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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信者端末にて監視される情報提供者端末、を介して情報提供者が提供した情報を前記
受信者端末に配信するために使用される、前記情報提供者端末を示したリストを、前記受
信者端末および前記リストの管理者の管理者端末と異なる第三者端末から通信回線を介し
て送信される更新要求に基づいて更新可能なリスト管理サーバであって、
　前記リストを格納するリスト格納部と、
　前記第三者端末から前記更新要求とともに前記第三者端末の使用者を識別するための識
別情報を受け付けると、その受け付けられた識別情報を利用して、前記使用者が前記リス
トの更新権限を有しているか否かを判定し、前記使用者が前記更新権限を有していると判
定された場合に、前記第三者端末による前記リストの更新を許可する制御部と、を含み、
　前記制御部は、
　前記リスト格納部に格納されたリストの更新権限を有する、前記受信者および前記管理
者と異なる権限保有者を特定するための特定情報を格納する権限格納部と、
　前記第三者端末から前記更新要求と前記識別情報を受け付けると、前記使用者が前記更
新権限を有しているか否かを、その識別情報と前記権限格納部に格納された特定情報とに
基づいて判定し、前記使用者が前記更新権限を有していると判定された場合に、前記第三
者端末による前記リストの更新を許可する更新許可部と、を含み、
　前記権限格納部は、前記リスト管理サーバを利用可能な利用者ごとにその利用者が前記
リストの更新権限を有しているか否かを示す第１特定情報と、前記リスト単位でそのリス
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トの更新権限を有する権限保有者を特定するための第２特定情報と、前記リストに示され
た情報提供者端末ごとにその情報提供者端末に対する更新権限を有する権限保有者を特定
するための第３特定情報とを格納し、
　前記更新許可部は、前記第三者端末から受け付けた更新要求に応じて、前記第１特定情
報と前記第２特定情報と前記第３特定情報のいずれかを選択する、リスト管理サーバ。
【請求項２】
　請求項１に記載のリスト管理サーバにおいて、
　前記特定情報は、前記権限保有者を特定するための条件である、リスト管理サーバ。
【請求項３】
　請求項１に記載のリスト管理サーバにおいて、
　前記特定情報は、前記権限保有者を特定するためのリストである、リスト管理サーバ。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載のリスト管理サーバにおいて、
　前記特定情報は、前記権限保有者を示す、リスト管理サーバ。
【請求項５】
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載のリスト管理サーバにおいて、
　前記特定情報は、前記リストの更新を拒否されている更新拒否者を示す、リスト管理サ
ーバ。
【請求項６】
　請求項１ないし３のいずれか１項に記載のリスト管理サーバにおいて、
　前記特定情報は、前記権限保有者と前記リストの更新を拒否されている更新拒否者とを
示す、リスト管理サーバ。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれか１項に記載のリスト管理サーバにおいて、
　前記更新許可部は、前記使用者が前記リストの更新権限を有しているかの判定が可能か
否かを、その識別情報と前記権限格納部に格納された特定情報とに基づいて判定し、前記
使用者が前記リストの更新権限を有しているかの判定ができないと判定された場合には、
前記リストの更新権限を有する権限者が利用する権限者端末に、前記使用者による前記リ
ストの更新を許可するか否かを問い合わせ、その問合せに対する回答を受け付け、その受
け付けた回答に基づいて、前記使用者が前記リストの更新権限を有しているか否かを判定
する、リスト管理サーバ。
【請求項８】
　受信者端末にて監視される情報提供者端末、を介して情報提供者が提供した情報を前記
受信者端末に配信するために使用される、前記情報提供者端末を示したリストを、前記受
信者端末および前記リストの管理者の管理者端末と異なる第三者端末から通信回線を介し
て送信される更新要求に基づいて更新可能であり、前記リストを格納するリスト格納部を
含むリスト管理サーバが行うリスト管理方法であって、
　前記第三者端末から前記更新要求とともに前記第三者端末の使用者を識別するための識
別情報を受け付けると、その受け付けられた識別情報を利用して、前記使用者が前記リス
トの更新権限を有しているか否かを判定する判定ステップと、
　前記使用者が前記更新権限を有していると判定された場合に、前記第三者端末による前
記リストの更新を許可する許可ステップと、を含み、
　前記リスト管理サーバは、前記リスト格納部に格納されたリストの更新権限を有する、
前記受信者および前記管理者と異なる権限保有者を特定するための特定情報を格納する権
限格納部を含み、
　前記判定ステップでは、前記第三者端末から前記更新要求と前記識別情報を受け付ける
と、前記使用者が前記更新権限を有しているか否かを、その識別情報と前記権限格納部に
格納された特定情報とに基づいて判定し、
　前記権限格納部は、前記リスト管理サーバを利用可能な利用者ごとにその利用者が前記
リストの更新権限を有しているか否かを示す第１特定情報と、前記リスト単位でそのリス
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トの更新権限を有する権限保有者を特定するための第２特定情報と、前記リストに示され
た情報提供者端末ごとにその情報提供者端末に対する更新権限を有する権限保有者を特定
するための第３特定情報とを格納し、
　前記第三者端末から受け付けた更新要求に応じて、前記第１特定情報と前記第２特定情
報と前記第３特定情報のいずれかを選択する選択ステップを含む、リスト管理方法。
【請求項９】
　請求項８に記載のリスト管理方法において、
　前記特定情報は、前記権限保有者を特定するための条件である、リスト管理方法。
【請求項１０】
　請求項８に記載のリスト管理方法において、
　前記特定情報は、前記権限保有者を特定するためのリストである、リスト管理方法。
【請求項１１】
　請求項８ないし１０のいずれか１項に記載のリスト管理方法において、
　前記特定情報は、前記権限保有者を示す、リスト管理方法。
【請求項１２】
　請求項８ないし１０のいずれか１項に記載のリスト管理方法において、
　前記特定情報は、前記リストの更新を拒否されている更新拒否者を示す、リスト管理方
法。
【請求項１３】
　請求項８ないし１０のいずれか１項に記載のリスト管理方法において、
　前記特定情報は、前記権限保有者と前記リストの更新を拒否されている更新拒否者とを
示す、リスト管理方法。
【請求項１４】
　請求項８ないし１３のいずれか１項に記載のリスト管理方法において、
　前記使用者が前記リストの更新権限を有しているかの判定が可能か否かを、その識別情
報と前記権限格納部に格納された特定情報とに基づいて判定する可否判定ステップと、
　前記使用者が前記リストの更新権限を有しているかの判定ができないと判定された場合
には、前記リストの更新権限を有する権限者が利用する権限者端末に、前記使用者による
前記リストの更新を許可するか否かを問い合わせる問合せステップと、
　前記問合せに対する回答を受け付ける回答受付ステップと、をさらに含み、
　前記判定ステップでは、その受け付けられた回答に基づいて、前記使用者が前記リスト
の更新権限を有しているか否かを判定する、リスト管理方法。
【請求項１５】
　受信者端末にて監視される情報提供者端末、を介して情報提供者が提供した情報を前記
受信者端末に配信するために使用される、前記情報提供者端末を示したリストを、前記受
信者端末および前記リストの管理者の管理者端末と異なる第三者端末から通信回線を介し
て送信される更新要求に基づいて更新可能であり、かつ、前記リストを格納するリスト格
納部と接続されるコンピュータにリスト管理処理を実行させるためのプログラムであって
、
　前記第三者端末から前記更新要求とともに前記第三者端末の使用者を識別するための識
別情報を受け付けると、その受け付けられた識別情報を利用して、前記第三者端末が前記
リストの更新権限を有している第三者端末であるか否かを判定する判定処理と、
　前記使用者が前記更新権限を有していると判定された場合に、前記第三者端末による前
記リストの更新を許可する許可処理と、を含むリスト管理処理を、前記コンピュータに実
行させるためのプログラムであり、
　前記コンピュータは、前記リスト格納部に格納されたリストの更新権限を有する、前記
受信者および前記管理者と異なる権限保有者を特定するための特定情報を格納する権限格
納部と接続され、
　前記判定処理では、前記第三者端末から前記更新要求と前記識別情報を受け付けると、
前記使用者が前記リストの更新権限を有しているか否かを、その識別情報と前記権限格納
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部に格納された特定情報とに基づいて判定し、
　前記権限格納部は、前記コンピュータを利用可能な利用者ごとにその利用者が前記リス
トの更新権限を有しているか否かを示す第１特定情報と、前記リスト単位でそのリストの
更新権限を有する権限保有者を特定するための第２特定情報と、前記リストに示された情
報提供者端末ごとにその情報提供者端末に対する更新権限を有する権限保有者を特定する
ための第３特定情報とを格納し、
　前記リスト管理処理は、さらに、前記第三者端末から受け付けた更新要求に応じて、前
記第１特定情報と前記第２特定情報と前記第３特定情報のいずれかを選択する選択処理を
含む、プログラム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のプログラムにおいて、
　前記リスト管理処理は、さらに、
　前記使用者が前記リストの更新権限を有しているかの判定が可能か否かを、その識別情
報と前記権限格納部に格納された特定情報とに基づいて判定する可否判定処理と、
　前記使用者が前記リストの更新権限を有しているかの判定ができないと判定された場合
には、前記リストの更新権限を有する権限者が利用する権限者端末に、前記使用者による
前記リストの更新を許可するか否かを問い合わせる問合せ処理と、
　前記問合せに対する回答を受け付ける回答受付処理と、をさらに含み、
