データシート

MERIDIANモバイル・
アプリ・プラットフォーム
より効果的な施設向けモバイル・アプリを構築

MERIDIANプラットフォームの主要機能
• Meridian Editor – Meridian提供ツールのオンライ
ン・ハブとして機能する、クラウドベースのコンテ
ンツ管理システム
• AppMaker – カスタム・アプリを作成するための、

Aruba Networks®のMeridianモバイル・アプリ・プラットフォーム
は、小売店やホテル、カジノ、行楽施設、空港、病院、コンベンショ

Meridian Editor内のモジュール
• マッピングおよびセルフガイドによる経路探索 – 施設

ン・センターといった施設が、ビジターをモバイル・デバイスで魅了

がロケーション固有のマッピングやナビゲーション

するためのモバイル・アプリを作成し、改良できるよう支援します。

をMeridian提供モバイル・アプリ内に取り込めるよ

こうした施設はMeridianを活用して、マッピング、ナビゲーション、

• SDK – マッピングや経路探索（NavKit）、マップ上

うにする、Meridianの機能
施設情報、近接性に基づく通知などのロケーションに関連する情
報を、来訪中のモバイル・アプリ・ユーザーに提供できます。

での屋内ポジショニング（BluDotKit）、近接性に基
づく通知（ZoneKit）を、サードパーティのデベロッ

このプラットフォームに含まれるクラウドベースのMeridian Editor

パーが構築した既存アプリに追加するためのツール

は、SaaS（Software-as-a-Service）型のコンテンツ管理システム

• Arubaロケーション・サービス – Bluetooth Low Energy

（CMS）であり、施設のMeridian提供アプリのコンテンツを保管し

（BLE）で作動するAruba Beaconなど、モバイル・

ます。 施設はMeridian EditorのAppMaker機能によって、完全な

デバイスのポジショニング・データのソースに接続

ホワイトレーベルのアプリをゼロから簡単に構築できます。

し、Meridianアプリをロケーション・アウェアにす

すでにモバイル・アプリを導入している施設は、Meridianソフト

るサービス

ウェア開発キット（SDK）を用いて、ナビゲーション機能と近接性
に基づく通知機能を統合することもできます。 Meridianは、ホワイ
トレーベルとSDKの双方の配備形態について、iOS/Androidデバイ

MERIDIAN EDITOR

ス向けのアプリ作成をサポートします。

施設はMeridian Editorを使用することで、Meridian提供のコンテン
ツと機能すべてをモバイル・アプリ内に作成し、更新およびアクセス
できるようになります。 これにより、コンテンツを直接コントロール
できるほか、編集内容をプレビュー表示して、リアルタイムで素早く
更新できます。
さらにMeridian Editorは、SDKとホワイトレーベル・アプリ双方の
配備に関してコンテンツを格納します。AppViewerというコンパニ
オン・アプリによって、アプリの正式公開前にデバイスでコンテンツ
を確認することも可能です。
クラウドベースのコンテンツ管理
あらゆる機能を備えたクラウドベースのコンテンツ管理システムで
あるMeridian Editorによって、施設はシンプルで直感的なWebイ
ンタフェースを通じ、すべてのMeridianコンポーネントを構築およ
び管理できます。
• リアルタイムで瞬時にコンテンツを更新

Meridian提供のモバイル・アプリは、iOSとAndroid双方のデバイスで動作

• インターネットに接続しているあらゆるコンピューターか
らアクセス可能
• 複数のユーザーがアクセス可能
• クラウドベースであるため、ローカルのソフトウェアの管
理が不要
• 複数の言語をサポート
• データはGoogle1 App Engineデータストアに格納
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このようにしてモバイル・アプリは、ユーザーが施設に関する幅
広い情報を探すための検出ツールになります。たとえば、美術館
の現在および今後の展示内容や、リゾート施設のレストランのメ
ニューなどの情報を入手できます。
• コンテンツを手動もしくはさまざまな外部ソースから自動
抽出して作成
• カスタマイズ可能な標準アプリ・ページ・テンプレートに
より、カレンダーのイベント、サードパーティのWebサイ
ト、施設一覧などのさまざまなコンテンツを格納
• ページのソートや体系化、またはマップ上の目印など他の
アプリ・セクションとのリンクを実行
• 単一のモバイル・アプリ内に、複数の場所に関するコンテ
ンツを格納。 ユーザーはアプリ起動後にオプション・リス
トから選択するだけで、適切なコンテンツをロード可能
• アプリで複数の言語をサポートし、ユーザーのデバイス設
シンプルで使いやすいインターフェース

