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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アプリケーションの購入者と当該アプリケーションの使用者とが異なる場合に、当該ア
プリケーションの管理を行うアプリケーション管理システムであって、
　前記使用者の属性情報と、前記使用者が使用する通信端末の情報と、を関連付けた管理
情報を記憶する管理情報記憶手段と、
　対応オペレーティング・システムの異なるアプリケーションをまとめて表示する表示手
段と、
　前記購入者に、前記まとめて表示された対応オペレーティング・システムの異なるアプ
リケーションの中から前記使用者に使用させたいアプリケーションを任意に選択させ、当
該アプリケーションのライセンスを購入させるライセンス購入手段と、
　前記購入されたライセンスに対応するアプリケーションを、前記通信端末の対応オペレ
ーティング・システムに応じて振り分けて配信するアプリケーション配信手段と、
　を備えることを特徴とするアプリケーション管理システム。
【請求項２】
　前記表示手段による表示と、前記購入手段による購入と、が前記購入者用のWebページ
を介して行われることを特徴とする請求項１に記載のアプリケーション管理システム。
【請求項３】
　前記表示手段による表示と、前記購入手段による購入と、が前記購入者用のアプリケー
ションを介して行われることを特徴とする請求項１に記載のアプリケーション管理システ
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ム。
【請求項４】
　前記属性情報が変更された場合に、前記アプリケーション配信手段で配信されたアプリ
ケーションを前記通信端末から削除する削除手段を備えることを特徴とする請求項１に記
載のアプリケーション管理システム。
【請求項５】
　前記属性情報が変更された場合に、前記アプリケーション配信手段で配信するアプリケ
ーションを変更するアプリケーション変更手段を備えることを特徴とする請求項１に記載
のアプリケーション管理システム。
【請求項６】
　前記表示手段は、対応オペレーティング・システムの異なるアプリケーションを、オペ
レーティング・システム毎に整理して表示することを特徴とする請求項１に記載のアプリ
ケーション管理システム。
【請求項７】
　前記表示手段は、過去に購入されたアプリケーションのライセンス数を表示することを
特徴とする請求項１に記載のアプリケーションシステム。
【請求項８】
　アプリケーションの購入者と当該アプリケーションの使用者とが異なる場合に、アプリ
ケーション管理システムが実行するアプリケーション管理方法であって、
　前記使用者の属性情報と、前記使用者が使用する通信端末の情報と、を関連付けた管理
情報を記憶するステップと、
　対応オペレーティング・システムの異なるアプリケーションをまとめて表示するステッ
プと、
　前記購入者に、前記まとめて表示された対応オペレーティング・システムの異なるアプ
リケーションの中から前記使用者に使用させたいアプリケーションを任意に選択させ、当
該アプリケーションのライセンスを購入させるステップと、
　前記購入されたライセンスに対応するアプリケーションを、前記通信端末の対応オペレ
ーティング・システムに応じて振り分けて配信するステップと、
　を備えることを特徴とするアプリケーション管理方法。
【請求項９】
　アプリケーションの購入者と当該アプリケーションの使用者とが異なる場合に、アプリ
ケーション管理システムが実行するアプリケーション管理システムに、
　前記使用者の属性情報と、前記使用者が使用する通信端末の情報と、を関連付けた管理
情報を記憶するステップ、
　対応オペレーティング・システムの異なるアプリケーションをまとめて表示するステッ
プ、
　前記購入者が、前記まとめて表示された対応オペレーティング・システムの異なるアプ
リケーションの中から前記使用者に使用させたいアプリケーションを任意に選択して当該
アプリケーションのライセンスを購入するステップ、
　前記購入されたライセンスに対応するアプリケーションを、前記通信端末の対応オペレ
ーティング・システムに応じて振り分けて配信するステップ、
　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、コンピュータ端末やコンピュータ装置、携帯型端末で使用されるアプリケー
ションを管理するためのアプリケーション管理システム、アプリケーション管理方法及び
そのプログラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、インターネット等の公衆回線網を介して、コンピュータ端末で利用するアプリケ
ーションをアプリケーション販売サイトと呼ばれるWEBページからダウンロードして使用
する方法が行われている。
【０００３】
　例えば、非特許文献１のアプリケーション販売サイトでは、スマートフォンやタブレッ
ト端末、ノートパソコン等で利用するアプリケーションをユーザにダウンロードさせるWE
Bページが開示されている。このように、ユーザは、自らが使用するアプリケーションを
、そのアプリケーションをインストールするコンピュータ端末からアクセスして、ダウン
ロードして、インストールすることが知られている。
【０００４】
　また、アプリケーションの使用者と、そのアプリケーションの支払いを行うユーザが異
なる場合に、代理購入者と購入者を調整する技術も開示されている（例えば、特許文献１
）。これによれば、アプリケーションの利用者が購入金を立て替えることなく、アプリケ
ーションを入手できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－１５３８３６号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】アップル・ジャパン、“iTunes”、［online］、アップル・ジャパン、
［平成２７年１２月１２日検索］、インターネット＜http://www.apple.com/jp/itunes/d
ownload/＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述の先行技術を利用しても、例えば、大量のスマートフォンやタブレ
ット端末等のコンピュータ端末に、共通のアプリケーションを複数、インストール設定す
る際には、これらのアプリケーション販売サイトのみでは、インストールに時間と手間が
かかる。すなわち、アプリケーションを設定するコンピュータ端末を１台づつ起動して、
アプリケーション販売サイトにアクセスして、適切なアプリケーションを購入し、ダウン
ロードして、インストールを行う作業が生じてしまうために、アプリケーションをインス
トールする台数に比例した時間と手間がかかってしまう。
【０００８】
　さらに、既存のアプリケーション販売サイトは、その販売サイトが提供するオペレーテ
ィング・システム用のアプリケーションしか購入できない。例えば、非特許文献１で示し
た販売サイトでは、アップル社対応のアプリケーションしか購入できず、同じアプリケー
ションであっても、Google社のオペレーティング・システムに対応したアプリケーション
は取得することが出来ない。このため、同じアプリケーションであっても、端末のオペレ
ーティング・システムが異なる場合には、オペレーティング・システムの種類毎に異なる
アプリケーション販売サイトに、いちいちアクセスして、アプリケーションを設定する必
要が生じてしまう。
【０００９】
　本発明は、アプリケーションの購入者と使用者が異なり、かつ、異なるオペレーティン
グ・システムが利用されている複数の端末に対して、アプリケーションの設定管理を効率
的に行うアプリケーション管理システム、アプリケーション管理方法及びそのプログラム
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】
【００１０】
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　本発明では、以下のような解決手段を提供する。
【００１１】
　第１の特徴に係る発明は、アプリケーションの購入者と当該アプリケーションの使用者
とが異なる場合に、当該アプリケーションの管理を行うアプリケーション管理システムで
あって、
　前記使用者の属性情報と、前記使用者が使用する通信端末の情報と、を関連付けた管理
情報を記憶する管理情報記憶手段（例えば、記憶部４０等）と、
　対応オペレーティング・システムの異なるアプリケーションをまとめて表示する表示手
段（例えば、入力表示部１４０等）と、
　前記購入者に、前記まとめて表示された対応オペレーティング・システムの異なるアプ
リケーションの中から前記使用者に使用させたいアプリケーションを任意に選択させ当該
アプリケーションのライセンスを購入させるライセンス購入手段（例えば、購入受付表示
モジュール１３７等）と、
　前記購入されたライセンスに対応するアプリケーションを、前記通信端末の対応オペレ
