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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】クライアントが、サーバへアクセスしたときに
、サーバは、クライアントの要求にかかる属性の情報を
クライアントへ送信するPubSub（メッセージの出版、メ
ッセージの購読）モデルにおいて、複数のクライアント
がサーバへアクセスするときに、サーバがクライアント
毎に取得可能な情報を適切に振り分けることができる、
管理システムを提供する。
【解決手段】管理システム５０の送受信部は、所定の属
性の情報を受信する。管理システム５０のpub処理部及
びsub処理部は、所定の属性が、所定のクライアントに
対応付けられている場合には、所定のクライアントで認
証された端末１０へ、送受信部によって受信された情報
を送信するように制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の属性の情報を受信する受信手段と、
　前記所定の属性が、所定のクライアントに対応付けられている場合には、前記所定のク
ライアントで認証された通信端末へ、前記受信手段によって受信された前記情報を送信す
るように制御する制御手段と、
　を有することを特徴とする管理システム。
【請求項２】
　所定の属性の情報を受信する受信手段と、
　前記所定の属性が、所定のアカウント及び所定のクライアントの双方に対応付けられて
いる場合には、前記所定のアカウントで認証され、前記所定のクライアントで認証された
通信端末へ、前記受信手段によって受信された前記情報を送信し、前記所定の属性が、前
記所定のアカウント及び前記所定のクライアントの双方に対応付けられていない場合には
、前記所定のアカウントで認証され、前記所定のクライアントで認証された前記通信端末
へ、前記受信手段によって受信された前記情報を送信しないように制御する制御手段と、
　を有することを特徴とする請求項１に記載の管理システム。
【請求項３】
　前記クライアントの識別情報、及び前記属性を示す属性情報を対応付けて管理する管理
手段を有しており、
　前記所定のクライアントの識別情報、及び前記所定の属性を示す属性情報が前記管理手
段において対応付けて管理されている場合、前記制御手段は、前記受信手段によって受信
された前記情報を送信するように制御することを特徴とする請求項１に記載の管理システ
ム。
【請求項４】
　所定のクライアントによる認証要求を受け付ける受付手段と、
　前記所定のクライアントを認証する認証手段と、
　所定の属性の情報を受信する受信手段と、
　前記所定の属性が、前記所定のクライアントに対応付けられている場合には、前記認証
手段によって前記所定のクライアントで認証された通信端末へ、前記受信手段によって受
信された前記情報を送信するように制御する制御手段と、
　を有することを特徴とする通信システム。
【請求項５】
　所定のクライアントによる認証要求を受け付ける受付手段と、
　前記所定のクライアントを認証する認証手段と、
　を有する認証システム、及び
　所定の属性の情報を受信する受信手段と、
　前記所定の属性が、所定のクライアントに対応付けられている場合には、前記認証手段
によって前記所定のクライアントで認証された通信端末へ、前記受信手段によって受信さ
れた前記情報を送信するように制御する制御手段と、
　を有する管理システム
　を備えることを特徴とする通信システム。
【請求項６】
　前記認証システムは、前記認証手段によって前記所定のクライアントが認証された場合
に、認可トークンを発行する発行手段を有しており、
　前記管理システムは、前記発行手段によって発行された前記認可トークンに基づいて、
サービスの利用を認可することを特徴とする請求項５に記載の通信システム。
【請求項７】
　管理システムが、
　所定の属性の情報を受信する受信処理と、
　前記所定の属性が、所定のクライアントに対応付けられている場合には、前記所定のク
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ライアントで認証された通信端末へ、前記受信処理によって受信された前記情報を送信す
るように制御する制御処理と、
　を実行することを特徴とする送信制御方法。
【請求項８】
　通信システムが、
　所定のクライアントによる認証要求を受け付ける受付処理と、
　前記所定のクライアントを認証する認証処理と、
　所定の属性の情報を受信する受信処理と、
　前記所定の属性が、前記所定のクライアントに対応付けられている場合には、前記認証
処理によって前記所定のクライアントで認証された通信端末へ、前記受信処理によって受
信された前記情報を送信するように制御する制御処理と、
　を実行することを特徴とする送信制御方法。
【請求項９】
　認証システムが、
　所定のクライアントによる認証要求を受け付ける受付処理と、
　前記所定のクライアントを認証する認証処理と、
　を実行し、
　管理システムが、
　所定の属性の情報を受信する受信処理と、
　前記所定の属性が、前記所定のクライアントに対応付けられている場合には、前記認証
処理によって前記所定のクライアントで認証された通信端末へ、前記受信処理によって受
信された前記情報を送信するように制御する
　ことを特徴とする送信制御方法。
【請求項１０】
　管理システムに、
　所定の属性の情報を受信する受信処理と、
　前記所定の属性が、所定のクライアントに対応付けられている場合には、前記所定のク
ライアントで認証された通信端末へ、前記受信処理によって受信された前記情報を送信す
るように制御する制御処理と、
　を実行させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、管理システム、通信システム、送信制御方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、当事者の移動の経費や時間を削減する要請等に伴い、インターネットや専用線等
の通信ネットワークを介して通話や会議等を行う通信システムが普及している。このよう
な通信システムでは、通信端末間で通信を開始すると、画像データ及び音データ等のコン
テンツデータの送受信が行われ、当事者間のコミュニケーションを実現する。また、通信
端末間でコンテンツデータを送信する方法として、出版－購読モデル（Publish-Subscrib
eモデル、以下、PubSubモデルと記載する）が知られている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、アプリケーション・プログラムによって生成されたログ・デ
ータをアプリケーション・プログラムのローカルに所在する第１のデータ処理システムの
メモリに保存し、第１のデータ処理システム上で実行されるパブリッシャ・プログラムに
よって実施される、新たに保存されたログ・データをメモリからキャプチャし、キャプチ
ャされたログ・データを一連のパブリケーションとしてパブリッシュ／サブスクライブ・
マッチング・エンジンを含む第２のデータ処理システムに繰り返し送信するリモート監視
用のシステムが開示されている。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　PubSubモデルによると、クライアントが、サーバへアクセスしたときに、サーバは、ク
ライアントの要求にかかる属性の情報をクライアントへ送信する。しかしながら、複数の
クライアントがサーバへアクセスするときに、サーバはクライアント毎に取得可能な情報
を適切に振り分けることができなくなるという課題が生じる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に係る発明の管理システムは、所定の属性の情報を受信する受信手段と、前記
所定の属性が、所定のクライアントに対応付けられている場合には、前記所定のクライア
ントで認証された通信端末へ、前記受信手段によって受信された前記情報を送信するよう
に制御する制御手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　以上説明したように本発明によれば、複数のクライアントが管理システムへアクセスす
るときに、サーバはクライアント毎に取得可能な情報を適切に振り分けられるようになる