定に基づき自動的に優先言語で起動

Meridian Editorは視認性に優れ、直感的なインターフェースを備

カスタム・ブランディングとデザイン

えています。 モバイル・アプリのコンテンツの作成や管理に技術リ

AppMakerツールには、さまざまな美的テーマや柔軟な構築オプ

ソースを割り当てたり、視覚的なレイアウトやアプリケーション・フ

ションが含まれているため、施設は独自の企業ブランディングを取

ローの構築のためにユーザー・インターフェース/ユーザー・エクス

り入れつつ、印象的かつ創造的なモバイル・アプリ・エクスペリエン

ペリエンスの専門デザイナーを雇ったりする必要はありません。

スを提供できるようになります。

• 便利なWYSIWYGインターフェース
• コーディングの知識は不要
• 編集が行われると、組み込みのビジュアル・アプリ・プレ
ビュアーが更新
• クラス最高のユーザー・インターフェース/ユーザー・エク
スペリエンス・デザイン

• 施設固有のイメージ、ロゴ、限定コンテンツなどのグラ
フィックを多用した特集ページ
• さまざまなテーマ、色、スタイルから選択可能
• クラス最高のユーザー・インターフェース/ユーザー・エク
スペリエンス・デザインにより、コンテンツ・フローがモ
バイル・アプリ・ユーザーにとって直感的になるよう保証
ユーザー関連データの取り込み

MERIDIAN APPMAKER

AppMakerは一連のコンテンツ・フィードをサポートしているため、手動

Meridian EditorのAppMakerは、マッピングや経路探索機能を中

でアプリのページ・コンテンツを作成できるほか、さまざまな外部ソー

心とした完全なモバイル・アプリを作成するためのツールを提供し

スから関連するビジネス情報を自動的に抽出することもできます。

ます。 施設はテンプレート化されたフレームワークを用いて、多様
な固有コンテンツを配信する魅力的なモバイル・アプリを、迅速か
つ容易に作成できます。
Meridianによって、技術スキルをほとんど持たないスタッフでも、
容易にカスタム・アプリを作成できます。 アプリの完成後は、
Arubaのプロフェッショナル・サービス・チームが施設のアプリを
Apple App StoreSMおよびGoogle Play™ Storeに公開します2。

施設はiCal、XML、RSS、JSONフィードから、関連するページ、
目印、イベントをインポートできます。 たとえば、病院の臨床医一
覧、小売店の在庫管理システム、空港の最新フライト情報を提供す
るFlightStatsなどがあります。
外部Webページの取り込み
ゲストはMeridian App Sandboxにより、Meridian提供アプリ内
またはホワイトレーベル・アプリ内で、外部のモバイルWebページ

モバイル・アプリをゼロから構築

をあたかもアプリの一部であるかのように表示できます。 REST

Meridian AppMakerでは、さまざまなビジュアル・フォーマットの

APIを用いて、ホストされているWebページから目印、ページ、イベ

オプションを用いてモバイル・アプリのページを構築できます。

ントにアクセスすることも可能です。

画像やテキストのページ、ソートされたリストのページ、イベント・
ページ、カレンダー・ページ、ホストされるWebページのディレクト
リなど、多様な情報をエンド・ユーザーに表示できます。

こうした機能によって、ゲストが容易にオフィスの会議室を検索し
て予約したり、スタジアムの座席から飲食物を注文したり、美術展
の膨大な所蔵品を検索したりできるようになります。
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よりスマートな施設運営のためのアプリ分析

Meridianのこうした機能によって運営リソースを節約できるととも

Meridian Editorに備わっているレポート機能により、ユーザーがモ

に、より重要な点として、ビジターは使い慣れたモバイル・デバイ

バイル・アプリをどのように利用しているかを把握できます。施設

スで目的のものを即座に見つけられるため、満足度を維持できま

はこの情報を得ることで、ゲストが好み、反応を示しそうなコンテ

す。

ンツの種類を、詳細な情報に基づいて決定できるようになります。
たとえば競技場において、
「水」という語句の検索クエリーが増え
たら、競技場の運営者は水飲み場や自動販売機、またはペットボト
ル入りの水を販売する売店を設置できます。
• カスタマイズされた日付範囲に基づく、ページ・ビュー、
訪問、アプリ使用率、およびアクティビティに関する基本
的なアプリ分析
• よく使用される検索クエリー、探索経路、頻繁にアクセス
されるアプリ・セクションを把握

