において、セントラルサーバは、サイティングメッセージ内の
ローリング識別子に基づいて、ワイヤレス識別送信機アイデンティティを取得することが
できる。セントラルサーバは、ローリング識別子を復号し、逆スクランブリングし、解読
し、または別な方法でアクセス可能にするための動作を実行することができる。たとえば
、セントラルサーバは、秘密鍵を適用するための動作、または、ワイヤレス識別送信機の
アイデンティティを取得するための復号アルゴリズムを実行することができる。ある実施
形態では、ブロック２１０６の動作は、上で説明されたようなローリングＩＤリゾルバコ
ンポーネントによって、セントラルサーバにより実行され得る。たとえば、セントラルサ
ーバは、サイティングリゾルバモジュールに、ローリングＩＤリゾルバコンポーネントと
データを交換させて、復号されたワイヤレス識別送信機のアイデンティティを取得させ得
る。ローリング識別子を含むサイティングメッセージに基づいてワイヤレス識別送信機を
識別するための実施形態の動作は、以下で説明される。
【０２５７】
　[0322]ブロック２１０８において、セントラルサーバは、取得されたワイヤレス識別送
信機アイデンティティに基づいて、ワイヤレス識別送信機のユーザ情報を取り出すことが
できる。たとえば、セントラルサーバは、人口統計学的な情報、以前の挙動（たとえば、
移動経路、位置の履歴など）を示す記憶されたデータのような、ワイヤレス識別送信機に
関するユーザアカウント情報を取り出すことができる。ある実施形態では、ブロック２１
０８の動作は、上で説明されたような認証システムモジュールによって、セントラルサー
バにより実行され得る。たとえば、セントラルサーバは、認証システムモジュールに、ワ
イヤレス識別送信機の識別情報をユーザポータルコンポーネントと交換させ、ユーザ登録
データベース内に保存されたユーザ情報を取得させ得る。
【０２５８】
　[0323]ブロック２１１０において、セントラルサーバは、近接ブロードキャスト受信機
のユーザ情報および関連するサービスのような、近接ブロードキャスト受信機の識別情報
を、識別された近接ブロードキャスト受信機の情報に基づいて取り出すことができる。た
とえば、セントラルサーバは、受信されたサイティングメッセージを送信した近接ブロー
ドキャスト受信機と関連付けられる業者アイデンティティ、近接ブロードキャスト受信機
が参加するように登録されている追跡サービス、さらに、近接ブロードキャスト受信機に
対する任意の他の関連する情報を取り出すことができる。セントラルサーバは、サイティ
ングメッセージ内の情報に基づいて、電子メールアドレスと、ＭＡＣアドレスと、電話番
号と、関連する近接ブロードキャスト受信機のユーザに関する他の連絡先情報とを取り出
すことができる。たとえば、セントラルサーバは、セントラルサーバからの後続の送信、
たとえば、関心のあるアイテムに近接していることを示す電子メールまたはＳＭＳテキス
トメッセージのために使用され得る、近接ブロードキャスト受信機と関連付けられるユー
ザ連絡先情報を決定することができる。ある実施形態では、セントラルサーバは、モバイ
ル近接ブロードキャスト受信機の動作を実行するように構成される、スマートフォンのユ
ーザのアイデンティティを決定することができる。ある実施形態では、ブロック２１１０
の動作は、上で説明されたような認証システムモジュールによって、セントラルサーバに
より実行され得る。たとえば、セントラルサーバは、認証システムモジュールに、近接ブ
ロードキャスト受信機の情報を開発者（またはユーザ）ポータルコンポーネントと交換さ
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せて、開発者の登録データベース内に保存されているような関連する登録されたサービス
（たとえば、業者、店舗、ベンダー、サービスなど）についての情報を取得させ得る。
【０２５９】
　[0324]任意選択のブロック２１１１において、セントラルサーバが、サイティングメッ
セージを認証し得る。受信されたサイティングメッセージ内の認証情報に基づいて、セン
トラルサーバは、既知の、または別な方法で有効な近接ブロードキャスト受信機から来た
ものとしてサイティングメッセージの正当性を確証する、認証動作を実行することができ
る。上で説明されたように、サイティングメッセージは、有効な近接ブロードキャスト受
信機のアイデンティティを確証するために使用され得る、秘密コード、証明書、またはハ
ッシュデータのようなデータを含み得る。第３者が、登録されたサービスと関連付けられ
る近接ブロードキャスト受信機になりすますことを試みることがあり（たとえば、非道な
スパム送信者が、不正なサイティングメッセージを送信することによって、業者の店舗の
近接ブロードキャスト受信機を模擬しようと試みることがある）、セントラルサーバは、
サイティングメッセージ内の情報が有用であり登録されたサービス（たとえば、登録され
た業者、有効な開発者、または正当な近接ブロードキャスト受信機を配備する他の関係者
）に関連することを確証する認証情報を確認することができる。たとえば、セントラルサ
ーバは、登録された開発者としてセントラルサーバ内で確立された業者に関するサイティ
ングメッセージ内の不明瞭にされたヘッダ情報を検出することができる。サイティングメ
ッセージが、ある建物内のすべての近接ブロードキャスト受信機が保有する空間コードの
ような、セントラルサーバによって予想される認証情報を含まない、または、セントラル
サーバに記憶された情報と一致しない認証情報を含む場合、セントラルサーバは、サイテ
ィングメッセージとすべての含まれる情報とを無視することができる。たとえば、期限切
れの、または不完全な認証情報を伴うサイティングメッセージは、セントラルサーバによ
り無視されてよく、または代替的に、不正な可能性のある近接ブロードキャスト受信機の
リストに記憶されてよい。
【０２６０】
　[0325]任意選択のブロック２１１２において、セントラルサーバは、取得されたデータ
および／または取り出されたデータに基づいて、ハッシュされたデータを生成することが
できる。ある実施形態では、任意選択のブロック２１１２の動作は、上で説明されたよう
なデータ匿名化モジュールによって、セントラルサーバにより実行され得る。ブロック２
１１４において、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機アイデンティティに関連し
て、サイティングメッセージに基づいてデータを記憶することができる。たとえば、セン
トラルサーバは、ワイヤレス識別送信機の復号されたアイデンティティに関連して、サイ
ティングメッセージからの識別された関連するデータをデータベースに記憶することがで
きる。ある実施形態では、ブロック２１１４の動作は、上で説明されたようなデータレイ
ヤモジュールによって、セントラルサーバにより実行され得る。
【０２６１】
　[0326]図２１Ｂは、近接ブロードキャスト受信機から受信されたサイティングメッセー
ジを処理するための、セントラルサーバのためのある実施形態の方法２１５０を示す。ユ
ーザにより持ち運ばれるモバイルデバイス上で実行される第３者のアプリケーションが使
用するメッセージを送信するためにセントラルサーバが方法２１５０を実行し得ることを
除き、方法２１５０は上で説明された方法２１００と同様である。上で説明されたように
、返信メッセージのような様々なメッセージが、警告（または探索アクティブ化メッセー
ジ）が、ユーザと関連付けられるモバイルデバイスのような様々な受信者へ、セントラル
サーバによって送信され得る。たとえば、セントラルサーバは、ユーザのタブレット、ス
マートフォン、ワイヤレス受信機デバイス、または他のコンピューティングデバイスにメ
ッセージを送信することができる。受信者はまた、モバイルデバイス上で実行するアプリ
ケーションまたはアプリを含み得る。ある実施形態では、セントラルサーバはまた、ＥＭ
Ｔ、消防、地元の警察、小売店、業者のコンピューティングデバイス、および広告サーバ
を含み得る登録されたサービスのような、他の第３者の受信者またはデバイスにメッセー
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ジを送信することができる。
【０２６２】
　[0327]サイティングメッセージを受信したことに応答してセントラルサーバによって送
信されるメッセージは、ユーザにより持ち運ばれる携帯電話またはモバイル近接ブロード
キャスト受信機のようなデバイスに既知のワイヤレス識別送信機の近接の位置を知らせる
ために送信され得る。たとえば、小売店内の固定式の近接ブロードキャスト受信機のよう
な近接ブロードキャスト受信機が、ユーザと関連付けられるワイヤレス識別送信機からの
ブロードキャストメッセージを中継するとき、セントラルサーバは、ユーザが店舗の受信
機デバイスの近くにいることを示すメッセージをユーザのモバイルデバイスに返信するこ
とによって、応答することができる。さらに、ユーザのデバイスで実行される第３者のア
プリケーションは、メッセージ内の情報を使用することができる。たとえば、ユーザのス
マートフォンで実行される小売店のアプリは、小売店の建物の近接の範囲内の、表示エリ
アの近接の範囲内にユーザが移動したという通知を受信することができる。様々な他の実
施形態では、第３者のアプリケーションは、ワイヤレス識別送信機と関連付けられる所有
されたアイテムを追跡するために利用され得る。たとえば、特定の第３者のアプリケーシ
ョンは、探索されている行方不明の子供の近接の範囲内にユーザがいるとき、着信音を鳴
らすことができる。
【０２６３】
　[0328]判定ブロック２１０２において、セントラルサーバは、サイティングメッセージ
が受信されるかどうかを判定することができる。セントラルサーバがサイティングメッセ
ージを受信しない場合（すなわち、判定ブロック２１０２＝「いいえ」）、セントラルサ
ーバは、判定ブロック２１０２における動作を継続することができる。セントラルサーバ
がサイティングメッセージを受信する場合（すなわち、判定ブロック２１０２＝「はい」
）、ブロック２１０４において、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機の情報と、
近接ブロードキャスト受信機の情報と、関連するデータとを、サイティングメッセージに
基づいて識別することができる。ブロック２１０６において、セントラルサーバは、サイ
ティングメッセージ内のローリング識別子に基づいて、ワイヤレス識別送信機アイデンテ
ィティを取得することができる。ブロック２１０８において、セントラルサーバは、取得
されたワイヤレス識別送信機アイデンティティに基づいて、ワイヤレス識別送信機のユー
ザ情報を取り出すことができる。ブロック２１１０において、セントラルサーバは、近接
ブロードキャスト受信機のユーザ情報および関連するサービスのような、近接ブロードキ
ャスト受信機識別情報を、識別された近接ブロードキャスト受信機の情報に基づいて取り
出すことができる。任意選択のブロック２１１２において、セントラルサーバは、取得さ
れたデータおよび／または取り出されたデータに基づいて、ハッシュされたデータを生成
することができる。ブロック２１１４において、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送
信機アイデンティティに関連して、サイティングメッセージに基づいてデータを記憶する
ことができる。
【０２６４】
　[0329]判定ブロック２１５２において、セントラルサーバは、第３者のアプリケーショ
ン（またはアプリ）が近接ブロードキャスト受信機の情報を取得したことを許可されたと
判定することができる。言い換えれば、ワイヤレス識別送信機のユーザと関連付けられる
、セントラルサーバに記憶されたデータに基づいて、セントラルサーバは、任意の登録さ
れたサービス、またはユーザのデバイスと関連付けられる第３者のアプリケーションを検
出することができる。たとえば、セントラルサーバは、データベース情報を評価して、小
売店に対応する第３者のアプリケーションをユーザが自身のスマートフォンにインストー
ルしたことを識別することができる。近接ブロードキャスト受信機の情報は、近接ブロー
ドキャスト受信機アイデンティフィケーション（たとえば、ＩＤコードまたは識別子）と
近接ブロードキャスト受信機のユーザアイデンティティとを含み得る。ある実施形態では
、図２２を参照して以下で説明されるように、セントラルサーバは、第３者が開発者また
は登録されたサービスとして登録されるときに示される情報、または代替的にユーザの許
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可設定に基づいて示される情報のような、第３者の開発者の権利に基づく情報を第３者の
アプリケーションが許可されるかどうかを識別することができる。ある実施形態では、セ
ントラルサーバは、受信されたサイティングメッセージ内で提供されるアプリケーション
アイデンティフィケーションを使用して、ユーザのデバイス上の第３者のアプリケーショ
ンが近接ブロードキャスト受信機の情報を受信できるかどうかを判定することができる。
たとえば、サイティングメッセージは、サイティングメッセージに対応し、したがって、
セントラルサーバから任意の近接ブロードキャスト受信機の情報を受信することが許可さ
れる、アプリケーションのインジケータ（たとえば、アプリＩＤ）を含み得る。
【０２６５】
　[0330]第３者のアプリが近接ブロードキャスト受信機の情報を取得したことを許可され
ない場合（すなわち、判定ブロック２１５２＝「いいえ」）、ブロック２１５６において
、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機アイデンティフィケーションとサイティン
グメッセージからの関連するデータとのみを含むメッセージをユーザのデバイスに送信す
ることができる。たとえば、セントラルサーバによって送信されるメッセージは、取得さ
れたワイヤレス識別送信機アイデンティティと、ユーザ情報と、タイムスタンプデータと
、サイティングメッセージからの位置情報とを含み得る。第３者のアプリが近接ブロード
キャスト受信機情報を取得したことを許可される場合（すなわち、判定ブロック２１５２
＝「はい」）、ブロック２１５４において、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機
アイデンティフィケーションと、近接ブロードキャスト受信機の情報と、サイティングメ
ッセージからの関連するデータとを含むメッセージをユーザのデバイスに送信することが
できる。たとえば、セントラルサーバによってユーザのスマートフォンに送信されるメッ
セージは、取得された近接ブロードキャスト受信機アイデンティフィケーションのインジ
ケータ（たとえば、シリアルコード、グループへの所属、業者のカテゴリなど）を含み得
る。セントラルサーバは次いで、判定ブロック２１０２の動作を継続することができる。
ある実施形態では、セントラルサーバは、図２０Ａを参照して上で説明されたような警告
エンジンモジュールを利用して、様々なデバイスへ送信するためのメッセージを送信およ
び／または生成することができる。
【０２６６】
　[0331]図２２は、セントラルサーバが記憶された許可に基づいてユーザデータを送信す
るためのある実施形態の方法２２００を示す。本開示の様々な実施形態のシステムは、登
録されたユーザのプライバシーを守るための機構を登録されたユーザに提供することがで
きるので、登録されたユーザの個人情報は、同意と有効な目的とを伴った場合にのみ第三
者に提供され得る。たとえば、ユーザは、救出を促すために、行方不明の子供の写真がモ
バイル近接ブロードキャスト受信機へとセントラルサーバによって提供され得ることを許
可することができる。したがって、セントラルサーバは、ユーザが自身のアイデンティテ
ィ（および他の個人情報）を第三者および／または第三者のアプリケーションへ提供させ
ることを認めるかどうかを示す情報（すなわち、「許可」）を記憶することができる。許
可は、ユーザが、ワイヤレス識別送信機、モバイル近接ブロードキャスト受信機、または
他のデバイス（たとえば、スマートフォン）をセントラルサーバに登録するときに、ユー
ザによって設定され、提供され、または別な方法で示され得る。たとえば、セントラルサ
ーバは、ウェブポータルを介した登録手順の間に、プライバシーの規則と、設定と、選好
と、他のデータとをユーザから集めることができる。
【０２６７】
　[0332]本開示では、許可は、第三者へのユーザ識別情報の公開に関する、様々なプライ
バシーレベルまたは許可を示すいくつかの値を有し得る。ある実施形態では、セントラル
サーバは、識別情報が第三者と共有されることを許容しないユーザの許可（すなわち、「
匿名」許可値）、ユーザの一般的で間接的な識別情報のみが共有されることを許容する許
可（すなわち、「一般」許可値）、および／または任意の情報が共有されることを許容す
る許可を記憶することができる。たとえば、業者からのマーケティング情報を何ら受信す
ることを望まない、または、いずれの第三者に対してもアイデンティフィケーション、位
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置履歴、または行動情報を何ら提供することを望まないユーザは、許可を「匿名」に設定
している可能性がある。ある実施形態では、「匿名」許可値および「一般」許可値は、相
互に排他的であり得る。言い換えると、ユーザは、一般的な情報のみ、もしくは任意の情
報が第三者（たとえば、業者またはモバイルデバイスのアプリ）に提供されることを認め
ることがあり、または、情報が第三者に提供されることを認めないことがある。ある実施
形態では、一般的な情報は、ユーザの年齢、身長、体重、人種、結婚歴、および学歴のよ
うな、特定のユーザに適用可能な人口統計学的な分類を示す、個人データを含み得る。
【０２６８】
　[0333]様々な実施形態では、セントラルサーバは、様々な条件およびユーザと関連付け
られる第三者に対して異なる許可値を記憶することができる。たとえば、セントラルサー
バは、特定の業者により登録されたサービスがユーザに関するいずれの個人データも受信
できないことを示す許可値（すなわち、匿名許可値）を記憶することができる。しかしな
がら、セントラルサーバは、同じユーザおよび第２の業者に対して、異なる許可値（すな
わち、一般許可値）を記憶することができる。
【０２６９】
　[0334]ブロック２２０２において、セントラルサーバは、ユーザに対する許可を記憶す
ることができる。たとえば、登録の間、セントラルサーバは、個人情報がセントラルサー
バによって第三者へ送信されるべきではないことを示す、ユーザの許可値を受信し得る。
ある実施形態では、セントラルサーバは、ユーザから受信される後続の更新に基づいて、
記憶された許可を修正することができる。たとえば、セントラルサーバは、自分の名前が
いずれの登録されたサービス（たとえば、小売店）と共有されることもユーザがもはや望
まないことを示す情報を、ウェブサイトポータルを介して受信し得る。
【０２７０】
　[0335]判定ブロック２１０２において、セントラルサーバは、サイティングメッセージ
が受信されるかどうかを判定することができる。サイティングメッセージが受信されない
場合（すなわち、判定ブロック２１０２＝「いいえ」）、セントラルサーバは、判定ブロ
ック２１０２の動作を継続することができる。サイティングメッセージが受信される場合
（すなわち、判定ブロック２１０２＝「はい」）、判定ブロック２２０６において、セン
トラルサーバは、ワイヤレス識別送信機アイデンティティが既知かどうかを判定すること
ができる。言い換えると、セントラルサーバは、受信されたサイティングメッセージ内の
データを評価し、復号し、解読し、または別な方法でアクセスして、セントラルサーバに
登録されているワイヤレス識別送信機アイデンティティ（または識別子）をサイティング
メッセージが含むかどうかを判定するために、図２１Ａを参照して上で説明されたような
、ブロック２１０４～２１１０の動作を実行することができる。たとえば、セントラルサ
ーバは、サイティングメッセージ内の識別子を、すべての登録されたワイヤレス識別送信
機のデータベースと比較して、受信されたサイティングメッセージに対応するワイヤレス
識別送信機が既知かどうかを判定することができる。ワイヤレス識別送信機が既知ではな
い場合（すなわち、判定ブロック２２０６＝「いいえ」）、ブロック２２０８において、
セントラルサーバはサイティングメッセージを無視し、判定ブロック２１０２の動作の実
行を継続することができる。
【０２７１】
　[0336]ワイヤレス識別送信機が既知である場合（すなわち、判定ブロック２２０６＝「
はい」）、ブロック２１１４において、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機アイ
デンティティに関して、サイティングメッセージに基づいてデータを記憶することができ
、たとえば、ワイヤレス識別送信機のユーザに関連して、サイティングメッセージ内の位
置データをデータベースに記憶する。判定ブロック２２１０において、セントラルサーバ
は、受信されたサイティングメッセージが登録されたサービスに関するかどうかを判定す
ることができる。上で説明されたように、登録されたサービスは、探索もしくは警告のよ
うなセントラルサーバによって管理される既知のルーチン、動作、サービス、モバイルデ
バイス上で実行され得るアプリケーション（たとえば、第三者のアプリ）、および／また
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は、セントラルサーバに登録され、既知であり、もしくは別な方法でセントラルサーバに
認証された関係者を含み得る。たとえば、登録されたサービスは、近接ブロードキャスト
受信機をセントラルサーバに登録している業者である第三者に対応し得る。
【０２７２】
　[0337]判定を行うために、セントラルサーバは、受信されたサイティングメッセージを
分析し、近接ブロードキャスト受信機を識別する任意のメタデータもしくはヘッダ情報、
サイティングメッセージの主題、または、近接ブロードキャスト受信機および／もしくは
サイティングメッセージによってレポートされるブロードキャストメッセージを送信した
ワイヤレス識別送信機に関する他の記述的情報を評価することができる。たとえば、サイ
ティングメッセージは、サイティングメッセージがアクティブな警告に応答して近接ブロ
ードキャスト受信機によって送信されたことを示すメタデータを含み得る。あるいは、サ
イティングメッセージは、特定のベンダーの施設またはサービスに対する関連を示すヘッ
ダ情報を含み得る。たとえば、サイティングメッセージは、近接ブロードキャスト受信機
が特定の第三者のアプリケーションと関連付けられることを示すメタデータ（たとえば、
小売店のアプリのＩＤ）を含み得る。セントラルサーバは、サイティングメッセージから
取得された情報を登録されたサービスのリストと比較することができる。
【０２７３】
　[0338]サイティングメッセージが登録されたサービスに関しない場合（すなわち、判定
ブロック２２１０＝「いいえ」）、セントラルサーバは、判定ブロック２１０２の動作を
継続することができる。サイティングメッセージが登録されたサービスに関する場合（す
なわち、判定ブロック２２１０＝「はい」）、ブロック２２１１において、セントラルサ
ーバは、既知のワイヤレス識別送信機と関連付けられるユーザのようなユーザに対する記
憶された許可を参照することができる。別の実施形態では、ユーザは、サイティングメッ
セージを送信した近接ブロードキャスト受信機と関連付けられ得る。たとえば、ワイヤレ
ス識別送信機は、第三者と関連付けられる可能性があり、サイティングメッセージは、ユ
ーザのモバイル近接ブロードキャスト受信機によってセントラルサーバに中継された可能
性がある。記憶された許可は、特定の登録されたサービスまたは任意の／すべての登録さ
れたサービスに対してユーザによって設定される許可であり得る。
【０２７４】
　[0339]判定ブロック２２１２において、セントラルサーバは、ユーザの許可が「匿名」
という値を示すかどうかを判定することができる。言い換えると、セントラルサーバは、
第三者である業者またはユーザのモバイルデバイス上で実行される第三者のアプリなどの
登録されたサービスと情報が共有されることを許可する許可値を、ユーザが設定したかど
うかを判定することができる。許可が「匿名」という値を示す場合（すなわち、判定ブロ
ック２２１２＝「はい」）、ユーザはいずれのユーザデータも共有されることを認めてい
ないので、セントラルサーバはユーザに関する情報を何ら送信できない。
【０２７５】
　[0340]ある実施形態では、許可値が匿名であっても、セントラルサーバはそれでも、匿
名のワイヤレス識別送信機の近接を示すメッセージを登録されたサービスに送信すること
ができる。たとえば、セントラルサーバは、識別されないワイヤレス識別送信機が関連す
る近接ブロードキャスト受信機の近接の範囲内に来たことを第三者のアプリに示し得るメ
ッセージを、ユーザのモバイルデバイスに送信することができる。そのようなメッセージ
は、サイティングメッセージがセントラルサーバによって受信されたおおよその時刻のよ
うな、状況的な情報を提供することができる。別の実施形態では、ユーザ情報を伴わない
そのようなメッセージは、小売店などの特定のエリアを通る徒歩による交通を推定するた
めに、登録されたサービスによって使用され得る。
【０２７６】
　[0341]許可が「匿名」という値を示さない場合（すなわち、判定ブロック２２１２＝「
いいえ」）、判定ブロック２２１４において、セントラルサーバは、許可が「一般」とい
う値を示すかどうかを判定することができる。ある実施形態では、「一般」という値は、
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ユーザは直接識別されることを望まないが、セントラルサーバがユーザについての一般的
な情報を登録されたサービス（たとえば、業者）に提供するのを認め得るということを、
示し得る。たとえば、一般的な情報は、ユーザの性別または年齢を含み得る。許可が「一
般」という値を示す場合（すなわち、判定ブロック２２１４＝「はい」）、ブロック２２
１６において、セントラルサーバは、一般的なユーザデータを識別することができる。具
体的には、一般的なユーザデータは、ユーザの年齢と、身長と、体重と、人種と、結婚歴
と、学歴と、ユーザの身元を直接示さない他の一般的な属性とを含み得る。ある実施形態
では、一般的なデータは、ユーザの名前、固有の識別子、プロフィール識別子、金融アカ
ウント情報（たとえば、クレジットカード番号など）、および／または具体的な所属を直
接示さない、セントラルサーバによって記憶される任意のデータを含み得る。たとえば、
一般的なデータは、ユーザの雇用主または当座預金の銀行を含まないことがある。様々な
実施形態では、一般的なユーザデータは、小売店内での行動、たとえば、セントラルサー
バにより記録された訪問の回数、売場全体の移動経路、滞在時間、および購入集中情報を
含み得る。ある実施形態では、一般的なユーザデータは、位置情報および／またはセンサ
データのような、ブロック２１１４の動作により記憶されたデータを含み得る。ブロック
２２１８において、セントラルサーバは、第三者の登録されたサービスへのメッセージ、
または、モバイル近接ブロードキャスト受信機上で実行されるアプリケーションにより使
用されるメッセージのような、一般的なユーザデータを送信することができる。
【０２７７】
　[0342]許可が「一般」という値を示さない場合（すなわち、判定ブロック２２１４＝「
いいえ」）、ブロック２２２２において、セントラルサーバは、たとえば、ユーザの個人
情報（たとえば、名前、住所など）を含む返信メッセージを近接ブロードキャスト受信機
に送信することによって、ユーザを識別するデータを送信することができる。言い換える
と、記憶された許可に基づいて、ユーザは、ユーザの名前またはＩＤのような識別データ
をセントラルサーバが登録されたサービスにデフォルトで提供することを認めていること
がある。たとえば、ユーザは、ユーザに直接宛てられる、クーポンなどのマーケティング
情報を有することを望むことがある。ある実施形態では、セントラルサーバは、ユーザの
名前、金融情報、雇用主の名前、住所、電子メールアドレス、電話番号、および、セント
ラルサーバが記憶し得る任意の他のデータを送信することができる。ある実施形態では、
ユーザを識別するデータは、上で説明されたような任意の一般的なユーザデータも含み得
る。
【０２７８】
　[0343]他の使用事例は、動的なプライバシー許可または設定を含み得る。様々な実施形
態は、公衆が、ワイヤレス識別送信機の位置を見ること、追跡すること、または調べるこ
とを可能にし得る。ユーザは、ワイヤレス識別送信機を、個人のウェブサイトと、または
、Ｆａｃｅｂｏｏｋ（登録商標）もしくは他のソーシャルネットワーク上のプロフィール
と関連付けることができる。これらのプロフィールは公開されてよく、ユーザにより規定
された友人または他の限られたグループが、ワイヤレス識別送信機の位置を追跡すること
を可能にする。さらなる実施形態では、ワイヤレス識別送信機に対して探索が開始される
場合、セントラルサーバは、プライベートモードまたは秘匿モードを示すように、ユーザ
のリンクされたプロフィールおよび／またはユーザ許可を設定することができる。たとえ
ば、親が子供のワイヤレス識別送信機をアクティブに探索している場合、親は、公衆が追
跡することを望まないことがある。
【０２７９】
　[0344]ある実施形態では、セントラルサーバは、受信されたサイティングメッセージに
基づいて特定の個人情報を第三者に送信するための許可を促すメッセージをユーザへ周期
的に送信することができる。たとえば、小売店の売場に歩いて入ってくるユーザは、ユー
ザの名前および買い物の習慣についての通知をその売場の店員に提供することが受け入れ
可能かどうかをユーザに尋ねるメッセージを、セントラルサーバから受信することができ
る。
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【０２８０】
　[0345]図２３は、近接ブロードキャスト受信機から受信されたサイティングメッセージ
を処理するための、セントラルサーバのためのある実施形態の方法２３００を示す。一般
に、サイティングメッセージ内の情報に基づいて、セントラルサーバは、ワイヤレス識別
送信機（および関連するユーザ）を識別し、近接ブロードキャスト受信機とワイヤレス識
別送信機（すなわち、登録されたサービスに関する）との間に関係があるかどうかを判定
し、サイティングメッセージに基づく様々なデータおよび／または情報を伴う返信メッセ
ージを送信することができる。このようにして、返信メッセージは、ワイヤレス識別送信
機についての識別情報が含まれないように、近接ブロードキャスト受信機に提供され得る
。これにより、近接ブロードキャスト受信機は、上で説明されたように、装置、デバイス
、または他の施設を匿名で個人設定して、ユーザアイデンティティを公開することなくワ
イヤレス識別送信機のユーザに利益をもたらすことが可能になり得る。たとえば、セント
ラルサーバからの返信メッセージは、装置のためのユーザの構成データを含み得るが、ユ
ーザのアイデンティティを含まなくてよい。ある実施形態では、方法２３００は、図１１
を参照して上で説明されたような方法１１００の動作を実行する近接ブロードキャスト受
信機に関連して、セントラルサーバによって実行され得る。様々な実施形態において、そ
のような返信メッセージは、受信されたサイティングメッセージに関する任意のデバイス
および／または関連するワイヤレス識別送信機、たとえば、第三者（たとえば、緊急サー
ビス、小売業者など）またはサイティングメッセージと関連付けられるユーザデバイスに
、送信され得る。
【０２８１】
　[0346]判定ブロック２１０２において、セントラルサーバは、サイティングメッセージ
が受信されるかどうかを判定することができる。サイティングメッセージが受信されない
場合（すなわち、判定ブロック２１０２＝「いいえ」）、セントラルサーバは、判定ブロ
ック２１０２の動作を継続することができる。サイティングメッセージが受信される場合
（すなわち、判定ブロック２１０２＝「はい」）、判定ブロック２２０６において、セン
トラルサーバは、ワイヤレス識別送信機アイデンティティが既知かどうかを判定すること
ができる。言い換えると、セントラルサーバは、受信されたサイティングメッセージ内の
データを評価し、復号し、解読し、または別な方法でアクセスして、セントラルサーバに
登録されているワイヤレス識別送信機アイデンティティ（または識別子）をサイティング
メッセージが含むかどうかを判定するために、図２１Ａを参照して上で説明されたような
、ブロック２１０４～２１１０の動作を実行することができる。ワイヤレス識別送信機が
既知ではない場合（すなわち、判定ブロック２２０６＝「いいえ」）、ブロック２２０８
において、セントラルサーバはサイティングメッセージを無視し、判定ブロック２１０２
の動作の実行を継続することができる。
【０２８２】
　[0347]ワイヤレス識別送信機が既知である場合（すなわち、判定ブロック２２０６＝「
はい」）、ブロック２１１４において、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機アイ
デンティティに関して、サイティングメッセージに基づいてデータを記憶することができ
、たとえば、ワイヤレス識別送信機のユーザに関連して、サイティングメッセージ内の位
置データをデータベースに記憶する。判定ブロック２２１０において、セントラルサーバ
は、受信されたサイティングメッセージが登録されたサービスに関するかどうかを判定す
ることができる。サイティングメッセージが登録されたサービスに関しない場合（すなわ
ち、判定ブロック２２１０＝「いいえ」）、セントラルサーバは、判定ブロック２１０２
の動作を継続することができる。
【０２８３】
　[0348]サイティングメッセージが、有効なベンダーのサービスまたはアクティブな警告
などの、登録されたサービスに関する場合（すなわち、判定ブロック２２１０＝「はい」
）、ブロック２３０２において、セントラルサーバは、返信メッセージを生成することが
できる。返信メッセージは、サイティングメッセージと、近接ブロードキャスト受信機と
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、関連するサービスと、サイティングメッセージの受信の時間と、他の情報的データとを
示す、情報を含み得る。判定ブロック２３０４において、セントラルサーバは、近接ブロ
ードキャスト受信機が識別情報を受信することを許可されるかどうかを判定することがで
きる。言い換えると、セントラルサーバは、近接ブロードキャスト受信機がワイヤレス識
別送信機の識別情報を受信するための許可を有するかどうか、またはそのことを認められ
ているかどうかを判定することができる。たとえば、近接ブロードキャスト受信機がベン
ダーまたは登録されたサービスと関連付けられることを示すサイティングメッセージ内の
メタデータに基づいて、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機（またはそのユーザ
）のアイデンティフィケーションが返信メッセージ内に含まれ得ないと判定することがで
きる。ある実施形態では、セントラルサーバは、近接ブロードキャスト受信機のアイデン
ティティと関連するサービスとに基づいて、情報許可を記述する記憶されたデータベース
を評価することができる。たとえば、データベースは、近接ブロードキャスト受信機が、
ワイヤレス識別送信機についての識別情報を受信することを許可されるサービスと関連付
けられることを示し得る。別の実施形態では、セントラルサーバは、図２２を参照して上
で説明されたブロック２２１１～２２１６の動作と同様の動作を実行して、ユーザデータ
が送信され得るかどうかを判定することができる。たとえば、サイティングメッセージに
基づいて取得されたユーザアイデンティフィケーションを使用して、セントラルサーバは
、ユーザ許可を参照して、ユーザデータが登録されたサービスと共有されることをユーザ
が認めたかどうかを識別することができる。
【０２８４】
　[0349]近接ブロードキャスト受信機が識別情報を受信することが許可される場合（すな
わち、判定ブロック２３０４＝「はい」）、ブロック２３０６において、セントラルサー
バは、識別情報を返信メッセージに付加することができる。たとえば、返信メッセージは
、ユーザ名、顧客ＩＤ、ワイヤレス識別送信機のユーザの住所および／または名前を含み
得る。近接ブロードキャスト受信機が識別情報を受信することを許可されない場合（すな
わち、判定ブロック２３０４＝「いいえ」）、または、ブロック２３０６においてセント
ラルサーバが識別情報を返信メッセージに付加した場合、判定ブロック２３０８において
、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機および登録されたサービスに関する記憶さ
れたデータがあるかどうかを判定することができる。セントラルサーバは、データベース
を評価して、近接ブロードキャスト受信機、その関連するデバイスもしくはサービス（た
とえば、ローカルサーバ）、および／またはワイヤレス識別送信機が、サイティングメッ
セージに基づくデータを必要とするかどうかを識別することができる。そのようなデータ
の例は、ファームウェア、ソフトウェア命令、構成情報、機密情報（たとえば、顧客ＩＤ
）、活動情報（たとえば、近接ブロードキャスト受信機に関する最近のワイヤレス識別送
信機の活動を表す情報）、または任意の他の関連する情報を含み得る。セントラルサーバ
は、近接ブロードキャスト受信機の識別情報と組み合わせてワイヤレス識別送信機の識別
情報を使用してデータベースに問い合わせて、返信メッセージに含められ得るデータベー
ス内のデータを検出することができる。たとえば、返信メッセージは、近接ブロードキャ
スト受信機によって使用されるべき、ワイヤレス識別送信機のユーザのための個人設定情
報を含み得る。ある実施形態では、データベースは、セントラルサーバのデータベース内
に機密データを記憶するサービス（たとえば、ベンダー、業者など）と近接ブロードキャ
スト受信機が関連付けられることを示し得る。
【０２８５】
　[0350]ワイヤレス識別送信機および登録されたサービスに関する記憶されたデータがあ
る場合（すなわち、判定ブロック２３０８＝「はい」）、ブロック２３１０において、セ
ントラルサーバは、登録されたサービスおよびワイヤレス識別送信機に関するデータを返
信メッセージに付加することができる。ワイヤレス識別送信機および登録されたサービス
に関する記憶されたデータがない場合（すなわち、判定ブロック２３０８＝「いいえ」）
、またはデータがすでに付加されている場合、ブロック２３１２において、セントラルサ
ーバは、近接ブロードキャスト受信機などに、返信メッセージを送信することができる。
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セントラルサーバは次いで、判定ブロック２１０２の動作を実行し続けることができる。
【０２８６】
　[0351]図２４は、ワイヤレス識別送信機と、近接ブロードキャスト受信機と、セントラ
ルサーバとの間の通信を示す、ある実施形態の呼のフローチャート２４００を示す。上で
説明されたように、ワイヤレス識別送信機は、短距離無線を介して、短距離ブロードキャ
ストメッセージ８０２を周期的に送信することができる。ブロードキャストメッセージ８
０２の信号範囲内にあるとき、近接ブロードキャスト受信機は、同様の短距離無線を使用
してブロードキャストメッセージ８０２を受信することができる。ブロードキャストメッ
セージ８０２は、近接ブロードキャスト受信機によって処理されてよく、関連するデータ
は、サイティングメッセージ８０４としてセントラルサーバに中継されてよい。ある実施
形態では、サイティングメッセージ８０４は、ブロードキャストメッセージ、近接ブロー
ドキャスト受信機および／またはワイヤレス識別送信機の識別情報、近接ブロードキャス
ト受信機が復号することが不可能である暗号化された情報、ならびに、ブロードキャスト
メッセージ８０２の受信に関する他の情報を含み得る。ある実施形態では、サイティング
メッセージ８０４は、インターネットプロトコルを介して通信するように構成され得る様
々なワイヤレスネットワークまたは有線ネットワークを通じて送信され得る。
【０２８７】
　[0352]セントラルサーバは、サイティングメッセージ８０４を受信し処理することがで
きる。サイティングメッセージ８０４が応答を必要とすることを、サイティングメッセー
ジ中の情報（たとえば、応答を要求するメタデータ、アップグレードされたファームウェ
アを受信する必要のあるワイヤレス識別送信機にサイティングメッセージが関連する、な
ど）に基づいて、セントラルサーバが判定する場合、セントラルサーバは、返信メッセー
ジ２４０２を生成し、近接ブロードキャスト受信機に送信することができる。様々な実施
形態では、返信メッセージ２４０２は、構成情報、ワイヤレス識別送信機を記述する識別
情報、または上で説明されたような他のデータを含み得る。近接ブロードキャスト受信機
は、返信メッセージ２４０２を受信し処理することができる。返信メッセージ２４０２内
のデータに基づいて、近接ブロードキャスト受信機は、任意選択で、構成情報とセントラ
ルサーバからの他のデータとを含み得るメッセージ２４０４を、ワイヤレス識別送信機に
送信することができる。ワイヤレス識別送信機は、図４を参照して上で説明されたような
動作を使用して、メッセージ２４０４のような送信を選択的に受け入れることができる。
【０２８８】
　[0353]別の選択肢として、近接ブロードキャスト受信機は、返信メッセージ２４０２に
基づいて、メッセージ２４０６をローカルサーバに送信することができる。メッセージ２
４０６は、ワイヤレス識別送信機の識別情報と、構成情報と、ソフトウェアルーチンと、
ローカルサーバによる記憶、処理、および別様の追加の使用のための、返信メッセージ２
４０２からの様々な他のデータとを含み得る。メッセージ２４０６に基づいて、ローカル
サーバは今度は、ソフトウェア命令、構成データ、またはメッセージ２４０６を受信した
ことに応答して生成される他のデータを含み得る、任意選択の応答メッセージ２４０８を
、近接ブロードキャスト受信機に送信することができる。
【０２８９】
　[0354]ある実施形態では、セントラルサーバはまた、構成情報と他のデータとを含むメ
ッセージをローカルサーバ（図示せず）に直接送信することができる。たとえば、近接ブ
ロードキャスト受信機からのサイティングメッセージ８０４は、セントラルサーバが後続
の通信のために利用し得る、ローカルサーバの連絡先情報を提供することができる。
【０２９０】
　[0355]図２５は、送信のためにデータを集約する（collapsing）、セントラルサーバの
ためのある実施形態の方法２５００を示す。上で説明されたように、近接ブロードキャス
ト受信機は、近隣ワイヤレス識別送信機から受信されたすべてのブロードキャストメッセ
ージをレポートすることができる。たとえば、特定のワイヤレス識別送信機がある近接ブ
ロードキャスト受信機のそばに置き去りにされた場合、その近接ブロードキャスト受信機
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は、そのワイヤレス識別送信機が動かされたかどうかに関係なく、ワイヤレス識別送信機
によって送信されたすべてのブロードキャストメッセージについてサイティングメッセー
ジを送信することができる。セントラルサーバはそのような冗長なメッセージを処理する
ように構成され得るが、メッセージがすべてのブロードキャストメッセージについて送信
されると、登録されたサービスは多すぎるメッセージに困惑し得る。たとえば、小売店内
のワイヤレス識別送信機のユーザに関する通知を受信するためにセントラルサーバに登録
した業者は、すべてが同じ情報をレポートする無数の通知を受けることを望まないことが
ある。代わりに、登録されたサービスは、ある期間にわたる情報をレポートする、まとめ
られたデータ、平均化されたデータ、または要約されたデータ（すなわち、「集約された
（collapsed）」データ）により利益を得ることができる。
【０２９１】
　[0356]したがって、セントラルサーバは、ある期間にわたり受信される複数のサイティ
ングメッセージからの情報を表す集約されたデータを伴うメッセージを送信するように構
成され得る。そのような期間は、数秒、数分、もしくは数時間などの、ある時間の長さに
よって定義されてよく、または代替的には、ある回数の受信されたサイティングメッセー
ジによって定義されてよい。別の実施形態では、期間は、サイティングメッセージ内で定
義されるイベントまたは条件によって定義され得る。たとえば、ある時間の期間にわたっ
てサイティングメッセージにおいて提供される位置情報に基づいて、セントラルサーバは
、特定のワイヤレスアイデンティティがもはや特定の近接ブロードキャスト受信機の近接
の範囲内にない（すなわち、ワイヤレス識別送信機がジオフェンス内に滞在しておらず、
ジオフェンスから出た）と判定することができる。
【０２９２】
　[0357]判定ブロック２１０２において、セントラルサーバは、サイティングメッセージ
が受信されるかどうかを判定することができる。サイティングメッセージが受信されない
場合（すなわち、判定ブロック２１０２＝「いいえ」）、セントラルサーバは、判定ブロ
ック２１０２の動作を継続することができる。サイティングメッセージが受信される場合
（すなわち、判定ブロック２１０２＝「はい」）、判定ブロック２２０６において、セン
トラルサーバは、ワイヤレス識別送信機アイデンティティが既知かどうかを判定すること
ができる。言い換えると、セントラルサーバは、受信されたサイティングメッセージ内の
データを評価し、復号し、解読し、または別な方法でアクセスして、セントラルサーバに
登録されているワイヤレス識別送信機アイデンティティ（または識別子）をサイティング
メッセージが含むかどうかを判定するために、図２１Ａを参照して上で説明されたような
、ブロック２１０４～２１１０の動作を実行することができる。ワイヤレス識別送信機が
既知ではない場合（すなわち、判定ブロック２２０６＝「いいえ」）、ブロック２２０８
において、セントラルサーバはサイティングメッセージを無視し、判定ブロック２１０２
の動作の実行を継続することができる。
【０２９３】
　[0358]ワイヤレス識別送信機が既知である場合（すなわち、判定ブロック２２０６＝「
はい」）、ブロック２１１４において、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機アイ
デンティティに関して、サイティングメッセージに基づいてデータを記憶することができ
、たとえば、ワイヤレス識別送信機のユーザに関連して、サイティングメッセージ内の位
置データをデータベースに記憶する。判定ブロック２２１０において、セントラルサーバ
は、受信されたサイティングメッセージが登録されたサービスに関するかどうかを判定す
ることができる。サイティングメッセージが登録されたサービスに関しない場合（すなわ
ち、判定ブロック２２１０＝「いいえ」）、セントラルサーバは、判定ブロック２１０２
の動作を継続することができる。
【０２９４】
　[0359]サイティングメッセージが、有効なベンダーのサービスまたはアクティブな警告
などの登録されたサービスに関する場合（すなわち、判定ブロック２２１０＝「はい」）
、判定ブロック２５０２において、セントラルサーバは、たとえばサイティングメッセー
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ジを送信した近接ブロードキャスト受信機への返信メッセージ内で、集約されたデータを
送信する時間になったかどうかを判定することができる。上で説明されたように、セント
ラルサーバは、事前に定義された時間期間の満了、事前に定義された数のサイティングメ
ッセージの受信、または、ワイヤレス識別送信機の状態の変化の認識（たとえば、ユーザ
がワイヤレス識別送信機を近接ブロードキャスト受信機から離した、ワイヤレス識別送信
機が近接ブロードキャスト受信機の近接の範囲内に移動した、など）に基づいて、集約さ
れたデータを送信するかどうかを判定することができる。集約されたデータを送信する時
間ではない場合（すなわち、判定ブロック２５０２＝「いいえ」）、セントラルサーバは
、判定ブロック２２０４の動作を継続することができる。
【０２９５】
　[0360]しかしながら、集約されたデータを送信する時間になった場合（すなわち、判定
ブロック２５０２＝「はい」）、ブロック２５０４において、セントラルサーバは、受信
されたサイティングメッセージと記憶されたデータとに基づいて、データを集約すること
ができる。具体的には、セントラルサーバは、集約されたデータが最後に送信されてから
の、ワイヤレス識別送信機の位置および行動の平均データまたは要約されたデータを生成
することができる。ある実施形態では、集約されたデータは、要約されたセンサデータ（
たとえば、集約されたデータが最後に送信されてからの平均温度）を含み得る。別の実施
形態では、集約されたデータは、購入履歴および選好（たとえば、食品、買い物など）の
ような、ワイヤレス識別送信機のユーザに関するデータを含み得る。ブロック２５０６に
おいて、セントラルサーバは、集約されたデータとともに返信メッセージを送信すること
ができる。返信メッセージは、サイティングメッセージを送信した近接ブロードキャスト
受信機へ、または代替的に、登録されたサービスと関連付けられるコンピューティングデ
バイスへ送信され得る。たとえば、消費者の徒歩による交通の情報を受信するように登録
された業者は、ある期間にわたる小売店内での消費者の要約された位置を示す集約された
データとともに返信メッセージを受信することができる。
【０２９６】
　[0361]図２６は、セントラルサーバ内で実施され得るある実施形態の方法２６００を示
す。方法２６００は、最初はワイヤレス識別送信機によってブロードキャストされる、符
号化されたデータ、ローリングするデータ、または別な方法で保護されたデータを含むサ
イティングメッセージを、近接ブロードキャスト受信機から受信したことに応答して、セ
ントラルサーバによって実行され得る。ワイヤレス識別送信機のユーザのプライバシーは
、識別子が時間とともに変わるように、各ワイヤレス識別送信機に対してローリング識別
子またはランダムに変化する識別子を使用することによって、保護され得る。新たな識別
子は、周期的に、または、ワイヤレス識別送信機がある回数またはある時間期間（たとえ
ば、１時間）識別子をブロードキャストしたときのような、あるイベントに基づいて、生
成され得る。識別子のこのローリングは、ワイヤレス識別送信機が依然として追跡され得
るように、セントラルサーバと協調し得る。たとえば、ワイヤレス識別送信機およびセン
トラルサーバは、共通のタイムスケールに識別子を生成するために使用される暗号学的に
安全な擬似乱数生成器アルゴリズムを各々有し得るので、任意の所与の瞬間に、セントラ
ルサーバは、特定のワイヤレス識別送信機によって送信されている識別子を計算すること
ができる。
【０２９７】
　[0362]ローリング識別子を生成すること、または識別子を不明化する他の方法は、第三
者からのなりすまし攻撃を防ぎ得るという点で重要である。たとえば、識別子が不変であ
れば、第三者は、たとえば、近接ブロードキャスト受信機になりすまし、次いで、識別子
を使用してワイヤレス識別送信機を追跡することによって、識別子を探り出すことができ
る。ローリング識別子は、第三者が擬似乱数生成器または最新のローリング識別子を生成
する他の手段を欠いている場合、そのような攻撃を妨げて不可能なものにし得る。
【０２９８】
　[0363]ブロック２６０２において、セントラルサーバは、近接ブロードキャスト受信機
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からのサイティングメッセージの中で、ワイヤレス識別送信機のローリング識別子を受信
することができる。ブロック２６０４において、セントラルサーバは、ローリング識別子
を擬似乱数生成器によって計算されたコードと比較することができる。乱数生成器は、あ
る期間にわたってワイヤレス識別送信機によって生成されブロードキャストされるローリ
ング識別子と揃うことが予想されるコードを計算するためにセントラルサーバによって利
用される、ソフトウェア命令、ルーチン、アルゴリズム、回路、またはモジュールであり
得る。様々な実施形態において、一部の識別子が欠けていた場合、セントラルサーバは、
受信された識別子を次のいくつかのコードと比較することができる。受信された識別子が
予想されるコードのいずれかと一致する場合、ブロック２６０６において、セントラルサ
ーバは、一致する識別子と任意の関連するデータとを、ワイヤレス識別送信機に対応する
シリアルコードと関連付けることができる。このように、セントラルサーバがワイヤレス
識別送信機のシリアルコードを伴うユーザ要求、たとえば、子供により持ち運ばれるワイ
ヤレス識別送信機を位置決定するための親からの要求を後で受信すると、セントラルサー
バは、以前のそれぞれのローリング識別子を探索する必要なく、すべての以前の一致と任
意の関連するデータとを見つけることができる。
【０２９９】
　[0364]ある実施形態では、ターゲットワイヤレス識別送信機の探索を開始するとき、セ
ントラルサーバは、共有されるアルゴリズムと情報（たとえば、鍵）とを使用して、警告
メッセージで送信されるターゲットデバイスＩＤを生成することができる。この実施形態
では、警告メッセージは、ターゲットワイヤレス識別送信機がその識別子をローリングす
るようにスケジューリングされるときは常に、更新されたターゲットデバイスＩＤととも
に再送信され得る。
【０３００】
　[0365]図２７は、アクティブ化メッセージを特定のセクタ中の近接ブロードキャスト受
信機に送信することによって探索をアクティブ化する、セントラルサーバのためのある実
施形態の方法２７００を示す。ブロック２７０２において、セントラルサーバは、特定の
ワイヤレス識別送信機（すなわち、ターゲットワイヤレス識別送信機）の近接情報に対す
る要求、たとえば、上で説明されたユーザ要求を受信し得る。言い換えれば、要求者は、
ターゲットワイヤレス識別送信機を位置決定することを望み得る。ブロック２７０４にお
いて、セントラルサーバは、ターゲットワイヤレス識別送信機を探索するための１つまた
は複数の初期セクタを識別することができる。初期セクタは、様々な方法で識別され得る
。たとえば、要求は位置（たとえば、ターゲットワイヤレス識別送信機の最後の既知の位
置）を含んでよく、セントラルサーバは、位置の周りのセクタを識別することができる。
あるいは、ターゲットワイヤレス識別送信機は、以前の追跡の試行、または、以前のサイ
ティングに基づく近接ブロードキャスト受信機から受信されたデータ（たとえば、ＧＰＳ
座標、セルＩＤ）に基づく、自身と関連付けられるセクタを有し得る。
【０３０１】
　[0366]ブロック２７０６において、セントラルサーバは、識別されたセクタに基づいて
、警告を近接ブロードキャスト受信機に送信することができる。たとえば、セントラルサ
ーバは、識別されたセクタに現在位置している近接ブロードキャスト受信機、セクタ中を
頻繁に移動する近接ブロードキャスト受信機（たとえば、セクタに入ることが知られてい
るモバイル近接ブロードキャスト受信機）、セクタの近くにいる、もしくは以前に近くに
いたことがある近接ブロードキャスト受信機、および／または今後セクタの中にいること
が予測される近接ブロードキャスト受信機に、警告を送信することができる。様々な実施
形態では、警告は、セントラルサーバが探索を開始またはアクティブ化したことを示し得
る。代替的な実施形態では、警告メッセージは、別個のサーバまたは他のネットワーク位
置において利用可能であってよく、近接ブロードキャスト受信機は、警告が維持され得る
ＵＲＬに周期的に問い合わせることができる。たとえば、携帯電話は、時計および他のネ
ットワーク設定のような、種々のデータについて周期的に確認することが多いので、近接
ブロードキャスト受信機は、これらの他のデータの確認に使用されるのと同じ方法、また
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は同じ接続で、警告も確認するように構成され得る。ある実施形態では、セントラルサー
バは、受信者の近接ブロードキャスト受信機がターゲットワイヤレス識別送信機を識別す
ることが不可能であり得るように、そのような警告メッセージを送信することができる。
たとえば、警告メッセージは、セントラルサーバのみがアクセスできるターゲットワイヤ
レス識別送信機の、符号化された、暗号化された、または別な方法で不明瞭にされた識別
子を含み得るので、要求者を除き、すべての近接ブロードキャスト受信機および他のデバ
イスに対して、探索を匿名に保つ。別の実施形態では、モバイル近接ブロードキャスト受
信機が任意の警告または探索アクティブ化メッセージを受信したかどうかとは無関係に、
モバイル近接ブロードキャスト受信機がターゲットワイヤレス識別送信機から受信された
ブロードキャストメッセージを自動的に中継するように構成される場合、ブロック２７０
６における動作は任意選択であり得る。たとえば、モバイル近接ブロードキャスト受信機
は、近接の範囲内のワイヤレス識別送信機から受信された任意のブロードキャストメッセ
ージを含むサイティングメッセージをセントラルサーバに送信することができる。
【０３０２】
　[0367]警告を送信すると、判定ブロック２７１０において、セントラルサーバは、ター
ゲットワイヤレス識別送信機の近接のレポートがサイティングメッセージを介して受信さ
れたかどうかを判定することができる。言い換えれば、セントラルサーバは、ターゲット
の、または探索されているワイヤレス識別送信機が、近接ブロードキャスト受信機の近接
の範囲内にあり、したがって位置決定されていることを示す、サイティングメッセージを
受信するために、待機することができる。セントラルサーバは、受信されたサイティング
メッセージ内のローリング識別子を復号し、解読し、または別な方法でアクセスして、ロ
ーリング識別子がターゲットワイヤレス識別送信機のアイデンティティと一致するかどう
かを判定することができる。ターゲットワイヤレス識別送信機の近接のレポートが受信さ
れる場合（すなわち、判定ブロック２７１０＝「はい」）、セントラルサーバは、ブロッ
ク２７１２において、近接ブロードキャスト受信機から受信されたあらゆるデータととも
に、要求者に応答を送信することができる。判定ブロック２７１０において待機してサイ
ティングメッセージ（または他の位置レポート）を近接ブロードキャスト受信機から受信
し、ブロック２７１２において１つまたは複数の要求者に応答を送信するプロセスは、警