という効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の一実施形態に係る通信システムの概略図である。
【図２】一実施形態に係る端末のハードウェア構成図である。
【図３】一実施形態に係る管理システムのハードウェア構成図である。
【図４】一実施形態に係る端末のソフトウェア構成図である。
【図５】一実施形態に係る端末、認証サーバ、及び管理システムの各機能ブロック図であ
る。
【図６】認証サーバが管理する各管理テーブルを示す概念図である。
【図７】管理システムが管理する各管理テーブルを示す概念図である。
【図８】一実施形態における認証処理を示すシーケンス図である。
【図９】メッセージをpub及びsubする処理の一例を示すシーケンス図である。
【図１０】メッセージをsubする権限を有するか否かを判断する処理の一例を示したフロ
ー図である。
【図１１】メッセージをpubする権限を有するか否かを判断する処理の一例を示したフロ
ー図である。
【図１２】実施形態の変形例に係る通信システムの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
【０００９】
　＜＜通信システムの概略＞＞
　図１は、本発明の一実施形態に係る通信システムの概略図である。図１に示されている
ように、通信システム１は、通信端末１０、認証サーバ４０、管理システム５０によって
構築されている。以下、通信端末１０を単に端末１０と記載する。
【００１０】
　管理システム５０は、出版－購読（Publish-Subscribe、以下PubSubと記載する）モデ
ルにおいて、クライアント間でメッセージを交換するために、クライアントから、メッセ
ージの出版（Publish、以下pubと記載する）やメッセージの購読（Subscribe、以下subと
記載する）の要求を受け付けるサーバである。管理システム５０は、PubSubモデルに対応
するプロトコルとして、例えば、MQTT（MQ Telemetry Transport）や、XMPP（eXtensible
 Messaging and Presence Protocol）のPubSub拡張（XEP-0060）等を実装しても良い。
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【００１１】
　端末１０は、例えば、汎用端末であって、任意のクライアントアプリケーションがイン
ストールされている。以下、クライアントアプリケーションをクライアントアプリと表す
。また、端末１０は、例えば、専用端末であって、クライアントとして稼働する特定のク
ライアントアプリが組み込まれている。端末１０が通信ネットワーク２を介して管理シス
テム５０と通信可能に接続することで、各クライアントは、管理システム５０にメッセー
ジのpubやメッセージのsubを要求することができる。端末１０は、例えば、テレビ会議端
末、電子黒板、電子看板、電話、タブレット、スマートフォン、カメラ、ＰＣ（personal
 computer）等であっても良い。
【００１２】
　認証サーバ４０は、端末１０上で動作するクライアントアプリである「クライアント」
と、そのクライアントを利用する「ユーザ」とをそれぞれ認証し、管理システム５０の利
用を認可するサーバである。管理システム５０は、上記の認証及び認可を実現するため、
例えば、OAuth 2.0やOpenID connectといった認証、認可のプロトコルを実装する。
【００１３】
　図１では、説明を簡単にするために、管理システム５０、及び認証サーバ４０がそれぞ
れ一つの装置である場合について説明したが、本発明はこのような実施形態に限定されな
い。管理システム５０、及び認証サーバ４０の少なくとも一方は、複数の装置により構築
されていても良い。また、管理システム５０、及び認証サーバ４０が、一つのシステム又
は装置によって構築されていても良い。また、図１では、説明を簡単にするために、通信
システム１において、４つの端末１０が設けられている場合について説明したが、本発明
はこのような実施形態に限定されない。通信システム１に設けられる端末１０は、２つで
あっても、３つであっても、５つ以上であっても良い。また、各端末１０は、それぞれ同
種であっても、図１のように異種であっても良い。
【００１４】
　＜＜ハードウェア構成＞＞
　次に、通信システム１を構成する各装置のハードウェア構成を説明する。
【００１５】
　図２は、一実施形態に係る端末１０のハードウェア構成図である。なお、端末１０は、
通信可能であれば、端末１０のハードウェア構成は図２の構成に限定されない。例えば、
端末１０は、図２に記載されていない構成が含まれていても、図２に記載の構成の一部が
含まれていなくても良い。また、図２に記載の構成の一部は端末１０に接続可能な外部装
置等であっても良い。図２に示されているように、本実施形態の端末１０は、端末１０全
体の動作を制御するＣＰＵ(Central Processing Unit)１０１、ＩＰＬ(Initial Program 
Loader)等のＣＰＵ１０１の駆動に用いられるプログラムを記憶したＲＯＭ(Read Only Me
mory)１０２、ＣＰＵ１０１のワークエリアとして使用されるＲＡＭ(Random Access Memo
ry)１０３、端末１０の各種端末用のプログラム、画像データ、及び音声データ等の各種
データを記憶するフラッシュメモリ１０４、ＣＰＵ１０１の制御にしたがってフラッシュ
メモリ１０４に対する各種データの読み出し又は書き込みを制御するＳＳＤ（Solid Stat
e Drive）１０５、フラッシュメモリやＩＣカード（Integrated Circuit Card）等の記録
メディア１０６に対するデータの読み出し又は書き込み（記憶）を制御するメディアＩ／
Ｆ１０７、宛先を選択する場合などに操作される操作ボタン１０８、端末１０の電源のＯ
Ｎ／ＯＦＦを切り換えるための電源スイッチ１０９、通信ネットワーク２を利用してデー
タ伝送をするためのネットワークＩ／Ｆ(Interface)１１１を備えている。
【００１６】
　また、端末１０は、ＣＰＵ１０１の制御に従って被写体を撮像して画像データを得る内
蔵型のカメラ１１２、このカメラ１１２の駆動を制御する撮像素子Ｉ／Ｆ１１３、音声を
入力する内蔵型のマイク１１４、音声を出力する内蔵型のスピーカ１１５、ＣＰＵ１０１
の制御に従ってマイク１１４及びスピーカ１１５との間で音声信号の入出力を処理する音
入出力Ｉ／Ｆ１１６、ＣＰＵ１０１の制御に従って外付けのディスプレイ１２０に画像デ
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ータを伝送するディスプレイＩ／Ｆ１１７、各種の外部機器を接続するための外部機器接
続Ｉ／Ｆ１１８、端末１０の各種機能の異常を知らせるアラームランプ１１９、及び上記
各構成要素を図２に示されているように電気的に接続するためのアドレスバスやデータバ
ス等のバスライン１１０を備えている。
【００１７】
　ディスプレイ１２０は、被写体の画像や操作用等を表示する液晶や有機ＥＬ(Organic E
lectroluminescence)によって構成された表示部である。また、ディスプレイ１２０は、
ケーブル１２０ｃによってディスプレイＩ／Ｆ１１７に接続される。このケーブル１２０
ｃは、アナログＲＧＢ（ＶＧＡ）信号用のケーブルであってもよいし、コンポーネントビ
デオ用のケーブルであってもよいし、ＨＤＭＩ（登録商標）(High-Definition Multimedi
a Interface)やＤＶＩ(Digital Video Interactive)信号用のケーブルであってもよい。
【００１８】
　カメラ１１２は、レンズや、光を電荷に変換して被写体の画像（映像）を電子化する固
体撮像素子を含み、固体撮像素子として、ＣＭＯＳ(Complementary Metal Oxide Semicon
ductor)や、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）等が用いられる。
【００１９】
　外部機器接続Ｉ／Ｆ１１８には、筐体１１００の接続口１１３２に差し込まれたＵＳＢ
(Universal Serial Bus)ケーブル等によって、外付けカメラ、外付けマイク、及び外付け
スピーカ等の外部機器がそれぞれ電気的に接続可能である。外付けカメラが接続された場