• 既存の平面図や建築レイアウトを、モバイル・アプリに適
したベクトルベースのレンダリング3に変換
• ゲストが施設内で経路にアクセスするために使用できるよ
う、検索可能な目印をマップに追加
• 施設内でのゲストの移動を明確にする、カスタム・ルート
をマップ上に作成
• 施設のレイアウトが変わった場合にも、リアルタイムで
ルートや目印といったコンテンツを容易に調整
注目ポイントに関するコンテンツを追加
施設は、ゲストが利用できるよう、個々の注目ポイントに関連する

マッピングおよびセルフガイドによる経路探索

説明的な情報を追加できます。 モバイル・アプリのユーザーは、

Meridianプラットフォームでは、注目ポイントへの経路とともに施

アプリの検索機能を使用するか、マップから直接この情報にアクセ

設のカスタム・マップをモバイル・アプリに容易かつ的確に取り込

スできます。

むことができます。 マップやそのコンテンツは、Meridian Editorコ

ビジターはマップ内で目印のタイトルやアイコンにタップするだけ

ンテンツ管理システムで簡単に作成および管理できます。

で、特定の注目ポイントに関する追加情報にアクセスできます。

施設内でのゲストの移動を支援

• 特定の注目ポイントを示すために、レストラン、化粧室、

GPSが利用できない施設内では、経路を探すことが難しくなる場

駐車場、インフォメーション・デスク、出口などさまざま

合があります。 モバイル・アプリのユーザーは、Meridianのマッピ

な目印アイコンを使用可能

ングおよびセルフガイドによる経路探索を使用することで、施設の
内外を問わず、注目ポイントを容易に検索し、ナビゲーションにア
クセスできます。

• カスタムの目印イメージにより、注目ポイントの雰囲気を
示したり、説明したりするための視覚的な画像を提供
• キーワードのカスタマイズにより、ユーザーが特定の注目
ポイントを検索して見つけ出し、同じ名前の複数の目印を
区別できるよう支援
• フォーマット済みのテキスト記述により、アプリ内で個々
の注目ポイントに関して説明可能
• 電話番号、電子メール・アドレス、Webサイトといった連
絡先情報により、ユーザーはモバイル・アプリから直接、
施設に連絡可能
• 手動でのデータ入力ではなく、ユーザーIDでの関連付けに
より外部データ・ソースと目印をリンクするオプションを
利用可能
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MERIDIANソフトウェア開発キット

ゾーンに基づく顧客エンゲージメント

Meridianソフトウェア開発キット（SDK）を使用すると、Meridian

施設はMeridianプラットフォームでロケーション・コンテキストを

の機能を既存のモバイル・アプリに統合できます。 これは、すでに

生かして、ビジターのプライバシーや好みを尊重しつつ、現在地に

モバイル・アプリに投資しているものの、Meridian提供のマッピン

基づくプッシュ通知メッセージを送信してビジターを魅了できま

グ、経路探索、近接性に基づくプッシュ通知機能などを挿入したい

す。 以下に示すように、仕組みは非常にシンプルです。

施設にとって理想的です。
Meridian SDKを使用するには、社内またはサードパーティのモバ
イル・アプリ開発リソースが必要です。
Meridian SDKのオプション
• NavKit – Meridianのマッピングと経路探索を取り込みます。
• BluDotKit – マッピングおよび経路探索による、ロケー

• Meridian Editorでマップ上にゾーンを作成し、特定のユー
ザー・アクション/キャンペーンと結び付けます。
• ユーザーが施設のモバイル・アプリをダウンロードしま
す。
• ユーザーはモバイル・アプリのダウンロード後、個人的な
好みを設定し、プッシュ通知を受け取るよう選択します。

ション・アウェアな屋内ポジショニングを取り込みます。

• 作成済みのゾーンにユーザーが侵入するとアプリが起動し、

Aruba Beacon提供のロケーション・サービスが必要です。

施設の当該エリアに関連するコンテンツが配信されます。

• ZoneKit – マップ上の特定エリアとアクションを関連付け
る、近接性に基づくプッシュ通知を取り込みます。 Aruba
Beacon提供のロケーション・サービスが必要です。