告が有効なままである限り（たとえば、子供が発見され、要求側の機関によって警告が取
り消されるまで）、または、セントラルサーバがターゲットワイヤレス識別送信機の近接
のレポートの受信を停止するまで（すなわち、判定ブロック２７１０＝いいえ）、継続し
得る。
【０３０３】
　[0368]判定ブロック２７１４およびブロック２７１６において、セントラルサーバは、
探索エリアを拡大するように探索セクタを調整し、動いているターゲットワイヤレス識別
送信機を追うようにセクタからセクタへ探索エリアを移動させ、要求者または機関から受
信された、探索を動かし、拡大し、または絞り込むためのコマンドに応答するように構成
され得る。このようにして、セントラルサーバは、デバイスが位置決定され追跡され得る
確率を上げるために、近接ブロードキャスト受信機に通知することによって、探索セクタ
をアクティブに調整することができる。判定ブロック２７１４において、セントラルサー
バは、探索の期間が時間閾値を超えたかどうか、ターゲットワイヤレス識別送信機がセク
タから離れていることを示すレポートされた位置があるかどうか、または、探索セクタコ
マンドが受信されたかどうかを、判定することができる。探索の期間、または最後のレポ
ートからの期間が、所定の時間閾値未満である限り、ターゲットワイヤレス識別送信機は
、探索セクタの外には出ず、および／またはセントラルサーバは探索エリアを調整するこ
とを命令されず（すなわち、判定ブロック２７１４＝いいえ）、セントラルサーバは、判
定ブロック２７１０における、サイティングメッセージを介した近接のレポートの待機と
受信とを継続することができる。
【０３０４】
　[0369]ある実施形態では、セントラルサーバが、ターゲットワイヤレス識別送信機（す
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なわち、判定ブロック２７１０＝いいえ）に関して、サイティングメッセージを介した近
接レポートを受信できない場合、またはその受信を止める場合、セントラルサーバは、判
定ブロック２７１４において、探索の開始または最後に受信されたレポートからの時間が
所定の閾値を超えるかどうかを判定することができる。この所定の閾値は、たとえば交通
手段の疑われるモードに応じて、探索がアクティブ化された時点で要求者または機関によ
って設定され得る。たとえば、探索は、子供の最後の既知の位置の周りのセクタにおいて
アクティブ化され得るが、誘拐者が徒歩で移動していることが疑われる場合、１５分以内
へと広げ、または、誘拐者が自動車で移動していることが疑われる場合、５分以内へと広
げるように構成され得る。このようにして、セントラルサーバは、探索エリアを自動的に
広げることができる。探索が開始されてから、または最後の位置レポートが受信されてか
ら、事前に設定された期間が満了したとセントラルサーバが判定する場合（すなわち、判
定ブロック２７１４＝はい）、セントラルサーバは、ブロック２７１６において、ターゲ
ットワイヤレス識別送信機を探索すべき新たなセクタを識別することができ、ブロック２
７０６において、新たなセクタ内での新たな警告が、近接ブロードキャスト受信機に送信
され、または別な方法で近接ブロードキャスト受信機に対して利用可能にされ得る。この
ようにして、探索は、移動している可能性のある誘拐者に対応するために、より大きなエ
リアを包含するように広がり得る。
【０３０５】
　[0370]別の実施形態では、探索は、ターゲットワイヤレス識別送信機の動きに基づいて
広げられ得る。たとえば、進行中の探索において、セントラルサーバは、１つまたは複数
の近接ブロードキャスト受信機からサイティングメッセージを受信している可能性がある
。これらのメッセージ中の時間と位置とに基づいて、セントラルサーバは、ターゲットワ
イヤレス識別送信機が、ある特定の方向、たとえば、高速道路上を遠ざかる方向に移動し
ていると仮定し、移動の方向にあるセクタを追加して、ターゲットワイヤレス識別送信機
の今後の位置を予測することができる。したがって、判定ブロック２７１４において、セ
ントラルサーバは、ターゲットワイヤレス識別送信機がそのセクタから離れつつあること
を受信されたレポートされる位置（または近接）が示すと、判定することができる。これ
は、判定ブロック２７１０において受信された一連の位置または近接をデジタル地図と比
較して、移動の方向と速さとを推定することによって達成され得る。位置または近接のレ
ポートの受信が止まり、ターゲットワイヤレス識別送信機が現在の探索セクタから出たと
、セントラルサーバが判定すると（すなわち、判定ブロック２７１４＝はい）、ブロック
２７１６において、セントラルサーバは探索すべき新たなセクタを識別することができ、
ブロック２７０６において、新たなセクタを伴う新たな警告が、近接ブロードキャスト受
信機に送信され、または近接ブロードキャスト受信機に別な方法で利用可能にされ得る。
ブロック２７１６において、識別された新たなセクタは、セントラルサーバによって推定
される動きの方向に沿った１つまたは複数のセクタであり得る。このようにして、探索は
、動いているワイヤレス識別送信機を追跡するために、セクタからセクタへ順番に移され
得る。
【０３０６】
　[0371]別の実施形態では、セントラルサーバは、探索エリアを広げ、移し、または絞り
込むためのコマンドを受信するように構成され、このコマンドは判定ブロック２７１４に
おいて受信され得る。セントラルサーバが、探索を広げるためのコマンドを受信する場合
（すなわち、判定ブロック２７１４＝はい）、セントラルサーバは、ブロック２７１６に
おいて、受信されたコマンドに従って、ターゲットワイヤレス識別送信機を探索すべき新
たなセクタを識別することができ、ブロック２７０６において、新たなセクタを伴う新た
な警告が、近接ブロードキャスト受信機に送信され、または別な方法で近接ブロードキャ
スト受信機に対して利用可能にされ得る。このようにして、要求者または探索機関は、た
とえば通報および目撃レポートを調査するために、セントラルサーバを介して探索を動的
に調整することができる。
【０３０７】
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　[0372]あるいは、探索は徐々に広げられてよい。セントラルサーバは、最初は１つまた
はわずか数個のセクタを識別し得るが、ターゲットワイヤレス識別送信機が位置決定され
ない場合、セントラルサーバは警告すべき追加のセクタを識別することができる。たとえ
ば、子供が放課後に行方不明になった場合、警告は学校のセクタ中の近接ブロードキャス
ト受信機に送信され、次いで、隣接するセクタ中のデバイスに送信され、次いで、町の他
の所にあるデバイスに送信され、次いで、必要であれば、隣接する町の中のおよびその向
こうにあるデバイスにも送信され得る。
【０３０８】
　[0373]セクタによる探索は、ネットワークリソースを節減し、より効率的な応答を可能
にし得る。近接ブロードキャスト受信機として選んだ携帯電話のユーザは、他の都市また
は州における非生産的な探索、たとえば、カリフォルニアの電話がアトランタで行方不明
になったワイヤレス識別送信機を探索することなどについて、心配しなくてよい。放課後
の数時間だけ行方不明になっているアトランタの子供が、国を横断してカリフォルニアに
たどり着くのは不可能であろう。しかしながら、探索が進行し時間が経過すると、適宜、
セクタが追加され探索範囲が広げられてよい。
【０３０９】
　[0374]様々な実施形態は、関与する各関係者のプライバシーを守るための、１つまたは
複数の特徴を含み得る。様々な実施形態において、近接ブロードキャスト受信機は、探索
について、近接ブロードキャスト受信機のユーザに何もレポートしなくてよい（たとえば
、携帯電話は、ターゲットワイヤレス識別送信機の識別子、要求者のアイデンティティ、
ターゲットワイヤレス識別送信機が発見されたかどうか、または探索が実行中であること
すらも、ユーザに対して明らかにしなくてよい）。様々な実施形態において、任意の近接
ブロードキャスト受信機の個人情報は、任意のそのような情報を、セントラルサーバに送
信される任意のデータから除外することによって、保護され得る。
【０３１０】
　[0375]図２８Ａは、ワイヤレス識別送信機１１０から短距離ブロードキャストメッセー
ジを受信する、２つの近接ブロードキャスト受信機１３８、１３８’を示す。様々な実施
形態において、通信システムは、複数の近接ブロードキャスト受信機（たとえば、モバイ
ル近接ブロードキャスト受信機）がワイヤレス識別送信機との通信に成功することが可能
である場合、位置または近接度の精度を向上させることができる。前に論じられたように
、ワイヤレス識別送信機は短距離無線に依存して近接ブロードキャスト受信機へ自身の識
別子をブロードキャストするので、そのような短距離ブロードキャストメッセージを受信
する近接ブロードキャスト受信機の位置は、ワイヤレス識別送信機の概略的な位置を提供
する（すなわち、近接ブロードキャスト受信機およびワイヤレス識別送信機は、ブロード
キャストメッセージが受信されるときに互いに近接の範囲内にある）。しかしながら、複
数の近接ブロードキャスト受信機がワイヤレス識別送信機からブロードキャストメッセー
ジを受信する場合、ワイヤレス識別送信機の位置は、より正確に概算され得る。
【０３１１】
　[0376]具体的には、２つの近接ブロードキャスト受信機１３８、１３８’が、ワイヤレ
ス識別送信機１１０からブロードキャストメッセージを受信することができる。ワイヤレ
ス識別送信機１１０によって送信される信号の受信範囲は限られているので、近接ブロー
ドキャスト受信機１３８、１３８’は、ワイヤレス識別送信機１１０がその受信範囲２８
０１、２８０１’の中にある場合のみ、ブロードキャストメッセージを受信することがで
きる。したがって、近接ブロードキャスト受信機１３８、１３８’の両方がワイヤレス識
別送信機１１０から同じブロードキャストメッセージを受信する場合、ワイヤレス識別送
信機１１０は、２つの近接ブロードキャスト受信機１３８、１３８’の両方の受信範囲２
８０１、２８０１’の中の重複する領域に位置しなければならない。受信範囲２８０１、
２８０１’は、送信パス上の信号減衰物（たとえば、構造物および植生）と、近接ブロー
ドキャスト受信機１３８、１３８’の感度に依存するので、この変動は、たとえば統計的
なパラメータ（たとえば、現地試験を通じて決定され得る標準偏差を伴う平均の範囲）と
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して受信範囲２８０１、２８０１’を扱うことによって、セントラルサーバによって考慮
され得る。そのような実施形態では、セントラルサーバは、異なる重複する領域のサイズ
へと確率を割り当てることができ、このことは、探索者が初期の探索の努力に集中するこ
とを助け得る。
【０３１２】
　[0377]図２８Ｂは、複数の近接レポートまたはサイティングに基づいて、ワイヤレス識
別送信機のより精度の高い位置を提供する、セントラルサーバのためのある実施形態の方
法２８２０を示す。ブロック２８２２において、セントラルサーバは、近接ブロードキャ
スト受信機から複数のサイティングメッセージを受信することができる。判定ブロック２
８２５において、セントラルサーバは、受信されたサイティングメッセージのいずれかが
同時発生したかどうか（すなわち、同じワイヤレス識別送信機からのブロードキャストメ
ッセージが、２つの異なる近接ブロードキャスト受信機からほぼ同時に受信されているも
のとしてレポートされるかどうか）を判定することができる。セントラルサーバは、サイ
ティングメッセージが同じワイヤレス識別送信機と関連付けられ（すなわち、同じ識別子
または対応するローリング識別子を含み）異なる近接ブロードキャスト受信機から来たも
のではない限り、サイティングメッセージを同時発生したものと見なさなくてよい。さら
に、セントラルサーバは、メッセージのコンテンツに基づいて、たとえば、受信されたサ
イティングメッセージの中のタイムスタンプ（すなわち、近接ブロードキャスト受信機が
同じワイヤレス識別送信機からブロードキャストメッセージを受信した時間）を比較し照
合することによって、サイティングメッセージが同時発生するかどうかを判定することが
できる。タイムスタンプは、近接ブロードキャスト受信機内の時計が同期していないこと
、送信の遅延などが原因の差分に対応するために、厳密に同一ではなくても照合され得る
。ワイヤレス識別送信機が固定式であると仮定または判定される場合のように、いくつか
の場合には、受信されたサイティングメッセージは、メッセージが異なる時間において受
信されているにもかかわらず、位置を精緻化する目的で照合され得る。照合するための受
け入れ可能な時間範囲は、調整可能であり得る。あるいは、ワイヤレス識別送信機が各ブ
ロードキャストメッセージとともに変化するローリング識別子を使用している場合、セン
トラルサーバは、タイムスタンプではなくローリング識別子に基づいて、受信されたサイ
ティングメッセージを照合することができる。サイティングメッセージのいずれもが同時
発生したと判定されない場合（すなわち、判定ブロック２８２５＝「いいえ」）、セント
ラルサーバは、ブロック２８２２の動作を継続することができる。
【０３１３】
　[0378]２つ以上のサイティングメッセージが同時発生したとセントラルサーバが判定す
ると（すなわち、判定ブロック２８２５＝「はい」）、ブロック２８２８において、セン
トラルサーバは、同時発生するサイティングメッセージに関する、位置（サイティング位
置に基づく）と重複する近接領域のエリアとを計算することができる。たとえば、同時発
生するサイティングメッセージと関連付けられる近接ブロードキャスト受信機の各々の位
置と、ワイヤレス識別送信機の既知の近接（すなわち、送信範囲）とに基づいて、セント
ラルサーバは、各近接ブロードキャスト受信機の近接半径を計算して、重複する領域を決
定することができる。各近接ブロードキャスト受信機の位置は、各近接ブロードキャスト
受信機によって送信されるサイティングメッセージに含まれ得る。
【０３１４】
　[0379]ブロック２８３０において、セントラルサーバは、重複する領域（すなわち、レ
ポートデバイスの計算された位置および重複する近接領域のエリア）をワイヤレス識別送
信機と関連付けることができる。言い換えると、セントラルサーバは、近接ブロードキャ
スト受信機の各々に対する複数の受信半径を計算し、各近接ブロードキャスト受信機の受
信範囲内に入る重複する領域を識別することによって、ワイヤレス識別送信機のより精度
の高い位置を関連付けることができる。このより精度の高い位置はまた、近接ブロードキ
ャスト受信機のサイティングメッセージ（たとえば、タイムスタンプ、センサデータなど
）の１つまたは複数の内容と関連付けられ得る。また、ブロック２８３０の一部として、
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セントラルサーバは、いくつかの重複するエリアの境界を識別し、送信範囲の平均および
変動性に各々基づいて、確率値を割り当てることができる。
【０３１５】
　[0380]実施形態の方法２８２０は、いくつかの近接ブロードキャスト受信機から受信さ
れた多数の同時発生するサイティングメッセージに適用されてよく、これによって、重複
する領域がより狭く画定されることが可能になり得る。たとえば、セントラルサーバは、
いくつかの近接ブロードキャスト受信機のリスニング範囲の重複する領域を計算し、また
は、別の重複のレポートに基づいて以前に計算された重複する領域を精緻化する（すなわ
ち、以前に重複する領域および別の近接ブロードキャスト受信機のリスニングエリアによ
って共有される重複する領域を計算する）ことができる。たとえば、探索者がワイヤレス
識別送信機に近づくにつれて、それぞれのモバイル近接ブロードキャスト受信機の各々は
、ワイヤレス識別送信機に関するサイティングメッセージを送信し始め、セントラルサー
バは、このサイティングメッセージを組み合わせて、異なる方向から探索者が近づくにつ
れて探索領域をさらに狭めることができる。この能力はさらに、モバイル近接ブロードキ
ャスト受信機がサイティングメッセージを間欠的にのみ送信するようになり、モバイル近
接ブロードキャスト受信機が送信範囲の端にあることを示すようになるまで、何人かの探
索者をワイヤレス識別送信機の疑われる位置から離すことによって利用され得る。複数の
近接ブロードキャスト受信機が明白な最大送信範囲の近くに配置されると、セントラルサ
ーバによって計算される重複するエリアが最小化されることが可能であり、これによって
、ワイヤレス識別送信機の位置をさらにピンポイントで識別することを助ける。
【０３１６】
　[0381]異なる電力レベルは異なる近接と関連付けられるので、さらなる実施形態は、複
数の近接ブロードキャスト受信機によって受信されるブロードキャストメッセージの電力
レベルを考慮することによって、位置の精度を向上させることができる。よく知られてい
るように、ポイント送信機からの無線送信の信号強度は、距離の２乗の逆数に比例する係
数によって（すなわち、１／Ｒ2）距離とともに減衰し、任意の干渉する構造物または植
生がさらなる減衰を引き起こす。したがって、ワイヤレス識別送信機からの異なる距離に
位置する近接ブロードキャスト受信機は、通常、異なる信号強度を伴うブロードキャスト
メッセージを受信する。たとえば、図２８Ｃは、その送信（すなわち、ブロードキャスト
メッセージ）が異なる範囲において２つの近接ブロードキャスト受信機１３８、１３８’
によって受信されている、ワイヤレス識別送信機１１０を示す。距離とともに無線信号が
減衰するので、ワイヤレス識別送信機１１０から距離２８５２にある近接ブロードキャス
ト受信機１３８’は通常、距離２８５０にある近接ブロードキャスト受信機１３８のよう
な、より遠い近接ブロードキャスト受信機よりも高い信号強度で送信を受信することがで
きる。したがって、セントラルサーバへと近接ブロードキャスト受信機１３８、１３８’
によって送信されるサイティングメッセージにおいて受信された送信の信号強度を含める
ことによって、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機１１０の位置をさらに精緻化
することが可能であり得る。
【０３１７】
　[0382]ワイヤレス識別送信機１１０への近接ブロードキャスト受信機の近接は、電力レ
ベルと反比例するものとして推定され得る。近接の推定はまた、干渉する信号減衰物（た
とえば、植生、建物など）、反響（すなわち、マルチパス受信）、または他の干渉のよう
な、チャネル条件を考慮することができる。近接は、近接ブロードキャスト受信機１３８
、１３８’でローカルに推定されてよく、または代替的に、近接ブロードキャスト受信機
１３８、１３８’がサイティングメッセージ中に電力レベルを含む場合、セントラルサー
バによって推定されてよい。各近接ブロードキャスト受信機の固有の位置およびワイヤレ
ス識別送信機１１０に対する推定される近接が、ワイヤレス識別送信機１１０の概略的な
位置を三角測量するために使用され得る。たとえば、探索者がワイヤレス識別送信機に近
づくにつれて、ワイヤレス識別送信機からの受信されたブロードキャストメッセージの信
号強度が上がることがあり、異なる方向から探索者が近づくにつれてセントラルサーバが
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探索領域をさらに狭めることを可能にする。したがって、近接ブロードキャスト受信機１
３８、１３８’がサイティングメッセージ中に信号強度データを含む場合、セントラルサ
ーバは、複数の探索者がワイヤレス識別送信機１１０に近づくにつれて、探索のための重
複領域を減らすことができる（これは、図２８Ａおよび図２８Ｂを参照して上で示された
ものと同様の状況では、重複領域が最大受信範囲のみ基づいて決定されたので当てはまら
ない）。
【０３１８】
　[0383]図２８Ｄは、近接ブロードキャスト受信機によって受信されたブロードキャスト
メッセージの電力レベルに基づいて、ワイヤレス識別送信機のより精度の高い位置を提供
する、セントラルサーバのためのある実施形態の方法２８６０を示す。ブロック２８２２
において、セントラルサーバは、近接ブロードキャスト受信機から複数のサイティングメ
ッセージを受信することができる。サイティングメッセージは、レポートする近接ブロー
ドキャスト受信機によって受信されるブロードキャストメッセージの電力レベル、または
、受信された信号強度に基づいて判定されるワイヤレス識別送信機に対する近接ブロード
キャスト受信機の推定される近接を含み得る。判定ブロック２８２５において、セントラ
ルサーバは、サイティングメッセージのいずれかが同時発生するかどうかを判定すること
ができる。セントラルサーバは、サイティングメッセージが同じワイヤレス識別送信機と
関連付けられ（すなわち、同じ識別子または対応するローリング識別子を含み）異なる近
接ブロードキャスト受信機から受信されない限り、サイティングメッセージを同時発生し
たものと見なさなくてよい。さらに、図２８Ｂを参照して上で説明されたように、セント
ラルサーバは、サイティングメッセージの内容に基づいて、サイティングメッセージが同
時発生したものかどうかを判定することができる。サイティングメッセージのいずれもが
同時発生しない場合（すなわち、判定ブロック２８２５＝「いいえ」）、セントラルサー
バは、ブロック２８２２の動作を継続することができる。
【０３１９】
　[0384]２つ以上のサイティングメッセージが同時発生したとセントラルサーバが判定す
ると（すなわち、判定ブロック２８２５＝「はい」）、ブロック２８６８において、セン
トラルサーバは、受信された信号電力レベルと、同時発生したサイティングメッセージを
送信する近接ブロードキャスト受信機の位置とに基づいて、ワイヤレス識別送信機のより
精度の高い位置を計算することができる。セントラルサーバは、近接ブロードキャスト受
信機とワイヤレス識別送信機との間の距離を推定することができ、または、上で論じられ
たように、サイティングメッセージ中で推定される距離を受信することができる。各近接
ブロードキャスト受信機の位置およびワイヤレス識別送信機に対する推定される近接が、
より精度の高い位置を三角測量するために使用され得る。２つの近接ブロードキャスト受
信機のみから受信されたサイティングメッセージ内の情報に基づく三角測量は、ワイヤレ
ス識別送信機の２つのあり得る位置をもたらし得る。しかしながら、３つ以上の近接ブロ
ードキャスト受信機からのサイティングメッセージ中の情報は、ワイヤレス識別送信機の
位置をより良好に概算するために使用され得る。ブロック２８７０において、セントラル
サーバは、より精度の高い位置（すなわち、三角測量された位置）を、ワイヤレス識別送
信機と関連付けることができる。このより精度の高い位置はまた、近接ブロードキャスト
受信機のサイティングメッセージ（たとえば、タイムスタンプ、センサデータなど）の１
つまたは複数の内容と関連付けられ得る。
【０３２０】
　[0385]任意選択のブロック２８７２において、セントラルサーバは、受信されたサイテ
ィングメッセージでレポートされる信号電力情報に基づいて、ワイヤレス識別送信機に最
も近い近接ブロードキャスト受信機に返信メッセージを送信することができる。言い換え
ると、セントラルサーバは、同時発生するサイティングメッセージを送信した複数の近接
ブロードキャスト受信機の中で、ワイヤレス識別送信機に最も近い近接ブロードキャスト
受信機を決定することができる。しばしば、ワイヤレス識別送信機のユーザは、複数の近
接ブロードキャスト受信機の中の単一の近接ブロードキャスト受信機（たとえば、近接ブ
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ロードキャスト受信機に各々接続される一連のｐｏｉｎｔ－ｏｆ－ｓａｌｅｓデバイスの
中のあるｐｏｉｎｔ－ｏｆ－ｓａｌｅｓデバイス）と関連付けられるデバイスを使用する
ことを意図することがある。セントラルサーバは、同時発生するサイティングメッセージ
内の信号強度インジケータまたは信号電力インジケータ、さらには、任意の他の関連する
データ（たとえば、以前のサイティングメッセージに基づくワイヤレス識別送信機の位置
情報、方向）を使用して、ワイヤレス識別送信機のユーザがインターフェースをとること
を意図する可能性が高い単一の近接ブロードキャスト受信機を決定することができる。返
信メッセージは、ワイヤレス識別送信機が近接ブロードキャスト受信機とインターフェー
スをとることを意図する可能性が高いことを、その近接ブロードキャスト受信機に示すこ
とができ、近接ブロードキャスト受信機に対する命令、データ、または他の情報を追加で
含み得る。たとえば、返信メッセージは、ワイヤレス識別送信機のユーザが近くにいるこ
とを示すメッセージ、または代替的に、ユーザをどのように扱うかについての命令を含み
得る。
【０３２１】
　[0386]ある実施形態では、返信メッセージは、受信側の近接ブロードキャスト受信機が
ワイヤレス識別送信機に最も近いという判定の確実度を表す情報を示し得る。加えて、返
信メッセージは、ワイヤレス識別送信機への近接の確認を要求することができる。たとえ
ば、最も近い近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送信機のユーザに関する後
続の入力データに基づいて、自身が最も近い近接ブロードキャスト受信機であることを確
認することができる（たとえば、ワイヤレス識別送信機のユーザが、近接ブロードキャス
ト受信機の「確認」ボタンを押した）。別の実施形態では、セントラルサーバは、最も近
い近接ブロードキャスト受信機ではないと判定された近接ブロードキャスト受信機にメッ
セージを送信することができ、これらの近接ブロードキャスト受信機が最も近いものでは
ないこと、および／または、決定された最も近い近接ブロードキャスト受信機のアイデン
ティティを示す。それに応答して、最も近くない近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤ
レス識別送信機に関するサイティングメッセージの後続の送信を修正することができる。
たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送信機に関するサイティング
メッセージを送信する頻度を調整する（すなわち、上げる、または下げる）（すなわち、
受信機の閾値を調整する）ことができ、または代替的に、ある時間の期間、ワイヤレス識
別送信機からの今後のブロードキャストメッセージを無視することができる。
【０３２２】
　[0387]図２９は、仮想フェンス内にあるワイヤレス識別送信機（図２９では「ＷＩＴ」
と呼ばれる）および近接ブロードキャスト受信機の数に基づいて、追加の機能をアクティ
ブ化するためのある実施形態の方法２９００を示す。ブロック２９０１において、エリア
（すなわち、仮想フェンスまたはジオフェンス）が定義され得る。様々な実施形態が、た
とえばショッピングモールのような不変のエリアに対して、またはクルーズ船の一部のよ
うな可動のエリアに対して、実装され得る。たとえば、クルーズ船での実装形態では、地
図が、船のレイアウトに対して描かれ、縮尺を決められてよく、フェンスが、船に対して
横方向および長手方向に動き得る。
【０３２３】
　[0388]任意選択のブロック２９０２において、セントラルサーバは、ピングメッセージ
（または「ｐｉｎｇｓ」）を近接ブロードキャスト受信機に送信することができる。その
ような「ピング」は、現在の位置情報と、任意選択でサイティングメッセージを送信する
ための能力に関する状態（たとえば、レポートするアプリケーションがアクティブである
か無効にされているか、近接ブロードキャスト受信機のバッテリレベル、現在の動作モー
ドなど）とを含む応答を提供するように近接ブロードキャスト受信機に要求（または命令
）する各近接ブロードキャスト受信機に対する、メッセージのブロードキャスト、マルチ
キャスト、またはユニキャストの形式であり得る。ある実施形態では、セントラルサーバ
は、定義されたエリア中の相対的に最近の接続履歴によって、近接ブロードキャスト受信
機に「ピング」を行うことができる。あるいは、または加えて、セントラルサーバは、定
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義されたエリアに対応するアカウント郵便番号または住所を伴うスマートフォンのような
、定義されたエリア内にあることが予想される近接ブロードキャスト受信機に、周期的に
「ピング」を行うことができる。任意選択のブロック２０９３において、セントラルサー
バは、近接ブロードキャスト受信機の現在の位置、さらには他の状態情報を含むメッセー
ジのような、近接ブロードキャスト受信機からのピング応答を受信することができる。
【０３２４】
　[0389]ブロック２９０４において、セントラルサーバは、定義されたエリアの中のデバ
イス（すなわち、ワイヤレス識別送信機および／または近接ブロードキャスト受信機）の
数を計算することができる。たとえば、セントラルサーバは、近接ブロードキャスト受信
機から受信される最近のサイティングメッセージ、または、近接ブロードキャスト受信機
に送信されるピングに対する応答に基づいて、デバイスの数を計算することができる。判
定ブロック２９０７において、セントラルサーバは、デバイスの計算された数が閾値の数
を超えるかどうかを判定することができる。この閾値は、近接ブロードキャスト受信機の
定義された数、ワイヤレス識別送信機の定義された数、または、ワイヤレス識別送信機と
近接ブロードキャスト受信機の組み合わされた数であり得る。あるいは、閾値は、ユーザ
入力またはシステム条件に基づいて変化し得る。さらに、閾値は、ブロック２９０１にお
いて定義された追跡エリアのサイズまたはタイプに依存し得る（たとえば、エリアが増え
るにつれて閾値は上がり得る）。またさらに、判定ブロック２９０７において、デバイス
の数が比較される２つ以上の閾値があってよく、最大の閾値を超えることは、ブロック２
９１０を参照して以下で論じられるような、行われる動作を定義することができる。
【０３２５】
　[0390]デバイスの数が閾値を超えない場合（すなわち、判定ブロック２９０７＝「いい
え」）、セントラルサーバは、ブロック２９０４の動作を継続する（たとえば、受信され
たサイティングメッセージの数に基づいて、定義されたエリア中のデバイスの数の再計算
を継続する）ことができる。任意選択で、いくつかの実装形態および実施形態では、セン
トラルサーバは、ブロック２９０１に戻ることによって、追跡するためのエリアを再定義
して、たとえば、より多数の近接ブロードキャスト受信機を包含し、または異なるタイプ
の追跡構成または実施形態を実装するために、追跡するエリアをより狭く、またはより広
く定義することができる。
【０３２６】
　[0391]デバイスの計算された数が閾値を超える場合（すなわち、判定ステップ１７０７
＝「はい」）、ブロック２９１０において、セントラルサーバは、定義されたエリアに対
する追跡構成をアクティブ化することができる。様々な追跡構成がアクティブ化されてよ
く、アクティブ化される追跡構成のタイプは、ブロック２９０１において定義される追跡
エリア、および判定ブロック２９０７において超えられた閾値に依存し得る。たとえば、
レストラン中の不変の仮想フェンスは、モバイル近接ブロードキャスト受信機またはワイ
ヤレス識別送信機をもつ十分な顧客が列に並んでいるときに、別の列を開けるように警告
を送信すること、または、自分のデバイスで料理を注文するように列に並んでいるユーザ
に促すこと、または特別なオファーを提供することなどの、様々な機能がアクティブ化さ
れるように、構成され得る。
【０３２７】
　[0392]さらなる実施形態は、モバイル仮想フェンスとともに動作し得る。たとえば、博
物館のツアーガイドまたはスカウトマスターのようなガイドが、モバイル近接ブロードキ
ャスト受信機（たとえば、ブロードキャストメッセージの受信とセントラルサーバへのサ
イティングメッセージの送信とを可能にするアプリケーションを実行するスマートフォン
）を有してよく、旅行者またはスカウトは各々、ワイヤレス識別送信機を装備し得る。グ
ループがエリアに集まると、追跡構成は、グループが一緒に動き得る（たとえば、博物館
の中で、または小道を通って）ようにアクティブ化され得るが、ワイヤレス識別送信機の
いずれかが、ガイドのモバイル近接ブロードキャスト受信機から遠くに外れすぎた（すな
わち、モバイルフェンスを超えて交差する）場合、ガイドのモバイル近接ブロードキャス
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ト受信機は、セントラルサーバによって送信されるような警告を受信することができる。
ある実施形態では、モバイル近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送信機が、
ブロードキャストメッセージ（または信号）を失ったこと、または、受信されたブロード
キャストメッセージの信号強度が閾値を下回ったことに基づいて、ワイヤレス識別送信機
がモバイルフェンスから離れたときを検出することができる。別の実施形態では、セント
ラルサーバは、多くの近接ブロードキャスト受信機から受信されたサイティングメッセー
ジを使用して、動くフェンス（たとえば、特定の近接ブロードキャスト受信機についての
事前に定義された距離）をモニタすることができる。したがって、この実施形態では、ガ
イドのモバイル近接ブロードキャスト受信機が特定のワイヤレス識別送信機からの送信の
受信を停止する場合であっても、別の近接ブロードキャスト受信機によって判定されるよ
うに、ワイヤレス識別送信機がまだモバイルフェンスの定義された境界の中にある、たと
えば、博物館のすぐ近くに、または金網のフェンスの後ろにある場合、警告は鳴らされな
い。
【０３２８】
　[0393]図３０は、ワイヤレス識別送信機の位置についてのセントラルサーバの知識に応
答してコンテンツをプリフェッチするためのある実施形態の方法３０００を示す。ブロッ
ク３００２において、セントラルサーバは、第１のワイヤレス識別送信機に対応するコン
テンツを識別するサイティングメッセージを近接ブロードキャスト受信機から受信するこ
とができる。たとえば、サイティングメッセージは、ワイヤレス識別送信機の識別子のよ
うなワイヤレス識別送信機と関連付けられるコンテンツ、または、図９Ｂを参照して前に
論じられたような第２のセグメントを含み得る。ブロック３００４において、セントラル
サーバは、サイティングメッセージ中で識別されるコンテンツまたはコンテンツへのリン
クを、ログの支配下にある近接ブロードキャスト受信機に送信することができる。ログは
、コンテンツ（またはリンク）がすでに最近送信され、セントラルサーバが特に要求され
ない限り再びコンテンツを送信しなくてよいかどうかを判定するために、セントラルサー
バによって使用され得る。たとえば、セントラルサーバは、時間と、コンテンツまたはリ
ンクを含む以前の送信を受信した近接ブロードキャスト受信機とを示す、たとえばログデ
ータベースの中のログデータを評価することができる。別の実施形態では、セントラルサ
ーバは、コンテンツまたはコンテンツへのリンクを、ワイヤレス識別送信機のユーザと関
連付けられる第三者のサーバまたはタブレットのような別のデバイスに送信することがで
きる。
【０３２９】
　[0394]ブロック３００６において、セントラルサーバは、ログの支配下にある第１のワ
イヤレス識別送信機と現在関連付けられている任意の他のワイヤレス識別送信機に対応す
る、コンテンツまたはコンテンツへのリンクを送信することができる。リンクは、ウェブ
サイトのアドレスまたはＩＰアドレスのようなネットワークアドレスであり得る。ブロッ
ク３００８において、セントラルサーバは、コンテンツまたはコンテンツへのリンクの送
信をログに記録することができる。セントラルサーバは、近接ブロードキャスト受信機と
、コンテンツと、コンテンツまたはリンクの送信に関する他の条件（たとえば、送信の時
間）とを記録することができる。送信のログを取得することによって、システムは冗長な
送信を避けることができる。
【０３３０】
　[0395]いくつかの動作またはセントラルサーバによって送信されるべきコンテンツとの
ワイヤレス識別送信機の関連付けは、（たとえば、セットの関係に基づいて）事前に決定
され得る。あるいは、ワイヤレス識別送信機は、たとえばワイヤレス識別送信機が互いに
近い場合、動的に関連付けられ得る。関連付けは、以前の近接ブロードキャスト受信機の
サイティングメッセージから記録されたような、ワイヤレス識別送信機の位置に基づいて
リアルタイムで更新され得る。たとえば、店舗は、販売のための製品についてのコンテン
ツ（たとえば、マーケティング情報、宣伝資料、クーポンなど）と関連付けられる複数の
ワイヤレス識別送信機を配備することができる。ユーザにより持ち運ばれるバイル近接ブ
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ロードキャスト受信機は、そのようなワイヤレス識別送信機からブロードキャストメッセ
ージを受信すると、サイティングメッセージを送信することができ、その結果、ワイヤレ
ス識別送信機の近くの製品についての情報を取得することができる。同様の近くの製品に
ついての情報は、プリフェッチされ、近接ブロードキャスト受信機のユーザにも送信され
得る。店舗の管理者が商品を並べ替えると、近接ブロードキャスト受信機のユーザのみが
、実際にユーザの近接の範囲内にある商品に対するプリフェッチされたコンテンツを受信
するように、関連付けが自動的にリセットされ得る。このようにして、様々な実施形態の
ワイヤレス識別送信機およびシステム（たとえば、追跡システム）が、安価なジオベース
の広告プッシュシステムを提供するために配備され得る。さらなる実施形態では、セント
ラルサーバは、ワイヤレス識別送信機の各々の近接の範囲内の歩行者または車両の交通（
すなわち、徒歩による交通）を測定するための機構として、ある固定されたワイヤレス識
別送信機に対する近接ブロードキャスト受信機からのサイティングメッセージを単に記録
することができる。このようにして、ワイヤレス識別送信機および様々な実施形態のシス
テムは、局所的な交通を手ごろに測定するために使用され得る。
【０３３１】
　[0396]さらに、実施形態のシステムは、セントラルサーバへの冗長なサイティングメッ
セージを避けるために、および／またはコンテンツ、探索セクタの指定、もしくは割当て
を共有するために使用され得る、ピアツーピア通信機構を実装することができる。そのよ
うなピアツーピア通信機構はまた、ワイヤレス識別送信機から何らブロードキャストメッ
セージを受信しなかった近接ブロードキャスト受信機が、安価なデータプランまたは通信
ネットワーク（たとえば、３Ｇ対４Ｇ）を欠いている近接ブロードキャスト受信機のよう
な１つまたは複数の他の近接ブロードキャスト受信機の代わりに、情報（たとえば、サイ
ティングメッセージ）をセントラルサーバへ中継することを可能にし得る。そのようなピ
アツーピア通信機構は、ＷｉＦｉのようなローカルエリアワイヤレス通信リンクを介して
達成され得る。ある近接ブロードキャスト受信機から別の近接ブロードキャスト受信機へ
のブロードキャストメッセージを中継するための実施形態のピアツーピア通信が、図１９
Ｄ～図１９Ｅを参照して上で説明される。
【０３３２】
　[0397]図３１は、ワイヤレス識別送信機を装備した、適合しない（ｉｎｃｏｍｐａｔｉ
ｂｌｅ）クラスの対象物が特定のエリアに入ったとき、または特定のエリア内にあるとき
に警告を発するための、ある実施形態の方法３１００を示す。前に論じられた実施形態は
、ワイヤレス識別送信機および近接ブロードキャスト受信機の近接を識別または追跡する
ための実施形態（たとえば、上で論じられた、様々なビーコンおよび仮想フェンスの実施
形態）を提供するが、これらの実施形態はまた、ワイヤレス識別送信機を装備した、適合
しないクラスの対象物が近くにある場合、前もって警告を提供するために使用され得る。
そのような警告は、いくつかのクラスのワイヤレス識別送信機を別々に保つために使用さ
れ得る。
【０３３３】
　[0398]ブロック３１０２において、セントラルサーバは、たとえば、ワイヤレス識別送
信機をあるタイプの対象物に適用することによって、ワイヤレス識別送信機を伴う第１の
クラスの対象物を追跡することができる。ブロック３１０４において、セントラルサーバ
は、ワイヤレス識別送信機を伴う第２のクラスの対象物に対する警告を受信するための要
求を受信することができる。言い換えると、第１のクラスの対象物が要求のエリアに入る
と、警告が送信され得る。要求は、近接ブロードキャスト受信機またはコンピュータ端末
のような、様々なコンピューティングデバイスから来る可能性がある。要求は、確認また
はモニタされるべきエリア（たとえば、ジオフェンスエリア）を規定することができる。
あるいは、エリアは、事前に定義されたゾーンのセットの１つであり得る。あるいは、エ
リアは、近接ブロードキャスト受信機の位置の周囲の事前に定義された半径の領域であり
得る。たとえば、要求は、デバイスの位置を含んでよく、エリアは、その位置の１マイル
以内のどこかとして定義され得る。
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【０３３４】
　[0399]判定ブロック３１０６において、セントラルサーバは、第１のクラスの対象物と
関連付けられるワイヤレス識別送信機のいずれかが要求のエリア内にあるかどうかを判定
することができる。セントラルサーバは、近接ブロードキャスト受信機によって受信され
るサイティングメッセージ内の情報に基づいて、この判定を行うことができる。たとえば
、セントラルサーバは、第１のクラスの対象物に接続されるワイヤレス識別送信機のいず
れかが、要求において規定されたエリア内に位置する近接ブロードキャスト受信機の近接
の範囲内にあったかどうかを判定することができる。第１のクラスの対象物と関連付けら
れるワイヤレス識別送信機が要求のエリア内にない場合（すなわち、判定ブロック３１０
６＝「いいえ」）、ブロック３１０８において、セントラルサーバは、警告がなかったこ
とを確認するメッセージを送信することができる。
【０３３５】
　[0400]第１のクラスの対象物と関連付けられる１つまたは複数のワイヤレス識別送信機
が要求のエリア内にある場合（すなわち、判定ブロック３１０６＝「はい」）、判定ブロ
ック３１１０において、セントラルサーバは、第１のクラスと第２のクラスが適合しない
かどうかを判定することができる。言い換えると、第１のクラスの対象物は、第２のクラ
スの対象物があるエリアにあるべきではない。これらのクラスが適合する場合（すなわち
、判定ブロック３１１０＝「いいえ」）、ブロック３１０８において、セントラルサーバ
は、警告がないことを確認するメッセージを送信することができる。対象物のクラスが適
合しない場合（すなわち、判定ブロック３１１０＝「はい」）、ブロック３１１２におい
て、セントラルサーバは、ブロック３１０４の動作で受信された要求を送信したデバイス
への警告メッセージのような、警告メッセージを送信することができる。
【０３３６】
　[0401]図３１に示される実施形態は、たとえば、人々を追跡することを含む、多種多様
な目的および対象物のために使用され得る。たとえば、性犯罪者は、ワイヤレス識別送信
機を装着することを求められ、子供（第２のクラスに対象物）と適合しない第１のクラス
の対象物として、セントラルサーバ（すなわち、追跡システムのセントラルサーバ）によ
って追跡され得る。そのような例示的な用途では、親は、規定されたエリア（近所、ショ
ッピングモール、遊び場など）の中に、または親の位置からある規定された距離の中に任
意の警告があるかどうかを尋ねる問合せを、システムに出すことができる。子供もワイヤ
レス識別送信機を装備している場合などは、要求は、「子供」という対象物のクラスを識
別することもできる。次いで、登録された性犯罪者のワイヤレス識別送信機が規定された
エリアまたは親の位置の近くで最近追跡された場合、セントラルサーバは、「性犯罪者」
というクラスと「子供」というクラスが適合しないことを見出し、警告を要求する親に警
告を送信することができる。この実施形態を利用するために、ある機関が、第１のワイヤ
レス識別送信機を追跡されるべき人または対象物に取り付けることができ、親は、第２の
ワイヤレス識別送信機を別の対象物または子供に取り付けることができ、システムは、追
跡されている人または対象物が別の対象物または子供に対して事前に定義された閾値の距
離よりも近づいているかどうかを、複数のモバイル近接ブロードキャスト受信機から受信
されたサイティングメッセージから、セントラルサーバにおいて決定することができ、セ
ントラルサーバは、それらが互いに事前に定義された閾値の距離以内にあるときに、警告
を送信することができる。
【０３３７】
　[0402]図３２Ａは、近接ブロードキャスト受信機がワイヤレス識別送信機を失ったかど
うかを判定する、セントラルサーバのためのある実施形態の方法３２００を示す。セント
ラルサーバにおいて、近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送信機と関連付け
られ得る。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、資産（たとえば、財布、小銭入れ
、荷物、薬箱、衣服など）の中にあるワイヤレス識別送信機と関連付けられるユーザのス
マートフォンであり得る。特定のワイヤレス識別送信機と関連付けられる近接ブロードキ
ャスト受信機からサイティングメッセージを受信できなかったことに応答して、セントラ
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ルサーバは、ワイヤレス識別送信機（およびそれが接続されている物体）が行方不明であ
る、存在しない、置き忘れられた、または別な方法で近接ブロードキャスト受信機の近隣
にないことを示す、警報などのメッセージを送信するように構成され得る。この実施形態
の方法３２００は、持ち物、ペット、および子供などの何らかの貴重なものを監督するの
に有用であり得る。たとえば、子供が親から逃げ出すと、子供のワイヤレス識別送信機か
らのブロードキャストメッセージは、もはや親の近接ブロードキャスト受信機によって受
信されない可能性がある。結果として、親の近接ブロードキャスト受信機は、セントラル
サーバにサイティングメッセージを送信できず、セントラルサーバは、子供が行方不明に
なった、または逃げ出したと判定することができる。
【０３３８】
　[0403]ブロック３２０２において、セントラルサーバは、たとえば、データベース内に
情報を記憶することによって、近接ブロードキャスト受信機とワイヤレス識別送信機との
関係を登録することができる。様々な実施形態において、各々の近接ブロードキャスト受
信機およびワイヤレス識別送信機は、多数の関係に関与し得る。加えて、関係情報は、登
録ウェブポータルを介してユーザ入力データに基づいてセントラルサーバに記憶され得る
（たとえば、ユーザは、ウェブサイトにアクセスし、自身のワイヤレス識別送信機のすべ
てを示すことができる）。そのような登録の間、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送
信機が行方不明であるとき、または別な方法で近接ブロードキャスト受信機の近接の外側
にあるときに、セントラルサーバがメッセージを送信すべき条件を提供するように、ユー
ザに促し得る。たとえば、ユーザは、近接ブロードキャスト受信機が１日のうちの数時間
ワイヤレス識別送信機からブロードキャストメッセージを受信しなければセントラルサー
バが警報メッセージを送信すべきであることを示す、セントラルサーバにより記憶される
構成データを入力することができる。
【０３３９】
　[0404]判定ブロック３２０４において、セントラルサーバは、サイティングメッセージ
がワイヤレス識別送信機に関する近接ブロードキャスト受信機から受信されたかどうかを
判定することができる。言い換えれば、そのようなサイティングメッセージが受信される
かどうかに基づいて、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機が近接ブロードキャス
ト受信機の近くにあるかどうかを検出することができる。セントラルサーバはまた、ある
期間にわたって受信されたサイティングメッセージを評価して、近接ブロードキャスト受
信機の近接の範囲内にワイヤレス識別送信機がある（または最近あった）かどうかを判定
することができる。ある実施形態では、セントラルサーバは、その関係に登録された各ワ
イヤレス識別送信機のためのサイティングメッセージを受信するかどうかを判定すること
ができる。たとえば、登録された関係が複数のワイヤレス識別送信機を含む場合、セント
ラルサーバは、すべてのワイヤレス識別送信機に関して、近接ブロードキャスト受信機か
らサイティングメッセージを受信すると予想し得る。セントラルサーバがワイヤレス識別
送信機に関するサイティングメッセージを受信する場合（すなわち、判定ブロック３２０
４＝「はい」）、任意選択のブロック２３０５において、セントラルサーバは、ある期間
待機することができ、判定ブロック３２０４の動作を継続することができる。様々な実施
形態において、セントラルサーバは、周期的に、たとえば、数秒ごと、数分ごと、または
数時間ごとに、判定ブロック３２０４の動作を実行することができる。
【０３４０】
　[0405]セントラルサーバがワイヤレス識別送信機に関するサイティングメッセージを受
信しない場合（すなわち、判定ブロック３２０４＝「いいえ」）、ブロック３２０６にお
いて、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機が行方不明であることを示すメッセー
ジを送信することができる。様々な実施形態において、セントラルサーバは、そのような
メッセージを、近接ブロードキャスト受信機、近接ブロードキャスト受信機のユーザと関
連付けられる他のデバイス（たとえば、スマートフォン、タブレット）、および／または
、ワイヤレス識別送信機に関連する任意の他のデバイスに送信することができる。たとえ
ば、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機が行方不明であり子供と関連付けられる
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場合、警報メッセージを警察のサーバに送信することができる。
【０３４１】
　[0406]図３２Ｂは、特定のワイヤレス識別送信機を伴わずに、近接ブロードキャスト受
信機が事前に定義された場所から離れたかどうかを判定する、セントラルサーバのための
ある実施形態の方法３２５０を示す。方法３２５０は、近接ブロードキャスト受信機が特
定の場所から離れるときにセントラルサーバがメッセージを送信し得ることを除いて、上
で説明された方法３２００と同様である。具体的には、近接ブロードキャスト受信機が家
または営業所などの事前に定義された場所の外側にあるとき、近接ブロードキャスト受信
機が関連するワイヤレス識別送信機の受信範囲内にない場合、セントラルサーバはメッセ
ージを近接ブロードキャスト受信機に送信することができる。言い換えると、近接ブロー
ドキャスト受信機とともにユーザがその場所を離れるが、すべての関連するワイヤレス識
別送信機がその場所を離れてはいない場合、セントラルサーバは、ユーザに気付かせるた
めのメッセージを送信することができる。
【０３４２】
　[0407]ブロック３２５２において、セントラルサーバは、たとえば、データベース内に
情報を記憶することによって、近接ブロードキャスト受信機とワイヤレス識別送信機と場
所との関係を登録することができる。様々な実施形態において、各々の近接ブロードキャ
スト受信機、ワイヤレス識別送信機、および場所は、多数の関係に関与し得る。たとえば
、セントラルサーバは、近接ブロードキャスト受信機がいくつかの異なる場所の各々に対
してある関係にあることを、データベースに記録することができる。別の例として、ワイ
ヤレス識別送信機は、場所に対して近接ブロードキャスト受信機とのある関係に関与して
いてよく、第２の場所において第２の近接ブロードキャスト受信機との別個の関係に関与
していてよい。別の実施形態では、セントラルサーバは、近接ブロードキャスト受信機が
場所に対して複数のワイヤレス識別送信機とある関係にあることを、登録することができ
る。
【０３４３】
　[0408]ブロック３２５４において、セントラルサーバは、近接ブロードキャスト受信機
の位置情報を示すサイティングメッセージを近接ブロードキャスト受信機から受信するこ
とができる。たとえば、セントラルサーバは、近接ブロードキャスト受信機のＧＰＳ座標
を受信することができる。ある実施形態では、位置情報は、受信されたサイティングメッ
セージ、および／または、近接ブロードキャスト受信機から受信された別個の送信の中に
あり得る。ブロック３２５６において、セントラルサーバは、近接ブロードキャスト受信
機の受信された位置情報を、関係が登録されたときに記憶されたジオフェンス情報のよう
な、場所の記憶された位置情報と比較することができる。ある実施形態では、セントラル
サーバは、場所の境界、または代替的に、場所の中心を定義する単一の位置を記述する、
多数のＧＰＳ座標を記憶することができる。判定ブロック３２５８において、セントラル
サーバは、近接ブロードキャスト受信機が場所の中にあるかどうかを判定することができ
る。ある実施形態では、不正確な位置情報（たとえば、ＧＰＳ座標とは対照的なワイヤレ
スネットワーク情報）を補償するために、セントラルサーバは、近接ブロードキャスト受
信機が場所の中に位置するかどうかを判定するときの許容閾値を利用することができる。
【０３４４】
　[0409]近接ブロードキャスト受信機がその場所の中にある場合（すなわち、判定ブロッ
ク３２５８＝「はい」）、セントラルサーバは、ブロック３２５４の動作を継続すること
ができる。しかしながら、近接ブロードキャスト受信機がその場所の中にない場合（すな
わち、判定ブロック３２５８＝「いいえ」）、判定ブロック３２０４において、セントラ
ルサーバは、ワイヤレス識別送信機に関するサイティングメッセージが近接ブロードキャ
スト受信機から受信されたかどうかを判定することができる。ある実施形態では、セント
ラルサーバは、近接ブロードキャスト受信機が場所の外側にある限り、近接ブロードキャ
スト受信機がワイヤレス識別送信機に関するサイティングメッセージを送信するかどうか
を確認し続けることができる。別の実施形態では、セントラルサーバは、近接ブロードキ
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ャスト受信機がワイヤレス識別送信機に関するサイティングメッセージを送信するかどう
かを、１回（たとえば、近接ブロードキャスト受信機が場所から離れる最初のときに）確
認するだけでよい。セントラルサーバがワイヤレス識別送信機に関するサイティングメッ
セージを受信する場合（すなわち、判定ブロック３２０４＝「はい」）、セントラルサー
バは、ブロック３２５４の動作を継続することができる。セントラルサーバがワイヤレス
識別送信機に関するサイティングメッセージを受信しない場合（すなわち、判定ブロック
３２０４＝「いいえ」）、ブロック３２０６において、セントラルサーバは、ワイヤレス
識別送信機が行方不明であることを示すメッセージを送信することができる。たとえば、
メッセージは、「財布を家に置き忘れています」と述べる、ユーザのスマートフォンに送
信されるＳＭＳメッセージであり得る。
【０３４５】
　[0410]図３３～図３７Ｃは、ワイヤレス識別送信機とセントラルサーバとの間でノンス
またはカウンタを同期して、不明瞭にされた情報の送信と受信とを可能にするための様々
な実施形態の方法を示す。ワイヤレス識別送信機は、ワイヤレス識別送信機をセントラル
サーバに対して識別し、ワイヤレス識別送信機の時計の相対的な読取り値を提供する、不
明瞭にされた識別子とデータ（すなわち、ペイロード）とを含むメッセージをブロードキ
ャストするための様々な方法を実行することができる。同様に、セントラルサーバは、ワ
イヤレス識別送信機に対応する受信されたメッセージ内の不明瞭にされた情報を処理する
ための様々な方法を実行することができる。上で説明されたように、ワイヤレス識別送信
機からのブロードキャストメッセージは、セントラルサーバに直接送信されてよく、また
は、サイティングメッセージを送信する近接ブロードキャスト受信機のような中間デバイ
スを通じて送信されてよい。
【０３４６】
　[0411]上で説明されたデバイスの意図されない追跡に関するプライバシーの問題のため
、ワイヤレス識別送信機は、セントラルサーバおよびワイヤレス識別送信機にのみ知られ
ている不明化対策（たとえば、暗号化および擬似ランダムデータ生成）を通じて、送信さ
れたメッセージ内の情報を不明瞭にすることができる。ある実施形態では、ワイヤレス識
別送信機は、ノンス値またはカウンタ値によって表され、デバイスが動作可能になる（た
とえば、バッテリの装着を通じてアクティブ化される）と開始し得る、時計またはタイマ
ー機構を管理することができる。この時計は比較的低品質であり得るので、セントラルサ
ーバの中の時計（たとえば、周期的な原子時計の読取り値により較正される時計）などの
より正確な時計とは異なり、ずれることがある。カウンタまたはノンスは、ワイヤレス識
別送信機によって生成される繰り返されない数であってよく、ワイヤレス識別送信機が自
身の識別子をブロードキャストのために符号化するたびに、たとえば、１時間に１回、ま
たさらには各々のブロードキャストメッセージに１回、変更され得る。いくつかの実施形
態では、ノンス値またはカウンタ値は、ブロードキャストメッセージに含まれない。いく
つかの実施形態において、ノンスまたはカウンタ（またはカウンタ値）は、擬似ランダム
関数または他の暗号化アルゴリズム（たとえば、ＡＥＳ）を使用して、暗号化または符号
化されてよく、暗号化された値または符号化された値はブロードキャストメッセージに含
まれる。たとえば、ワイヤレス識別送信機は、ＡＥＳ－ＣＴＲブロック暗号によってノン
ス値またはカウンタ値を符号化して、ブロードキャストメッセージのローリング識別子を
含むペイロードを生成する際に使用するノンスを作成することができる。別の例として、
ノンスは、線形帰還シフトレジスタ（ＬＳＦＲ）をノンス値またはカウンタ値に適用する
ことによって生成され得る。
【０３４７】
　[0412]本開示全体で説明されるように、ワイヤレス識別送信機はまた、固有のデバイス
識別コードまたは番号（すなわち、デバイス識別子または「ｄｅｖｉｃｅＩＤ」）を記憶
することができ、セントラルサーバにおいて固有の識別子と関連付けられるデバイスごと
の共有される秘密鍵（またはＫ）によって事前に用意され（pre-proxisioned）得る。た
とえば、セントラルサーバは、固有のデバイス識別子と秘密鍵とをデータベースに記憶す