　前記判定処理では、その受け付けられた回答に基づいて、前記使用者が前記リストの更
新権限を有しているか否かを判定する、プログラム。
                                                                              

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、受信者端末にて監視される情報提供者端末が有する情報をその受信者端末に
配信するために使用されるリストの更新を管理するリスト管理サーバ、リスト管理システ
ム、リスト管理方法およびプログラムに関し、特には、第三者端末によるリストの更新を
管理するリスト管理サーバ、リスト管理システム、リスト管理方法およびプログラムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ユーザの状態を管理するプレゼンスシステムが知られている。例えば、特許文献
１（特開２００４－２４６３９７号公報）には、バディリスト（状態監視対象者リスト）
を用いたプレゼンスシステムが記載されている。
【０００３】
　なお、プレゼンスシステムは、各ユーザの状態を管理するシステム一般を示すプレゼン
スサービスの呼称の一例であり、その基本的なアーキテクチャは、ＲＦＣ（Request For 
Comment）２７７８に示されている。
【０００４】
　プレゼンスシステムは、プレゼンティティと、ウォッチャと、プレゼンスサービス部と
を含む。
【０００５】
　プレゼンティティは、状態情報提供者の状態（プレゼンス情報）を保持する。具体的に
は、プレゼンティティは、状態情報提供者のプレゼンス情報を保持する端末装置である。
【０００６】
　ウォッチャは、プレゼンティティが保持するプレゼンス情報を状態情報受信者に提供す
る。具体的には、ウォッチャは、プレゼンティティが有するプレゼンス情報を受け付ける
端末装置である。
【０００７】
　ウォッチャは、全てのプレゼンティティのプレゼンス情報を受け付けるのではなく、ウ
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ォッチャが指定したプレゼンティティのプレゼンス情報を受け付ける。なお、ウォッチャ
が指定したプレゼンティティは、バディ（監視対象）と称される。ウォッチャは、バディ
のプレゼンス情報を取得するために、バディを示したバディリスト（情報監視対象者リス
ト）を作成する。
【０００８】
　プレゼンスサービス部は、バディリストに示されたバディのプレゼンス情報をウォッチ
ャに配信する。
【０００９】
　また、特許文献２（特開平２００２－９１８９３号公報）には、ネットワークを介して
接続された複数の端末装置が１つの電子ファイルを順番に更新していくワークフローシス
テムが記載されている。
【００１０】
　このワークフローシステムでは、端末装置は、電子ファイルの更新を終えると、その電
子ファイルの更新権限を次の端末装置に渡す。また、端末装置は、電子ファイルの更新権
限を失っても、更新権限取り戻し要求を発行することによって、更新権限を有している端
末装置の利用者の了解を必要とせずに、その更新権限を取り戻すことができる。
【特許文献１】特開２００４－２４６３９７号公報
【特許文献２】特開平２００２－９１８９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　通常のプレゼンスシステム（プレゼンスサービス）では、ウォッチャ（この場合、情報
受信者）とプレゼンスサービス管理者（以下「管理者」と称する。）のみが、ウォッチャ
のバディリストを更新する権限を持っている。
【００１２】
　ウォッチャもしくは管理者ではない第三者がウォッチャのバディリストを更新するには
、第三者がウォッチャもしくは管理者にバディリストの更新依頼を行い、ウォッチャもし
くは管理者が、ウォッチャのバディリストを更新する必要があった。このため、ウォッチ
ャもしくは管理者がウォッチャのバディリストを更新するという作業を省いて、第三者が
バディリストを更新することはできなかった。
【００１３】
　したがって、ウォッチャもしくは管理者は、第三者からバディリストの更新依頼がある
と、その依頼に応じてバディリストを更新するという煩わしい作業を行わなければならな
かった。
【００１４】
　なお、特許文献２には、更新権限のない端末装置が、更新権限取り戻し要求を発行する
ことによって、更新権限を取得するワークフローシステムが記載されている。
【００１５】
　しかしながら、このワークフローシステムでは、更新権限を有している端末装置の利用
者の了解がなくても、更新権限は、更新権限取り戻し要求の発行元に移ってしまう。
【００１６】
　このため、特許文献２に記載の更新権限移行技術がプレゼンスシステム（プレゼンスサ
ービス）に適用されると、例えば、悪意のある第三者が、バディリストを書き換えて、特
定のバディのプレゼンス情報を不正に取得してしまう可能性が生じる。
【００１７】
　本発明の目的は、リストの更新に伴うウォッチャまたは管理者の負担を軽減でき、また
、リストが不正に書き換えられることを防止することが可能なリスト管理サーバ、リスト
管理システム、リスト管理方法およびプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
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　上記の目的を達成するために、本発明のリスト管理サーバは、受信者端末にて監視され
る情報提供者端末を介して情報提供者が提供した情報を前記受信者端末に配信するために
使用される、前記情報提供者端末を示したリストを、前記受信者端末および前記リストの
管理者の管理者端末と異なる第三者端末から通信回線を介して送信される更新要求に基づ
いて更新可能なリスト管理サーバであって、前記リストを格納するリスト格納部と、前記
第三者端末から前記更新要求とともに前記第三者端末の使用者を識別するための識別情報
を受け付けると、その受け付けられた識別情報を利用して、前記使用者が前記リストの更
新権限を有しているか否かを判定し、前記使用者が前記更新権限を有していると判定され
た場合に、前記第三者端末による前記リストの更新を許可する制御部とを含む。
【００１９】
　また、本発明のリスト管理システムは、受信者端末にて監視される情報提供者端末を介
して情報提供者が提供した情報を前記受信者端末に配信するために使用される、前記情報
提供者端末を示したリストを、前記受信者端末および前記リストの管理者の管理者端末と
異なる第三者端末から通信回線を介して送信される更新要求に基づいて更新可能なリスト
管理システムであって、前記リストを格納するリスト格納部と、前記第三者端末から前記
更新要求とともに前記第三者端末の使用者を識別するための識別情報を受け付けると、そ
の受け付けられた識別情報を利用して、前記使用者が前記リストの更新権限を有している
か否かを判定し、前記使用者が前記更新権限を有していると判定された場合に、前記第三
者端末による前記リストの更新を許可する制御部とを含む。
【００２０】
　また、本発明のリスト管理方法は、受信者端末にて監視される情報提供者端末を介して
情報提供者が提供した情報を前記受信者端末に配信するために使用される、前記情報提供
者端末を示したリストを、前記受信者端末および前記リストの管理者の管理者端末と異な
る第三者端末から通信回線を介して送信される更新要求に基づいて更新可能であり、前記
リストを格納するリスト格納部を含むリスト管理サーバが行うリスト管理方法であって、
前記第三者端末から前記更新要求とともに前記第三者端末の使用者を識別するための識別
情報を受け付けると、その受け付けられた識別情報を利用して、前記使用者が前記リスト
の更新権限を有しているか否かを判定する判定ステップと、前記使用者が前記更新権限を
有していると判定された場合に、前記第三者端末による前記リストの更新を許可する許可
ステップとを含む。
【００２１】
　また、本発明のリスト管理方法は、受信者端末にて監視される情報提供者端末を介して
情報提供者が提供した情報を前記受信者端末に配信するために使用される、前記情報提供
者端末を示したリストを、前記受信者端末および前記リストの管理者の管理者端末と異な
る第三者端末から通信回線を介して送信される更新要求に基づいて更新可能であり、前記
リストを格納するリスト格納部を含むリスト管理システムが行うリスト管理方法であって
、前記第三者端末から前記更新要求とともに前記第三者端末の使用者を識別するための識
別情報を受け付けると、その受け付けられた識別情報を利用して、前記使用者が前記リス
トの更新権限を有しているか否かを判定する判定ステップと、前記使用者が前記更新権限
を有していると判定された場合に、前記第三者端末による前記リストの更新を許可する許
可ステップとを含む。
【００２２】
　また、本発明のプログラムは、受信者端末にて監視される情報提供者端末を介して情報
提供者が提供した情報を前記受信者端末に配信するために使用される、前記情報提供者端
末を示したリストを、前記受信者端末および前記リストの管理者の管理者端末と異なる第
三者端末から通信回線を介して送信される更新要求に基づいて更新可能であり、かつ、前
記リストを格納するリスト格納部と接続されるコンピュータにリスト管理処理を実行させ
るプログラムであって、前記第三者端末から前記更新要求とともに前記第三者端末の使用
者を識別するための識別情報を受け付けると、その受け付けられた識別情報を利用して、
前記第三者端末が前記リストの更新権限を有している第三者端末であるか否かを判定する
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判定処理と、前記使用者が前記更新権限を有していると判定された場合に、前記第三者端
末による前記リストの更新を許可する許可処理と、を含むリスト管理処理を、前記コンピ
ュータに実行させる。
【００２３】
　上記の発明によれば、第三者端末から更新要求と識別情報が受け付けられると、その受
け付けられた識別情報を利用して、第三者端末の使用者がリストの更新権限を有している
か否かが判定され、その使用者が更新権限を有していると判定された場合に、第三者端末
がリストを更新することが許可される。
【００２４】
　このため、リストの更新権限を有する使用者が利用している第三者端末のみが、リスト
を更新することが可能になる。したがって、リストが不正に書き換えられてしまう可能性
を低くすることが可能となる