ARUBAロケーション・サービス
Aruba Beacon提供のArubaロケーション・サービスを追加すると、
コンテキストに基づくデバイス・ポジショニングという新たなレイ
ヤーを追加できます。 このリアルタイム・データは、Meridian提供
モバイル・アプリと統合され、よりきめ細かいロケーション・ベース
のサービスやパーソナライズされたモバイル・エンゲージメントを
ユーザーに提供します。
青い点での経路探索
ロケーション・コンテキストは、マップ上でモバイル・アプリのユー
ザーの場所を青く光る点で示すことで、マッピングや経路探索を使
いやすくします。 また、出発点を入力することなく現在地から経路
を探索できます。
• GPSのような経路探索を屋内でも実現
• 現在地からのナビゲーションにアクセス
• マップ上に青く光る点を表示
施設は、事前に定義したゾーンに入ってくるユーザーに対し、プッシュ通知
メッセージを送信可能

たとえば病院の場合、ロビーではビジターを迎えて診療予約場所
への経路を示すプッシュ通知を配信し、薬局の近くのゾーンでは患
者に処方薬を受け取るよう促すことができます。
施設はまた、この情報を既存のカスタマー・ロイヤルティ・プログラ
ムのデータベースと統合することもできます。 これにより、
エンゲージメント履歴に基づき、ビジターが事前定義済みのゾーン
に侵入したらパーソナライズされたメッセージを配信できます。

ユーザーは施設のマップ上で、屋内の現在地を容易に表示可能
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たとえば百貨店では、顧客の好みの商品に基づいて、3回目の来店
時にパーソナライズされたサービスを提供できます。 これは、エ
ンゲージメント履歴と商品の好みに合わせ、店頭での靴のプロモー

• REST APIを用いてMeridianデータにアクセス（標準化さ
れたデータ・アクセス方式）
• Sandbox APIにより、ホストされたWebページはMeridian環

ションや、店頭でのコート類のプロモーションなどの形態が考えられ

境と連携し、標準的な機能セットを超えてMeridianアプリの

ます。

機能を拡張。 また、ホストされたWebページを、アプリの

• アプリが起動していない場合でも、プッシュ通知メッセー
ジをゲストのモバイル・デバイスに送信
• 既存のロイヤルティ・プログラムのデータベースと関連付

他の部分と同様のルック・アンド・フィールにすることが
可能
ブラウザー要件

けられた、ロケーション・ベースのパーソナライズ・メッ

Meridian Editorは、Chromeなど最新のWebKitブラウザーで機能

セージを送信

します。

• 施設の仮想境界周辺に大規模なゾーンを作成し、ゲストが
施設に入る際にプッシュ通知を送信
• 施設内には小規模なゾーンを作成し、ターゲットを絞った
近接性に基づくメッセージを送信
• アプリを起動するメッセージを設定し、モバイル・アプリ
内の事前定義済みの関連ページ、目印、またはイベントへ

多くの最新型スマートフォンはWebKitブラウザーを使用してい
ますが、一部のMeridian Editor機能では、大半のスマートフォン
よりも高いコンピューティング能力が必要となります。 Meridian
Editorでコンテンツを管理する際には、デスクトップやラップトップ
を使用することを強くお勧めします。
データをインポートするためのフィード

とユーザーを案内
• メッセージの頻度を決定し、常時配信するか、特定のマー
ケティング・スケジュールに応じて配信

• RSS
• XML
• JSON
• iCal（イベントのみ）

仕様

• FlightStats（イベントのみ）

Meridian Editor
• 1つのロケーションまたは組織あたり複数のユーザーをサ
ポート

AppMakerおよびSDKのオペレーティング・システム
• Objective-C（iOS）、iOS 7以上をサポート

• 1つの組織あたり複数の施設ロケーションをサポート
（ユーザーの現在地から最も近いロケーションを自動的に
ロード）
• OAuthを用いたユーザー・アカウントの統合。 これによ

• Java（Android）、APIレベル15以上をサポート
AppMakerの言語サポート
英語、簡体字中国語、繁体字中国語、日本語、韓国語、ロシア語、

りビジターは、ブラウザーのようなシンプルなAPIを用い

ポルトガル語、スペイン語、イタリア語、フランス語、ノルウェー語、

て、サードパーティのアカウント・システムにログイン可

ドイツ語、アラビア語

能
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■ 開発元

アルバネットワークス株式会社
〒105-0004 東京都港区新橋5-27-1 パークプレイス3F
TEL. 03-6809-1540（代表） FAX. 03-6809-1541

http://www.arubanetworks.co.jp

■ お問い合わせ

