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(57)【要約】
【課題】条件に応じてシステム操作者に特定範囲のシス
テム操作権限を一時的に許可し、条件を満たさなくなっ
た場合、自動的に通条権限に戻す機能を提供する。
【解決手段】システム操作権限管理サーバが、操作者情
報と、通常権限設定情報と、一時許可回数及び対象操作
範囲を規定した一時権限設定情報とを対応付けてデータ
ベースに記憶する手段と、操作の要求に応じてデータベ
ースを参照し、要求された操作が一時権限設定情報の対
象操作範囲に含まれるか否かを判断する手段と、要求さ
れた操作が対象操作範囲に含まれる場合は、一時権限設
定情報の一時許可回数が零か否かを判断する手段と、一
時許可回数が零でない場合に、要求元である操作端末装
置の要求する操作を実行させる手段と、要求された操作
の実行後、一時許可回数を１回分減算してデータベース
を更新する手段と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の操作端末装置から操作可能な対象システムに対する該操作端末装置の操作者の権
限設定を管理するためのシステム操作権限管理サーバを有する権限設定一時変更システム
において、前記システム操作権限管理サーバが、
（ａ）前記操作者の操作者情報と、該操作者の通常権限設定情報と、該通常権限設定情報
を変更して該操作者による操作を一時的に許可するための一時許可回数及び対象操作範囲
を規定した一時権限設定情報とを対応付けてデータベースに記憶する手段と、
（ｂ）前記対象システムに対するいずれかの前記操作端末装置からの所定の操作の要求に
応じて、該要求に含まれる操作者情報に基づいて前記データベースを参照し、要求された
操作が前記一時権限設定情報の対象操作範囲に含まれるか否かを判断する手段と、
（ｃ）前記要求された操作が前記対象操作範囲に含まれる場合は、前記一時権限設定情報
の一時許可回数が零か否かを判断する手段と、
（ｄ）前記一時許可回数が零でない場合に、要求元である前記操作端末装置の要求する操
作を実行させる手段と、
（ｅ）前記要求された操作の実行後、前記一時許可回数を１回分減算して前記データベー
スを更新する手段と、
（ｆ）前記要求された操作が前記対象操作範囲に含まれない場合又は前記一時許可回数が
零の場合は前記通常権限設定情報に従って該要求された操作を処理する手段と、を備えた
ことを特徴とする権限設定一時変更システム。
【請求項２】
　複数の操作端末装置から操作可能な対象システムに対する該操作端末装置の操作者の権
限設定を管理するためのシステム操作権限管理サーバを有する権限設定一時変更システム
において、前記システム操作権限管理サーバが、
（ａ）前記操作者の操作者情報と、該操作者の通常権限設定情報と、該通常権限設定情報
を変更して該操作者による操作を一時的に許可するための一時許可期限日時及び対象操作
範囲を規定した一時権限設定情報とを対応付けてデータベースに記憶する手段と、
（ｂ）前記対象システムに対するいずれかの前記操作端末装置からの所定の操作の要求に
応じて、該要求に含まれる操作者情報に基づいて前記データベースを参照し、要求された
操作が前記一時権限設定情報の対象操作範囲に含まれるか否かを判断する手段と、
（ｃ）前記要求された操作が前記対象操作範囲に含まれる場合は、前記一時権限設定情報
の一時許可期限日時が未来日時であるか否かを判断する手段と、
（ｄ）前記一時許可期限日時が未来日時である場合に、要求元である前記操作端末装置の
要求する操作を実行させる手段と、
（ｅ）前記要求された操作が前記対象操作範囲に含まれない場合又は前記一時許可期限日
時が未来日時でない場合は前記通常権限設定情報に従って該要求された操作を処理する手
段と、を備えたことを特徴とする権限設定一時変更システム。
【請求項３】
　複数の操作端末装置から操作可能な対象システムに対する該操作端末装置の操作者の権
限設定を管理するためのシステム操作権限管理サーバを有する権限設定一時変更システム
において、前記システム操作権限管理サーバが、
（ａ）前記操作者の操作者情報と、該操作者の通常権限設定情報と、該通常権限設定情報
を変更して該操作者による操作を一時的に禁止するための一時禁止期限日時及び対象操作
範囲を規定した一時権限設定情報とを対応付けてデータベースに記憶する手段と、
