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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の端末同士がネットワークを介して通信を行うことでプレゼンスサービスを実現す
るプレゼンスサービスシステムであって、
　前記端末は、
　自端末のユーザに関する状態を示す自端末プレゼンス情報を保持するプレゼンス情報保
持部と、
　前記自端末プレゼンス情報の通知を要求してきた他端末を予め登録しておくウォッチャ
リスト保持部と、
　前記ウォッチャリスト保持部に登録されている他端末のユーザに関する状態を示す他端
末プレゼンス情報を受信するプレゼンス情報受信部と、
　前記他端末プレゼンス情報の種類と当該他端末プレゼンス情報が示す状態毎に、前記他
端末に通知すべき前記自端末プレゼンス情報の種類が予め設定されるプレゼンス通知ポリ
シ保持部と、
　前記他端末プレゼンス情報を受信した場合、前記プレゼンス通知ポリシ保持部の設定に
基づいて、前記プレゼンス情報保持部に保持される前記自端末プレゼンス情報の種類を特
定するプレゼンス通知ポリシ設定部と、
　前記プレゼンス情報保持部に保持される前記自端末プレゼンス情報のうち、前記プレゼ
ンス通知ポリシ設定部で特定された種類に該当する自端末プレゼンス情報を、前記ウォッ
チャリスト保持部に登録されている他端末に対して送信するプレゼンス情報通知部と、
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　を有することを特徴とするプレゼンスサービスシステム。
【請求項２】
　前記プレゼンス通知ポリシ保持部は、
　前記自端末プレゼンス情報の種類と当該自端末プレゼンス情報が示す状態及び前記他端
末プレゼンス情報の種類と当該他端末プレゼンス情報が示す状態毎に、前記他端末に通知
すべき前記自端末プレゼンス情報の種類が予め設定されており、
　前記プレゼンス通知ポリシ設定部は、
　前記他端末プレゼンス情報を受信した場合、前記プレゼンス通知ポリシ保持部の設定に
基づいて、前記プレゼンス情報保持部に保持される前記自端末プレゼンス情報の種類を特
定し、
　前記プレゼンス情報通知部は、
　前記プレゼンス情報保持部に保持される前記自端末プレゼンス情報のうち、前記プレゼ
ンス通知ポリシ設定部で特定された種類に該当する自端末プレゼンス情報を、前記ウォッ
チャリスト保持部に登録されている他端末に対して送信することを特徴とする請求項１記
載のプレゼンスサービスシステム。
【請求項３】
　複数の端末同士がネットワークを介して通信を行うことでプレゼンスサービスを実現し
、前記複数の端末同士の通信を中継するサーバを有するプレゼンスサービスシステムであ
って、
　前記サーバは、
　プレゼンティティのユーザに関する状態を示すプレゼンティティプレゼンス情報を保持
するプレゼンス情報保持部と、
　前記プレゼンティティプレゼンス情報の通知を要求してきたウォッチャ側端末を予め登
録しておくウォッチャリスト保持部と、
　前記ウォッチャリスト保持部に登録されているウォッチャ側端末のユーザに関する状態
を示すウォッチャプレゼンス情報を受信するプレゼンス情報受信部と、
　前記ウォッチャプレゼンス情報の種類と当該ウォッチャプレゼンス情報が示す状態毎に
、前記ウォッチャ側端末に通知すべき前記プレゼンティティプレゼンス情報の種類が予め
設定されるプレゼンス通知ポリシ保持部と、
　前記ウォッチャプレゼンス情報を受信した場合、前記プレゼンス通知ポリシ保持部の設
定に基づいて、前記プレゼンス情報保持部に保持される前記プレゼンティティプレゼンス
情報の種類を特定するプレゼンス通知ポリシ設定部と、
　前記プレゼンス情報保持部に保持される前記プレゼンティティプレゼンス情報のうち、
前記プレゼンス通知ポリシ設定部で特定された種類に該当するプレゼンティティプレゼン
ス情報を、前記ウォッチャリスト保持部に登録されているウォッチャ側端末に対して送信
するプレゼンス情報通知部と、
　を有することを特徴とするプレゼンスサービスシステム。
【請求項４】
　前記プレゼンス通知ポリシ保持部は、
　前記プレゼンティティプレゼンス情報の種類と当該プレゼンティティプレゼンス情報が
示す状態及び前記ウォッチャプレゼンス情報の種類と当該ウォッチャプレゼンス情報が示
す状態毎に、前記ウォッチャ側端末に通知すべき前記プレゼンティティプレゼンス情報の
種類が予め設定されており、
　前記プレゼンス通知ポリシ設定部は、
　前記ウォッチャプレゼンス情報を受信した場合、前記プレゼンス通知ポリシ保持部の設
定に基づいて、前記プレゼンス情報保持部に保持される前記プレゼンティティプレゼンス
情報の種類を特定し、
　前記プレゼンス情報通知部は、
　前記プレゼンス情報保持部に保持される前記プレゼンティティプレゼンス情報のうち、
前記プレゼンス通知ポリシ設定部で特定された種類に該当するプレゼンティティプレゼン
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ス情報を、前記ウォッチャリスト保持部に登録されているウォッチャ側端末に対して送信
する
ことを特徴とする請求項３記載のプレゼンスサービスシステム。
【請求項５】
　請求項１または２のいずれか１項に記載のプレゼンスサービスシステムにおいて、前記
端末として用いられることを特徴するプレゼンス装置。
【請求項６】
　複数の端末同士がネットワークを介して通信を行うことでプレゼンスサービスを実現す
るプレゼンスサービスシステムを制御する方法であって、
　前記端末が、自端末のユーザに関する状態を示す自端末プレゼンス情報を保持するプレ
ゼンス情報保持ステップと、
　前記端末が、前記自端末プレゼンス情報の通知を要求してきた他端末を予め登録してお
くウォッチャリスト保持ステップと、
　前記端末が、前記ウォッチャリスト保持ステップで登録されている他端末のユーザに関
する状態を示す他端末プレゼンス情報を受信するプレゼンス情報受信ステップと、
　前記端末が、前記他端末プレゼンス情報の種類と当該他端末プレゼンス情報が示す状態
毎に、前記他端末に通知すべき前記自端末プレゼンス情報の種類が予め設定されるプレゼ
ンス通知ポリシ保持ステップと、
　前記端末が、前記他端末プレゼンス情報を受信した場合、前記プレゼンス通知ポリシ保
持ステップの設定に基づいて、前記プレゼンス情報保持ステップで保持される前記自端末
プレゼンス情報の種類を特定するプレゼンス通知ポリシ設定ステップと、
　前記端末が、前記プレゼンス情報保持ステップで保持される前記自端末プレゼンス情報