　また、リストは、第三者端末によって更新可能になる。このため、リストの更新に伴う
ウォッチャ（受信者）または管理者の負担を軽減することが可能になる。
【００２５】
　なお、前記リスト格納部に格納されたリストの更新権限を有する、前記受信者および前
記管理者と異なる権限保有者を特定するための特定情報が権限格納部に格納され、前記更
新要求と前記識別情報が受け付けられると、前記使用者が前記リストの更新権限を有して
いるか否かが、その受け付けられた識別情報と前記特定情報とに基づいて判定され、前記
使用者が前記リストの更新権限を有していると判定された場合に、前記第三者端末による
前記リストの更新が許可されることが望ましい。
【００２６】
　上記の発明によれば、権限格納部は、権限保有者を特定するための特定情報を格納する
。このため、第三者端末によるリストの更新の可否を権限格納部に格納される特定情報に
基づいて判断することが可能になる。
【００２７】
　なお、前記権限格納部は、前記リスト管理サーバを利用可能な利用者ごとにその利用者
が前記更新権限を有しているか否かを示す更新可否情報を前記特定情報として格納するこ
とが望ましい。
【００２８】
　上記の発明によれば、リストを更新できる権限保有者を利用者単位で設定することが可
能となる。
【００２９】
　また、前記リスト格納部は、複数の受信者端末のそれぞれから送信されたリストを格納
し、前記権限格納部は、リストごとにそのリストの更新権限を有する権限保有者を特定す
るための特定情報を格納する。第三者端末から更新要求と識別情報が受け付けられると、
第三者端末の使用者がその更新要求にて更新が要求されているリストの更新権限を有して
いるか否かが、その受け付けられた識別情報とその受け付けられた更新要求にて更新が要
求されているリストの特定情報とに基づいて判定され、その使用者がそのリストの更新権
限を有していると判定された場合に、第三者端末によるリストの更新が許可されることが
望ましい。
【００３０】
　上記の発明によれば、リスト単位で、リストを更新できる権限保有者を設定することが
可能となる。
【００３１】
　前記権限格納部は、リストに示された情報提供者端末ごとに、その情報提供者端末に対
する更新権限を有する権限保有者を特定するための特定情報を格納する。第三者端末から
更新要求と識別情報が受け付けられると、リストに示された情報提供者端末ごとに、第三
者端末の使用者がその情報提供者端末の更新権限を有しているか否かが、その受け付けら
れた識別情報と前記権限格納部に格納された特定情報とに基づいて判定され、その使用者
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がその情報提供者端末の更新権限を有していると判定された場合に、前記第三者端末によ
る前記リスト内の情報提供者端末の更新を許可することが望ましい。
【００３２】
　上記の発明によれば、リストに示された情報提供者端末単位で、リストを更新できる権
限保有者を設定することが可能となる。
【００３３】
　前記特定情報は、前記権限保有者を特定するための条件であることが望ましい。
【００３４】
　前記特定情報は、前記権限保有者を特定するためのリストであることが望ましい。
【００３５】
　前記特定情報は、前記権限保有者を示すことが望ましい。
【００３６】
　前記特定情報は、前記リストの更新を拒否されている更新拒否者を示すことが望ましい
。
【００３７】
　前記特定情報は、前記権限保有者と前記リストの更新を拒否されている更新拒否者とを
示すことが望ましい。
【００３８】
　また、第三者端末の使用者がリストの更新権限を有しているかの判定が可能か否かを、
その受け付けられた識別情報と権限格納部に格納された特定情報とに基づいて判定し、そ
の使用者がリストの更新権限を有しているかの判定ができないと判定された場合には、そ
のリストの更新権限を有する権限保有者が利用する権限保有者端末に、その使用者による
リストの更新を許可するか否かを問い合わせ、その問合せに対する回答を受け付け、その
受け付けた回答に基づいて、前記使用者が前記リストの更新権限を有しているか否かを判
定することが望ましい。
【００３９】
　上記の発明によれば、第三者によるリストの更新を高い精度で管理することが可能とな
る。
【００４０】
　また、前記権限格納部が、前記リスト管理サーバを利用可能な利用者ごとにその利用者
が前記リストの更新権限を有しているか否かを示す第１特定情報と、前記リスト単位でそ
のリストの更新権限を有する権限保有者を特定するための第２特定情報と、前記リストに
示された情報提供者端末ごとにその情報提供者端末に対する更新権限を有する権限保有者
を特定するための第３特定情報とを格納し、前記第三者端末から受け付けた更新要求に応
じて、前記第１特定情報と前記第２特定情報と前記第３特定情報のいずれかを選択するこ
とが望ましい。
【００４１】
　上記の発明によれば、第三者端末からの多様な更新要求に応えることが可能になる。
【００４２】
　また、前記第三者端末から前記更新要求と前記識別情報を受け付けると、前記受信者端
末または前記リストを管理する管理者が利用する管理者端末に、前記識別情報にて特定さ
れる使用者による前記リストの更新を許可するか否かを問い合わせ、前記問合せに対する
回答に基づいて、前記使用者が前記リストの更新権限を有しているか否かを判定すること
が望ましい。
【００４３】
　上記の発明によれば、受信者または管理者がバディリストの更新を管理して、バディリ
ストの不正な書き換えを防止することが可能となる。
【００４４】
　また、前記第三者端末から、前記更新要求と、前記識別情報としての前記リストの更新
権限を示した更新証明書とを受け付けると、前記更新証明書の正当性を判断する証明書発
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行部に、その更新証明書の正当性を問い合わせ、その問合せに対する回答に基づいて、前
記使用者が前記リストの更新権限を有しているか否かを判定することが望ましい。
【００４５】
　上記の発明によれば、第三者端末の使用者がリストの更新権限を有しているか否かを、
更新証明書に基づいて判断することが可能になる。
【発明の効果】
【００４６】
　本発明によれば、リストの更新に伴うウォッチャ（情報受信者）または管理者の負担を
軽減でき、また、リストが不正に書き換えられることを防止することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４７】
　以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。
【００４８】
　図１は、本発明の第１実施例のプレゼンスシステムを示したブロック図である。
【００４９】
　図１において、プレゼンスシステムは、情報提供者端末１と、受信者端末（ウォッチャ
、権限保有者端末）２と、管理者端末（権限保有者端末）３と、第三者端末４と、プレゼ
ンスサーバ（リスト管理サーバ）５とを含む。
【００５０】
　プレゼンスサーバ５は、バディリスト管理部５ａと、制御部５ｂとを含む。制御部５ｂ
は、バディリスト更新権限管理部５ｂ１と、従来バディリスト更新権限管理部５ｂ２とを
含む。
【００５１】
　なお、図１では、通常のプレゼンスサービス（プレゼンスシステム）の機能のうち、本
発明と関連する、バディリスト管理部５ａと従来バディリスト更新権限管理部５ｂ２を示
している。
【００５２】
　また、制御部５ｂは、メモリに記録されているプログラムを読み取り、その読み取った
プログラムを実行するコンピュータによって実現されてもよい。なお、このプログラムは
、制御部５ｂが実行するリスト更新方法をコンピュータに実行させる。
【００５３】
　プレゼンスサーバ５は、インターネット等の通信回線６を介して、情報提供者端末１と
、受信者端末（ウォッチャ）２と、管理者端末３および第三者端末４と接続されている。
【００５４】
　情報提供者端末１は、情報提供者によって利用されるプレゼンティティである。情報提
供者端末１は、情報提供者が提供した情報を受け付け、その情報を保持する。
【００５５】
　受信者端末２は、情報提供者端末１が受け付けた情報を取得する受信者によって利用さ
れるウォッチャである。
【００５６】
　受信者端末２は、受信者端末２にて監視される情報提供者端末１が有する情報を受信者
端末２に配信するために使用されるリスト（以下「バディリスト」と称する。）を生成す
る。受信者端末２は、その生成されたバディリストをプレゼンスサーバ５に送信する。な
お、受信者端末２は、そのバティリストを保持してもよい。
【００５７】
　バディリストは、バディリストの所有者（ウォッチャ）と、そのウォッチャにて監視さ
れる情報提供者端末とを示す。なお、受信者端末２は、自己が生成したバディリストの更
新権限を有している。
【００５８】
　管理者端末３は、権限保有者端末の一例であり、プレゼンスサーバ５を管理する管理者
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によって利用される。なお、管理者端末３は、バディリストの更新権限を有している。
【００５９】
　第三者端末４は、受信者および管理者と異なる第三者によって利用される。第三者端末
４は、通信回線６を介して、プレゼンスサーバ５に、バディリストの更新要求および第三
者を識別するための識別情報を送信する。
【００６０】
　プレゼンスサーバ５は、リスト管理サーバの一例である。
【００６１】
　プレゼンスサーバ５は、受信者端末２から送信されたバディリストを受け付けると、そ
のバディリストを格納する。プレゼンスサーバ５は、そのバディリストに示された情報提
供者端末１が情報提供者から受け付けた情報を、そのバティリストの所有者（ウォッチャ
）に送信する。
【００６２】
　また、プレゼンスサーバ５は、第三者端末４から送信された更新要求に基づいて、バデ
ィリストを更新することが可能である。
【００６３】
　バディリスト管理部５ａは、受信者端末２から送信されたバディリストを格納し、その
バディリストを管理する。
【００６４】
　制御部５ｂは、第三者端末４から、更新要求と第三者端末の識別情報とを受け付ける。
制御部５ｂは、第三者端末４から更新要求および識別情報を受け付けると、その受け付け
られた識別情報を利用して、第三者がバディリストの更新権限を有しているか否かを判定
する。
【００６５】
　制御部５ｂは、第三者がバディリストの更新権限を有している判断すると、第三者端末
４によるバディリストの更新を許可する。
【００６６】