(109) JP 6129880 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

ることができ、セントラルサーバに登録されたすべてのワイヤレス識別送信機に対してｄ
ｅｖｉｃｅＩＤとＫのペアのテーブルを保持することができる。セントラルサーバは、受
信されたノンス値またはカウンタ値のような他の情報とともに、デバイス識別子と秘密鍵
とを使用して、ワイヤレス識別送信機からの不明瞭にされたメッセージを識別し、解読し
、別な方法で処理することができる。ある実施形態では、デバイス識別子（またはｄｅｖ
ｉｃｅＩＤ）は、順番にまたはランダムに生成され得る。
【０３４８】
　[0413]図３３は、ワイヤレス識別送信機によってブロードキャストされるメッセージ内
の暗号化されたデータによって示される、ワイヤレス識別送信機を識別するための、セン
トラルサーバのためのある実施形態の方法３３００を示す。ブロック３３０２において、
ワイヤレス識別送信機は、共有された秘密鍵（すなわち、「Ｋ」）を受信することができ
る。言い換えれば、ワイヤレス識別送信機は、たとえば製造の間、デバイスごとに共有さ
れる秘密鍵（Ｋ）によって事前に用意され得る。別の実施形態では、ワイヤレス識別送信
機は、図４Ａを参照して上で説明されたように、近隣する近接ブロードキャスト受信機か
らブロードキャストされるメッセージ中で秘密鍵を受信することができる。秘密鍵は、セ
ントラルサーバにおいて、ワイヤレス識別送信機の固有のデバイス識別子（すなわち、ｄ
ｅｖｉｃｅＩＤ）と関連付けられ得る。ある実施形態では、秘密鍵は、１２８ビットの秘
密鍵であり得る。
【０３４９】
　[0414]ブロック３３０４において、ワイヤレス識別送信機は、ストリーミングの様暗号
化アルゴリズム（たとえば、ＡＥＳ－ＣＴＲ暗号化）を介して、デバイス識別子（ｄｅｖ
ｉｃｅＩＤ）と、秘密鍵（Ｋ）と、ノンス値またはカウンタ値とを符号化して、ローリン
グ識別子を生成することができる。「ＡＥＳ－ＣＴＲ」は、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｅｎｃｒ
ｙｐｔｉｏｎ　Ｓｔａｎｄａｒｄ（ＡＥＳ）の実装のために、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓ
ｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙによって推奨
される、秘密モードの１つである。ある実施形態では、ワイヤレス識別送信機は、「ＣＴ
Ｒ」モードをサポートするように構成されるＡＥＳコプロセッサを含み得る。ある実施形
態では、ローリング識別子は、次の式によって表され得る。　
　　　ローリング識別子＝（ｄｅｖｉｃｅＩＤ｜｜データ）ＸＯＲ （ＭＳＢ＿Ｎ（ＡＥ
Ｓ＿Ｋ（ｔ）））
【０３５０】
　[0415]ここで、ｔはワイヤレス識別送信機のノンスまたはカウンタの値（たとえば、２
０ビットの値）であり、「ＸＯＲ」はビットごとの排他的論理和演算を示し、「ＡＥＳ＿
Ｋ（）」は鍵「Ｋ」を伴うＡＥＳブロック暗号であり、「ＭＳＢ＿Ｎ（）」は「Ｎ」個の
最上位ビット（たとえば、６０ビット）を意味する。このローリング識別子は次いで、ワ
イヤレス送信機デバイスによって普通は送信されるブロードキャストメッセージに含めら
れ得る。ある実施形態では、他のデバイスデータ（たとえば、バッテリレベル、温度など
）が、ブロードキャストパケット中でローリング識別子とともに送信され得る。
【０３５１】
　[0416]さらなる実施形態では、他の情報が、ローリング識別子の中に含められ得る。し
たがって、ワイヤレス識別送信機に対して不明瞭にされた識別子を提供することに加えて
、ローリング識別子フィールドは、セントラルサーバのみが復元できる不明瞭にされたデ
ータを含み得る。これを達成するための１つの方法は、追加の情報、たとえば、バッテリ
状態（ｂａｔ＿ｓｔａｔ）をデバイス識別子（ｄｅｖｉｃｅＩＤ）に示すための数ビット
を連結し、連結されたものにＸＯＲ関数を適用することである。ローリング識別子内に含
まれ得る（すなわち、ローリング識別子の同じデータフィールド内で不明瞭にされる）追
加の情報の量（すなわち、情報のビットの数）は、ローリング識別子フィールド内の長さ
Ｎの上位ビットによって制限される。したがって、ローリング識別子を搬送するデータ部
分においてより多くのビットが利用可能であれば、より多くのそのようなデータが、暗号
化されたローリング識別子内に含まれ得る。ローリング識別子に含まれるデータは時間と
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ともに変化する可能性が高いので、この手法はさらに、デバイスのアイデンティティを不
明瞭にし得る。
【０３５２】
　[0417]より多くのデータがブロードキャストメッセージにおいて送信されることが望ま
れる場合、そのデータの一部は、暗号化されずに搬送されてよく、またはデータによって
暗号化されてよい。ブロードキャストメッセージにデータ（たとえば、バッテリ状態、温
度など）を含めるための、多数の手法がある。上で説明されたようにローリング識別子内
にデータを含めることに加えて、データは、ローリング識別子の終わりに製造業者固有の
データペイロードの一部としてデータを連結し、ローリング識別子の前または後のいずれ
かに暗号化されていないセンサデータとして連結することによって、追加され得る。した
がって、製造業者固有のデータペイロードにおいて利用可能なビットがより多い場合、そ
れらのビットは、暗号化せずにデータを運ぶために使用され得る。あるいは、データは、
ローリング識別子を生成するために使用されるものと同じ鍵、または、ワイヤレス識別送
信機もしくはそのようなデータフィールドと関連付けられることがサーバに知られている
代替的な鍵を使用して、符号化され得る。この代替形態では、ローリング識別子中の情報
は、サーバが、デバイスの真の識別子と、メッセージに含まれる他のデータを暗号化する
ために使用される暗号化鍵の両方を決定することを可能にする。またさらなる実施形態で
は、他のデータを搬送するためのこれらの選択肢は組み合わされ得るので、その一部はロ
ーリング識別子内に含まれ、一部は暗号化されずに搬送され、および／または一部のデー
タは暗号化されブロードキャストメッセージ内に含められ得る。
【０３５３】
　[0418]ある実施形態では、ブロードキャストメッセージ（またはブロードキャストメッ
セージのペイロード）はまた、次の式によって表される処理を使用してデバイス識別子と
ともに符号化され得るいくつかのデバイスまたはセンサデータ（たとえば、バッテリ状態
、温度など）を含み得る。　
　　　ローリング識別子＝（ｄｅｖｉｃｅＩＤ｜｜ｂａｔ＿ｓｔａｔ）ＸＯＲ （ＭＳＢ
＿Ｎ（ＡＥＳ＿Ｋ（ｔ）））
【０３５４】
　[0419]ここで、「ｂａｔ＿ｓｔａｔ」は、ワイヤレス識別送信機のバッテリステータス
情報（たとえば、４ビットコード）であり、「｜｜」は連結を意味する。
【０３５５】
　[0420]バッテリ状態がローリング識別子内に含まれる例示的な実施形態として、ブロー
ドキャストメッセージ（またはブロードキャストメッセージのペイロード）は、次の式に
よって表され得る。　
ペイロード＝ｔ｜｜（ｄｅｖｉｃｅＩＤ｜｜ｂａｔ＿ｓｔａｔ）ＸＯＲ （ＭＳＢ＿Ｎ（
ＡＥＳ＿Ｋ（ｔ）））
【０３５６】
　[0421]ここで、ｔは、ただのノンスまたはカウンタ（たとえば、２０ビットの値）であ
り得るワイヤレス識別送信機のノンスの値であり、「ｂａｔ＿ｓｔａｔ」はデバイスのバ
ッテリ状態情報（たとえば、４ビットのコード）であり、「｜｜」は連結を意味し、「Ｘ
ＯＲ」はビットごとの排他的論理和演算を示し、「ＡＥＳ＿Ｋ（）」は鍵「Ｋ」を伴うＡ
ＥＳブロック暗号であり、「ＭＳＢ＿Ｎ（）」は「Ｎ」個の最上位ビット（たとえば、６
０ビット）を意味する。言い換えれば、実施形態のブロードキャストメッセージは、バッ
テリレベルインジケータを含むローリング識別子に加えて、暗号化されていない（すなわ
ち、暗号化されない）ノンスを含み得る。別の実施形態では、バッテリレベルインジケー
タ（すなわち、ｂａｔ＿ｓｔａｔ）は暗号化されなくてよく、ブロードキャストメッセー
ジの別のフィールド中、たとえば、メッセージのサービスユニバーサリユニーク識別子（
ＵＵＩＤ：universally unique identifier）部分の中に含まれ得る。
【０３５７】
　[0422]別の実施形態では、ペイロードはノンスｔを含まなくてよく、この場合、ペイロ
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ードは次の式によって表され得る。　
　　　ペイロード＝（ｄｅｖｉｃｅＩＤ｜｜ｂａｔ＿ｓｔａｔ）ＸＯＲ （ＭＳＢ＿Ｎ（
ＡＥＳ＿Ｋ（ｔ）））
【０３５８】
　[0423]ブロック３３０６において、ワイヤレス識別送信機は次いで、ノンスとローリン
グ識別子とを含むメッセージ、または単に、ローリング識別子（すなわち、ノンスを伴わ
ない）をブロードキャストすることができる。ある実施形態では、ブロードキャストメッ
セージは、単一パケット長のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ（登録商標）チャープメッセージ
であり得る。様々な実施形態において、ブロードキャストメッセージに含まれるノンスは
２０ビットであってよく、ローリング識別子は６０ビットであってよいので、ブロードキ
ャストメッセージ全体は８０ビットである。
【０３５９】
　[0424]ブロック３３１０において、セントラルサーバは、たとえば、図１４を参照して
上で説明されるアカウント作成動作の間に、共有される秘密鍵（Ｋ）を受信することがで
きる。たとえば、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機のユーザからアカウント登
録情報（たとえば、ｄｅｖｉｃｅＩＤおよび登録要求情報）を受信したことに応答して、
秘密鍵を生成することができる。ブロック３３１２において、セントラルサーバは、共有
される秘密鍵（すなわち、Ｋ）を、ワイヤレス識別送信機のデバイス識別子（すなわち、
ｄｅｖｉｃｅＩＤ）と関連付けることができる。たとえば、セントラルサーバは、登録さ
れたデバイスのデータテーブルに、ｄｅｖｉｃｅＩＤとＫとを記憶することができる。
【０３６０】
　[0425]ブロック３３１４において、セントラルサーバは、ノンスまたはカウンタとロー
リング識別子とを含むメッセージを受信することができる。たとえば、受信されたメッセ
ージは、ブロック３３０６の動作によりワイヤレス識別送信機によってブロードキャスト
される情報を含む、近接ブロードキャスト受信機からのサイティングメッセージであり得
る。ブロック３３１６において、セントラルサーバは、受信されたメッセージからノンス
またはカウンタを抽出することができ、ブロック３３１８においてローリング識別子を抽
出することができる。ブロック３３１９において、セントラルサーバは、評価すべきワイ
ヤレス識別送信機（すなわち、選択されたワイヤレス識別送信機）を選択することができ
る。言い換えれば、セントラルサーバは、セントラルサーバに知られている登録されたワ
イヤレス識別送信機に対する記憶されたｄｅｖｉｃｅＩＤと、Ｋと、ノンスまたはカウン
タとを、たとえば、すべての登録されたワイヤレス識別送信機に対するそのような情報を
記憶するデータベースまたはデータテーブルから、取得することができる。ブロック３３
２０において、セントラルサーバは、ノンスまたはカウンタおよび選択されたワイヤレス
識別送信機の秘密鍵（Ｋ）によって、同じストリーミング様暗号化アルゴリズム（たとえ
ば、ＡＥＳ－ＣＴＲ）を介してローリング識別子を復号し、復号されたデバイス識別子（
またはＭ）を生成することができる。たとえば、セントラルサーバは、選択されたワイヤ
レス識別送信機の秘密鍵（Ｋ）および受信されたメッセージ中で示されるノンスまたはカ
ウンタとともに入力としてローリング識別子を使用する、ＡＥＳ－ＣＴＲアルゴリズムに
基づいて、復号動作を実行することができる。
【０３６１】
　[0426]ある実施形態では、復号されるデバイス識別子（Ｍ）は、次の式によって表され
得る。　
　　　Ｍ＝（ローリング識別子）ＸＯＲ（ＭＳＢ＿｛Ｎ－ａ｝（ＡＥＳ＿Ｋ（ｔ）））
【０３６２】
　[0427]ここで、ｔはワイヤレス識別送信機のノンスまたはカウンタの値（たとえば、２
０ビットの値）であり、「ＸＯＲ」はビットごとの排他的論理和演算を示し、「ＡＥＳ＿
Ｋ（）」は鍵「Ｋ」を伴うＡＥＳブロック暗号であり、「ＭＳＢ＿｛Ｎ－ａ｝」は「Ｎ－
ａ」個の最上位ビット（たとえば、ａが４ビットでありＮが６０ビットである場合５６ビ
ット）を意味する。
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【０３６３】
　[0428]判定ブロック３３２２において、セントラルサーバは、復号されたデバイス識別
子（Ｍ）とｄｅｖｉｃｅＩＤが一致するかどうかを判定することができる。言い換えれば
、セントラルサーバは、復号されたデバイス識別子（Ｍ）を、復号されたデバイス識別子
（Ｍ）を取得するためのＡＥＳ－ＣＴＲアルゴリズム演算とともにその秘密鍵（Ｋ）が使
用された選択されたワイヤレス識別送信機のｄｅｖｉｃｅＩＤと、比較することができる
。ＭとｄｅｖｉｃｅＩＤが一致する場合（すなわち、判定ブロック３３２２＝「はい」）
、ブロック３３２４において、セントラルサーバは、選択されたワイヤレス識別送信機か
ら発信されるものとして、ブロードキャストメッセージを識別することができる。Ｍとｄ
ｅｖｉｃｅＩＤが一致しない場合（すなわち、判定ブロック３３２２＝「いいえ」）、ブ
ロック３３２６において、セントラルサーバは、他のワイヤレス識別送信機と関連付けら
れる秘密鍵によって、ローリング識別子を復号することができる。たとえば、セントラル
サーバは、次の登録されるワイヤレス識別送信機を選択し、秘密鍵（Ｋ）および対応する
ｄｅｖｉｃｅＩＤの対応する記憶されたペアを使用することができる。このようにして、
ブロードキャストメッセージの発信者を識別する一致が発見されるまで、すべての登録さ
れたワイヤレス識別送信機および／またはシステムのユーザのために記憶されるすべての
ＫとｄｅｖｉｃｅＩＤのペアが、セントラルサーバにより試され得る。
【０３６４】
　[0429]図３４Ａは、セントラルサーバによる受信／使用のために、暗号化されたメッセ
ージ（すなわち、ローリング識別子）を生成しブロードキャストする、ワイヤレス識別送
信機のための実施形態の方法３４００を示す。
【０３６５】
　[0430]ブロック３４０２において、ワイヤレス識別送信機のユーザは、セントラルサー
バにデバイスを登録することができる。ワイヤレス識別送信機が利用するサービスは、ユ
ーザ（たとえば、消費者、所有者）により利用されるすべてのアクティブなデバイスの登
録を必要とし得る。登録プロセスは、ワイヤレス識別送信機のユーザによるセントラルサ
ーバとの初期の同期を含み得る。たとえば、ワイヤレス識別送信機のユーザは、ワイヤレ
ス識別送信機メッセージを受信することが可能でありユーザにより操作されるモバイルデ
バイスまたはＰＣにおいて、ウェブアプリケーションを通じてセントラルサーバにデバイ
スを登録することができる。ワイヤレス識別送信機は、デバイスのアクティブ化からある
時間期間内に、セントラルサーバへ登録されることを要求され得る。たとえば、ワイヤレ
ス識別送信機は、デバイスが初期化されてから（たとえば、バッテリがワイヤレス識別送
信機に設置されてから）最初の２４時間以内に登録されることを要求され得る。登録動作
は、図１４を参照して上でさらに説明されている。
【０３６６】
　[0431]ブロック３４０４において、ワイヤレス識別送信機は、たとえば、ノンスまたは
カウンタを値０に設定することによって、内部のノンスまたはカウンタを初期化すること
ができる。ノンスまたはカウンタの初期化は、トリガとなるイベント、たとえば、ワイヤ
レス識別送信機内へのバッテリまたは電源の設置により起こり得る。たとえば、ノンスま
たはカウンタは、ワイヤレス識別送信機がアクティブ化またはパワーオンされると、イン
クリメントを始めることができる。あるいは、初期化は、上で説明された登録動作に応答
して起こり得る。ノンスまたはカウンタは、「０」（または「１」のような任意の他の開
始値）で始まることができ、ワイヤレス識別送信機によって周期的にインクリメントされ
得る。ある実施形態では、ワイヤレス識別送信機のバッテリが交換される（たとえば、バ
ッテリの故障により）と、または、ワイヤレス識別送信機が別な方法でリセット／再始動
／再起動されると、ノンスまたはカウンタは初期値（たとえば、「０」）に戻り得る。ノ
ンスまたはカウンタは、ワイヤレス識別送信機がリセット／再始動／再起動されない限り
、自身が表す値を繰り返さなくてよい。代替的な実施形態では、ノンスまたはカウンタの
初期化の間、ワイヤレス識別送信機は、事前に定義された初期のノンス値またはカウンタ
値をフラッシュメモリから読み取ることができる。たとえば、ワイヤレス識別送信機は、
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工場において設定された、またはインストールされたアプリケーションにより更新された
値によって、ノンスまたはカウンタを初期化することができる。
【０３６７】
　[0432]ある実施形態では、カウンタまたはノンスは、当技術分野においてよく知られて
いる方法を使用して、ランダムな、または擬似ランダムな方式で初期化され調整され得る
。ノンスまたはカウンタは、ワイヤレス識別送信機とセントラルサーバの両方において複
製され得る、擬似ランダムに生成された値であり得る。別の実施形態では、ノンスまたは
カウンタは、デバイスの連続動作時間の間は繰り返されないノンス値またはカウンタ値を
作成するように構成される適切な期間を伴う線形帰還シフトレジスタ（ＬＦＳＲ）を使用
して、ワイヤレス識別送信機によって生成され得る。ＬＦＳＲから導出されるそのような
ノンスまたはカウンタも、擬似ランダムであり得る。
【０３６８】
　[0433]ブロック３４０６において、ワイヤレス識別送信機は、秘密鍵とセントラルサー
バに知られている暗号化アルゴリズムとを使用して、連結されたデータを暗号化すること
ができる。たとえば、ワイヤレス識別送信機は、ＡＥＳ－ＣＴＲブロック暗号を使用して
、ノンスまたはカウンタおよび／またはデバイス識別子（すなわち、ｄｅｖｉｃｅＩＤ）
を符号化することができる。暗号化アルゴリズムは、暗号化および解読の目的で秘密鍵を
利用することができ、それは、秘密鍵がセントラルサーバとワイヤレス識別送信機の両方
に知られているからである。暗号化アルゴリズムは、あるサイズの暗号化された（または
符号化された）データをもたらし得る。たとえば、ＡＥＳ－ＣＴＲ暗号を使用して、ワイ
ヤレス識別送信機は、１２８ビットの符号化されたデータを生成することができる。ある
実施形態では、ワイヤレス識別送信機は、次の式によって表される暗号化されたデータを
生成することができる。　
　　　（ｄｅｖｉｃｅＩＤ｜｜ｂａｔ＿ｓｔａｔ）ＸＯＲ（ＭＳＢ＿Ｎ（ＡＥＳ＿Ｋ（ｔ
）））
【０３６９】
　[0434]ここで、ｔはワイヤレス識別送信機のノンスまたはカウンタの値（たとえば、２
０ビットの値）であり、「ｂａｔ＿ｓｔａｔ」はワイヤレス識別送信機のバッテリ状態情
報（たとえば、４ビットのコード）であり、「｜｜」は連結を意味し、「ＸＯＲ」はビッ
トごとの排他的論理和演算を示し、「ＡＥＳ＿Ｋ（）」は鍵「Ｋ」を伴うＡＥＳブロック
暗号であり、「ＭＳＢ＿Ｎ（）」は「Ｎ」個の最上位ビット（たとえば、６０ビット）を
意味する。言い換えれば、実施形態のブロードキャストメッセージは、バッテリレベルイ
ンジケータを含むローリング識別子に加えて、暗号化されていない（すなわち、暗号化さ
れない）ノンスまたはカウンタを含み得る。別の実施形態では、暗号化されたデータは、
次の式によって表され得る。　
　　　（ｄｅｖｉｃｅＩＤ）ＸＯＲ（ＡＥＳ＿Ｋ（ｔ））
【０３７０】
　[0435]ここで、ｄｅｖｉｃｅＩＤは固有のデバイス識別子であり、ｔはワイヤレス識別
送信機のノンスまたはカウンタの値（たとえば、２０ビットの値）であり、「ＸＯＲ」は
ビットごとの排他的論理和演算を示し、「ＡＥＳ＿Ｋ（）」は鍵「Ｋ」を伴うＡＥＳブロ
ック暗号であり、「ＭＳＢ＿Ｎ（）」は「Ｎ」個の最上位ビット（たとえば、６０ビット
）を意味する。
【０３７１】
　[0436]ワイヤレス識別送信機の限定された通信能力により、ブロードキャストメッセー
ジのペイロード（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥブロードキャストパケットによっ
てサポートされるペイロード）は、暗号化されたメッセージ全体を含むことが可能ではな
いことがあるが、代わりに、暗号化されたデータの断片の一部分のみを含み得る。したが
って、ブロック３４０８において、ワイヤレス識別送信機は、データを切り取って、復号
不可能なローリング識別子を生成することができる。言い換えれば、暗号化されたデータ
を切り取ることによって、ワイヤレス識別送信機は、識別子のサイズがＢｌｕｅｔｏｏｔ
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ｈ　ＬＥなどの利用される通信フォーマットによりサポートされ得るように、ブロードキ
ャストメッセージ（またはペイロード）に置かれるべき識別子を作成することができる。
たとえば、ワイヤレス識別送信機は、８０ビットのペイロード最大サイズに収まるように
、暗号化されたデータを切り取ることができる。暗号化されたデータが切り取られると、
セントラルサーバ内のそのデータの解読は不可能であり得る。しかしながら、図３４Ｂを
参照して以下で説明されるように、不完全な暗号化されたデータは、セントラルサーバに
よって依然として使用され得る。ある実施形態では、切り取りは、最上位ビット演算のよ
うな関数によって達成され得る。別の実施形態では、切り取られたデータは、次の式によ
って表され得る。　
　　　ＴＲＵＮＣ （ｄｅｖｉｃｅＩＤ ＸＯＲ ＡＥＳ＿Ｋ（ｔ））
【０３７２】
　[0437]ここで、ｔはワイヤレス識別送信機のノンスまたはカウンタの値（たとえば、２
０ビットの値）であり、「ＸＯＲ」はビットごとの排他的論理和演算を示し、「ＡＥＳ＿
Ｋ（）」は鍵「Ｋ」を伴うＡＥＳブロック暗号であり、「ＴＲＵＮＣ（）」はある数のビ
ットまたはバイト（たとえば、５６ビットまたは７バイト）を作成し得る切り取り演算を
示す。
【０３７３】
　[0438]ブロック３４１０において、ワイヤレス識別送信機は、現在のノンスまたはカウ
ンタを切り取られたデータと連結して、メッセージペイロードを作成することができる。
たとえば、ワイヤレス識別送信機は、現在のワイヤレス識別送信機システムの時計の値（
たとえば、長さ２０ビット）を、６０ビットの長さになるように切り取られたワイヤレス
識別送信機の固有の識別コードと組み合わせることができる。ある実施形態では、ペイロ
ードは、暗号化されたデータと暗号化されないデータ（または「暗号化されていない」デ
ータ）の両方を含み得る。たとえば、ペイロードは、暗号化されたデータおよび／または
切り取られたデータを表す多数のビットと、ワイヤレス識別送信機のバッテリ状態または
ノンス値またはカウンタ値を表すいくつかの他のビットとを含み得る。
【０３７４】
　[0439]ブロック３４１２において、ワイヤレス識別送信機は、たとえば、上で説明され
たような短距離ワイヤレス通信技法を介してブロードキャストすることによって、ローリ
ング識別子を伴うペイロードを含むブロードキャストメッセージを周期的に送信すること
ができる。ブロードキャストメッセージの送信の頻度は、システム構成、ユーザ設定、ま
たは、無線信号を介して通信するワイヤレス識別送信機に関連するスケジューリングおよ
びタイミングの任意の他のソースに応じて、変化し得る。たとえば、ワイヤレス識別送信
機は、数秒ごとにローリング識別子をブロードキャストすることができる。
【０３７５】
　[0440]判定ブロック３４１４において、ワイヤレス識別送信機は、事前に定義されたノ
ンスまたはカウンタ時間期間が満了したかどうかを判定することができる。このノンスま
たはカウンタ時間期間は、上で説明されたようなブロードキャストの頻度の周期性と同様
の方式で設定され得る。たとえば、製造業者は、ワイヤレス識別送信機のプロセッサ回路
内のハードコーディング変数のような様々な技法を使用して、ノンスまたはカウンタ時間
期間を確立することができる。
【０３７６】
　[0441]ノンスまたはカウンタ時間期間が満了していない場合（すなわち、判定ブロック
３４１４＝「いいえ」）、ワイヤレス識別送信機は、ブロック３４１２の動作を継続する
ことができる。たとえば、ワイヤレス識別送信機は、多数の分という時間期間、数秒の頻
度で短距離無線送信を介してペイロードをブロードキャストすることができる。
【０３７７】
　[0442]ノンスまたはカウンタ時間期間が満了したとデバイスが判定すると（すなわち、
判定ブロック３４１４＝「はい」）、ブロック３４１６において、ワイヤレス識別送信機
は、たとえば１を加算することによって、ノンス値またはカウンタ値をインクリメントす
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ることができる。ブロック３４１７において、ワイヤレス識別送信機は、ノンスまたはカ
ウンタ時間期間をリセットすることができる。たとえば、ノンスまたはカウンタ時間期間
が満了した後、ワイヤレス識別送信機は、１という値だけノンスまたはカウンタを上げ、
ノンスまたはカウンタ時間期間を０にリセットすることができる。ワイヤレス識別送信機
は、ブロック３４０６の動作を継続することができる（たとえば、ワイヤレス識別送信機
は、別のノンスまたはカウンタ時間期間の間、新たなペイロードを作成し、それをブロー
ドキャストすることができる）。
【０３７８】
　[0443]図３４Ｂは、メッセージを受信し、ペイロード情報に基づいてタイミングのノン
スまたはカウンタを同期する、セントラルサーバのためのある実施形態の方法３４５０を
示す。ブロック３４５２において、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機のデバイ
ス識別子（すなわち、ｄｅｖｉｃｅＩＤ）と、ノンスまたはカウンタと、秘密鍵データと
を有するデータベースエントリを、セントラルサーバの登録において確立することができ
る。セントラルサーバは、セントラルサーバおよび／またはセントラルサーバの提携する
サービスと関連付けられる各ワイヤレス識別送信機に対するデータ記録を含むデータベー
スを保持し得る。データベースは、上で説明された登録動作を介して取得される情報によ
り埋められ得る。したがって、セントラルサーバと関連付けられる各ワイヤレス識別送信
機に対してデータ記録が存在してよく、各記録は、特定のデバイスのアイデンティフィケ
ーションを表す情報と、現在のノンスまたはカウンタ（たとえば、時計の値）と、ワイヤ
レス識別送信機と関連付けられる秘密鍵とを表す、情報を含み得る。ある実施形態では、
秘密鍵は、セントラルサーバに登録される各ワイヤレス識別送信機に固有であり得る。あ
る実施形態では、セントラルサーバはまた、セントラルサーバに登録された各ワイヤレス
識別送信機に対する初期のノンス値またはカウンタ値を記憶することができる。
【０３７９】
　[0444]様々な実施形態において、ワイヤレス識別送信機が登録されると、セントラルサ
ーバは、ワイヤレス識別送信機に対する初期のノンス値またはカウンタ値を記憶すること
ができる。ワイヤレス識別送信機のアクティブ化（たとえば、バッテリが装着されデバイ
スが動作可能になったとき）とデバイスの登録との間の時間に応じて、ワイヤレス識別送
信機の初期のノンスまたはカウンタは、０であることもないこともある。たとえば、セン
トラルサーバへのワイヤレス識別送信機の登録が、ワイヤレス識別送信機にユーザがバッ
テリを装着してから数時間後に行われた場合、初期のノンスまたはカウンタは０ではない
ことがある。ある実施形態では、セントラルサーバはまた、登録フラグまたは他のインジ
ケータを設定することによって、ワイヤレス識別送信機の登録状態を示すことができ、ま
だデータベースに登録されていないワイヤレス識別送信機を表す情報を記憶することがで
きる。ある実施形態では、セントラルサーバは、すべての既知のワイヤレス識別送信機に
対して与えられる初期値を伴うデータベースを、それらのワイヤレス識別送信機が登録さ
れているかどうかにかかわらず、保持することができる。たとえば、製造記録に基づいて
、セントラルサーバは、作成されたそれぞれのワイヤレス識別送信機についての情報を有
するデータベースを含み得る。
【０３８０】
　[0445]セントラルサーバは、ブロック３４０６～３４１０を参照して上で説明されたも
のと同様の動作を使用して、モデルペイロードを生成し記憶することができる。モデルペ
イロードは、記憶された秘密鍵、デバイス識別子（ｄｅｖｉｃｅＩＤ）、およびノンスま
たはカウンタ情報に基づいて、ワイヤレス識別送信機から受信するとセントラルサーバが
予想するペイロードであり得る。たとえば、登録された各ワイヤレス識別送信機について
、セントラルサーバは、デバイスのｄｅｖｉｃｅＩＤをノンス値またはカウンタ値に連結
し、ワイヤレス識別送信機のための秘密鍵を利用する暗号化プロトコルを使用して連結さ
れたデータを暗号化し、暗号化されたデータを切り取ることによって、モデルペイロード
を作成することができる。各モデルペイロードは、対応するｄｅｖｉｃｅＩＤおよびそれ
ぞれのモデルペイロードを生成するために使用されるノンス値またはカウンタ値に関連し
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て、セントラルサーバのデータテーブル（または参照テーブル）に記憶され得る。たとえ
ば、各ワイヤレス識別送信機に対する各モデルペイロードについて、セントラルサーバは
、モデルペイロードと、時間オフセット値（たとえば、－２、－１、１、２など）と、ノ
ンスまたはカウンタとを、すべてワイヤレス識別送信機のｄｅｖｉｃｅＩＤに関連して、
データテーブルに記憶することができる。
【０３８１】
　[0446]ブロック３４５４において、セントラルサーバは、定義された初期化期間に、ワ
イヤレス識別送信機に対する初期モデルペイロードを生成し記憶することができる。たと
えば、初期のノンス値またはカウンタ値（たとえば、０、またはデバイスおよびセントラ
ルサーバに知られている擬似乱数）から始めて、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送
信機の実際の初期のノンスまたはカウンタと同一の、より小さい、および／またはより大
きいノンス値またはカウンタ値を使用してモデルペイロードを生成し得るので、これらの
モデルのノンスまたはカウンタは、初期化期間を包含する。ある実施形態では、初期化期
間は、１時間、数時間、数日などであり得る)。セントラルサーバは、ワイヤレス識別送
信機の登録／リセット／再起動のイベントにおいて使用するための初期モデルペイロード
を記憶することができる。
【０３８２】
　[0447]ブロック３４５５において、セントラルサーバはまた、定義された時間枠内で受
信されると予想される、ワイヤレス識別送信機のための現在のモデルペイロードを生成し
記憶することができる。ワイヤレス識別送信機のあり得る時計のずれに対応するために、
セントラルサーバは、あり得るノンスまたはカウンタの範囲を表す複数の派生的なノンス
値またはカウンタ値を使用することによって、定義された時間枠（または時間期間）に対
するモデルペイロードを生成し記憶することができる。言い換えれば、派生的なノンス値
またはカウンタ値は、ワイヤレス識別送信機のために記憶される現在のノンス値またはカ
ウンタ値へのオフセットであり得る。たとえば、セントラルサーバは、データベース中の
現在記憶されているノンス値またはカウンタ値よりも小さい派生的なノンス値またはカウ
ンタ値と、それよりも大きい派生的なノンス値またはカウンタ値とに対する、モデルペイ
ロードを生成することができる。派生的なノンス値またはカウンタ値は、ワイヤレス識別
送信機に対する記憶されたノンス値またはカウンタ値にオフセット値（たとえば、－２、
－１、１、２など）が加算された結果であり得る。セントラルサーバは、記憶されたノン
ス値またはカウンタ値と、枠の時間期間をインクリメンタルに表す派生的なノンス値また
はカウンタ値とを表すために、モデルペイロードを生成することができる。たとえば、モ
デルペイロードは、１時間などの短い時間の値だけ増えて、数時間などの長い時間の期間
をカバーする、ノンスまたはカウンタを表し得る。別の例として、セントラルサーバは、
ワイヤレス識別送信機のために記憶された現在のノンス値またはカウンタ値に対応するペ
イロードと、デバイスの以前のノンス値またはカウンタ値に対応するペイロードと、デバ
イスの次のノンス値またはカウンタ値に対応するペイロードとを記憶し得る。
【０３８３】
　[0448]ある実施形態では、所与のワイヤレス識別送信機に対する第１の生成された現在
のモデルペイロードは、ワイヤレス識別送信機に対する初期モデルペイロードと同一であ
ってよく、それは、ペイロードの両方のセットが、同じ初期ノンス値またはカウンタ値に
基づいてセントラルサーバにより生成され得るからである。ある実施形態では、初期化期
間は、定義された時間枠と一致し得る。たとえば、初期化期間は、定義された時間枠と同
様の数の日、時間、分などを伴い得る。
【０３８４】
　[0449]判定ブロック３４５６において、セントラルサーバは、ノンスまたはカウンタ時
間期間が満了したかどうかを判定することができる。セントラルサーバは、任意の時間に
おいて、または代替的に、ワイヤレス識別送信機の登録を受信すると、ノンスまたはカウ
ンタ時間期間の評価を初期化することができる。ノンスまたはカウンタ時間期間は、判定
ブロック３４１４に関して上で説明されたものと同じ、ワイヤレス識別送信機によって使