（ｂ）前記対象システムに対するいずれかの前記操作端末装置からの所定の操作の要求に
応じて、該要求に含まれる操作者情報に基づいて前記データベースを参照し、要求された
操作が前記一時権限設定情報の対象操作範囲に含まれるか否かを判断する手段と、
（ｃ）前記要求された操作が前記対象操作範囲に含まれる場合は、前記一時権限設定情報
の一時禁止期限日時が未来日時であるか否かを判断する手段と、
（ｄ）前記一時禁止期限日時が未来日時である場合に、要求元である前記操作端末装置の
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要求する操作を拒否する手段と、
（ｅ）前記要求された操作が前記対象操作範囲に含まれない場合又は前記一時禁止期限日
時が未来日時でない場合は前記通常権限設定情報に従って該要求された操作を処理する手
段と、を備えたことを特徴とする権限設定一時変更システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、システム操作者による対象システムに対する操作可能な範囲を、該対象シス
テムのシステム管理者が予めを指定できるシステムにおいて、特定の操作に対して一時的
に権限を変更（許可又は禁止）し、その後自動的に権限設定を戻す（禁止又は許可）する
機能に関する。
【背景技術】
【０００２】
　対象システムの保有する情報資源へのアクセスに関して、システム管理者はシステム操
作者に対して予め権限を設定し、システム操作を行う際に対象システムがシステム操作者
の権限を確認することにより、許可されている範囲に制限してシステム操作を許容する。
このような方式は、システム操作者の情報資源への操作を適正な操作範囲を規定するため
に、広く導入されている。
　斯かるシステムの従来技術の一例としては、下記の特許文献１がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１６７８５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　情報資源に対しアクセス権限を与える場合、従来技術においてはアクセス権限が固定的
である。操作者のアクセス権限を管理者が一旦設定した場合、当該操作者のアクセス権の
定義は常に同じ定義が利用され、アクセス権を元の状態に戻す場合は、当該定義を管理者
が再度変更する手続きをとる必要があった。
【０００５】
　一方で、所定の条件を満たしている期間は、システム管理者がシステム操作者に一時的
に操作権限を変更し、所定の条件を満たさなくなった場合、操作権限も元の定義に戻して
おく機能に対する希望があった場合にも、都度システム管理者の定義変更作業が発生し、
システム管理者の運用負担を高めていた。ここでの所定の条件とは、（１）システム管理
者が予め指定した操作回数の範囲内であること、または（２）システム管理者が予め指定
した操作日時期限の範囲内であること、である。
【０００６】
　本発明の目的は、システム管理者がシステム操作者に所定の条件を満たしている間は特
定範囲のシステム操作権限を一時的に割り当てられるようにする機能を提供することと、
所定の条件を満たさなくなった場合、自動的に操作権限を元の定義に戻す機能を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明では、対象システムに対するシステム操作者の通常
の操作権限を一時的に変更するための権限設定一時変更システムを実現する。この権限設
定一時変更システムは、対象システムにおける認証機能に組み込まれ、システム管理者に
より管理される。システム管理者は、この権限設定一時変更システムを用いて、システム
操作者と対象操作範囲の組合せに対して、一時的に操作を許可する回数若しくは一時的に
操作を許可する期限日時、又は一時的に操作を禁止する期限日時を指定する。システム操
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作者が操作端末装置を介して対象システムに対する操作要求を行った際に、権限設定一時
変更システムは、一時権限設定情報を参照し、対象操作範囲において許可された回数内若
しくは許可された日時期限内、又は、対象操作範囲において禁止された日時期限内である
か否かを確認する。
【０００８】
　具体的には、以下の構成を有する。
　本発明による権限設定一時変更システムの第一の態様では、複数の操作端末装置から操