　バディリスト更新権限管理部５ｂ１は、更新許可部の一例である。
【００６７】
　バディリスト更新権限管理部５ｂ１は、第三者端末４と、従来バディリスト更新権限管
理部５ｂ２と、バディリスト管理部５ａと接続されている。バディリスト更新権限管理部
５ｂ１は、第三者端末４によるバディリストの更新を許可するか否かを判定する。
【００６８】
　バディリスト更新権限管理部５ｂ１は、第三者端末４から更新要求および識別情報を受
け付けると、その更新要求および識別情報を、従来バディリスト更新権限管理部５ｂ２に
通知する。
【００６９】
　従来バディリスト更新権限管理部５ｂ２は、確認部の一例である。
【００７０】
　従来バディリスト更新権限管理部５ｂ２は、受信者端末２と管理者端末３にバディリス
トの更新権限を与えており、それ以外がバディリストを更新することを許可しない。
【００７１】
　従来バディリスト更新権限管理部５ｂ２は、バディリスト更新権限管理部５ｂ１から更
新要求および識別情報を受け付けると、受信者端末２または管理者端末３に対して、その
更新要求にて更新を要求されているバディリストを、その識別情報にて特定される第三者
が更新して良いか否かを問い合わせ、その問合せに対する回答を受け付ける。
【００７２】
　従来バディリスト更新権限管理部５ｂ２は、その回答をバディリスト更新権限管理部５
ｂ１に通知する。バディリスト更新権限管理部５ｂ１は、その通知された回答に基づいて
、第三者がバディリストの更新権限を有しているか否か判定する。
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【００７３】
　具体的には、バディリスト更新権限管理部５ｂ１は、その通知された回答が第三者によ
るバディリストの更新を許可する旨の回答であると、第三者がバディリストの更新権限を
有していると判定して第三者端末４によるバディリストの更新を許可する。
【００７４】
　一方、バディリスト更新権限管理部５ｂ１は、その通知された回答が第三者によるバデ
ィリストの更新を拒否する旨の回答であると、第三者がバディリストの更新権限を有して
いないと判定して第三者端末４によるバディリストの更新を拒否する。
【００７５】
　バディリスト更新権限管理部５ｂ１は、第三者端末４によるバディリストの更新を許可
すると、第三者端末４によるバディリストの更新を受け付け、その更新内容をバディリス
ト管理部５ａに通知する。
【００７６】
　バディリスト管理部５ａは、その更新内容の通知を受けると、その更新内容に基づいて
バディリストを更新する。
【００７７】
　なお、バディリスト管理部５ａと、バディリスト更新権限管理部５ｂ１と、従来バディ
リスト更新権限管理部５ｂ２とは、一つのサーバに配置されなくてもよく、例えば、これ
らを含むシステムの構成要件であってもよい。
【００７８】
　次に、動作を説明する。
【００７９】
　図２は、プレゼンスシステムの動作を説明するためのブロック図である。なお、図２に
おいて、図１に示したものと同一のものには同一符号を付してある。また、図２では、説
明の簡略化を図るため、通信回線６を示していない。以下、図２を参照して、プレゼンス
システムの動作を説明する
　なお、バディリスト管理部５ａは、「W1-BLバディリスト」を管理しているものとする
。また、「W1-BLバディリスト」は、「W1ウォッチャ（受信者端末）２」が所有するバデ
ィリストとする。
【００８０】
　ステップａ１では、A1第三者端末４は、バディリスト更新権限管理部５ｂ１へ、「W1-B
Lバディリスト」の更新依頼（更新要求）およびA1第三者の識別情報を送信する。
【００８１】
　バディリスト更新権限管理部５ｂ１は、「W1-BLバディリスト」の更新依頼およびA1第
三者の識別情報を受け付けると、ステップａ２を実行する。
【００８２】
　ステップａ２では、バディリスト更新権限管理部５ｂ１は、A1第三者端末４による「W1
-BLバディリスト」の更新を許可するか否かを判定するために、従来バディリスト更新権
限管理部５ｂ２に対して、「W1-BLバディリスト」の更新依頼およびA1第三者の識別情報
を通知する。
【００８３】
　従来バディリスト更新権限管理部５ｂ２は、「W1-BLバディリスト」の更新依頼およびA
1第三者の識別情報を受け付けると、ステップａ３を実行する。
【００８４】
　ステップａ３では、従来バディリスト更新権限管理部５ｂ２は、W1ウォッチャ（受信者
端末）２もしくは管理者端末３に対して、その更新依頼にて更新を要求されているバディ
リスト（「W1-BLバディリスト」）を、その識別情報にて特定されるA1第三者が更新して
良いか否かを問い合わせる。
【００８５】
　W1ウォッチャ（受信者端末）２もしくは管理者端末３は、その問合せを受け付けると、
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ステップａ４を実行する。
【００８６】
　ステップａ４では、W1ウォッチャ（受信者端末）２もしくは管理者端末３は、その問合
せ内容を表示し、その後、受信者もしくは管理者の回答を受け付ける。W1ウォッチャ（受
信者端末）２もしくは管理者端末３は、その回答を受け付けると、ステップａ５を実行す
る。
【００８７】
　ステップａ５では、W1ウォッチャ（受信者端末）２もしくは管理者端末３は、その回答
を従来バディリスト更新権限管理部５ｂ２に通知する。従来バディリスト更新権限管理部
５ｂ２は、その回答の通知を受け付けると、ステップａ６を実行する。
【００８８】
　ステップａ６では、従来バディリスト更新権限管理部５ｂ２は、その回答をバディリス
ト更新権限管理部５ｂ１に通知する。バディリスト更新権限管理部５ｂ１は、その回答の
通知を受け付けると、ステップａ７を実行する。
【００８９】
　ステップａ７では、バディリスト更新権限管理部５ｂ１は、その通知された回答がＡ1
第三者による「W1-BLバディリスト」の更新を許可する旨の回答であると、A1第三者が「W
1-BLバディリスト」の更新権限を有していると判定してA1第三者端末４による「W1-BLバ
ディリスト」の更新を許可する。
【００９０】
　一方、バディリスト更新権限管理部５ｂ１は、その通知された回答がA1第三者による「
W1-BLバディリスト」の更新を拒否する旨の回答であると、A1第三者が「W1-BLバディリス
ト」の更新権限を有していないと判定してA1第三者端末４による「W1-BLバディリスト」
の更新を拒否する。
【００９１】
　バディリスト更新権限管理部５ｂ１は、A1第三者端末４による「W1-BLバディリスト」
の更新を許可すると、ステップａ８を実行する。
【００９２】
　ステップａ８では、バディリスト更新権限管理部５ｂ１は、Ａ1第三者端末４による「W
1-BLバディリスト」の更新を受け付け、その更新内容をバディリスト管理部５ａに通知す
る。バディリスト管理部５ａは、その更新内容の通知を受けると、ステップａ９を実行す
る。
【００９３】
　ステップａ９では、バディリスト管理部５ａは、その更新内容に基づいて「W1-BLバデ
ィリスト」を更新する。
【００９４】
　本実施例によれば、以下に示す効果を奏する。
【００９５】
　制御部５ｂは、第三者端末４から更新要求と識別情報を受け付けると、その受け付けら
れた識別情報を利用して、第三者がバディリストの更新権限を有しているか否かを判定し
、第三者が更新権限を有していると判定された場合に、第三者端末がリストを更新するこ
とを許可する。
【００９６】
　このため、バディリストの更新権限を有する第三者が利用している第三者端末のみが、
バディリストを更新することが可能になる。したがって、バディリストが不正に書き換え
られてしまう可能性を低くすることが可能となる。
【００９７】
　また、バディリストは、第三者端末４によって更新可能になる。このため、バディリス
トの更新に伴うウォッチャ（受信者）または管理者の負担を軽減することが可能になる。
【００９８】
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　また、本実施例では、従来バディリスト更新権限管理部５ｂ２は、更新要求と識別情報
を受け付けると、受信者端末２または管理者端末３に、その識別情報にて特定される第三
者によるバディリストの更新を許可するか否かを問い合わせ、その問合せに対する回答を
受け付ける。バディリスト更新権限管理部５ｂ１は、その問合せに対する回答に基づいて
、第三者がバディリストの更新権限を有しているか否かを判定する。
【００９９】
　このため、受信者または管理者がバディリストの更新を管理でき、バディリストの不正
な書き換えを防止することが可能となる。
【０１００】
　次に、本発明の第２実施例を説明する。
【０１０１】
　図３は、第２実施例のプレゼンスシステムを示したブロック図である。なお、図３にお
いて、図１に示したものと同一のものには同一符号を付してある。
【０１０２】
　図３において、プレゼンスシステムは、第三者端末４と、プレゼンスサーバ（リスト管
理サーバ）５０とを含む。
【０１０３】
　プレゼンスサーバ５０は、バディリスト管理部５ａと、制御部５ｃとを含む。制御部５
ｃは、更新権限データベース５ｃ１と、バディリスト更新権限管理部５ｃ２とを含む。
【０１０４】
　なお、図３では、通常のプレゼンスサービス（プレゼンスシステム）の機能のうち、本
発明と関連する、バディリスト管理部５ａを示している。
【０１０５】
　また、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、メモリに記録されているプログラムを読
み取り、その読み取ったプログラムを実行するコンピュータによって実現されてもよい。
なお、このプログラムは、バディリスト更新権限管理部５ｃ２が実行するリスト更新方法
をコンピュータに実行させる。
【０１０６】
　プレゼンスサーバ５０は、インターネット等の通信回線６を介して、第三者端末４と接
続されている。
【０１０７】
　プレゼンスサーバ５０は、リスト管理サーバの一例である。
【０１０８】
　プレゼンスサーバ５０は、バディリストを格納する。また、プレゼンスサーバ５０は、
そのバディリストに示された情報提供者端末が情報提供者から受け付けた情報を、そのバ
ティリストの所有者（ウォッチャ：受信者端末）に送信する。
【０１０９】
　また、プレゼンスサーバ５０は、第三者端末４から送信された更新要求に基づいて、バ
ディリストを更新することが可能である。
【０１１０】
　制御部５ｃは、第三者端末４から、更新要求と第三者端末４の識別情報とを受け付ける
。制御部５ｃは、第三者端末４から更新要求および識別情報を受け付けると、その受け付