合には、ＣＰＵ１０１の制御に従って、内蔵型のカメラ１１２に優先して、外付けカメラ
が駆動する。同じく、外付けマイクが接続された場合や、外付けスピーカが接続された場
合には、ＣＰＵ１０１の制御に従って、それぞれが内蔵型のマイク１１４や内蔵型のスピ
ーカ１１５に優先して、外付けマイクや外付けスピーカが駆動する。
【００２０】
　なお、記録メディア１０６は、端末１０に対して着脱自在な構成となっている。また、
ＣＰＵ１０１の制御にしたがってデータの読み出し又は書き込みを行う不揮発性メモリで
あれば、フラッシュメモリ１０４に限らず、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable and 
Programmable ROM）等を用いてもよい。
【００２１】
　図３は、一実施形態に係る管理システム５０のハードウェア構成図である。管理システ
ム５０は、管理システム５０全体の動作を制御するＣＰＵ５０１、ＩＰＬ等のＣＰＵ５０
１の駆動に用いられるプログラムを記憶したＲＯＭ５０２、ＣＰＵ５０１のワークエリア
として使用されるＲＡＭ５０３、管理システム５０用のプログラム等の各種データを記憶
するＨＤ５０４、ＣＰＵ５０１の制御にしたがってＨＤ５０４に対する各種データの読み
出し又は書き込みを制御するＨＤＤ(Hard Disk Drive)５０５、フラッシュメモリ等の記
録メディア５０６に対するデータの読み出し又は書き込み（記憶）を制御するメディアド
ライブ５０７、カーソル、メニュー、ウィンドウ、文字、又は画像などの各種情報を表示
するディスプレイ５０８、通信ネットワーク２を利用してデータ通信するためのネットワ
ークＩ／Ｆ５０９、文字、数値、各種指示などの入力のための複数のキーを備えたキーボ
ード５１１、各種指示の選択や実行、処理対象の選択、カーソルの移動などを行うマウス
５１２、着脱可能な記録媒体の一例としてのＣＤ－ＲＯＭ(Compact Disc Read Only Memo
ry)５１３に対する各種データの読み出し又は書き込みを制御するＣＤ－ＲＯＭドライブ
５１４、及び、上記各構成要素を図３に示されているように電気的に接続するためのアド
レスバスやデータバス等のバスライン５１０を備えている。
【００２２】
　認証サーバ４０は、管理システム５０と同様のハードウェア構成を有しているため、そ
の説明を省略する。
【００２３】
　＜＜ソフトウェア構成＞＞
　図４は、一実施形態に係る端末１０のソフトウェア構成図である。図４に示されている
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ように、ＯＳ１０２０、クライアントアプリ（１０３１，１０３２）は、端末１０のＲＡ
Ｍ１０３の作業領域１０１０上で動作する。ＯＳ１０２０、及び、クライアントアプリ（
１０３１，１０３２）は、端末１０にインストールされている。
【００２４】
　ＯＳ１０２０は、基本的な機能を端末１０に提供し、端末１０全体を管理する基本ソフ
トウェアである。クライアントアプリ（１０３１，１０３２）は、認証サーバ４０に認証
を要求し、管理システム５０にpub要求及びsub要求の少なくとも一つを実行するためのア
プリである。
【００２５】
　なお、図４では少なくとも２つのクライアントアプリ（１０３１，１０３２）が端末１
０にインストールされているが、１以上の任意の数のクライアントアプリが端末１０にイ
ンストールされていれば良い。また、ＯＳ１０２０上で任意のアプリケーションが動作し
ており、この任意のアプリケーション上でクライアントアプリが動作しても良い。
【００２６】
　＜＜機能構成＞＞
　次に、本実施形態の機能構成について説明する。図５は、一実施形態に係る通信システ
ム１の一部を構成する端末１０、認証サーバ４０、及び管理システム５０の機能ブロック
図である。図５では、端末１０、認証サーバ４０、及び管理システム５０が、通信ネット
ワーク２を介してデータ通信することができるように接続されている。
【００２７】
　＜端末の機能構成＞
　端末１０は、送受信部１１、操作入力受付部１２、表示制御部１３、認証要求部１４、
pub要求部１５、sub要求部１６、及び記憶・読出部１９を有している。これら各部は、図
２に示されている各構成要素のいずれかが、フラッシュメモリ１０４からＲＡＭ１０３上
に展開されたプログラムに従ったＣＰＵ１０１からの命令によって動作することで実現さ
れる機能である。また、端末１０は、図２に示されているＲＯＭ１０２、ＲＡＭ１０３、
フラッシュメモリ１０４によって構築される記憶部１０００を有している。
【００２８】
　（端末の各機能構成）
　次に、図２及び図５を用いて、端末１０の各機能構成について詳細に説明する。なお、
以下では、端末１０の各機能構成を説明するにあたって、図２に示されている各構成要素
のうち、端末１０の各機能構成を実現させるための主な構成要素との関係も説明する。
【００２９】
　送受信部１１は、ＣＰＵ１０１からの命令、及びネットワークＩ／Ｆ１１１によって実
現され、通信ネットワーク２を介して、相手側の端末、各装置又はシステム等と各種デー
タ（または情報）の送受信を行う。
【００３０】
　操作入力受付部１２は、ＣＰＵ１０１からの命令、並びに操作ボタン１０８及び電源ス
イッチ１０９によって実現され、ユーザによる各種入力を受け付けたり、ユーザによる各
種選択を受け付けたりする。
【００３１】
　表示制御部１３は、ＣＰＵ１０１からの命令、及びディスプレイＩ／Ｆ１１７によって
実現され、通話する際に相手側から送られてきた画像データをディスプレイ１２０に送信
するための制御を行う。
【００３２】
　認証要求部１４は、クライアントアプリに従ったＣＰＵ１０１からの命令によって実現
され、認証サーバ４０に対して認証を要求する。なお、端末１０において複数のクライア
ントアプリがインストールされている場合、端末１０には、起動したクライアントアプリ
毎に認証要求部１４が生成される。
【００３３】
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　pub要求部１５は、クライアントアプリに従ったＣＰＵ１０１からの命令によって実現
され、管理システム５０に対してメッセージのpub要求をする。なお、クライアントアプ
リがsubに対応する一方でpubには対応していない場合、端末１０においてpub要求部１５
は生成されない。また、端末１０においてpubに対応した複数のクライアントアプリがイ
ンストールされている場合、端末１０には、起動したクライアントアプリ毎にpub要求部
１５が生成される。
【００３４】
　sub要求部１６は、クライアントアプリに従ったＣＰＵ１０１からの命令によって実現
され、管理システム５０に対してメッセージのsub要求をする。なお、クライアントアプ
リがpubに対応する一方でsubには対応していない場合、端末１０においてsub要求部１６
は生成されない。また、端末１０においてsubに対応した複数のクライアントアプリがイ
ンストールされている場合、端末１０には、起動したクライアントアプリ毎にsub要求部
１６が生成される。
【００３５】
　記憶・読出部１９は、ＣＰＵ１０１からの命令及びＳＳＤ１０５によって実行され、又
はＣＰＵ１０１からの命令によって実現され、記憶部１０００に各種データを記憶したり
、記憶部１０００に記憶された各種データを抽出したりする処理を行う。
【００３６】
　＜認証サーバの機能構成＞
　認証サーバ４０は、送受信部４１、ユーザ認証部４２、クライアント認証部４３、認可
部４４、トークン発行部４５、及び記憶・読出部４９を有する。これら各部は、図３に示
されている各構成要素のいずれかが、ＨＤ５０４からＲＡＭ５０３上に展開された認証サ
ーバ４０用のプログラムに従ったＣＰＵ５０１からの命令によって動作することで実現さ
れる機能である。また、認証サーバ４０は、ＨＤ５０４により構築される記憶部４０００
を有している。
【００３７】
　（ユーザ管理テーブル）
　図６（Ａ）は、ユーザ管理テーブルを示す概念図である。記憶部４０００には、ユーザ
管理テーブルによってユーザ管理ＤＢ４００１が構築される。ユーザ管理テーブルでは、
ユーザＩＤ（identifier, identification）毎に、ユーザ名、及びパスワードが関連付け
られて管理されている。
【００３８】
　（クライアント管理テーブル）