(117) JP 6129880 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

用される時間の期間であり得る。
【０３８５】
　[0450]ノンスまたはカウンタ時間期間が満了している場合（すなわち、判定ブロック３
４５６＝「はい」）、ブロック３４５５’において、セントラルサーバは、登録されたワ
イヤレス識別送信機に対する更新された現在のモデルペイロードを生成し記憶することが
できる。更新された現在のモデルペイロードは、以前の現在のモデルペイロードを置き換
えることができ、各それぞれのワイヤレス識別送信機のデータベース記録中の記憶された
ノンス値またはカウンタ値に基づき得る。
【０３８６】
　[0451]ノンスまたはカウンタ時間期間が満了していない場合（すなわち、判定ブロック
３４５６＝「いいえ」）、または、ノンスまたはカウンタ時間期間が満了しており、セン
トラルサーバが更新された現在のモデルペイロードを生成している場合、判定ブロック３
４６０において、セントラルサーバは、任意のペイロードが受信されたかどうかを判定す
ることができる。ある実施形態では、ペイロードは、ワイヤレス識別送信機から直接、ま
たは代替的に、近接したワイヤレス識別送信機からセントラルサーバへのローリング識別
子ペイロードを含む（または中継する）サイティングメッセージを介して、近隣ブロード
キャスト受信機から間接的に配信され得る。ペイロードが受信されていない場合（すなわ
ち、判定ブロック３４６０＝「いいえ」）、セントラルサーバは、判定ブロック３４５６
における動作を継続することができる。
【０３８７】
　[0452]ペイロードが受信されている場合（すなわち、判定ブロック３４６０＝「はい」
）、ブロック３４６２において、セントラルサーバは、登録された各ワイヤレス識別送信
機に対して記憶された現在のモデルペイロードのような、記憶された現在のモデルペイロ
ードを使用して、受信されたペイロードを評価するように構成され得る。上で説明された
ように、セントラルサーバは、登録された各ワイヤレス識別送信機に対して、記憶された
モデルペイロードの２つのセット、すなわち初期化期間にわたる初期のノンスまたはカウ
ンタおよび派生的なノンス値またはカウンタ値に基づくモデルペイロードを含み得る初期
モデルペイロードセットと、各ワイヤレス識別送信機に対してデータベース記録内に記憶
される現在のノンス値またはカウンタ値に基づく現在のモデルペイロードセットとを保持
することができる。ある実施形態では、セントラルサーバは、受信されたペイロードを記
憶された現在のモデルペイロードとセントラルサーバが比較すべきであることを示す、シ
ステム変数を設定することができる。システム変数は、ワイヤレス識別送信機に対する現
在のモデルペイロードまたは初期のモデルペイロードのいずれかを評価するように、セン
トラルサーバに指示するように設定され得る。
【０３８８】
　[0453]ブロック３４６４～３４７２において、セントラルサーバは、一致が発見される
までセントラルサーバが受信されたペイロード（すなわち、ワイヤレス識別送信機によっ
てブロードキャストされるデータ）をすべての登録されたワイヤレス識別送信機に対する
記憶されたモデルペイロードと比較する、動作可能なループを実行することができる。ブ
ロック３４６４において、セントラルサーバは、次の登録されるワイヤレス識別送信機を
選択することができる。セントラルサーバは、登録されたワイヤレス識別送信機のデータ
ベースに基づいて、次の登録されるデバイスを決定することができ、ブロック３４６４～
３４７２における動作の間に、各デバイスにわたって順次繰り返すことができる。ブロッ
ク３４６６において、セントラルサーバは、ブロック３４６２における動作で設定された
構成のようなシステム構成に基づいて、受信されたペイロードを、選択されたワイヤレス
識別送信機に対する記憶されたモデルペイロードと比較することができる。たとえば、ブ
ロック３４６２の動作で「現在」に設定されたシステム変数に基づいて、セントラルサー
バは、受信されたペイロードを、選択されたワイヤレス識別送信機に対する記憶された現
在のモデルペイロードと比較することができる。受信されたペイロードの暗号化されたデ
ータの形式に基づいて、比較は、セントラルサーバが受信されたペイロードに対してモデ
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ルペイロードのデータを比較する、パターン照合ルーチンであり得る。たとえば、セント
ラルサーバは、記憶されたペイロードと受信されたペイロードのビット値を比較すること
ができる。
【０３８９】
　[0454]判定ブロック３４６８において、セントラルサーバは、記憶されたモデルペイロ
ードのいずれかが受信されたペイロードと一致するかどうかを判定することができる。記
憶されたモデルペイロードのいずれもが受信されたペイロードと一致しない場合（すなわ
ち、判定ブロック３４６８＝「いいえ」）、判定ブロック３４７０において、セントラル
サーバは、評価すべき別の登録されたワイヤレス識別送信機があるかどうかを判定するこ
とができる。言い換えれば、セントラルサーバは、すべての登録されたワイヤレス識別送
信機の記憶されたモデルペイロードが評価されたかどうかを判定することができる。評価
すべき別の登録されたワイヤレス識別送信機がある場合（すなわち、判定ブロック３４７
０＝「はい」）、セントラルサーバは、次の登録されたワイヤレス識別送信機を選択する
ことによって、ブロック３４６４の動作を継続することができる。
【０３９０】
　[0455]セントラルサーバがすべての登録されたワイヤレス識別送信機の記憶されたモデ
ルペイロードを評価した場合（すなわち、判定ブロック３４７０＝「いいえ」）、ブロッ
ク３４７２において、セントラルサーバは、デバイスの登録の時点で登録された各ワイヤ
レス識別送信機に対して記憶された初期モデルペイロードのような、記憶された初期モデ
ルペイロードを使用して、受信されたペイロードを評価するように構成され得る。たとえ
ば、セントラルサーバは、セントラルサーバが受信されたペイロードを評価された登録さ
れたワイヤレス識別送信機に対する記憶された初期モデルペイロードと比較すべきである
ことを示す、システム変数に設定することができる（たとえば、システム変数は「初期」
に設定され得る）。動作可能なループは次いで、ブロック３４６４～３４６８の動作を継
続することができ、セントラルサーバは、登録された各ワイヤレス識別送信機を選択し、
その選択されたデバイスの初期モデルペイロードを受信されたペイロードと比較すること
ができる。
【０３９１】
　[0456]セントラルサーバが、受信されたペイロードと登録されたワイヤレス識別送信機
の記憶されたモデルペイロード（現在のまたは初期の）のいずれかとに一致を発見した場
合（すなわち、判定ブロック３４６８＝「はい」）、ブロック３４７４において、セント
ラルサーバは、一致に基づいてワイヤレス識別送信機アイデンティティを決定することが
できる。言い換えれば、セントラルサーバは、一致する記憶されたモデルペイロードに関
連して記憶された識別情報（たとえば、ｄｅｖｉｃｅＩＤ）に基づいて、受信されたペイ
ロードに対応するワイヤレス識別送信機を識別することができる。ブロック３４７６にお
いて、セントラルサーバは、受信されたペイロードに基づいて、識別されたワイヤレス識
別送信機のノンスまたはカウンタによってデータベースを更新することができる。一致す
る記憶されたモデルペイロードに対応するデータベース記録に基づいて、セントラルサー
バは、受信されたペイロードに対応する派生的なノンス値またはカウンタ値を決定するこ
とができ、派生的なノンス値またはカウンタ値を表すように記憶されたノンス値またはカ
ウンタ値を更新し、したがって、識別されたワイヤレス識別送信機のノンスまたはカウン
タとセントラルサーバのノンスまたはカウンタとを同期することができる。ある実施形態
では、セントラルサーバはまた、セントラルサーバが受信されたペイロードを受信したと
きのセントラルサーバのノンスまたはカウンタ（または時間）を、データベースに記憶す
ることができる。
【０３９２】
　[0457]ある実施形態では、セントラルサーバは、最近受信されたメッセージと対応する
ワイヤレス識別送信機アイデンティフィケーションとのリスト（またはデータテーブル）
を保持することができる。たとえば、セントラルサーバは、データテーブルに、ある期間
内に受信されたメッセージに対するｄｅｖｉｃｅＩＤとペイロード情報とを記録すること
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ができる。セントラルサーバは、任意の後で受信されるペイロードをデータテーブルと比
較して、後で受信されたペイロードが冗長かどうかを、同じワイヤレス識別送信機から最
近受信されたペイロードに基づいて判定することができる。たとえば、後で受信されるペ
イロードは、数分前にセントラルサーバによってすでに受信され処理された、特定のワイ
ヤレス識別送信機からのあるノンス値またはカウンタ値を表すことがある。このことは、
方法３４５０のプロセスを早めさせ、ブロック３４６４～３４７２の動作のための探索時
間を減少させ得る。ある実施形態では、セントラルサーバは、最近識別されたペイロード
およびワイヤレス識別送信機のデータテーブルを破壊（または消去）することができ、ブ
ロック３４７６において説明されたのと同様に、消去動作をスケジューリングすることが
できる（たとえば、最近のデータテーブルが、ノンスまたはカウンタ時間期間が満了した
と判定されるたびに、削除され得る）。
【０３９３】
　[0458]図３５は、ワイヤレス識別送信機によってブロードキャストされるメッセージ内
の暗号化されたデータによって示される、ワイヤレス識別送信機を識別するための、セン
トラルサーバのための別の実施形態の方法３５００を示す。方法３５００の動作において
、ノンス値またはカウンタ値は、ワイヤレス識別送信機がそれらのアイデンティティを送
信する際のセキュリティを向上させるために、ブロードキャストメッセージ中には決して
含まれてはならない。たとえば、ノンス値またはカウンタ値が、異なるワイヤレス識別送
信機の間で異なり得るとき、ブロードキャストメッセージを捕捉する能力を有する攻撃者
は、ワイヤレス識別送信機からの今後のブロードキャストメッセージ内の値を容易に予測
することが可能であり得る。しかしながら、暗号化されずに送信されるノンスまたはカウ
ンタのデータがないと、非道な詮索者は、特定のワイヤレス識別送信機からのブロードキ
ャストを追跡することをよりいっそう阻止され得る。
【０３９４】
　[0459]ブロック３３０２において、ワイヤレス識別送信機は、共有された秘密鍵（すな
わち、「Ｋ」）を受信することができる。たとえば、各ワイヤレス識別送信機は、セント
ラルサーバにおいてワイヤレス識別送信機の固有のデバイス識別子（またはｄｅｖｉｃｅ
ＩＤ）と関連付けられるデバイスごとの共有される秘密鍵によって事前に用意され得る。
ブロック３５０４において、ワイヤレス識別送信機は、ノンスまたはカウンタを同期する
ことができる。ノンスまたはカウンタは、セントラルサーバにおいてワイヤレス識別送信
機が登録されると、セントラルサーバと同期され得る。同期されたノンス値またはカウン
タ値はまた、セントラルサーバに記憶されたデータテーブル（たとえば、ＩＤおよびＫ値
の記憶されたペアを伴うテーブル）中のｄｅｖｉｃｅＩＤおよびＫと関連付けられ得る。
【０３９５】
　[0460]ブロック３５０６において、ワイヤレス識別送信機は、ノンスまたはカウンタを
、ワイヤレス識別送信機の現在のデバイス時間へとインクリメントすることができる。た
とえば、ノンスまたはカウンタは、事前に定義された秒数（たとえば、１秒、１時間など
）の後、インクリメントされ得る。別の例として、３６００秒ごとに、ワイヤレス識別送
信機は、値１だけノンスまたはカウンタをインクリメントすることができる。このように
して、ノンス値またはカウンタ値は、ワイヤレス識別送信機上の発振器によって計測され
るような現在の時間へと変化することができる。ブロック３５０８において、ワイヤレス
識別送信機は、擬似ランダム関数を介して、デバイス識別子（すなわち、ｄｅｖｉｃｅＩ
Ｄ）と、共有される秘密鍵（すなわち、Ｋ）と、ノンスまたはカウンタとを符号化して、
ローリング識別子を生成することができる。このようにして、ローリング識別子は、ノン
ス値またはカウンタ値が変化するにしたがって生成され得る。ある実施形態では、擬似ラ
ンダム関数は、シード（「ｓ」）と入力変数（「ｘ」）とを伴う多項式の時間計算可能な
関数であり得るので、シードがランダムに選択され観測者に知られていない場合、擬似ラ
ンダム関数（たとえば、ＰＲＦ（ｓ，ｘ））は、同じ範囲への出力を伴う同じ領域で定義
されるランダム関数と、計算上は区別不可能であり得る。たとえば、鍵付きハッシュメッ
セージ認証コード（ＨＭＡＣ）または暗号ベースのメッセージ認証コード（ＣＭＡＣ）が
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、擬似ランダム関数として使用され得る。
【０３９６】
　[0461]ブロック３５１０において、ワイヤレス識別送信機は、ローリング識別子を含む
メッセージ（たとえば、１パケット長のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥチャープメッセージ）
をブロードキャストすることができる。ある実施形態では、ブロードキャストメッセージ
（または、ブロードキャストメッセージのペイロード）は、次の式によって表され得る。
　
　　　ペイロード＝ＭＳＢ＿Ｎ（ＰＲＦ（Ｋ,（ｄｅｖｉｃｅＩＤ｜｜ｔ）））
【０３９７】
　[0462]ここで、ｔは、ワイヤレス識別送信機のノンスまたはカウンタの値であり、「｜
｜」は、連結を意味し、「ＰＲＦ（）」は擬似ランダム関数であり、「ＭＳＢ＿Ｎ（）」
は「Ｎ個」の最上位ビット（たとえば、８０ビット）を意味する。言い換えれば、ワイヤ
レス識別送信機は、デバイス識別子とノンスまたはカウンタ情報とを意図的に不明瞭にす
る（または歪める）ことができるので、ブロードキャストメッセージのペイロードは、暗
号化されていないデバイス識別子もノンスまたはカウンタ情報も含み得ない。
【０３９８】
　[0463]ブロック３３１０において、セントラルサーバは、共有された秘密鍵（Ｋ）を受
信することができる。ブロック３５１２において、セントラルサーバは、ノンスまたはカ
ウンタを同期することができる。たとえば、ノンスまたはカウンタは、登録メッセージの
ような、ワイヤレス識別送信機に関する以前のメッセージに含まれる値を表すように設定
され得る。ブロック３５１４において、セントラルサーバは、共有される秘密鍵（すなわ
ち、Ｋ）とノンスまたはカウンタとを、ワイヤレス識別送信機のデバイス識別子（すなわ
ち、ｄｅｖｉｃｅＩＤ）と関連付けることができる。たとえば、セントラルサーバは、登
録されたデバイスのデータテーブルに（たとえば、データベースのタプル記録に）、ｄｅ
ｖｉｃｅＩＤと、Ｋと、ノンスまたはカウンタとを記憶することができる。ある実施形態
では、セントラルサーバはまた、各ワイヤレス識別送信機が登録またはアクティブ化され
たかどうかを示すインジケータまたはフラグを記憶し得る。
【０３９９】
　[0464]ブロック３５１６において、セントラルサーバは、ローリング識別子を含むメッ
セージを受信することができる。たとえば、受信されたメッセージは、ブロック３５１０
の動作によりワイヤレス識別送信機によってブロードキャストされるローリング識別子を
含む、近接ブロードキャスト受信機からのサイティングメッセージであり得る。ブロック
３３１８において、セントラルサーバは、たとえば、受信されたメッセージを解析してロ
ーリング識別子のペイロードを識別することによって、ローリング識別子を抽出すること
ができる。
【０４００】
　[0465]ブロック３３１９において、セントラルサーバは、評価すべきワイヤレス識別送
信機（すなわち、選択されたワイヤレス識別送信機）を選択することができる。言い換え
れば、セントラルサーバは、セントラルサーバに知られている登録されたワイヤレス識別
送信機に対する記憶されたｄｅｖｉｃｅＩＤと、Ｋと、ノンスまたはカウンタとを、たと
えば、すべての登録されたワイヤレス識別送信機に対するそのような情報を記憶するデー
タベースまたはデータテーブルから、取得することができる。ブロック３５１８において
、セントラルサーバは、選択されたワイヤレス識別送信機のノンスまたはカウンタをサー
バの現在の時間へとインクリメントすることができる。ある実施形態では、セントラルサ
ーバは次いで、記憶されたノンス値またはカウンタ値が同期されてから経過した時間を補
償するように、記憶されたノンス値またはカウンタ値をインクリメントすることができる
。例として、セントラルサーバは、ブロック３５１６の動作によるメッセージの受信の時
間を、セントラルサーバの現在の時間と（たとえば、セントラルサーバの時計または時間
機構を介して）比較することができる。ワイヤレス識別送信機が個々のノンスまたはカウ
ンタをインクリメントし得る既知の周期（たとえば、１時間に１回）に基づいて、セント
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ラルサーバは、時間差を補償するように、選択されたノンス値またはカウンタ値をインク
リメントすることができる。
【０４０１】
　[0466]ある実施形態では、セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機による複数のブ
ロードキャストの間の時間を表す量だけ、選択されたノンスまたはカウンタをインクリメ
ントすることができる。言い換えれば、セントラルサーバは、ブロック３５１６の動作内
でメッセージを受信するときと、近接ブロードキャスト受信機がブロードキャストメッセ
ージを受信した時間との間の時間を含むように、選択されたノンスまたはカウンタをイン
クリメントしなくてよい。たとえば、近接ブロードキャスト受信機は、サイティングメッ
セージをセントラルサーバに中継する前に、ブロードキャストメッセージをバッファリン
グしていてよい。セントラルサーバは、ブロック３５１６の動作により受信されたメッセ
ージ内のメタデータに基づいて、この時間差を計算することができる。たとえば、近接ブ
ロードキャスト受信機からのサイティングメッセージは、ブロードキャストメッセージが
受信されたときを示し得る。したがって、選択されたノンスまたはカウンタがインクリメ
ントされる量は、近接ブロードキャスト受信機からのメッセージがセントラルサーバによ
って受信されたときではなく、近接ブロードキャスト受信機が実際にブロードキャストメ
ッセージを受信したときに基づき得る。
【０４０２】
　[0467]ブロック３５２０において、セントラルサーバは、サーバにより暗号化されたデ
ータ（すなわち、Ｃ’）を生成するために、擬似ランダム関数を介して、選択されたワイ
ヤレス識別送信機のデバイス識別子と、秘密鍵と、ノンスまたはカウンタとを符号化し得
る。擬似ランダム関数は、ブロック３５０８の動作において利用されるのと同じ擬似ラン
ダム関数であり得る。ある実施形態では、生成されたサーバにより暗号化されたデータは
、次の式によって表され得る。　
　　　Ｃ’＝ＭＳＢ＿Ｎ（ＰＲＦ（ｓｅｌ＿Ｋ，（ｓｅｌ＿ｄｅｖｉｃｅＩＤ ｜｜ｓｅ
ｌ＿ｔ））））
　[0468]ここで、ｓｅｌ＿Ｋは、選択されたワイヤレス識別送信機の秘密鍵の値であり、
ｓｅｌ＿ｄｅｖｉｃｅＩＤは、選択されたワイヤレス識別送信機の固有のデバイス識別子
の値であり、ｓｅｌ＿ｔは、選択されたワイヤレス識別送信機のノンスまたはカウンタの
値であり、「｜｜」は、連結を意味し、「ＰＲＦ（）」は、擬似ランダム関数であり、「
ＭＳＢ＿Ｎ（）」は「Ｎ個」の最上位ビット（たとえば、６０ビット、７４ビット、８０
ビットなど）を意味する。
【０４０３】
　[0469]判定ブロック３５２２において、セントラルサーバは、生成されたサーバにより
暗号化されたデータ（Ｃ’）が受信されたローリング識別子と同じかどうかを判定するこ
とができる。言い換えると、セントラルサーバは、受信されたローリング識別子を生成さ
れたサーバにより暗号化されたデータと比較して、それらが一致するかどうかを判定する
ことができる。ローリング識別子および生成されたサーバにより暗号化されたデータが一
致する場合（すなわち、判定ブロック３５２２＝「はい」）、ブロック３３２４において
、セントラルサーバは、選択されたワイヤレス識別送信機から発信されたものとして（た
とえば、選択されたワイヤレス識別送信機の固有の識別子に対応する）受信されたメッセ
ージを識別することができる。
【０４０４】
　[0470]ローリング識別子および生成されたデータが一致しない場合（すなわち、判定ブ
ロック３５２２＝「いいえ」）、ブロック３５２４において、セントラルサーバは、受信
されたメッセージの発信者を識別するために、他のワイヤレス識別送信機のデバイス識別
子と、秘密鍵と、ノンスまたはカウンタとを符号化し得る。言い換えれば、セントラルサ
ーバは、次に記憶されるｄｅｖｉｃｅＩＤ、ノンスまたはカウンタ、およびＫのグループ
をデータベースから選択し、その選択されたノンス値またはカウンタ値をインクリメント
し、選択されたデバイスＩＤと、ノンスまたはカウンタと、Ｋとを符号化し、一致が発見
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され、受信されたメッセージ中のローリング識別子の発信者のアイデンティティが既知と
なるまで、生成された符号化されたデータを受信されたローリング識別子と比較すること
ができる。
【０４０５】
　[0471]ある実施形態では、ワイヤレス識別送信機のバッテリが取り外されて再装着され
ると、最新のノンス値またはカウンタ値は、ワイヤレス識別送信機の非揮発性メモリに残
り得るので、バッテリが取り外され次いで戻されたとき、ノンス値またはカウンタ値は、
ワイヤレス識別送信機の非揮発性メモリから読み取られ得る。あるいは、非揮発性メモリ
が利用可能ではない、または使用されない場合、ワイヤレス識別送信機は、バッテリの再
装着の後、初期のノンス値またはカウンタ値に戻ることができる。セントラルサーバは、
そのような「カウンタ同期」に対応するために、わずかに修正されることが要求され得る
。より具体的には、事前に計算されたカウンタまたはノンスのリストの最大のノンス値ま
たはカウンタ値よりも大きな値を試すことに加えて、「カウンタ同期」が実行されるとき
、セントラルサーバはまた、（カウンタ＋ｉ）のような値を試すことができ、ここでｉ＝
０，…，ｎである。この場合、ワイヤレス識別送信機のユーザは、「カウンタ同期」が複
数回失敗したとき、バッテリが再装着される必要があることを知らされる必要があり得る
。
【０４０６】
　[0472]図３６Ａは、擬似ランダム関数を利用して、ブロードキャストするためのローリ
ング識別子を生成する、ワイヤレス識別送信機のためのある実施形態の方法３６００を示
す。方法３６００の動作は、上で説明された実施形態の方法３４００と同様であり得る。
しかしながら、ノンス値またはカウンタ値のようなデータをＡＥＳ－ＣＴＲ暗号化アルゴ
リズムで暗号化する代わりに、方法３６００は、擬似ランダム関数の適用に基づいてペイ
ロードを生成することができる。上で説明されたように、各ワイヤレス識別送信機に対す
る擬似ランダム関数および秘密鍵は、対応するワイヤレス識別送信機とセントラルサーバ
の両方に知られ得るので、その両方が、同様のデータに基づいて同様のペイロードを生成
し得る。
【０４０７】
　[0473]ブロック３４０２において、ワイヤレス識別送信機のユーザは、セントラルサー
バにデバイスを登録することができる。ブロック３４０４において、ワイヤレス識別送信
機は、たとえば、ノンスまたはカウンタを値０に設定することによって、内部のノンスま
たはカウンタを初期化することができる。ブロック３６０２において、ワイヤレス識別送
信機は、現在のノンスまたはカウンタを、ワイヤレス識別送信機の固有のデバイス識別子
（すなわち、ｄｅｖｉｃｅＩＤ）と連結することができる。ブロック３６０４において、
ワイヤレス識別送信機は、連結されたデータおよび秘密鍵とともに擬似ランダム関数を使
用して、ローリング識別子を伴うペイロードを生成することができる。たとえば、擬似ラ
ンダム関数は、連結されたデータ（すなわち、ｄｅｖｉｃｅＩＤ＋ノンス／カウンタ）を
入力として扱うことができ、ワイヤレス識別送信機の秘密鍵を、乱数のシード変数として
使用することができる。ローリング識別子を伴うペイロードは、擬似ランダム関数からの
出力データを含み得る。ある実施形態では、ローリング識別子を伴うペイロードはまた、
ワイヤレス識別送信機の他の態様に関する暗号化されていない情報を含み得る。たとえば
、ワイヤレス識別送信機は、ワイヤレス識別送信機のバッテリ状態を記述する数ビット（
たとえば、４ビット）の情報をペイロードに付加することができる。ある実施形態では、
擬似ランダム関数は、擬似ランダム関数と同じ範囲への出力を伴う同じ領域上で定義され
るランダム関数とは計算上は区別不可能である、多項式の時間計算可能な関数であり得る
。たとえば、鍵付きハッシュメッセージ認証コード（ＨＭＡＣ）または暗号ベースのメッ
セージ認証コード（ＣＭＡＣ）が、擬似ランダム関数として使用され得る。ある実施形態
では、ワイヤレス識別送信機は、生成されたローリング識別子のペイロードに対して切り
取り演算を実行してもしなくてもよい。たとえば、ローリング識別子を伴うペイロードは
、擬似ランダム関数の結果に対して最上位ビット演算を実行した結果であり得る。
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【０４０８】
　[0474]ブロック３４１２において、ワイヤレス識別送信機は、たとえば、上で説明され
たような短距離ワイヤレス通信技法を介してブロードキャストすることによって、ローリ
ング識別子を伴うペイロードを含むブロードキャストメッセージを周期的に送信すること
ができる。判定ブロック３４１４において、ワイヤレス識別送信機は、事前に定義された
ノンスまたはカウンタ時間期間が満了したかどうかを判定することができる。ノンスまた
はカウンタ時間期間が満了していない場合（すなわち、判定ブロック３４１４＝「いいえ
」）、ワイヤレス識別送信機は、ブロック３４１２の動作を継続することができる。ノン
スまたはカウンタ時間期間が満了したとデバイスが判定すると（すなわち、判定ブロック
３４１４＝「はい」）、ブロック３４１６において、ワイヤレス識別送信機は、たとえば
１を加算することによって、ノンス値またはカウンタ値をインクリメントすることができ
る。ブロック３４１７において、ワイヤレス識別送信機は、ノンスまたはカウンタ時間期
間をリセットすることができ、ブロック３６０２の動作を継続することができる。
【０４０９】
　[0475]図３６Ｂは、擬似ランダム関数のローリング識別子を含む受信されたメッセージ
に応答する、セントラルサーバのためのある実施形態の方法３６５０を示す。セントラル
サーバが擬似ランダム関数の出力をセントラルサーバに記憶された時間同期された情報と
比較して、ワイヤレス識別送信機から受信されたメッセージ中のペイロードと照合するこ
とを除き、実施形態の方法３６５０の動作は、図３４Ｂを参照して上で説明された動作と
同様であり得る。
【０４１０】
　[0476]ブロック３６５２において、セントラルサーバは、システム中の各ワイヤレス識
別送信機に対する、デバイス識別子（すなわち、ｄｅｖｉｃｅＩＤ）と、ノンスまたはカ
ウンタと、時間と、登録状態（すなわち、「ｒｅｇ＿ｓｔａｔ」）と、秘密鍵（すなわち
、「Ｋ」）との情報を有する、データベース記録を確立することができる。この時間は、
セントラルサーバが特定のワイヤレス識別送信機に対応するメッセージ（たとえば、ブロ
ードキャストメッセージを中継するサイティングメッセージ）を受信した最後の時間、ま
たは言い換えれば、ワイヤレス識別送信機に対するノンス値またはカウンタ値が受信され
た／データベースに記録された瞬間のセントラルサーバの時計の値を示し得る。ワイヤレ
ス識別送信機がローリング識別子（またはローリング識別子のペイロード）を伴うメッセ
ージをブロードキャストしたときから、セントラルサーバがローリング識別子を受信した
ときまで期間は、非常に短いと考えられ得る。したがって、記憶されたノンスまたはカウ
ンタおよび時間の値は、ワイヤレス識別送信機の大まかに正確な時計の状態を作り出すと
考えられ得る。
【０４１１】
　[0477]加えて、ワイヤレス識別送信機が登録情報を送信すると、セントラルサーバは、
ワイヤレス識別送信機についてデータベース中で登録フラグ（たとえば、「ｒｅｇ＿ｓｔ
ａｔ」）を設定することによって、有効な登録を示すことができる。セントラルサーバは
、すべてのワイヤレス識別送信機の記録のためのデータベースに問い合わせることができ
、このときｒｅｇ＿ｓｔａｔは、有効な登録が行われたことを示し、セントラルサーバは
、ｒｅｇ＿ｓｔａｔ値に基づいて、登録されたワイヤレス識別送信機のみを含むデータテ
ーブルを作成することができる。
【０４１２】
　[0478]ブロック３６５４において、セントラルサーバは、近接ブロードキャスト受信機
からのサイティングメッセージを介して、ローリング識別子のペイロードを受信すること
ができる。サイティングメッセージは、近接ブロードキャスト受信機がそれぞれのワイヤ
レス識別送信機からのブロードキャストメッセージを介したペイロードに遭遇した時間を
記述する時間情報を、ペイロードに付加させることができる。たとえば、ペイロードは、
スマートフォンの近接ブロードキャスト受信機によって受信されてよく、今度は近接ブロ
ードキャスト受信機が、自身のシステムの時計の読取り値をペイロード情報に付加して、
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サイティングメッセージとしてデータをセントラルサーバに送信することができる。近接
ブロードキャスト受信機によって提供される時間測定結果は、セントラルサーバシステム
の時間と大まかに同期され得る。ある実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、近
接ブロードキャスト受信機の位置情報（たとえば、ＧＰＳ座標）などの他の追加の情報を
、サイティングメッセージに付加することができる。ブロック３６５６において、セント
ラルサーバは、たとえばサイティングメッセージ内で示されるような、近接ブロードキャ
スト受信機の時間（すなわち、「ｉｒ＿ｔｉｍｅ」）をサイティングメッセージから取得
することができる。たとえば、セントラルサーバは、サイティングメッセージを解析して
、近接ブロードキャスト受信機がローリング識別子のペイロードに対応するブロードキャ
ストメッセージをいつ受信したかを示す時間の値を抽出することができる。
【０４１３】
　[0479]ブロック３４６４～３６７４において、セントラルサーバは、動作可能なループ
を実行することができ、このループにおいて、セントラルサーバは、セントラルサーバの
データベース内に記憶されたすべての登録されたワイヤレス識別送信機を評価して、受信
されたローリング識別子のペイロードと一致するデバイス記録を見つけることができる。
ブロック３４６４において、セントラルサーバは、次の登録されるワイヤレス識別送信機
を選択することができる。たとえば、セントラルサーバは、登録が発生したことを示すよ
うに設定されたｒｅｇ＿ｓｔａｔ変数を有するすべてのワイヤレス識別送信機のデータテ
ーブル中で表される、次のワイヤレス識別送信機を繰り返し選択することができる。セン
トラルサーバは、ブロック３４６４～３６７４の動作の間、各デバイスに対するそのよう
なデータテーブルまたはリストにわたって順次繰り返すことができる。ある実施形態では
、セントラルサーバは、ブロック３６５２の登録動作によって確立された情報に対する現
在の値を含む、選択された登録されたワイヤレス識別送信機に対応する記憶されたデータ
ベース記録にアクセスすることができる。
【０４１４】
　[0480]ブロック３６６０において、セントラルサーバは、サイティングメッセージにお
いて示される時間（ｉｒ＿ｔｉｍｅ）と、選択された登録されたワイヤレス識別送信機の
データベース記録内に記憶される時間（すなわち、「ｓｅｌ＿ｔｉｍｅ」）との時間差（
すなわち、「ｔ＿ｄｉｆｆ」）を計算することができる。たとえば、ｔ＿ｄｉｆｆ値は、
０ではない値であっても０であってもよい。この時間差は、セントラルサーバが選択され
たワイヤレス識別送信機からペイロードを受信する複数の瞬間の間の、予想される経過時
間の尺度である。
【０４１５】
　[0481]ブロック３６６２において、セントラルサーバは、時計ずれオフセット（すなわ
ち、「ｏｆｆｓｅｔ」）を次の値へと設定することができる。一般に、セントラルサーバ
は、時計ずれオフセット値を設定することによって、ワイヤレス識別送信機の時計の起こ
り得るずれ（たとえば、不正確なデバイスシステムの時計の読取り値）を補償することが
できる。時計ずれオフセット値は、ノンス値またはカウンタ値に加えられると、予想され
るノンス値またはカウンタ値よりも小さい、それと同一の、またはそれよりも大きいノン
スまたはカウンタを表し得る、オフセットを表し得る。言い換えれば、時計ずれオフセッ
トは、選択された登録されたデバイスに対する現在のノンスまたはカウンタによって表さ
れる時間よりも前の時間、その間の時間、またはその後の時間を表し得る。時計ずれオフ
セット値は、一連の時計ずれオフセット値のうちの１つであり得る。ある実施形態では、
時計ずれオフセット値は０であり得る。ある実施形態では、あり得る時計ずれオフセット
値は、セット｛－Ｎ，…，－１，０，１，…，Ｎ｝内の数を含んでよく、Ｎは任意の数で
ある。
【０４１６】
　[0482]ブロック３６６４において、セントラルサーバは、選択されたワイヤレス識別送
信機の記憶されたノンス値またはカウンタ値と、計算された時間差（すなわち、ｔ＿ｄｉ
ｆｆ）と、設定されたオフセット値（すなわち、ｏｆｆｓｅｔ）とを使用して、予想され
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るノンス値またはカウンタ値（すなわち、「ｎｅｗ＿ｃｔｒ」）を計算することができる
。上で説明されたように、ノンスまたはカウンタは、選択された登録されたワイヤレス識
別送信機のデータベース記録内に記憶され得る。たとえば、セントラルサーバは、時計ず
れオフセット値を、ｔ＿ｄｉｆｆ値と記憶されたノンス値またはカウンタ値の合計に加算
することによって、ｎｅｗ＿ｃｔｒを計算することができる。
【０４１７】
　[0483]判定ブロック３６６６において、セントラルサーバは、擬似ランダム関数を介し
て、選択されたワイヤレス識別送信機のデバイス識別子と、秘密鍵と、計算されたノンス
またはカウンタ（すなわち、ｎｅｗ＿ｃｔｒ）とを符号化して、サーバにより暗号化され
たデータ（すなわち、Ｃ’）を生成することができる。擬似ランダム関数は、図３６Ａを
参照して上で説明されたようなワイヤレス識別送信機により利用される擬似ランダム関数
と同じであり得る。
【０４１８】
　[0484]判定ブロック３５２２において、セントラルサーバは、生成されたサーバにより
暗号化されたデータ（Ｃ’）が受信されたローリング識別子と同じかどうかを判定するこ
とができる。言い換えると、セントラルサーバは、受信されたローリング識別子を生成さ
れたサーバにより暗号化されたデータと比較して、それらが一致するかどうかを判定する
ことができる。ローリング識別子および生成されたサーバにより暗号化されたデータが一
致する場合（すなわち、判定ブロック３５２２＝「はい」）、セントラルサーバは、選択
されたワイヤレス識別送信機から発信されたものとして（たとえば、選択されたワイヤレ
ス識別送信機の固有の識別子に対応する）受信されたメッセージを識別することができる
。ある実施形態では、秘密鍵（Ｋ）は、擬似ランダム関数のシード値であり得る。ある実
施形態では、セントラルサーバは、選択されたワイヤレス識別送信機のｄｅｖｉｃｅＩＤ
と計算されたｎｅｗ＿ｃｔｒ値とを連結して、その連結されたデータを擬似ランダム関数
に提供することができる。擬似ランダム関数は、受信されたローリング識別子のペイロー
ドと同様の構造を有する、暗号化されたデータを返送する（または出力する）ことができ
る。
【０４１９】
　[0485]サイティングメッセージ中で受信されるような、ローリング識別子と、生成され
たサーバにより暗号化されたデータ（すなわち、Ｃ’）が一致する場合（すなわち、判定
ブロック３５２２＝「はい」）、ブロック１２７６において、セントラルサーバは、選択
されたワイヤレス識別送信機のデータベース記録を、ｎｅｗ＿ｃｔｒおよびｉｒ＿ｔｉｍ
ｅのような、ノンスまたはカウンタおよび時間の情報によって更新することができる。た
とえば、セントラルサーバは、近接ブロードキャスト受信機内でのペイロードの受信の時
間（たとえば、ｉｒ＿ｔｉｍｅ）を表すように、データベース記録の時間の値を更新する
ことができ、また、ｎｅｗ＿ｃｔｒ値を表すように記憶されたノンス値またはカウンタ値
を更新することができる。セントラルサーバは、ブロック３６５４の動作を継続すること
ができる。
【０４２０】
　[0486]サイティングメッセージ中で受信されるような、ローリング識別子と、生成され
たサーバにより暗号化されたデータ（すなわち、Ｃ’）が一致しない場合（すなわち、判
定ブロック３５２２＝「いいえ」）、セントラルサーバは、判定ブロック３６７０におい
て、次の時計ずれオフセット値があるかどうかを判定することができる。言い換えれば、
セントラルサーバは、ｎｅｗ＿ｃｔｒ値が、すべてのあり得る時計ずれオフセット値（た
とえば、－１、０、１など）を使用して計算されたかどうかを、判定することができる。
次の時計ずれオフセット値がある場合（すなわち、判定ブロック３６７０＝「はい」）、
セントラルサーバは、ブロック３６６２における動作を継続することができる。しかしな
がら、次の時計ずれオフセット値がない場合（すなわち、判定ブロック３６７０＝「いい
え」）、判定ブロック３４７０において、セントラルサーバは、評価すべき別の登録され
たワイヤレス識別送信機があるかどうかを判定することができる。評価すべき別の登録さ
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れたワイヤレス識別送信機がある場合（すなわち、判定ブロック３４７０＝「はい」）、
セントラルサーバは、ブロック３４６４における動作を継続することができる。しかしな
がら、他の登録されたワイヤレス識別送信機がない場合（すなわち、判定ブロック３４７
０＝「いいえ」）、ブロック３６７４において、セントラルサーバは、登録された各ワイ
ヤレス識別送信機に対して記憶された初期のノンス値またはカウンタ値を評価するように
、システムを構成することができる。ある実施形態では、上で説明された登録データベー
スは、登録された各ワイヤレス識別送信機に対応する初期のノンス値またはカウンタ値を
表すデータをさらに含み得る。この初期のノンス値またはカウンタ値は、様々なワイヤレ
ス識別送信機が再起動された、または別な方法でカウンタをリセットした場合／ときに、
使用され得る。たとえば、ワイヤレス識別送信機は、バッテリの交換により内部のノンス
またはカウンタをリセットする前に、ある時間の期間、非初期のノンスまたはカウンタを
記述するペイロードを動作させ配信することができる。そのような状況では、ワイヤレス
識別送信機は、リセットされたノンスまたはカウンタの情報に基づいて、ローリング識別
子のペイロードを含むメッセージをブロードキャストすることができる。
【０４２１】
　[0487]別の実施形態では、ブロック３６７４の動作は、ブロック３６６２～３６７０の
動作可能なループの間に、個々の登録された選択されたデバイスに対して実行されてよく
、ブロック３６６４の記憶されたノンス値またはカウンタ値は、初期の記憶されたノンス
値またはカウンタ値により置き換えられ得る。たとえば、様々な時計ずれオフセットの値
を伴う、選択された登録されたワイヤレス識別送信機の記憶されたノンス値またはカウン
タ値が、受信されたローリング識別子のペイロードと一致する暗号化されたデータを生成
するために使用されることが不可能であると、セントラルサーバが判定すると、セントラ
ルサーバは、次の登録されたワイヤレス識別送信機を選択する前に、選択されたワイヤレ
ス識別送信機の初期の記憶されたノンス値またはカウンタ値を評価することができる。
【０４２２】
　[0488]図３７Ａは、ローリング識別子と符号化されたノンスまたはカウンタとを伴うメ
ッセージを生成しブロードキャストする、ワイヤレス識別送信機のためのある実施形態の
方法３７００を示す。方法３７００は、図３３、図３４Ａ、図３５、および図３６Ａを参
照して上で説明されたものと同様の、ワイヤレス識別送信機によって実行される動作を有
し得る。しかしながら、方法３７００は、ローリング識別子（すなわち、符号化されたデ
バイス識別子）、さらには、図３７Ｂを参照して以下で説明される動作によりセントラル
サーバによって別個に評価され得る符号化されたノンスまたはカウンタを含む、メッセー
ジのブロードキャストを伴い得る。このようにして、ワイヤレス識別送信機のノンス値ま
たはカウンタ値（またはノンス）は、ブロードキャストメッセージのペイロードにおいて
暗号化されずに送信され得ない。
【０４２３】
　[0489]ブロック３４０２において、ワイヤレス識別送信機のユーザは、セントラルサー
バにデバイスを登録することができる。たとえば、ワイヤレス識別送信機は、登録された
ワイヤレス識別送信機のデータベースへの記憶のために、固有のデバイス識別子（すなわ
ち、ｄｅｖｉｃｅＩＤ）をセントラルサーバに提供することができる。ブロック３７０２
において、ワイヤレス識別送信機は、セントラルサーバに知られている、第１の秘密鍵（
Ｋ）と、第２の秘密鍵（Ｋ’）と、初期のノンスまたはカウンタとを記憶することができ
る。たとえば、これらの値は、本開示で説明される登録動作の間、セントラルサーバとワ
イヤレス識別送信機とで共有され得る。ブロック３７０４において、ワイヤレス識別送信
機は、現在のノンスまたはカウンタを初期のノンスの値またはカウンタ値へと設定するこ
とによって、現在のノンスまたはカウンタを初期化することができる。
【０４２４】
　[0490]図３３を参照して上で説明されたのと同様に、ブロック３７０６において、ワイ
ヤレス識別送信機は、ローリング識別子を生成するために、ストリーミング様暗号化アル
ゴリズム（たとえば、ＡＥＳ－ＣＴＲ）を介して、デバイス識別子（ｄｅｖｉｃｅＩＤ）
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と、第１の秘密鍵（Ｋ）と、現在のノンスまたはカウンタとを符号化し得る。ブロック３
７０８において、ワイヤレス識別送信機は、符号化されたカウンタまたはノンスを生成す
るために、擬似ランダム関数を介して、現在のノンスまたはカウンタと、第２の秘密鍵（
Ｋ’）とを符号化し得る。ある実施形態では、符号化されたノンスまたはカウンタは、次
の式によって表され得る。　
　　　符号化されたノンス／カウンタ＝ＭＳＢ＿Ｍ（ＰＲＦ（Ｋ’,ｔ））
　[0491]ここで、「Ｋ’」は、デバイスごとの第２の秘密鍵（通常は第１のデバイスごと
の秘密鍵Ｋとは異なる）であり、「ｔ」は、現在のノンスまたはカウンタであり、「ＰＲ
Ｆ（）」は、擬似ランダム関数であり、「ＭＳＢ＿Ｍ（）」は、「Ｍ個」の最上位ビット
（たとえば、２０ビット）を意味する。
【０４２５】
　[0492]ブロック３７１０において、ワイヤレス識別送信機は、ローリング識別子と符号
化されたノンスまたはカウンタとを伴うペイロードを含むブロードキャストメッセージを
周期的に送信することができる。判定ブロック３４１４において、ワイヤレス識別送信機
は、事前に定義されたノンスまたはカウンタ時間期間が満了したかどうかを判定すること
ができる。ノンスまたはカウンタ時間期間が満了していない場合（すなわち、判定ブロッ
ク３４１４＝「いいえ」）、ワイヤレス識別送信機は、ブロック３７１０の動作を継続す
ることができる。ノンスまたはカウンタ時間期間が満了したとデバイスが判定すると（す
なわち、判定ブロック３４１４＝「はい」）、ブロック３７１２において、ワイヤレス識
別送信機は、たとえば１を加算することによって、現在のノンス値またはカウンタ値をイ
ンクリメントすることができる。ブロック３４１７において、ワイヤレス識別送信機は、
ノンスまたはカウンタ時間期間をリセットすることができ、ブロック３７０６の動作を継
続することができる。
【０４２６】
　[0493]図３７Ｂは、ローリング識別子と符号化されたノンスまたはカウンタとを含むメ
ッセージを受信し処理する、セントラルサーバのためのある実施形態の方法３７５０を示
す。セントラルサーバは、ワイヤレス識別送信機が上で説明された方法３７００を実行す
ることと組み合わせて、またはそれに応答して、方法３７５０の動作を実行することがで
きる。方法は、２つのパスを含み得る。１つのパスは、セントラルサーバが、受信された
メッセージ（たとえば、サイティングメッセージ）内の符号化されたノンスまたはカウン
タに基づいて、ワイヤレス識別送信機を識別するのを試みるというものであり、第２のパ
スは、セントラルサーバが、受信されたメッセージ内のローリング識別子に基づいて識別
を試みるというものである。
【０４２７】
　[0494]ブロック３７５２において、セントラルサーバは、システム中のすべてのワイヤ
レス識別送信機のデバイス識別子（すなわち、ｄｅｖｉｃｅＩＤ）と、初期のノンスまた
はカウンタと、現在のノンスまたはカウンタと、秘密鍵（ＫおよびＫ’）とを有するデー
タベースエントリを、確立することができる。現在のノンス値またはカウンタ値は、ワイ
ヤレス識別送信機の登録の時点の初期のノンスまたはカウンタと同じであり得る。ブロッ
ク３７５４において、セントラルサーバは、すべてのワイヤレス識別送信機に対する、擬
似ランダム関数と、第２の秘密鍵（Ｋ’）と、現在のノンスまたはカウンタ値とを使用し
て、符号化されたノンスまたはカウンタを事前に計算することができる。たとえば、セン
トラルサーバは、登録された各ワイヤレス識別送信機に対する複数の符号化されたノンス
値またはカウンタ値を生成することができ、たとえば、１つの値は、現在のノンス値また
はカウンタ値に基づき、別の値は、現在のカウンタ値よりも大きな値に基づく、などであ
る。ある実施形態では、セントラルサーバは、登録された各ワイヤレス識別送信機に対し
て、２４個の符号化されたノンスまたはカウンタを事前に計算することができる。ある実
施形態では、セントラルサーバは、記憶された事前に計算された符号化された各ノンスま
たはカウンタと関連付けられるデバイス識別子も含む、すべての登録されたワイヤレス識
別送信機に対する事前に計算された符号化されたノンスまたはカウンタの別個のリスト（
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またはデータテーブル）を記憶することができる。
【０４２８】
　[0495]ブロック３７５６において、セントラルサーバは、たとえば、近接ブロードキャ
スト受信機によって送信されるサイティングメッセージ内で、符号化されたノンスまたは
カウンタとローリング識別子とを含むメッセージを受信することができる。ブロック３７
５８において、セントラルサーバは、受信されたメッセージから符号化されたノンスまた
はカウンタを抽出することができ、ブロック３３１８において、受信されたメッセージか
らローリング識別子を抽出することができる。判定ブロック３７６０において、セントラ
ルサーバは、事前に計算されたノンスまたはカウンタのいずれかと、抽出されたノンスま
たはカウンタ（または「ｃｔｒ’」）が一致するかどうかを判定することができる。たと
えば、セントラルサーバは、受信されたメッセージから抽出される符号化されたノンス値
またはカウンタ値を、登録された各ワイヤレス識別送信機に対する複数のセントラルサー
バにより符号化されたノンス値またはカウンタ値と比較して、あらゆる一致を識別するこ
とができる。抽出されたノンスまたはカウンタが事前に計算されたノンスまたはカウンタ
と一致する場合（すなわち、判定ブロック３７６０＝「はい」）、ブロック３７６２にお
いて、セントラルサーバは、一致した事前に計算されたノンスまたはカウンタに基づいて
、候補のワイヤレス識別送信機を識別することができる。言い換えれば、セントラルサー
バは、セントラルサーバ中のデータテーブル中の事前に計算されたノンスまたはカウンタ
に関連して記憶されたｄｅｖｉｃｅＩＤとして、候補を識別することができる。ブロック
３７６４において、セントラルサーバは、ストリーミング様暗号化アルゴリズム（たとえ
ば、図３７Ａの動作を実行するときにワイヤレス識別送信機が使用する同じＡＥＳ－ＣＴ
Ｒ）を介して、候補のワイヤレス識別送信機の記憶された情報（たとえば、ｄｅｖｉｃｅ
ＩＤ、秘密鍵など）を使用して、ローリング識別子を復号し、復号されたデバイス識別子
（またはＭ）を見つけることができる。判定ブロック３７６６において、セントラルサー
バは、復号されたデバイス識別子（Ｍ）と候補のワイヤレス識別送信機のｄｅｖｉｃｅＩ
Ｄが一致するかどうかを判定することができる。そのような一致により、セントラルサー
バは、ローリング識別子の復号、または符号化されたノンス値もしくはカウンタ値を伴う
ことなく、受信されたローリング識別子と関連付けられるワイヤレス識別送信機を識別す
ることが可能になり得る。ｄｅｖｉｃｅＩＤと復号された識別子（Ｍ）が一致する場合（
すなわち、判定ブロック３７６６＝「はい」）、ブロック３７７０において、セントラル
サーバは、候補のワイヤレス識別送信機から発信されるものとして、受信されたメッセー
ジを識別することができる。ブロック３７７２において、セントラルサーバは、現在のノ
ンスまたはカウンタと、事前に計算された符号化されたノンスまたはカウンタとを更新す
ることができる。たとえば、受信されたメッセージの発信者として識別されたワイヤレス
識別送信機に対するデータベースのエントリは、新たな現在のノンスまたはカウンタの情
報、さらには、新たな事前に計算された符号化されたノンスまたはカウンタによって更新
され得る。加えて、事前に計算された符号化されたノンスまたはカウンタの任意の記憶さ
れたリストは、識別されたワイヤレス識別送信機に対応する新たに計算された符号化され
たノンスまたはカウンタがリストに追加されたのと同時に除去された、より古い事前に計
算された符号化されたノンスまたはカウンタを有し得る。別の実施形態では、受信された
メッセージの発信者として識別されたワイヤレス識別送信機が、セントラルサーバのデー
タベースにおいて「アクティブ化されていない」ものとして示される場合（すなわち、フ
ラグが設定されていない）、セントラルサーバはまた、識別されたワイヤレス識別送信機
が今ではアクティブ化されている（たとえば、フラグが設定されている）ことを反映する
ように、データベースを調整することができる。セントラルサーバは次いで、ブロック３
７５６の動作を継続することができる。
【０４２９】
　[0496]ｄｅｖｉｃｅＩＤおよび復号された識別子（Ｍ）が一致しない場合（すなわち、
判定ブロック３７６６＝「いいえ」）、判定ブロック３７６８において、セントラルサー
バは、他の候補があるかどうか、たとえば、セントラルサーバによって評価されていない
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他の登録されたワイヤレス識別送信機があるかどうかを判定することができる。他の候補
がある場合（すなわち、判定ブロック３７６８＝「はい」）、セントラルサーバは、たと
えば、そのローリング識別子に関して評価すべき次のワイヤレス識別送信機を識別するこ
とによって、ブロック３７６２の動作を継続することができる。
【０４３０】
　[0497]他の候補がない場合（すなわち、判定ブロック３７６８＝「いいえ」）、または
、抽出されたノンスまたはカウンタが事前に計算されたノンスまたはカウンタと一致しな
い場合（すなわち、判定ブロック３７６０＝「いいえ」）、セントラルサーバは、抽出さ
れたローリング識別子をシステム中のすべての登録されたワイヤレス識別送信機と関連付
けられる情報と比較することによって、受信されたメッセージの発信者を識別しようと試
みることができる。したがって、判定ブロック３４７０において、セントラルサーバは、
評価すべき別の登録されたワイヤレス識別送信機があるかどうかを判定することができる
。たとえば、セントラルサーバは、すべての登録されたワイヤレス識別送信機の情報を繰
り返し使用することができる。別のものがない場合（すなわち、判定ブロック３４７０＝
「いいえ」）、セントラルサーバは、ブロック３７５６における動作を継続することがで
きる。
【０４３１】
　[0498]別のものがある場合（すなわち、判定ブロック３４７０＝「はい」）、ブロック
３４６４において、セントラルサーバは、次の登録されたワイヤレス識別送信機を選択す
ることができる。図３３を参照して上で説明されたのと同様に、ブロック３７７４におい
て、セントラルサーバは、選択されたワイヤレス識別送信機の初期のノンスまたはカウン
タと第１の暗号鍵（Ｋ）とを伴う、ストリーミング様暗号化アルゴリズム（たとえば、Ａ
ＥＳ－ＣＴＲ）を介して、ローリング識別子を復号して、復号されたデバイス識別子（Ｍ
’）を見つけることができる。判定ブロック３７７６において、セントラルサーバは、復
号されたデバイス識別子（Ｍ’）と選択されたワイヤレス識別送信機のｄｅｖｉｃｅＩＤ
が一致するかどうかを判定することができる。識別子が一致しない場合（すなわち、判定
ブロック３７７６＝「いいえ」）、セントラルサーバは、判定ブロック３４７０における
動作を継続することができる。しかしながら、識別子が一致する場合（すなわち、判定ブ
ロック３７７６＝「はい」）、ブロック３７７８において、セントラルサーバは、選択さ
れたワイヤレス識別送信機から発信されたものとして、受信されたメッセージを識別する
ことができ、ブロック３７７２の動作を継続することができる。
【０４３２】
　[0499]図３７Ｃは、ローリング識別子と符号化されたノンスまたはカウンタとを含むメ
ッセージを受信し処理する、セントラルサーバのためのある実施形態の方法３７８０を示
す。方法３７８０の動作は、図３７Ｂにおいて上で論じられたような２つのパスのプロセ
スを実行するのではなく、セントラルサーバが１つのパスのプロセスとして方法３７８０
を実行し得ることを除き、方法３７５０の動作と同様である。具体的には、セントラルサ
ーバは、登録された各ワイヤレス識別送信機に対する複数のセントラルサーバにより暗号
化されたノンス値またはカウンタ値と、複数のセントラルサーバにより暗号化されたデバ
イス識別子（すなわち、ｄｅｖｉｃｅＩＤ）の両方を生成することができる。セントラル
サーバは、各ワイヤレス識別送信機についてデータベースに記憶されたデータ（たとえば
、ｄｅｖｉｃｅＩＤ、Ｋ、Ｋ’、初期のノンスまたはカウンタ、および現在のノンスまた
はカウンタ）と、各デバイスに対する複数の事前に計算されたノンス値またはカウンタ値
とを使用して、複数のセントラルサーバにより暗号化されたノンス値またはカウンタ値と
、複数のサーバにより暗号化されたデバイスＩＤとを符号化することができる。セントラ
ルサーバが、ローリング識別子と符号化されたノンスまたはカウンタとを含むサイティン
グメッセージを受信すると、セントラルサーバは、複数のセントラルサーバにより暗号化
されたノンス値またはカウンタ値および複数のセントラルサーバにより符号化されたデバ
イスＩＤを、受信されたサイティングメッセージから取得されたローリング識別子および
符号化されたノンスまたはカウンタと比較することができる。そして、ローリング識別子
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を発信したワイヤレス識別送信機のデバイス識別子は、ローリング識別子自体の実際の復
号を必要とすることなく、事前に計算されたノンス値またはカウンタ値とデバイス識別子
が完全に一致することに基づいて、識別され得る。
【０４３３】
　[0500]ブロック３７５２において、セントラルサーバは、システム中のすべてのワイヤ
レス識別送信機のデバイス識別子（すなわち、ｄｅｖｉｃｅＩＤ）と、初期のノンスまた
はカウンタと、現在のノンスまたはカウンタと、秘密鍵（ＫおよびＫ’）とを有するデー
タベースエントリを、確立することができる。ブロック３７５４において、セントラルサ
ーバは、すべてのワイヤレス識別送信機に対する、擬似ランダム関数と、第２の秘密鍵（
Ｋ’）と、現在のノンスまたはカウンタ値とを使用して、符号化されたノンスまたはカウ
ンタを事前に計算することができる。ブロック３７８２において、セントラルサーバは、
すべてのワイヤレス識別送信機に対して、ストリーミング様暗号化アルゴリズム（たとえ
ば、ＡＥＳ－ＣＴＲブロック暗号化）、デバイス識別子、現在のノンスまたはカウンタ、
および第１の秘密鍵（Ｋ）によって、符号化されたデバイス識別子を事前に計算すること
ができる。言い換えれば、セントラルサーバは、たとえば、現在のノンスまたはカウンタ
と、事前に定義されたオフセットノンス値またはオフセットカウンタ値とを使用すること
によって、登録された各ワイヤレス識別送信機に対する複数の符号化されたデバイス識別
子を生成することができ、または代替的に、セントラルサーバ内に記憶された現在のノン
スまたはカウンタのみに基づいて、単一の符号化されたデバイス識別子のみを生成するこ
とができる。
【０４３４】
　[0501]ブロック３７５６において、セントラルサーバは、たとえば、近接ブロードキャ
スト受信機によって送信されるサイティングメッセージ内で、符号化されたノンスまたは
カウンタとローリング識別子とを含むメッセージを受信することができる。ブロック３７
５８において、セントラルサーバは、受信されたメッセージから符号化されたノンスまた
はカウンタを抽出することができ、ブロック３３１８において、受信されたメッセージか
らローリング識別子を抽出することができる。判定ブロック３７６０において、セントラ
ルサーバは、事前に計算されたノンスまたはカウンタのいずれかと、抽出されたノンスま
たはカウンタ（または「ｃｔｒ’」）が一致するかどうかを判定することができる。抽出
されたノンスまたはカウンタが事前に計算されたノンスまたはカウンタと一致する場合（
すなわち、判定ブロック３７６０＝「はい」）、ブロック３７６２において、セントラル
サーバは、一致した事前に計算されたノンスまたはカウンタに基づいて、候補のワイヤレ
ス識別送信機を識別することができる。判定ブロック３７８４において、セントラルサー
バは、抽出されたローリング識別子が、候補のワイヤレス識別送信機の事前に計算された
デバイス識別子のような、事前に計算された識別子のいずれかと一致するかどうかを判定
することができる。
【０４３５】
　[0502]抽出されたローリング識別子が候補のワイヤレス識別送信機の事前に計算された
識別子のいずれかと一致する場合（すなわち、判定ブロック３７８４＝「はい」）、ブロ
ック３７７０において、セントラルサーバは、候補のワイヤレス識別送信機から発信され
たものとして、受信されたメッセージを識別することができる。ブロック３７７２’にお
いて、セントラルサーバは、現在のノンスまたはカウンタと、事前に計算された符号化さ
れたノンスまたはカウンタと、事前に計算された符号化されたデバイス識別子とを更新す
ることができる。たとえば、受信されたメッセージの発信者として識別されたワイヤレス
識別送信機に対するデータベースのエントリは、新たな現在のノンスまたはカウンタの情
報、さらには、新たな事前に計算された符号化されたノンスまたはカウンタおよび事前に
計算された符号化されたデバイス識別子によって更新され得る。加えて、事前に計算され
た符号化されたノンスまたはカウンタの任意の記憶されたリストは、識別されたワイヤレ
ス識別送信機に対応する新たに計算された符号化されたノンスまたはカウンタまたはデバ
イス識別子がリストに追加されたのと同時に除去された、より古い事前に計算された符号
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化されたノンスまたはカウンタまたは符号化されたデバイス識別子を有し得る。別の実施
形態では、受信されたメッセージの発信者として識別されたワイヤレス識別送信機が、セ
ントラルサーバのデータベースにおいて「アクティブ化されていない」ものとして示され
る場合（すなわち、フラグが設定されていない）、セントラルサーバはまた、識別された
ワイヤレス識別送信機が今ではアクティブ化されている（たとえば、フラグが設定されて
いる）ことを反映するように、データベースを調整することができる。セントラルサーバ
は次いで、ブロック３７５６の動作を継続することができる。
【０４３６】
　[0503]抽出されたローリング識別子が候補のワイヤレス識別送信機の事前に計算された
識別子のいずれかと一致しない場合（すなわち、判定ブロック３７８４＝「いいえ」）、
判定ブロック３７６８において、セントラルサーバは、他の候補があるかどうか、たとえ
ば、セントラルサーバによって評価されていない他の登録されたワイヤレス識別送信機が
あるかどうかを判定することができる。他の候補がある場合（すなわち、判定ブロック３
７６８＝「はい」）、セントラルサーバは、たとえば、そのローリング識別子に関して評
価すべき次のワイヤレス識別送信機を識別することによって、ブロック３７６２の動作を
継続することができる。
【０４３７】
　[0504]他の候補がない場合（すなわち、判定ブロック３７６８＝「いいえ」）、または
、抽出されたノンスまたはカウンタが事前に計算されたノンスまたはカウンタと一致しな
い場合（すなわち、判定ブロック３７６０＝「いいえ」）、セントラルサーバは、抽出さ
れたローリング識別子をシステム中のすべての登録されたワイヤレス識別送信機と関連付
けられる情報と比較することによって、受信されたメッセージの発信者を識別しようと試
みることができる。したがって、判定ブロック３４７０において、セントラルサーバは、
評価すべき別の登録されたワイヤレス識別送信機があるかどうかを判定することができる
。たとえば、セントラルサーバは、すべての登録されたワイヤレス識別送信機の情報を繰
り返し使用することができる。別のものがない場合（すなわち、判定ブロック３４７０＝
「いいえ」）、セントラルサーバは、ブロック３７５６における動作を継続することがで
きる。
【０４３８】
　[0505]別のものがある場合（すなわち、判定ブロック３４７０＝「はい」）、ブロック
３４６４において、セントラルサーバは、次の登録されたワイヤレス識別送信機を選択す
ることができる。ブロック３７７４において、セントラルサーバは、選択されたワイヤレ
ス識別送信機の初期のノンスまたはカウンタと第１の暗号鍵（Ｋ）とを伴う、ストリーミ
ング様暗号化アルゴリズム（たとえば、ＡＥＳ－ＣＴＲ）を介して、ローリング識別子を
復号して、復号されたデバイス識別子（Ｍ’）を見つけることができる。判定ブロック３
７７６において、セントラルサーバは、復号されたデバイス識別子（Ｍ’）と選択された
ワイヤレス識別送信機のｄｅｖｉｃｅＩＤが一致するかどうかを判定することができる。
識別子が一致しない場合（すなわち、判定ブロック３７７６＝「いいえ」）、セントラル
サーバは、判定ブロック３４７０における動作を継続することができる。しかしながら、
識別子が一致する場合（すなわち、判定ブロック３７７６＝「はい」）、ブロック３７７
８において、セントラルサーバは、選択されたワイヤレス識別送信機から発信されたもの
として、受信されたメッセージを識別することができ、ブロック３７７２’の動作を継続
することができる。
【０４３９】
　[0506]図３８Ａは、例示的なワイヤレス識別送信機１１０のコンポーネントを示す。ワ
イヤレス識別送信機１１０は、マイクロコントローラ３８０２と、アンテナ３８０６に結
合された短距離無線３８０４（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ無線またはトランシーバ）
と、メモリ３８０８と、バッテリ３８１０とを含み得る。これらのコンポーネントは共通
の接続によってリンクされるものとして示されるが、これらは様々な方法で相互接続され
構成され得る。たとえば、ワイヤレス識別送信機１１０は、マイクロコントローラ３８０