作可能な対象システムに対する該操作端末装置の操作者の権限設定を管理するためのシス
テム操作権限管理サーバを有する権限設定一時変更システムにおいて、前記システム操作
権限管理サーバが、
（ａ）前記操作者の操作者情報と、該操作者の通常権限設定情報と、該通常権限設定情報
を変更して該操作者による操作を一時的に許可するための一時許可回数及び対象操作範囲
を規定した一時権限設定情報とを対応付けてデータベースに記憶する手段と、
（ｂ）前記対象システムに対するいずれかの前記操作端末装置からの所定の操作の要求に
応じて、該要求に含まれる操作者情報に基づいて前記データベースを参照し、要求された
操作が前記一時権限設定情報の対象操作範囲に含まれるか否かを判断する手段と、
（ｃ）前記要求された操作が前記対象操作範囲に含まれる場合は、前記一時権限設定情報
の一時許可回数が零か否かを判断する手段と、
（ｄ）前記一時許可回数が零でない場合に、要求元である前記操作端末装置の要求する操
作を実行させる手段と、
（ｅ）前記要求された操作の実行後、前記一時許可回数を１回分減算して前記データベー
スを更新する手段と、
（ｆ）前記要求された操作が前記対象操作範囲に含まれない場合又は前記一時許可回数が
零の場合は前記通常権限設定情報に従って該要求された操作を処理する手段と、を備えた
ことを特徴とする。
【０００９】
　本発明による権限設定一時変更システムの第二の態様では、複数の操作端末装置から操
作可能な対象システムに対する該操作端末装置の操作者の権限設定を管理するためのシス
テム操作権限管理サーバを有する権限設定一時変更システムにおいて、前記システム操作
権限管理サーバが、
（ａ）前記操作者の操作者情報と、該操作者の通常権限設定情報と、該通常権限設定情報
を変更して該操作者による操作を一時的に許可するための一時許可期限日時及び対象操作
範囲を規定した一時権限設定情報とを対応付けてデータベースに記憶する手段と、
（ｂ）前記対象システムに対するいずれかの前記操作端末装置からの所定の操作の要求に
応じて、該要求に含まれる操作者情報に基づいて前記データベースを参照し、要求された
操作が前記一時権限設定情報の対象操作範囲に含まれるか否かを判断する手段と、
（ｃ）前記要求された操作が前記対象操作範囲に含まれる場合は、前記一時権限設定情報
の一時許可期限日時が未来日時であるか否かを判断する手段と、
（ｄ）前記一時許可期限日時が未来日時である場合に、要求元である前記操作端末装置の
要求する操作を実行させる手段と、
（ｅ）前記要求された操作が前記対象操作範囲に含まれない場合又は前記一時許可期限日
時が未来日時でない場合は前記通常権限設定情報に従って該要求された操作を処理する手
段と、を備えたことを特徴とする。
【００１０】
　本発明による権限設定一時変更システムの第三の態様では、複数の操作端末装置から操
作可能な対象システムに対する該操作端末装置の操作者の権限設定を管理するためのシス
テム操作権限管理サーバを有する権限設定一時変更システムにおいて、前記システム操作
権限管理サーバが、
（ａ）前記操作者の操作者情報と、該操作者の通常権限設定情報と、該通常権限設定情報
を変更して該操作者による操作を一時的に禁止するための一時禁止期限日時及び対象操作
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範囲を規定した一時権限設定情報とを対応付けてデータベースに記憶する手段と、
（ｂ）前記対象システムに対するいずれかの前記操作端末装置からの所定の操作の要求に
応じて、該要求に含まれる操作者情報に基づいて前記データベースを参照し、要求された
操作が前記一時権限設定情報の対象操作範囲に含まれるか否かを判断する手段と、
（ｃ）前記要求された操作が前記対象操作範囲に含まれる場合は、前記一時権限設定情報
の一時禁止期限日時が未来日時であるか否かを判断する手段と、
（ｄ）前記一時禁止期限日時が未来日時である場合に、要求元である前記操作端末装置の
要求する操作を拒否する手段と、
（ｅ）前記要求された操作が前記対象操作範囲に含まれない場合又は前記一時禁止期限日
時が未来日時でない場合は前記通常権限設定情報に従って該要求された操作を処理する手
段と、を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明による権限設定一時変更システムを利用することにより、次のような効果がある
