ソリューションの概要

モバイル・エンゲージメント
屋内のナビゲーション、コンテキストに基づくマー
ケティング、およびパーソナライズされたゲスト体
験を提供するロケーション・アウェアなモバイル・
アプリにより、施設が活性化

エンタープライズWI-FIネットワーク全体にわたる
モバイル・エンゲージメント
全世界のスマートフォン台数が10億を超えている現在、ユーザー
は小売店、病院、リゾート・ホテル、空港、スタジアム、コンベンショ
ン・センターなど、どこからでもWebにアクセスできるようになって
います。
時間や場所を問わないインターネットへのアクセスは、屋内施設
を運営する企業に、利益へとつながる重大なインパクトをもたらす

現代のモバイル・エンゲージメントの取り組みには、
アイデンティティやロケーションに
基づいて消費者体験をパーソナライズできるアプリが必要

可能性があります。 実際に、米国環境保護庁の推計によると、私
たちは90%の時間を屋内で過ごしています。

• ArubaギガビットWi-Fi – コントローラーで管理される、
またはコントローラーレスの無線LANおよび高性能アクセ

消費者がこうしたテクノロジーを利用できるようになったことを受

ス・ポイントで、何千ものデバイスやアプリを接続して印

け、施設は顧客と関与するためにモバイル・アプリを提供していま

象的なユーザー・エクスペリエンスを構築します。

す。 しかし多くの場合、モバイル・アプリは単なる企業Webサイト
のモバイル対応版にとどまっているため、投資に見合った利益が得
られていません。

• ClearPass Guest – 独自にブランディングしたデバイス・
オンボーディング・ポータルを用いてビジターを安全に
Wi-Fiに接続し、ターゲットを絞ったブラウザー・ブラン

初期のエンタープライズ・モバイル・アプリはおおむね、対象とな

ディング/広告を提供してモバイル・アプリのダウンロード

る相手やその場所に応じて消費者体験をパーソナライズするテク

を促します。

ノロジーを、効果的に活用できませんでした。 ロケーションを生

• ArubaのMeridianモバイル・アプリ・プラットフォーム – 施

かしたとしても、データのコントロールをサードパーティのベンダー

設が迅速かつ容易にモバイル・アプリを作成したり、施設

に奪われていました。

内のナビゲーションなどの機能によって既存アプリを改善
できるようにします。

次世代のモビリティの取り組みには、アイデンティティやロケー
ションに基づいて消費者体験をパーソナライズできるアプリが必要

• Arubaロケーション・サービス – Aruba Beaconにより提供
されるサービスで、Meridianモバイル・アプリ・プラット

です。 自宅から施設に至るまで、コンテキストに関連した方法で消

フォームとの統合を通じ、屋内マップ上の青く光る点や

費者を魅了する、オムニチャネルな体験を提供することが不可欠で

ユーザーの現在地に関連するプッシュ通知などのロケー

す。

ション・アウェアな機能によって、ビジターの体験を向上

完全なモバイル・エンゲージメント・ソリューション
Aruba Networks®モバイル・エンゲージメント・ソリューションは、
ハードウェアのみのアプローチとは異なり、クラス最高のエンター
プライズWi-FiおよびArubaロケーション・サービスを、セルフサー
ビス式のデバイス・オンボーディング/モバイル・アプリ・プラット
フォームと統合し、迅速かつ容易な配備が可能な単一の統合ソ
リューションを実現します。