のうち、前記プレゼンス通知ポリシ設定ステップで特定された種類に該当する自端末プレ
ゼンス情報を、前記ウォッチャリスト保持ステップで登録されている他端末に対して送信
するプレゼンス情報通知ステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項７】
　前記プレゼンス通知ポリシ保持ステップは、
　前記自端末プレゼンス情報の種類と当該自端末プレゼンス情報が示す状態及び前記他端
末プレゼンス情報の種類と当該他端末プレゼンス情報が示す状態毎に、前記他端末に通知
すべき前記自端末プレゼンス情報の種類が予め設定されており、
　前記プレゼンス通知ポリシ設定ステップは、
　前記他端末プレゼンス情報を受信した場合、前記プレゼンス通知ポリシ保持ステップの
設定に基づいて、前記プレゼンス情報保持ステップで保持される前記自端末プレゼンス情
報の種類を特定し、
　前記プレゼンス情報通知ステップは、
　前記プレゼンス情報保持ステップで保持される前記自端末プレゼンス情報のうち、前記
プレゼンス通知ポリシ設定ステップで特定された種類に該当する自端末プレゼンス情報を
、前記ウォッチャリスト保持ステップで登録されている他端末に対して送信する
ことを特徴とする請求項６記載の方法。
【請求項８】
　複数の端末同士がネットワークを介して通信を行うことでプレゼンスサービスを実現し
、前記複数の端末同士の通信を中継するサーバを有するプレゼンスサービスシステムを制
御する方法であって、
　前記サーバが、プレゼンティティのユーザに関する状態を示すプレゼンティティプレゼ
ンス情報を保持するプレゼンス情報保持ステップと、
　前記サーバが、前記プレゼンティティプレゼンス情報の通知を要求してきたウォッチャ
側端末を予め登録しておくウォッチャリスト保持ステップと、
　前記サーバが、前記ウォッチャリスト保持ステップで登録されているウォッチャ側端末
のユーザに関する状態を示すウォッチャプレゼンス情報を受信するプレゼンス情報受信ス



(4) JP 4977329 B2 2012.7.18

10

20

30

40

50

テップと、
　前記サーバが、前記ウォッチャプレゼンス情報の種類と当該ウォッチャプレゼンス情報
が示す状態毎に、前記ウォッチャ側端末に通知すべき前記プレゼンティティプレゼンス情
報の種類が予め設定されるプレゼンス通知ポリシ保持ステップと、
　前記サーバが、前記ウォッチャプレゼンス情報を受信した場合、前記プレゼンス通知ポ
リシ保持の設定に基づいて、前記プレゼンス情報保持ステップで保持される前記プレゼン
ティティプレゼンス情報の種類を特定するプレゼンス通知ポリシ設定ステップと、
　前記プレゼンス情報保持ステップで保持される前記プレゼンティティプレゼンス情報の
うち、前記プレゼンス通知ポリシ設定ステップで特定された種類に該当するプレゼンティ
ティプレゼンス情報を、前記ウォッチャリスト保持ステップで登録されているウォッチャ
側端末に対して送信するプレゼンス情報通知ステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　前記プレゼンス通知ポリシ保持ステップは、
　前記プレゼンティティプレゼンス情報の種類と当該プレゼンティティプレゼンス情報が
示す状態及び前記ウォッチャプレゼンス情報の種類と当該ウォッチャプレゼンス情報が示
す状態毎に、前記ウォッチャ側端末に通知すべき前記プレゼンティティプレゼンス情報の
種類が予め設定され、
　前記プレゼンス通知ポリシ設定ステップは、
　前記ウォッチャプレゼンス情報を受信した場合、前記プレゼンス通知ポリシ保持ステッ
プの設定に基づいて、前記プレゼンス情報保持ステップで保持される前記プレゼンティテ
ィプレゼンス情報の種類を特定し、
　前記プレゼンス情報通知ステップは、
　前記プレゼンス情報保持ステップで保持される前記プレゼンティティプレゼンス情報の
うち、前記プレゼンス通知ポリシ設定ステップで特定された種類に該当するプレゼンティ
ティプレゼンス情報を、前記ウォッチャリスト保持ステップで登録されているウォッチャ
側端末に対して送信する
ことを特徴とする請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　複数の端末同士がネットワークを介して通信を行うことでプレゼンスサービスを実現す
るプレゼンスサービスシステムにおける端末としてコンピュータを機能させるプログラム
であって、前記コンピュータに、
　自端末のユーザに関する状態を示す自端末プレゼンス情報を保持するプレゼンス情報保
持処理、
　前記自端末プレゼンス情報の通知を要求してきた他端末を予め登録しておくウォッチャ
リスト保持処理、
　前記ウォッチャリスト保持処理で登録されている他端末のユーザに関する状態を示す他
端末プレゼンス情報を受信するプレゼンス情報受信処理、
　前記他端末プレゼンス情報の種類と当該他端末プレゼンス情報が示す状態毎に、前記他
端末に通知すべき前記自端末プレゼンス情報の種類が予め設定されるプレゼンス通知ポリ
シ保持処理、
　前記他端末プレゼンス情報を受信した場合、前記プレゼンス通知ポリシ保持処理の設定
に基づいて、前記プレゼンス情報保持処理で保持される前記自端末プレゼンス情報の種類
を特定するプレゼンス通知ポリシ設定処理、
　前記プレゼンス情報保持処理で保持される前記自端末プレゼンス情報のうち、前記プレ
ゼンス通知ポリシ設定処理で特定された種類に該当する自端末プレゼンス情報を、前記ウ
ォッチャリスト保持処理で登録されている他端末に対して送信するプレゼンス情報通知処
理、
　を実行させるためのプログラム。
【請求項１１】
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　前記プレゼンス通知ポリシ保持処理は、
　前記自端末プレゼンス情報の種類と当該自端末プレゼンス情報が示す状態及び前記他端
末プレゼンス情報の種類と当該他端末プレゼンス情報が示す状態毎に、前記他端末に通知
すべき前記自端末プレゼンス情報の種類が予め設定されており、
　前記プレゼンス通知ポリシ設定処理は、
　前記他端末プレゼンス情報を受信した場合、前記プレゼンス通知ポリシ保持処理の設定
に基づいて、前記プレゼンス情報保持処理で保持される前記自端末プレゼンス情報の種類
を特定し、
　前記プレゼンス情報通知処理は、
　前記プレゼンス情報保持処理で保持される前記自端末プレゼンス情報のうち、前記プレ
ゼンス通知ポリシ設定処理で特定された種類に該当する自端末プレゼンス情報を、前記ウ
ォッチャリスト保持処理で登録されている他端末に対して送信する
ことを特徴とする請求項１０記載のプログラム。
【請求項１２】