　図６（Ｂ）は、クライアント管理テーブルを示す概念図である。記憶部４０００には、
クライアント管理テーブルによってクライアント管理ＤＢ４００２が構築される。クライ
アント管理テーブルでは、クライアントＩＤ毎に、クライアント名、及びパスワードが関
連付けられて管理されている。
【００３９】
　なお、chatアプリは、複数のユーザ間でメッセージを交換するためのクライアントアプ
リである。ログアプリは、端末１０が、管理システム５０に対して端末１０のログをメッ
セージとしてpubすることを要求するためのクライアントアプリである。ログ管理アプリ
は、管理システム５０に対して端末１０のログをメッセージとしてsubすることを要求す
るためのクライアントアプリである。なお、ログ管理アプリは、管理システム５０に対し
てsub要求するクライアントアプリであるが、ログアプリからログ管理要求を受けるサー
バアプリでもある。監視カメラアプリは、端末１０が、管理システム５０に対して撮像画
像の画像データをメッセージとしてpubすることを要求するためのクライアントアプリで
ある。監視センターアプリは、管理システム５０に対して撮像画像の画像データをメッセ
ージとしてsubすることを要求するためのクライアントアプリである。なお、監視センタ
ーアプリは、管理システム５０に対してsub要求するクライアントアプリであるが、監視
アプリから撮像画像の管理要求を受けるサーバアプリでもある。
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【００４０】
　（サービス管理テーブル）
　図６（Ｃ）は、サービス管理テーブルを示す概念図である。記憶部４０００には、サー
ビス管理テーブルによってサービス管理ＤＢ４００３が構築される。サービス管理テーブ
ルでは、サービスＩＤ毎に、サービス名が関連付けられて管理されている。一実施形態に
おいて、サービスＩＤ「Ｓ０１」で識別されるサービス「伝送管理システム」は、管理シ
ステム５０である。なお、管理システム５０のPubSubの機能を利用する権利がリソースで
ある。また、管理システム５０を使ったPubSubサービスは、OAuth 2.0のプロトコルにお
いて認可の単位となるスコープである。また、管理システム５０はリソースサーバに相当
する。
【００４１】
　（サービス認可管理テーブル）
　図６（Ｄ）は、サービス認可管理テーブルを示す概念図である。記憶部４０００には、
サービス認可管理テーブルによってサービス認可管理ＤＢ４００４が構築される。サービ
ス認可管理テーブルでは、クライアントＩＤ毎に、サービスＩＤが関連付けられて管理さ
れている。これにより、サービス認可管理テーブルは、どのクライアントがどのサービス
にアクセスして利用することができるかを管理することができる。図６（Ｄ）のサービス
認可管理テーブルによれば、クライアントＩＤ「Ｃ０１」で識別されるchatアプリは、サ
ービスＩＤ「Ｓ０１」で識別される伝送管理システム、すなわち、管理システム５０にア
クセスして利用することができることを示す。
【００４２】
　（認証サーバの各機能構成）
　送受信部４１は、ＣＰＵ５０１からの命令、及びネットワークＩ／Ｆ５０９によって実
現され、通信ネットワーク２を介して、相手側の端末、各装置又はシステム等と各種デー
タ（または情報）の送受信を行う。
【００４３】
　ユーザ認証部４２は、ＣＰＵ５０１からの命令によって実現され、クライアントからの
要求に応じてユーザ認証を行う。
【００４４】
　クライアント認証部４３は、ＣＰＵ５０１からの命令によって実現され、クライアント
からの要求に応じてクライアント認証を行う。
【００４５】
　認可部４４は、ＣＰＵ５０１からの命令によって実現され、サービスへのクライアント
のアクセス権を指定することで認可する。
【００４６】
　トークン発行部４５は、ＣＰＵ５０１からの命令によって実現され、クライアントがサ
ービスへアクセスするときに、サービスで用いられる認可トークンを発行する。
【００４７】
　記憶・読出部４９は、ＣＰＵ５０１からの命令及びＨＤＤ５０５によって実行され、又
はＣＰＵ５０１からの命令によって実現され、記憶部４０００に各種データを記憶したり
、記憶部４０００に記憶された各種データを抽出したりする処理を行う。
【００４８】
　＜管理システムの機能構成＞
　管理システム５０は、送受信部５１、トークン確認部５２、pub処理部５３、sub処理部
５４、及び記憶・読出部５９を有している。これら各部は、図３に示されている各構成要
素のいずれかが、ＨＤ５０４からＲＡＭ５０３上に展開された管理システム５０用のプロ
グラムに従ったＣＰＵ５０１からの命令によって動作することで実現される機能である。
また、管理システム５０は、ＨＤ５０４により構築される記憶部５０００を有している。
【００４９】
　（トピック管理テーブル）
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　図７（Ａ）は、トピック管理テーブルを示す概念図である。記憶部５０００には、トピ
ック管理テーブルによってトピック管理ＤＢ５００１が構築される。トピック管理テーブ
ルでは、トピックＩＤ毎に、トピック名が関連付けられて管理されている。トピックとは
メッセージに関連付けられる属性である。クライアントアプリがトピックを指定してsub
要求すると、管理システム５０は、そのトピックに関連付けてpubされたメッセージを、
要求元のクライアントアプリへ送信する。
【００５０】
　（クライアント認可管理テーブル）
　図７（Ｂ）は、クライアント認可管理テーブルを示す概念図である。記憶部５０００に
は、クライアント認可管理テーブルによってクライアント認可管理ＤＢ５００２が構築さ
れる。クライアント認可管理テーブルでは、トピックＩＤ毎に、クライアント名、及びpu
b又はsubする権限を有するか否かを示す権限情報が関連付けられて管理されている。
【００５１】
　図７（Ｂ）のクライアント認可管理テーブルにおいて、ログアプリは、トピックＩＤ「
Ｔ０１」で識別されるトピック"device_log"に関連付けられるメッセージをpubする権限
を有しているが、subする権限を有していないことが示されている。同様に、クライアン
ト認可管理テーブルにおいて、ログ管理アプリは、トピックＩＤ「Ｔ０１」で識別される
トピック"device_log"に関連付けられるメッセージをsubする権限を有しているが、pubす
る権限を有していないことが示されている。また、図７（Ｂ）のクライアント認可管理テ
ーブルにおいて、chatアプリは、トピックＩＤ「Ｔ０２」で識別される掲示板用のトピッ
ク"bulletin_board"に関連付けられるメッセージをpub及びsubする権限を有し、トピック
ＩＤ「Ｔ０３，Ｔ０４」で識別されるユーザａ，ｂ宛のメッセージをpubする権限を有し
ているがsubする権限を有していないことが示されている。
【００５２】
　管理システム５０のようにPubSubモデルにおいてクライアントからのメッセージの仲介
を行うサーバをブローカーと言う。例えば、ログ管理アプリ及びchatアプリが従来のブロ
ーカーにアクセスしたときに、ブローカーは、chatアプリに対して、ログ管理アプリ用の
トピックのメッセージを送信したり、ログ管理アプリに対してchatアプリ用のトピックの
メッセージを送信したりし得る。このため、従来は、クライアント毎にブローカーを設け
る必要があり、拡張性が低かった。これに対して、管理システム５０は、クライアント認
可管理テーブルを有することで、複数のクライアントが管理システム５０と接続する場合
でも、クライアント毎に適切なメッセージを送信できるようになる。
【００５３】
　（ユーザ認可管理テーブル）
　図７（Ｃ）は、ユーザ認可管理テーブルを示す概念図である。記憶部５０００には、ユ
ーザ認可管理テーブルによってユーザ認可管理ＤＢ５００３が構築される。ユーザ認可管
理テーブルでは、トピックＩＤ毎に、ユーザ名、クライアント名、及びpub又はsubする権
限を有するか否かを示す権限情報が関連付けられて管理されている。図７（Ｃ）のユーザ
認可管理テーブルにより、ユーザａで認証され、chatアプリで認証された端末１０が、ト
ピックＩＤ「０３」によって識別される"message_to/a"に関連付けられるメッセージをsu
bする権限を有することが示されている。ユーザ認可管理テーブルを用いることで、ユー