します。

ソリューションの概要
モバイル・エンゲージメント

Arubaモバイル・エンゲージメント・ソリューションは、ユーザー、

常に利用でき、信頼できるゲストWi-Fi

ロケーション、デバイスなどのコンテキスト・データを活用して、有

Arubaは主に、拡張性に優れた超高速Wi-Fiインフラと、ブラウ

意義な方法でゲストを魅了します。 これにより施設は、ゲストのプ

ザーベースのポータル経由でビジターをネットワークに安全に接

ライバシーを守りつつ、説得力のあるパーソナライズされた情報を

続するClearPass Guest機能によって、モバイル・エンゲージメン

モバイル・デバイスに配信できます。

トの課題に対応しています。

ビジターが施設のWi-Fiに接続し、好みを指定することで、企業側

このWi-Fiネットワークは、通知の配信を許可したゲストを次回訪

はビジターの要望を把握できます。 ビジターは施設が独自にブ

問時まで記憶します。また、1回のみの登録プロセスにより、各ユー

ランディングしたMeridianモバイル・アプリをダウンロードし、ロ

ザーの固有アイデンティティや、使用しているデバイス、具体的な

ケーションに関連するパーソナライズされたプッシュ通知の配信を

興味といったコンテキストを提供します。

許可できます。

ClearPass Guestポータルはこの情報を用いて適切なブラウザー
広告を表示したり、ビジターに対し、施設が独自にブランディング
したMeridian提供モバイル・アプリをGoogle Play™またはApple
App StoreSMからダウンロードしてつながりを維持するよう勧める
ことができます。

PERSONALIZED AD

DOWNLOAD THE APP:

ビジターは自分の携帯電話を持って
ビジターはClearPass Guest
ビジターはパーソナライズされた
建物内に入ります。
キャプティブ・ポータル経由で施設の
ブラウザーベースの案内と
Wi-Fiネットワークにアクセスします。 施設のモバイル・アプリをダウンロード
するためのリンクを受信します。

1

2

3

ﬁgure 1.0_102114_mobileengagement-soa

ビジターはClearPass Guestにより、Wi-Fiに容易に接続し、
ターゲットを絞ったブラウザーベースのコミュニケーションを表示

ソリューションの概要
モバイル・エンゲージメント

Meridianのコンテンツ管理

Aruba BeaconによるArubaロケーション・サービス

Meridianプラットフォームは、ゲストのモバイル・エンゲージメン

Aruba Beaconは施設内でビジターの場所を特定し、Meridian提

トに向けたバックエンド・テクノロジーを提供するほか、Meridian

供モバイル・アプリと連携して、以下のような多くのロケーション・

Editorコンテンツ管理システムによって、施設が迅速かつシンプル

アウェア・サービスをゲストのモバイル・デバイスに提供します。

な方法でカスタムのモバイル・アプリを作成し、改善できるよう支
援します。

• 施設マップ上に、場所を示す青く光る点を表示
• 施設内の手近な設備へのナビゲーション

Meridian Editorは、視認性に優れたクラウドベースのコンテンツ管
理システムであり、マップ上の注目ポイントや経路、オンサイトのイ
ベント、サービスといったロケーション固有の情報を簡単に入力で
きます。 このコンテンツにより、モバイル・アプリのユーザーは施
設内を探索し、楽しめるようになります。

個人の好みに基づく関連コンテンツを記載したプッシュ通知
サンフランシスコ湾岸地域にある最新かつ最大のスタジアムの1つ
では、Aruba Beaconを活用してカスタムのモバイル・アプリにロ
ケーション・サービスを提供し、観客が最寄りの売店や座席といっ
た注目ポイントへのナビゲーションを利用できるようにしていま

ゲストのモバイル・デバイスに向けた、世界に通用する魅力的なア

す。

プリを開発/維持するためには多大な時間と労力がかかりますが、
施設はMeridian Editorを用いることで、この時間と労力を大幅に
削減できます。

直感的なコンテンツ管理システム
（CMS）
であるMeridian Editorによって、施設はサイ
ト・マップをカスタマイズし、独自の注目ポイントを追加

A

ビジターはMeridianプラットフォームに
対応した施設アプリをダウンロードします。

Aruba Beaconには、バッテリー・バージョンとUSB充電バージョンがあり、
屋内でロケーションベースのサービスを提供

A

施設のコミュニケーターは
Aruba Beaconsを使用します。

1

2

これにより、
アプリはユーザーのリアルタイムの位置を
マップ上に表示し、
ロケーションベースの
プッシュ通知などを表示できるようになります。
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Arubaロケーション・サービス
（Aruba Beaconにより提供）は、Meridian提供モバイル・アプリを強化