　複数の端末同士がネットワークを介して通信を行うことでプレゼンスサービスを実現し
、前記複数の端末同士の通信を中継するサーバを有するプレゼンスサービスシステムにお
けるサーバとしてコンピュータを機能させるプログラムであって、前記コンピュータに、
　プレゼンティティのユーザに関する状態を示すプレゼンティティプレゼンス情報を保持
するプレゼンス情報保持処理、
　前記プレゼンティティプレゼンス情報の通知を要求してきたウォッチャ側端末を予め登
録しておくウォッチャリスト保持処理、
　前記ウォッチャリスト保持処理で登録されているウォッチャ側端末のユーザに関する状
態を示すウォッチャプレゼンス情報を受信するプレゼンス情報受信処理、
　前記ウォッチャプレゼンス情報の種類と当該ウォッチャプレゼンス情報が示す状態毎に
、前記ウォッチャ側端末に通知すべき前記プレゼンティティプレゼンス情報の種類が予め
設定されるプレゼンス通知ポリシ保持処理、
　前記ウォッチャプレゼンス情報を受信した場合、前記プレゼンス通知ポリシ保持処理の
設定に基づいて、前記プレゼンス情報保持処理で保持される前記プレゼンティティプレゼ
ンス情報の種類を特定するプレゼンス通知ポリシ設定処理、
　前記プレゼンス情報保持処理で保持される前記プレゼンティティプレゼンス情報のうち
、前記プレゼンス通知ポリシ設定処理で特定された種類に該当するプレゼンティティプレ
ゼンス情報を、前記ウォッチャリスト保持処理で登録されているウォッチャ側端末に対し
て送信するプレゼンス情報通知処理、
　を実行させるためのプログラム。
【請求項１３】
　前記プレゼンス通知ポリシ保持処理は、
　前記プレゼンティティプレゼンス情報の種類と当該プレゼンティティプレゼンス情報が
示す状態及び前記ウォッチャプレゼンス情報の種類と当該ウォッチャプレゼンス情報が示
す状態毎に、前記ウォッチャ側端末に通知すべき前記プレゼンティティプレゼンス情報の
種類が予め設定されており、
　前記プレゼンス通知ポリシ設定処理は、
　前記ウォッチャプレゼンス情報を受信した場合、前記プレゼンス通知ポリシ保持処理の
設定に基づいて、前記プレゼンス情報保持処理で保持される前記プレゼンティティプレゼ
ンス情報の種類を特定し、
　前記プレゼンス情報通知処理は、
　前記プレゼンス情報保持処理で保持される前記プレゼンティティプレゼンス情報のうち
、前記プレゼンス通知ポリシ設定処理で特定された種類に該当するプレゼンティティプレ
ゼンス情報を、前記ウォッチャリスト保持処理で登録されているウォッチャ側端末に対し
て送信する
ことを特徴とする請求項１２記載のプログラム。
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【請求項１４】
　請求項３または４のいずれか１項に記載のプレゼンスサービスシステムにおいて、前記
サーバとして用いられることを特徴するプレゼンス装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プレゼンスサービスにおいて、状況変化に応じたプレゼンス通知ポリシを設
定するプレゼンスサービスシステム、プレゼンス装置、プレゼンスサービス方法、及びプ
ログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　プレゼンスサービスとは、人やモノ、サービス等の状態（プレゼンス）をプレゼンス情
報として交換するサービスであり、その基本的なアーキテクチャは非特許文献１に示され
ている。プレゼンスサービスを利用するクライアントには、ユーザなどのプレゼンス情報
を提供するプレゼンティティ（情報配信側）と、そのプレゼンス情報を観察するウォッチ
ャ（情報受信側）の２タイプがある。プレゼンスサービスは、プレゼンティティからプレ
ゼンス情報を受け取り、これをウォッチャに配信するサービスである。
【０００３】
　ユーザが情報処理端末装置（以下、プレゼンスクライアント端末という）を使ってプレ
ゼンス情報を提供する際、ユーザがユーザ自身のプライバシを守るためには、ウォッチャ
からのサブスクライブ要求を拒否したり、ウォッチャに通知するプレゼンス情報の内容の
一部を隠蔽したり、あいまいな内容に変換するなどの処理を、プレゼンスクライアント端
末、もしくはプレゼンスクライアント端末と通信を行うサーバ装置（以下、プレゼンスサ
ービスサーバという）において実施する必要がある。このようなアクセス制御処理は、所
定のポリシに従って行われる。このポリシをプレゼンス通知ポリシと呼ぶ。ユーザは、プ
レゼンス通知ポリシをあらかじめ設定しておく必要がある。
【０００４】
　このプレゼンス通知ポリシを設定する従来の一般的な方法には、ウォッチャの識別子と
プレゼンス通知ポリシとを関連付ける方法や、あらかじめウォッチャの識別子を登録した
グループを作成しておき、グループとプレゼンス通知ポリシとを関連付ける方法がある。
しかし、従来の方法は、ウォッチャの識別子や所属ドメインに対してプレゼンス通知ポリ
シを設定するため、ウォッチャの識別子や所属ドメインがわからなければ、プレゼンス通
知ポリシを設定できないという問題があった。また、新しいウォッチャが現れると、その
都度、ウォッチャとプレゼンス通知ポリシの関連付け操作やグループ登録操作等を行って
プレゼンス通知ポリシを割り当てる必要があったため、ユーザに対する負担が大きいとい
う問題があった。
【０００５】
　プレゼンスサービスに係る従来技術例として、情報提供事業者が情報配信先のユーザに
条件を指定できるとともに、ユーザも情報や情報提供事業者の条件を指定でき、かつ、こ
れらの条件が頻繁に変化することを想定した情報配信を可能とする「プレゼンス管理装置
」がある（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００５－１０８７４号公報
【非特許文献１】IETF RFC2778 http://www.ietf.org/rfc/rfc2778.txt
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１記載の発明は、情報配信に係る条件のみの登録についての発
明であり、条件と、プレゼンス情報の通知方法とを組として登録しておき、どの条件を満
たしたかによって通知方法を変えることはできない。また、特許文献１記載の発明は、情
報配信側と情報受信側とで相互に条件を指定するものであるので、情報配信側のプライバ
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シの保護が十分でない。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、プレゼンティティやウォッチャのプ