。
（１）当該操作内容に対する実行権限を持たないシステム操作者に対し、システム管理者
が一時的に回数制限を設けた権限を付与することで、システム管理者が意識した回数のみ
特例で当該操作を許可する権限設定運用が可能となる。
（２）当該操作内容に対する実行権限を持たないシステム操作者に対し、システム管理者
が一時的に操作可能期限日時制限を設けた権限を付与することで、システム管理者が意識
した期間のみ特例で当該操作を許可する権限設定運用が可能となる。
（３）当該操作内容に対する実行権限を持つシステム操作者に対し、システム管理者が一
時的に操作禁止期限日時制限を設けた権限を付与することで、システム管理者が意識した
期間のみ特例で当該操作を禁止する権限設定運用が可能となる。
（４）回数制限定義（許可）を利用した場合、毎回毎回システム管理者が権限定義変更（
許可）をする必要がない。また当該回数だけ利用した場合、システム管理者が権限定義変
更（禁止）する操作を意識しなくても、自動的に権限が変更（禁止）されるため、定義の
戻し忘れが発生しない。
（５）期限設定定義（許可又は禁止）を利用した場合、制限したい期限が来た時にシステ
ム管理者が権限定義変更（禁止又は許可）する操作を意識しなくても、自動的に権限が変
更（禁止又は許可）されるため、定義の戻し忘れが発生しない。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明によるシステムの実施の形態の一例を示すシステム構成図である。
【図２】一時権限設定情報に含まれる項目である。
【図３】回数制限定義による一時許可設定に対する処理フローチャートである。
【図４】日時制限定義による一時許可設定に対する処理フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明による権限設定一時変更システムの一実施の形態について説明する。
　図１は、本発明の実施の形態の一例を示すシステム構成図である。
　システム操作権限管理サーバ（以下、「管理サーバ」と略称する）１０１と、それにネ
ットワーク接続された複数のシステム操作端末装置（以下、「操作端末装置」と略称する
）１０２とから構成される。システム操作権限管理サーバ１０１は、認証機能１０３と、
システム操作機能１０４とを含む各処理機能を有する。さらに、認証機能１０３に関連す
る情報を格納したデータベースを備え、データベース内には、操作者情報１０５と、通常
権限設定情報１０６と、一時権限設定情報１０７とを保有する。
【００１４】
　ここで、操作者情報１０５は、システム操作者（以下、「操作者」と略称する）の固有
情報である操作者ＩＤとパスワードを含む。



(6) JP 2011-70289 A 2011.4.7

10

20

30

40

50

【００１５】
　通常権限設定情報１０６は、恒久的な権限定義の情報であり、操作者ＩＤと、許可又は
禁止の設定情報と、許可又は禁止の対象となる操作内容を特定する対象操作範囲とを情報
として含む。
【００１６】
　一時権限設定情報１０７は、通常権限設定情報１０６を一時的に変更する場合に定義さ
れる。変更する態様により、次の３通りの定義が可能である。
　第一の態様は、通常権限設定が禁止であって一時的に回数制限を設けた権限を付与する
場合であり、許可対象の操作者ＩＤと、一時許可回数と、対象操作範囲とを情報として含
む。この一時許可回数が零でない場合は、対象操作範囲の操作が許可される。一時許可回
数は、一時許可を実行する毎に初期設定の値から減算され、最終的に零になる。零になる
と当該一時権限設定情報は自動的に無効になる、すなわち自動的に通常権限設定に戻るこ
とになる。
　第二の態様は、通常権限設定が禁止であって一時的に操作可能期限日時を設けた権限を
付与する場合であり、情報として、許可対象の操作者ＩＤと、一時許可期限日時と、対象
操作範囲とを情報として含む。この一時権限設定を行った時点から一時許可期限日時まで
、対象操作範囲の操作が許可される。一時許可期限日時を経過すると当該一時権限設定情
報は自動的に無効になる、すなわち自動的に通常権限設定に戻ることになる。
　第三の態様は、通常権限設定が許可であって一時的に操作不可能期限日時を設けた権限
を付与する場合であり、禁止対象の操作者ＩＤと、一時禁止期限日時と、対象操作範囲と
を情報として含む。この一時権限設定を行った時点から一時禁止期限日時まで、対象操作