(132) JP 6129880 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

２がメモリ３８０８の内容に基づいてメッセージをいつ送信するかを決定できるように、
構成され得る。ある実施形態では、マイクロコントローラ３８０２はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ
システムオンチップユニットであり得る。メモリ３８０８はまた、マイクロコントローラ
３８０２からのコマンドに基づいて、アンテナ３８０６を介して短距離無線３８０４によ
って送信されるべき１つまたは複数のメッセージまたはメッセージの部分を含み得る。バ
ッテリ３８１０は、他のコンポーネントにより必要とされるような電力を供給することが
できる。また、いくつかの実装形態では、マイクロコントローラ３８０２、短距離無線３
８０４、および／またはメモリ３８０８は、単一の集積回路として一緒に集積され得る。
これらのコンポーネントは、標準的な、または市販の構成のマイクロチップであってよく
、例示的な実施形態の構造と矛盾しないブロックとして図３８Ａにおいて表される。
【０４４０】
　[0507]ワイヤレス識別送信機１１０は、ブレスレットのような様々な物体と結合され、
または様々な物体に組み込まれ得る。たとえば、例示的なワイヤレス識別送信機１１０は
、腕時計バンドまたは犬の首輪のような、ストラップに容易に取り付けられる形態であり
得る。代替的な実施形態は、ワイヤレス識別送信機１１０を、追跡を必要とし得る任意の
他の動く物体に組み込むことができる。
【０４４１】
　[0508]ワイヤレス識別送信機１１０は、周期的に電力節減モードに入り、またはスリー
プ状態になることによって、たとえば、スリープと、ワイヤレス識別送信機１１０の識別
コードを伴うパケットのブロードキャストとを一定の間隔で繰り返すことによって、電力
を節減することができる。様々な実施形態は、より頻繁に、またはより稀にブロードキャ
ストするいくつかの実施形態、スリープ期間とスリープ期間との間に数秒または数分ごと
に目覚めてブロードキャストするいくつかの実施形態などの、ブロードキャストとスリー
プの様々な周期を含み得る。
【０４４２】
　[0509]ある実施形態では、バッテリ３８１０は交換可能なコイン電池バッテリであり得
る。別の実施形態では、ワイヤレス識別送信機１１０は、アンテナ３８０６を利用して、
更新ソフトウェア、命令、または、送信間隔および／もしくは送信電力の構成などの構成
動作において記憶し使用するための他のデータを受信することができる。図３を参照して
上で説明されたように、ワイヤレス識別送信機１１０はまた、ローリングコードまたは識
別子を生成するための、ソフトウェア、アルゴリズム、命令、コード、または他のルーチ
ンを記憶し実行することができる。ある実施形態では、ワイヤレス識別送信機は、時間（
たとえば、ＵＴＣ）情報を保持しなくてよいが、代わりに、時計として３０ｐｐｍ　１６
ｋＨｚの水晶を使用し得る。時計として水晶をそのように使用することで、１年で約４０
秒の時間のずれが生じ得る。
【０４４３】
　[0510]図３８Ｂは、図３８Ａに関して上で論じられたコンポーネントと同様に、マイク
ロコントローラ３８０２と、アンテナ３８０６に結合された短距離無線３８０４（たとえ
ば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線またはトランシーバ）と、メモリ３８０８と、
バッテリ３８１０とを含み得る、ある実施形態のワイヤレス識別送信機１１０を示す。様
々な実施形態において、ワイヤレス識別送信機１１０はさらに、トリガ動作に基づいて、
またはトリガ動作に応答して、スイッチ３８１２、またはワイヤレス識別送信機１１０を
アクティブ化する他の手段を含んでよく、またはそれに結合されてよい。スイッチ３８１
２は、水銀スイッチ、機械スイッチ、電気スイッチ、磁気スイッチ、温度感知スイッチ、
加速度によりアクティブ化されるスイッチ、および圧力感知スイッチのいずれかであり得
る。トリガ動作の前に、ワイヤレス識別送信機１１０は、オフのままであってよく、電力
を節減することができる。
【０４４４】
　[0511]ある実施形態では、スイッチ３８１２は、マイクロコントローラ３８０２のよう
な１つまたは複数のコンポーネントと結合され、いくつかの動作またはイベントに応答し
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てワイヤレス識別送信機１１０をアクティブ化するように構成される、アクティブ化スイ
ッチであり得る。アクティブ化スイッチは、水銀スイッチ、機械スイッチ、電気スイッチ
、磁気スイッチ、温度感知スイッチ、加速度によりアクティブ化されるスイッチ、および
圧力感知スイッチのいずれかであり得る。アクティブ化されると、ワイヤレス識別送信機
１１０は、上で説明されたような識別子をブロードキャストすることを開始し得る。スイ
ッチ３８１２は、ワイヤレス識別送信機１１０が位置決定されるとワイヤレス識別送信機
１１０をデアクティブ化するためにスイッチが戻され得る（たとえば、開放され得る）よ
うに、構成され得る。あるいは、スイッチ３８１２は、ワイヤレス識別送信機１１０が一
度アクティブ化されると、少なくともスイッチ３８１２によってはデアクティブ化され得
ないように、構成され得る。
【０４４５】
　[0512]上で言及されたように、スイッチ３８１２は、種々の異なるトリガイベントに応
答するように設計された種々のスイッチのいずれかであり得る。この実施形態で実装され
得るスイッチ３８１２のタイプのいくつかの例には、デバイスが動かされたことまたは傾
かされたことに応答して閉じ得る水銀スイッチ、デバイスが磁場から離されると（たとえ
ば、デバイスが磁石から離れるように動かされると）アクティブ化され得る磁気スイッチ
、磁場がデバイスに加えられると（たとえば、電気モーターが電力供給されると）アクテ
ィブ化され得る磁気スイッチ、加速度または物理的な動きに応答してアクティブ化され得
る機械スイッチ、ワイヤレス識別送信機１１０が事前に定義された閾値の加速度を超えて
加速されるときにアクティブ化するように構成される、加速度によりアクティブ化される
スイッチ、周囲の圧力が変化すると（たとえば、ワイヤレス識別送信機１１０が水から上
げられる、または水の中に入れられる場合、航空機に取り込まれる場合、エレベーターで
垂直に動かされる場合など）アクティブ化し得る圧力感知スイッチ、水に曝されるとアク
ティブ化する水分感知スイッチ、デバイスの部分にわたる負荷が定義された閾値を超える
と（たとえば、モニタされた構造が曲がり始めると、または破壊すると）アクティブ化す
るように構成される、負荷測定によりアクティブ化されるスイッチ、温度が事前に定義さ
れた閾値を上回ると、および／または下回るとアクティブ化するように構成される、温度
感知スイッチがある。
【０４４６】
　[0513]スイッチ３８１２によってアクティブ化されると、ワイヤレス識別送信機１１０
は、信号をブロードキャストし、それによって、何が起きたかについてユーザまたは他の
デバイスに警告することができる。たとえば、動き感知スイッチ３８１２を伴うワイヤレ
ス識別送信機１１０は、価値のあるアイテムに取り付けられ得るので、アイテムが盗まれ
ると、動きスイッチは、ワイヤレス識別送信機１１０をアクティブ化して、アイテムが追
跡されることを可能にし得る。別の例では、温度感知スイッチ３８１２を伴うワイヤレス
識別送信機１１０は、輸送の間に傷みやすい食品または医薬品に取り付けられ、損傷が発
生し得るポイントに温度が達すると警告を送信するようにアクティブ化するように構成さ
れ得る。
【０４４７】
　[0514]あるいは、ワイヤレス識別送信機１１０は、別のデバイスに内蔵されてよく、そ
のデバイスからトリガ動作を受信することができる。たとえば、ワイヤレス識別送信機１
１０は、テレビジョンのような高価な家電機器に組み込まれ得る。家電機器が盗まれると
、持っていくためにプラグが抜かれたときの電力の喪失は、スイッチ３８１２をトリガし
、ワイヤレス識別送信機１１０をアクティブ化して、警察が盗まれた物品を追跡すること
を可能にし得る。
【０４４８】
　[0515]ワイヤレス識別送信機１１０の相対的な簡易性により、ワイヤレス識別送信機１
１０の実施形態は、盗難されやすい種々の物体および資産に適用され、物体または資産が
盗まれた場合、または許可を伴わずに動かされた場合にのみアクティブ化される、使い捨
てのワイヤレス識別送信機１１０として使用され得る。そのようなワイヤレス識別送信機
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１１０は、再充電されることもバッテリが交換されることも必要としなくてよく、デバイ
スが、水分または物理的損傷に対する耐性のために密封されたパッケージで構成されるこ
とを可能にする。そのような実施形態は、不動産の看板、自転車、庭の小人の置物などの
ような、比較的安価な資産を安価に追跡するために使用され得る。
【０４４９】
　[0516]図３８Ｃは、例示的なワイヤレス識別送信機１１０のコンポーネントを示す。図
３８Ａを参照して上で説明された実施形態と同様に、ワイヤレス識別送信機１１０は、マ
イクロコントローラ３８０２と、アンテナ３８０６に接続されマイクロコントローラ３８
０２に結合された短距離無線３８０４（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｂ
ＴＬＥ、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）、Ｐｅａｎｕｔ（登録商標）など）と、メモリ３８０
８、およびバッテリユニット３８１０とを含み得る。あるいは、メモリ３８０８は、マイ
クロコントローラ３８０２の中に含まれてよく、マイクロコントローラ３８０２は、別個
の処理ユニットも含み得る。短距離無線３８０４は、デバイスＩＤを含むメッセージまた
は信号をブロードキャストすることが可能な送信機、または代替的に、ＲＦ信号を送信し
受信するように構成されるトランシーバであってよく、通信プロトコルを利用した他のデ
バイスとの通信を可能にする。たとえば、ワイヤレス識別送信機１１０は、スマートフォ
ンのような、他の短距離無線対応デバイスと通信するように構成され得る。ある実施形態
では、短距離無線３８０４は、ＬＴＥ－Ｄ、ピアツーピアＬＴＥ－Ｄ、およびＷｉＦｉ－
Ｄｉｒｅｃｔのような、様々な低エネルギーのワイヤレス通信プロトコルを介して通信す
るように構成され得る。
【０４５０】
　[0517]ある実施形態では、ワイヤレス識別送信機１１０は、近接ブロードキャスト受信
機によって受信されることが可能な、および／またはユーザにより聞かれることが可能な
音を放出するように構成されるスピーカ（図示されず）を含み得る。たとえば、ワイヤレ
ス識別送信機１１０は、リッスンしている近接ブロードキャスト受信機にその存在を示し
得る、可聴の通信を放出することができる。別の実施形態では、図５を参照して上で説明
されたように、ワイヤレス識別送信機１１０は、変化する信号強度で信号を送信するよう
に構成されてよく、これにより、ワイヤレス識別送信機１１０からのブロードキャストが
近接ブロードキャスト受信機によって受信され得る範囲を変化させる。
【０４５１】
　[0518]加えて、ワイヤレス識別送信機１１０は、様々な条件と変数とを測定するための
、１つまたは複数のセンサを含み得る。ある実施形態では、ワイヤレス識別送信機１１０
は、加速度計３８１５（または、ジャイロスコープまたは重力計のような任意の他の動き
センサ）を含んでよく、これは、ワイヤレス識別送信機１１０と関連付けられる資産の動
きを示すデータを収集することができる。たとえば、加速度計３８１５は、ワイヤレス識
別送信機１１０を持ち運ぶ子供の動きを記述する動きデータを生成することができる。ワ
イヤレス識別送信機１１０に含まれ得る他のセンサには、温度センサ３８１６（サーミス
タのような）、放射線センサ３８１７、湿度センサ３８１８、および二酸化炭素（ＣＯ2