けられた識別情報を利用して、第三者がバディリストの更新権限を有しているか否かを判
定する。
【０１１１】
　制御部５ｃは、第三者がバディリストの更新権限を有している判断すると、第三者端末
４によるバディリストの更新を許可する。
【０１１２】
　更新権限データベース（権限格納部）５ｃ１は、バディリスト管理部５ａに格納された
バディリストの更新権限を有する、受信者および管理者と異なる権限保有者を特定するた
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めの特定情報を格納する。
【０１１３】
　更新権限データベース５ｃ１は、例えば、バディリスト管理部５ａに格納された任意の
バディリストへの更新権限を持つ第三者のリストもしくはその第三者を特定するための条
件、および、任意のバディリストへの更新権限をもたない第三者のリストもしくはその第
三者を特定するための条件を、特定情報として格納する。
【０１１４】
　特定情報にて特定される第三者は、例えば、プレゼンスサーバ５０を利用可能な利用者
である。
【０１１５】
　ここで、第三者を特定するための条件の一例を説明する。
【０１１６】
　例えば、第三者端末４が出力する識別情報が複数の文字で示され、その先頭の文字が第
三者の属するグループを示す場合、バディリスト管理部５ａに格納された任意のバディリ
ストへの更新権限を持つ第三者を特定するための条件としては、識別情報の先頭の文字が
特定の文字であるという条件が用いられる。
【０１１７】
　また、例えば、第三者端末４が出力する識別情報が複数の文字で示され、その先頭の文
字が第三者の属するグループを示す場合、バディリスト管理部５ａに格納された任意のバ
ディリストへの更新権限を持たない第三者を特定するための条件としては、識別情報の先
頭の文字が特定の文字であるという条件が用いられる。
【０１１８】
　図４は、更新権限データベース５ｃ１の一例を示した説明図である。
【０１１９】
　図４において、更新権限データベース５ｃ１は、プレゼンスサーバ５０を利用可能な第
三者の識別情報５ｃ１ａと、その第三者がバディリストを更新してよいか否かを示す可否
情報５ｃ１ｂとを、関連づけて格納する。
【０１２０】
　図４の例では、識別情報５ｃ１ａが「ｓｔａｂ」の第三者はバディリストの更新が許可
され、識別情報５ｃ１ａが「ａｂｃｄ」の第三者はバディリストの更新が拒否される。
【０１２１】
　図３に戻って、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、更新許可部の一例である。
【０１２２】
　バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、第三者端末４から更新要求と識別情報を受け付
けると、第三者がバディリストの更新権限を有しているか否かを、その受け付けられた識
別情報と更新権限データベース５ｃ１に格納された特定情報とに基づいて判定する。
【０１２３】
　バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、例えば、第三者の識別情報が、更新権限データ
ベース５ｃ１において更新許可（可）と関連づけられていると、その第三者はバディリス
トの更新権限を有していると判断する。
【０１２４】
　また、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、例えば、第三者の識別情報が、更新権限
データベース５ｃ１において更新拒否（否）と関連づけられていると、その第三者はバデ
ィリストの更新権限を有していないと判断する。
【０１２５】
　バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、第三者がバディリストの更新権限を有している
と判定された場合に、第三者端末４によるバディリストの更新を許可する。
【０１２６】
　バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、第三者によるバディリストの更新を許可すると
、第三者端末４によるバディリストの更新を受け付け、その更新内容をバディリスト管理
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部５ａに通知する。バディリスト管理部５ａは、その更新内容の通知を受けると、その更
新内容に基づいてバディリストを更新する。
【０１２７】
　なお、更新権限データベース５ｃ１と、バディリスト更新権限管理部５ｃ２と、バディ
リスト管理部５ａとは、一つのサーバに配置されなくてもよく、更新権限データベース５
ｃ１と、バディリスト更新権限管理部５ｃ２と、バディリスト管理部５ａとを含むシステ
ムの構成要件であってもよい。
【０１２８】
　次に、第２実施例の動作を説明する。
【０１２９】
　図５は、第２実施例の動作を説明するためのブロック図である。なお、図５において、
図３に示したものと同一のものには同一符号を付してある。また、図５では、説明の簡略
化を図るため、通信回線６を示していない。以下、図５を参照して、プレゼンスシステム
の動作を説明する。
【０１３０】
　なお、バディリスト管理部５ａは、「W1-BLバディリスト」および「W2-BLバディリスト
」を管理しているものとする。また、「W1-BLバディリスト」は「W1ウォッチャ（受信者
端末）」の所有するバディリストとし、「W2-BLバディリスト」は「W2ウォッチャ（受信
者端末）」の所有するバディリストとする。
【０１３１】
　また、更新権限データベース５ｃ１には、A1第三者の識別情報が更新許可（可）と関連
づけて登録されているものとする。
【０１３２】
　ステップｂ１では、A1第三者端末４は、バディリスト更新権限管理部５ｃ２へ、「W1-B
Lバディリスト」の更新依頼（更新要求）およびA1第三者の識別情報を送信する。
【０１３３】
　バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、「W1-BLバディリスト」の更新依頼およびA1第
三者の識別情報を受け付けると、ステップｂ２を実行する。
【０１３４】
　ステップｂ２では、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、A1第三者による「W1-BLバ
ディリスト」の更新を許可するか否かを判定するために、更新権限データベース５ｃ１に
てA1第三者の識別情報と関連づけられて格納されている更新可否５ｃ１ｂを読み取る。
【０１３５】
　バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、更新可否５ｃ１ｂを読み取ると、ステップｂ３
を実行する。
【０１３６】
　ステップｂ３では、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、その読み取られた更新可否
５ｃ１ｂが更新許可（可）の場合、Ａ1第三者が「W1-BLバディリスト」の更新権限を有し
ていると判定してＡ1第三者端末４によるバディリストの更新を許可し、一方、その読み
取られた更新可否５ｃ１ｂが更新拒否（否）の場合、Ａ1第三者が「W1-BLバディリスト」
の更新権限を有していないと判定してＡ1第三者端末４によるバディリストの更新を拒否
する。
【０１３７】
　バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、A1第三者端末４による「W1-BLバディリスト」
の更新を許可すると、ステップｂ４を実行する。
【０１３８】
　ステップｂ４では、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、Ａ1第三者端末４による「W
1-BLバディリスト」の更新を受け付け、その更新内容をバディリスト管理部５ａに通知す
る。バディリスト管理部５ａは、その更新内容の通知を受けると、ステップｂ５を実行す
る。
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【０１３９】
　ステップｂ５では、バディリスト管理部５ａは、その更新内容に基づいて「W1-BLバデ
ィリスト」を更新する。
【０１４０】
　本実施例によれば、制御部５ｃは、第三者端末４から更新要求と識別情報を受け付ける
と、第三者端末４から更新要求と識別情報を受け付けると、その受け付けられた識別情報
を利用して、第三者がバディリストの更新権限を有しているか否かを判定し、第三者が更
新権限を有していると判定された場合に、第三者端末がリストを更新することを許可する
。
【０１４１】
　このため、バディリストの更新権限を有する第三者が利用している第三者端末のみが、
バディリストを更新することが可能になる。したがって、バディリストが不正に書き換え
られてしまう可能性を低くすることが可能となる。
【０１４２】
　また、バディリストは、第三者端末４によって更新可能になる。このため、バディリス
トの更新に伴うウォッチャ（受信者）または管理者の負担を軽減することが可能になる。
【０１４３】
　また、本実施例では、更新権限データベース５ｃ１は、バディリスト管理部５ａに格納
されたバディリストの更新権限を有する、受信者および管理者と異なる権限保有者を特定
するための特定情報を格納する。
【０１４４】
　また、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、更新要求と識別情報を受け付けると、第
三者がバディリストの更新権限を有しているか否かを、その受け付けられた識別情報とそ
の格納された特定情報とに基づいて判定し、その第三者がバディリストの更新権限を有し
ていると判定された場合に、第三者端末４によるバディリストの更新を許可する。
【０１４５】
　この場合、第三者端末４によるバディリストの更新の可否を更新権限データベース５ｃ
１に格納される特定情報に基づいて判断することが可能になるため、受信者または管理者
の作業をさらに少なくすることが可能となる。
【０１４６】
　また、本実施例では、更新権限データベース５ｃ１は、プレゼンスサーバ５０に接続可
能な利用者ごとにその利用者がバディリストの更新権限を有しているか否かを示す更新可
否情報を特定情報として格納する。
【０１４７】
　この場合、バディリストを更新できる権限保有者を利用者単位で設定することが可能と
なる。
【０１４８】
　なお、第２実施例は、以下のように変形されてもよい。
【０１４９】
　まず、第１変形例を説明する。
【０１５０】
　第１変形例では、バディリスト管理部５ａが、図５に示すように複数のバディリストを
