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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末のアプリケーションに対してネットワークを介してリソースを提供する情報処理シ
ステムであって、
　前記端末が発信装置から発信されるビーコンを受信したとき、前記ビーコンの識別情報
を取得し、前記発信装置の認証を行う認証手段と、
　前記認証手段によって前記発信装置が認証された後、前記端末の識別情報を取得し、前
記端末を認証し、認可トークンを発行する認可手段と、を備え、
　前記認可手段は、前記端末からの前記認可トークンを用いた前記リソースの呼出し要求
があったとき、前記認可トークンが有効であるか否かを検証し、
　前記認可手段によって前記認可トークンが有効であると検証されたあと、前記ビーコン
に基づくイベントの内容に応じて、前記端末の前記アプリケーションに対して前記リソー
スの利用を許可することを特徴とする情報処理システム。
【請求項２】
　前記認可手段は、指定されたスコープの範囲内のリソースのみの呼出しを許可する前記
認可トークンを発行する
　ことを特徴とする請求項１記載の情報処理システム。
【請求項３】
　前記認可手段は、前記リソースの利用回数が予め設定された前記リソースの利用上限回
数よりも大きい場合、前記端末に通知を行う
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　ことを特徴とする請求項１または２記載の情報処理システム。
【請求項４】
　前記情報処理システムは、
　少なくとも前記イベントとして前記端末が前記ビーコンを受信可能なエリア内に入った
ことを示す通知、前記端末が前記エリアにいることを示す通知、または前記端末が前記エ
リア外に出たことを示す通知のいずれかを取得する通知取得手段を更に有する
ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の情報処理システム。
【請求項５】
　前記通知取得手段は、現在日時が前記イベントの日時に所定の時間を加えた時間以内で
あるとき、前記端末の前記アプリケーションに対して前記リソースの利用を許可する
ことを特徴とする請求項４記載の情報処理システム。
【請求項６】
　前記通知取得手段は、前記イベントの最終取得日時に所定の時間を加えた時間以内であ
るとき、前記端末の前記アプリケーションに対して前記リソースの利用を許可する
ことを特徴とする請求項４または５記載の情報処理システム。
【請求項７】
　前記通知取得手段は、前記エリア内のみで前記リソースの利用を許可する
ことを特徴とする請求項４ないし６のいずれか１項に記載の情報処理システム。
【請求項８】
　端末のアプリケーションに対してネットワークを介してリソースを提供する情報処理シ
ステムの制御方法であって、
　前記端末が発信装置から発信されるビーコンを受信したとき、前記ビーコンの識別情報
を取得し、前記発信装置の認証を行う認証工程と、
　前記認証工程によって前記発信装置が認証された後、前記端末の識別情報を取得し、前
記端末を認証し、認可トークンを発行する認可工程と、を備え、
　前記認可工程は、前記端末からの前記認可トークンを用いた前記リソースの呼出し要求
があったとき、前記認可トークンが有効であるか否かを検証し、
　前記認可工程によって前記認可トークンが有効であると検証されたあと、前記ビーコン
に基づくイベントの内容に応じて、前記端末の前記アプリケーションに対して前記リソー
スの利用を許可することを特徴とする情報処理システムの制御方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の制御方法をコンピューターに実行させることを特徴とするコンピュー
タープログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理システム、情報処理装置の制御方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォンやタブレットコンピューター等のモバイル端末が急速に普及して
いる。そして、このようなモバイル端末に対して、インターネット上のアプリケーション
ストア等を通じ、開発したアプリケーションを容易に公開または販売できる仕組みが存在
する。また、モバイル端末向けのアプリケーション開発において、モバイル端末単体では
実現困難な機能をインターネット上のＷｅｂサービスとして提供し、Ｗｅｂサービス利用
料金を徴収するサービス事業も存在する。特に、サーバーサイドでのコード開発やサーバ
運用が不要であり、ＷｅｂサービスＡＰＩを利用した分だけ課金するというＢａａＳ（Ｂ
ａｃｋｅｎｄ　ａｓ　ａ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）というＷｅｂサービス提供形態が現れ始めて
いる。
【０００３】
　また近年、店舗等にビーコンを設置し、モバイル端末をビーコン受信機として利用可能
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な、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙという無線通信規格を利用
した製品やサービスが普及しつつある。例えば、モバイル端末がビーコンのエリア内に入
ったのを検出すると、モバイル端末にクーポン券を配信するなどのユースケースが存在す
る。
【０００４】
　さらに、その他のビーコン情報を活用したアプリケーションのユースケースとして、ゲ
ームアプリでご当地限定のアイテムを配信する場合、アイテムの配信はビーコンのエリア
内のみで１回限りとする回数制限があるケース。また、合計10回までクーポン券を発行可
能であるが、発行する場所は問わないケースが存在する。
【０００５】
　また、個人用のモバイル端末で会社内リソースにアクセスする場合に、モバイル端末が
ビーコンのエリア内（会社の建物内）に存在する時のみ、会社内リソースを利用可能とし
、エリア外に出た際には会社内リソースを利用不可能にするケースが存在する。そして、
上述のような多様なユースケースを実現するためには、モバイル端末が受信したビーコン
のエリア情報に応じて、利用可能なリソースの範囲や回数を制限する必要がある。
【０００６】
　また、特許文献１は、擬似衛星と認証サーバが、配置情報と認証ＩＤを共有することに
より、擬似衛星から発信される信号の正当性を保証して、所定の位置の電子機器からのみ
企業内システムへのアクセスを許可する技術を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１０－２８２３２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１は、擬似衛星と認証サーバが、信号の正当性を保証し、所定
の位置の電子機器からのみ企業内システムへのアクセスを許可する技術を開示している。
しかしながら、利用するリソースの範囲や回数を制限するＡＰＩ認証・認可の仕組みを提
供することはできない。例えば、モバイル端末がビーコンのエリア内に入り、サービスを
このモバイル端末に提供する際に、アプリケーション開発者が利用可能なセキュアなＡＰ
Ｉ認証・認可の仕組みを提供することはできない。
【０００９】
　本発明は、上記の問題に鑑みてなされたものであり、モバイル端末が受信したビーコン
の識別情報に応じて、利用可能なリソースの範囲や回数を、容易に許可し、制限すること
が可能な情報処理システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る情報処理システムは、端末のアプリケーションに対してネットワークを介
してリソースを提供する情報処理システムであって、前記端末が発信装置から発信される
ビーコンを受信したとき、前記ビーコンの識別情報を取得し、前記発信装置の認証を行う
認証手段と、前記認証手段によって前記発信装置が認証された後、前記端末の識別情報を
取得し、前記端末を認証し、認可トークンを発行する認可手段と、を備え、前記認可手段
は、前記端末からの前記認可トークンを用いた前記リソースの呼出し要求があったとき、
前記認可トークンが有効であるか否かを検証し、前記認可手段によって前記認可トークン
が有効であると検証されたあと、前記ビーコンに基づくイベントの内容に応じて、前記端
末の前記アプリケーションに対して前記リソースの利用を許可することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、端末が受信したビーコンの識別情報に応じて、利用可能なリソースの
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範囲や回数を、容易に許可し、制限することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一実施形態に係るシステム全体の構成を示す図である。
【図２】情報処理装置のハードウェアの構成を示す図である。