ザａが利用するchatアプリだけが、"message_to/a"に関連付けられるメッセージをsubで
きるようになる。
【００５４】
　（セッション管理テーブル）
　図７（Ｄ）は、セッション管理テーブルを示す概念図である。記憶部５０００には、セ
ッション管理テーブルによってセッション管理ＤＢ５００４が構築される。セッション管
理テーブルでは、ユーザ名、クライアント名、及びトピックＩＤが関連付けられて管理さ
れている。セッション管理テーブルは、管理システム５０に接続中のクライアントアプリ
がどのユーザによって使用され、どのトピックのメッセージをsubしているかを示す。こ
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れにより、管理システム５０は、メッセージを受信したときに、どのクライアントアプリ
にどのメッセージを送信すれば良いかを判断することができる。例えば、管理システム５
０は、トピックＩＤ「Ｔ０２」で識別されるトピック"bulletin_board"に関連付けられた
メッセージのpubを受け付けたとき、ユーザａ，ｂが利用するchatアプリにこのメッセー
ジを送信し、ユーザａが利用するログ管理アプリや監視カメラアプリには送信しなくても
良いことを判断できる。
【００５５】
　（管理システムの各機能構成）
　次に、管理システム５０の各機能構成について詳細に説明する。なお、以下では、管理
システム５０の各機能構成を説明するにあたって、図３に示されている各構成要素のうち
、管理システム５０の各機能構成を実現させるための主な構成要素との関係も説明する。
【００５６】
　送受信部５１は、ＣＰＵ５０１からの命令、及びネットワークＩ／Ｆ５０９によって実
現され、通信ネットワーク２を介して各端末、装置又はシステムと各種データ（または情
報）の送受信を行う。
【００５７】
　トークン確認部５２は、ＣＰＵ５０１からの命令によって実現され、端末１０のログイ
ン要求に含まれている認可トークンを確認する。
【００５８】
　pub処理部５３は、ＣＰＵ５０１からの命令によって実現され、クライアントによるpub
要求を受け付ける。
【００５９】
　sub処理部５４は、ＣＰＵ５０１からの命令によって実現され、クライアントによるsub
要求を受け付ける。
【００６０】
　記憶・読出部５９は、ＣＰＵ５０１からの命令及びＨＤＤ５０５によって実行され、又
はＣＰＵ５０１からの命令によって実現され、記憶部５０００に各種データを記憶したり
、記憶部５０００に記憶された各種データを抽出したりする処理を行う。
【００６１】
　＜＜処理または動作＞＞
　続いて、通信システム１を構成する端末１０、認証サーバ４０、及び管理システム５０
の処理または動作について説明する。まずは、図８を用いて、一実施形態における認証処
理について説明する。図８は、一実施形態における認証処理を示すシーケンス図である。
【００６２】
　端末１０にインストールされている任意のクライアントアプリが起動すると（ステップ
Ｓ２１）、起動したクライアントアプリに対応する各機能部により以下の処理が開始され
る。端末１０のクライアントアプリは、ユーザのユーザＩＤ及びユーザパスワードの取得
する（ステップＳ２２）。取得方法としては、特に限定されないが、操作入力受付部１２
が、ユーザによるユーザＩＤ及びパスワードの入力を受け付ける方法や、記憶・読出部１
９が、記憶部１０００に予め記憶されているユーザＩＤ及びパスワードを読み出す方法等
が挙げられる。
【００６３】
　端末１０の認証要求部１４は、送受信部１１を介して、認証サーバ４０に認証／認可要
求をする（ステップＳ２３）。この認証／認可要求には、ユーザの認証要求と、クライア
ントの認証要求と、サービス利用の認可要求とが含まれる。管理システム５０へ送信され
る認証要求には、端末１０において取得されたユーザＩＤ及びユーザパスワード、起動し
たクライアントのクライアントＩＤ及びクライアントパスワード、及びこれから利用する
サービスを示すスコープとしてサービスＩＤが含まれている。クライアントＩＤ及びクラ
イアントパスワードは、記憶部１０００に予め記憶されており、記憶・読出部１９によっ
て読み出されたものでも良い。以下、認証要求に含まれるサービスＩＤは、管理システム
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５０を示す「Ｓ０１」である場合について説明する。
【００６４】
　認証サーバ４０の送受信部４１は、端末１０による認証要求を受信する。認証サーバ４
０のユーザ認証部４２は、認証要求に含まれるユーザＩＤ及びユーザパスワードの組が、
ユーザ管理テーブル（図６（Ａ）参照）で管理されているか否かに基づいてユーザ認証を
行う（ステップＳ２４）。認証要求に含まれるユーザＩＤ及びユーザパスワードの組がユ
ーザ管理テーブルで管理されている場合には、ユーザ認証部４２はユーザ認証に成功し、
認証要求に含まれるユーザＩＤ及びユーザパスワードの組がユーザ管理テーブルで管理さ
れていない場合には、ユーザ認証部４２はユーザ認証に失敗する。
【００６５】
　また、認証サーバ４０のクライアント認証部４３は、認証要求に含まれるクライアント
ＩＤ及びクライアントパスワードの組が、クライアント管理テーブル（図６（Ｂ）参照）
で管理されているか否かに基づいてクライアント認証を行う（ステップＳ２５）。認証要
求に含まれるクライアントＩＤ及びクライアントパスワードの組がクライアント管理テー
ブルで管理されている場合には、クライアント認証部４３はクライアント認証に成功し、
認証要求に含まれるクライアントＩＤ及びクライアントパスワードの組がクライアント管
理テーブルで管理されていない場合には、クライアント認証部４３はクライアント認証に
失敗する。
【００６６】
　また、認証サーバ４０の認可部４４は、認証要求に含まれるクライアントＩＤ及びサー
ビスＩＤの組が、サービス認可管理テーブル（図６（Ｄ）参照）で管理されているか否か
に基づいて、要求元のクライアントのサービスへのアクセスを認可する（ステップＳ２６
）。認証要求に含まれるクライアントＩＤ及びサービスＩＤの組がサービス認可管理テー
ブルで管理されている場合には、認可部４４は認可に成功し、認証要求に含まれるクライ
アントＩＤ及びサービスＩＤの組がサービス認可管理テーブルで管理されていない場合に
は、認可部４４は認可に失敗する。例えば、ユーザ「ａ」が使用するchatアプリが管理シ
ステム５０の利用を要求する場合、端末１０から認証サーバ４０へは、ユーザＩＤ「Ｕ０
１」、クライアントＩＤ「Ｃ０１」、サービスＩＤ「Ｓ０１」を含む認証要求を認証サー
バへ送信する。この場合、認証要求に含まれるクライアントＩＤ「Ｃ０１」、及びサービ
スＩＤ「Ｓ０１」の組が、サービス認可管理テーブルにおいて管理されているので、認可
部４４は認可に成功する。
【００６７】
　ユーザ認証、クライアント認証、及びサービス認可の少なくとも一つに失敗した場合、
送受信部４１は、認証又は認可に失敗した旨を示すエラーメッセージを要求元の端末１０
へ送信する。
【００６８】
　ユーザ認証、クライアント認証、及びサービス認可のすべてに成功した場合、認証サー
バ４０のトークン発行部４５は、認証要求してきた端末１０が管理システム５０にアクセ
ス可能であることを示す認可トークンを発行する（ステップＳ２７）。この認可トークン
には、ユーザ名、クライアント名、この認可トークンを利用するサービス名、及びトーク
ンの有効期限などが含まれている。
【００６９】
　なお、通信システム１において、認証及び認可は、OAuth 2.0及びOpenID Connect等の
プロトコルを用いて実行することもできる。この場合、ユーザＩＤ／ユーザパスワードな
どの認証情報の授受の方法、認可トークンに含まれる内容は、OAuth 2.0及びOpenID Conn
ect等の仕様によって規定されることになる。その場合、トークン自体はJWT(JSON Web To
ken)であっても良い。また、認可トークンがその経路上で改竄されないことを保証するた
め、トークン発行部４５は、認可トークンに対して秘密鍵を用いて署名しても良い。秘密
鍵は、ＲＳＡ（Rivest, Shamir, Adleman）暗号を用いたものでも良い。なお、署名に、
ＨＭＡＣ(Hash-based Message Authentication Code)のような公開鍵を用いても良い。認