レゼンス情報に応じてプレゼンス通知ポリシを自動的に選択することにより、ユーザによ
るプレゼンス通知ポリシ設定の負担を軽減できるプレゼンスサービスシステム、プレゼン
ス装置、プレゼンスサービス方法、及びプログラ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】
【０００８】
　かかる目的を達成するために、本発明のプレゼンスサービスシステムは、その態様にお
いて、複数の端末同士がネットワークを介して通信を行うことでプレゼンスサービスを実
現するプレゼンスサービスシステムであって、前記端末は、自端末のユーザに関する状態
を示す自端末プレゼンス情報を保持するプレゼンス情報保持部と、前記自端末プレゼンス
情報の通知を要求してきた他端末を予め登録しておくウォッチャリスト保持部と、前記ウ
ォッチャリスト保持部に登録されている他端末のユーザに関する状態を示す他端末プレゼ
ンス情報を受信するプレゼンス情報受信部と、前記他端末プレゼンス情報の種類と当該他
端末プレゼンス情報が示す状態毎に、前記他端末に通知すべき前記自端末プレゼンス情報
の種類が予め設定されるプレゼンス通知ポリシ保持部と、前記他端末プレゼンス情報を受
信した場合、前記プレゼンス通知ポリシ保持部の設定に基づいて、前記プレゼンス情報保
持部に保持される前記自端末プレゼンス情報の種類を特定するプレゼンス通知ポリシ設定
部と、前記プレゼンス情報保持部に保持される前記自端末プレゼンス情報のうち、前記プ
レゼンス通知ポリシ設定部で特定された種類に該当する自端末プレゼンス情報を、前記ウ
ォッチャリスト保持部に登録されている他端末に対して送信するプレゼンス情報通知部と
、を有することを特徴とする。
 
【０００９】
　また、本発明のプレゼンスサービスシステムは、その態様において、複数の端末同士が
ネットワークを介して通信を行うことでプレゼンスサービスを実現し、前記複数の端末同
士の通信を中継するサーバを有するプレゼンスサービスシステムであって、前記サーバは
、プレゼンティティのユーザに関する状態を示すプレゼンティティプレゼンス情報を保持
するプレゼンス情報保持部と、前記プレゼンティティプレゼンス情報の通知を要求してき
たウォッチャ側端末を予め登録しておくウォッチャリスト保持部と、前記ウォッチャリス
ト保持部に登録されているウォッチャ側端末のユーザに関する状態を示すウォッチャプレ
ゼンス情報を受信するプレゼンス情報受信部と、前記ウォッチャプレゼンス情報の種類と
当該ウォッチャプレゼンス情報が示す状態毎に、前記ウォッチャ側端末に通知すべき前記
プレゼンティティプレゼンス情報の種類が予め設定されるプレゼンス通知ポリシ保持部と
、前記ウォッチャプレゼンス情報を受信した場合、前記プレゼンス通知ポリシ保持部の設
定に基づいて、前記プレゼンス情報保持部に保持される前記プレゼンティティプレゼンス
情報の種類を特定するプレゼンス通知ポリシ設定部と、前記プレゼンス情報保持部に保持
される前記プレゼンティティプレゼンス情報のうち、前記プレゼンス通知ポリシ設定部で
特定された種類に該当するプレゼンティティプレゼンス情報を、前記ウォッチャリスト保
持部に登録されているウォッチャ側端末に対して送信するプレゼンス情報通知部と、を有
することを特徴とする。
 
【００１０】
　また、本発明のプレゼンスサービスシステムを制御する方法は、その態様において、複
数の端末同士がネットワークを介して通信を行うことでプレゼンスサービスを実現するプ
レゼンスサービスシステムを制御する方法であって、前記端末が、自端末のユーザに関す
る状態を示す自端末プレゼンス情報を保持するプレゼンス情報保持ステップと、前記端末
が、前記自端末プレゼンス情報の通知を要求してきた他端末を予め登録しておくウォッチ
ャリスト保持ステップと、前記端末が、前記ウォッチャリスト保持ステップで登録されて
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いる他端末のユーザに関する状態を示す他端末プレゼンス情報を受信するプレゼンス情報
受信ステップと、前記端末が、前記他端末プレゼンス情報の種類と当該他端末プレゼンス
情報が示す状態毎に、前記他端末に通知すべき前記自端末プレゼンス情報の種類が予め設
定されるプレゼンス通知ポリシ保持ステップと、前記端末が、前記他端末プレゼンス情報
を受信した場合、前記プレゼンス通知ポリシ保持ステップの設定に基づいて、前記プレゼ
ンス情報保持ステップで保持される前記自端末プレゼンス情報の種類を特定するプレゼン
ス通知ポリシ設定ステップと、前記端末が、前記プレゼンス情報保持ステップで保持され
る前記自端末プレゼンス情報のうち、前記プレゼンス通知ポリシ設定ステップで特定され
た種類に該当する自端末プレゼンス情報を、前記ウォッチャリスト保持ステップで登録さ
れている他端末に対して送信するプレゼンス情報通知ステップと、を含むことを特徴とす
る。
 
【００１１】
　また、本発明のプレゼンスサービスシステムを制御する方法は、その態様において、複
数の端末同士がネットワークを介して通信を行うことでプレゼンスサービスを実現し、前
記複数の端末同士の通信を中継するサーバを有するプレゼンスサービスシステムを制御す
る方法であって、前記サーバが、プレゼンティティのユーザに関する状態を示すプレゼン
ティティプレゼンス情報を保持するプレゼンス情報保持ステップと、前記サーバが、前記
プレゼンティティプレゼンス情報の通知を要求してきたウォッチャ側端末を予め登録して
おくウォッチャリスト保持ステップと、前記サーバが、前記ウォッチャリスト保持ステッ
プで登録されているウォッチャ側端末のユーザに関する状態を示すウォッチャプレゼンス
情報を受信するプレゼンス情報受信ステップと、前記サーバが、前記ウォッチャプレゼン
ス情報の種類と当該ウォッチャプレゼンス情報が示す状態毎に、前記ウォッチャ側端末に
通知すべき前記プレゼンティティプレゼンス情報の種類が予め設定されるプレゼンス通知
ポリシ保持ステップと、
　前記サーバが、前記ウォッチャプレゼンス情報を受信した場合、前記プレゼンス通知ポ
リシ保持の設定に基づいて、前記プレゼンス情報保持ステップで保持される前記プレゼン
ティティプレゼンス情報の種類を特定するプレゼンス通知ポリシ設定ステップと、前記プ
レゼンス情報保持ステップで保持される前記プレゼンティティプレゼンス情報のうち、前
記プレゼンス通知ポリシ設定ステップで特定された種類に該当するプレゼンティティプレ
ゼンス情報を、前記ウォッチャリスト保持ステップで登録されているウォッチャ側端末に