【図３】本発明のシステムに係るソフトウェアの構成を示す図である。
【図４】サービス利用登録処理と各設定値登録処理のシーケンス図である。
【図５】利用登録画面とＡＰＩアクセス許可設定画面の一例を示す図である。
【図６】ビーコン認証オプション設定画面と詳細設定画面の一例を示す図である。
【図７】ビーコン判定条件設定画面の一例を示す図である。
【図８】クライアント登録処理のシーケンス図である。
【図９】ビーコン受信、イベント記録、トークン発行処理のシーケンス図である。
【図１０】エリア滞在およびエリア外に出た場合の処理のシーケンス図である。
【図１１】トークン検証処理とビーコン条件判定結果の処理のシーケンス図である。
【図１２】リソース要求ＡＰＩ処理のシーケンス図である。
【図１３】ビーコン条件判定処理のシーケンス図である。
【図１４】ビーコン条件判定処理のシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための最良の形態である情報処理システム、情報処理システム
の制御方法およびコンピュータープログラムについて図面などを用いて説明する。
【００１４】
　本実施形態では、Ｗｅｂサービスからアプリケーションに対してセキュアなＡＰＩ（Ａ
ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｐｒｏｇｒａｍ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）認可手段を提供するために
、インターネット標準であるＯＡｕｔｈ ２．０に準拠した構成とする。特に、モバイル
端末向けアプリケーションに対して、端末ごとにアクセス制御を実施可能とするために、
ＯＡｕｔｈ ２．０のＣｌｉｅｎｔ　Ｃｒｅｄｅｎｔｉａｌｓ　ＧｒａｎｔによるＡＰＩ
認可手段を提供する。
【００１５】
　図１は、本実施形態に係る情報処理システム全体の構成を示す図である。まず、ネット
ワーク１０１は、各装置間で通信を行うための基盤であって、インターネットまたはイン
トラネットなどであってよい。ネットワーク機器１０２は、ネットワーク同士を接続する
ルータやスイッチなどであってよい。ファイアウォール１０３は、ネットワーク間の通信
許可の制御を行う。ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）１０５は、コンピ
ューター等の機器を接続する末端のネットワークであり、有線通信のネットワークに限ら
ず、無線ＬＡＮや携帯電話通信ネットワークなどの無線通信網であってもよい。
【００１６】
　アプリケーションサーバー１１１は、ネットワーク１０１を介して接続されており、ク
ライアントコンピューター（端末）１２１、１２２とデータ通信可能である。クライアン
トコンピューター１２１、１２２は、パーソナルコンピューター、タブレットコンピュー
ター、スマートフォンなどであってよい。ビーコン発信機１３１（発信装置）は、ビーコ
ン受信機能を備え、クライアントコンピューター１２２と無線通信によって情報の送受信
が可能である。
【００１７】
　図２は、アプリケーションサーバー１１１、クライアントコンピューター１２１、１２
２のハードウェアの構成を示す図である。ユーザーインターフェース２０１は、ディスプ
レイ、キーボード、マウス、タッチパネルなどであり、情報の入出力を行う。なお、これ
らのハードウェアを備えないコンピューターは、リモートデスクトップやリモートシェル
などにより、他のコンピューターから接続または操作することも可能である。
【００１８】
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　ネットワークインターフェース２０２は、ＬＡＮなどのネットワークに接続して、他の
コンピューターやネットワーク機器との通信を行う。ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）２０４は、組込済みプログラムおよびデータが記録されている。ＲＡＭ（Ｒａ
ｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）２０５は、ＣＰＵ２０３の一時メモリ領域であ
る。ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）２０６は、二次記憶装置である。ＣＰＵ
（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）２０３は、ＲＯＭ２０４、ＲＡＭ
２０５、ＨＤＤ２０６などから読み込んだプログラムを実行する。各ユニットは、入出力
インターフェース２０７を介して接続されている。
【００１９】
　図３は、本実施形態のシステムに係るソフトウェア構成を示す図である。アプリケーシ
ョンサーバー１１１は、ＨＴＴＰサーバーモジュール３０１、Ｗｅｂアプリケーション３
０２、データベース３０５を備える。ＨＴＴＰサーバーモジュール３０１は、クライアン
トからのＷｅｂアクセスの要求と応答の通信を管理、制御し、必要に応じて要求をＷｅｂ
アプリケーション３０２に転送する。Ｗｅｂアプリケーション３０２は、ブラウザーにＨ
ＴＭＬ等のＷｅｂドキュメントや操作画面を提供するＷｅｂＵＩ３０３と、ＲＥＳＴに代
表されるようなＷｅｂサービスＡＰＩにより認可処理を受け付ける認可ＡＰＩ３０４を備
える。
【００２０】
　また、Ｗｅｂアプリケーション３０２は、ＲＥＳＴに代表されるようなＷｅｂサービス
ＡＰＩにより、各種の処理を受け付けるリソースＡＰＩ３１３を備える。リソースＡＰＩ
３１３は、データの追加、読出、更新、削除など必要な処理を実行し、クライアントから
のＡＰＩ呼出し要求に対する応答を生成して、ＨＴＴＰサーバーモジュール３０１を介し
てクライアントに応答を返す。なお、リソースサーバーが提供する機能は、様々な機能が
考えられる。よって、Ｗｅｂアプリケーション３０２のみでは実行できない場合は、不図
示の他のアプリケーションや他のサーバに機能の実行を依頼して、応答を得ることも可能
である。
【００２１】
　また、Ｗｅｂアプリケーション３０２は、ビーコン発信機１３１の認証処理やビーコン
情報の管理を行うビーコン認証ＡＰＩ３２１を備える。データベース３０５は、Ｗｅｂア
プリケーション３０２が使用する各種データを格納する。データベース３０５は、Ｗｅｂ
アプリケーション３０２からの要求に応じて、各種テーブルのレコードを追加、読出、更
新、削除を行う。なお、図３においては、１つのアプリケーションサーバー１１１に、Ｗ
ｅｂＵＩ３０３、認可ＡＰＩ３０４（認可手段）、リソースＡＰＩ３１３、ビーコン認証
ＡＰＩ３２１を構成するように図示したが、それぞれ別々のサーバに構成することも可能
である。同様にデータベース３０５も、別のサーバに構成することが可能である。
【００２２】
　次に、クライアントコンピューター１２１の備えるブラウザー３１１は、ＷｅｂＵＩ３
０３が提供するＨＴＭＬ等のＷｅｂドキュメントや操作画面を受信して表示し、ユーザに
よる操作結果などをＷｅｂＵＩ３０３に送信する。また、クライアントコンピューター１
２２の備えるアプリケーション３３１は、クライアント登録・管理部３４１、リソース利
用部３４２、ビーコン受信部３４３を備える。クライアント登録・管理部３４１は、認可
ＡＰＩ３０４からアプリケーション３３１のインスタンスごとに固有のクライアントＩＤ
の発行を受けて管理する。
【００２３】
　リソース利用部３４２は、リソースＡＰＩ３１３を呼び出して、アプリケーション３３
１の動作に必要なデータの追加、読出、更新、削除などを実行する。ビーコン受信部３４
３は、クライアントコンピューター１２２が備えるビーコンによる通信機能を利用して、
ビーコン発信機１３１と通信して必要な情報を送受信する。また、ビーコン受信部３４３
は、ビーコン認証ＡＰＩ３２１を呼び出して、ビーコン発信機の認証処理の中継や、ビー
コン情報の送受信を行う。
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【００２４】
　ここで、図３の構成において、各モジュールのＯＡｕｔｈ ２．０に対応するロールを
説明する。認可ＡＰＩ３０４が、ＯＡｕｔｈ ２．０のＡｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ　Ｓ
ｅｒｖｅｒロールである。リソースＡＰＩ３１３が、ＯＡｕｔｈ ２．０のＲｅｓｏｕｒ
ｃｅ　Ｓｅｒｖｅｒロールである。アプリケーション３３１が、ＯＡｕｔｈ ２．０のＣ
ｌｉｅｎｔロールおよびＲｅｓｏｕｒｃｅ　Ｏｗｎｅｒロールである。以降の説明では、
各モジュールは前記のＯＡｕｔｈのロールとしてＡＰＩ認可フローを実行する。なお、本
文中あるいは図中における「クライアント」とは、ＯＡｕｔｈ ２．０のＣｌｉｅｎｔロ
ールとして、認可ＡＰＩ３０４およびリソースＡＰＩ３１３などのＷｅｂサービスＡＰＩ
の要求元として動作する個々のアプリケーション３３１の事を示す。
【００２５】
　表１～９は、アプリケーションサーバー１１１が備えるデータベース３０５の各種テー
ブルを示す。
【表１】