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可トークンを利用する管理システム５０では、認可トークンが秘密鍵で署名されているか
共有鍵で署名されているかに応じて、公開鍵または共有鍵を用いて署名の確認をする。署
名は例えばJWS(JSON Web Signature)といった公知の標準を用いることもできる。認可ト
ークンは必要に応じて、例えば、JWE(JSON Web Encryption)で暗号化される。
【００７０】
　送受信部４１は、発行された認可トークンを認証結果に含めて端末１０へ送信する。端
末１０の送受信部１１は、認証サーバによって送信された認可トークンを含む認証結果を
受信する。続いて、端末１０の送受信部１１は受信した認可トークンを管理システム５０
へ送信することにより、管理システム５０へログイン要求する（ステップＳ２８）。
【００７１】
　管理システム５０の送受信部５１は、端末１０によって送信されたログイン要求を受信
する。管理システム５０のトークン確認部５２は、ログイン要求に含まれる認可トークン
を確認する（ステップＳ２９）。この場合、トークン確認部５２は、通信システム１で用
いられる標準にしたがって、ログイン要求に含まれている認可トークンを解析する。トー
クン確認部５２は、解析の結果に応じて、認証サーバによる署名が正しいか否かを判断し
ても良い。認証サーバによる署名が正しいものではないと判断された場合、トークン確認
部５２３は、ログイン要求に含まれる認可トークンが改竄されていると判断して、認可に
失敗する。
【００７２】
　続いて、トークン確認部５２は、認可トークンに含まれている有効期限を確認すること
で、認可トークンの有効期限が切れているか否かを判断する。認可トークンの有効期限が
切れていると判断された場合、トークン確認部５２は、認可トークンの期限切れにより認
可に失敗する。
【００７３】
　続いて、トークン確認部５２は、認可トークンに自管理システムに対応するサービス名
が含まれているか否かを確認する。認可トークンに自管理システムに対応するサービス名
が含まれていないと判断された場合、トークン確認部５２は、認可に失敗する。
【００７４】
　トークン確認部５２が、認可トークンの署名、有効期限、及びサービスの確認のいずれ
かの過程で認可に失敗すると、送受信部５１は、端末１０へ認可に失敗した旨を示す認可
結果情報を送信する。トークン確認部５２が、認可トークンの署名、有効期限、及びサー
ビスのいずれもが正当なものであると判断した場合、認可トークンに示されているユーザ
及びクライアントによるサービスの利用を認可する。ユーザ及びクライアントが認可され
ると、管理システム５０は、端末１０とのセッションを確立する（ステップＳ３０）。こ
の場合、管理システム５０は、端末１０へ、認可に成功した旨を示す認可結果情報を送信
する。
【００７５】
　セッションが確立すると管理システム５０では、認可トークンに含まれているクライア
ントのユーザ名、及びクライアント名、並びにクライアントのＩＰアドレス等を関連付け
て記憶部１０００において管理する。これにより、相手側のクライアントが情報を送信す
る毎に管理システム５０へ、ユーザ名、及びクライアント名を送信しなくても、管理シス
テム５０では、送信元のクライアントのユーザ名、及びクライアント名を把握できるよう
になる。
【００７６】
　上記のステップＳ２１乃至Ｓ３０の処理は、端末１０で起動するクライアントアプリ毎
に実行される。例えば、chatアプリ及びログ管理アプリ等の各クライアントアプリは、共
通のユーザＩＤ及びユーザパスワードを用いて認証サーバ４０へ認証要求しても良い。管
理システム５０が、各クライアントアプリの認証に成功した場合には、管理システム５０
及び各クライアントアプリ間でそれぞれ別のセッションが同時に確立することになる。
【００７７】
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　続いて、図９を用いて端末１０間でメッセージをpub及びsubする処理について説明する
。図９は、メッセージをpub及びsubする処理の一例を示すシーケンス図である。以下、複
数の端末１０の一例として端末１０ａ及び端末１０ｂの間でメッセージをpub及びsubする
処理について説明する。
【００７８】
　以下、管理システム５０側でのユーザａ、クライアントアプリ「chatアプリ」の認証に
成功して、管理システム５０から端末１０ａへ認証結果情報が送信されてからの処理につ
いて説明する。端末１０ａのsub要求部１６は、ユーザａが掲示板に書かれるメッセージ
、及び自分宛のメッセージを受け取るため、sub要求を管理システム５０へ送信する（ス
テップＳ４１）。sub要求には、掲示板に関するトピック名"bulletin_board"、及びユー
ザａ宛のメッセージに関するトピック名"message_to/a"が含まれている。
【００７９】
　管理システム５０の送受信部５１は、端末１０ａのchatアプリによって送信されたsub
要求を受信する。管理システム５０のsub処理部５４は、端末１０ａのchatアプリがsub要
求に係るメッセージをsubする権限を有するか否かを判断する（ステップＳ４２）。ステ
ップＳ４２の処理について、図１０を用いて詳細に説明する。図１０は、メッセージをsu
bする権限を有するか否かを判断する処理の一例を示したフロー図である。
【００８０】
　まず、sub処理部５４は、sub要求に含まれるそれぞれのトピック名が、トピック管理テ
ーブル（図７（Ａ）参照）において管理されているか否かを判断する（ステップＳ４２－
１）。sub要求に含まれるトピック名がトピック管理テーブルにおいて管理されていない
と判断された場合（ステップＳ４２－１のＮＯ）、sub処理部５４は、要求に係るトピッ
クについて、sub要求元はsubする権限がない旨、判断する（ステップＳ４２－５）。
【００８１】
　sub要求に含まれるトピック名がトピック管理テーブルにおいて管理されていると判断
された場合（ステップＳ４２－１のＹＥＳ）、sub処理部５４は、sub要求に含まれるトピ
ック名毎に、このトピックのトピックＩＤ、sub要求元のクライアント名、及びsub権限有
りを示す権限情報"sub"の組が、クライアント認可管理テーブルにおいて管理されている
か否かを判断する（ステップＳ４２－２）。sub要求に含まれるトピック名"bulletin_boa
rd"に関しては、"bulletin_board"のトピックＩＤ"T02"、sub要求元のクライアント名"ch
atアプリ"、及びsub権限有りを示す権限情報"sub"の組がクライアント認可管理テーブル
において管理されているとsub処理部５４によって判断される（ステップＳ４２－２のＹ
ＥＳ）。一方、sub要求に含まれるトピック名"message_to/a"に関しては、"message to/a
"のトピックＩＤ"T03"、sub要求元のクライアント名"chatアプリ"、及びsub権限有りを示
す権限情報"sub"の組が、クライアント認可管理テーブルにおいて管理されていないとsub
処理部５４によって判断される（ステップＳ４２－２のＮＯ）。ステップＳ４２－２にお
いてＮＯと判断された場合、sub処理部５４は、sub要求に係るトピックのトピックＩＤ、
sub要求元のユーザ名、sub要求元のクライアント名、及びsub権限有りを示す権限情報"su
b"の組が、ユーザ認可管理テーブルにおいて管理されているか否かを判断する（ステップ
Ｓ４２－３）。sub要求に含まれるトピック名"message_to/a"に関して、"message_to/a"
のトピックＩＤ"T03"、sub要求元のユーザ名"a"、sub要求元のクライアント名"chatアプ
リ"、及びsub権限有りを示す権限情報"sub"の組がユーザ認可管理テーブルにおいて管理
されているとsub処理部５４によって判断される（ステップＳ４２－３のＹＥＳ）。
【００８２】
　ステップＳ４２－３においてＮＯと判断された場合、sub処理部５４は、要求に係るト
ピックについて、sub要求元はsubする権限がない旨、判断する（ステップＳ４２－５）。
【００８３】
　一方、ステップＳ４２－２又はステップＳ４２－３においてＹＥＳと判断された場合、
要求に係るトピック"bulletin_board"及び"message_to/a"について、sub要求元のchatア