ーティング・システムに応じて振り分けて配信するアプリケーション配信手段（例えば、
アプリケーション配信モジュール３４等）と、を備えることを特徴とするアプリケーショ
ン管理システムを提供する。
【００１２】
　第１の特徴に係る発明によれば、アプリケーションの購入者と当該アプリケーションの
使用者とが異なる場合に、当該アプリケーションの管理を行うアプリケーション管理シス
テムが、使用者の属性情報と、使用者が使用する通信端末の情報と、を関連付けた管理情
報を記憶し、対応オペレーティング・システムの異なるアプリケーションをまとめて表示
し、購入者に、まとめて表示された対応オペレーティング・システムの異なるアプリケー
ションの中から前記使用者に使用させたいアプリケーションを任意に選択させ、当該アプ
リケーションのライセンスを購入させ、購入されたライセンスに対応するアプリケーショ
ンを、通信端末の対応オペレーティング・システムに応じて振り分けて配信する。
【００１３】
　第２の特徴に係る発明は、第１の特徴に係る発明であって、前記表示手段による表示と
、前記購入手段による購入とが、前記購入者用のWebページを介して行われることを特徴
とするアプリケーション管理システムを提供する。
【００１４】
　第３の特徴に係る発明は、第１の特徴に係る発明であって、前記表示手段による表示と
、前記購入手段による購入とが、前記購入者用のアプリケーションを介して行われること
を特徴とするアプリケーション管理システムを提供する。
【００１５】
　第４の特徴に係る発明は、第１の特徴に係る発明であって、前記属性情報が変更された
場合に、前記アプリケーション配信手段で配信されたアプリケーションを前記通信端末か
ら削除する削除手段（例えば、アプリケーション変更モジュール３５等）を備えることを
特徴とするアプリケーション管理システムを提供する。
【００１６】
　第５の特徴に係る発明は、第１の特徴に係る発明であって、前記属性情報が変更された
場合に、前記アプリケーション配信手段で配信するアプリケーションを変更するアプリケ
ーション変更手段（例えば、アプリケーション変更モジュール３５等）を備えることを特
徴とするアプリケーション管理システムを提供する。
【００１７】
　第６の特徴に係る発明は、第１の特徴に係る発明であって、前記表示手段は、対応オペ
レーティング・システムの異なるアプリケーションを、オペレーティング・システム毎に
整理して表示することを特徴とするアプリケーション管理システムを提供する。
【００１８】
　第７の特徴に係る発明は、第１の特徴に係る発明であって、前記表示手段は、過去に購
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入されたアプリケーションのライセンス数を表示することを特徴とするアプリケーション
管理システムを提供する。
【００１９】
　第８の特徴に係る発明は、
　アプリケーションの購入者と当該アプリケーションの使用者とが異なる場合に、アプリ
ケーション管理システムが実行するアプリケーション管理方法であって、
　前記使用者の属性情報と、前記使用者が使用する通信端末の情報と、を関連付けた管理
情報を記憶するステップと、
　対応オペレーティング・システムの異なるアプリケーションをまとめて表示するステッ
プと、
　前記購入者に、前記まとめて表示された対応オペレーティング・システムの異なるアプ
リケーションの中から前記使用者に使用させたいアプリケーションを任意に選択させ、当
該アプリケーションのライセンスを購入させるステップと、
　前記購入されたライセンスに対応するアプリケーションを、前記通信端末の対応オペレ
ーティング・システムに応じて振り分けて配信するステップと、
　を備えることを特徴とするアプリケーション管理方法を提供する。
【００２０】
　第９の特徴に係る発明は、アプリケーションの購入者と当該アプリケーションの使用者
とが異なる場合に、アプリケーション管理システムが実行するアプリケーション管理シス
テムに、
　前記使用者の属性情報と、前記使用者が使用する通信端末の情報と、を関連付けた管理
情報を記憶するステップ、
　対応オペレーティング・システムの異なるアプリケーションをまとめて表示するステッ
プ、
　前記購入者が、前記まとめて表示された対応オペレーティング・システムの異なるアプ
リケーションの中から前記使用者に使用させたいアプリケーションを任意に選択して当該
アプリケーションのライセンスを購入するステップ、
　前記購入されたライセンスに対応するアプリケーションを、前記通信端末の対応オペレ