　表１は、テナント管理テーブルである。テナントＩＤを格納するカラムを備える。テナ
ントＩＤは、アプリケーションサーバーの提供するＷｅｂサービスが、様々な組織や個人
などに利用される場合、セキュアにリソースを分離するための単位である。上述のような
システムは、一般にマルチテナントシステムと呼ばれる。
【００２６】

【表２】

　表２は、ユーザ管理テーブルである。ユーザが所属するテナントＩＤを格納するカラム
、ユーザＩＤを格納するカラム、ユーザのメールアドレスを格納するカラム、ユーザのパ
スワードを格納するカラム、ユーザが所属するテナントにおいて付与されている権限を格
納するカラムを備える。本実施形態では、テナント内のすべてのデータに対する権限を持
つテナント管理者と、制限された権限のみを持つ一般というユーザ権限があるものとする
。
【００２７】
【表３】

　表３は、クライアント管理テーブルである。クライアントＩＤを格納するカラム、クラ
イアントのシークレットを保存するカラムを備える。また、クライアントが所属するテナ
ントＩＤを格納するカラム、クライアントの種別を格納するカラムを備える。なお、クラ
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般のクライアント権限がある。また、クライアントのＤＮを格納するカラムを備え、クラ
イアント管理テーブルにより、ＯＡｕｔｈ ２．０のＣｌｉｅｎｔを個別に識別して管理
する。
【００２８】
【表４】

　表４は、クライアント証明書管理テーブルである。クライアント証明書のシリアル番号
を格納するカラム、証明書の発行者を格納するカラムを備える。また、証明書の主体者を
格納するカラム、証明書の有効期間の開始日時を格納するカラムを備える。そして、証明
書の有効期間の終了日時を格納するカラム、テナントマスターＤＮ（Ｄｉｓｔｉｎｇｕｉ
ｓｈｅｄ　Ｎａｍｅ）を格納するカラムを備える。
【００２９】

【表５】

　表５は、ビーコン認証オプション管理テーブルである。テナントＩＤを格納するカラム
、ビーコン認証オプションの設定対象が、ＡＰＩまたはスコープの種別を格納するカラム
を備える。また、ビーコン認証オプションの設定対象であるＡＰＩまたはスコープを格納
するカラム、設定対象に対して、ビーコン認証オプションが有効または無効であることを
示す真偽値を格納するカラムを備える。ビーコン識別情報を格納するカラムを備える。本
実施形態では、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）　Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙを適用した場合
の仕様であり、ｐｒｏｘｉｍｉｔｙＵＵＩＤ，　ｍａｊｏｒ，　ｍｉｎｏｒの３つの値を
格納する場合の実施例を示す。記号*が値としてセットされている場合、任意の値に対し
て本設定が有効であることを示す。また、表５は、利用可能エリア制限の種別を格納する
カラムを設定対象ごとのＡＰＩ利用上限回数を格納するカラムを備える。ビーコン判定条
件ＩＤを格納するカラムを備える。
【００３０】
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【表６】

　表６は、ビーコン判定条件管理テーブルである。テナントＩＤを格納するカラム、ビー
コン判定条件ＩＤを格納するカラムを備える。また、設定種別ＩＤを格納するカラム、設
定が有効であるか否かを示す真偽値を格納するカラム、設定毎の判定時間を格納するカラ
ムを備える。
【００３１】

【表７】

　表７は、ビーコンイベント管理テーブルである。イベントの日時を格納するカラム、ビ
ーコン識別情報を格納するカラムを備える。また、イベントの発生内容を格納するカラム
、イベントの発生元であるクライアントＩＤを格納するカラムを備える。
【００３２】

【表８】

　表８は、認可トークン管理テーブルである。認可トークンＩＤを格納するカラム、スコ
ープを格納するカラムを備える。認可トークンの発行対象のクライアントＩＤを格納する
カラムを備える。認可トークンの有効期限を格納するカラムを備える。
【００３３】
【表９】