）センサ３８１９がある。様々な実施形態において、ワイヤレス識別送信機１１０は、こ
れらおよび他のセンサの任意の組合せを含み得る。これらの可能性のあるセンサは、ワイ
ヤレス識別送信機１１０に組み込まれ得るセンサのタイプの例にすぎず、他のタイプのセ
ンサも含まれ得る。たとえば、ワイヤレス識別送信機１１０はまた、マイクロフォン、カ
メラ、熱センサ、圧力センサ、および光センサのような、様々な図に示されないセンサを
含み得る。
【０４５２】
　[0519]ある例示的な実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、中庭または庭の中
に配置されてよく、中庭または庭に放水するスプリンクラーシステムを制御するために構
成され得る。湿度センサ３８１８を含むワイヤレス識別送信機１１０はまた、中庭または
庭の中に、たとえば、中庭または庭の中の土または植生の上（またはその下）に配置され
得る。近接ブロードキャスト受信機は、湿度センサデータを含むブロードキャストメッセ
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ージを、ワイヤレス識別送信機１１０から周期的に受信することができ、湿度センサデー
タを含むサイティングメッセージをセントラルサーバに送信することができる。近接ブロ
ードキャスト受信機は、中庭または庭が乾きすぎていることをワイヤレス識別送信機１１
０からの湿度センサデータが示すことを示すデータを有する、返信メッセージをセントラ
ルサーバから受信することができ、それに応答して、近接ブロードキャスト受信機は、ス
プリンクラーシステムをアクティブ化して、中庭または庭に放水することができる。ある
いは、返信メッセージは、スプリンクラーシステムを開始し得る、実行すべき近接ブロー
ドキャスト受信機に対する命令を含み得る。
【０４５３】
　[0520]図３８Ｄは、ある実施形態のワイヤレス識別送信機１１０のコンポーネントを示
す。図３８Ａを参照して上で説明された実施形態と同様に、ワイヤレス識別送信機１１０
は、マイクロコントローラ３８０２と、アンテナ３８０６に接続されマイクロコントロー
ラ３８０２に結合された第１の短距離無線３８０４（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登
録商標）、ＢＴＬＥ、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）、Ｐｅａｎｕｔ（登録商標）など）と、
メモリ３８０８と、バッテリユニット３８１０とを含み得る。加えて、ワイヤレス識別送
信機１１０は、第２の短距離無線３８０４’を含み得る。たとえば、ワイヤレス識別送信
機１１０は、第１の短距離無線３８０４としてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）トランシ
ーバと、第２の短距離無線３８０４’としてＰｅａｎｕｔ（登録商標）トランシーバとを
含み得る。第１の短距離無線３８０４および第２の短距離無線３８０４’は、同じアンテ
ナ３８０６と、マイクロコントローラ３８０２と、メモリ３８０８と、バッテリユニット
３８１０とを利用し得る。
【０４５４】
　[0521]ワイヤレス識別送信機１１０はまた、振動信号を生成するための振動モーター３
８５０、光信号を生成するための光源３８５１（たとえば、ＬＥＤ、電球など）、音声信
号を生成するためのスピーカ３８５２、および／または、熱信号を生成するための赤外線
ＬＥＤ　３８５３のような、短距離ワイヤレス信号をブロードキャストし、放出し、表現
し、または別な方法で生成するための、他のコンポーネントと関連する回路とを任意選択
で含み得る。そのようなシグナリングコンポーネントを使用して、近接ブロードキャスト
受信機との通信を交換するための短距離無線信号の代替物として短距離ワイヤレス信号を
生成することが、上で説明された。様々な実施形態において、ワイヤレス識別送信機１１
０は、上で説明されたように、放出される信号へとデータを変調または符号化することに
よって、様々な短距離ワイヤレス信号放出器を使用して、データ（たとえば、識別情報、
ローリングＩＤなど）を通信することができる。たとえば、ワイヤレス識別送信機１１０
は、点滅するＬＥＤによって周期的に放出される光信号のシーケンスへと識別データを変
換することによって、識別データをブロードキャストすることができる。
【０４５５】
　[0522]２つの短距離無線３８０４、３８０４’は、異なる受信範囲を伴うＲＦ信号を送
信することができ、これによって、近接ブロードキャスト受信機が、ワイヤレス識別送信
機１１０の非常に近くにあり両方の無線からブロードキャストされる信号を受信できると
きを、認識することが可能になる。そのような二重の範囲の能力は、種々の適用形態、特
に、ブロードキャスト信号の受信に基づいてアクティブ化される機能にとって近接が重要
である場合に、有用であり得る。ある実施形態では、ワイヤレス識別送信機１１０は、独
立に、または同時に、両方の短距離無線３８０４、３８０４’によってワイヤレス信号を
ブロードキャストすることができる。たとえば、ワイヤレス識別送信機１１０は、両方の
無線３８０４、３８０４’からメッセージをブロードキャストすることができる。別の例
として、ワイヤレス識別送信機１１０は、第１の時間の期間は、第１の短距離無線３８０
４で信号をブロードキャストし、第１の期間の直後にある第２の時間の期間は、第２の短
距離無線３８０４’で信号をブロードキャストすることができる。別の実施形態では、図
５を参照して上で説明されたシグナリング技法と同様に、ワイヤレス識別送信機１１０は
、第１の短距離無線３８０４および第２の短距離無線３８０４’が各々可変の期間および
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／または可変の信号強度に対して利用される、事前に定義された順序またはパターンの周
期で、信号をブロードキャストすることができる。たとえば、ワイヤレス識別送信機１１
０は、数秒間、第１の短距離無線３８０４によってメッセージをブロードキャストするこ
とができ、第２の短距離無線３８０４’による数秒のブロードキャストがそれに続き、第
１の短距離無線による数秒のブロードキャストがそれに続く。
【０４５６】
　[0523]図３８Ｅは、ワイヤレス識別送信機１１０’の別の実施形態のコンポーネントを
示す。上で説明されたように、ワイヤレス識別送信機１１０は、マイクロコントローラ３
８０２、アンテナ３８０６が接続された短距離無線３８０４、メモリ３８０８、およびバ
ッテリ３８１０のような、データを処理し送信するためのコンポーネントを含み得る。上
で説明されたように、ワイヤレス識別送信機１１０’はまた、ＣＯ2センサ３８１９のよ
うな、様々なセンサユニットを含み得る。
【０４５７】
　[0524]加えて、ワイヤレス識別送信機１１０’はまた、バッテリ３８１０に接続され光
に曝されると電力を生成するように構成される、太陽電池３８７５を含み得る。太陽電池
３８７５は、ワイヤレス識別送信機１１０’の筐体の中に、部分的にもしくは完全に含ま
れてよく、または代替的に、有線接続を通じてワイヤレス識別送信機１１０に接続されて
よい。ワイヤレス識別送信機１１０’は、太陽電池３８７５を介して補助的な電力を集め
ることができ、太陽電池３８７５から受け取られている電力に基づいて、バッテリに蓄積
されている電力を異なるように利用するように構成され得る。たとえば、ワイヤレス識別
送信機１１０’は、太陽電池３８７５から電力を受け取っている間は、増強された強度で
信号を送信することができる。別の例として、ワイヤレス識別送信機１１０’は、太陽電
池３８７５から受け取られる電力によってバッテリ３８１０を再充電することができる。
【０４５８】
　[0525]図３９は、ＣＯ2センサを含むワイヤレス識別送信機１１０’の例示的な使用を
示す。この例示的な使用法では、ワイヤレス識別送信機１１０’は、公園、森林、キャン
プ場などの中の様々な位置に配置され得る。たとえば、ワイヤレス識別送信機１１０’は
、森林または他の屋外の環境の中にある木３９０２に取り付けられ得る。ワイヤレス識別
送信機１１０’は、それが太陽電池を介した電力の収集のために太陽光線に曝されるよう
に、かつ、大気に曝されるように、配置され得る。多数のワイヤレス識別送信機１１０が
、広大なカバレッジとセンサデータの収集とを実現するために、エリア全体に配備され得
る。
【０４５９】
　[0526]ある適用形態では、ワイヤレス識別送信機１１０’は、山火事３９０４によって
引き起こされるＣＯ2のレベルの上昇３９０４を検出することができる。ワイヤレス識別
送信機１１０’は、検出されたＣＯ2の現在のレベルを、そのエリアの通常のＣＯ2値およ
び／またはこれまでのＣＯ2値と比較するように構成されてよく、検出されたレベルが所
定の許容閾値を超えると、ＣＯ2のレベルが上昇したこと、または危険であることを示す
メッセージをブロードキャストすることができる。ブロードキャストメッセージは、送信
機の識別子、センサデータ、センサデータに基づく情報および／または結論（たとえば、
近くに山火事があること、雪崩が差し迫っていること、日光のレベルが危険であることな
ど）、警告の記述、ならびに、影響を受けるエリアを表現する情報を含み得る。
【０４６０】
　[0527]ユーザにより持ち運ばれる、または屋外の環境全体に配置される近接ブロードキ
ャスト受信機は、ブロードキャストメッセージを受信することができ、そしてセンサデー
タを表示し、またはデータをセントラルサーバに中継することができる。ある実施形態で
は、ブロードキャストメッセージは、状況に応答し得るサーバまたは機関へ後続のメッセ
ージが送信されるべきかどうかについての指示のような、受信デバイスのための命令を含
み得る。たとえば、ブロードキャストメッセージは、受信デバイスのユーザ、森林を管理
する機関、キャンパーの仲間などに警告するように、受信デバイスに命令することができ
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る。
【０４６１】
　[0528]ある代替的な実施形態では、ワイヤレス識別送信機１１０は、糖のような他の電
力源を利用するように構成され得る。ワイヤレス識別送信機１１０は、ワイヤレス識別送
信機１１０が糖の源（たとえば、血液、樹液、砂糖水など）に添えられ糖の源から流体を
引き出すことを可能にし得る、管が取り付けられたスパイクのようなコンポーネント（図
示せず）を含み得る。たとえば、ワイヤレス識別送信機１１０は、ワイヤレス識別送信機
１１０が木の中の樹液にアクセスできるように、スパイクと管とを介して木に接続され得
る。別の例として、ワイヤレス識別送信機１１０は、ワイヤレス識別送信機１１０が動物
の血流にアクセスできるように、スパイクと管とを介して動物（たとえば、人、ペット、
野生動物など）に取り付けられ得る。よく知られているように、糖を電気エネルギーへと
変換することを可能にする、様々な変換処理およびコンポーネント（図示せず）がワイヤ
レス識別送信機１１０に含まれてよい。ワイヤレス識別送信機１１０は、バッテリに電気
エネルギーを蓄積することができるので、無制限に電力供給され得る。たとえば、エネル
ギーとして木の樹液を利用すると、ワイヤレス識別送信機１１０は、冬に雪の下に埋まっ
ている場合などでも、太陽エネルギーにアクセスすることなく電力供給され得る。ある実
施形態では、近接ブロードキャスト受信機はまた、当技術分野で知られている同様の技法
を使用して、糖を電気エネルギーに変換するように構成され得る。別の実施形態では、近
接ブロードキャスト受信機は、野生動物保護区域または国有林の中の木などの、様々な位
置に配置されてよく、野生動物（たとえば、ヘラジカ、シカ、エルクなど）、ハイカー、
車両、木、および／またはモニタされるべき任意の他の対象物に取り付けられるワイヤレ
ス識別送信機１１０からブロードキャストメッセージを受信するように構成され得る。
【０４６２】
　[0529]図４０Ａは、例示的な近接ブロードキャスト受信機の実施形態の主要なコンポー
ネントを示す。近接ブロードキャスト受信機１４２は、アンテナ４００６に結合された短
距離ワイヤレス無線（たとえば、ワイヤレス識別送信機中のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ無線）と
通信することが可能な短距離無線４００４（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ無線またはト
ランシーバ）と、インターネットのようなネットワークを介してセントラルサーバ１２０
に直接または間接的に返信することが可能な２次的ネットワークデバイス４００８とを含
み得る。いくつかの実施形態では、２次的ネットワークデバイス４００８は、セルラーま
たはワイヤレスの無線もしくはモデム、または他の有線ネットワークデバイスであってよ
い。近接ブロードキャスト受信機１４２はまた、プロセッサ４００２と、メモリ４０１２
と、主要な電源または近接ブロードキャスト受信機１４２が商用電源に結合された場合の
バックアップ電源のいずれかとしてのバッテリ４０１０とを含み得る。近接ブロードキャ
スト受信機１４２は、ＧＰＳ受信機４０１４、または、ワイヤレス識別送信機から受信さ
れる任意のメッセージと関連付けるべき現在の位置を決定するための他のタイプの位置決
定機構を含み得る。近接ブロードキャスト受信機がモバイルではない場合、いくつかの実
施形態では、位置が知られており不変であり得るので、近接ブロードキャスト受信機は、
ＧＰＳ受信機４０１４を含まなくてよい。これらのコンポーネントは共通の接続によって
リンクされるものとして示されるが、これらは様々な方法で相互接続され構成され得る。
これらのコンポーネントは、標準的な、または市販の構成のマイクロチップであってよく
、例示的な実施形態の構造と矛盾しないブロックとして図４０Ａにおいて表される。
【０４６３】
　[0530]図４０Ｂは、ある実施形態の近接ブロードキャスト受信機１４２のコンポーネン
トを示す。図４０Ａを参照して上で説明されたのと同様に、近接ブロードキャスト受信機
１４２は、アンテナ４００６に結合された第１の短距離無線４００４（たとえば、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｐｅａｎｕｔ（登録商標）、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）など
）と、インターネットのようなネットワークを介してセントラルサーバへと直接または間
接的に返信することが可能な二次的ネットワークデバイス４００８とを含み得る。近接ブ
ロードキャスト受信機１４２はまた、プロセッサ４００２、メモリ４０１２と、主要な電
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源または近接ブロードキャスト受信機１４２が商用電源に結合された場合のバックアップ
電源とのいずれかとしてのバッテリ４０１０とを含み得る。近接ブロードキャスト受信機
１４２は、ＧＰＳ受信機４０１４、または、ワイヤレス識別送信機から受信される任意の
メッセージと関連付けるべき現在の位置を決定するための他のタイプの位置決定機構を含
み得る。加えて、近接ブロードキャスト受信機１４２は、Ｐｅａｎｕｔ（登録商標）トラ
ンシーバのような、第２の短距離無線４００４’を含み得る。たとえば、近接ブロードキ
ャスト受信機は、第１の短距離無線４００４としてＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）トラ
ンシーバと、第２の短距離無線４００４’としてＰｅａｎｕｔ（登録商標）トランシーバ
とを含み得る。第１の短距離無線４００４および第２の短距離無線４００４’は、同じア
ンテナ４００６と、プロセッサ４００２と、メモリ３８０８と、バッテリユニット４０１
０とを利用し得る。様々な実施形態において、ワイヤレス識別送信機は、第２の短距離無
線４００４’（すなわち、Ｐｅａｎｕｔ無線）および／または第１の短距離無線４００４
（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ無線）を利用して、対応する無線を装備した近接ブロー
ドキャスト受信機によって受信されることが可能なメッセージをブロードキャストするこ
とができる。たとえば、ワイヤレス識別送信機は、識別情報を含むメッセージの、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線によるブロードキャストとＰｅａｎｕｔ（登録商標）無線
によるブロードキャストとを交互に行うことができる。
【０４６４】
　[0531]近接ブロードキャスト受信機１４２はまた、振動信号を検出するための加速度計
４０５２、光信号を検出するためのカメラ４０５４、音声信号を受信するためのマイクロ
フォン４０５６、および、熱信号を検出するための赤外線センサ４０５８のような、短距
離ワイヤレス信号を検出し、受信し、別な方法で処理するための、他のコンポーネントと
関連する回路とを任意選択で含み得る。これらの任意選択のコンポーネントは、短距離無
線信号を受信することの代わりに、またはそれと組み合わせて、光、音、振動、および熱
の短距離ワイヤレス信号を受信するために使用され得る。
【０４６５】
　[0532]様々な実施形態において、近接ブロードキャスト受信機１４２は、上で説明され
たように、信号のシーケンスをデータへと変換することによって、様々な短距離ワイヤレ
ス信号のタイプを使用してデータを通信することができる。たとえば、近接ブロードキャ
スト受信機１４２は、ワイヤレス識別送信機内のスピーカによって放出される音声信号の
シーケンスを受信し、その信号を変換して、ワイヤレス識別送信機の識別情報を決定する
ことができる。
【０４６６】
　[0533]様々な実施形態において、ワイヤレス識別送信機および近接ブロードキャスト受
信機１４２は各々、様々な形式の短距離ワイヤレス信号を送信し受信するためのコンポー
ネントを含み得る。たとえば、ワイヤレス識別送信機は、光信号を表現するための電球と
、光信号を受信するためのカメラとの両方を含み得る。別の例として、近接ブロードキャ
スト受信機１４２は、ワイヤレス識別送信機から音声信号を受信するためのマイクロフォ
ン４０５６と、音声信号を表現するためのスピーカとの両方を含み得る。信号生成コンポ
ーネントと信号受信コンポーネントの両方を含むことによって、近接ブロードキャスト受
信機およびワイヤレス識別送信機は、図４および図１０を参照して上で説明されたような
二方向の通信を交換することができる。
【０４６７】
　[0534]図４１Ａおよび図４１Ｂは、近接ブロードキャスト受信機１４２がワイヤレス識
別送信機の短い通信範囲内に入る可能性が最も高い、様々な交通量の多い位置に配置され
た近接ブロードキャスト受信機１４２を示す。たとえば、近接ブロードキャスト受信機１
４２は、タクシー、バス、列車、空港の中の検査デバイス、および他の一般に使用される
形式の交通手段に取り付けられ得る。
【０４６８】
　[0535]図４１Ａは、上部に近接ブロードキャスト受信機１４２が取り付けられたタクシ



