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iBeaconは、Bluetooth 4.0(BLE)におけるBluetooth StackのGATTと呼ばれるレイヤーを使って通
信を行う仕組みである。『Beacon』という名前は、文字通り発信機を連想させる。対象が範
囲に入ったかどうかの判定や、位置を特定することを目的としたものであることがわかる。
そして、アプリ開発者はiOSのCoreLocationフレームワークを使って簡単にBeaconの情報を得
ることができる。

しかし、受信側がCoreLocationフレームワークを使用してBeacon情報を得るためには、発信側
がCoreLocationで扱うことのできるデータを送信してやる必要がある。2013年10月10日現在、
Apple社はまだその情報を公開しておらず、一部のメーカーがApple社とNDA契約を結んで、
iBeaconに対応したBLE機器を製作しているという状況である。
（例：RedBearLabサイト）

このドキュメントでは、iBeaconの開発を行う上で知っておかないといけない知識と、その実
装方法について記載する。

iBeacon開発のための基礎知識

BLE(=Bluetooth Low Energy)とは、低消費電力を実現したBluetooth4.0で導入されたテクノロ
ジー。

BLEでは、発信側をPeripheral、受信側をCentralと呼ぶ。コンテクストによっては、発信側を
Server、受信側をClientとも呼ぶ。

※これに対応して、iOSのCoreBluetoothフレームワークでは、
CBPeripheralManagerクラスと、CBCentralManagerクラスが用意されている。

Bluetooth Stackとは、Bluetoothの通信を役割ごとにレイヤーに分けて階層構造にしたもののこ
と。

BLEのStackは、L2CAP、ATT、GATTの３つのレイヤーから構成されている。特に知ってお
かないといけないのは、GATT(=Generic Attribute Profile)レイヤーである。

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fredbearlab.com%2Fibeacon%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH75iNthBA5uIf2H4MU_Qbe5jsq-A


GATTレイヤーでは、いろいろな情報をPeripheralとCentralの間でやりとりすることができる。

Peripheralは、Advertising packetという比較的小さなデータを周囲へブロードキャストする。
Peripheralのこの行為はAdvertisingと呼ばれる。

Centralは、周囲をスキャンし、目的のAdvertisingを探す。目的のAdvertisingがあった場合、そ
のPeripheralに接続要求を出す。

このような接続プロセス自体は、GAP(=Generic Access Profile)というプロファイルで定められ
ている。やりとりされる Advertisement Data 自体もGAPで定義されている(詳しくは、Bluetooth
Core Specification Ver 4.0を参照のこと)。



Advertisingの際にブロードキャストされる、Advertisement Dataのパケットは、31オクテット
で、次のような構造をしている。（オクテット（octet）とは、8ビットを1単位としたもの。1
バイトと同義であるが、ビット数を明確にする際にはオクテットが使用される。）

AD AD AD … AD 0 … 0 0

上のパケット内の一つ一つのADは可変長で、次の形をしている：

length AD Type Data

lengthは、１オクテット長であり、AD TypeとDataの長さの和が設定される。
AD Typeとは、データの種類を表すIDである。
Dataは、AD Typeに対応したデータの内容である。

※AD Typeについては、Bluetooth SIGのサイト
https://www.bluetooth.org/enus/specification/assignednumbers/genericaccessprofile
を参照のこと。ただし、閲覧するにはメンバー登録が必要。

ADとして送信できるデータの例をあげる。これらはほんの一部である。

AD Type Name Type Value Description

Flags 0x01 8bitデータ。各ビットには、それぞれ意味が
あり、現在、０～４ビット目までが使用され
ている。

Service UUID 0x02~0x07 そのPeripheralが提供するServiceのUUIDリス
トが格納される。リスト内のServiceのUUID
のビット数（16/32/128ビット）によって、
Type Valueが異なる。

Manufacturer Specific Data 0xFF ２オクテット以上の長さを持つデータ。
最初の２オクテットは、Bluetooth SIGに登録
ｓれているCompany Identifier Codeが入り、そ
れ以降は、企業が自由に定めることができ
る。
ちなみに、AppleのCompany IDは0x004Cであ
る。