　表９は、ＡＰＩ呼出し回数管理テーブルである。ＡＰＩ呼出し回数管理テーブルは、ク
ライアントＩＤを格納するカラム、ＡＰＩ呼出し回数集計の対象ＡＰＩを格納するカラム
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を備える。また、クライアントから呼び出されて利用されたＡＰＩ利用回数を格納するカ
ラム、クライアントからＡＰＩが呼び出された最終アクセス成功日時を格納するカラムを
備える。
【００３４】
　次に、図４、５、６および７を用いて、アプリケーションサーバー１１１が提供するＷ
ｅｂサービスに利用登録する処理について説明する。なお、利用登録するユーザは、アプ
リケーション３３１の開発者を主たるユーザとする。まず、ブラウザー３１１は、Ｗｅｂ
ＵＩ３０３に対して、利用登録画面の取得要求を行う（ステップＳ４０１）。次に、ブラ
ウザー３１１は、ＷｅｂＵＩ３０３が提供する利用登録画面５００を取得して（ステップ
Ｓ４０２）、ブラウザー３１１に表示する（ステップＳ４０３）。
【００３５】
　ここで、図５に示す利用登録画面５００について説明する。利用者情報入力フィールド
５０１は、ユーザのメールアドレスやパスワードを入力するフィールドである。料金メニ
ュー選択フィールド５０２は、料金メニューを選択するフィールドである。ＷｅｂＵＩ３
０３は、料金メニュー選択フィールド５０２にＡＰＩ課金メニューの選択肢を提供する画
面を表示する。本実施形態では、月ごとのＡＰＩ呼出し上限数に対して、従量課金をする
実施例を提示したが、課金体系は様々なものであってよい。なお、本実施形態では、任意
の課金体系を取り得るものとする。登録ボタン５０３は、利用登録要求を送信するボタン
である。
【００３６】
　ここで、図４の説明に戻る。ユーザは、利用者情報を利用者情報入力フィールド５０１
に入力し、料金メニュー選択フィールド５０２から料金メニューを選択する。そして、登
録ボタン５０３を押下して、ＷｅｂＵＩ３０３に利用登録要求を送信する（ステップＳ４
０４）。
【００３７】
　次に、ＷｅｂＵＩ３０３は、まず表１に示すテナント管理テーブルにテナントＩＤを新
規追加する。次に、ＷｅｂＵＩ３０３は、入力された利用者情報に従って、表２に示すユ
ーザ管理テーブルに、ユーザのレコードを追加し、権限のカラムにテナント管理者を付与
する。前述の処理により、ユーザは作成されたテナントの設定値などを変更することがで
きる。また、ＷｅｂＵＩ３０３は、表３に示すクライアント管理テーブルに、種別カラム
がマスターのクライアントを１つ作成する。
【００３８】
　次に、作成したマスタークライアントのＤＮと同一のテナントマスターＤＮを保持する
クライアント証明書を作成し、その他の証明書情報を表４に示すクライアント証明書管理
テーブルに格納する（ステップＳ４０５）。そして、登録処理が完了すると、ブラウザー
３１１に登録完了を応答する（ステップＳ４０６）。次に、ブラウザー３１１は、Ｗｅｂ
ＵＩ３０３にＡＰＩアクセス許可設定画面５１０の取得要求を行う（ステップＳ４０７）
。次に、ＷｅｂＵＩ３０３が、ＡＰＩアクセス許可設定画面５１０を取得してブラウザー
３１１に応答し（ステップＳ４０８）、ブラウザー３１１に表示する（ステップＳ４０９
）。
【００３９】
　ここで、図５に示すＡＰＩアクセス許可設定画面（スコープ設定）５１０について説明
する。スコープ使用選択フィールド５１１は、ＯＡｕｔｈ ２．０のオプション属性であ
るスコープ（Ｓｃｏｐｅ）を用いるか否かを選択するフィールドである。ＡＰＩおよびス
コープ設定フィールド５１２は、ＡＰＩごとのＵＲＩおよびスコープを表示するフィール
ドである。スコープを使用しない場合、クライアント認証を受けた正当なクライアントは
、認可トークンを発行して、任意のＡＰＩを呼び出すことが可能である。一方、スコープ
を使用する場合、ＡＰＩごとに必要なスコープが決まっているので、用途に応じて、必要
なスコープを指定して認可トークンを発行要求する。
【００４０】
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　そして、発行された認可トークンを用いてＡＰＩを呼び出すことにより、スコープの範
囲内のＡＰＩのみの呼出しが許可され、アクセスが可能となる。前述の処理により、ＡＰ
Ｉごとのアクセス権をスコープという単位で区分することが可能である。そして、スコー
プが指定された認可トークンを持つクライアントからの目的のＡＰＩへのアクセスのみを
許可することができる。設定ボタン５１３を押下すると、ブラウザー３１１からＷｅｂＵ
Ｉ３０３に設定要求が送信される（ステップＳ４１０）。そして、ＷｅｂＵＩ３０３が入
力された設定値を保存し（ステップＳ４１１）、設定要求に応答する（ステップＳ４１２
）。
 
【００４１】
　ここで、図４に示すステップＳ４１６の説明に戻る。ブラウザー３１１は、ＷｅｂＵＩ
３０３対して、ビーコン認証オプション設定画面６００の取得要求を行う（ステップＳ４
１６）。次に、ＷｅｂＵＩ３０３からビーコン認証オプション設定画面６００を取得して
（ステップＳ４１７）、ブラウザー３１１に表示する（ステップＳ４１８）。また、ビー
コン認証オプション設定画面６００内の詳細設定ボタンが押下された場合、詳細設定画面
６１０を取得して、ブラウザー３１１表示する。同様に、ビーコン認証オプション設定画
面６００内のビーコン判定条件設定ボタンが押下された場合は、ビーコン判定条件設定画
面７００を取得して、ブラウザー３１１に表示する。
 
【００４２】
　ここで、図６に示すビーコン認証オプション設定画面６００について説明する。ビーコ
ン認証オプション選択フィールド６０１は、ビーコン認証オプションをＡＰＩ単位または
スコープ単位のいずれかで設定するかを選択するフィールドである。ビーコン情報入力フ
ィールド６０２は、ビーコン認証オプション選択フィールド６０１でＡＰＩ単位が選択さ
れた場合は、設定対象ＡＰＩ名を表示する。そして、ビーコン情報入力フィールド６０２
は、ＡＰＩごとにビーコン認証オプションの有効または無効の選択値、ビーコン識別情報
を入力するフィールドである。
【００４３】
　一方、ビーコン認証オプション選択フィールド６０１でスコープ単位が選択された場合
は、設定対象スコープ名を表示し、スコープごとにビーコン認証オプションの有効または
無効の選択値、ビーコン識別情報を入力するフィールドとなる。設定ボタン６０３を押下
すると、ブラウザー３１１からＷｅｂＵＩ３０３に設定要求が送信される（ステップＳ４
１９）。そして、フィールドに入力された値が、表５に示すビーコン認証オプション管理
テーブルに保存され（ステップＳ４２０）、ＷｅｂＵＩ３０３が設定要求に応答する（ス
テップＳ４２１）。
 