対して送信するプレゼンス情報通知ステップと、を含むことを特徴とする。
 
【００１２】
　また、本発明のプレゼンスサービスシステムにおける端末としてコンピュータを機能さ
せるプログラムは、その態様において、複数の端末同士がネットワークを介して通信を行
うことでプレゼンスサービスを実現するプレゼンスサービスシステムにおける端末として
コンピュータを機能させるプログラムであって、前記コンピュータに、自端末のユーザに
関する状態を示す自端末プレゼンス情報を保持するプレゼンス情報保持処理、前記自端末
プレゼンス情報の通知を要求してきた他端末を予め登録しておくウォッチャリスト保持処
理、前記ウォッチャリスト保持処理で登録されている他端末のユーザに関する状態を示す
他端末プレゼンス情報を受信するプレゼンス情報受信処理、前記他端末プレゼンス情報の
種類と当該他端末プレゼンス情報が示す状態毎に、前記他端末に通知すべき前記自端末プ
レゼンス情報の種類が予め設定されるプレゼンス通知ポリシ保持処理、前記他端末プレゼ
ンス情報を受信した場合、前記プレゼンス通知ポリシ保持処理の設定に基づいて、前記プ
レゼンス情報保持処理で保持される前記自端末プレゼンス情報の種類を特定するプレゼン
ス通知ポリシ設定処理、前記プレゼンス情報保持処理で保持される前記自端末プレゼンス
情報のうち、前記プレゼンス通知ポリシ設定処理で特定された種類に該当する自端末プレ
ゼンス情報を、前記ウォッチャリスト保持処理で登録されている他端末に対して送信する
プレゼンス情報通知処理、を実行させる。
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【００１３】
　また、本発明のプレゼンスサービスシステムにおける端末としてコンピュータを機能さ
せるプログラムは、その態様において、複数の端末同士がネットワークを介して通信を行
うことでプレゼンスサービスを実現し、前記複数の端末同士の通信を中継するサーバを有
するプレゼンスサービスシステムにおけるサーバとしてコンピュータを機能させるプログ
ラムであって、前記コンピュータに、プレゼンティティのユーザに関する状態を示すプレ
ゼンティティプレゼンス情報を保持するプレゼンス情報保持処理、前記プレゼンティティ
プレゼンス情報の通知を要求してきたウォッチャ側端末を予め登録しておくウォッチャリ
スト保持処理、前記ウォッチャリスト保持処理で登録されているウォッチャ側端末のユー
ザに関する状態を示すウォッチャプレゼンス情報を受信するプレゼンス情報受信処理、前
記ウォッチャプレゼンス情報の種類と当該ウォッチャプレゼンス情報が示す状態毎に、前
記ウォッチャ側端末に通知すべき前記プレゼンティティプレゼンス情報の種類が予め設定
されるプレゼンス通知ポリシ保持処理、前記ウォッチャプレゼンス情報を受信した場合、
前記プレゼンス通知ポリシ保持処理の設定に基づいて、前記プレゼンス情報保持処理で保
持される前記プレゼンティティプレゼンス情報の種類を特定するプレゼンス通知ポリシ設
定処理、前記プレゼンス情報保持処理で保持される前記プレゼンティティプレゼンス情報
のうち、前記プレゼンス通知ポリシ設定処理で特定された種類に該当するプレゼンティテ
ィプレゼンス情報を、前記ウォッチャリスト保持処理で登録されているウォッチャ側端末
に対して送信するプレゼンス情報通知処理、を実行させる。
 
【発明の効果】
【００４５】
　本発明によれば、ユーザによるプレゼンス通知ポリシ設定の負担を軽減することが可能
となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４６】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について添付図面を参照して詳細に説明する
。
【００４７】
　本発明は、プレゼンス情報に関する条件に対応してプレゼンス通知ポリシを登録してお
き、プレゼンティティやウォッチャのプレゼンス情報に応じてプレゼンス通知ポリシを自
動的に設定するものである。これによって、ユーザによるプレゼンス通知ポリシ設定の負
担を軽減することができる。
【００４８】
　詳細には、所定の条件とプレゼンス通知ポリシとを関連付けて登録しておき、ユーザ自
身のプレゼンス情報や、他ユーザのプレゼンス情報が、条件を満たすかどうかを判定する
。満たされた条件に関連付けられているプレゼンス通知ポリシをすべてのウォッチャに適
用する。又は、条件を満たすプレゼンス情報を持っているウォッチャだけにプレゼンス通
知ポリシを適用する。
【実施例１】
【００４９】
　図１に本発明の実施例１の構成を示す。本実施例は、プレゼンスサービスサーバ２と、
ユーザによって使用されるプレゼンスクライアント端末１と、ネットワークと、からなる
。なお、図１に示すように、複数のプレゼンスクライアント端末と、プレゼンスサービス
サーバ２とがネットワークに接続されている。
【００５０】
　プレゼンスサービスサーバ２は、プレゼンスサービスを実行するためにプレゼンティテ
ィからウォッチャにプレゼンス情報を配信するサーバ装置である。
【００５１】
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　プレゼンスクライアント端末１は、プレゼンティティ及びウォッチャの機能（プレゼン
ス情報の送受信機能）を有する情報処理端末装置であり、プレゼンス情報保持部３、プレ
ゼンス通知ポリシ保持部４、プレゼンス通知ポリシ設定部５、プレゼンス情報通知部６、
ウォッチャリスト保持部７を有している。なお、上記各部３～７をプレゼンスサービスサ
ーバ２に備える構成にして、プレゼンスサービスサーバ２にて、以下に説明する処理動作
をプログラム制御によって行うようにしてもよい。
【００５２】
　プレゼンス情報保持部３は、プレゼンティティの現在のプレゼンス情報を保持している
。プレゼンス通知ポリシ保持部４は、条件と、その条件に対応して登録されたプレゼンス
通知ポリシとを保持している。プレゼンス通知ポリシ設定部５は、プレゼンス情報保持部
３から取得したプレゼンス情報が、プレゼンス通知ポリシ保持部４の各条件を満たすかど
うかを判定する。所定の条件を満たしている場合は、その条件に対応して登録されている
プレゼンス通知ポリシをプレゼンス情報通知部６に渡す。
【００５３】
　プレゼンス情報通知部６は、プレゼンスサービスサーバ２を介して、ウォッチャにプレ
ゼンス情報を通知する。プレゼンス情報通知部６は、プレゼンス情報をプレゼンス情報保
持部３から取得する。ここで、通知するプレゼンス情報の内容について、プレゼンス通知
ポリシに従って項目の削除や変更をすることができる。また、プレゼンス情報の通知は、