格納する場合、更新権限データベース５ｃ１は、バディリストごとに、そのバディリスト
の更新権限を有する権限保有者を特定するための特定情報を格納する。
【０１５１】
　換言すると、更新権限データベース５ｃ１には、バディリスト管理部５ａが管理する特
定のバディリストへの更新権限を持つ第三者のリストもしくはその第三者を特定するため
の条件、および、その特定のバディリストへの更新権限をたない第三者のリストもしくは
その第三者を特定するための条件が登録されている。
【０１５２】
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　つまり、更新権限データベース５ｃ１には、バディリスト毎に、バディリスト更新権限
を持つ第三者のリストもしくはその第三者を特定するための条件、および、バディリスト
更新権限を持たない第三者のリストもしくはその第三者を特定するための条件が登録され
ている。
【０１５３】
　図６は、更新権限データベース５ｃ１の一例を示した説明図である。
【０１５４】
　図６において、更新権限データベース５ｃ１は、バディリスト５ｃ１ｃごとに、第三者
の識別情報５ｃ１ａと更新可否５ｃ１ｂとを関連づけて格納する。
【０１５５】
　この場合、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、第三者端末４から、複数のバディリ
ストのいずれかの更新を要求する更新要求と識別情報を受け付けると、第三者がその受け
付けられた更新要求にて更新が要求されているバディリストの更新権限を有しているか否
かを、その受け付けられた識別情報と、その受け付けられた更新要求にて更新が要求され
ているバディリストに関連づけられている特定情報と、に基づいて判定する。
【０１５６】
　バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、その第三者がそのバディリストの更新権限を有
していると判定された場合に、第三者端末４によるそのバディリストの更新を許可する。
【０１５７】
　次に、第１変形例の動作を説明する。
【０１５８】
　なお、バディリスト管理部５ａは、図５に示したように「W1-BLバディリスト」と「W２
-BLバディリスト」を管理しているものとする。
【０１５９】
　また、更新権限データベース５ｃ１には、「W1-BLバディリスト」と「A1第三者の識別
情報」と「更新許可（可）」とが関連づけられて格納され、また、「W２-BLバディリスト
」と「A1第三者の識別番号」と「更新拒否（否）」が関連づけられて格納されているもの
とする。
【０１６０】
　まず、A1第三者端末４が、バディリスト更新権限管理部５ｃ２へ、「W1-BLバディリス
ト」の更新依頼（更新要求）およびA1第三者の識別情報を送信する場合の動作を説明する
。
【０１６１】
　ステップｃ１では、A1第三者端末４は、バディリスト更新権限管理部５ｃ２へ、「W1-B
Lバディリスト」の更新依頼およびA1第三者の識別情報を送信する。
【０１６２】
　バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、「W1-BLバディリスト」の更新依頼およびA1第
三者の識別情報を受け付けると、ステップｃ２を実行する。
【０１６３】
　ステップｃ２では、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、「A1第三者」による「W1-B
Lバディリスト」の更新を許可するか否かを判定するために、更新権限データベース５ｃ
１にて「W1-BLバディリスト」および「A1第三者の識別情報」と関連づけられて格納され
ている更新可否を読み取る。
【０１６４】
　なお、更新権限データベース５ｃ１には、「W1-BLバディリスト」と「A1第三者の識別
情報」と「更新許可（可）」が関連づけられて格納されているので、「更新許可（可）」
が読み取られる。
【０１６５】
　バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、更新可否を読み取ると、ステップｃ３を実行す
る。
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【０１６６】
　ステップｃ３では、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、その読み取られた更新可否
が更新許可（可）の場合、Ａ1第三者が「W1-BLバディリスト」の更新権限を有していると
判定してＡ1第三者端末４による「W1-BLバディリスト」の更新を許可し、一方、その読み
取られた更新可否が更新拒否（否）の場合、Ａ1第三者が「W1-BLバディリスト」の更新権
限を有していないと判定してＡ1第三者による「W1-BLバディリスト」の更新を拒否する。
【０１６７】
　バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、A1第三者端末４による「W1-BLバディリスト」
の更新を許可すると、ステップｃ４を実行する。
【０１６８】
　ステップｃ４では、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、Ａ1第三者端末４による「W
1-BLバディリスト」の更新を受け付け、その更新内容をバディリスト管理部５ａに通知す
る。バディリスト管理部５ａは、その更新内容の通知を受けると、ステップｃ５を実行す
る。
【０１６９】
　ステップｃ５では、バディリスト管理部５ａは、その更新内容に基づいて「W1-BLバデ
ィリスト」を更新する。
【０１７０】
　次に、A1第三者端末４が、バディリスト更新権限管理部５ｃ２へ、「W2-BLバディリス
ト」の更新依頼（更新要求）およびA1第三者の識別情報を送信する場合の動作を説明する
。
【０１７１】
　ステップｄ１では、A1第三者端末４は、バディリスト更新権限管理部５ｃ２へ、「W2-B
Lバディリスト」の更新依頼およびA1第三者の識別情報を送信する。
【０１７２】
　バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、「W2-BLバディリスト」の更新依頼およびA1第
三者の識別情報を受け付けると、ステップｄ２を実行する。
【０１７３】
　ステップｄ２では、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、「A1第三者」による「W2-B
Lバディリスト」の更新を許可するか否かを判定するために、更新権限データベース５ｃ
１にて「W2-BLバディリスト」および「A1第三者の識別情報」と関連づけられて格納され
ている更新可否を読み取る。
【０１７４】
　なお、更新権限データベース５ｃ１には、「W2-BLバディリスト」と「A1第三者の識別
情報」と「更新拒否（否）」が関連づけられて格納されているので、「更新拒否（否）」
が読み取られる。
【０１７５】
　バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、更新可否を読み取ると、ステップｄ３を実行す
る。
【０１７６】
　ステップｄ３では、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、その読み取られた更新可否
５ｃ１ｂが更新許可（可）の場合、Ａ1第三者が「W2-BLバディリスト」の更新権限を有し
ていると判定してＡ1第三者端末４による「W2-BLバディリスト」の更新を許可し、一方、
その読み取られた更新可否５ｃ１ｂが更新拒否（否）の場合、Ａ1第三者が「W2-BLバディ
リスト」の更新権限を有していないと判定する。
【０１７７】
　バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、Ａ1第三者が「W2-BLバディリスト」の更新権限
を有していないと判定すると、ステップｄ４を実行する。
【０１７８】
　ステップｄ４では、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、Ａ1第三者端末４からの更
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新依頼を破棄もしくは拒否する。
【０１７９】
　第１変形例によれば、バディリスト単位で、バディリストを更新できる権限保有者を設
定することが可能となる。
【０１８０】
　次に、第２変形例を説明する。
【０１８１】
　第２変形例では、更新権限データベース５ｃ１は、バディリストに示された情報提供者
端末（以下「バディ」と称する。）ごとに、そのバディに対する更新権限を有する権限保
有者を特定するための特定情報を格納する。
【０１８２】
　換言すると、更新権限データベース５ｃ１には、バディリスト管理部５ａが管理する特
定のバディへの更新権限を持つ第三者のリストもしくはその第三者を特定するための条件
、および、その特定のバディへの更新権限をもたない第三者のリストもしくはその第三者
を特定するための条件が登録されている。
【０１８３】
　つまり、更新権限データベース５ｃ１には、バディ毎にバディリスト更新権限を持つ第
三者のリストもしくはその第三者を特定するための条件、もしくは、バディ毎にバディリ
スト更新権限を持たない第三者のリストもしくはその第三者を特定するための条件が登録
されている。
【０１８４】
　図７は、更新権限データベース５ｃ１の一例を示した説明図である。
【０１８５】
　図７において、更新権限データベース５ｃ１は、バディ５ｃ１ｄごとに、第三者の識別
情報５ｃ１ａと更新可否５ｃ１ｂとを関連づけて格納する。
【０１８６】
　この場合、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、第三者端末４から、特定のバディの
更新を要求する更新要求と識別情報を受け付けると、その更新要求に示されたバディごと
に、第三者がそのバディの更新権限を有しているか否かを、その受け付けられた識別情報
と、その受け付けられた更新要求にて更新が要求されているバディの特定情報とに基づい
て判定する。
【０１８７】
　バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、その第三者がそのバディの更新権限を有してい
ると判定された場合に、第三者端末４によるそのバディの更新を許可する。
【０１８８】
　次に、第２変形例の動作を説明する。
【０１８９】
　なお、バディリスト管理部５ａは、「W1-BLバディリスト」を管理しているものとし、