プリはsubする権限がある旨、判断する（ステップＳ４２－４）。この場合、sub処理部５
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４は、sub要求元のユーザ名"a"、クライアント名"chatアプリ"、sub要求に係るトピック"
bulletin_board, message_to/a"のトピックＩＤ"T02, T03"をセッション管理テーブルに
関連付けて登録する（図７（Ｄ）参照）（ステップＳ４３）。
【００８４】
　管理システム５０の送受信部５１は、ステップＳ４２－４又はＳ４２－５における判断
結果に基づいて、sub要求の許可又は拒否を示す情報を端末１０ａへ送信しても良い。
【００８５】
　上記のステップＳ４１乃至Ｓ４３の処理は、端末１０ａで起動するクライアントアプリ
毎に実行される。例えば、ユーザａによって端末１０ａにおいてchatアプリ及びログ管理
アプリが起動された場合、各chatアプリ及びログ管理アプリは、管理システム５０へそれ
ぞれsub要求を送信することができる。それぞれのsub要求が許可されると、セッション管
理テーブルには、共通のユーザ名に対して、chatアプリ又はログ管理アプリを示すクライ
アントＩＤと、各クライアントアプリの要求に係るトピックのトピックＩＤが関連付けら
れて管理されることになる（図７（Ｄ）参照）。
【００８６】
　続いて、管理システム５０側でのユーザｂ、クライアントアプリ「chatアプリ」の認証
に成功して、管理システム５０から端末１０ｂへ認証結果情報が送信されてからの処理に
ついて説明する。端末１０ｂの操作入力受付部１２がユーザｂから掲示板用のメッセージ
「こんにちは」の入力を受け付けると、pub要求部１６は、pub要求を管理システム５０へ
送信する（ステップＳ４４）。pub要求には、掲示板に関するトピック名"bulletin_board
"、及び入力されたメッセージ「こんにちは」が含まれている。
【００８７】
　管理システム５０の送受信部５１は、端末１０ｂのchatアプリによって送信されたpub
要求を受信する。管理システム５０のpub処理部５３は、端末１０ｂのchatアプリがpub要
求に係るトピックのメッセージをpubする権限を有するか否かを判断する（ステップＳ４
５）。ステップＳ４５の処理について、図１１を用いて詳細に説明する。図１１は、メッ
セージをpubする権限を有するか否かを判断する処理の一例を示したフロー図である。
【００８８】
　まず、pub処理部５３は、pub要求に含まれるトピック名が、トピック管理テーブル（図
７（Ａ）参照）において管理されているか否かを判断する（ステップＳ４５－１）。pub
要求に含まれるトピック名がトピック管理テーブルにおいて管理されていないと判断され
た場合（ステップＳ４５－１のＮＯ）、pub処理部５３は、要求に係るトピックについて
、pub要求元はpubする権限がない旨、判断する（ステップＳ４５－５）。
【００８９】
　pub要求に含まれるトピック名がトピック管理テーブルにおいて管理されていると判断
された場合（ステップＳ４５－１のＹＥＳ）、pub処理部５３は、pub要求に含まれるトピ
ック名毎に、このトピックのトピックＩＤ、pub要求元のクライアント名、及びpub権限有
りを示す権限情報"pub"の組が、クライアント認可管理テーブルにおいて管理されている
か否かを判断する（ステップＳ４５－２）。pub要求に係るトピック"bulletin_board"に
関しては、"bulletin_board"のトピックＩＤ"T02"、pub要求元のクライアント名"chatア
プリ"、及びpub権限有りを示す権限情報"pub"の組がクライアント認可管理テーブルにお
いて管理されているとpub処理部５３によって判断される（ステップＳ４５－２のＹＥＳ
）。ステップＳ４５－２においてＮＯと判断された場合、pub処理部５３は、pub要求に係
るトピックのトピックＩＤ、pub要求元のユーザ名、pub要求元のクライアント名、及びpu
b権限有りを示す権限情報"pub"の組が、ユーザ認可管理テーブルにおいて管理されている
か否かを判断する（ステップＳ４５－３）。
【００９０】
　なお、ステップＳ４５－３においてＮＯと判断された場合、pub処理部５３は、要求に
係るトピックについて、pub要求元はpubする権限がない旨、判断する（ステップＳ４５－
５）。
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【００９１】
　一方、ステップＳ４５－２又はステップＳ４５－３においてＹＥＳと判断された場合、
要求に係るトピック"bulletin_board"について、pub要求元はpubする権限がある旨、判断
する（ステップＳ４５－４）。
【００９２】
　管理システム５０の送受信部５１は、ステップＳ４５－４又はＳ４５－５における判断
結果に基づいて、pub要求の許可又は拒否を示す情報を端末１０ｂへ送信しても良い。
【００９３】
　一方、ステップＳ４５－２又はステップＳ４５－３においてＹＥＳと判断された場合、
pub処理部５３は、pubが許可されたメッセージに係る"bulletin_board"のトピックＩＤ"T
02"を検索キーとして、セッション管理テーブルを検索し、対応するユーザ名及びクライ
アント名の組（ａ，chatアプリ）及び（ｂ，chatアプリ）を取得する（ステップＳ４６）
。これにより、pub処理部５３は、メッセージの送信先として、ユーザａが使用しているc
hatアプリ、及びユーザｂが使用しているchatアプリを特定する。
【００９４】
　送受信部５１は、pub要求されたメッセージに送信元を追加したメッセージ「こんにち
は（from b）」を、特定された送信先として、端末１０ａのユーザａが使用しているchat
アプリ、及び端末１０ｂのユーザｂが使用しているchatアプリへ送信する。なお、端末１
０ａのchatアプリ及びログ管理アプリがそれぞれ管理システム５０と接続している場合、
管理システム５０は、端末１０ａのchatアプリとのセッションを利用してメッセージを送
信する。これにより、ログ管理アプリがchatアプリ用のメッセージを受信することを防ぐ
ことができる。
【００９５】
　管理システム５０は、pub要求に係るメッセージを記憶部５０００において管理しても
良い。これにより、pub要求時には管理システム５０と接続していないクライアントが、
後に管理システム５０と接続したときに、管理システム５０は、記憶部５０００において
管理されているメッセージをクライアントに送信することもできる。
【００９６】
　なお、上記のステップＳ４４乃至Ｓ４７－１，Ｓ４７－２の処理は、端末１０ｂで起動
するクライアントアプリ毎に実行される。すなわち、クライアントアプリおよびユーザが
管理システム５０において認証された場合には、そのユーザが利用するクライアントアプ
リ毎にメッセージのpub要求をすることができる。
【００９７】
　＜＜実施形態の変形例＞＞
　続いて、実施形態の変形例について上記の実施形態と異なる点を説明する。図１２は実
施形態の変形例に係る通信システムの概略図である。変形例では端末１０としての端末（
１０ｃ，１０ｄ，１０ｅ）が通信ネットワーク２を介して、他の端末１０及び装置と通信
可能となるように接続している。なお、端末（１０ｃ，１０ｄ）は、通信機能を備えた監
視カメラである。端末（１０ｃ，１０ｄ）は、同一の店舗３００に設置されていても良い
。端末１０ｅは、汎用のＰＣである。
【００９８】
　端末（１０ｃ，１０ｄ）には、クライアントアプリとして監視カメラアプリがインスト
ールされている。ステップＳ２１乃至Ｓ３０と同様の処理により、各端末（１０ｃ，１０
ｄ）の監視カメラアプリは、共通のユーザａの権限により、認証サーバ４０へ認証／認可
要求し、結果として、それぞれ管理システム５０とのセッションが確立している。
【００９９】
　端末１０ｅには、クライアントアプリとして監視センターアプリがインストールされて
いる。ステップＳ２１乃至Ｓ３０と同様の処理により、端末１０ｅの監視センターアプリ
は、ユーザａの権限により、認証サーバへ認証／認可要求し、結果として、管理システム
５０とのセッションが確立している。
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【０１００】
　ステップＳ４１乃至Ｓ４３と同様の処理により、端末１０ｅの監視センターアプリは、