プレゼンス情報保持部３に保持されるプレゼンス情報が更新されたとき、又は、新しいプ
レゼンス通知ポリシがプレゼンス通知ポリシ設定部５からプレゼンス情報通知部６に渡さ
れたときに行う。
【００５４】
　実施例１の動作について説明する。プレゼンスクライアント端末１は、プログラム制御
により以下の処理を実行する。
【００５５】
　プレゼンスクライアント端末１のユーザであるユーザＡは、プレゼンスクライアント端
末１において、基本プレゼンス情報、仕事プレゼンス情報、位置プレゼンス情報を持って
いるものとする。基本プレゼンス情報は、クライアント端末１が「オンライン」か「オフ
ライン」のどちらであるかを示す。仕事プレゼンス情報は、ユーザＡが「仕事中」か「プ
ライベート」のどちらであるかを示す。位置プレゼンス情報は、ユーザＡの現在位置を示
す。
【００５６】
　〈ステップ１〉
　本実施例では、ユーザＡのプレゼンス情報は、例えば「オンライン,プライベート,東京
」とする。プレゼンスクライアント端末１のプレゼンス情報保持部３には、このプレゼン
ス情報が格納されている。
【００５７】
　〈ステップ２〉
　ユーザＡはプレゼンスクライアント端末１においてプレゼンス通知ポリシを登録する。
プレゼンスクライアント端末１のプレゼンス通知ポリシ保持部４には、例えば、条件１「
仕事プレゼンス情報＝仕事中」に対応するプレゼンス通知ポリシ１として「基本プレゼン
ス情報と位置プレゼンス情報とを通知」が登録され、次に、条件２「仕事プレゼンス情報
＝プライベート」に対応するプレゼンス通知ポリシ２として「基本プレゼンス情報を通知
」が登録される。
【００５８】
　〈ステップ３〉
　プレゼンスクライアント端末１のプレゼンス通知ポリシ設定部５は、プレゼンス情報保
持部３からユーザＡのプレゼンス情報「オンライン,プライベート,東京」を取り出し、プ
レゼンス通知ポリシ保持部４の条件を満たすかどうかを判定する。ユーザＡのプレゼンス
情報は、条件２「仕事プレゼンス情報＝プライベート」を満たしているため、この条件２
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に対応するプレゼンス通知ポリシ２「基本プレゼンス情報を通知」がプレゼンス情報通知
部６に渡される。
【００５９】
　〈ステップ４〉
　プレゼンス情報通知部６は、渡されたプレゼンス通知ポリシ２「基本プレゼンス情報を
通知」に従って、プレゼンス情報保持部３のプレゼンス情報「オンライン,プライベート,
東京」からポリシ適用後のプレゼンス情報「オンライン」を作成して保持しておく。なお
、この時点では、ユーザＡのウォッチャは１人も登録されていないため、プレゼンス情報
通知部６は、プレゼンス情報の通知を行わない。
【００６０】
　〈ステップ５〉
　ユーザＢ（プレゼンスクライアント端末１以外の端末）がユーザＡのプレゼンス情報に
対してサブスクライブ要求を行う。プレゼンスクライアント端末１のプレゼンス情報通知
部６がサブスクライブ要求を受信し、ウォッチャリスト保持部７に新たにユーザＢを登録
する。また、プレゼンス情報通知部６は、ポリシ適用後のプレゼンス情報「オンライン」
をユーザＢに通知する。
【００６１】
　〈ステップ６〉
　ここで、ユーザＡはプレゼンス情報を「オンライン,プライベート,東京」から「オンラ
イン,仕事中,東京」に変更したとする。
【００６２】
　〈ステップ７〉
　ステップ３と同様の処理を実行する。ユーザＡのプレゼンス情報は、条件１「仕事プレ
ゼンス情報＝仕事中」を満たしているため、これに対応するプレゼンス通知ポリシ１「基
本プレゼンス情報と位置プレゼンス情報とを通知」がプレゼンス情報通知部６に渡される
。
【００６３】
　〈ステップ８〉
　プレゼンス情報通知部６は、渡されたプレゼンス通知ポリシ１「基本プレゼンス情報と
位置プレゼンス情報とを通知」に従って、プレゼンス情報保持部３のプレゼンス情報「オ
ンライン,仕事中,東京」からポリシ適用後のプレゼンス情報「オンライン,東京」を作成
して、ウォッチャリスト保持部７に登録されているすべてのウォッチャ（ここではユーザ
Ｂ）に通知する。
【００６４】
　〈ステップ９〉
　ユーザＡがプレゼンス情報を変更すると、ステップ６,７,８と同様の処理を繰り返す。
【００６５】
　〈ステップ１０〉
　ユーザＢはサブスクライブの解除要求を行うと、ユーザＢへのプレゼンス情報の通知は
行われなくなる。
【００６６】
　なお、本実施例では、ユーザＡとユーザＢのプレゼントクライアント端末は、それぞれ
、プレゼンティティおよびウォッチャの機能を有するものとして説明したが、例えば、ユ
ーザＡのプレゼンスクライアント端末はプレゼンティティの機能、ユーザＢのプレゼンス
クライアント端末はウォッチャの機能だけを有するものでもよい。
【実施例２】
【００６７】
　図２に本発明の実施例２の構成を示す。本実施例は、プレゼンスサービスサーバ２と、
プレゼンスサービスサーバ２から提供されるサービスを利用するプレゼンスクライアント
端末１と、ネットワークと、からなる。なお、図２に示すように、複数のプレゼンスクラ
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イアント端末と、プレゼンスサービスサーバ２とがネットワークに接続されている。
【００６８】
　プレゼンスサービスサーバ２は、プレゼンティティからウォッチャにプレゼンス情報を
配信するサービスを提供するサーバ装置である。
【００６９】
　プレゼンスクライアント端末１は、プレゼンティティとウォッチャの機能を有する情報
処理端末装置であり、プレゼンス情報保持部３、プレゼンス通知ポリシ保持部４、プレゼ
ンス通知ポリシ設定部５、プレゼンス情報通知部６、ウォッチャリスト保持部７、プレゼ
ンス情報受信部８を有している。なお、上記各部３～８をプレゼンスサービスサーバ２に
備える構成にして、プレゼンスサービスサーバ２にて、以下に説明する処理動作をプログ
ラム制御によって行うようにしてもよい。
【００７０】
　プレゼンス情報保持部３は、プレゼンティティの現在のプレゼンス情報を保持している
。プレゼンス通知ポリシ保持部４は、条件と、その条件に対応して登録されたプレゼンス
通知ポリシとを保持している。プレゼンス通知ポリシ設定部５は、プレゼンス情報受信部
８から取得したウォッチャのプレゼンス情報が、プレゼンス通知ポリシ保持部４の各条件
を満たすかどうかを判定する。条件を満たしている場合は、条件に対応して登録されてい
るプレゼンス通知ポリシとウォッチャ識別子とをプレゼンス情報通知部６に渡す。
【００７１】
　プレゼンス情報通知部６は、プレゼンスサービスサーバ２を利用して、ウォッチャにプ