【００４４】
　次に、図６に示すビーコン認証オプションの詳細設定画面６１０について説明する。利
用可能エリア選択フィールド６１１は、設定対象ＡＰＩが、ビーコンのエリア内外問わず
利用可能かエリア内のみで利用可能かを選択し、選択した利用可能エリアにおいて、クラ
イアントＩＤごとにＡＰＩの制限回数を設定するフィールドである。そして、設定ボタン
６１２を押下すると、フィールドで入力された値が、表５に示すビーコン認証オプション
管理テーブルに保存される。
【００４５】
　次に、図７に示すビーコン判定条件の設定画面７００について説明する。判定時に使用
する時間入力フィールド７０１は、ビーコン判定条件の基本設定による判定時に使用する
時間を入力するフィールドである。詳細条件選択フィールド７０２は、詳細条件（１）、
（２Ａ）、（２Ｂ）を適用するか否かを選択するフィールドである。なお、詳細条件（１
）を選択したときのみ、（２Ａ）および（２Ｂ）を選択することが可能である。
【００４６】
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　詳細条件の判定時に使用する時間入力フィールド７０３、７０４、７０５は、それぞれ
詳細条件（１）、（２Ａ）、（２Ｂ）による判定時に使用する時間を入力するフィールド
である。設定ボタン７０６を押下すると、フィールドに入力された値が、表６に示すビー
コン判定条件管理テーブルに保存される。また、表６の各設定値がいずれの設定対象ＡＰ
Ｉまたはスコープに対するかを識別するために、表５、６で共通のテナントＩＤとビーコ
ン判定条件ＩＤで関連付ける。
【００４７】
　判定種別ＩＤカラムには、設定対象が基本設定・詳細条件（１）（２Ａ）（２Ｂ）のい
ずれの条件であるかを識別するために、それぞれの種別に対応させた値であるＢＡ００１
、ＯＰ００１、ＯＰ００２Ａ、ＯＰ００２Ｂを格納する。また、設定有効化カラムには、
フィールド７０２でそれぞれの条件に対して選択した真偽値を格納する。そして、判定時
間カラムには、フィールド７０１～７０５で入力した値を格納する。
【００４８】
　ここで、図４に示すステップＳ４１３の説明に戻る。ブラウザー３１１は、クライアン
ト証明書取得要求をＷｅｂＵＩ３０３に送信する（ステップＳ４１３）。そして、Ｗｅｂ
ＵＩ３０３は、作成したクライアント証明書を読み出して（ステップＳ４１４）、ブラウ
ザー３１１に応答する（ステップＳ４１５）。
【００４９】
　次に、図８を用いて、クライアントの登録処理と認可トークンの発行処理について説明
する。なお、アプリケーション３３１には、あらかじめ取得したクライアント証明書がア
プリケーション３３１の開発者によって組み込まれており、クライアント証明書が組みこ
まれたアプリケーション３３１が、クライアントコンピューター１２２に配布される。
【００５０】
　まず、クライアント登録・管理部３４１は、ＨＴＴＰサーバーモジュール３０１にクラ
イアント登録要求を送信する（ステップＳ８０１）。次に、ＨＴＴＰサーバーモジュール
３０１は、クライアント登録要求に対して、クライアント証明書を呼出元に要求する。そ
して、クライアント登録・管理部３４１は、クライアント証明書をＨＴＴＰサーバーモジ
ュール３０１に送信する。ＨＴＴＰサーバーモジュール３０１は、受信したクライアント
証明書が有効である場合（ステップＳ８０２）、クライアント登録要求を認可ＡＰＩ３０
４に送信する（ステップＳ８０３）。
【００５１】
　本実施形態では、アプリケーション３３１が、アプリケーションサーバー１１１の正当
なクライアントであることを認証するためにクライアント証明書を用いているが、Ｂａｓ
ｉｃ認証やＤｉｇｅｓｔ認証など他の認証方式であってもよい。そして、認可ＡＰＩ３０
４は、受信したクライアント証明書から得られたシリアル番号を用いて、表４に示すクラ
イアント証明書管理テーブルを検索し、テナントマスターＤＮを特定する。さらに、認可
ＡＰＩ３０４は、表３に示すクライアント管理テーブルを検索し、前記特定したテナント
マスターＤＮと同じＤＮを持つレコードを取得する（ステップＳ８０４）。
【００５２】
　次に、認可ＡＰＩ３０４は、前記取得したレコードのクライアント種別がマスターであ
ることを検証し、該当レコードのテナントＩＤを読み出す。認可ＡＰＩ３０４は、表３に
示すクライアント管理テーブルにレコードを追加し、ＵＵＩＤに代表されるようなユニー
クなＩＤを採番してクライアントＩＤカラムに格納する。また、読み出したテナントＩＤ
をテナントＩＤカラムに格納する。そして、シークレットカラムに自動生成したシークレ
ットを格納し、種別カラムには一般を格納する（ステップＳ８０５）。
【００５３】
　次に、認可ＡＰＩ３０４は、クライアント登録・管理部３４１にクライアント登録要求
の応答として、生成したクライアントＩＤとシークレットを返信する（ステップＳ８０６
）。クライアント登録・管理部３４１は、受信したクライアントＩＤとシークレットを、
読み出し可能なように記憶領域に保存する（ステップＳ８０７）。
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【００５４】
　以上がアプリケーション３３１をクライアントとしてアプリケーションサーバー１１１
に登録する処理である。前述の処理により、アプリケーションサーバー１１１が発行した
クライアント証明書を持つ正当なクライアントのみがアプリケーションサーバー１１１に
クライアントとして登録できる。
【００５５】
　次に、図９、１０、１１、１２、１３および１４を用いて、ビーコンのエリア内に入っ
た際に、ビーコン認証を実行し、ビーコン認証成功時に認可トークンを発行要求して、認
可トークンを使用してリソースＡＰＩを呼び出す処理について説明する。まず、ビーコン
受信部３４３およびリソース利用部３４２は、クライアント登録・管理部３４１にクライ
アントＩＤの取得要求を行う（ステップＳ９０３）。そして、クライアント登録・管理部
３４１からクライアントＩＤを取得し、利用可能に保存する（ステップＳ９０４）。
【００５６】
　次に、ビーコン受信部３４３が、ビーコン発信機１３１が発信するビーコンを受信して
検知する（ステップＳ９０５）。また、受信を検知した際に、ビーコン受信部３４３は、
ビーコン識別情報であるＰｒｏｘｉｍｉｔｙＵＵＩＤ、Ｍａｊｏｒ、Ｍｉｎｏｒの値を取
得する。そして、ビーコン発信機が正当なものであるか否かを確認するため、ビーコン認
証処理を行う。正当な機器であるか否かを判定するため、様々な手段を利用することが可
能であるが、本実施形態では、事前にビーコン発信機とビーコン認証ＡＰＩが同一の秘密
鍵を保持する手段により、ビーコン認証を行う実施形態を示す。
【００５７】
　まず、ビーコン受信部３４３は、ビーコン認証ＡＰＩ３２１に、ビーコン認証チャレン
ジ文字列要求をビーコン識別情報とともに送信する（ステップＳ９０６）。次に、ビーコ
ン認証ＡＰＩ３２１は、ビーコン認証チャレンジ文字列を応答する（ステップＳ９０７）