ソリューションの概要
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ビジネスに応じた
モバイル・エンゲージメント
小売
小売企業はEコマースに適応するなかで、従来型の消費者体験を
等しく改善してきました。 しかし最近までは、小売企業のこうした
非常に重要な能力に、テクノロジーが対応できていませんでした。
ロケーションベースのテクノロジーの進化によって、この状況が変
わりつつあります。
Aruba Meridian提供モバイル・アプリとロケーション機能は、小売
分野でのエンゲージメントに向けて、顧客が自宅にいても、店舗に
いても、移動中であっても、印象に残るユニークな買い物経験を提
供します。
Macy’sなどの小売企業はArubaのテクノロジーを活用して、店舗
内でサービスや商品までのナビゲーションを顧客に提供するモバ
イル・アプリを作成し、改善しています。 また、顧客の店内での場
所や個人的な配信設定に基づき、独自の割引情報をモバイル・デ
バイスに配信できます。

病院は医療の質を改善するため、現地サービスの一覧や
ナビゲーションを提供したり、処方薬を受け取るよう促す通知を送信

病院
病院は多くの場合、入り組んだ建物や敷地で構成され、数千の患
者や見舞人に対応しています。 患者が診療予約の場所や、待合
室、カフェテリア、院内の他の医療施設に向かう際、経路が分かり
にくいためにストレスを感じる場合があります。
Arubaは、受付や案内標識、他の経路探索ツールを補う形で、
患者と病院を結びつけます。 ボストン小児病院などの病院は、
Meridianモバイル・アプリを採用して、ビジターに臨床科や飲食物
の選択肢、手近な設備への案内を提供しています。
また病院は、Meridianプラットフォームによって、カスタムのモバ
イル・アプリに多様な機能を追加できます。 たとえば、患者サービ
ス・システム、スタッフ名簿、ソーシャル・メディアをモバイル・アプ
リと容易に統合できます。

小売企業はMeridian提供アプリとArubaロケーション・サービスにより、買い物客を売
り場に誘導し、
ロイヤルティに報いる特売についての通知を送信

ソリューションの概要
モバイル・エンゲージメント

サービス業
ホテル、カジノ、リゾート、船旅会社などは、他のいかなるロケー
ションベースの施設よりも、戦術的なアプローチで顧客を魅了して
います。 ロイヤルティ・プログラムや電子看板、戦略的な建物配置
は、サービス業界がよく採用する手段です。
このためサービス業の施設は、非常に熱心にArubaモバイル・エン
ゲージメント・ソリューションを採用しています。 ラスベガスのザ・
ベネチアンやザ・パラッツォ・リゾート・ホテル・カジノなど、ます
ます多くの企業がMeridian提供アプリを用いて施設の内外を問わ
ずに顧客を魅了しています。
ゲストはオンサイトのサービスを知らせるロケーションベースの通
知や、レストラン、エンターテイメント、ショッピング施設へのナビ
ゲーションを利用できます。 またMeridianプラットフォームによっ
て、モバイルWebサイト、ロイヤルティ・プログラム、ソーシャル・メ
ディアを、施設のモバイル・アプリに容易に追加できます。
空港は、宣伝広告を配信したり、搭乗ゲート、
レストラン、小売店、交通機関、化粧
室、ATMなどへのナビゲーションを提供することで収益を創出

空港
空港ほど、屋内で多くの人々が慌ただしく移動している施設はほと
んどありません。 以前は、疲れ切った旅行者が搭乗ゲートを探し
て電子掲示板の周りをうろついたり、乗り継ぎ待ちの搭乗客が食べ
る物や読む物を求めてターミナルをさまよったりする光景が見られ
ました。
現在Arubaは、旅行者が急いでいても時間を持て余していても、空
港内をスムーズに移動できるよう支援しています。 Meridian提供
アプリは、ポートランド国際空港などの空港において、搭乗ゲート
や飲食店、売店、ATM、化粧室、陸上交通機関などへのナビゲー
ションを旅行者に提供しています。

ホテルやカジノ、
リゾートは、最新のイベントについて
ゲストにリアルタイムで情報を提供するとともに、
レストランやエンターテイメント、
ショ
ッピング施設にたどり着けるよう支援