レゼンス情報を通知する。通知されるプレゼンス情報はプレゼンス情報保持部３から取得
する。通知されるプレゼンス情報の内容は、プレゼンス通知ポリシに従って項目の削除や
変更をすることができる。また、通知は、プレゼンス情報受信部８のプレゼンス情報が更
新されたとき、又は、プレゼンス通知ポリシ設定部５から新しいプレゼンス通知ポリシと
ウォッチャ識別子が渡されたときに行う。特に本実施例では、ウォッチャ毎に異なるプレ
ゼンス情報を通知することができる。
【００７２】
　ウォッチャリスト保持部７は、プレゼンティティのプレゼンス情報にサブスクライブ要
求を行っているウォッチャ識別子を保持する。
【００７３】
　プレゼンス情報受信部８は、プレゼンスサービスサーバ２を経由して通知されたプレゼ
ンティティのプレゼンス情報を受信する機能を持つ。ウォッチャリスト保持部７にアクセ
スして、プレゼンティティ識別子がウォッチャリストにも含まれる場合は、受信したプレ
ゼンス情報をウォッチャのプレゼンス情報として保持することができる。
【００７４】
　実施例２の動作を説明する。本実施例では、ユーザＡと、ユーザＢと、ユーザＣの各々
が、基本プレゼンス情報、仕事プレゼンス情報、及び位置プレゼンス情報を持っている。
ユーザＢとユーザＣのプレゼンスクライアント端末は、図２に示す複数の端末のうちのい
ずれかであり、ユーザＡのプレゼンスクライアント端末１と同じ構成である。
【００７５】
　〈ステップ１〉
　ユーザＡのプレゼンス情報は「オンライン,仕事中,東京」である。この時点ではユーザ
Ａにサブスクライブしているウォッチャは一人もいないため、ウォッチャリスト保持部７
にはウォッチャの識別子が登録されていない。
【００７６】
　〈ステップ２〉
　また、ユーザＢのプレゼンス情報は「オンライン,プライベート,名古屋」である。ユー
ザＣのプレゼンス情報は「オンライン,仕事中,大阪」である。
【００７７】
　〈ステップ３〉
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　ユーザＡはプレゼンス通知ポリシを登録する。ユーザＡのプレゼンスクライアント端末
１のプレゼンス通知ポリシ保持部４に、条件３「ウォッチャの仕事プレゼンス情報＝仕事
中」に対応してプレゼンス通知ポリシ３「基本プレゼンス情報と位置プレゼンス情報を通
知」が登録される。次に、条件４「ウォッチャの仕事プレゼンス情報＝プライベート」に
対応してプレゼンス通知ポリシ４「基本プレゼンス情報を通知」が登録される。
【００７８】
　〈ステップ４〉
　ユーザＢがユーザＡのプレゼンス情報に対してサブスクライブ要求を行う。ユーザＡの
プレゼンスクライアント端末１のプレゼンス情報通知部６がサブスクライブ要求を受信し
、ウォッチャリスト保持部７に新たにユーザＢを登録する。
【００７９】
　〈ステップ５〉
　ユーザＢは、ユーザＡにプレゼンス情報を通知する。ユーザＡのプレゼンス情報受信部
８は、ユーザＢのプレゼンス情報「オンライン,プライベート,名古屋」を受信する。ユー
ザＢの識別子はウォッチャリスト保持部７に登録されているため、受け取ったプレゼンス
情報を保持する。
【００８０】
　〈ステップ６〉
　ユーザＡのプレゼンス通知ポリシ設定部５は、プレゼンス情報受信部８からユーザＢの
プレゼンス情報「オンライン,プライベート,名古屋」を取り出し、プレゼンス通知ポリシ
保持部４の条件を満たすかどうかを判定する。ユーザＢのプレゼンス情報は、条件４「ウ
ォッチャの仕事プレゼンス情報＝プライベート」を満たしているため、これに対応するプ
レゼンス通知ポリシ４「基本プレゼンス情報を通知」とユーザＢの識別子がプレゼンス情
報通知部６に渡される。
【００８１】
　〈ステップ７〉
　ユーザＡのプレゼンス情報通知部６は、渡されたプレゼンス通知ポリシ４「基本プレゼ
ンス情報を通知」に従って、プレゼンス情報保持部３のプレゼンス情報「オンライン,仕
事中,東京」からポリシ適用後のプレゼンス情報「オンライン」を作成して、ユーザＢに
通知する。
【００８２】
　〈ステップ８〉
　ユーザＢがプレゼンス情報を変更すると、ステップ５,６,７と同様の処理を繰り返す。
【００８３】
　〈ステップ９〉
　ステップ４と同様に、ユーザＣがユーザＡのプレゼンス情報に対してサブスクライブ要
求を行う。
【００８４】
　〈ステップ１０〉
　ステップ５と同様に、ユーザＡのプレゼンス情報受信部８がユーザＣのプレゼンス情報
を受信して保持する。
【００８５】
　〈ステップ１１〉
　ステップ６と同様に、ユーザＡのプレゼンス通知ポリシ設定部５は、プレゼンス情報受
信部８からユーザＣのプレゼンス情報「オンライン,仕事中,大阪」を取り出し、プレゼン
ス通知ポリシ保持部４の条件を満たすかどうかを判定する。ユーザＣのプレゼンス情報は
、条件３「ウォッチャの仕事プレゼンス情報＝仕事中」を満たしているため、これに対応
するプレゼンス通知ポリシ３「基本プレゼンス情報と位置プレゼンス情報を通知」と、ユ
ーザＣの識別子がプレゼンス情報通知部６に渡される。
【００８６】
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　〈ステップ１２〉
　ステップ７と同様に、ユーザＡのプレゼンス情報通知部６は、渡されたプレゼンス通知
ポリシ３「基本プレゼンス情報と位置プレゼンス情報を通知」に従って、プレゼンス情報
保持部３のプレゼンス情報「オンライン,仕事中,東京」からポリシ適用後のプレゼンス情
報「オンライン,東京」を作成して、ユーザＣに通知する。
【００８７】
　〈ステップ１３〉
　ユーザＣがプレゼンス情報を変更すると、ステップ１０,１１,１２と同様の処理を繰り
返す。
【実施例３】
【００８８】
　本発明の実施例３では、プレゼンティティのプレゼンス情報に関する条件と、ウォッチ
ャのプレゼンス情報に関する条件を組み合わせた条件に対してプレゼンス通知ポリシを設
定し、プレゼンティティのプレゼンス情報とウォッチャのプレゼンス情報に応じて、プレ
ゼンス通知ポリシを選択することができる。本実施例の構成を図３に示す。本実施例の構
成は、プレゼンス通知ポリシ設定部５とプレゼンス情報通知部６とを除いて、本発明の実
施例２と同様である。
【００８９】
　本実施例における、プレゼンス通知ポリシ設定部５は、プレゼンス情報保持部３から取
得したプレゼンティティのプレゼンス情報と、プレゼンス情報受信部８から取得したウォ
ッチャのプレゼンス情報とが、プレゼンス通知ポリシ保持部４にある、プレゼンティティ
のプレゼンス情報に関する条件とウォッチャのプレゼンス情報に関する条件とを組み合わ
せた条件を満たすかどうかを判定する。プレゼンティティのプレゼンス情報とウォッチャ