トピック「surveillance/mart」に対するsub要求をして、管理システム５０によって認可
されている。ステップＳ４４と同様の処理により、端末（１０ｃ，１０ｄ）の監視カメラ
アプリは、管理システム５０へ、トピック「surveillance/mart」に対するpub要求をする
。この場合、上記の実施形態とは異なり、各監視カメラアプリは自端末で撮像された画像
の画像データをトピック「surveillance/mart」に係るメッセージとして管理システム５
０へ送信する。管理システム５０は、ステップＳ４５と同様の処理により、端末（１０ｃ
，１０ｄ）の監視カメラアプリのpub要求を認可する。更に、管理システム５０は、ステ
ップＳ４６と同様の処理により、メッセージの送信先として、ユーザａが利用する端末１
０ｅの監視センターアプリに特定する。これにより、管理システム５０は、ステップＳ４
７－１と同様の処理により、端末（１０ｃ，１０ｄ）の監視カメラアプリから送られてき
たメッセージ（画像データ）を、端末１０ｅの監視センターアプリへ送信する。なお、端
末（１０ｃ，１０ｄ）の監視カメラアプリは、定期的（例えば、５秒）に、「surveillan
ce/mart」に対するpub要求を行っても良い。これにより、端末１０ｅの監視センターアプ
リは定期的にメッセージとしての撮像画像の画像データを受信することができるので、店
舗３００を遠隔監視することができる。
【０１０１】
　＜＜本実施形態の主な効果＞＞
　続いて、上記の実施形態の主な効果を説明する。上記実施形態の送信制御方法によると
、管理システム５０の送受信部５１（受信手段の一例）は、所定の属性の情報を受信する
（受信処理の一例）。なお、属性とは、PubSubモデルにおいて、subする情報を特定する
ための例えばトピック等の属性である。また、上記の情報は、PubSubモデルにおいて、pu
b又はsubすることが可能なメッセージや画像データなどの情報である。管理システム５０
のpub処理部５３及びsub処理部５４（制御手段の一例）は、クライアント認可管理ＤＢ５
００２において、所定の属性が、所定のクライアントに対応付けられている場合には、所
定のクライアントで認証された端末１０へ、送受信部５１によって受信された情報を送信
するように制御する（制御処理の一例）。また、管理システム５０のpub処理部５３及びs
ub処理部５４（制御手段の一例）は、ユーザ認可管理ＤＢ５００３において、所定の属性
が、所定のアカウント、及び所定のクライアントの双方に対応付けられている場合には、
所定のアカウントで認証され、かつ所定のクライアントで認証された端末１０へ、送受信
部５１によって受信された情報を送信するように制御し（制御処理の一例）、ユーザ認可
管理ＤＢ５００３において、所定の属性が、所定のアカウント、及び所定のクライアント
の双方に対応付けられていない場合には、所定のアカウントで認証され、かつ所定のクラ
イアントで認証された端末１０へ、送受信部５１によって受信された情報を送信しないよ
うに制御する（制御処理の一例）。なお、アカウントはサービスを利用する権限であって
、例えば、ユーザＩＤをアカウントとして用いることができる。上記の実施形態によると
複数のクライアントが、管理システム５０へ接続する場合でも、クライアント毎、或いは
クライアント及びアカウント毎に適切な情報を購読することが可能となる。
【０１０２】
　管理システムのクライアント認可管理ＤＢ５００２（管理手段の一例）は、クライアン
トの識別情報、及び属性を示す属性情報を対応付けて管理する。所定のアカウント、及び
所定の属性を示す属性情報がクライアント認可管理ＤＢ５００２において対応付けて管理
されている場合、pub処理部５３及びsub処理部５４は、送受信部５１によって受信された
情報を送信するように制御する。また、管理システム５０のユーザ認可管理ＤＢ５００３
は、アカウント、クライアントの識別情報、及び属性を示す属性情報を対応付けて管理す
る。所定のアカウント、所定のクライアントの識別情報、及び所定の属性を示す属性情報
がユーザ認可管理ＤＢにおいて対応付けて管理されている場合、pub処理部５３及びsub処
理部５４は、送受信部５１によって受信された情報を送信するように制御する。このよう
に、管理システム５０において、クライアントの識別情報、及び属性、或いはアカウント
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、クライアントの識別情報、及び属性を示す属性情報を予め関連付けておくことで、pub
処理部５３及びsub処理部５４が情報を送信するか否かを判断することが可能となる。
【０１０３】
　認証サーバ４０（認証システムの一例）の送受信部４１（受付手段の一例）は、所定の
クライアント、及び所定のアカウントによる認証要求を受け付ける（受付処理の一例）。
認証サーバ４０のユーザ認証部４２は、所定のアカウントを認証する。認証サーバ４０の
クライアント認証部４３（認証手段の一例）は、所定のクライアントを認証する（認証処
理の一例）。これにより、所定のアカウント、及び所定のクライアントが認証された場合
に、管理システム５０において、上記の情報をsub可能に制御させることができる。
【０１０４】
　認証サーバ４０のトークン発行部４５（発行手段の一例）は、ユーザ認証部４２によっ
て所定のアカウントが認証され、クライアント認証部４３によって所定のクライアントが
認証された場合に、認可トークンを発行する。管理システム５０は、トークン発行部４５
によって発行された認可トークンに基づいて、サービスの利用を認可する。これにより、
管理システム５０と、認証サーバ４０が別装置であっても、セキュリティを確保すること
ができる。
【０１０５】
　＜＜実施形態の補足＞＞
　端末１０、認証サーバ４０、及び管理システム５０用の各プログラムは、インストール
可能な形式又は実行可能な形式のファイルによって、コンピュータで読み取り可能な記録
媒体（記録メディア１０６等）に記録されて流通されるようにしてもよい。また、上記記
録媒体の他の例として、ＣＤ－Ｒ(Compact Disc Recordable)、ＤＶＤ(Digital Versatil
e Disk)、ブルーレイディスク等が挙げられる。
【０１０６】
　また、上記実施形態の各プログラムが記憶されたＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体、並びに、
これらプログラムが記憶されたＨＤ５０４は、プログラム製品(Program Product)として
、国内又は国外へ提供されることができる。
【０１０７】
　また、上記実施形態における端末１０、認証サーバ４０、及び管理システム５０は、単
一のコンピュータによって構築されてもよいし、各部（機能又は手段）を分割して任意に
割り当てられた複数のコンピュータによって構築されていてもよい。また、認証サーバ４
０及び管理システム５０は、単一のコンピュータによって構築されていても良い。
【符号の説明】
【０１０８】
１　通信システム
２　通信ネットワーク
１０　端末
１１　送受信部
１２　操作入力受付部
１３　表示制御部
１４　認証要求部
１５　pub要求部
１６　sub要求部
１９　記憶・読出部
４０　認証サーバ
４１　送受信部
４２　ユーザ認証部
４３　クライアント認証部
４４　認可部
４５　トークン発行部
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４９　記憶・読出部
５０　管理システム
５１　送受信部
５２　トークン確認部
５３　pub処理部
５４　sub処理部
５９　記憶・読出部
１０００　記憶部
４０００　記憶部
４００１　ユーザ管理ＤＢ
４００２　クライアント管理ＤＢ
４００３　サービス管理ＤＢ
４００４　サービス認可管理ＤＢ
５０００　記憶部
５００１　トピック管理ＤＢ
５００２　クライアント認可管理ＤＢ
５００３　ユーザ認可管理ＤＢ
５００４　セッション管理ＤＢ
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１０９】
【特許文献１】特表２００９－５１９５０９号公報

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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