ーティング・システムに応じて振り分けて配信するステップ、を実行させるためのプログ
ラムを提供する。
【００２１】
　本発明によれば、アプリケーションの購入者と使用者が異なり、かつ、異なるオペレー
ティング・システムが利用されている複数の端末に対して、アプリケーションの設定管理
を効率的に行うアプリケーション管理システム、アプリケーション管理方法及びそのプロ
グラムを提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、本発明の好適な実施例であるアプリケーション管理システム１のシステ
ム構成図である。
【図２】図２は、アプリケーション管理サーバ１００及び管理端末１５０のハードウェア
構成とソフトウェアの機能ブロック図である。
【図３】図３は、アプリケーション管理サーバ１００及び管理端末１５０が実行するアプ
リケーション配信処理を示すフローチャートである。
【図４】図４は、アプリケーション管理サーバ１００及び管理端末１５０が実行する属性
情報変更処理を示すフローチャートである。
【図５】図５は、アプリケーション管理サーバ１００が記憶する属性情報のデータテーブ
ルである。
【図６】図６は、アプリケーション管理サーバ１００が記憶する端末情報のデータテーブ
ルである。
【図７】図７は、管理端末１５０が表示するアプリケーション販売サイトの画面イメージ
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図（ホーム画面）である。
【図８】図８は、管理端末１５０が表示するアプリケーション販売サイトの画面イメージ
図（購入ページ）である。
【図９】図９は、使用者の端末５０、６０に表示するライセンス番号通知の画面イメージ
図である。
【図１０】図１０は、管理端末１５０が表示するアプリケーション販売サイトの画面イメ
ージ図（ホーム画面：OS毎）である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図を参照しながら説明する。なお、
これはあくまでも一例であって、本発明の技術的範囲はこれに限られるものではない。
【００２４】
　［システムの構成］
　図１は、本発明の好適な実施形態であるアプリケーション管理システム１の構成図であ
る。アプリケーション管理システム１は、アプリケーション管理サーバ１００、購入者が
使用する管理端末１５０、使用者が使用する通信端末５０a～ｄ、６０ａ、ｂ、通信回線
網５（例えば、公衆回線網であるインターネット網や第４世代通信網（通信世代は一例）
、ＬＴＥなどであってよいし、専用通信回線やＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）又はこれらの組合せであってよい。）から構成される。通信回線網５を介して、
アプリケーション管理サーバ１００、購入者が使用する管理端末１５０、使用者が使用す
る通信端末５０a～ｄ、６０ａ、ｂが通信可能に接続されている。各装置の通信は、図示
したように有線であっても無線であってもよい。
【００２５】
　アプリケーション管理サーバ１００は、通常のデータベースを有するコンピュータ・サ
ーバであってよく、単体のサーバまたは複数のサーバから構成されていてもよい。さらに
、アプリケーション管理サーバ１００は、WEBサーバの機能を有してよい。
【００２６】
　管理端末１５０及び、通信端末５０a～ｄ、６０ａ、ｂは、アプリケーションと呼ばれ
るプログラムが実行可能な情報通信端末であって、ハードウェアとしては、例えば、コン
ピュータ端末、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレット端末、テレビ、
携帯電話、携帯情報端末、電子書籍端末、携帯型音楽プレーヤ、オーディオコンポ、コン
テンツ再生・録画プレーヤ、プリンタ、複合機、無人航空機、ロボット、ウェアラブル端
末、腕時計、ネット機能を備えるカメラ等の情報電化製品であってよい。通信端末５０a
～ｄ、６０ａ、ｂは、以下では、端末の種類を区別しない場合は、通信端末５０と記載す
る。
【００２７】
　管理端末１５０は、通信端末５０で利用するアプリケーションを購入する購入者（管理
者）が使用する端末であって、例えば、企業等の情報管理部の担当者が使用する端末であ
る。一方、通信端末５０は、管理端末１５０によってアプリケーションが設定される端末
である。
【００２８】
　また、本実施例におけるアプリケーションとは、通信端末５０のみで実行されるアプリ
ケーション・プログラムであってよいし、通信端末５０と当該アプリケーションが実行さ
