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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
メッセージング・システムにおいて受信者に対するメッセージ・コンテント特性（prop
erty）の指示（indication）を調整する（arranging）ための方法であって、当該メッセ
ージング・システムが、受信者ターミナル、及び、メッセージを受信者ターミナルへ転送
するネットワーク・エレメントを備え、当該方法が、
前記ネットワーク・エレメントによって、前記受信者ターミナルへ送信されるべきメッ
セージに対するデータ・セットのコンテント・クラスを規定し、
情報エレメントが前記コンテント・クラスの指示を含むように、前記ネットワーク・エ
レメントによって、前記受信者ターミナルへのメッセージ内の少なくとも１つの情報エレ
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メントを指定し、そして、
前記メッセージを、前記受信者ターミナルに送信する、
ステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
前記データ・セットのコンテント・クラスが、コンテント発信者（content originator
）から受信されたメッセージにおけるコンテント・クラス指示に基づいて規定されること
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記データ・セットの前記コンテント・クラスが、前記ネットワーク・エレメントによ
って適用された（adapted）前記データ・セットに基づいて規定される、
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ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
上記メッセージはマルチメディア・メッセージであり、上記コンテント・クラスは上記
マルチメディア・メッセージのコンテンツを、当該メッセージが属する最も小さなコンテ
ント・クラスに分類することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
メッセージング・システムにおける受信者のためのメッセージ・コンテント特性の指示
を調整するための方法であって、当該メッセージング・システムが、受信者ターミナル、
及び、メッセージを前記受信者ターミナルへ転送するためのネットワーク・エレメントを
備え、当該転送されるメッセージが、当該メッセージの特性を指定し得、当該方法が、
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前記ネットワーク・エレメントによって受信されたメッセージに基づいて、前記受信者
ターミナルへ送信されるべきメッセージのためのデータ・セットが、エレメントであって
、当該エレメントの使用が制限される当該エレメントを含むか否かを規定し、
エレメントであって、当該エレメントの使用が制限される、１つあるいはそれより多い
当該エレメントを含む前記データ・セットに応じて、前記情報エレメントが、使用制限さ
れたコンテントの指示を含むように、前記ネットワーク・エレメントによって、前記受信
者ターミナルへのメッセージ内の少なくとも１つの情報エレメントを指定し、そして、
前記メッセージを、前記受信者ターミナルに送信する、
ステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項６】
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前記受信者ターミナルによって前記メッセージを受信し、
前記情報エレメントをチェックし、そして、
使用制限を示す前記情報エレメントに応じて、使用が制限されたエレメントに対して１
つあるいはそれより多い更なる動作を開始する、
ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
もし、前記データ・セットが、デジタル権利管理保護されたエレメントを含むならば、
デジタル権利管理保護の指示が前記情報エレメント内で指定されることを特徴とする請求
項５又は６に記載の方法。
【請求項８】
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前記ネットワーク・エレメントがマルチメディア・メッセージング・サービス・リレー
／サーバであり、前記メッセージがマルチメディア・メッセージであり、前記情報エレメ
ントが前記メッセージ内のマルチメディア・メッセージング・サービス・ヘッダとして指
定される、
ことを特徴とする請求項１〜７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
メッセージング・システムのためのネットワーク・エレメントであって、当該ネットワ
ーク・エレメントが、メッセージを受信者ターミナルへ送信するための手段を備え、当該
ネットワーク・エレメントが、
前記受信者ターミナルへ送信されるべきメッセージのためのデータ・セットのコンテン
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ト・クラスを規定するための手段、及び、
情報エレメントが前記コンテント・クラスの指示を含むように、前記受信者ターミナル
へのメッセージ内の少なくとも１つの情報エレメントを指定するための手段、