(139) JP 6129880 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

ー４１０２を示す。この近接ブロードキャスト受信機１４２は、タクシー４１０２内の乗
客の任意のワイヤレス識別送信機と、さらには、タクシーが移動するときにタクシーの範
囲内に入る任意のワイヤレス識別送信機と、送信を交換することができる。
【０４６９】
　[0536]図４１Ｂは、交通信号４１５０の上部に取り付けられた近接ブロードキャスト受
信機１４２を示す。近接ブロードキャスト受信機は、下を通る交通の中の任意のワイヤレ
ス識別送信機からブロードキャストを受信することができる。その近接ブロードキャスト
受信機は固定式なので、ＧＰＳ受信機を含まなくてよい。さらなる実施形態では、近接ブ
ロードキャスト受信機１４２は、交通カメラ４１５２に結合され得る。この実施形態では
、近接ブロードキャスト受信機１４２がターゲットデバイスＩＤの受信を認識すると、近
接ブロードキャスト受信機１４２は、セントラルサーバに送信されるサイティングレポー
トとともに、交差点中の車両の画像または短いビデオを提供するために、写真の撮影を開
始するように交通カメラをトリガすることができる。この実施形態は、関心のある人また
は資産を運ぶ車両の位置と画像の両方を提供することができ、これは、デバイスを探索す
る警察にとって非常に有用であり得る。
【０４７０】
　[0537]代替的な実施形態では、近接ブロードキャスト受信機１４２は、ワイヤレス識別
送信機からのメッセージと関連付けられるべき信号またはデータを提供することができる
、カメラ、マイクロフォン、熱電対などのような様々な変換器またはセンサと結合され得
る。
【０４７１】
　[0538]様々な変換器またはセンサはまた、ワイヤレス識別送信機とも結合されてよく、
実施形態のシステムを使用して、マシンツーマシンの通信のための状態データまたはセン
サデータをレポートすることができる。たとえば、街路灯は、電球が切れたかどうかを判
定するための、ワイヤレス識別送信機およびセンサ（たとえば、ヒューズまたは論理回路
に結合された回路ブレーカー）と結合され得る。電球が切れたとセンサが判定すると、た
とえばブロードキャストパケット中にセグメントまたはデータを含む、警告のブロードキ
ャストが、ワイヤレス識別送信機によって行われ得る。このパケットは、たとえば、通信
範囲内の適切に構成されたスマートフォンのような１つまたは複数の近接ブロードキャス
ト受信機によって受信され、インターネットに結合されたワイヤレスワイドエリアネット
ワークを介してサーバに送信され得る。この実施形態は、サービスの質が低く時間の保証
がないが安価で適時的な構成で、新たなクラスのアドホックな接続サービスを事業者が提
供することを可能にし得る。
【０４７２】
　[0539]様々な実施形態は、１つまたは複数の携帯電話、タクシーの近接ブロードキャス
ト受信機、交通信号の近接ブロードキャスト受信機、または他の固定式のもしくはモバイ
ル近接ブロードキャスト受信機のような、異なるタイプの近接ブロードキャスト受信機の
任意の組合せを依存し得る。
【０４７３】
　[0540]図４２Ａは、一般的なＲＪ－１１電話ジャックに差し込まれ得るある実施形態の
近接ブロードキャスト受信機４２００のコンポーネントを示す。上で説明されたように、
近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス識別送信機による短距離無線ブロードキャス
トをリッスンするように構成されてよく、ブロードキャストを受信したことに応答して、
信号をサーバに中継し、信号の中の情報を処理し、または信号を完全に無視することがで
きる。一般に、近接ブロードキャスト受信機は、街灯、車両、および、ワイヤレス識別送
信機からの短距離無線ブロードキャストを受信することが可能なスマートフォンの中など
の、様々な状況および場所において設置され得る。
【０４７４】
　[0541]一般的な電話ジャック（すなわち、壁に取り付けられた）を介して電話通信線に
接続されるように近接ブロードキャスト受信機４２００を構成することで、受信されたブ
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ロードキャストメッセージが、電話線を通じてセントラルサーバに中継されること、さら
には電話線から電力を受け取ることが可能になる。図４０Ａを参照して上で説明される実
施形態と同様に、近接ブロードキャスト受信機４２００は、プロセッサ４００２と、バッ
テリ４０１０と、メモリユニット４０１２と、アンテナ４００６に接続された短距離無線
４００４（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ、Ｌ
ＴＥ－Ｄ、ピアツーピアＬＴＥ－Ｄ、Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）、Ｐｅａｎｕｔ（登録商
標）など）とを含み得る。加えて、近接ブロードキャスト受信機４２００は、プロセッサ
４０１に接続されたダイヤルアップモデム４２０２と、ダイヤルアップモデム４２０２が
電話線と接続することを可能にする電話プラグまたは物理コネクタ４２０４とを含み得る
。たとえば、物理コネクタ４２０４は、ＲＪ－１１規格のモジュラーコネクタであり得る
。近接ブロードキャスト受信機４２００は、物理コネクタ４２０４を介した電話線を通じ
て電力を受け取り、さらに、ダイヤルアップモデム４２０２によって処理される通信を交
換することができる。たとえば、近接ブロードキャスト受信機４２００は、バッテリ４０
１０によって電力供給されるように、または代替的に、電話線を通じて電力を受け取るよ
うに構成され得る。ある実施形態では、近接ブロードキャスト受信機４２００は、物理コ
ネクタ４２０４を介して電話線から受け取られる電力を使用して、内部バッテリ４０１０
を再充電することができる。
【０４７５】
　[0542]図４２Ｂは、イーサネットジャックに差し込まれ得る近接ブロードキャスト受信
機４２５０を示す。近接ブロードキャスト受信機４２５０は、ダイヤルアップモデムの代
わりに、イーサネットデータネットワークを通じて（イーサネットネットワーク配線を介
して）データを交換するためのネットワークインターフェースコントローラ４２５２を含
み得ることを除いて、図４２Ａを参照して上で説明された実施形態と同様であり得る。加
えて、近接ブロードキャスト受信機４２５０は、ネットワークインターネットコントロー
ラ４２５２をイーサネットネットワークの外部配線と接続するように構成される物理コネ
クタ４２５４を含み得る。たとえば、物理コネクタ４２５４は、８Ｐ８Ｃ（またはＲＪ－
４５）モジュラーコネクタであり得る。近接ブロードキャスト受信機４２５０はまた、物
理コネクタ４２５４を介したイーサネットネットワーク配線を通じて電力を受け取り、さ
らに、ネットワークインターフェースコントローラ４２５２によって処理される通信を交
換することができる。たとえば、近接ブロードキャスト受信機４２５０は、バッテリ４０
１０によって電力供給されてよく、または代替的に、イーサネットネットワーク配線を通
じて電力を受け取ってよい。ある実施形態では、近接ブロードキャスト受信機４２５０は
、物理コネクタ４２５４を介してイーサネットネットワーク配線から受け取られる電力を
使用して、内部バッテリ４０１０を再充電することができる。
【０４７６】
　[0543]ある実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、車両（たとえば、車、バン
、トラック、航空機など）の中に配置されてよく、車両のバッテリまたは電気システムを
電力（たとえば、追加の電力、基本的な電力、または再充電の電力）として利用し、利用
可能なアンテナと、アクセスＧＰＳと、セルラーモデムと、電力線通信（車両を再充電す
るとき）と、車の中の他のシステムとを使用して、近接ブロードキャスト受信機の位置座
標を決定し、ワイヤレス識別送信機のブロードキャストメッセージをサーバに中継するよ
うに構成され得る。
【０４７７】
　[0544]別の実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、ワイヤレス充電ステーショ
ンの中に配置されてよく、またはそれに接続されてよい。たとえば、店舗または社会的エ
リアは、顧客により持ち運ばれるワイヤレス識別送信機からの送信を受信するように構成
される近接ブロードキャスト受信機も含み得る顧客のスマートフォンを再充電するための
、顧客向けの充電ステーションを提供することができる。
【０４７８】
　[0545]別の実施形態では、近接ブロードキャスト受信機は、電気自動車の中に配置され
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、電気自動車のコンポーネントを利用するように構成され得る。たとえば、受信機は、セ
ルラーネットワーク通信のような送信のために、電気自動車の大型バッテリを利用するこ
とができ、車のＧＰＳチップまたは受信機から位置情報を集めることができる。
【０４７９】
　[0546]図４２Ｃは、電源コンセントに差し込まれ得るある実施形態の近接ブロードキャ
スト受信機４２７５を示す。図４０Ａを参照して上で説明される実施形態と同様に、近接
ブロードキャスト受信機４２７５は、プロセッサ４００２と、メモリユニット４０１２と
、アンテナ４００６に接続された短距離無線４００４（たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（
登録商標）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＬＥ、ＬＴＥ－Ｄ、ピアツーピアＬＴＥ－Ｄ、Ｚｉｇ
ｂｅｅ（登録商標）、Ｐｅａｎｕｔ（登録商標）など）とを含み得る。近接ブロードキャ
スト受信機４２７５はまた、第２のアンテナ４２７６に結合されるＷｉＦｉシステムオン
チップ４２７８（図４２Ｃでは「ＳＯＣ」と呼ばれる）を含み得る。別の実施形態では、
システムオンチップ４２７８はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙシステムオン
チップであり得る。近接ブロードキャスト受信機４２７５は、システムオンチップ４２７
８を利用して、たとえばＷｉＦｉルータと通信することによって、ワイヤレスローカルエ
リアネットワークを通じてデータを交換することができる。加えて、近接ブロードキャス
ト受信機４２７５は、電源とインターフェースをとり、または、交流電源（または「ＡＣ
」）などの電源を別な方法で受け取るための、プラグ４２８２を含み得る。様々な実施形
態において、プラグ４２８２は、異なる規格の電源コンセント規格（たとえば、英国規格
、全国電機製造業者協会など）と接続するように構成されてよく、接地要素（図示されず
）を含んでよい。プラグ４２８２は、プロセッサ４００２などの近接ブロードキャスト受
信機４２７５の様々なコンポーネントに電力を提供する、ＵＳＢ電源４２８０に結合され
得る。代替的な実施形態では、近接ブロードキャスト受信機４２７５は、プラグ４２８２
および／またはＵＳＢ電源４２８０から受け取られた電力を使用して、内部バッテリ（図
示されず）を再充電することができる。
【０４８０】
　[0547]ある実施形態では、近接ブロードキャスト受信機４２７５は、プロセッサ４００
２および／またはシステムオンチップ４２７８により利用され得るメモリ４０１２または
他の回路の中などに、短距離信号と長距離信号をそれぞれ送信および／または受信するた
めの動作を実行するための、ソフトウェア命令を記憶することができる。ある実施形態で
は、近接ブロードキャスト受信機４２７５は、アンテナ４００６、４２７６を利用して、
更新ソフトウェア、命令、または、ファームウェアの更新、動作パラメータの修正、およ
び他の構成の修正の際に記憶し使用するための他のデータを受信することができる。
【０４８１】
　[0548]図４３は、様々な実施形態での使用に適したスマートフォンタイプのモバイルデ
バイスのシステムブロック図である。スマートフォン４３００は、内部メモリ４３０２と
ディスプレイ４３０３とスピーカ４３５４とに結合されたプロセッサ４３０１を含み得る
。加えて、スマートフォン４３００は、プロセッサ４３０１に結合されたワイヤレスデー
タリンクおよび／または携帯電話トランシーバ４３０５に接続され得るとともに、広範囲
のワイヤレス通信ネットワークを通じて通信することが可能な、電磁放射を送信および受
信するためのアンテナ４３０４を含み得る。スマートフォンは、通信することまたはワイ
ヤレス識別送信機とペアリングすることが可能な、別個の短距離無線トランシーバ４３２
４を含み得る。スマートフォン４３００は通常、ユーザ入力を受け取るためのメニュ選択
ボタンまたはロッカースイッチ４３０８も含み得る。
【０４８２】
　[0549]図４４は、本開示の様々な態様を実装するのに適したサーバ４４００のシステム
ブロック図である。サーバ４４００は、市販のサーバデバイスであってよい。そのような
サーバ４４００は通常、揮発性メモリ４４０２と、ディスクドライブ４４０３などの大容
量不揮発性メモリとに結合されたプロセッサ４４０１とを含む。サーバ４４００はまた、
プロセッサ４４０１に結合されたフロッピー（登録商標）ディスクドライブ、コンパクト
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ディスク（ＣＤ）またはＤＶＤディスクドライブ４４０６を含み得る。サーバ４４００は
また、他のブロードキャストシステムコンピュータとサーバとに結合されたローカルエリ
アネットワークのような、ネットワーク４４０５とのデータ接続を確立するための、プロ
セッサ４４０１に結合されたネットワークアクセスポート４４０４を含み得る。
【０４８３】
　[0550]プロセッサ４３０１、４４０１は、以下で説明される様々な実施形態の機能を含
む、種々の機能を実行するようにソフトウェア命令（アプリケーション）によって構成さ
れ得る任意のプログラマブルマイクロプロセッサ、マイクロコンピュータあるいは１つま
たは複数の多重プロセッサチップであり得る。一部のモバイル近接ブロードキャスト受信
機では、１つのプロセッサをワイヤレス通信機能専用とし、１つのプロセッサを他のアプ
リケーションの実行専用とするなど、複数のプロセッサ４３０１が設けられ得る。一般に
、ソフトウェアアプリケーションは、アクセスされ、プロセッサ４３０１、４４０１にロ
ードされる前に内部メモリ４３０２、４４０２、４４０３に記憶され得る。プロセッサ４
３０１、４４０１は、アプリケーションソフトウェア命令を記憶するのに十分な内部メモ
リを含み得る。
【０４８４】
　[0551]上記の方法の説明およびプロセスフローチャートは、単に説明のための例として
提供されたものであり、様々な実施形態のステップが提示された順序で実行されなければ
ならないことを要求または暗示するものではない。当業者により諒解されるように、上記
の実施形態におけるステップの順序は、任意の順序で実行され得る。「その後」、「次い
で」、「次に」などの単語は、ステップの順序を限定するものではなく、これらの単語は
、単に、読者に方法の説明を案内するために使用される。さらに、たとえば、冠詞「ａ」
、「ａｎ」または「ｔｈｅ」を使用する単数形の請求項の要素への言及は、その要素を単
数形に限定するものと解釈されるべきではない。
【０４８５】
　[0552]本明細書で開示される実施形態に関して説明された様々な例示的な論理ブロック
、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータ
ソフトウェア、または両方の組合せとして実装され得る。ハードウェアとソフトウェアの
この互換性を明確に示すために、様々な例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール
、回路、およびステップが、上では概してそれらの機能に関して説明された。そのような
機能がハードウェアとして実装されるか、ソフトウェアとして実装されるかは、具体的な
適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。当業者は、説明された機
能を具体的な適用例ごとに様々な方法で実装することができるが、そのような実装の決定
は、本発明の範囲からの逸脱を生じるものと解釈されるべきではない。
【０４８６】
　[0553]本明細書で開示される態様に関して説明された様々な例示的な論理、論理ブロッ
ク、モジュール、および回路を実装するために使用されるハードウェアは、汎用プロセッ
サ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィール
ドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラマブル論理デバイス、個
別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェアコンポーネント、あるいは本明細書
で説明された機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または
実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセ
ッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機
械であり得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、ＤＳＰ
およびマイクロプロセッサ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連係する１つまた
は複数のマイクロプロセッサ、またはいかなる他のこのような構成の組合せとしても実装
され得る。代替的に、いくつかのステップまたは方法は、所与の機能に固有の回路によっ
て実行され得る。
【０４８７】
　[0554]１つまたは複数の例示的な態様では、説明される機能は、ハードウェア、ソフト
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ウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで
実装される場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒
体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を通じて送信され得る。本明細書で
開示される方法またはアルゴリズムのステップは、有形の非一時的コンピュータ可読記憶
媒体上に存在し得る、プロセッサ実行可能ソフトウェアモジュールで具現化され得る。有
形の非一時的コンピュータ可読記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得る任意
の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく、例として、そのような非一時的コンピュー
タ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光
ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、ある
いは、命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコードを記憶するために使用され
コンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備え得る。本明細書で使用さ
れるディスク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）
と、レーザーディスク（登録商標）（disc）と、光ディスク（disc）と、デジタル多用途
ディスク（disc）（ＤＶＤ）と、フロッピーディスク（disk）と、ブルーレイ（登録商標
）ディスク（disc）とを含み、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、デ
ィスク（disc）は、データをレーザで光学的に再生する。上記の組合せも非一時的コンピ
ュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。加えて、方法またはアルゴリズムの動作
は、コンピュータプログラム製品に組み込まれ得る、有形の非一時的機械可読媒体および
／またはコンピュータ可読媒体上のコードおよび／または命令の１つまたは任意の組合せ
またはセットとして存在し得る。
【０４８８】
　[0555]開示された実施形態の上記の説明は、当業者が本発明を製作または使用すること
を可能にするように提供されたものである。これらの実施形態への様々な修正は当業者に
は容易に明らかであり、本明細書で定義された一般原理は、本発明の趣旨または範囲から
逸脱することなく他の実施形態に適用され得る。したがって、本発明は、本明細書で示さ
れた実施形態に限定されるものではなく、以下の特許請求の範囲ならびに本明細書で開示
される原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　　［Ｃ１］
　近隣デバイスによる受信のための識別情報を含むメッセージを通信するワイヤレス識別
送信機のための方法であって、
　前記ワイヤレス識別送信機の固有のデバイス識別子と、サーバと共有される秘密鍵と、
カウンタとに基づいて、周期的にローリング識別子を生成することと、
　前記ワイヤレス識別送信機の前記ローリング識別子を含む短距離ワイヤレスメッセージ
を周期的にブロードキャストすることと
を備える、方法。
　　［Ｃ２］
　ローリング識別子を生成することは、ストリーミング様暗号化アルゴリズムおよび擬似
ランダム関数のうちの少なくとも１つを使用して前記ローリング識別子を生成することを
備える、
［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ３］
　前記メッセージは、８０ビット以下のサイズを有する単一のパケットであり、前記秘密
鍵は、１２８ビットである、
［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ４］
　前記メッセージは、前記ワイヤレス識別送信機のデバイスタイプ情報と、センサデータ
と、命令とをさらに含む、
［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ５］
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　前記メッセージは、熱、振動、光、および無線信号のうちの少なくとも１つを使用して
ブロードキャストされ、前記無線信号は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈローエネルギーパケットを
含む、
［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ６］
　起動に応答して短距離無線をアクティブ化することと、
　構成期間の間に設定されるべき構成パラメータを示す構成メッセージをブロードキャス
トすることと、
　前記構成期間の間に構成設定を受信したことに応答して、前記構成パラメータを設定す
ることと
をさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ７］
　前記構成期間は、６０秒である、［Ｃ６］に記載の方法。
　　［Ｃ８］
　前記構成パラメータは、送信間隔、送信電力、新たなＢｌｕｅｔｏｏｔｈマシンアドレ
スを生成するための第１の間隔、および新たなローリング識別子を生成するための第２の
間隔のうちの少なくとも１つを含む、
［Ｃ６］に記載の方法。
　　［Ｃ９］
　前記ワイヤレス識別送信機の前記ローリング識別子を含み、近隣デバイスからの入来す
るメッセージを受信することの前記ワイヤレス識別送信機の可用性を示す、第２のメッセ
ージを、第１の期間の間、周期的にブロードキャストすることと、
　第２の期間の間に、前記第２のメッセージにおいて示された前記可用性に対応する前記
入来するメッセージを受信することと
をさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ１０］
　前記ワイヤレス識別送信機の前記ローリング識別子を含む短距離ワイヤレスメッセージ
を周期的にブロードキャストすることは、
　第１の期間の間、第１の信号強度で前記メッセージを周期的にブロードキャストするこ
とと、
　第２の期間の間、第２の信号強度で前記メッセージを周期的にブロードキャストするこ
とと
を備える、［Ｃ１］に記載の方法。
　　［Ｃ１１］
　近隣デバイスによる受信のための識別情報を含むメッセージを通信するように構成され
るワイヤレス識別送信機であって、
　前記ワイヤレス識別送信機の固有のデバイス識別子と、サーバと共有される秘密鍵と、
カウンタとに基づいて、周期的にローリング識別子を生成するための手段と、
　前記ワイヤレス識別送信機の前記ローリング識別子を含む短距離ワイヤレスメッセージ
を周期的にブロードキャストするための手段と
を備える、ワイヤレス識別送信機。
　　［Ｃ１２］
　前記ワイヤレス識別送信機の固有のデバイス識別子と、サーバと共有される秘密鍵と、
カウンタとに基づいて、周期的にローリング識別子を生成するための手段は、ストリーミ
ング様暗号化アルゴリズムおよび擬似ランダム関数のうちの少なくとも１つを使用して、
前記ワイヤレス識別送信機の固有のデバイス識別子と、サーバと共有される秘密鍵と、カ
ウンタとに基づいて、周期的に前記ローリング識別子を生成するための手段を備える、
［Ｃ１１］に記載のワイヤレス識別送信機。
　　［Ｃ１３］
　前記メッセージは、８０ビット以下のサイズを有する単一のパケットであり、前記秘密
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鍵は、１２８ビットである、
［Ｃ１１］に記載のワイヤレス識別送信機。
　　［Ｃ１４］
　前記メッセージは、前記ワイヤレス識別送信機のデバイスタイプ情報と、センサデータ
と、命令とをさらに含む、
［Ｃ１１］に記載のワイヤレス識別送信機。
　　［Ｃ１５］
　前記メッセージは、熱、振動、光、および無線信号のうちの少なくとも１つを使用して
ブロードキャストされ、前記無線信号は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈローエネルギーパケットを
含む、
［Ｃ１１］に記載のワイヤレス識別送信機。
　　［Ｃ１６］
　起動に応答して短距離無線をアクティブ化するための手段と、
　構成期間の間に設定されるべき構成パラメータを示す構成メッセージをブロードキャス
トするための手段と、
　前記構成期間の間に構成設定を受信したことに応答して、前記構成パラメータを設定す
るための手段と
をさらに備える、［Ｃ１１］に記載のワイヤレス識別送信機。
　　［Ｃ１７］
　前記構成期間は、６０秒である、［Ｃ１６］に記載のワイヤレス識別送信機。
　　［Ｃ１８］
　前記構成パラメータは、送信間隔、送信電力、新たなＢｌｕｅｔｏｏｔｈマシンアドレ
スを生成するための第１の間隔、および新たなローリング識別子を生成するための第２の
間隔のうちの少なくとも１つを含む、
［Ｃ１６］に記載のワイヤレス識別送信機。
　　［Ｃ１９］
　前記ワイヤレス識別送信機の前記ローリング識別子を含み、近隣デバイスからの入来す
るメッセージを受信する前記ワイヤレス識別送信機の可用性を示す第２のメッセージを、
第１の期間の間、周期的にブロードキャストするための手段と、
　第２の期間の間に、前記第２のメッセージにおいて示された前記可用性に対応する前記
入来するメッセージを受信するための手段と
をさらに備える、［Ｃ１１］に記載のワイヤレス識別送信機。
　　［Ｃ２０］
　前記ワイヤレス識別送信機の前記ローリング識別子を含む短距離ワイヤレスメッセージ
を周期的にブロードキャストするための手段は、
　第１の期間の間、第１の信号強度で前記メッセージを周期的にブロードキャストするた
めの手段と、
　第２の期間の間、第２の信号強度で前記メッセージを周期的にブロードキャストするた
めの手段と
を備える、［Ｃ１１］に記載のワイヤレス識別送信機。
　　［Ｃ２１］
　近隣デバイスによる受信のための識別情報を含むメッセージを通信するように構成され
るワイヤレス識別送信機であって、
　短距離ワイヤレス送信機と、
　前記短距離ワイヤレス送信機に結合されたプロセッサと
　を備え、前記プロセッサは、
　　前記ワイヤレス識別送信機の固有のデバイス識別子と、サーバと共有される秘密鍵と
、カウンタとに基づいて、周期的にローリング識別子を生成することと、
　　前記ワイヤレス識別送信機の前記ローリング識別子を含むメッセージを、前記短距離
ワイヤレス送信機を介して周期的にブロードキャストすることと
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　を備える動作を実行するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成される、ワ
イヤレス識別送信機。
　　［Ｃ２２］
　前記プロセッサは、前記ワイヤレス識別送信機の固有のデバイス識別子と、サーバと共
有される秘密鍵と、カウンタとに基づいて、周期的にローリング識別子を生成することが
、ストリーミング様暗号化アルゴリズムおよび擬似ランダム関数のうちの少なくとも１つ
を使用して、前記ワイヤレス識別送信機の固有のデバイス識別子と、サーバと共有される
秘密鍵と、カウンタとに基づいて、周期的に前記ローリング識別子を生成することを備え
るように動作を実行するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成される、
［Ｃ２１］に記載のワイヤレス識別送信機。
　　［Ｃ２３］
　前記メッセージは、８０ビット以下のサイズを有する単一のパケットであり、前記秘密
鍵は、１２８ビットである、
［Ｃ２１］に記載のワイヤレス識別送信機。
　　［Ｃ２４］
　前記メッセージは、前記ワイヤレス識別送信機のデバイスタイプ情報と、センサデータ
と、命令とをさらに含む、
［Ｃ２１］に記載のワイヤレス識別送信機。
　　［Ｃ２５］
　前記短距離ワイヤレス送信機は、熱、振動、光、無線信号、およびＢｌｕｅｔｏｏｔｈ
ローエネルギー信号のうちの少なくとも１つを送信する、
［Ｃ２１］に記載のワイヤレス識別送信機。
　　［Ｃ２６］
　前記短距離ワイヤレス送信機は、トランシーバであり、前記プロセッサは、
　起動に応答して、前記短距離ワイヤレストランシーバをアクティブ化することと、
　構成期間の間に設定されるべき構成パラメータを示す構成メッセージをブロードキャス
トすることと、
　前記構成期間の間に構成設定を受信したことに応答して、前記構成パラメータを設定す
ることと
　をさらに備える動作を実行するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成され
る、［Ｃ２１］に記載のワイヤレス識別送信機。
　　［Ｃ２７］
　前記構成期間は、６０秒である、［Ｃ２６］に記載のワイヤレス識別送信機。
　　［Ｃ２８］
　前記構成パラメータは、送信間隔、送信電力、新たなＢｌｕｅｔｏｏｔｈマシンアドレ
スを生成するための第１の間隔、および新たなローリング識別子を生成するための第２の
間隔のうちの少なくとも１つを含む、
［Ｃ２６］に記載のワイヤレス識別送信機。
　　［Ｃ２９］
　前記プロセッサは、
　前記ワイヤレス識別送信機の前記ローリング識別子を含み、近隣デバイスからの入来す
るメッセージを受信する前記ワイヤレス識別送信機の可用性を示す第２のメッセージを、
第１の期間の間、周期的にブロードキャストすることと、
　第２の期間の間に、前記第２のメッセージにおいて示された前記可用性に対応する前記
入来するメッセージを受信することと
　をさらに備える動作を実行するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成され
る、
［Ｃ２１］に記載のワイヤレス識別送信機。
　　［Ｃ３０］
　前記プロセッサは、前記ワイヤレス識別送信機の前記ローリング識別子を含む短距離ワ
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イヤレスメッセージを周期的にブロードキャストすることが、
　第１の期間の間、第１の信号強度で前記メッセージを周期的にブロードキャストするこ
とと、
　第２の期間の間、第２の信号強度で前記メッセージを周期的にブロードキャストするこ
とと
　を備えるように動作を実行するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成され
る、［Ｃ２１］に記載のワイヤレス識別送信機。
　　［Ｃ３１］
　近隣デバイスによる受信のための識別情報を含むメッセージを通信するように構成され
るワイヤレス識別送信機のための動作をプロセッサに実行させるように構成される、プロ
セッサ実行可能ソフトウェア命令を記憶した非一時的プロセッサ可読記憶媒体であって、
前記動作は、
　　前記ワイヤレス識別送信機の固有のデバイス識別子と、サーバと共有される秘密鍵と
、カウンタとに基づいて、周期的にローリング識別子を生成することと、
　　前記ワイヤレス識別送信機の前記ローリング識別子を含む短距離ワイヤレスメッセー
ジを周期的にブロードキャストすることと
を備える、非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ３２］
　前記プロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、前記ワイヤレス識別送信機の固有のデバ
イス識別子と、サーバと共有される秘密鍵と、カウンタとに基づいて、周期的にローリン
グ識別子を生成することが、ストリーミング様暗号化アルゴリズムおよび擬似ランダム関
数のうちの少なくとも１つを使用して、前記ワイヤレス識別送信機の固有のデバイス識別
子と、サーバと共有される秘密鍵と、カウンタとに基づいて、周期的に前記ローリング識
別子を生成することを備えるように動作を前記プロセッサに実行させるように構成される
、
［Ｃ３１］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ３３］
　前記メッセージは、８０ビット以下のサイズを有する単一のパケットであり、前記秘密
鍵は、１２８ビットである、
［Ｃ３１］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ３４］
　前記メッセージは、前記ワイヤレス識別送信機のデバイスタイプ情報と、センサデータ
と、命令とをさらに含む、
［Ｃ３１］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ３５］
　前記メッセージは、熱、振動、光、および無線信号のうちの少なくとも１つを使用して
ブロードキャストされ、前記無線信号がＢｌｕｅｔｏｏｔｈローエネルギーパケットを含
む、
［Ｃ３１］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ３６］
　前記プロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、
　起動に応答して短距離無線をアクティブ化することと、
　構成期間の間に設定されるべき構成パラメータを示す構成メッセージをブロードキャス
トすることと、
　前記構成期間の間に構成設定を受信したことに応答して、前記構成パラメータを設定す
ることと
をさらに備える動作を前記プロセッサに実行させるように構成される、［Ｃ３１］に記載
の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ３７］
　前記構成期間は、６０秒である、［Ｃ３６］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体
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。
　　［Ｃ３８］
　前記構成パラメータは、送信間隔、送信電力、新たなＢｌｕｅｔｏｏｔｈマシンアドレ
スを生成するための第１の間隔、および新たなローリング識別子を生成するための第２の
間隔のうちの少なくとも１つを含む、
［Ｃ３６］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ３９］
　前記プロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、
　前記ワイヤレス識別送信機の前記ローリング識別子を含み、近隣デバイスからの入来す
るメッセージを受信する前記ワイヤレス識別送信機の可用性を示す第２のメッセージを、
第１の期間の間、周期的にブロードキャストすることと、
　第２の期間の間に、前記第２のメッセージにおいて示された前記可用性に対応する前記
入来するメッセージを受信することと
をさらに備える動作を前記プロセッサに実行させるように構成される、［Ｃ３１］に記載
の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ４０］
　前記プロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、前記ワイヤレス識別送信機の前記ローリ
ング識別子を含む短距離ワイヤレスメッセージを周期的にブロードキャストすることが、
　第１の期間の間、第１の信号強度で前記メッセージを周期的にブロードキャストするこ
とと、
　第２の期間の間、第２の信号強度で前記メッセージを周期的にブロードキャストするこ
とと
を備えるように前記プロセッサに動作を実行させるように構成される、［Ｃ３１］に記載
の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ４１］
　近隣ワイヤレス識別送信機に対応する識別情報を含むメッセージを受信し中継する近接
ブロードキャスト受信機のための方法であって、
　近接の範囲内のワイヤレス識別送信機からローリング識別子を含む短距離ワイヤレスブ
ロードキャストメッセージを受信することと、
　前記受信したブロードキャストメッセージに応答してサイティングメッセージを生成す
ることと、ここで、前記サイティングメッセージは、前記ローリング識別子および関連す
るデータを含む、
　長距離通信を介して前記サイティングメッセージをサーバに送信することと
を備える、方法。
　　［Ｃ４２］
　前記関連するデータは、前記近接ブロードキャスト受信機に対応する識別情報、前記サ
イティングメッセージが警告または登録されたサービスに関するかどうか、前記近接ブロ
ードキャスト受信機で実行されるソフトウェアまたはアプリケーションに関する情報、位
置情報、ある場所中の既知のエリアに関する近接情報、およびタイムスタンプデータのう
ちの少なくとも１つを含む、
［Ｃ４１］に記載の方法。
　　［Ｃ４３］
　前記関連するデータは、前記近接ブロードキャスト受信機の前記識別情報を確認する認
証情報をさらに含む、
［Ｃ４２］に記載の方法。
　　［Ｃ４４］
　前記受信されたブロードキャストメッセージにおいて示されるＢｌｕｅｔｏｏｔｈマシ
ンアドレスと、前記近接ブロードキャスト受信機上の記憶されたリストとに基づいて、前
記受信されたブロードキャストメッセージがすでに受信されているかどうかを判定するこ
とをさらに備え、
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　前記受信されたブロードキャストメッセージがまだ受信されていない場合、前記サイテ
ィングメッセージは、生成される、
［Ｃ４１］に記載の方法。
　　［Ｃ４５］
　前記受信されたブロードキャストメッセージが前記ワイヤレス識別送信機の構成パラメ
ータを含むと判定したことに応答して、構成設定を含むメッセージを送信することをさら
に備え、前記構成設定は、送信間隔、送信電力、新たなＢｌｕｅｔｏｏｔｈマシンアドレ
スを生成するための第２の間隔、および新たなローリング識別子を生成するための第３の
間隔のうちの少なくとも１つを含む、
［Ｃ４１］に記載の方法。
　　［Ｃ４６］
　前記受信されたブロードキャストメッセージがある動作に対応する情報を含むと前記近
接ブロードキャスト受信機が判定する場合、前記動作を実行することをさらに備え、前記
動作は、メッセージをサーバに送信すること、第２のメッセージをユーザデバイスに送信
すること、ソーシャルネットワーキングページにアクセスすること、ウェブページにアク
セスすること、および業者に関する情報を表示することのうちの少なくとも１つを含む、
［Ｃ４１］に記載の方法。
　　［Ｃ４７］
　ターゲット識別子と探索セクタとを示す警告メッセージを前記サーバから受信すること
と、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記探索セクタ内に位置するかどうか判定すること
と、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記探索セクタ内にない場合、前記ローリング識別
子のログを取得することと、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記探索セクタ内に位置する場合、前記ターゲット
識別子が前記ローリング識別子に対応するかどうか判定することと
　をさらに備え、
　長距離通信を介して前記サイティングメッセージを送信することは、前記近接ブロード
キャスト受信機が前記探索セクタ内に位置し前記ローリング識別子が前記ターゲット識別
子に対応する場合に、前記長距離通信を介して前記サイティングメッセージを送信するこ
とを備える、
［Ｃ４１］に記載の方法。
　　［Ｃ４８］
　サーバから受信された関心のある識別子のリストを記憶することと、
　前記受信されたブロードキャストメッセージの前記ローリング識別子は、前記関心のあ
るリストによって示されるかどうかを判定することと、
　前記ローリング識別子が前記関心のあるリストによって示されると判定したことに応答
して、前記近接ブロードキャスト受信機上で実行されるアプリケーションに情報を提供す
ることと
をさらに備える、［Ｃ４１］に記載の方法。
　　［Ｃ４９］
　前記ローリング識別子が前記関心のあるリストによって示されると判定したことに応答
して、前記ワイヤレス識別送信機が前記近接ブロードキャスト受信機の近接の範囲内にあ
ると告知することと、
　前記ワイヤレス識別送信機から受信されるべき後続のブロードキャストメッセージをリ
ッスンすることと、
　前記ワイヤレス識別送信機から前記後続のブロードキャストメッセージを受信しないこ
とに応答して、前記ワイヤレス識別送信機がもはや前記近接ブロードキャスト受信機の近
接の範囲内にないと告知することと
をさらに備える、［Ｃ４８］に記載の方法。
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　　［Ｃ５０］
　長距離通信を介して前記サイティングメッセージを前記サーバに送信することは、
　前記ローリング識別子に関する警告を受信すること、前記近接ブロードキャスト受信機
が前記受信されたブロードキャストメッセージ内の前記識別情報を検出することが可能で
はないこと、別のメッセージを送信すること、および、前記受信されたブロードキャスト
メッセージと関連付けられるタイマーの満了のうちの少なくとも１つに応答して、前記長
距離通信を介して前記サイティングメッセージを前記サーバに送信することを備える、
［Ｃ４１］に記載の方法。
　　［Ｃ５１］
　前記ワイヤレス識別送信機からメッセージのシーケンスを受信することと、ここで、前
記シーケンスは、前記受信されたブロードキャストメッセージを含む、
　前記シーケンスにおける前記メッセージの信号強度に基づいて、前記シーケンスがメッ
セージを欠いているかどうかを判定することと
　をさらに備え、
　前記サイティングメッセージは、前記シーケンスが前記メッセージを欠いていると判定
される場合、前記近接ブロードキャスト受信機が前記ワイヤレス識別送信機から遠いこと
を示し、
　前記サイティングメッセージは、前記シーケンスが前記メッセージを欠いていないと判
定される場合、前記近接ブロードキャスト受信機が前記ワイヤレス識別送信機に近いこと
を示す、
［Ｃ４１］に記載の方法。
　　［Ｃ５２］
　前記ワイヤレス識別送信機からメッセージのシーケンスを受信することと、ここで、前
記シーケンスは、前記受信されたブロードキャストメッセージを含む、
　前記シーケンスにおける前記メッセージの信号強度に基づいて、前記シーケンスがメッ
セージを欠いているかどうかを判定することと、
　前記シーケンスが前記メッセージを欠いていないと判定される場合、前記近接ブロード
キャスト受信機が前記ワイヤレス識別送信機の制御下にあると判定することと、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記ワイヤレス識別送信機の制御下にあると判定さ
れる場合、メッセージの前記受信されたシーケンスを処理することと
をさらに備える、［Ｃ４１］に記載の方法。
　　［Ｃ５３］
　前記ワイヤレス識別送信機の監督権の変更を示すユーザ入力を受信したことに応答して
、前記ワイヤレス識別送信機の制御権の喪失を告知することをさらに備える、
［Ｃ５２］に記載の方法。
　　［Ｃ５４］
　前記ローリング識別子に基づいて、前記受信されたブロードキャストメッセージが冗長
かどうかを判定することと、
　前記受信されたブロードキャストメッセージが冗長ではないと判定される場合、前記受
信されたブロードキャストメッセージによって示される第１のホップカウントがホップ閾
値を超えるかどうかを判定することと、
　前記第１のホップカウントが前記ホップ閾値を超えない場合、前記近接ブロードキャス
ト受信機による前記受信されたブロードキャストメッセージの受信を示す第２のホップカ
ウントを含めるように、前記受信されたブロードキャストメッセージを修正することと、
　短距離ワイヤレス送信を介して前記修正されたメッセージをブロードキャストすること
と
をさらに備える、［Ｃ４１］に記載の方法。
　　［Ｃ５５］
　近隣ワイヤレス識別送信機に対応する識別情報を含むメッセージを受信し中継するよう
に構成される近接ブロードキャスト受信機であって、
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　近接の範囲内のワイヤレス識別送信機からローリング識別子を含む短距離ワイヤレスブ
ロードキャストメッセージを受信するための手段と、
　前記受信されたブロードキャストメッセージに応答してサイティングメッセージを生成
するための手段と、ここで、前記サイティングメッセージは、前記ローリング識別子と関
連するデータとを含む、
　長距離通信を介して前記サイティングメッセージをサーバに送信するための手段と
を備える、近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ５６］
　前記関連するデータは、前記近接ブロードキャスト受信機に対応する識別情報、前記サ
イティングメッセージが警告または登録されたサービスに関するかどうか、前記近接ブロ
ードキャスト受信機で実行されるソフトウェアまたはアプリケーションに関する情報、位
置情報、ある場所の中の既知のエリアに関する近接情報、およびタイムスタンプデータの
うちの少なくとも１つを含む、［Ｃ５５］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ５７］
　前記関連するデータは、前記近接ブロードキャスト受信機の前記識別情報を確認する認
証情報をさらに含む、
［Ｃ５６］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ５８］
　前記受信されたブロードキャストメッセージにおいて示されるＢｌｕｅｔｏｏｔｈマシ
ンアドレスと、前記近接ブロードキャスト受信機上の記憶されたリストとに基づいて、前
記受信されたブロードキャストメッセージがすでに受信されているかどうかを判定するた
めの手段をさらに備え、
　前記受信されたブロードキャストメッセージがまだ受信されていない場合、前記サイテ
ィングメッセージが生成される、
［Ｃ５５］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ５９］
　前記受信されたブロードキャストメッセージが前記ワイヤレス識別送信機の構成パラメ
ータを含むと判定したことに応答して、構成設定を含むメッセージを送信するための手段
をさらに備え、前記構成設定は、送信間隔、送信電力、新たなＢｌｕｅｔｏｏｔｈマシン
アドレスを生成するための第２の間隔、および新たなローリング識別子を生成するための
第３の間隔のうちの少なくとも１つを含む、
［Ｃ５５］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ６０］
　前記受信されたブロードキャストメッセージがある動作に対応する情報を含むと前記近
接ブロードキャスト受信機が判定する場合、前記動作を実行するための手段をさらに備え
、前記動作は、メッセージをサーバに送信すること、第２のメッセージをユーザデバイス
に送信すること、ソーシャルネットワーキングページにアクセスすること、ウェブページ
にアクセスすること、および業者に関する情報を表示することのうちの少なくとも１つを
含む、
［Ｃ５５］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ６１］
　ターゲット識別子と探索セクタとを示す警告メッセージをサーバから受信するための手
段と、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記探索セクタ内に位置するかどうか判定するため
の手段と、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記探索セクタ内にない場合、前記ローリング識別
子のログを取得するための手段と、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記探索セクタ内に位置する場合、前記ターゲット
識別子が前記ローリング識別子に対応するかどうか判定するための手段と
　をさらに備え、
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　長距離通信を介して前記サイティングメッセージを送信するための手段は、前記近接ブ
ロードキャスト受信機が前記探索セクタ内に位置し前記ローリング識別子が前記ターゲッ
ト識別子に対応する場合に、前記長距離通信を介して前記サイティングメッセージを送信
するための手段を備える、
［Ｃ５５］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ６２］
　サーバから受信された関心のある識別子のリストを記憶するための手段と、
　前記受信されたブロードキャストメッセージの前記ローリング識別子が前記関心のある
リストによって示されるかどうかを判定するための手段と、
　前記ローリング識別子が前記関心のあるリストによって示されると判定したことに応答
して、前記近接ブロードキャスト受信機上で実行されるアプリケーションに情報を提供す
るための手段と
をさらに備える、［Ｃ５５］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ６３］
　前記ローリング識別子が前記関心のあるリストによって示されると判定したことに応答
して、前記ワイヤレス識別送信機が前記近接ブロードキャスト受信機の近接の範囲内にあ
ると告知するための手段と、
　前記ワイヤレス識別送信機から受信されるべき後続のブロードキャストメッセージをリ
ッスンするための手段と、
　前記ワイヤレス識別送信機から後続のブロードキャストメッセージを受信しなかったこ
とに応答して、前記ワイヤレス識別送信機がもはや前記近接ブロードキャスト受信機の近
接の範囲内にないと告知するための手段と
をさらに備える、［Ｃ６２］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ６４］
　長距離通信を介して前記サイティングメッセージを送信するための手段は、
　前記ローリング識別子に関する警告を受信すること、前記近接ブロードキャスト受信機
が前記受信されたブロードキャストメッセージ内の前記識別情報を検出することが可能で
はないこと、別のメッセージを送信すること、および、前記受信されたブロードキャスト
メッセージと関連付けられるタイマーの満了のうちの少なくとも１つに応答して、前記長
距離通信を介して前記サイティングメッセージを送信するための手段を備える、
［Ｃ５５］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ６５］
　前記ワイヤレス識別送信機からメッセージのシーケンスを受信するための手段と、ここ
で、前記シーケンスは、前記受信されたブロードキャストメッセージを含む、
　前記シーケンスにおける前記メッセージの信号強度に基づいて、前記シーケンスがメッ
セージを欠いているかどうかを判定するための手段と
　をさらに備え、
　前記シーケンスが前記メッセージを欠いていると判定される場合、前記近接ブロードキ
ャスト受信機が前記ワイヤレス識別送信機から遠いことを前記サイティングメッセージが
示し、
　前記シーケンスが前記メッセージを欠いていないと判定される場合、前記近接ブロード
キャスト受信機が前記ワイヤレス識別送信機に近いことを前記サイティングメッセージが
示す、
［Ｃ５５］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ６６］
　前記ワイヤレス識別送信機からメッセージのシーケンスを受信するための手段と、ここ
で、前記シーケンスは、前記受信されたブロードキャストメッセージを含む、
　前記シーケンスにおける前記メッセージの信号強度に基づいて、前記シーケンスがメッ
セージを欠いているかどうかを判定するための手段と、
　前記シーケンスが前記メッセージを欠いていないと判定される場合、前記近接ブロード
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キャスト受信機が前記ワイヤレス識別送信機の制御下にあると判定するための手段と、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記ワイヤレス識別送信機の制御下にあると判定さ
れる場合、メッセージの前記受信されたシーケンスを処理するための手段と
　をさらに備える、［Ｃ５５］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ６７］
　前記ワイヤレス識別送信機の監督権の変更を示すユーザ入力を受信したことに応答して
、前記ワイヤレス識別送信機の制御権の喪失を告知するための手段をさらに備える、
［Ｃ６６］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ６８］
　前記ローリング識別子に基づいて、前記受信されたブロードキャストメッセージが冗長
かどうかを判定するための手段と、
　前記受信されたブロードキャストメッセージが冗長ではないと判定される場合、前記受
信されたブロードキャストメッセージによって示される第１のホップカウントがホップ閾
値を超えるかどうかを判定するための手段と、
　前記第１のホップカウントが前記ホップ閾値を超えない場合、前記近接ブロードキャス
ト受信機による前記受信されたブロードキャストメッセージの受信を示す第２のホップカ
ウントを含めるように、前記受信されたブロードキャストメッセージを修正するための手
段と、
　短距離ワイヤレス送信を介して前記修正されたメッセージをブロードキャストするため
の手段と
をさらに備える、［Ｃ５５］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ６９］
　近隣ワイヤレス識別送信機に対応する識別情報を含むメッセージを受信し中継するよう
に構成される近接ブロードキャスト受信機であって、
　メモリと、
　ワイヤレス識別送信機と短距離ワイヤレス信号を交換するように構成されるトランシー
バと、
　サーバと信号を交換するように構成されるネットワークデバイスと、
　前記メモリ、前記トランシーバ、および前記ネットワークデバイスに結合されるプロセ
ッサと
　を備え、前記プロセッサは、
　　近接の範囲内の前記ワイヤレス識別送信機からローリング識別子を含む短距離ワイヤ
レスブロードキャストメッセージを受信することと、
　　前記受信されたブロードキャストメッセージに応答してサイティングメッセージを生
成することと、ここで、前記サイティングメッセージは、前記ローリング識別子と関連す
るデータとを含む、
　　長距離通信を介して前記サイティングメッセージをサーバに送信することと
を備える動作を実行するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成される、近接
ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ７０］
　前記関連するデータは、前記近接ブロードキャスト受信機に対応する識別情報、前記サ
イティングメッセージが警告または登録されたサービスに関するかどうか、前記近接ブロ
ードキャスト受信機で実行されるソフトウェアまたはアプリケーションに関する情報、位
置情報、ある場所の中の既知のエリアに関する近接情報、およびタイムスタンプデータの
うちの少なくとも１つを含む、
［Ｃ６９］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ７１］
　前記関連するデータは、前記近接ブロードキャスト受信機の前記識別情報を確認する認
証情報をさらに含む、
［Ｃ７０］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
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　　［Ｃ７２］
　前記プロセッサは、
　前記受信されたブロードキャストメッセージにおいて示されるＢｌｕｅｔｏｏｔｈマシ
ンアドレスと、前記近接ブロードキャスト受信機上の記憶されたリストとに基づいて、前
記受信されたブロードキャストメッセージがすでに受信されているかどうかを判定するこ
とをさらに備える動作を実行するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成され
、
　前記受信されたブロードキャストメッセージがまだ受信されていない場合、前記サイテ
ィングメッセージが生成される、
［Ｃ６９］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ７３］
　前記プロセッサは、前記受信されたブロードキャストメッセージが前記ワイヤレス識別
送信機の構成パラメータを含むと判定したことに応答して、構成設定を含むメッセージを
送信することをさらに備える動作を実行するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令ととも
に構成され、前記構成設定は、送信間隔、送信電力、新たなＢｌｕｅｔｏｏｔｈマシンア
ドレスを生成するための第２の間隔、および新たなローリング識別子を生成するための第
３の間隔のうちの少なくとも１つを含む、
［Ｃ６９］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ７４］
　前記プロセッサは、
　前記受信されたブロードキャストメッセージがある動作に対応する情報を含むと前記近
接ブロードキャスト受信機が判定する場合、前記動作を実行することをさらに備える動作
を実行するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成され、前記動作は、メッセ
ージを前記サーバに送信すること、第２のメッセージをユーザデバイスに送信すること、
ソーシャルネットワーキングページにアクセスすること、ウェブページにアクセスするこ
と、および業者に関する情報を表示することのうちの少なくとも１つを含む、
［Ｃ６９］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ７５］
　前記プロセッサは、
　ターゲット識別子と探索セクタとを示す警告メッセージを前記サーバから受信すること
と、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記探索セクタ内に位置するかどうか判定すること
と、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記探索セクタ内にない場合、前記ローリング識別
子のログを取得することと、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記探索セクタ内に位置する場合、前記ターゲット
識別子が前記ローリング識別子に対応するかどうか判定することと
　をさらに備える動作を実行するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令ととも構成され、
　前記プロセッサは、前記近接ブロードキャスト受信機が前記探索セクタ内に位置し、前
記ローリング識別子が前記ターゲット識別子に対応する場合に、長距離通信を介して前記
サイティングメッセージを送信することが、前記長距離通信を介して前記サイティングメ
ッセージを送信することを備えるように動作を実行するプロセッサ実行可能ソフトウェア
命令とともに構成される、
［Ｃ６９］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ７６］
　前記プロセッサは、
　前記サーバから受信された関心のある識別子のリストを記憶することと、
　前記受信されたブロードキャストメッセージの前記ローリング識別子が前記関心のある
リストによって示されるかどうかを判定することと、
　前記ローリング識別子が前記関心のあるリストによって示されると判定したことに応答
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して、前記近接ブロードキャスト受信機上で実行されるアプリケーションに情報を提供す
ることと
をさらに備える動作を実行するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成される
、
［Ｃ６９］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ７７］
　前記プロセッサは、
　前記ローリング識別子が前記関心のあるリストによって示されると判定したことに応答
して、前記ワイヤレス識別送信機が前記近接ブロードキャスト受信機の近接の範囲内にあ
ると告知することと、
　前記ワイヤレス識別送信機から受信されるべき後続のブロードキャストメッセージをリ
ッスンすることと、
　前記ワイヤレス識別送信機から後続のブロードキャストメッセージを受信しなかったこ
とに応答して、前記ワイヤレス識別送信機がもはや前記近接ブロードキャスト受信機の近
接の範囲内にないと告知することと
をさらに備える動作を実行するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成される
、
［Ｃ７６］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ７８］
　前記プロセッサは、長距離通信を介して前記サイティングメッセージを送信することが
、
　前記ローリング識別子に関する警告を受信すること、前記近接ブロードキャスト受信機
が前記受信されたブロードキャストメッセージ内の前記識別情報を検出することが可能で
はないこと、別のメッセージを送信すること、および、前記受信されたブロードキャスト
メッセージと関連付けられるタイマーの満了のうちの少なくとも１つに応答して、前記長
距離通信を介して前記サイティングメッセージを送信することを備えるように動作を実行
するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成される、
［Ｃ６９］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ７９］
　前記プロセッサは、
　前記ワイヤレス識別送信機からメッセージのシーケンスを受信することと、ここで、前
記シーケンスは、前記受信されたブロードキャストメッセージを含む、
　前記シーケンスにおける前記メッセージの信号強度に基づいて、前記シーケンスがメッ
セージを欠いているかどうかを判定することと
をさらに備える動作を実行するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成され、
　前記サイティングメッセージは、前記シーケンスが前記メッセージを欠いていると判定
される場合、前記近接ブロードキャスト受信機が前記ワイヤレス識別送信機から遠いこと
を示し、
　前記サイティングメッセージは、前記シーケンスが前記メッセージを欠いていないと判
定される場合、前記近接ブロードキャスト受信機が前記ワイヤレス識別送信機に近いこと
を示す、
［Ｃ６９］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ８０］
　前記プロセッサは、
　前記ワイヤレス識別送信機からメッセージのシーケンスを受信することと、ここで、前
記シーケンスが前記受信されたブロードキャストメッセージを含む、
　前記シーケンスにおける前記メッセージの信号強度に基づいて、前記シーケンスがメッ
セージを欠いているかどうかを判定することと、
　前記シーケンスが前記メッセージを欠いていないと判定される場合、前記近接ブロード
キャスト受信機が前記ワイヤレス識別送信機の制御下にあると判定することと、
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　前記近接ブロードキャスト受信機が前記ワイヤレス識別送信機の制御下にあると判定さ
れる場合、メッセージの前記受信されたシーケンスを処理することと
をさらに備える動作を実行するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成される
、
［Ｃ６９］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ８１］
　前記プロセッサは、前記ワイヤレス識別送信機の監督権の変更を示すユーザ入力を受信
したことに応答して、前記ワイヤレス識別送信機の制御権の喪失を告知することをさらに
備える動作を実行するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成される、
［Ｃ８０］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ８２］
　前記プロセッサは、
　前記ローリング識別子に基づいて、前記受信されたブロードキャストメッセージが冗長
かどうかを判定することと、
　前記受信されたブロードキャストメッセージが冗長ではないと判定される場合、前記受
信されたブロードキャストメッセージによって示される第１のホップカウントがホップ閾
値を超えるかどうかを判定することと、
　前記第１のホップカウントが前記ホップ閾値を超えない場合、前記近接ブロードキャス
ト受信機による前記受信されたブロードキャストメッセージの受信を示す第２のホップカ
ウントを含めるように、前記受信されたブロードキャストメッセージを修正することと、
　短距離ワイヤレス送信を介して前記修正されたメッセージをブロードキャストすること
と
をさらに備える動作を実行するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成される
、
［Ｃ６９］に記載の近接ブロードキャスト受信機。
　　［Ｃ８３］
　近隣ワイヤレス識別送信機に対応する識別情報を含むメッセージを近接ブロードキャス
ト受信機が受信し中継するための動作をプロセッサに実行させるように構成される、プロ
セッサ実行可能ソフトウェア命令を記憶した非一時的プロセッサ可読記憶媒体であって、
前記動作は、
　　近接の範囲内のワイヤレス識別送信機からローリング識別子を含む短距離ワイヤレス
ブロードキャストメッセージを受信することと、
　　前記受信されたブロードキャストメッセージに応答してサイティングメッセージを生
成することと、ここで、前記サイティングメッセージは、前記ローリング識別子と関連す
るデータとを含む、
　　長距離通信を介して前記サイティングメッセージを送信することと
を備える、非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ８４］
　前記関連するデータは、前記近接ブロードキャスト受信機に対応する識別情報、前記サ
イティングメッセージが警告または登録されたサービスに関するかどうか、前記近接ブロ
ードキャスト受信機で実行されるソフトウェアまたはアプリケーションに関する情報、位
置情報、ある場所の中の既知のエリアに関する近接情報、およびタイムスタンプデータの
うちの少なくとも１つを含む、
［Ｃ８３］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ８５］
　前記関連するデータは、前記近接ブロードキャスト受信機の前記識別情報を確認する認
証情報をさらに含む、
［Ｃ８４］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ８６］
　前記プロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、前記プロセッサに、
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　前記受信されたブロードキャストメッセージにおいて示されるＢｌｕｅｔｏｏｔｈマシ
ンアドレスと、前記近接ブロードキャスト受信機上の記憶されたリストとに基づいて、前
記受信されたブロードキャストメッセージがすでに受信されているかどうかを判定するこ
とをさらに備える動作を実行させるように構成され、
　前記受信されたブロードキャストメッセージがまだ受信されていない場合、前記サイテ
ィングメッセージが生成される、
［Ｃ８３］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ８７］
　前記プロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、前記受信されたブロードキャストメッセ
ージが前記ワイヤレス識別送信機の構成パラメータを含むと判定したことに応答して、構
成設定を含むメッセージを送信することをさらに備える動作を前記プロセッサに実行させ
るように構成され、前記構成設定は、送信間隔、送信電力、新たなＢｌｕｅｔｏｏｔｈマ
シンアドレスを生成するための第２の間隔、および新たなローリング識別子を生成するた
めの第３の間隔のうちの少なくとも１つを含む、
［Ｃ８３］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ８８］
　前記プロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、
　前記受信されたブロードキャストメッセージが前記ある動作に対応する情報を含むと前
記近接ブロードキャスト受信機が判定する場合、前記動作を実行することをさらに備える
動作を前記プロセッサに実行させるように構成され、前記動作は、メッセージをサーバに
送信すること、第２のメッセージをユーザデバイスに送信すること、ソーシャルネットワ
ーキングページにアクセスすること、ウェブページにアクセスすること、および業者に関
する情報を表示することのうちの少なくとも１つを含む、
［Ｃ８３］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ８９］
　前記プロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、
　ターゲット識別子と探索セクタとを示す警告メッセージをサーバから受信することと、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記探索セクタ内に位置するかどうか判定すること
と、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記探索セクタ内にない場合、前記ローリング識別
子のログを取得することと、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記探索セクタ内に位置する場合、前記ターゲット
識別子が前記ローリング識別子に対応するかどうか判定することと
　をさらに備える動作を前記プロセッサに実行させるように構成され、
　前記プロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、前記近接ブロードキャスト受信機が前記
探索セクタ内に位置し前記ローリング識別子が前記ターゲット識別子に対応する場合に、
長距離通信を介して前記サイティングメッセージを送信することが、前記長距離通信を介
して前記サイティングメッセージを送信することを備えるように、動作を前記プロセッサ
に実行させるように構成される、
［Ｃ８３］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ９０］
　前記プロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、
　サーバから受信された関心のある識別子のリストを記憶することと、
　前記受信されたブロードキャストメッセージの前記ローリング識別子が前記関心のある
リストによって示されるかどうかを判定することと、
　前記ローリング識別子が前記関心のあるリストによって示されると判定したことに応答
して、前記近接ブロードキャスト受信機上で実行されるアプリケーションに情報を提供す
ることと
をさらに備える動作を前記プロセッサに実行させるように構成される、［Ｃ８３］に記載
の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
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　　［Ｃ９１］
　前記プロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、
　前記ローリング識別子が前記関心のあるリストによって示されると判定したことに応答
して、前記ワイヤレス識別送信機が前記近接ブロードキャスト受信機の近接の範囲内にあ
ると告知することと、
　前記ワイヤレス識別送信機から受信されるべき後続のブロードキャストメッセージをリ
ッスンすることと、
　前記ワイヤレス識別送信機から後続のブロードキャストメッセージを受信しなかったこ
とに応答して、前記ワイヤレス識別送信機がもはや前記近接ブロードキャスト受信機の近
接の範囲内にないと告知することと
をさらに備える動作を前記プロセッサに実行させるように構成される、［Ｃ９０］に記載
の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ９２］
　前記プロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、長距離通信を介して前記サイティングメ
ッセージを送信することが、
　前記ローリング識別子に関する警告を受信したこと、前記近接ブロードキャスト受信機
が前記受信されたブロードキャストメッセージ内の前記識別情報を検出することが可能で
はないこと、別のメッセージを送信すること、および、前記受信されたブロードキャスト
メッセージと関連付けられるタイマーの満了のうちの少なくとも１つに応答して、前記長
距離通信を介して前記サイティングメッセージを送信することを備えるように、動作を前
記プロセッサに実行させるように構成される、
［Ｃ８３］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ９３］
　前記プロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、
　前記ワイヤレス識別送信機からメッセージのシーケンスを受信することと、ここで、前
記シーケンスは、前記受信されたブロードキャストメッセージを含む、
　前記シーケンスにおける前記メッセージの信号強度に基づいて、前記シーケンスがメッ
セージを欠いているかどうかを判定することと
をさらに備える動作を前記プロセッサに実行させるように構成され、
　前記サイティングメッセージは、前記シーケンスが前記メッセージを欠いていると判定
される場合、前記近接ブロードキャスト受信機が前記ワイヤレス識別送信機から遠いこと
を示し、
　前記サイティングメッセージは、前記シーケンスが前記メッセージを欠いていないと判
定される場合、前記近接ブロードキャスト受信機が前記ワイヤレス識別送信機に近いこと
を示す、
［Ｃ８３］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ９４］
　前記プロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、
　前記ワイヤレス識別送信機からメッセージのシーケンスを受信することと、ここで、前
記シーケンスが前記受信されたブロードキャストメッセージを含む、
　前記シーケンスにおける前記メッセージの信号強度に基づいて、前記シーケンスがメッ
セージを欠いているかどうかを判定することと、
　前記シーケンスが前記メッセージを欠いていないと判定される場合、前記近接ブロード
キャスト受信機が前記ワイヤレス識別送信機の制御下にあると判定することと、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記ワイヤレス識別送信機の制御下にあると判定さ
れる場合、メッセージの前記受信されたシーケンスを処理することと
　をさらに備える動作を前記プロセッサに実行させるように構成される、
［Ｃ８３］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ９５］
　前記プロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、前記ワイヤレス識別送信機の監督権の変
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更を示すユーザ入力を受信したことに応答して、前記ワイヤレス識別送信機の制御権の喪
失を告知することをさらに備える動作を前記プロセッサに実行させるように構成される、
［Ｃ９４］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ９６］
　前記プロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、
　前記ローリング識別子に基づいて、前記受信されたブロードキャストメッセージが冗長
かどうかを判定することと、
　前記受信されたブロードキャストメッセージが冗長ではないと判定される場合、前記受
信されたブロードキャストメッセージによって示される第１のホップカウントがホップ閾
値を超えるかどうかを判定することと、
　前記第１のホップカウントが前記ホップ閾値を超えない場合、前記近接ブロードキャス
ト受信機による前記受信されたブロードキャストメッセージの受信を示す第２のホップカ
ウントを含めるように、前記受信されたブロードキャストメッセージを修正することと、
　短距離ワイヤレス送信を介して前記修正されたメッセージをブロードキャストすること
と
をさらに備える動作を前記プロセッサに実行させるように構成される、［Ｃ８３］に記載
の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ９７］
　近接にある場合に短距離ワイヤレス送信を交換するデバイスのシステムとサーバが通信
するための方法であって、
　ローリング識別子と関連するデータとを含むサイティングメッセージを受信することと
、
　前記ローリング識別子が、あるアルゴリズムとワイヤレス識別送信機と共有される情報
とを使用して計算される情報と一致するかどうかを判定することと、
　前記ローリング識別子が前記アルゴリズムと前記ワイヤレス識別送信機と共有される情
報とを使用して計算される情報と一致する場合、前記ローリング識別子を前記ワイヤレス
識別送信機と関連付けることと、
　前記ワイヤレス識別送信機に関連して、前記サイティングメッセージからのデータを記
憶することと、
　前記サイティングメッセージを受信したことに応答して動作を実行することと
を備える、方法。
　　［Ｃ９８］
　前記ワイヤレス識別送信機と共有される前記アルゴリズムは、ストリーミング様暗号化
アルゴリズムおよび擬似ランダム関数のうちの少なくとも１つであり、前記ワイヤレス識
別送信機と共有される情報は、少なくとも前記ワイヤレス識別送信機のデバイス識別子お
よび共有される秘密鍵である、
［Ｃ９７］に記載の方法。
　　［Ｃ９９］
　前記ローリング識別子を前記ワイヤレス識別送信機と関連付けることは、
　前記ワイヤレス識別送信機に関する登録情報を受信することと、
　前記ローリング識別子を前記受信された登録情報と関連付けることと
を備える、［Ｃ９７］に記載の方法。
　　［Ｃ１００］
　前記関連するデータに基づいて前記受信されたサイティングメッセージを認証すること
をさらに備え、前記関連するデータは、少なくとも近接ブロードキャスト受信機に関する
識別情報と認証情報とを含む、
［Ｃ９７］に記載の方法。
　　［Ｃ１０１］
　前記サイティングメッセージを受信したことに応答して動作を実行することは、
　前記ワイヤレス識別送信機に関連して前記サーバに記憶された許可情報に基づいて、前
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記受信されたサイティングメッセージに関する情報を含むメッセージを受信者が受信する
ことを許可されるかどうかを判定することと、
　前記受信者が前記許可情報に基づいて許可されると判定される場合、前記メッセージを
前記受信者に送信することと
を備える、［Ｃ９７］に記載の方法。
　　［Ｃ１０２］
　前記受信者は、ユーザのモバイルデバイス、近接ブロードキャスト受信機、登録された
サービス、第三者、およびモバイルデバイス上で実行されるアプリのうちの少なくとも１
つである、
［Ｃ１０１］に記載の方法。
　　［Ｃ１０３］
　前記メッセージは、前記サイティングメッセージに関する記憶された許可に基づいて、
一般的なデータ、識別データ、および構成情報のうちの少なくとも１つを含み得る、
［Ｃ１０１］に記載の方法。
　　［Ｃ１０４］
　前記構成情報は、前記ワイヤレス識別送信機と関連付けられるユーザの選好に対応する
ように装置を構成するために使用され得る情報、デバイス上の機能をデアクティブ化する
ソフトウェア命令、および前記デバイス上の機能をアクティブ化するソフトウェア命令の
うちの少なくとも１つを含む、
［Ｃ１０３］に記載の方法。
　　［Ｃ１０５］
　前記受信者の場合、前記メッセージを前記受信者に送信することは、
　ある期間にわたって受信される複数のサイティングメッセージからの情報を表すデータ
を集約することと、ここで、前記期間は、ある時間の長さと、ある数の受信されたサイテ
ィングメッセージとのうちの少なくとも１つによって定義される、
　前記集約されたデータを含む前記メッセージを前記受信者に送信することと
を備える、
［Ｃ１０１］に記載の方法。
　　［Ｃ１０６］
　ターゲットワイヤレス識別送信機の位置に対する要求を受信することと、
　前記ターゲットワイヤレス識別送信機のために探索されるべき第１のセクタを識別する
ことと、
　前記識別された第１のセクタに基づいて、探索をアクティブ化し前記ターゲットワイヤ
レス識別送信機を示す第１の警告メッセージを送信することと
をさらに備える、
［Ｃ９７］に記載の方法。
　　［Ｃ１０７］
　第２のセクタ内での前記探索をアクティブ化する第２の警告メッセージを送信すること
をさらに備え、前記第２のセクタは、前記第１のセクタと異なる、
［Ｃ１０６］に記載の方法。
　　［Ｃ１０８］
　前記ワイヤレス識別送信機に対応する複数のサイティングメッセージを受信することと
、
　前記複数のサイティングメッセージ内で示される情報に基づいて、前記複数のサイティ
ングメッセージのいずれかが同時発生するかどうかを判定することと、ここで、前記複数
のサイティングメッセージ内で示される前記情報は、タイムスタンプ情報と、近接ブロー
ドキャスト受信機の識別情報とのうちの少なくとも１つを含む、
　同時発生すると判定されたサイティングメッセージ内で示される位置情報と、既知の送
信範囲情報とに基づいて、重複領域を計算することと、
　前記重複領域を前記ワイヤレス識別送信機と関連付けることと
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をさらに備える、
［Ｃ９７］に記載の方法。
　　［Ｃ１０９］
　前記ワイヤレス識別送信機に対応する複数のサイティングメッセージを受信することと
、
　前記複数のサイティングメッセージ内で示される情報に基づいて、前記複数のサイティ
ングメッセージのいずれかが同時発生するかどうかを判定することと、ここで、前記複数
のサイティングメッセージ内で示される前記情報は、タイムスタンプ情報と、近接ブロー
ドキャスト受信機の識別情報とのうちの少なくとも１つを含む、
　前記複数のサイティングメッセージ内のサイティングメッセージが同時発生すると判定
される場合、信号電力レベルと、前記同時発生するサイティングメッセージ内で示される
位置情報とに基づいて、前記ワイヤレス識別送信機のより精度の高い位置を計算すること
と、
　前記より精度の高い位置を前記ワイヤレス識別送信機と関連付けることと
をさらに備える、［Ｃ９７］に記載の方法。
　　［Ｃ１１０］
　複数の近接ブロードキャスト受信機にピングメッセージを送信することと、
　前記複数の近接ブロードキャスト受信機からピング応答を受信することと、
　前記受信されたピング応答および受信されたサイティングメッセージのうちの少なくと
も１つに基づいて、定義されたエリア中のデバイスの数を計算することと、ここで、前記
定義されたエリアは、固定式の仮想フェンスおよびモバイルの仮想フェンスの１つである
、
　デバイスの前記計算された数が事前に定義された閾値を超える場合、前記定義されたエ
リアに対する追跡構成をアクティブ化することと
をさらに備える、［Ｃ９７］に記載の方法。
　　［Ｃ１１１］
　前記メッセージを前記受信者に送信することは、前記サイティングメッセージ内で識別
されるコンテンツへのリンクを送信することを備え、前記リンクは、ウェブサイトのアド
レスとＩＰアドレスの１つである、
［Ｃ１０１］に記載の方法。
　　［Ｃ１１２］
　前記メッセージを前記受信者に送信することは、前記サイティングメッセージ内で識別
されるコンテンツを送信することを備え、前記コンテンツは、マーケティング情報、宣伝
資料、およびクーポンのうちの少なくとも１つである、
［Ｃ１０１］に記載の方法。
　　［Ｃ１１３］
　前記ワイヤレス識別送信機は、第１のクラスの対象物と関連付けられ、
　ワイヤレス識別送信機と関連付けられるエリアと第２のクラスの対象物とを規定する警
告を受信するための要求を受信することと、
　前記受信されたサイティングメッセージに基づいて、前記ワイヤレス識別送信機が前記
エリア内にあるかどうかを判定することと、
　前記ワイヤレス識別送信機が前記エリア内にあると判定される場合に、前記第１のクラ
スと前記第２のクラスが適合しないかどうか判定することと、
　前記第１のクラスと前記第２のクラスが適合しないと判定したことに応答して、警告メ
ッセージを送信することと
をさらに備える、［Ｃ９７］に記載の方法。
　　［Ｃ１１４］
　前記サイティングメッセージは、近接ブロードキャスト受信機から受信され、
　前記ワイヤレス識別送信機と前記近接ブロードキャスト受信機との関係を登録すること
と、
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　前記ワイヤレス識別送信機を示す後続のサイティングメッセージが前記近接ブロードキ
ャスト受信機から受信されない場合、前記ワイヤレス識別送信機が行方不明であることを
示すメッセージを送信することと
をさらに備える、［Ｃ９７］に記載の方法。
　　［Ｃ１１５］
　前記登録された関係は、場所に関し、
　前記ワイヤレス識別送信機を示す前記後続のサイティングメッセージが前記近接ブロー
ドキャスト受信機から受信されない場合に、前記ワイヤレス識別送信機が行方不明である
ことを示すメッセージを送信することは、
　　前記サイティングメッセージに基づいて、前記近接ブロードキャスト受信機が前記場
所の中にあるかどうかを判定することと、
　　前記近接ブロードキャスト受信機が前記場所の中にない場合に、前記ワイヤレス識別
送信機を示す前記後続のサイティングメッセージが前記近接ブロードキャスト受信機から
受信されない場合、前記ワイヤレス識別送信機が行方不明であることを示す前記メッセー
ジを送信することと
を備える、［Ｃ１１４］に記載の方法。
　　［Ｃ１１６］
　近接にある場合に短距離ワイヤレス送信を交換するデバイスのシステムと通信するよう
に構成されるサーバであって、
　ローリング識別子と関連するデータとを含むサイティングメッセージを受信するための
手段と、
　前記ローリング識別子が、あるアルゴリズムとワイヤレス識別送信機と共有される情報
とを使用して計算される情報と一致するかどうかを判定するための手段と、
　前記ローリング識別子が前記アルゴリズムと前記ワイヤレス識別送信機と共有される情
報とを使用して計算される情報と一致する場合、前記ローリング識別子を前記ワイヤレス
識別送信機と関連付けるための手段と、
　前記ワイヤレス識別送信機に関連して、前記サイティングメッセージからのデータを記
憶するための手段と、
　前記サイティングメッセージを受信したことに応答して動作を実行するための手段と
を備える、サーバ。
　　［Ｃ１１７］
　前記ワイヤレス識別送信機と共有される前記アルゴリズムは、ストリーミング様暗号化
アルゴリズムおよび擬似ランダム関数のうちの少なくとも１つであり、前記ワイヤレス識
別送信機と共有される情報が少なくとも、前記ワイヤレス識別送信機のデバイス識別子お
よび共有される秘密鍵である、［Ｃ１１６］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１１８］
　前記ローリング識別子を前記ワイヤレス識別送信機と関連付けるための手段は、
　前記ワイヤレス識別送信機に関する登録情報を受信するための手段と、
　前記ローリング識別子を前記受信された登録情報と関連付けるための手段と
を備える、［Ｃ１１６］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１１９］
　前記関連するデータに基づいて前記受信されたサイティングメッセージを認証するため
の手段をさらに備え、前記関連するデータは、少なくとも近接ブロードキャスト受信機に
関する識別情報と認証情報とを含む、
請求１１６］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１２０］
　前記サイティングメッセージを受信したことに応答して動作を実行するための手段は、
　前記ワイヤレス識別送信機に関連して前記サーバに記憶された許可情報に基づいて、前
記受信されたサイティングメッセージに関する情報を含むメッセージを受信者が受信する
ことを許可されるかどうかを判定するための手段と、
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　前記受信者が前記許可情報に基づいて許可されると判定される場合、前記メッセージを
前記受信者に送信するための手段と
を備える、［Ｃ１１６］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１２１］
　前記受信者は、ユーザのモバイルデバイス、近接ブロードキャスト受信機、登録された
サービス、第三者、およびモバイルデバイス上で実行されるアプリのうちの少なくとも１
つである、
［Ｃ１２０］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１２２］
　前記メッセージは、前記サイティングメッセージに関する記憶された許可に基づいて、
一般的なデータ、識別データ、および構成情報のうちの少なくとも１つを含み得る、
［Ｃ１２０］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１２３］
　前記構成情報は、前記ワイヤレス識別送信機と関連付けられるユーザの選好に対応する
ように装置を構成するために使用され得る情報、デバイス上の機能をデアクティブ化する
ソフトウェア命令、および前記デバイス上の機能をアクティブ化するソフトウェア命令の
うちの少なくとも１つを含む、
［Ｃ１２２］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１２４］
　前記受信者の場合、前記メッセージを前記受信者に送信するための手段は、
　ある期間にわたって受信される複数のサイティングメッセージからの情報を表すデータ
を集約するための手段と、ここで、前記期間が、ある時間の長さと、ある数の受信された
サイティングメッセージとのうちの少なくとも１つによって定義される、
　前記集約されたデータを含む前記メッセージを前記受信者に送信するための手段と
を備える、［Ｃ１２０］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１２５］
　ターゲットワイヤレス識別送信機の位置に対する要求を受信するための手段と、
　前記ターゲットワイヤレス識別送信機のために探索されるべき第１のセクタを識別する
ための手段と、
　前記識別された第１のセクタに基づいて、探索をアクティブ化し前記ターゲットワイヤ
レス識別送信機を示す第１の警告メッセージを送信するための手段と
をさらに備える、［Ｃ１１６］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１２６］
　第２のセクタ内での前記探索をアクティブ化する第２の警告メッセージを送信するため
の手段をさらに備え、前記第２のセクタは、前記第１のセクタと異なる、
［Ｃ１２５］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１２７］
　前記ワイヤレス識別送信機に対応する複数のサイティングメッセージを受信するための
手段と、
　前記複数のサイティングメッセージ内で示される情報に基づいて、前記複数のサイティ
ングメッセージのいずれかが同時発生するかどうかを判定するための手段と、ここで、前
記複数のサイティングメッセージ内で示される前記情報は、タイムスタンプ情報と、近接
ブロードキャスト受信機の識別情報とのうちの少なくとも１つを含む、
　同時発生すると判定されたサイティングメッセージ内で示される位置情報と、既知の送
信範囲情報とに基づいて、重複領域を計算するための手段と、
　前記重複領域を前記ワイヤレス識別送信機と関連付けるための手段と
をさらに備える、［Ｃ１１６］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１２８］
　前記ワイヤレス識別送信機に対応する複数のサイティングメッセージを受信するための
手段と、
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　前記複数のサイティングメッセージ内で示される情報に基づいて、前記複数のサイティ
ングメッセージのいずれかが同時発生するかどうかを判定するための手段と、ここで、前
記複数のサイティングメッセージ内で示される前記情報は、タイムスタンプ情報と、近接
ブロードキャスト受信機の識別情報とのうちの少なくとも１つを含む、
　前記複数のサイティングメッセージ内のサイティングメッセージが同時発生すると判定
される場合、信号電力レベルと、前記同時発生するサイティングメッセージ内で示される
位置情報とに基づいて、前記ワイヤレス識別送信機のより精度の高い位置を計算するため
の手段と、
　前記より精度の高い位置を前記ワイヤレス識別送信機と関連付けるための手段と
をさらに備える、［Ｃ１１６］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１２９］
　複数の近接ブロードキャスト受信機にピングメッセージを送信するための手段と、
　前記複数の近接ブロードキャスト受信機からピング応答を受信するための手段と、
　前記受信されたピング応答および受信されたサイティングメッセージのうちの少なくと
も１つに基づいて、定義されたエリア中のデバイスの数を計算するための手段と、ここで
、前記定義されたエリアは、固定式の仮想フェンスおよびモバイルの仮想フェンスの１つ
である、
　デバイスの前記計算された数が事前に定義された閾値を超える場合、前記定義されたエ
リアに対する追跡構成をアクティブ化するための手段と
をさらに備える、［Ｃ１１６］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１３０］
　前記メッセージを前記受信者に送信するための手段は、前記サイティングメッセージ内
で識別されるコンテンツへのリンクを送信することを備え、前記リンクが、ウェブサイト
のアドレスとＩＰアドレスの１つである、［Ｃ１２０］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１３１］
　前記メッセージを前記受信者に送信するための手段は、前記サイティングメッセージ内
で識別されるコンテンツを送信するための手段を備え、前記コンテンツは、マーケティン
グ情報、宣伝資料、およびクーポンのうちの少なくとも１つである、
［Ｃ１２０］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１３２］
　前記ワイヤレス識別送信機は、第１のクラスの対象物と関連付けられ、
　ワイヤレス識別送信機と関連付けられるエリアと第２のクラスの対象物とを規定する警
告を受信するための要求を受信するための手段と、
　前記受信されたサイティングメッセージに基づいて、前記ワイヤレス識別送信機が前記
エリア内にあるかどうかを判定するための手段と、
　前記ワイヤレス識別送信機が前記エリア内にあると判定されるときに、前記第１のクラ
スと前記第２のクラスが適合しないかどうか判定するための手段と、
　前記第１のクラスと前記第２のクラスが適合しないと判定したことに応答して、警告メ
ッセージを送信するための手段と
をさらに備える、［Ｃ１１６］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１３３］
　前記サイティングメッセージは、近接ブロードキャスト受信機から受信され、
　前記ワイヤレス識別送信機と前記近接ブロードキャスト受信機との間の関係を登録する
ための手段と、
　前記ワイヤレス識別送信機を示す後続のサイティングメッセージが前記近接ブロードキ
ャスト受信機から受信されない場合、前記ワイヤレス識別送信機が行方不明であることを
示すメッセージを送信するための手段と
をさらに備える、［Ｃ１１６］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１３４］
　前記登録された関係は、場所に関し、
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　前記ワイヤレス識別送信機を示す前記後続のサイティングメッセージが前記近接ブロー
ドキャスト受信機から受信されない場合に、前記ワイヤレス識別送信機が行方不明である
ことを示すメッセージを送信するための手段は、
　　前記サイティングメッセージに基づいて、前記近接ブロードキャスト受信機が前記場
所の中にあるかどうかを判定するための手段と、
　　前記近接ブロードキャスト受信機が前記場所の中にない場合に、前記ワイヤレス識別
送信機を示す前記後続のサイティングメッセージが前記近接ブロードキャスト受信機から
受信されない場合、前記ワイヤレス識別送信機が行方不明であることを示す前記メッセー
ジを送信するための手段と
を備える、［Ｃ１３３］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１３５］
　近接にある場合に短距離ワイヤレス送信を交換するデバイスのシステムと通信するよう
に構成されるサーバであって、動作を実行するサーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命
令とともに構成されるサーバプロセッサを備え、前記動作は、
　　ローリング識別子と関連するデータとを含むサイティングメッセージを受信すること
と、
　　前記ローリング識別子が、あるアルゴリズムとワイヤレス識別送信機と共有される情
報とを使用して計算される情報と一致するかどうかを判定することと、
　　前記ローリング識別子が前記アルゴリズムと前記ワイヤレス識別送信機と共有される
情報とを使用して計算される情報と一致する場合、前記ローリング識別子を前記ワイヤレ
ス識別送信機と関連付けることと、
　　前記ワイヤレス識別送信機に関連して、前記サイティングメッセージからのデータを
記憶することと、
　　前記サイティングメッセージを受信したことに応答して動作を実行することと
　を備える、サーバ。
　　［Ｃ１３６］
　前記ワイヤレス識別送信機と共有される前記アルゴリズムは、ストリーミング様暗号化
アルゴリズムおよび擬似ランダム関数のうちの少なくとも１つであり、前記ワイヤレス識
別送信機と共有される情報が少なくとも、前記ワイヤレス識別送信機のデバイス識別子お
よび共有される秘密鍵である、［Ｃ１３５］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１３７］
　前記サーバプロセッサは、前記ローリング識別子を前記ワイヤレス識別送信機と関連付
けることが、
　前記ワイヤレス識別送信機に関する登録情報を受信することと、
　前記ローリング識別子を前記受信された登録情報と関連付けることと
を備えるように動作を実行するサーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成
される、
［Ｃ１３５］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１３８］
　前記サーバプロセッサは、
　前記関連するデータに基づいて前記受信されたサイティングメッセージを認証すること
をさらに備える動作を実行するサーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成
され、前記関連するデータは、少なくとも近接ブロードキャスト受信機に関する識別情報
と認証情報とを含む、
［Ｃ１３５］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１３９］
　前記サーバプロセッサは、前記サイティングメッセージを受信したことに応答して動作
を実行することが、
　前記ワイヤレス識別送信機に関連して前記サーバに記憶された許可情報に基づいて、前
記受信されたサイティングメッセージに関する情報を含むメッセージを受信者が受信する
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ことを許可されるかどうかを判定することと、
　前記受信者が前記許可情報に基づいて許可されると判定される場合、前記メッセージを
前記受信者に送信することと
を備えるように動作を実行するサーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成
される、［Ｃ１３５］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１４０］
　前記受信者は、ユーザのモバイルデバイス、近接ブロードキャスト受信機、登録された
サービス、第三者、およびモバイルデバイス上で実行されるアプリのうちの少なくとも１
つである、
［Ｃ１３９］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１４１］
　前記メッセージは、前記サイティングメッセージに関する記憶された許可に基づいて、
一般的なデータ、識別データ、および構成情報のうちの少なくとも１つを含み得る、
［Ｃ１３９］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１４２］
　前記構成情報は、前記ワイヤレス識別送信機と関連付けられるユーザの選好に対応する
ように装置を構成するために使用され得る情報、デバイス上の機能をデアクティブ化する
ソフトウェア命令、および前記デバイス上の機能をアクティブ化するソフトウェア命令の
うちの少なくとも１つを含む、
［Ｃ１４１］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１４３］
　前記サーバプロセッサは、前記受信者の場合、前記メッセージを前記受信者に送信する
ことが、
　ある期間にわたって受信される複数のサイティングメッセージからの情報を表すデータ
を集約することと、ここで、前記期間は、ある時間の長さと、ある数の受信されたサイテ
ィングメッセージとのうちの少なくとも１つによって定義される、
　前記集約されたデータを含む前記メッセージを前記受信者に送信することと
を備えるように動作を実行するサーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成
される、［Ｃ１３９］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１４４］
　前記サーバプロセッサは、
　ターゲットワイヤレス識別送信機の位置に対する要求を受信することと、
　前記ターゲットワイヤレス識別送信機のための探索されるべき第１のセクタを識別する
ことと、
　前記識別された第１のセクタに基づいて、探索をアクティブ化し前記ターゲットワイヤ
レス識別送信機を示す第１の警告メッセージを送信することと
をさらに備える動作を実行するサーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成
される、［Ｃ１３５］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１４５］
　前記サーバプロセッサは、第２のセクタ内で前記探索をアクティブ化する第２の警告メ
ッセージを送信することをさらに備える動作を実行するサーバプロセッサ実行可能ソフト
ウェア命令とともに構成され、前記第２のセクタは、前記第１のセクタと異なる、
［Ｃ１４４］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１４６］
　前記サーバプロセッサは、
　前記ワイヤレス識別送信機に対応する複数のサイティングメッセージを受信することと
、
　前記複数のサイティングメッセージ内で示される情報に基づいて、前記複数のサイティ
ングメッセージのいずれかが同時発生するかどうかを判定することと、ここで、前記複数
のサイティングメッセージ内で示される前記情報は、タイムスタンプ情報と、近接ブロー
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ドキャスト受信機の識別情報とのうちの少なくとも１つを含む、判定することと、
　同時発生すると判定されたサイティングメッセージ内で示される位置情報と、既知の送
信範囲情報とに基づいて、重複領域を計算することと、
　前記重複領域を前記ワイヤレス識別送信機と関連付けることと
をさらに備える動作を実行するサーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成
される、［Ｃ１３５］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１４７］
　前記サーバプロセッサは、
　前記ワイヤレス識別送信機に対応する複数のサイティングメッセージを受信することと
、
　前記複数のサイティングメッセージ内で示される情報に基づいて、前記複数のサイティ
ングメッセージのいずれかが同時発生するかどうかを判定することと、ここで、前記複数
のサイティングメッセージ内で示される前記情報は、タイムスタンプ情報と、近接ブロー
ドキャスト受信機の識別情報とのうちの少なくとも１つを含む、
　前記複数のサイティングメッセージ内のサイティングメッセージが同時発生すると判定
される場合、信号電力レベルと、前記同時発生するサイティングメッセージ内で示される
位置情報とに基づいて、前記ワイヤレス識別送信機のより精度の高い位置を計算すること
と、
　前記より精度の高い位置を前記ワイヤレス識別送信機と関連付けることと
をさらに備える動作を実行するサーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成
される、［Ｃ１３５］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１４８］
　前記サーバプロセッサは、
　複数の近接ブロードキャスト受信機にピングメッセージを送信することと、
　前記複数の近接ブロードキャスト受信機からピング応答を受信することと、
　前記受信されたピング応答および受信されたサイティングメッセージのうちの少なくと
も１つに基づいて、定義されたエリア中のデバイスの数を計算することと、ここで、前記
定義されたエリアは、固定式の仮想フェンスおよびモバイルの仮想フェンスの１つである
、
　デバイスの前記計算された数が事前に定義された閾値を超える場合、前記定義されたエ
リアに対する追跡構成をアクティブ化することと
をさらに備える動作を実行するサーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成
される、［Ｃ１３５］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１４９］
　前記サーバプロセッサは、前記メッセージを前記受信者に送信することが、前記サイテ
ィングメッセージ内で識別されるコンテンツへのリンクを送信することを備えるように動
作を実行するサーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成され、前記リンク
は、ウェブサイトのアドレスとＩＰアドレスの１つである、［Ｃ１３９］に記載のサーバ
。
　　［Ｃ１５０］
　前記サーバプロセッサは、前記メッセージを前記受信者に送信することが、前記サイテ
ィングメッセージ内で識別されるコンテンツを送信することを備えるように動作を実行す
るサーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成され、前記コンテンツは、マ
ーケティング情報、宣伝材料、およびクーポンのうちの少なくとも１つである、［Ｃ１３
９］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１５１］
　前記ワイヤレス識別送信機は、第１のクラスの対象物と関連付けられ、前記サーバプロ
セッサは、
　ワイヤレス識別送信機と関連付けられるエリアと第２のクラスの対象物とを規定する警
告を受信するための要求を受信することと、
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　前記受信されたサイティングメッセージに基づいて、前記ワイヤレス識別送信機が前記
エリア内にあるかどうかを判定することと、
　前記ワイヤレス識別送信機が前記エリア内にあると判定される場合に、前記第１のクラ
スと前記第２のクラスが適合しないかどうか判定することと、
　前記第１のクラスと前記第２のクラスが適合しないと判定したことに応答して、警告メ
ッセージを送信することと
をさらに備える動作を実行するサーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成
される、［Ｃ１３５］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１５２］
　前記サイティングメッセージは、近接ブロードキャスト受信機から受信され、前記サー
バプロセッサは、
　前記ワイヤレス識別送信機と前記近接ブロードキャスト受信機との間の関係を登録する
ことと、
　前記ワイヤレス識別送信機を示す後続のサイティングメッセージが前記近接ブロードキ
ャスト受信機から受信されない場合、前記ワイヤレス識別送信機が行方不明であることを
示すメッセージを送信することと
をさらに備える動作を実行するサーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成
される、［Ｃ１３５］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１５３］
　前記登録された関係は、場所に関し、
　前記サーバプロセッサは、前記ワイヤレス識別送信機を示す前記後続のサイティングメ
ッセージが前記近接ブロードキャスト受信機から受信されない場合に、前記ワイヤレス識
別送信機が行方不明であることを示すメッセージを送信することが、
　　前記サイティングメッセージに基づいて、前記近接ブロードキャスト受信機が前記場
所の中にあるかどうかを判定することと、
　　前記近接ブロードキャスト受信機が前記場所の中にない場合に、前記ワイヤレス識別
送信機を示す前記後続のサイティングメッセージが前記近接ブロードキャスト受信機から
受信されない場合、前記ワイヤレス識別送信機が行方不明であることを示す前記メッセー
ジを送信することと
　を備えるように動作を実行するサーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構
成される、［Ｃ１５２］に記載のサーバ。
　　［Ｃ１５４］
　近接にある場合に短距離ワイヤレス送信を交換するデバイスのシステムとサーバが通信
するための動作をサーバプロセッサに実行させるように構成される、サーバプロセッサ実
行可能ソフトウェア命令を記憶した非一時的プロセッサ可読記憶媒体であって、前記動作
は、
　　ローリング識別子と関連するデータとを含むサイティングメッセージを受信すること
と、
　　前記ローリング識別子が、あるアルゴリズムとワイヤレス識別送信機と共有される情
報とを使用して計算される情報と一致するかどうかを判定することと、
　　前記ローリング識別子が前記アルゴリズムと前記ワイヤレス識別送信機と共有される
情報とを使用して計算される情報と一致する場合、前記ローリング識別子を前記ワイヤレ
ス識別送信機と関連付けることと、
　　前記ワイヤレス識別送信機に関連して、前記サイティングメッセージからのデータを
記憶することと、
　　前記サイティングメッセージを受信したことに応答して動作を実行することと
を備える、非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ１５５］
　前記ワイヤレス識別送信機と共有される前記アルゴリズムが、ストリーミング様暗号化
アルゴリズムおよび擬似ランダム関数のうちの少なくとも１つであり、前記ワイヤレス識
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別送信機と共有される情報は、少なくとも前記ワイヤレス識別送信機のデバイス識別子お
よび共有される秘密鍵である、
［Ｃ１５４］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ１５６］
　前記サーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、前記ローリング識別子を前記ワイ
ヤレス識別送信機と関連付けることが、
　前記ワイヤレス識別送信機に関する登録情報を受信することと、
　前記ローリング識別子を前記受信された登録情報と関連付けることと
を備えるように動作を前記サーバプロセッサに実行させるように構成される、［Ｃ１５４
］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ１５７］
　前記サーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、
　前記関連するデータに基づいて前記受信されたサイティングメッセージを認証すること
をさらに備える動作を前記サーバプロセッサに実行させるように、前記サーバプロセッサ
実行可能ソフトウェア命令が構成され、前記関連するデータが少なくとも、近接ブロード
キャスト受信機に関する識別情報と認証情報とを含む、
［Ｃ１５４］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ１５８］
　前記サーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、前記サイティングメッセージを受
信したことに応答して動作を実行することが、
　前記ワイヤレス識別送信機に関連して前記サーバに記憶された許可情報に基づいて、前
記受信されたサイティングメッセージに関する情報を含むメッセージを受信者が受信する
ことを許可されるかどうかを判定することと、
　前記受信者が前記許可情報に基づいて許可されると判定される場合、前記メッセージを
前記受信者に送信することと
を備えるように動作を前記サーバプロセッサに実行させるように構成される、［Ｃ１５４
］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ１５９］
　前記受信者は、ユーザのモバイルデバイス、近接ブロードキャスト受信機、登録された
サービス、第三者、およびモバイルデバイス上で実行されるアプリのうちの少なくとも１
つである、
［Ｃ１５８］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ１６０］
　前記メッセージは、前記サイティングメッセージに関する記憶された許可に基づいて、
一般的なデータ、識別データ、および構成情報のうちの少なくとも１つを含み得る、
［Ｃ１５８］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ１６１］
　前記構成情報は、前記ワイヤレス識別送信機と関連付けられるユーザの選好に対応する
ように装置を構成するために使用され得る情報、デバイス上の機能をデアクティブ化する
ソフトウェア命令、および前記デバイス上の機能をアクティブ化するソフトウェア命令の
うちの少なくとも１つを含む、
［Ｃ１６０］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ１６２］
　前記サーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、前記受信者の場合、前記メッセー
ジを前記受信者に送信することが、
　ある期間にわたって受信される複数のサイティングメッセージからの情報を表すデータ
を集約することと、ここで、前記期間は、ある時間の長さと、ある数の受信されたサイテ
ィングメッセージとのうちの少なくとも１つによって定義される、
　前記集約されたデータを含む前記メッセージを前記受信者に送信することと
を備えるように動作を前記サーバプロセッサに実行させるように構成される、
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［Ｃ１５８］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ１６３］
　前記サーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、
　ターゲットワイヤレス識別送信機の位置に対する要求を受信することと、
　前記ターゲットワイヤレス識別送信機のために探索されるべき第１のセクタを識別する
ことと、
　前記識別された第１のセクタに基づいて、探索をアクティブ化し前記ターゲットワイヤ
レス識別送信機を示す第１の警告メッセージを送信することと
をさらに備える動作を前記サーバプロセッサに実行させるように構成される、
［Ｃ１５４］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ１６４］
　前記サーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、第２のセクタ内で前記探索をアク
ティブ化する第２の警告メッセージを送信することをさらに備える動作を前記サーバプロ
セッサに実行させるように構成され、前記第２のセクタは、前記第１のセクタと異なる、
［Ｃ１６３］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ１６５］
　前記サーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、
　前記ワイヤレス識別送信機に対応する複数のサイティングメッセージを受信することと
、
　前記複数のサイティングメッセージ内で示される情報に基づいて、前記複数のサイティ
ングメッセージのいずれかが同時発生するかどうかを判定することと、ここで、前記複数
のサイティングメッセージ内で示される前記情報は、タイムスタンプ情報と、近接ブロー
ドキャスト受信機の識別情報とのうちの少なくとも１つを含む、
　同時発生すると判定されたサイティングメッセージ内で示される位置情報と、既知の送
信範囲情報とに基づいて、重複領域を計算することと、
　前記重複領域を前記ワイヤレス識別送信機と関連付けることと
をさらに備える動作を前記サーバプロセッサに実行させるように構成される、［Ｃ１５４
］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ１６６］
　前記サーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、
　前記ワイヤレス識別送信機に対応する複数のサイティングメッセージを受信することと
、
　前記複数のサイティングメッセージ内で示される情報に基づいて、前記複数のサイティ
ングメッセージのいずれかが同時発生するかどうかを判定することと、ここで、前記複数
のサイティングメッセージ内で示される前記情報が、タイムスタンプ情報と、近接ブロー
ドキャスト受信機の識別情報とのうちの少なくとも１つを含む、
　前記複数のサイティングメッセージ内のサイティングメッセージが同時発生すると判定
される場合、信号電力レベルと、前記同時発生するサイティングメッセージ内で示される
位置情報とに基づいて、前記ワイヤレス識別送信機のより精度の高い位置を計算すること
と、
　前記より精度の高い位置を前記ワイヤレス識別送信機と関連付けることと
をさらに備える動作を前記サーバプロセッサに実行させるように構成される、［Ｃ１５４
］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ１６７］
　前記サーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、
　複数の近接ブロードキャスト受信機にピングメッセージを送信することと、
　前記複数の近接ブロードキャスト受信機からピング応答を受信することと、
　前記受信されたピング応答および受信されたサイティングメッセージのうちの少なくと
も１つに基づいて、定義されたエリア中のデバイスの数を計算することと、ここで、前記
定義されたエリアは、固定式の仮想フェンスおよびモバイルの仮想フェンスの１つである
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、
　デバイスの前記計算された数が事前に定義された閾値を超える場合、前記定義されたエ
リアに対する追跡構成をアクティブ化することと
をさらに備える動作を前記サーバプロセッサに実行させるように構成される、［Ｃ１５４
］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ１６８］
　前記サーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、前記メッセージを前記受信者に送
信することが、前記サイティングメッセージ内で識別されるコンテンツへのリンクを送信
することを備えるように動作を前記サーバプロセッサに実行させるように構成され、前記
リンクが、ウェブサイトのアドレスとＩＰアドレスの１つである、
［Ｃ１５８］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ１６９］
　前記サーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、前記メッセージを前記受信者に送
信することが、前記サイティングメッセージ内で識別されるコンテンツを送信することを
備えるように動作を前記サーバプロセッサに実行させるように構成され、前記コンテンツ
が、マーケティング情報、宣伝材料、およびクーポンのうちの少なくとも１つである、
［Ｃ１５８］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ１７０］
　前記ワイヤレス識別送信機は、第１のクラスの対象物と関連付けられ、前記サーバプロ
セッサ実行可能ソフトウェア命令は、
　ワイヤレス識別送信機と関連付けられるエリアと第２のクラスの対象物とを規定する警
告を受信するための要求を受信することと、
　前記受信されたサイティングメッセージに基づいて、前記ワイヤレス識別送信機が前記
エリア内にあるかどうかを判定することと、
　前記ワイヤレス識別送信機が前記エリア内にあると判定される場合に、前記第１のクラ
スと前記第２のクラスが適合しないかどうか判定することと、
　前記第１のクラスと前記第２のクラスが適合しないと判定したことに応答して、警告メ
ッセージを送信することと
をさらに備える動作を前記サーバプロセッサに実行させるように構成される、［Ｃ１５４
］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ１７１］
　前記サイティングメッセージは、近接ブロードキャスト受信機から受信され、前記サー
バプロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、
　前記ワイヤレス識別送信機と前記近接ブロードキャスト受信機との間の関係を登録する
ことと、
　前記ワイヤレス識別送信機を示す後続のサイティングメッセージが前記近接ブロードキ
ャスト受信機から受信されない場合、前記ワイヤレス識別送信機が行方不明であることを
示すメッセージを送信することと
をさらに備える動作を前記サーバプロセッサに実行させるように構成される、［Ｃ１５４
］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ１７２］
　前記登録された関係は、場所に関し、
　前記サーバプロセッサ実行可能ソフトウェア命令は、前記ワイヤレス識別送信機を示す
前記後続のサイティングメッセージが前記近接ブロードキャスト受信機から受信されない
場合に、前記ワイヤレス識別送信機が行方不明であることを示すメッセージを送信するこ
とが、
　　前記サイティングメッセージに基づいて、前記近接ブロードキャスト受信機が前記場
所の中にあるかどうかを判定することと、
　　前記近接ブロードキャスト受信機が前記場所の中にない場合に、前記ワイヤレス識別
送信機を示す前記後続のサイティングメッセージが前記近接ブロードキャスト受信機から