れるサーバと協働で実行されるアプリケーション・プログラムであってもよい。さらに、
アプリケーションは、通信端末５０が単に、ブラウザを提供するのみで、当該アプリケー
ションが実行されるサーバの結果を当該ブラウザで入出力するプログラムであってもよい
。
【００２９】
　［アプリケーション管理サーバ１００、管理端末１５０の構成］
　図２は、アプリケーション管理サーバ１００と通信端末１００ｂのハードウェア構成と
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ソフトウェア機能を説明するためのブロック図である。
【００３０】
　アプリケーション管理サーバ１００は、アプリケーションを販売して、配信する機能を
有するサーバであって、具体的には、アプリケーション販売サイトを提供する。アプリケ
ーション管理サーバ１００は、画像データや情報の制御を行う制御部２０、他のコンピュ
ータとの通信を行う通信部３０、データを記憶する記憶部４０を少なくとも備える。
【００３１】
　制御部２０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＡＭ
（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）等を備える。通信部３０は、他の機器と通信可能にするためのデバイス、例えば
、ＬＡＮの通信回線網に接続して通信を実現するモジュールを備える。記憶部４０は、ア
プリケーション管理サーバ１００で使用する属性情報データテーブル・端末情報データテ
ーブル４５等を記憶する装置であって、ハードディスクや半導体メモリ、記録媒体、メモ
リカード等によるデータのストレージ部を備える。
【００３２】
　アプリケーション管理サーバ１００において、制御部２０が所定のプログラムを読み込
むことで、属性情報と端末情報を関連付ける関連付けモジュール３１を実現し、さらに、
通信部３０と協働して、アプリケーション販売サイトを通信端末５０に送信するアプリケ
ーション販売サイト提供モジュール３２と、購入処理を行う購入処理モジュール３３と、
アプリケーションを通信端末５０に配信するアプリケーション配信モジュール３４と、設
定したアプリケーションの変更を行うアプリケーション変更モジュール３５とを実現する
。
【００３３】
　管理端末１５０は、アプリケーション管理サーバ１００と同様に、画像データや情報の
制御を行う制御部１２０、他の装置や端末との通信を行う通信部１３０、データ等を記憶
する記憶部１６０、データの入力と表示を行う入力表示部１４０を少なくとも備える。
【００３４】
　管理端末１５０において、制御部１２０が所定のプログラムを読み込むことで、入力表
示部１４０と協働で、属性情報・端末情報の入力・変更を受付ける属性情報・端末情報受
付モジュール１４５と、購入者からのアプリケーションの購入を受付ける購入受付表示モ
ジュール１４７を実現する。
【００３５】
　［アプリケーション配信処理］
　図３は、アプリケーション管理サーバ１００と管理端末１５０が実行するアプリケーシ
ョン配信処理のフローチャートである。上述した各ハードウェアと、ソフトウェアモジュ
ールが実行する処理について、本処理に併せて説明する。
【００３６】
　はじめに、管理端末１５０の属性情報・端末情報受付モジュール１４７は、購入者から
属性情報と端末情報の入力を受付ける（ステップＳ１０）。ここで、属性情報とは、通信
端末５０を使用する使用者の情報であって、図５に示すように、属性項目として、性別、
名前、年齢、所属部署、地域等を含むデータであってよい。一方、端末情報とは、通信端
末５０の端末に関する情報であって、図６に示すように、端末の管理番号、端末の対応す
るオペレーティング・システムの名称、端末の型番、端末を管理する地域等を含むデータ
であってよい。入力された各情報は、属性情報データテーブル、端末情報データテーブル
として、アプリケーション管理サーバ１００に記憶される。
【００３７】
　次に、管理端末１５０が、購入者から管理番号の入力を受け、そのデータをアプリケー
ション管理サーバ１００に送信することで、アプリケーション管理サーバ１００が、属性
情報と端末情報を関連付けて記憶する（ステップＳ１１）。すなわち、管理端末１５０か
ら入力された管理番号を受信することで、図５に示すように、属性の名前「Patrick」は
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、端末の管理番号「１２３４５６」の端末を所有し、これが端末情報データテーブルの管