。そして、ビーコン受信部３４３は、ビーコン認証ＡＰＩ３２１が応答したチャレンジ文
字列をビーコン発信機１３１に送信する（ステップＳ９０８）。次に、ビーコン発信機１
３１は、受信したチャレンジ文字列を秘密鍵で暗号化し、暗号化文字列としてビーコン受
信部３４３に返信する（ステップＳ９０９）。そして、ビーコン受信部３４３は、ビーコ
ン認証ＡＰＩ３２１に、暗号化文字列およびクライアントＩＤを送信する（ステップＳ９
１０）。
【００５８】
　次に、ビーコン認証ＡＰＩ３２１は、受信した暗号化文字列が、チャレンジ文字列が所
定の秘密鍵で暗号化されたものか否かを判定する（ステップＳ９１１）。所定の秘密鍵で
暗号化されたものである場合（ＹＥＳ）、ビーコン認証ＡＰＩ３２１は、表７に示すビー
コンイベント管理テーブルに、日時、ビーコン識別情報、イベント、クライアントＩＤを
記録する（ステップＳ９１２）。そして、ビーコン認証ＡＰＩ３２１は、ビーコン認証チ
ャレンジ結果成功をビーコン受信部３４３に応答する（ステップＳ９１３）。
【００５９】
　一方、ステップＳ９１１において、チャレンジ文字列が所定の秘密鍵で暗号化されたも
のでない場合（ＮＯ）、ビーコン認証ＡＰＩ３２１は、ビーコン認証チャレンジ結果失敗
をビーコン受信部３４３に応答する。次に、ビーコン受信部３４３は、受信した応答から
、ビーコン認証チャレンジ結果が成功か否かを判定する（ステップＳ９１４）。そして、
ビーコン認証チャレンジ結果が失敗の場合（ＮＯ）、正当なビーコンではないため、処理
を中止する。一方、ビーコン認証チャレンジ結果が成功の場合（ＹＥＳ）、ビーコンのエ
リア入イベントをビーコン識別情報とともに、リソース利用部３４２に通知する（ステッ
プＳ９１５）。
【００６０】
　次に、リソース利用部３４２は、受信したビーコン識別情報に基づき、該当のビーコン
のエリア内に入った端末に提供するサービスの処理を開始する。例えば、店舗に来店した
場合にクーポン券を配信する、会社に到着した場合に今日のスケジュールを配信する等、
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ビーコン識別情報に基づいて、様々なサービス処理を切り替えることができる。
【００６１】
　次に、リソース利用部３４２は、認可ＡＰＩ３０４に対し認可トークン発行要求をクラ
イアントＩＤ、シークレット、スコープのパラメーターとともに送信する（ステップＳ９
１６）。そして、認可ＡＰＩ３０４は、受信したクライアントＩＤ、シークレットが表３
に示すクライアント管理テーブルに存在し、一致することを検証して、要求元のクライア
ントを認証する。認証に成功した場合、表８に示す認可トークン管理テーブルに、レコー
ドを追加して認可トークンを生成する（ステップＳ９１７）。
【００６２】
　また、追加したレコードには、新しく採番した認可トークンＩＤ、受信したパラメータ
ー内のスコープ、受信したクライアントＩＤ、認可トークンの有効期限の日時が格納され
る。そして、認可ＡＰＩ３０４は、リソース利用部３４２に、認可トークン要求に対して
応答する（ステップＳ９１８）。ステップＳ９１７のクライアント認証が失敗した場合、
エラー応答を返信する。一方、クライアント認証が成功した場合、認可トークンＩＤと有
効期限を返信する。また、ステップＳ９１６において、すでにリソース利用部３４２が認
可トークンを保持しているが、有効期限が切れている場合は、上述の処理と同様のフロー
で、認可トークンを再発行する。そして、ステップＳ１００１に進む。
【００６３】
　ここで、図１０を用いてビーコンのエリア内に継続滞在している場合、およびビーコン
のエリア外に出た場合のビーコンイベント記録について説明する。まず、ビーコン発信機
１３１からのビーコンを、ビーコン受信部３４３が継続して受信している間（ステップＳ
９５１）、ビーコン受信部３４３は、エリア内イベントを定期的にビーコン認証ＡＰＩ３
２１に通知する（ステップＳ９５２）。
【００６４】
　次に、ビーコン認証ＡＰＩ３２１は、表７に示すビーコンイベント管理テーブルに、日
時、ビーコン識別情報、イベント、クライアントＩＤを記録して（ステップＳ９５３）、
ビーコン受信部３４３に対し確認を応答する（ステップＳ９５４）。一方、ビーコン受信
部３４３がビーコン発信機１３１からのビーコンの受信を停止した場合（ステップＳ９６
１）、ビーコン受信部３４３は、エリア出イベントをビーコン認証ＡＰＩ３２１に通知す
る（ステップＳ９６２）。ここで「エリア出」とはビーコンを受信可能なエリア外に出た
ことを示す。
【００６５】
　次に、ビーコン認証ＡＰＩ３２１は、表７に示すビーコンイベント管理テーブルに、日
時、受信を停止したビーコン識別情報、イベントの内容にはエリア出、受信したクライア
ントＩＤを記録する（ステップＳ９６３）。ビーコン認証ＡＰＩ３２１はビーコン受信部
３４３に対し確認を応答する（ステップＳ９６４）。
【００６６】
　次に、図１１に示すトークン検証処理について説明する、リソース利用部３４２は、リ
ソースＡＰＩ３１３に、リソースＡＰＩ呼出し要求を認可トークンＩＤとともに送信する
（ステップＳ１００１）。次に、リソースＡＰＩ３１３は、受信した認可トークンＩＤと
スコープ設定フィールド５１２に基づいてＡＰＩアクセスに必要な要求スコープを、認可
トークン検証要求として認可ＡＰＩ３０４に送信する（ステップＳ１００２）。
【００６７】
　次に、認可ＡＰＩ３０４は、表８に示す認可トークン管理テーブルを検索し、受信した
認可トークンの認可トークンＩＤを持つレコードが存在し、かつ、現在日時が所定の時間
以内であることを検証する。また、認可トークンの発行先のクライアントＩＤが、表３に
示すクライアント管理テーブルに存在することを確認し、対応するクライアントＩＤが有
効であることを確認する（ステップＳ１００３）。そして、認可ＡＰＩ３０４は、ステッ
プＳ１００３の検証処理の結果に基づいて、受信した認可トークンが有効であるか否かを
判定する（ステップＳ１００４）。
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【００６８】
　受信した認可トークンが有効でない場合（ＮＯ）、認可ＡＰＩ３０４は、認可トークン
検証結果としてトークン無効エラーをリソースＡＰＩ３１３に応答する（ステップＳ１０
０５）。リソースＡＰＩ３１３は、リソース利用部３４２にリソースＡＰＩ呼出しの応答
として、トークン無効エラーを返信する（ステップＳ１００６）。
【００６９】
　一方、受信した認可トークンが有効である場合（ＹＥＳ）、認可ＡＰＩ３０４はリソー
スＡＰＩ３１３に、認可トークン検証ＯＫの応答を返信する（ステップＳ１００７）。そ
して、リソースＡＰＩ３１３は、スコープ使用選択フィールド５１１およびスコープ設定
フィールド５１２のスコープ設定に基づいて、ステップＳ１００１で呼び出されたＡＰＩ
に対し、スコープを利用している場合はＡＰＩ名と対象スコープを特定する。また、スコ