範囲の操作が禁止される。一時禁止期限日時を経過すると当該一時権限設定情報は自動的
に無効になる、すなわち自動的に通常権限設定に戻ることになる。
【００１７】
　図２は、一時権限設定情報１０７のテーブル構成例を示す。項目として、「操作者ＩＤ
」２０１、「一時許可設定情報（一時許可回数または一時許可期限日時）」２０２、「対
象操作範囲」２０３が設けられている。このテーブル構成例は、上記第一及び第二の態様
に対応している。図２のテーブルに、上記第三の態様の一時権限設定情報を含めてもよい
が、第三の態様に対応した別のテーブルを作成してもよい。その場合、項目として「操作
者ＩＤ」、「一時禁止期限日時」、「対象操作範囲」が設けられる。
【００１８】
　図１を参照して本システムの機能を説明する。
　図１の操作端末装置１０２から管理サーバ１０１に対して操作者ＩＤ及びパスワードと
システム操作内容とを含むシステム操作要求１１１を送信する。認証機能１０３は、この
システム操作要求を受け取ることに応じて、当該要求に含まれる操作者情報に基づいて、
データベースの操作者情報１０５に対して操作者情報照会を行う。操作者ＩＤとパスワー
ドの組み合わせが正しい場合のみ処理を継続する。
【００１９】
　処理を継続する場合、認証機能１０３は、データベースの通常権限設定情報１０６に対
して通常権限設定情報照会１１３の処理を実施するとともに、データベースの一時権限設
定情報１０７に対して一時権限設定情報照会／更新１１４の照会処理を実施する。続いて
、一時権限設定情報１０７が存在するか否かを判断する。
【００２０】
　認証機能１０３は、一時権限設定情報１０７として一時許可回数又は一時許可期限日時
が記憶されている場合は、当該一時権限設定情報１０７を取得し、その条件を満たすか否
かを判断する。すなわち、一時権限設定情報の対象操作範囲に該当するか否か、一時許可
回数または一時許可期限日時が該当するか否かを判断する。条件を満たす場合、認証機能
１０３は、システム操作機能１０４に対してシステム操作機能呼び出し１１５の処理を実
施する。条件を満たさない場合は、通常権限設定情報１０６に従って、操作拒否の旨を操
作端末装置に通知する。
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【００２１】
　あるいは、認証機能１０３は、一時権限設定情報１０７として一時禁止期限日時が記憶
されている場合は、当該一時権限設定情報１０７を取得し、その条件を満たすか否かを判
断する。すなわち、一時権限設定情報の対象操作範囲に該当するか否か、一時禁止期限日
時が該当するか否かを判断する。条件を満たす場合は、一時禁止とし、操作拒否の旨を操
作端末装置に通知する。条件を満たさない場合は、通常権限設定情報１０６に従って、シ
ステム操作機能１０４に対してシステム操作機能呼び出し１１５の処理を実施する。
【００２２】
　また、認証機能１０３は、取得した一時権限設定情報１０７が一時許可回数の場合は、
一時許可によるシステム操作機能呼び出しが正常に実施できた際、一時権限設定情報照会
／更新１１４の更新処理を実行することにより、図２のテーブルの項目である一時許可回
数２０２の回数を１回分減算して更新を行う。
【００２３】
　図３は、図１のシステム構成における、回数制限定義による一時許可設定に対する処理
フローチャートの一例を示す。
　回数制限定義による一時許可設定を利用する場合でシステム操作要求が発生した場合、
操作者情報取得及び操作要求内容情報取得が実施される（ステップ３０１）。次に通常権
限設定情報を取得する(ステップ３０２）。さらに、一時権限設定情報を取得する（ステ
ップ３０３）。次に、ステップ３０３で取得した一時権限設定情報から、当該操作者に一
時権限定義が存在するか否かを確認する（ステップ３０４）。ステップ３０４で一時権限
定義が存在する場合は、要求された操作が一時権限定義で許可された対象操作範囲か否か
を確認する（ステップ３０５）。ステップ３０５において、一時権限定義で許可された対
象操作範囲でない場合すなわち要求された操作が禁止されている場合、操作できない旨を
応答する（ステップ３０７）。ステップ３０４で一時権限定義が存在しない場合は、通常
権限で操作が許可されているか否かを確認する（ステップ３０６）。ステップ３０６で通
常権限の操作が許可されていない場合、操作できない旨を応答する（ステップ３０７）。