理番号「１２３４５６」と関連付けられる。これにより、名前：「Patrick」は、管理番
号「１２３４５６」の通信端末５０を所有し、その端末は、例えば、オペレーティング・
システムが「ＯＳ－Ａ」であることがわかる。
【００３８】
　次に、購入者が、使用者が使用するアプリケーションの購入が必要となるタイミングで
、管理端末１５０は、購入者の指示に応じて、アプリケーション販売サイトへアクセスす
る（ステップＳ１２）。なお、サイトへのアクセスは、管理端末１５０のアプリケーショ
ンから行われ、後述する購入処理は、このアプリケーションを介して実行されてよい。こ
のアクセスに応じて、アプリケーション管理サーバ１００のアプリケーション販売サイト
提供モジュール３２は、アプリケーション販売サイトのWEBページを管理端末１５０に送
信する（ステップＳ１３）。管理端末１５０の購入受付表示モジュール１４７は、送信さ
れたページを受信して、オペレーティング・システムに依存しないアプリケーションの一
覧（ホーム画面）を表示する（ステップＳ１４）。
【００３９】
　図７の画面イメージ３００は、オペレーティング・システムに依存しないアプリケーシ
ョンの一覧を管理端末１５０に表示したイメージ図である。現在、既存のアプリケーショ
ン販売サイトは、この販売サイトが提供するオペレーティング・システム用のアプリケー
ションしか購入できないが、このような表示によれば、購入者及びアプリケーションの設
定者にとっては、利便性が格段に向上できる。さらに、図１０に示すように、オペレーテ
ィング・システム（ＯＳ－Ａ、ＯＳ－Ｂ）毎に整理して、アプリケーションの一覧を表示
してもよい。
【００４０】
　次に、管理端末１５０の購入受付表示モジュール１４７は、購入者からの入力に応じて
、購入アプリケーションの選択を受付け（ステップＳ１５）、選択を受付けたアプリケー
ションの情報をアプリケーション管理サーバに送信する。これに応じて、アプリケーショ
ン管理サーバ１００の購入処理モジュール３３が、管理端末１５０に購入ページを送信す
る（ステップＳ１６）。管理端末１５０の購入受付表示モジュール１４７は、受信した購
入ページを表示する（ステップＳ１７）。次に、購入受付表示モジュール１４７は、使用
対象（使用者のグループ（この例では、部署））とライセンス数の指定を受付ける（ステ
ップＳ１８）。または、使用者の設定は別画面で設定してもよい。
【００４１】
　図８は、アプリケーションの一つとして「WiFi　TALK」を購入者が選択した場合に、管
理端末１５０に表示された購入ページ３５０の一例である。図に示すように、購入ページ
３５０は、アプリケーションの名称、販売元、内容の説明、通信端末１台あたりの価格が
少なくとも表示される。この場合は、購入者のユーザ情報が「OP株式会社　ITサポート部
　Smith」として、システムにログインしているために、OP株式会社の部署等のデータが
表示され、購入者からの入力を受付ける。すなわち、アプリケーション「WiFi　TALK」を
設定する通信端末５０の属性情報が、管理端末１５０から選択的に入力可能である。図の
場合は、選択ボックス３５３から、「法人営業部第２」が選択され、法人営業部第２の対
象端末が１５台として、合計コスト１９５０円が出力表示される。
【００４２】
　管理端末１５０の購入受付表示モジュール１４７は、購入者からの購入アイコン３５５
の操作に応じて、アプリケーション管理サーバ１００に購入指示を行う（ステップＳ１９
）。アプリケーション管理サーバ１００の購入処理モジュール３３は、選択されたアプリ
ケーションの決済処理を実行する（ステップＳ２０）。
【００４３】
　次に、アプリケーション管理サーバ１００のアプリケーション配信モジュール３４は、
選択されたアプリケーションを各端末に配信するにあたり、オペレーティング・システム
の判定処理を行う（ステップＳ２１）。すなわち、アプリケーション配信モジュール３４
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は、選択されたアプリケーションを各通信端末５０に配信するにあたり、配信対象となる
通信端末５０のグループ（ここでは、法人営業部第２）に属するオペレーティング・シス
テムの種別を、端末情報データテーブルを参照して、判定しておく。
【００４４】
　そして、アプリケーション配信モジュール３４は、判定されたオペレーティング・シス
テムに応じたアプリケーションを各通信端末５０に配信する（ステップＳ２２）。ここで
、アプリケーションの配信は、アプリケーション配信モジュール３４からの指示により、