ープを利用していない場合は対象ＡＰＩ名を特定する。
【００７０】
　次に、リソースＡＰＩ３１３は、表５に示すビーコン認証オプション管理テーブルを検
索し、設定対象カラムの値が前記特定されたＡＰＩまたはスコープに合致するレコードを
取得する。そして、取得したレコードのオプション設定カラムから値を取得し、特定され
たＡＰＩまたはスコープに対し、ビーコン認証オプションが有効か否かを判定する（ステ
ップＳ１００８）。ビーコン認証オプションが有効でない場合は（ＮＯ）、ステップＳ１
０１６に進む。一方、ビーコン認証オプションが有効である場合（ＹＥＳ）、リソースＡ
ＰＩ３１３は、ビーコン認証ＡＰＩ３２１に、クライアントＩＤ、対象ＡＰＩまたはスコ
ープをビーコン条件判定要求として送信する（ステップＳ１００９）。そして、図１３に
示すステップＳ１１０１に進む。
【００７１】
　次に、ビーコン認証ＡＰＩ３２１は、表５に示すビーコン認証オプション管理テーブル
から、対象ＡＰＩまたはスコープに対して許可対象であるビーコン識別情報を取得する。
また、表７に示すビーコンイベント管理テーブルから、受信したビーコン条件判定要求に
含まれるクライアントＩＤと取得したビーコン識別情報に合致し、かつ、イベントの内容
がエリア入またはエリア内であるレコードを取得する（ステップＳ１１０１）。ここで「
エリア入」とはビーコンを受信可能なエリア内に入ったことを示し、「エリア内」とはビ
ーコンを受信可能なエリア内にいることを示す。すなわち、受信したビーコンに基づくイ
ベントの内容のレコードを取得する。そして、取得したレコードをビーコン認証ＡＰＩ３
２１に応答する（ステップＳ１１０２）。
【００７２】
　次に、ビーコン認証ＡＰＩ３２１は、表５に示すビーコン認証オプション管理テーブル
を参照し、対象ＡＰＩまたはスコープに対応する利用可能エリア制限種別の値を取得し、
制限種別が１または２のいずれかであるかを判定する（ステップＳ１１０３）。制限種別
が１の場合、ステップＳ１１０２で取得したレコードの件数が、１件以上であるか判定す
る（ステップＳ１１０４）。取得したレコードの件数が１件以上でない場合（ＮＯ）、図
１４に示すステップＳ１１１８に進み、ビーコン条件判定を失敗にセットする（ステップ
Ｓ１１１８）。取得したレコードの件数が１件以上である場合（ＹＥＳ）、図１４に示す
ステップＳ１１１７に進み、ビーコン条件判定を成功にセットする（ステップＳ１１１７
）。
【００７３】
　一方、図１３に示すステップＳ１１０３において制限種別が２の場合、ステップＳ１１
０５に進む。制限種別が２の場合は、エリア内のみでリソースＡＰＩの利用を許可する設
定であり、かつ現在日時が最新エリア入またはエリア内イベントの日時に基本設定の時間
Ｐを加えた時間以内であるか否かを判定する（ステップＳ１１０５）。なお、基本設定の
時間Ｐは、表６に示すビーコン判定条件管理テーブルの判定種別ＩＤがＢＡ００１のレコ
ードの判定時間の値である。
【００７４】
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　ステップＳ１１０５において、現在日時が最新エリア入またはエリア内イベントの日時
に基本設定の時間Ｐを加えた時間以内でない場合（ＮＯ）、図１４に示すステップＳ１１
１８に進む。一方、現在日時が最新エリア入またはエリア内イベントの日時に基本設定の
時間Ｐを加えた時間以内であるとする（ＹＥＳ）。この場合、表６に示すビーコン判定条
件管理テーブルの設定種別ＩＤがＯＰ００１であるレコードの設定有効化カラムの値が真
（有効）であるかを判定する（ステップＳ１１０６）。設定有効化カラムの値が真（有効
）でない場合（ＮＯ）、図１４に示すステップＳ１１１７に進む。一方、設定有効化カラ
ムの値が真（有効）である場合（ＹＥＳ）、ステップ１１０７に処理を進める。
【００７５】
　次に、ステップＳ１１０２において、取得した最新エリア入またはエリア内イベントの
日時より新しく、同一のクライアントＩＤであって、同一のビーコン識別情報に合致する
ビーコンの最新のエリア出のイベントレコードを取得する（ステップＳ１１０７）。そし
て、データベース３０５が、ビーコン認証ＡＰＩ３２１にレコード取得結果を応答する（
ステップＳ１１０８）。そして、図１４に示すステップＳ１１０９に進む。ビーコン認証
ＡＰＩ３２１は、レコード取得結果が０件か否かを判定する（ステップＳ１１０９）。
【００７６】
　レコード取得結果が０件でない場合（ＮＯ）、現在日時が取得した最新エリア出イベン
トの日時に詳細条件（１）の時間Ｑを加えた時間以内であるか否かを判定する（ステップ
Ｓ１１１０）。なお、詳細条件（１）の時間Ｑは、表６に示すビーコン判定条件管理テー
ブルの判定種別ＩＤがＯＰ００１のレコードの判定時間の値である。
【００７７】
　最新エリア出イベントの日時に詳細条件（１）の時間Ｑを加えた時間以内でない場合（
ＮＯ）、ステップＳ１１１８に進む。一方、最新エリア出イベントの日時に詳細条件（１
）の時間Ｑを加えた時間以内である場合（ＹＥＳ）、ステップＳ１１１７に進む。
【００７８】
　一方、レコード取得結果が０件である場合（ＹＥＳ）、ステップＳ１１１１に進む。そ
して、ビーコン認証ＡＰＩ３２１は、表６に示すビーコン判定条件管理テーブルの設定種
別ＩＤがＯＰ００２Ａであるレコードの設定有効化カラムの値が真（有効）であるかを判
定する（ステップＳ１１１１）。設定有効化カラムの値が真（有効）である場合（ＹＥＳ
）、現在日時がステップＳ１１０２で取得した最新エリア入またはエリア内イベントの日
時に所定の時間、例えば詳細条件（２）の時間Ｒを加えた時間以内であるかを判定する（
ステップＳ１１１２）。なお、詳細条件（２Ａ）の時間Ｒは、表６に示すビーコン判定条
件管理テーブルの判定種別ＩＤがＯＰ００２Ａのレコードの判定時間の値である。
【００７９】
　最新エリア入またはエリア内イベントの日時に詳細条件（２）の時間Ｒを加えた時間以
内である場合（ＹＥＳ）、ステップＳ１１１７に進む。最新エリア入またはエリア内イベ
ントの日時に詳細条件（２）の時間Ｒを加えた時間以内でない場合（ＮＯ）、ステップＳ
１１１３に進む。
【００８０】
　一方、ステップＳ１１１２の判定において設定有効化カラムの値が真（有効）でない場
合（ＮＯ）、ステップＳ１１１３に進む。そして、ビーコン認証ＡＰＩ３２１は、表６に
示すビーコン判定条件管理テーブルの設定種別ＩＤがＯＰ００２Ｂであるレコードの設定
有効化カラムの値が真（有効）であるか否かを判定する（ステップＳ１１１３）。
【００８１】
　設定有効化カラムの値が真（有効）でない場合（ＮＯ）、ステップＳ１１１８に進む。
一方、設定有効化カラムの値が真（有効）である場合（ＹＥＳ）、ビーコン認証ＡＰＩ３
２１は、表９に示すＡＰＩ呼出し回数管理テーブルから、同一のクライアントＩＤおよび
対象ＡＰＩのレコードを取得する（ステップＳ１１１４）。そして、ビーコン認証ＡＰＩ
３２１はビーコン認証ＡＰＩ３２１に最終アクセス成功日時を応答する（ステップＳ１１
１５）。