TX Power Level 0x0A 送信時電力レベル。単位は、dBm。
サイズは１オクテット。
範囲は、127～127 dBm。

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.bluetooth.org%2Fen-us%2Fspecification%2Fassigned-numbers%2Fgeneric-access-profile&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFp6tH1z4m5KZOUevzrIGMzsWt69A


パケットデータはすべて、リトル・エンディアンでパケットに格納される。

目的のAdvertisingを受信した Centralは、Peripheralとの接続を行い、Peripheralと情報のやりとり
を行う。

Peripheralの提供する情報は、Serviceと呼ばれる。Serviceは、複数のCharacteristicと呼ばれる情
報で構成される。

※具体的にどのようなServiceが定義されているのかは、やはり、Bluetooth SIGのサイ
トを参照しないといけない（メンバー登録必要）：
https://developer.bluetooth.org/gatt/services/Pages/ServicesHome.aspx

iOSのCore Bluetoothフレームワークでは、CBPeriphralManagerを使って、このPeripheralの情報
を扱うことが可能となっている。

CoreBluetoothは、BLEの仕組みを直に利用する仕組みであり、”Beacon”という概念は登場しな
い。
“Beacon”という概念が登場するのは、アプリ開発者が CoreLocationフレームワークを利用する
場合である。

CoreLocationフレームワークでは、上述のAdvertisingを行うPeripheralをBeaconと呼んでいる。
CLBeaconというクラスが、Beaconを表すクラスとなっており、アプリ開発者は、CLBeaconを
通して、PeripheralのBeaconとしての情報を得ることが可能となる。

※Peripheralのすべての情報がCLBeaconから得られるわけではないことに注意。

CoreLocationの扱うBeaconの情報とは以下のようなものである。

● Beacon自体の情報
○ proximityUUID　（32桁の16進数で表される値）
○ major  （Beaconの大分類に使う）
○ minor  （Beaconの小分類に使う）

● Beaconとの距離の情報
○ proximity  （Unknown/Immediate/Near/Far の値）
○ accuracy  （誤差。単位はm。）
○ RSSI  （受信電波強度。単位は、dBm。）

参照：
https://developer.apple.com/library/ios/documentation/CoreLocation/Reference/CLBeacon_class/
Reference/Reference.html

Beaconとして振舞うPeripheralデバイスは、上記のproximityUUID、major、minorと、送信電波強

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdeveloper.bluetooth.org%2Fgatt%2Fservices%2FPages%2FServicesHome.aspx&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3kgFvskz6sxd5v1qzuVcjwDSAdA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdeveloper.apple.com%2Flibrary%2Fios%2Fdocumentation%2FCoreLocation%2FReference%2FCLBeacon_class%2FReference%2FReference.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELBesaLwoeoGZueIJgAmzzT-k5HA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fdeveloper.apple.com%2Flibrary%2Fios%2Fdocumentation%2FCoreLocation%2FReference%2FCLBeacon_class%2FReference%2FReference.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNELBesaLwoeoGZueIJgAmzzT-k5HA


度の情報をAdvertising packetに乗せて、Advertiseすることで、iOSを搭載したCentralデバイスが
CoreLocationを通して検知することが可能となる。距離の情報に関しては、Centralデバイス側
のCoreLocationフレームワーク内で計算しているものと思われる。

CoreLocationでBeaconを扱うだけなら、Advertisement Packetだけで十分であり、Peripheralの
Service情報は不要のようである。

iBeaconのAdvertisement packetを解析した人たち（Reference[5]）によれば、proximityUUID、
major、minorの値は、AD Type = Manufacturer Specific Dataの情報として扱われているようであ
る。このManufacturer Specific Dataの構成内容は、Apple社のものであり、一部のNDA契約をし
た企業にのみ開示されているものと思われる。



iBeacon実装方法

Ⅰ．PeripheralがiOSデバイスの場合

準備
Peripheralを作成する前に、ProximityUUIDに用いるUUIDを作成しておく。
UUIDは、Macのターミナルから、uuidgen コマンドを実行すると得られる。

得られたUUIDは、1ED88CC9FA034B9899B6EBA4E63AE129 である。



Peripheral 側

１．ViewController で、CBPeripheralManagerDelegateを継承しておく。また、proximityUUID、
peripheralManagerをメンバーで持っておく。