アプリケーション管理サーバ１００とは別の、アプリケーションを販売するメーカのサー
バからアプリケーションが各通信端末に送信されることで、配信されてもよい。この際に
、アプリケーションを販売するメーカのサーバから当該アプリケーションのライセンス情
報が設定されて、はじめて、このアプリケーションが使用可能となる。
【００４５】
　また、他の実施例として、アプリケーションの配信とは、アプリケーションそのものが
配信されることなく、アプリケーションを販売するメーカのサーバが発行するライセンス
を設定することのみで、アプリケーションが使用可能となることを意味してもよい。この
場合は、例えば、予め通信端末５０で使用可能なブラウザによって、サーバのWEBページ
にアクセスして、ライセンス情報を入力するだけで、アプリケーションが使用可能となる
。この際に、メーカのサーバは、アプリケーション管理サーバ１００の指示に応じて、ア
プリケーション管理サーバ１００から通知されたオペレーティング・システムの判定結果
に基いて、オペレーティング・システムの種類毎に振り分けて、アプリケーションを配信
し、かつ、対応するライセンス番号を発行する。
【００４６】
　また、他の実施例として、アプリケーションとライセンス番号は、メーカのサーバから
アプリケーション管理サーバ１００が、一旦、受信して、アプリケーション管理サーバ１
００から、各通信端末５０にアプリケーションを配信し、ライセンス番号を通知してもよ
い。購入者がアプリケーションのライセンス番号を購入し、使用者の各通信端末５０にア
プリケーションが配信され、その後に使用者がライセンス番号を入力してはじめてアプリ
ケーションが使用できるようにしてもよい。
【００４７】
　例えば、図９に示すように、通信端末５０に、管理端末１５０又はアプリケーション管
理サーバ１００から、新規アプリケーションのライセンス番号を通知するメッセージが送
信される。これに応じて、使用者は、新規アプリWEBページのアイコン３３０を操作して
、WEBページにアクセスして、新規アプリの設定やインストールを行い、新規アプリケー
ションが使用可能となる。
【００４８】
　図４は、アプリケーション管理サーバ１００と管理端末１５０が実行する属性情報変更
処理のフローチャートである。はじめに、管理端末１５０の属性情報・端末情報受付モジ
ュール１４５は、属性情報の変更の入力を受付ける（ステップＳ３０）。属性情報の変更
とは、例えば、通信端末５０を利用する使用者の通信端末５０が変更されたり、使用者の
部署が変更された場合である。属性情報・端末情報受付モジュール１４５は、変更された
属性情報をアプリケーション管理サーバ１００に送信する。
【００４９】
　アプリケーション管理サーバ１００の関連付けモジュール３１は、変更された属性情報
を受信して、属性情報データテーブルを書き換える属性情報変更処理を行う（ステップＳ
３１）。そして、アプリケーション変更モジュール３５が起動して、この属性情報の変更
に伴う、通信端末５０に設定されているアプリケーションの変更の有無を判断する（ステ
ップＳ３２）。アプリケーション変更モジュール３５は、アプリケーションの変更が必要
と判断した場合（ステップＳ３２：「ＹＥＳ」）は、ステップＳ３３に処理を進め、アプ
リケーションの変更が不要と判断した場合（ステップＳ３２：「ＮＯ」）は、処理を終了
する。



(10) JP 6126193 B1 2017.5.10

10

20

30

40

50

【００５０】
　次に、アプリケーション変更モジュール３５は、アプリケーションの変更が必要な場合
に、該当するアプリケーションの削除を行う（ステップＳ３３）。アプリケーションの削
除は、対象となる通信端末５０に、対象となるアプリケーションを削除する指示を送信し
て、通信端末５０のアプリケーションがアンインストールされることである。他の実施例
として、アプリケーションの削除は、設定されたライセンス情報を無効にすることで、ア
プリケーションを使用不可能とすることであってもよい。この削除処理は、例えば、ある
使用者の属性情報が「法人営業部第１」から「総務部」に変更された場合に、所定のアプ
リケーション（例えば、取引先との名刺を管理するアプリケーション）を削除する場合で
ある。
【００５１】
　次に、アプリケーション変更モジュール３５は、属性情報の変更に伴う、不足アプリケ
ーションの有無を判断する（ステップＳ３４）。アプリケーション変更モジュール３５は
、不足アプリケーションがあると判断した場合（ステップＳ３４：「ＹＥＳ」）は、ステ