のプレゼンス情報が条件を満たしている場合は、条件に対応して登録されているプレゼン
ス通知ポリシとウォッチャ識別子とをプレゼンス情報通知部６に渡す。
【００９０】
　本実施例における、プレゼンス情報通知部６は、プレゼンスサービスサーバ２を利用し
て、ウォッチャにプレゼンス情報を通知する。通知されるプレゼンス情報はプレゼンス情
報保持部３から取得する。通知されるプレゼンス情報の内容は、プレゼンス通知ポリシに
従って項目の削除や変更をすることができる。また、通知は、プレゼンス情報受信部８に
保持されているウォッチャのプレゼンス情報が更新されたとき、又は、プレゼンス情報保
持部３に保持されているプレゼンティティのプレゼンス情報が更新されたとき、又は、プ
レゼンス通知ポリシ設定部５から新しいプレゼンス通知ポリシとウォッチャ識別子が渡さ
れたときに行う。特に本実施例では、ウォッチャ毎に異なるプレゼンス情報を通知するこ
とができる。
【００９１】
　本実施例によれば、例えば、条件「プレゼンティティの仕事プレゼンス情報＝仕事中 A
ND ウォッチャの仕事プレゼンス情報＝仕事中」に対応して、プレゼンス通知ポリシ「基
本プレゼンス情報と位置プレゼンス情報を通知」を登録することができる。ユーザの仕事
プレゼンス情報が「仕事中」であるときは、仕事プレゼンスが「仕事中」であるウォッチ
ャに対して、基本プレゼンス情報と位置プレゼンス情報を通知することができる。
【実施例４】
【００９２】
　本発明の実施例４として、条件「プレゼンティティの位置プレゼンス情報＝ウォッチャ
の位置プレゼンス情報」に対応して、プレゼンス通知ポリシ「基本プレゼンス情報と仕事
プレゼンスと位置プレゼンス情報を通知」を登録することも考えられる。この例では、ユ
ーザは、自分と同じ位置プレゼンスを公開しているウォッチャに基本・仕事・位置プレゼ
ンス情報を公開することができる。本実施例では、ユーザがどのような位置プレゼンス情
報を持つ場合であっても、同じ位置プレゼンス情報を公開するウォッチャに対するプレゼ
ンス通知ポリシを、簡単に設定することができる。
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【００９３】
　なお、上記実施例１～４では、ネットワークに接続しているプレゼンスサービスサーバ
２を利用して、プレゼンティティからウォッチャにプレゼンス情報を通知しているものと
して説明したが、プレゼンスサービスサーバ２を使わず、プレゼンスクライアント端末同
士が直接ネットワークを介してプレゼンス情報を通知するものでもよい。
【００９４】
　また、上記実施例１～４の説明で用いたプレゼンス通知ポリシは、ウォッチャに通知す
るプレゼンス情報の指定するものであったが、この他にも、あるプレゼンス情報を別のプ
レゼンス情報に置き換えて通知することを指定するポリシや、詳細なプレゼンス情報をあ
いまいなプレゼンス情報に変換して通知することを指定するポリシであってもよい。この
ようなポリシは、特に、プレゼンス情報の通知を拒否していることを相手に知られたくな
い場合に有効である。
【００９５】
　以上のことから、上記実施例１～４によれば、第１の効果として、ユーザによるポリシ
設定操作の負担が軽減できる点にある。プレゼンス通知ポリシの設定操作は、条件とプレ
ゼンス通知ポリシとの関係をあらかじめ登録するだけである。ユーザは、ウォッチャが追
加されるたびにポリシ設定操作をする必要がなくなる。
【００９６】
　また、上記実施例１～４によれば、第２の効果として、ユーザが簡単に他のサービスと
連携してプレゼンス情報を公開できる点にある。所定のサービスの利用中にプレゼンス情
報を公開する場合は、サービスの利用状況を示すプレゼンス情報に関連して、プレゼンス
通知ポリシを登録することができる。サービスで必要なプレゼンス情報の種類が変わった
場合でも、ユーザは、サービスの利用状況に関連して登録したプレゼンス通知ポリシを変
更するだけで簡単に対応できる。
【００９７】
　特に実施例２によれば、同じ状況にいるユーザにだけ、簡単にプレゼンス情報を公開す
ることができる。さらに、実施例４によれば、自分のプレゼンス情報とウォッチャのプレ
ゼンス情報との関係を条件として指定することで、例えば、自分と同じプレゼンス情報を
公開しているウォッチャにプレゼンス通知ポリシを適用することができる。
【００９８】
　よって、実施例１～４によれば、ユーザは、具体的な状況を想定しながらプレゼンス情
報通知ポリシを設定することが可能となる。このためプレゼンス情報通知ポリシの設定ミ
スを減らすことが期待できる。
【００９９】
　以上、本発明の実施例について説明したが、上記実施例に限定されるものではなく、そ
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変形が可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１００】
　本発明は、装置や機器、ソフトウェアなど、プレゼンスサービス全般に適用することが
でき、例えば、プレゼンス通知機能が組み込まれた携帯電話、電話をしている間だけ相手
に自分の位置プレゼンスを見せることを許可することができる通信端末、ネットワークゲ
ームをしている間だけゲームの対戦相手に自分の在席状態を通知するソフトウェア、等に
適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】本発明の実施例１に係る構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施例２に係る構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施例３に係る構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１０２】
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　１　　プレゼンスクライアント端末（プレゼンス装置）
　２　　プレゼンスサービスサーバ（プレゼンス装置）
　３　　プレゼンス情報保持部
　４　　プレゼンス通知ポリシ保持部
　５　　プレゼンス通知ポリシ設定部
　６　　プレゼンス情報通知部
　７　　ウォッチャリスト保持部
　８　　プレゼンス情報受信部

【図１】 【図２】
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【図３】
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