(172) JP 6129880 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

受信されない場合、前記ワイヤレス識別送信機が行方不明であることを示す前記メッセー
ジを送信することと
を備えるように動作を前記サーバプロセッサに実行させるように構成される、［Ｃ１７１
］に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
　　［Ｃ１７３］
　サーバと、
　ワイヤレス識別送信機と、
　近接ブロードキャスト受信機と
　を備え、
　前記ワイヤレス識別送信機は、
　　第１のメモリと、
　　前記近接ブロードキャスト受信機によって受信されることが可能な短距離ワイヤレス
信号をブロードキャストするように構成される第１のトランシーバと、
　　前記第１のメモリおよび前記第１のトランシーバに結合される第１のプロセッサと
　を備え、前記第１のプロセッサは、
　　　前記ワイヤレス識別送信機の固有のデバイス識別子と、前記サーバと共有される秘
密鍵と、カウンタとを使用する、前記サーバに知られているアルゴリズムを介して、周期
的にローリング識別子を生成することと、
　　　前記ワイヤレス識別送信機の前記ローリング識別子を含む短距離ワイヤレスメッセ
ージを、前記第１のトランシーバを介して周期的にブロードキャストすることと
　　を備える動作を実行するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成される、
　前記近接ブロードキャスト受信機は、
　　第２のメモリと、
　　前記ワイヤレス識別送信機と短距離ワイヤレス信号を交換するように構成される第２
のトランシーバと、
　　前記サーバと信号を交換するように構成されるネットワークデバイスと、
　　前記第２のメモリ、前記第２のトランシーバ、および前記ネットワークデバイスに結
合された第２のプロセッサと
　を備え、前記第２のプロセッサは、
　　　近接の範囲内の前記ワイヤレス識別送信機によってブロードキャストされる前記ロ
ーリング識別子を含む前記短距離ワイヤレスメッセージを、前記第２のトランシーバを介
して受信することと、
　　　前記受信されたメッセージに応答してサイティングメッセージを生成することと、
ここで、前記サイティングメッセージは、前記ローリング識別子と関連するデータとを含
む、
　　　前記ネットワークデバイスを使用して、長距離通信を介して前記サイティングメッ
セージを送信することと
　　を備える動作を実行するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成される、
　前記サーバは、
　　前記ローリング識別子と前記関連するデータとを含む前記サイティングメッセージを
受信することと、
　　前記ローリング識別子が、前記アルゴリズムと前記ワイヤレス識別送信機と共有され
る前記秘密鍵とを使用して計算される情報と一致するかどうかを判定することと、
　　前記ローリング識別子が前記アルゴリズムと前記秘密鍵とを使用して計算される情報
と一致する場合、前記ローリング識別子を前記ワイヤレス識別送信機と関連付けることと
、
　　前記ワイヤレス識別送信機に関連して、前記サイティングメッセージからのデータを
記憶することと、
　　前記サイティングメッセージを受信したことに応答して動作を実行することと
　を備える動作を実行するサーバ実行可能命令とともに構成される、
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システム。
　　［Ｃ１７４］
　前記第１のプロセッサは、
　　起動に応答して前記第１のトランシーバをアクティブ化することと、
　　構成期間の間に設定されるべき構成パラメータを示す構成メッセージをブロードキャ
ストすることと、ここで、前記構成パラメータは、送信間隔、送信電力、新たなＢｌｕｅ
ｔｏｏｔｈマシンアドレスを生成するための第１の間隔、および新たなローリング識別子
を生成するための第２の間隔のうちの少なくとも１つを含む、
　　前記構成期間の間に構成設定を前記近接ブロードキャスト受信機から受信したことに
応答して、前記構成パラメータを設定することと
　をさらに備える動作を実行するように前記ワイヤレス識別送信機を構成するプロセッサ
実行可能ソフトウェア命令とともに構成され、
　前記第２のプロセッサは、
　　前記第２のトランシーバを介して前記構成メッセージを受信することと、
　　前記受信された構成メッセージが前記ワイヤレス識別送信機の前記構成パラメータを
示すと判定したことに応答して、前記構成設定を送信することと
　をさらに備える動作を実行するように前記近接ブロードキャスト受信機を構成するプロ
セッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成される、
［Ｃ１７３］に記載のシステム。
　　［Ｃ１７５］
　前記第１のプロセッサは、前記ワイヤレス識別送信機の前記ローリング識別子を含む短
距離ワイヤレスメッセージを、前記第１のトランシーバを介して周期的にブロードキャス
トすることが、
　　第１の期間の間、第１の信号強度で前記メッセージを周期的にブロードキャストする
ことと、
　　第２の期間の間、第２の信号強度で前記メッセージを周期的にブロードキャストする
ことと
　を備えるように動作を実行するように前記ワイヤレス識別送信機を構成するプロセッサ
実行可能ソフトウェア命令とともに構成される、［Ｃ１７３］に記載のシステム。
　　［Ｃ１７６］
　前記第２のプロセッサは、
　前記ワイヤレス識別送信機から信号のシーケンスを受信することと、ここで、前記シー
ケンスが前記メッセージを含む、
　前記受信されたシーケンスの信号強度に基づいて、前記シーケンスの中の信号が欠けて
いるかどうかを判定することと
をさらに備える動作を実行するように前記近接ブロードキャスト受信機を構成するプロセ
ッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成され、
　前記シーケンスの中の前記信号が欠けていると判定される場合、前記近接ブロードキャ
スト受信機が前記ワイヤレス識別送信機から遠いことを前記サイティングメッセージが示
し、
　前記シーケンスの中の前記信号が欠けていないと判定される場合、前記近接ブロードキ
ャスト受信機が前記ワイヤレス識別送信機に近いことを前記サイティングメッセージが示
す、
［Ｃ１７５］に記載のシステム。
　　［Ｃ１７７］
　前記第２のプロセッサは、
　前記シーケンスが前記信号を欠いていないと判定される場合、前記近接ブロードキャス
ト受信機が前記ワイヤレス識別送信機の制御下にあると判定することと、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記ワイヤレス識別送信機の制御下にあると判定さ
れる場合、信号の前記受信されたシーケンスを処理することと
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をさらに備える動作を実行するように前記近接ブロードキャスト受信機を構成するように
、プロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成される、［Ｃ１７６］に記載のシス
テム。
　　［Ｃ１７８］
　前記第２のプロセッサは、前記受信されたメッセージにおいて示されるＢｌｕｅｔｏｏ
ｔｈマシンアドレスと、前記近接ブロードキャスト受信機上の記憶されたリストとに基づ
いて、前記受信されたメッセージがすでに受信されているかどうかを判定することをさら
に備える動作を実行するように前記近接ブロードキャスト受信機を構成するプロセッサ実
行可能ソフトウェア命令とともに構成され、
　前記第２のプロセッサは、前記受信されたメッセージに応答してサイティングメッセー
ジを生成することが、前記受信されたメッセージに応答して、かつ、前記受信されたメッ
セージがまだ受信されていない場合に、前記サイティングメッセージを生成することを備
えるように動作を実行するように前記近接ブロードキャスト受信機を構成するプロセッサ
実行可能ソフトウェア命令とともに構成される、
［Ｃ１７３］に記載のシステム。
　　［Ｃ１７９］
　前記第２のプロセッサは、前記受信されたメッセージが近接ブロードキャスト受信機の
動作に対応する情報を含むと前記近接ブロードキャスト受信機が判定する場合、前記近接
ブロードキャスト受信機の動作を実行することをさらに備える動作を実行するように前記
近接ブロードキャスト受信機を構成するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構
成され、
　前記近接ブロードキャスト受信機の動作は、前記サイティングメッセージを前記サーバ
に送信すること、第２のメッセージをユーザデバイスに送信すること、ソーシャルネット
ワーキングページにアクセスすること、ウェブページにアクセスすること、および業者に
関する情報を表示することのうちの少なくとも１つを含む、
［Ｃ１７３］に記載のシステム。
　　［Ｃ１８０］
　前記第２のプロセッサは、
　ターゲット識別子と探索セクタとを示す警告メッセージを、前記ネットワークデバイス
を使用して前記サーバから受信することと、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記探索セクタ内に位置するかどうか判定すること
と、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記探索セクタ内にない場合、前記ローリング識別
子のログを取得することと、
　前記近接ブロードキャスト受信機が前記探索セクタ内に位置する場合、前記ターゲット
識別子が前記ローリング識別子に対応するかどうか判定することと
　をさらに備える動作を実行するように前記近接ブロードキャスト受信機を構成するプロ
セッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成され、
　前記第２のプロセッサは、前記ネットワークデバイスを使用して長距離通信を介して前
記サイティングメッセージを送信することが、前記近接ブロードキャスト受信機が前記探
索セクタ内に位置し、前記ローリング識別子が前記ターゲット識別子に対応する場合に、
前記ネットワークデバイスを使用して前記長距離通信を介して前記サイティングメッセー
ジを送信することを備えるように動作を実行するように前記近接ブロードキャスト受信機
を構成するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成され、
　前記サーバは、
　　前記ワイヤレス識別送信機の位置に対する要求を受信することと、
　　前記ワイヤレス識別送信機のために探索されるべき前記探索セクタを識別することと
、
　　前記識別された探索セクタに基づいて、前記ワイヤレス識別送信機と関連付けられる
前記ターゲット識別子を示す警告メッセージを送信することと
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をさらに備える動作を実行するサーバ実行可能命令とともに構成される、［Ｃ１７３］に
記載のシステム。
　　［Ｃ１８１］
　前記第２のプロセッサは、
　前記ネットワークデバイスを介して前記サーバから受信された関心のある識別子のリス
トを記憶することと、
　前記受信されたメッセージの前記ローリング識別子が前記関心のあるリストによって示
されるかどうかを判定することと、
　前記ローリング識別子が前記関心のあるリストによって示されると判定したことに応答
して前記近接ブロードキャスト受信機上で実行されるアプリケーションに情報を提供する
ことと
をさらに備える動作を実行するように前記近接ブロードキャスト受信機を構成するプロセ
ッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成される、［Ｃ１７３］に記載のシステム。
　　［Ｃ１８２］
　前記第２のプロセッサは、
　前記ローリング識別子が前記関心のあるリストによって示されると判定したことに応答
して前記ワイヤレス識別送信機が前記近接ブロードキャスト受信機の近接の範囲内にある
と告知することと、
　前記第２のトランシーバを介して前記ワイヤレス識別送信機から受信されるべき後続の
ブロードキャストメッセージをリッスンすることと、
　前記第２のトランシーバを介して前記ワイヤレス識別送信機から後続のブロードキャス
トメッセージを受信しなかったことに応答して、前記ワイヤレス識別送信機がもはや前記
近接ブロードキャスト受信機の近接の範囲内にないと告知することと
をさらに備える動作を実行するように前記近接ブロードキャスト受信機を構成するプロセ
ッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成される、［Ｃ１８１］に記載のシステム。
　　［Ｃ１８３］
　前記第２のプロセッサは、前記ネットワークデバイスを使用して長距離通信を介して前
記サイティングメッセージを送信することが、
　前記ネットワークデバイスを介して前記ローリング識別子に関する警告メッセージを受
信すること、前記近接ブロードキャスト受信機が前記受信されたメッセージ内の識別情報
を検出することが可能ではないこと、別のメッセージを送信すること、および、前記受信
されたメッセージと関連付けられるタイマーの満了のうちの少なくとも１つに応答して、
前記ネットワークデバイスを使用して前記長距離通信を介して前記サイティングメッセー
ジを送信することを備えるように動作を実行するように前記近接ブロードキャスト受信機
を構成するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成される、
［Ｃ１７３］に記載のシステム。
　　［Ｃ１８４］
　前記第２のプロセッサは、
　前記ローリング識別子に基づいて、前記受信されたメッセージが冗長かどうかを判定す
ることと、
　前記受信されたメッセージが冗長ではないと判定される場合、前記受信されたメッセー
ジによって示される第１のホップカウントがホップ閾値を超えるかどうかを判定すること
と、
　前記第１のホップカウントが前記ホップ閾値を超えない場合、前記近接ブロードキャス
ト受信機による前記受信されたメッセージの受信を示す第２のホップカウントを含めるよ
うに、前記受信されたメッセージを修正することと、
　前記第２のトランシーバを使用して、短距離ワイヤレス送信を介して前記修正されたメ
ッセージをブロードキャストすることと
をさらに備える動作を実行するように前記近接ブロードキャスト受信機を構成するプロセ
ッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成される、



(176) JP 6129880 B2 2017.5.17

10

20

30

40

50

［Ｃ１７３］に記載のシステム。
　　［Ｃ１８５］
　前記サーバは、前記ローリング識別子が前記アルゴリズムと前記秘密鍵とを使用して計
算される情報と一致する場合に、前記ローリング識別子を前記ワイヤレス識別送信機と関
連付けることが、
　前記ワイヤレス識別送信機に関する登録情報を受信することと、
　前記ローリング識別子を前記受信された登録情報と関連付けることと
を備えるように動作を実行するサーバ実行可能命令とともに構成される、［Ｃ１７３］に
記載のシステム。
　　［Ｃ１８６］
　前記サーバは、前記関連するデータに基づいて前記受信されたサイティングメッセージ
を認証することをさらに備える動作を実行するサーバ実行可能命令とともに構成され、前
記関連するデータが少なくとも、前記近接ブロードキャスト受信機に関する識別情報と認
証情報とを含む、
［Ｃ１７３］に記載のシステム。
　　［Ｃ１８７］
　前記サーバは、前記サイティングメッセージを受信したことに応答して動作を実行する
ことが、
　前記ワイヤレス識別送信機に関連して前記サーバに記憶された許可情報に基づいて、前
記受信されたサイティングメッセージに関する情報を受信者が受信することを許可される
かどうかを判定することと、
　前記受信者が前記許可情報に基づいて許可されると判定される場合、前記受信されたサ
イティングメッセージに関する前記情報を前記受信者に送信することと
を備えるように動作を実行するサーバ実行可能命令とともに構成される、［Ｃ１７３］に
記載のシステム。
　　［Ｃ１８８］
　前記近接ブロードキャスト受信機が第１の近接ブロードキャスト受信機であり、前記サ
イティングメッセージが第１のサイティングメッセージであり、前記システムは、
　第２の近接ブロードキャスト受信機をさらに備え、前記第２の近接ブロードキャスト受
信機は、
　　第３のメモリと、
　　前記ワイヤレス識別送信機と短距離ワイヤレス信号を交換するように構成される第３
のトランシーバと、
　　前記サーバと信号を交換するように構成される第２のネットワークデバイスと、
　　前記第３のメモリ、前記第３のトランシーバ、および前記ネットワークデバイスに結
合された第３のプロセッサと
　を備え、前記第３のプロセッサは、
　　　近接の範囲内の前記ワイヤレス識別送信機によってブロードキャストされる前記ロ
ーリング識別子を含む前記短距離ワイヤレスメッセージを、前記第３のトランシーバを介
して受信することと、
　　　前記受信されたメッセージに応答して第２のサイティングメッセージを生成するこ
とと、ここで、前記第２のサイティングメッセージが前記ローリング識別子と前記関連す
るデータとを含む、
　　　前記ネットワークデバイスを使用し、前記長距離通信を介して前記第２のサイティ
ングメッセージを送信することと
　　を備える動作を実行するプロセッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成され、
　前記サーバは、
　　前記第２の近接ブロードキャスト受信機から前記第２のサイティングメッセージを受
信することと、
　　前記第１のサイティングメッセージおよび前記第２のサイティングメッセージ内で示
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される情報に基づいて、前記第１のサイティングメッセージおよび前記第２のサイティン
グメッセージが同時発生するかどうかを判定することと
　をさらに備える動作を実行するサーバ実行可能命令とともに構成され、前記第１のサイ
ティングメッセージおよび前記第２のサイティングメッセージ内で示される前記情報は、
タイムスタンプ情報と、近接ブロードキャスト受信機の識別情報とのうちの少なくとも１
つを含む、
［Ｃ１７３］に記載のシステム。
　　［Ｃ１８９］
　前記サーバは、
　前記第１のサイティングメッセージおよび前記第２のサイティングメッセージが同時発
生すると判定される場合、前記第１のサイティングメッセージおよび前記第２のサイティ
ングメッセージ内で示される位置情報と既知の送信範囲情報とに基づいて重複領域を計算
することと、
　前記重複領域を前記ワイヤレス識別送信機と関連付けることと
をさらに備える動作を実行するサーバ実行可能命令とともに構成される、［Ｃ１８８］に
記載のシステム。
　　［Ｃ１９０］
　前記サーバは、
　前記第１のサイティングメッセージおよび前記第２のサイティングメッセージが同時発
生すると判定される場合、信号電力レベルと、前記第１のサイティングメッセージおよび
前記第２のサイティングメッセージ内で示される位置情報とに基づいて、前記ワイヤレス
識別送信機のより精度の高い位置を計算することと、
　前記より精度の高い位置を前記ワイヤレス識別送信機と関連付けることと
をさらに備える動作を実行するサーバ実行可能命令とともに構成される、［Ｃ１８８］に
記載のシステム。
　　［Ｃ１９１］
　前記サーバは、
　ピングメッセージを前記近接ブロードキャスト受信機に送信することと、
　ピング応答を前記近接ブロードキャスト受信機から受信することと、
　前記受信されたピング応答および受信されたサイティングメッセージのうちの少なくと
も１つに基づいて、定義されたエリア中のデバイスの数を計算することと、ここで、前記
定義されたエリアは、固定式の仮想フェンスおよびモバイルの仮想フェンスの１つである
、
　デバイスの前記計算された数が事前に定義された閾値を超える場合、前記定義されたエ
リアに対する追跡構成をアクティブ化することと
をさらに備える動作を実行するサーバ実行可能命令とともに構成され、
　前記第２のプロセッサは、
　　前記ネットワークデバイスを使用して前記ピングメッセージを受信することと、
　　前記ネットワークデバイスを使用して前記ピング応答を送信することと
をさらに備える動作を実行するように前記近接ブロードキャスト受信機を構成するプロセ
ッサ実行可能ソフトウェア命令とともに構成される、［Ｃ１７３］に記載のシステム。
　　［Ｃ１９２］
　前記サーバは、前記受信者が前記許可情報に基づいて許可されると判定される場合に、
前記受信されたサイティングメッセージに関する前記情報を前記受信者に送信することが
、前記サイティングメッセージ内で識別されるコンテンツを送信することを備えるように
動作を実行するサーバ実行可能命令とともに構成され、前記コンテンツは、マーケティン
グ情報、宣伝材料、クーポン、ウェブサイトのアドレスにリンクされた情報、およびＩＰ
アドレスにリンクされた情報のうちの１つである、
［Ｃ１８７］に記載のシステム。
　　［Ｃ１９３］
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　前記サーバは、
　前記ワイヤレス識別送信機と前記近接ブロードキャスト受信機との間の関係を登録する
ことと、
　前記ワイヤレス識別送信機を示す後続のサイティングメッセージが前記近接ブロードキ
ャスト受信機から受信されない場合、前記ワイヤレス識別送信機が行方不明であることを
示す返信メッセージを送信することと
をさらに備える動作を実行するサーバ実行可能命令とともに構成される、［Ｃ１７３］に
記載のシステム。
　　［Ｃ１９４］
　前記登録された関係は、場所に関し、
　前記サーバは、前記ワイヤレス識別送信機を示す前記後続のサイティングメッセージが
前記近接ブロードキャスト受信機から受信されない場合に、前記ワイヤレス識別送信機が
行方不明であることを示す返信メッセージを送信することが、
　　前記サイティングメッセージに基づいて、前記近接ブロードキャスト受信機が前記場
所の中にあるかどうかを判定することと、
　　前記近接ブロードキャスト受信機が前記場所の中にない場合に、前記ワイヤレス識別
送信機を示す前記後続のサイティングメッセージが前記近接ブロードキャスト受信機から
受信されない場合、前記ワイヤレス識別送信機が行方不明であることを示す前記返信メッ
セージを送信することと
を備えるように動作を実行するサーバ実行可能命令とともに構成される、［Ｃ１９３］に
記載のシステム。
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