(16) JP 6489835 B2 2019.3.27

10

20

30

40

50

【００８２】
　次に、ビーコン認証ＡＰＩ３２１は、現在日時が取得した最終アクセス成功日時（最終
取得日時）に詳細条件（２Ｂ）の時間Ｓを加えた時間以内であるかを判定する（ステップ
Ｓ１１１６）。なお、詳細条件（２Ｂ）の時間Ｓは、表６に示すビーコン判定条件管理テ
ーブルの判定種別ＩＤがＯＰ００２Ｂのレコードの判定時間の値である。
【００８３】
　現在日時が取得した最終アクセス成功日時に詳細条件（２Ｂ）の時間Ｓを加えた時間以
内でない場合（ＮＯ）、ステップＳ１１１８に進む。一方、現在日時が取得した最終アク
セス成功日時に詳細条件（２Ｂ）の時間Ｓを加えた時間以内である場合（ＹＥＳ）、ステ
ップＳ１１１７に進む。
【００８４】
　ここで、図１１に戻り、ビーコン認証ＡＰＩ３２１は、ステップＳ１１１７またはステ
ップＳ１１１８でセットされたビーコン条件判定結果を、リソースＡＰＩ３１３に応答す
る（ステップＳ１０１０）。そして、リソースＡＰＩ３１３は、受信したビーコン条件判
定結果が成功か否かを判定する（ステップＳ１０１１）。そして、図１２に示すステップ
Ｓ１０１２に進む。ビーコン条件判定結果が成功でない場合（ＮＯ）、リソースＡＰＩ３
１３は、リソース利用部３４２にビーコン判定条件エラーを返す（ステップＳ１０１２）
。すなわち、ビーコンによるリソース利用許可の条件を満たしていないため、リソースＡ
ＰＩの利用が許可されない。
【００８５】
　一方、ビーコン条件判定結果が成功である場合（ＹＥＳ）、図１２に示すステップＳ１
０１３に進む。リソースＡＰＩ３１３は、表９に示すＡＰＩ呼出し回数管理テーブルを対
象のクライアントＩＤ、ＡＰＩであるＡＰＩ利用回数カラムの値、および、表５に示すビ
ーコン認証オプション管理テーブルのＡＰＩ利用上限回数を読み出す（ステップＳ１０１
３）。そして、リソースＡＰＩ３１３は、読み出したＡＰＩ利用回数がＡＰＩ利用上限回
数より小さいか否かを判定する（ステップＳ１０１４）。
【００８６】
　ＡＰＩ利用回数がＡＰＩ利用上限回数より大きい場合（ＮＯ）、認可ＡＰＩ３０４は、
リソースＡＰＩ３１３に、認可トークン検証応答としてＡＰＩ呼出し回数上限到達エラー
を返す（ステップＳ１０１９）。そして、リソースＡＰＩ３１３は、リソース利用部３４
２に、リソースＡＰＩ応答としてＡＰＩ呼出し回数上限到達エラーを返す（ステップＳ１
０２０）。
【００８７】
　一方、ＡＰＩ利用回数がＡＰＩ利用上限回数より小さい場合、リソースＡＰＩ３１３は
、表９に示すＡＰＩ呼出し回数管理テーブルの対象のクライアントＩＤ、ＡＰＩであるＡ
ＰＩ利用回数カラムの値に１を加算する（ステップＳ１０１５）。そして、リソースＡＰ
Ｉ３１３は、ステップＳ１００１で受信したリソース要求の処理を実行し、応答を生成す
る（ステップＳ１０１６）。
【００８８】
　次に、リソースＡＰＩ３１３は、リソース要求ＡＰＩ呼出しに対する応答として、ステ
ップＳ１０１６で生成したリソース要求応答およびＡＰＩ呼出し成功（ＯＫ）をリソース
利用部３４２に返信する（ステップＳ１０１７）。そして、リソース利用部３４２は、受
信したリソースＡＰＩ応答の処理を実行する（ステップＳ１０１８）。例えば、クーポン
の配信を受けた場合、アプリケーション３３１の画面にクーポンを表示する、等のユース
ケースや取得したリソースによって決まっている処理を実行する。
【００８９】
　以上、本実施形態によれば、アプリケーションサーバー１１１は、リソースＡＰＩ３１
３へのＡＰＩ利用要求に対して、ＯＡｕｔｈ ２．０の認可フローに準拠したＡＰＩ認可
を提供する。特に、クライアントコンピューター１２２のアプリケーション３３１ごとに
、クライアントＩＤを設定可能であり、クライアントＩＤごとに受信したビーコンの識別
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情報に応じて、利用可能なリソースＡＰＩの範囲や回数を許可および制限することが可能
である。特に、ＢａａＳを利用する場合は、モバイル端末向けアプリケーションの開発者
は、ＡＰＩあるいはスコープごとにビーコン認証オプションを設定する。これによって、
ビーコンのエリア検知とＯＡｕｔｈ ２．０の認可フローに準拠したリソースＡＰＩの利
用および許可や回数制限を容易に連携させることができる。
【００９０】
（その他の実施例）
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピューターに
おける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。
また、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【００９１】
　また、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は、これらの実施形態に
限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形および変更が可能である。
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