また、「W1-BLバディリスト」には、「W1-B1バディ」と「W1-B2バディ」が、バディとし
て含まれているものとする。
【０１９０】
　また、更新権限データベース５ｃ１には、「W1-B１バディ」と「A1第三者の識別情報」
と「更新許可（可）」とが関連づけられて格納され、また、「W１-B２バディ」と「A1第
三者の識別情報」と「更新拒否（否）」とが関連づけられた登録されているものとする。
【０１９１】
　ステップｅ１では、A1第三者端末４は、バディリスト更新権限管理部５ｃ２へ、「W1-B
Lバディリスト」更新依頼（更新要求）およびA1第三者の識別情報を送信する。なお、そ
の更新依頼の内容は、「W1-BLバディリスト」の「W1-B１バディ」および「W１-B２バディ
」の変更とする。
【０１９２】
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　バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、「W1-BLバディリスト」の更新依頼およびA1第
三者の識別情報を受け付けると、ステップｅ２を実行する。
【０１９３】
　ステップｅ２では、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、「A1第三者」による「W1-B
Lバディリスト」の「W1-B１バディ」の更新と、「A1第三者」による「W1-BLバディリスト
」の「W1-B２バディ」の更新とを許可するか否かを判定するために、更新権限データベー
ス５ｃ１にて「W1-B１バディ」および「A1第三者の識別情報」と関連づけられて格納され
ている更新可否、および、更新権限データベース５ｃ１にて「W1-B2バディ」および「A1
第三者の識別情報」と関連づけられて格納されている更新可否を読み取る。
【０１９４】
　なお、更新権限データベース５ｃ１には、「W1-B1バディ」と「A1第三者の識別情報」
と「更新許可（可）」が関連づけられて格納されているので、「W1-B1バディ」について
は「更新許可（可）」が読み取られる。また、更新権限データベース５ｃ１には、「W2-B
1バディ」と「A1第三者の識別情報」と「更新拒否（否）」が関連づけられて格納されて
いるので、「W1-B2バディ」については「更新拒否（否）」が読み取られる。
【０１９５】
　バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、更新可否を読み取ると、ステップｅ３を実行す
る。
【０１９６】
　ステップｅ３では、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、Ａ1第三者が「W1-B1バディ
」の更新権限を有していると判定してＡ1第三者端末４による「W1-B1バディ」の更新を許
可し、また、Ａ1第三者が「W1-B2バディ」の更新権限を有していないと判定してＡ1第三
者端末４による「W1-B2バディ」の更新を拒否する。
【０１９７】
　バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、A1第三者端末４による「W1-B1バディ」の更新
を許可すると、ステップｅ４を実行する。
【０１９８】
　ステップｅ４では、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、Ａ1第三者端末４による「W
1-B1バディ」の更新を受け付け、その更新内容をバディリスト管理部５ａに通知する。バ
ディリスト管理部５ａは、その更新内容の通知を受けると、ステップｅ５を実行する。
【０１９９】
　ステップｅ５では、バディリスト管理部５ａは、その更新内容に基づいて「W1-B1バデ
ィ」を更新する。
【０２００】
　また、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、A1第三者端末４による「W1-B2バディ」
の更新を拒否すると、ステップｅ６を実行する。
【０２０１】
　ステップｅ６では、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、A1第三者端末４による「W1
-B2バディ」の更新依頼を破棄もしくは拒否する。
【０２０２】
　第２変形例によれば、バディ単位で、バディリストを更新できる権限保有者を設定する
ことが可能となる。
【０２０３】
　なお、第２実施例において、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、第三者端末４の使
用者（第三者）がバディリストの更新権限を有しているかの判定が可能か否かを、その第
三者端末４から受け付けられた識別情報と更新権限データベース５ｃ１に格納された特定
情報とに基づいて判定判断してもよい。
【０２０４】
　例えば、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、第三者端末４から送信された識別情報
が、更新権限データベース５ｃ１に格納されていれば、その第三者がバディリストの更新
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権限を有しているかの判定が可能と判断する。一方、第三者端末４から送信された識別情
報が、更新権限データベース５ｃ１に格納されていなければ、バディリスト更新権限管理
部５ｃ２は、その第三者がバディリストの更新権限を有しているかの判定ができないと判
断する。
【０２０５】
　バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、第三者端末４の使用者がバディリストの更新権
限を有しているかの判定ができないと判断された場合には、権限保有者が利用する権限保
有者端末（受信者端末２または管理者端末３）に、その使用者によるバディリストの更新
を許可するか否かを問い合わせ、その問合せに対する回答を受け付ける。バディリスト更
新権限管理部５ｃ２は、その回答に基づいて、第三者端末４の使用者がバディリストの更
新権限を有しているか否かを判定する。
【０２０６】
　この場合、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、権限保有者が利用する権限保有者端
末（受信者端末２または管理者端末３）に対する問い合わせおよびその問合せに対する回
答の受け付けを、従来バディリスト更新権限管理部５ｂ２に依頼することが望ましい。
【０２０７】
　図８は、バディリスト更新権限管理部５ｃ２が、受信者端末２または管理者端末３に対
する問い合わせおよびその問合せに対する回答の受け付けを、従来バディリスト更新権限
管理部５ｂ２に依頼するプレゼンスシステムの一例を示したブロック図である。
【０２０８】
　なお、図８において、図１または図３に示したものと同一のものには同一符号を付して
ある。図８では、制御部５ｃは、更新権限データベース５ｃ１と、バディリスト更新権限
管理部５ｃ２と、従来バディリスト更新権限管理部５ｂ２とを含む。
【０２０９】
　また、第２実施例において、更新権限データベース５ｃ１は、図４に示した特定情報と
、図６に示した特定情報と、図７に示した特定情報とを格納してもよい。この場合、各特
定情報の整合性が取れていることが望ましい。
【０２１０】
　この場合、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、第三者端末４からの更新要求に基づ
いて、第１ないし第３の特定情報のいずれかの特定情報を選択または変更することが望ま
しい。
【０２１１】
　例えば、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、第三者端末４からの更新要求が不正で
あると判断された場合（例えば、更新要求が、所定数以上のバディリストの更新を要求す
る場合）、図４に示した特定情報を選択し、その選択された特定情報から第三者端末４の
識別情報を除く。
【０２１２】
　また、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、第三者端末４からのバディリストＡに対
する更新要求が不正であると判断された場合（例えば、所定時間内でバディリストＡへの
更新要求の回数が所定値を超えた場合）、図６に示した特定情報（バディリストＡに関連
づけられている識別情報）を選択し、その選択された特定情報から第三者端末４の識別情
報を除く。
【０２１３】
　また、バディリスト更新権限管理部５ｃ２は、第三者端末４からのバディＢに対する更
新要求（例えば、「バディＢをバディリストＡから除く」等）が不正であると判断された
場合（例えば、所定時間内でバディＢへの更新要求の回数が所定値を超えた場合）、図７
に示した特定情報（バディＢに関連づけられている識別情報）を選択し、その選択された
特定情報から第三者端末４の識別情報を除く。
【０２１４】
　バディリスト更新権限管理部５ｃ２が、第三者端末４からの更新要求に基づいて、更新
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権限データベース５ｃ１が格納している複数の特定情報から特定の特定情報を選択または
変更する場合、第三者端末４からの多様な更新要求に応えることが可能になる。
【０２１５】
　次に、本発明の第３実施例を説明する。
【０２１６】
　図９は、第３実施例のプレゼンスシステムを示したブロック図である。なお、図９にお
いて、図１に示したものと同一のものには同一符号を付してある。
【０２１７】
　図９において、プレゼンスシステムは、第三者端末４と、プレゼンスサーバ（リスト管
理サーバ）５００と、証明書発行部７とを含む。
【０２１８】
　プレゼンスサーバ５００は、バディリスト管理部５ａと、バディリスト更新権限管理部
（制御部）５ｄとを含む。
【０２１９】
　なお、図９では、通常のプレゼンスサービス（プレゼンスシステム）の機能のうち、本
発明と関連する、バディリスト管理部５ａを示している。
【０２２０】
　また、バディリスト更新権限管理部５ｄは、メモリに記録されているプログラムを読み
取り、その読み取ったプログラムを実行するコンピュータによって実現されてもよい。な
お、このプログラムは、バディリスト更新権限管理部５ｄが実行するリスト更新方法をコ
ンピュータに実行させる。
【０２２１】
　プレゼンスサーバ５００は、インターネット等の通信回線６を介して、第三者端末４お
よび証明書発行部７と接続されている。
【０２２２】