ップＳ３５に処理を進み、アプリケーション変更モジュール３５は、不足アプリケーショ
ンがないと判断した場合（ステップＳ３４：「ＮＯ」）は、処理を終了する。
【００５２】
　アプリケーション変更モジュール３５は、不足アプリケーションがあった場合は、不足
アプリケーションの購入及び決済を行わなければならないため、管理端末１５０に購入ペ
ージを送信する（ステップＳ３５）。これに応じて、管理端末１５０の購入受付表示モジ
ュール１４７は、購入ページを表示し（ステップＳ３６）、不足分の購入指示をアプリケ
ーション管理サーバ１００に行う（ステップＳ３７）。これに応じて、上述のように、購
入処理モジュール３３が決済処理を行う（ステップＳ３８）。決算処理後、アプリケーシ
ョン管理サーバ１００のアプリケーション配信モジュール３４は、変更のあった通信端末
５０に対して、不足したアプリケーションを配信する（ステップＳ３９）。
【００５３】
　本処理によって、例えば、使用者の属性情報が変更されにもかかわらず、同一の通信端
末５０を使用する場合であっても、その通信端末５０で使用可能なアプリケーションの変
更を容易に行うことが可能である。また、過去に購入したアプリケーションのライセンス
数を管理端末１５０の画面に表示してもよい。この際に、現在、ライセンスの期限が満了
していないもののみを、ライセンス数としてカウントして、表示させるものであってよい
。さらには、使用者の属性情報が変更されたことにより、不使用になるアプリケーション
が生じた場合には、残りの配信可能なアプリケーションのライセンス数を管理端末１５０
の画面に表示してもよい。
【００５４】
　上述した手段、機能は、コンピュータ（ＣＰＵ、情報処理装置、各種端末を含む）が、
所定のプログラムを読み込んで、実行することによって実現される。プログラムは、例え
ば、フレキシブルディスク、ＣＤ（ＣＤ－ＲＯＭなど）、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶ
Ｄ－ＲＡＭなど）、ブルーレイ等のコンピュータ読取可能な記録媒体に記録された形態で
提供される。この場合、コンピュータはその記録媒体からプログラムを読み取って内部記
憶装置又は外部記憶装置に転送し記憶して実行する。また、そのプログラムを、例えば、
磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ハードディスク等の記憶装置（記録媒体）
に予め記録しておき、その記憶装置から通信回線を介してコンピュータに提供するように
してもよい。
【００５５】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述したこれらの実施形態に限
るものではない。また、本発明の実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好
適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の実施形態に記載されたもの
に限定されるものではない。
【符号の説明】
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【００５６】
　１　アプリケーション管理システム、１００　アプリケーション管理サーバ、１００　
通信端末、１５０　管理端末
【要約】　　　（修正有）
【課題】アプリケーションの設定管理を効率的に行うアプリケーション管理システム、ア
プリケーション管理方法及びそのプログラムを提供する。
【解決手段】アプリケーションの購入者とアプリケーションの使用者とが異なる場合に、
アプリケーションの管理を行うアプリケーション管理システム１であって、使用者の属性
情報と、使用者が使用する通信端末の情報と、を関連付けた管理情報を記憶し、対応オペ
レーティング・システムの異なるアプリケーションを管理端末１５０にまとめて表示し、
購入者に、まとめて表示された対応オペレーティング・システムの異なるアプリケーショ
ンの中から使用者に使用させたいアプリケーションを任意に選択させ、アプリケーション
のライセンスを購入させ、購入されたライセンスに対応するアプリケーションを、通信端
末の対応オペレーティング・システムに応じて振り分けて配信する。
【選択図】図２

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【図９】

【図１０】
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