@interface ViewController () <CBPeripheralManagerDelegate>

@property (nonatomic) NSUUID * proximityUUID;
@property (nonatomic) CBPeripheralManager *peripheralManager;

@end

また、どちらもViewControllerが生成されたときに、オブジェクトを生成しておく。

 (void)viewDidLoad
{
    [super viewDidLoad];
    // UUIDの作成
    self.proximityUUID = [[NSUUID alloc] initWithUUIDString:@"1ED88CC9FA034B9899B6EBA4E63AE129"];
    // CBPeripheralManagerの生成
    self.peripheralManager = [[CBPeripheralManager alloc] initWithDelegate:self queue:nil options:nil];
}

CBPeripheralManagerDelegateを継承すると、peripheralManagerDidUpdateStateの実装が求められ
るので、追加しておく。

 (void)peripheralManagerDidUpdateState:(CBPeripheralManager *)peripheral
{
}

２．CBPeripheralManagerのStateがPowerOnになった場合に、Advertisingを開始する。

 (void)peripheralManagerDidUpdateState:(CBPeripheralManager *)peripheral
{
    NSLog(@"peripheralManager state = %d", self.peripheralManager.state);
    if (self.peripheralManager.state == CBPeripheralManagerStatePoweredOn)
    {
        [self startAdvertising];
    }
}



３．startAdvertisingメソッドの中では、proximityUUID、major、minorの情報からAdvertisemnet
Dataを作成し、CBPeripheralManagerのメソッドstartAdvertisingを呼び出す。

 (void)startAdvertising
{
    NSLog(@"startAdvertising");
    // CLBeaconRegionの生成
    CLBeaconRegion * beaconRegion = [[CLBeaconRegion alloc] initWithProximityUUID:self.proximityUUID

             major:1
             minor:2
        identifier:@"com.brilliantservice"];

    // Advertisement data の作成
    NSDictionary * beaconPeripheralData = [beaconRegion peripheralDataWithMeasuredPower:nil];

    // ログ表示
    NSLog(@"Beacon Peripheral Data");
    // アドバタイズ開始
    [self.peripheralManager startAdvertising:beaconPeripheralData];
}

peripheralDataWithMeasuredPowerの引数は、Peripheral と Central の距離が1mのときのRSSI(受信
電波強度)[dBm]を、距離測定用に設定できる。nilを設定すると、デフォルトの値が使用され
る。

４．ViewWillDisappear(または、ViewDidDisappear)で、Advertisingを停止する

 (void)stopAdvertising
{
    NSLog(@"stopAdvertising");
    [self.peripheralManager stopAdvertising];
}

 (void)viewWillDisappear:(BOOL)animated
{
    [self stopAdvertising];

    [super viewDidDisappear:animated];
}



Central 側

１．ViewControllerで、CLLocationManagerDelegateを継承しておく。使用するメンバーを宣言
しておく。

@interface ViewController () <CLLocationManagerDelegate>

@property (nonatomic) CLLocationManager *locationManager;
@property (nonatomic) NSUUID *proximityUUID;
@property (nonatomic) CLBeaconRegion *beaconRegion;

@end

２．ViewController生成時に、デバイスがRegion Monitoring をサポートしているか確認する。サ
ポートしている場合、CLLocationManagerを生成し、前述のUUIDからCLBeaconRegionを生成
し、startMonitoringForRegion を呼び出すことによって、観測を開始する。

 (void)viewDidLoad
{
    [super viewDidLoad];

    if ([CLLocationManager isMonitoringAvailableForClass:[CLBeaconRegion class]])
    {
        // CLLocationManagerの生成とデリゲートの設定
        self.locationManager = [CLLocationManager new];
        self.locationManager.delegate = self;

        // 生成したUUIDからNSUUIDを作成
        self.proximityUUID = [[NSUUID alloc] initWithUUIDString:@"1ED88CC9FA034B9899B6EBA4E63AE129"];

        // CLBeaconRegionを作成
        self.beaconRegion = [[CLBeaconRegion alloc] initWithProximityUUID:self.proximityUUID

     major:1
     minor:2
identifier:@"com.brilliantservice"];