　プレゼンスサーバ５００は、リスト管理サーバの一例である。
【０２２３】
　プレゼンスサーバ５００は、バディリストを格納する。プレゼンスサーバ５００は、そ
のバディリストに示された情報提供者端末（バディ）が情報提供者から受け付けた情報を
、そのバティリストの所有者（ウォッチャ：受信者端末）に送信する。
【０２２４】
　また、プレゼンスサーバ５００は、第三者端末４から送信された更新要求に基づいて、
バディリストを更新することが可能である。
【０２２５】
　証明書発行部７は、証明書利用者のバディリスト更新権限を証明する更新証明書を発行
し、また、その更新証明書の正当性を判定する。
【０２２６】
　バディリスト更新権限管理部５ｄは、第三者端末４から、更新要求とバディリストの更
新権限を示した更新証明書を受け付ける。なお、更新証明書は、第三者端末４の識別情報
として使用される。
【０２２７】
　バディリスト更新権限管理部５ｄは、第三者端末４から更新要求および更新証明書を受
け付けると、その受け付けられた更新証明書を利用して、第三者がバディリストの更新権
限を有しているか否かを判定する。
【０２２８】
　具体的には、バディリスト更新権限管理部５ｄは、その受け付けられた更新証明書の正
当性を証明書発行部７に問い合わせる。
【０２２９】
　バディリスト更新権限管理部５ｄは、その問合せの回答に基づいて、第三者がバディリ
ストの更新権限を有しているか否かを判断する。例えば、バディリスト更新権限管理部５
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ｄは、証明書発行部７から、その更新証明書の正当性を認める回答を受け付けると、第三
者がバディリストの更新権限を有していると判断して、第三者端末４によるバディリスト
の更新を許可する。
【０２３０】
　次に、第３実施例の動作を説明する。
【０２３１】
　図１０は、第３実施例の動作を説明するためのブロック図である。なお、図１０におい
て、図９に示したものと同一のものには同一符号を付してある。また、図１０では、説明
の簡略化を図るため、通信回線６を示していない。以下、図１０を参照して、プレゼンス
システムの動作を説明する。
【０２３２】
　なお、バディリスト管理部５ａは、「W1-BLバディリスト」を管理しているとする。ま
た、「W1-BLバディリスト」の所有者は「W1ウォッチャ（受信端末）」とする。
【０２３３】
　ステップｆ１では、A1第三者端末４は、バディリスト更新権限管理部５ｄへ、「W1-BL
バディリスト」の更新依頼（更新要求）と証明書発行部７から発行された「W1-BLバディ
リスト」の更新証明書と送信する。
【０２３４】
　バディリスト更新権限管理部５ｄは、「W1-BLバディリスト」の更新依頼および更新証
明書を受け付けると、ステップｆ２を実行する。
【０２３５】
　ステップｆ２では、バディリスト更新権限管理部５ｄは、A1第三者による「W1-BLバデ
ィリスト」の更新を許可するか否かを判定するために、証明書発行部７に対して、A1第三
者端末４から受け付けられた更新証明書の正当性を問い合わせる。
【０２３６】
　証明書発行部７は、その更新証明書の正当性に関する問合せを受け付けると、ステップ
ｆ３を実行する。
【０２３７】
　ステップｆ３では、証明書発行部７は、その更新証明書の正当性を判定し、その判定結
果をバディリスト更新権限管理部５ｄに通知する。バディリスト更新権限管理部５ｄは、
証明書発行部７からその通知を受け付けると、ステップｆ４を実行する。
【０２３８】
　ステップｆ４では、バディリスト更新権限管理部５ｄは、その通知内容が更新証明書の
正当性を証明している場合、Ａ1第三者が「W1-BLバディリスト」の更新権限を有している
と判定してＡ1第三者端末４によるバディリストの更新を許可し、一方、その通知内容が
更新証明書の正当性を証明していない場合、Ａ1第三者が「W1-BLバディリスト」の更新権
限を有していないと判定する。
【０２３９】
　バディリスト更新権限管理部５ｄは、A1第三者端末４による「W1-BLバディリスト」の
更新を許可すると、ステップｆ５を実行する。
【０２４０】
　ステップｆ５では、バディリスト更新権限管理部５ｄは、Ａ1第三者端末４による「W1-
BLバディリスト」の更新を受け付け、その更新内容をバディリスト管理部５ａに通知する
。バディリスト管理部５ａは、その更新内容の通知を受けると、ステップｆ６を実行する
。
【０２４１】
　ステップｆ６では、バディリスト管理部５ａは、その更新内容に基づいて「W1-BLバデ
ィリスト」を更新する。
【０２４２】
　本実施例によれば、バディリスト更新権限管理部５ｄは、第三者端末４から、更新要求
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と更新証明書を受け付けると、その受け付けられた更新証明書を利用して、第三者がバデ
ィリストの更新権限を有しているか否かを判定し、第三者が更新権限を有していると判定
された場合に、第三者端末４がリストを更新することを許可する。
【０２４３】
　このため、バディリストの更新権限を有する第三者が利用している第三者端末のみが、
バディリストを更新することが可能になる。したがって、バディリストが不正に書き換え
られてしまう可能性を低くすることが可能となる。
【０２４４】
　また、バディリストは、第三者端末４によって更新可能になる。このため、バディリス
トの更新に伴うウォッチャ（受信者）または管理者の負担を軽減することが可能になる。
【０２４５】
　また、本実施例では、バディリスト更新権限管理部５ｄは、更新要求と更新証明書を受
け付けると、証明書発行部７に、その更新証明書の正当性を問い合わせ、その回答を受け
付ける。
【０２４６】
　バディリスト更新権限管理部５ｄは、その回答に基づいて、第三者がバディリストの更
新権限を有しているか否かを判定する。バディリスト更新権限管理部５ｄは、その更新証
明書の正当性を証明する旨の回答を受け付けると、第三者端末４によるバディリストの更
新を許可する。
【０２４７】
　このため、第三者端末４がバディリストの更新権限を有しているか否かを、更新証明書
に基づいて判断することが可能になる。
【０２４８】
　なお、第２実施例と第３実施例を組み合わせてもよい。
【０２４９】
　例えば、制御部が、第三者端末４から、更新要求と識別情報を受け付けると、第三者端
末４の使用者がバディリストの更新権限を有しているかを、その受け付けられた識別情報
と更新権限データベース５ｃ１に格納された特定情報とに基づいて判定する。
【０２５０】
　その使用者がバディリストの更新権限を有していると判定された場合に、制御部は、第
三者端末４によるバディリストの更新を許可する。
【０２５１】
　一方、その使用者がバディリストの更新権限を有しているかの判定が不能の場合には、
制御部は、受信者端末２または管理者端末３に対して、その使用者によるバディリストの
更新を許可するか否かを問い合わせる。
【０２５２】
　制御部は、その問合せに対する回答を受け付け、第三者端末４によるバディリストの更
新を許可する旨の回答が受け付けられときに、第三者端末４によるバディリストの更新を
許可する。
【０２５３】
　また、制御部は、第三者端末４から、更新要求と更新証明書を受け付けると、第三者端
末４の使用者がバディリストの更新権限を有しているか否かを、証明書発行部７に問い合
わせる。
【０２５４】
　制御部は、その問合せに対する回答を受け付け、その更新証明書の正当性が証明された
場合、その使用者がバディリストの更新権限を有していると判断し、第三者端末４による
バディリストの更新を許可する。
【０２５５】
　この場合、第三者がバディリストの更新権限を有しているか否かを複数の判定手法のい
ずれかで行うことが可能となる。このため、その判定精度を高くすることが可能となる。
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【０２５６】
　なお、本発明は、以下の分野への利用が考えられる。
（１）広告、広報
　例えば、広告がプレゼンティティ（バディ）となり、バディリストに追加される。広告
代理店等がバディリストを更新する。
（２）TODOリスト
　例えば、TODOがプレゼンティティ（バディ）となり、バディリストに追加する。ウォッ
チャにTODOを処理してほしい人等がバディリストを更新する。
（３）プライバシー管理
　例えば、プレゼンティティのプライバシー管理者がプレゼンティティ以外にもいた場合
、プライバシー管理者がプレゼンティティの登録されているバディリストを変更する。
（４）携帯電話
　例えば、第三者が携帯電話機のブラウザや内蔵アプリケーションを利用してバディリス
トの更新依頼をプレゼンスサービスに送信する。
【０２５７】
　以上説明した各実施例において、図示した構成は単なる一例であって、本発明はその構
成に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【０２５８】
【図１】本発明の第１実施例のリスト管理サーバを示したブロック図である。
【図２】第１実施例の動作を説明するためのブロック図である。
【図３】本発明の第２実施例のリスト管理サーバを示したブロック図である。
【図４】更新権限データベース５ｃ１の一例を示した説明図である。
【図５】第２実施例の動作を説明するためのブロック図である。
【図６】更新権限データベース５ｃ１の他の例を示した説明図である。
【図７】更新権限データベース５ｃ１のさらに他の例を示した説明図である。
【図８】第２実施例のリスト管理サーバの変形例を示したブロック図である。
【図９】本発明の第３実施例のリスト管理サーバを示したブロック図である。
【図１０】第３実施例の動作を説明するためのブロック図である。
【符号の説明】
【０２５９】
　　　１　　　情報提供者端末
　　　２　　　受信者端末
　　　３　　　管理者端末
　　　４　　　第三者端末
　　　５　　　プレゼンスサーバ（リスト管理サーバ）
　　　５ａ　　バディリスト管理部
　　　５ｂ　　制御部
　　　５ｂ１　バディリスト更新権限管理部
　　　５ｂ２　従来バディリスト更新権限管理部
　　　５ｃ　　制御部
　　　５ｃ１　更新権限データベース
　　　５ｃ２　バディリスト更新権限管理部
　　　５ｄ　　バディリスト更新権限管理部
　　　６　　　通信回線
　　　７　　　証明書発行部
　　５０　　　プレゼンスサーバ（リスト管理サーバ）
　５００　　　プレゼンスサーバ（リスト管理サーバ）
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