ソリューションの概要
モバイル・エンゲージメント

スタジアム
シーズン・チケットの購入者でもない限り、スタジアムの観客の大
半は、友人や座席、売店、化粧室、その他さまざまなサービスを探
して、スタジアム内を歩き回っています。 イベントが終わると、今度
は駐車場への最短経路を探し始めます。
ありがたいことに、モバイル・エンゲージメント・テクノロジーに
よって、観客は経路探索を利用できるようになっています。 Aruba
モバイル・エンゲージメント・ソリューションを採用しているスタジ
アムは、目的地がどこであろうとも、ナビゲーションを観客に提供
できます。
またMeridianモバイル・アプリ・プラットフォームにより、オレゴン
州ポートランドのプロビデンス・パークのようなスタジアムでは、観
客が簡単にイベント・カレンダーなどのエンターテイメント情報を
ダウンロードできます。 これにより、熱心なファンは、スタジアム
にいなくても常に最新情報を入手できます。
モバイル・デバイスが個人的なツアー・ガイドとなって、パーソナライズされた行程で博
物館を案内

博物館
以前は、博物館はレンタルのPocket PCやiPAQ PDAを通じて来館
者とつながっていました。 iPhoneやAndroidデバイスの
登場により、博物館は古い手法を廃止し、
ビジターが自分のWi-Fi対応スマートフォンを使って
接続できるようにしています。
Arubaモバイル・エンゲージメント・ソリューションは、博物館の
Wi-Fiネットワークで機能するモバイル・アプリを用いてビジター
と接続します。 たとえばシカゴ美術館では、Meridianモバイル・
アプリを使用して、展示中の美術作品に関する見事なマルチメディ
ア・プレゼンテーションを提供しています。
多くの文化センターも、Meridianプラットフォームを有意義に活用
し、展示品へのナビゲーションを提供したり、イベント・カレンダー
やソーシャル・メディア活動を、独自にブランディングしたモバイ
座席や売店へのナビゲーションによって、
手ごわいスタジアムが自分の庭のように感じられる

ル・アプリと統合しています。

ソリューションの概要
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コンベンション・センター

会議場を借りる多数の会議主催者や事務局は、独自のブランド、フ

展示会などの複雑な屋内イベントの出席者や出展者にとって、コン

ロア・レイアウト、イベント活動などによって、モバイル・アプリの

ベンション・センター内の曲がりくねった通路を進むことが困難な

ユーザー・エクスペリエンスを迅速かつ容易にカスタマイズできま

場合があります。 展示品や食事場所、化粧室、受付などを探すた

す。

めには、方向を示す固定標識に頼らざるを得ません。
Arubaモバイル・エンゲージメント・ソリューションにより、スマー

結論
Arubaモバイル・エンゲージメント・ソリューションは、Meridian提

トフォンやタブレットなどの個人用モバイル・デバイスを通じて、

供モバイル・アプリと、ArubaのClearPass Guest、Wi-Fi、および

Wi-Fiインフラで何千もの出席者や出展者とやり取りをすることが

ロケーション・サービスによって提供されるコンテキスト・データ

できます。

を活用することで、

オレゴン会議センターなどの施設のビジターは、Meridian提供ア

新しいロケーション・アウェア・サービスを実現してビジターの体

プリによって、展示会の出展コーナーから分科会セッションに向か

験をパーソナライズし、

い、休憩が必要になったら売店エリアに向かうためにナビゲーショ

顧客をリアルタイムで魅了します。

ンを利用できます。

ClearPass Guestは、ビジターが施設のエンタープライズWi-Fi
ネットワークに安全かつ容易に接続できるようにするとともに、カ
スタマイズされたモバイル・アプリのダウンロードを促すため、ター
ゲットを絞ったコミュニケーションやリンクを提供します。
施設はクラス最高のAruba Wi-FiおよびArubaロケーション・サー
ビス（Aruba Beaconにより提供）を採用することで、屋内の経路
探索や近接性に基づくプッシュ通知など幅広いロケーション・ア
ウェアなモバイル・エンゲージメント機能を、Meridianモバイル・ア
プリをダウンロードして通知の配信を許可したビジターに提供でき
ます。
企業はArubaのテクノロジーにより、ユーザー、デバイス、ロケー
ションなどのコンテキスト・データを活用し、高度にパーソナライ
ズされたサービスを提供することで、有意義かつ関連性の高い方法
でビジターを魅了し、ブランド・ロイヤルティの促進と収益の増大、
および印象的なゲスト体験の創出が可能になります。

展示会のブース、展示ホール、休憩所、売店などの場所をビジターに示すことで、物理的
な標識の必要性を低減
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