ステップ３０６で通常権限の操作が許可されている場合、操作を実施しその結果を応答す
る処理を行う（ステップ３１１）。
【００２４】
　ステップ３０５において、一時権限定義で許可された対象操作範囲である場合すなわち
要求された操作が許可されている場合は、現時点の一時許可回数すなわち残存回数を確認
する（ステップ３０８）。ステップ３０８で残存回数が零である場合は、ステップ３０６
で通常権限で操作が許可されているか否かを確認する。ステップ３０６で通常権限の操作
が許可されている場合、操作を実施しその結果を応答する処理を行う（ステップ３１１）
。ステップ３０６で通常権限の操作が許可されていない場合、ステップ３０７又は３１１
へ進む。ステップ３０８で残存回数が零でない場合は、操作を実施しその結果を応答する
処理を行う（ステップ３０９）。ステップ３０９の後、一時許可回数を１回分減算する更
新を行う（ステップ３１０）。
【００２５】
　図４は、図１のシステム構成における、日時制限定義による一時許可設定に対する処理
フローチャートの一例を示す。
　日時制限定義による一時許可設定を利用する場合でシステム操作要求が発生した場合、
操作者情報取得及び操作要求内容情報取得が実施される（ステップ４０１）。次に通常権
限設定情報を取得する(ステップ４０２）。さらに、一時権限設定情報を取得する（ステ
ップ４０３）。次に、ステップ４０３で取得した一時権限設定情報から、当該操作者に一
時権限定義が存在するか否かを確認する（ステップ４０４）。ステップ４０４で一時権限
定義が存在する場合は、要求された操作が一時権限定義で許可された対象操作範囲か否か
を確認する（ステップ４０５）。ステップ４０５において、一時権限定義で許可された対
象操作範囲でない場合すなわち操作が禁止されている場合、操作できない旨を応答する（
ステップ４０７）。ステップ４０４で一時権限定義が存在しない場合は、通常権限で操作
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が許可されているか否かを確認する（ステップ４０６）。ステップ４０６で通常権限の操
作が許可されていない場合、操作できない旨を応答する（ステップ４０７）。ステップ４
０６で通常権限の操作が許可されている場合、操作を実施しその結果を応答する処理を行
う（ステップ４１０）。
【００２６】
　ステップ４０５において、一時権限定義で許可された対象操作範囲である場合すなわち
要求された操作が許可されている場合は、一時許可期限日時が未来日時であるか過去日時
であるかを確認する（ステップ４０８）。ステップ４０８で未来日時である場合は、操作
を実施しその結果を応答する処理を行う（ステップ４０９）。ステップ４０８で過去日時
である場合は、ステップ４０６で通常権限で操作が許可されているか否かを確認する。そ
の後は、ステップ４０７又は４１０へ進む。
【符号の説明】
【００２７】
１０１：システム操作権限管理サーバ、１０２：システム操作端末装置、１０３：認証機
能、１０４：システム操作機能、１０５：操作者情報、１０６：通常権限設定情報、１０
７：一時権限設定情報、１１１：システム操作要求、１１２：操作者情報照会、１１３：
通常権限設定情報照会、１１４：一時権限設定情報照会／更新、１１５：システム操作機
能呼び出し、２０１：操作者ＩＤ、２０２：一時許可設定情報（操作可能回数または操作
可能期限日時）、２０３：定義対象操作範囲、３０１：システム操作者情報取得／操作要
求内容情報取得、３０２：通常権限設定情報取得、３０３：一時権限設定情報取得、３０
４：一時権限定義有無の確認、３０５：一時権限による一時許可設定確認、３０６：通常
権限による一時許可設定確認、３０７：操作出来ない旨応答、３０８：一時権限の残存回
数確認、３０９：操作実施／結果応答処理、３１０：一時権限残存回数更新、３１１：操
作実施／結果応答処理、４０１：システム操作者情報取得／操作要求内容情報取得、４０
２：通常権限設定情報取得、４０３：一時権限設定情報取得、４０４：一時権限定義有無
の確認、４０５：一時権限による一時許可設定確認、４０６：通常権限による一時許可設
定確認、４０７：操作出来ない旨応答、４０８：一時権限の未来日確認、４０９：操作実
施／結果応答処理、４１０：操作実施／結果応答処理。
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