        // Beaconによる領域観測を開始
        [self.locationManager startMonitoringForRegion:self.beaconRegion];
    }
}

３．CLLocationManagerDelegateの実装メソッドにて、BeaconがCentralデバイスの観測領域に
入ったイベントと、観測領域から出て行ったイベント。

 (void)locationManager:(CLLocationManager *)manager didEnterRegion:(CLRegion *)region
{
    NSLog(@"Enter Region");
}

 (void)locationManager:(CLLocationManager *)manager didExitRegion:(CLRegion *)region
{
    NSLog(@"Exit Region");
}



４．また、didRangeBeaconメソッドを実装すれば、Beaconが観測領域にある場合に、Beacon
の距離などを観測することができる。
didRangeBeaconsを開始するためには、startRangingBeaconsInRegionを呼ぶ必要があり、
didRangeBeaconsを終了するためには、stopRangingBeaconsInRegionを呼ぶ必要がある。

 (void)locationManager:(CLLocationManager *)manager didEnterRegion:(CLRegion *)region
{
    NSLog(@"Enter Region");

    // Beaconの距離測定を開始する
    if ([region isMemberOfClass:[CLBeaconRegion class]] && [CLLocationManager isRangingAvailable])
    {
        [self.locationManager startRangingBeaconsInRegion:(CLBeaconRegion *)region];
    }
}

 (void)locationManager:(CLLocationManager *)manager didRangeBeacons:(NSArray *)beacons inRegion:(CLBeaconRegion
*)region
{
    NSLog(@"didRangeBeacons (%d)", beacons.count);
    if (beacons.count > 0)
    {
        for (int32_t i = 0; i < beacons.count; i++)
        {
            CLBeacon *beacon = beacons[i];
            NSString *message = [NSString stringWithFormat:@"ProximityUUID:%@, Major:%@, Minor:%@, accuracy:%f, rssi:%d"

beacon.proximityUUID, beacon.major, beacon.minor, beacon.accuracy, beacon.rssi];
            NSLog(message, nil);
        }
    }
}

 (void)locationManager:(CLLocationManager *)manager didExitRegion:(CLRegion *)region
{
    NSLog(@"Exit Region");

    // Beaconの距離測定を終了する
    if ([region isMemberOfClass:[CLBeaconRegion class]] && [CLLocationManager isRangingAvailable])
    {
        [self.locationManager stopRangingBeaconsInRegion:(CLBeaconRegion *)region];
    }
}



Ⅱ．Peripheral（発信側）が独自デバイスの場合

独自でiBeaconに対応したPeripheralデバイスを作成したい場合、先にも述べた通り、
Advertising packetにManufacturer Specific Dataを加えてやらないといけない。この部分はApple
社とNDAを結ばないと、正確な情報が得られないし、Apple社の都合によって変更される可能
性もある。

ただし、ネット上ではいろいろとリバースエンジニアリングされた情報が出回っている。
その中でも、Raspberry PI デバイスに、bluezibeaconというLinuxで使用されるBluetooth Stack モ
ジュール bluez を、iBeacon 用に改造したものがあり、うまくiBeaconとして振る舞っているよ
うだ。これは、GitHub にソースコードが公開されている。その中身を見てみると、
Advertisement Data は次のような感じになっている。

length AD Type AD Data

0x02 0x01
“Flags”

0x1A

0x1A 0xFF
“Manufacturer
Specific Data”

0x4c,0x00,　・・・Apple社のCompanyID
0x02,0x15,　・・・不明
<ProximityUUID>を４オクテットに16進数の数字が一つ入るよう
にした16オクテットのデータ
<major(short値?)>を先頭オクテットと後半オクテットに分けてな
らべたデータ、
<major(short値?)>を先頭オクテットと後半オクテットに分けてな
らべたデータ、



<RSSI(char値)>

例えば、
ProximityUUID = 1ED88CC9FA034B9899B6EBA4E63AE129
major = 1
minor = 2
RSSI = 59(=0xC5)

の場合、

02,01,1A,1A,FF,4C,00,02,15,1E,D8,8C,C9,FA,03,4B,98,99,B6,EB,A4,E6,3A,E1,29,00,01,00,02,C5

となる。
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