を備えることを特徴とするネットワーク・エレメント。
【請求項１０】
前記コンテントの発信者から受信されたメッセージにおけるコンテント・クラス指示に
基づいて、前記ネットワーク・エレメントが前記データ・セットの前記コンテント・クラ
スを規定するようにされることを特徴とする請求項９に記載されたネットワーク・エレメ
ント。
【請求項１１】
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前記ネットワーク・エレメントによって適用された前記データ・セットに基づいて、前
記ネットワーク・エレメントが前記データ・セットの前記コンテント・クラスを規定する
ようにされることを特徴とする請求項９又は１０に記載のネットワーク・エレメント。
【請求項１２】
前記ネットワーク・エレメントはマルチメディア・メッセージング・サービス・リレー
／サーバであり、前記メッセージはマルチメディア・メッセージであり、
前記ネットワーク・エレメントは、前記メッセージにおけるマルチメディア・メッセー
ジング・サービス・ヘッダとして前記情報エレメントを指定することを特徴とする請求項
９又は１０に記載のネットワーク・エレメント。
【請求項１３】
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前記メッセージはマルチメディア・メッセージであり、前記コンテント・クラスは前記
マルチメディア・メッセージのコンテントを当該メッセージが属する最も小さいコンテン
ト・クラスに分類することを特徴とする請求項９に記載のネットワーク・エレメント。
【請求項１４】
前記ネットワーク・エレメントは、前記データ・セットを含むメッセージにおいて前記
情報エレメントを指定するように構成されたことを特徴とする請求項９又は１０に記載の
ネットワーク・エレメント。
【請求項１５】
メッセージング・システムのためのネットワーク・エレメントであって、当該ネットワ
ーク・エレメントが、メッセージを受信者ターミナルへ送信するための手段を備え、当該
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ネットワーク・エレメントが、
前記受信者ターミナルに送信されるべきメッセージのためのデータ・セットが、エレメ
ントであって、当該エレメントの利用が制限される当該エレメントを含むか否かを受信さ
れたメッセージに基づいて規定するための手段、及び、
エレメントであって、当該エレメントの使用が制限される１つあるいはそれより多い当
該エレメントを含むデータ・セットに応じて、情報エレメントが使用制限されたコンテン
トの指示を含むように、前記受信者ターミナルへのメッセージ内の少なくとも１つの情報
エレメントを指定するための手段、
を備えることを特徴とするネットワーク・エレメント。
【請求項１６】
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もし、前記データ・セットがデジタル権利管理保護されたエレメントを含むならば、前
記ネットワーク・エレメントが、前記情報エレメント内で、デジタル権利管理保護の指示
を指定するようにされることを特徴とする請求項１５に記載のネットワーク・エレメント
。
【請求項１７】
前記ネットワーク・エレメントが、マルチメディア・メッセージング・サービス・リレ
ー／サーバであり、前記メッセージが、マルチメディア・メッセージであり、そして、
前記ネットワーク・エレメントが、前記情報エレメントを、前記メッセージ内のマルチ
メディア・メッセージング・サービス・ヘッダとして指定するようにされる、
ことを特徴とする請求項１５又は１６のいずれかに記載のネットワーク・エレメント。
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【請求項１８】
前記ネットワーク・エレメントが、前記データ・セットを含むメッセージ内の前記情報
エレメントを指定するようにされることを特徴とする請求項１５又は１６に記載のネット
ワーク・エレメント。
【請求項１９】
メッセージング・システムのためのターミナルであって、当該ターミナルが、メッセー
ジング・ネットワーク・エレメントからメッセージを受信するための手段を含み、当該タ
ーミナルが、
前記受信されたメッセージに含まれる、又は、それによって指示される、データ・セッ
トのコンテント・クラスを示す情報エレメントをチェックするための手段、及び、
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前記コンテント・クラスに従って、前記データ・セットの処理を適用させるための手段
、
を備えることを特徴とするターミナル。
【請求項２０】
前記ターミナルが、前記コンテント・クラスが前記ターミナルでサポートされるか否か
をチェックするようにされ、そして、
もし前記コンテント・クラスがサポートされるならば、前記ターミナルが、前記データ
・セットの更なる使用を調整する（arrange）ようにされる、
ことを特徴とする請求項１９に記載のターミナル。
【請求項２１】
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前記メッセージはマルチメディア・メッセージであり、
前記ターミナルは、前記受信されたメッセージのマルチメディア・メッセージング・サ
ービス・ヘッダにおける情報エレメントをチェックするように構成されたことを特徴とす
る請求項１９に記載のターミナル。
【請求項２２】
前記メッセージはマルチメディア・メッセージであり、前記コンテント・クラスは、前
記マルチメディア・メッセージのコンテントを当該メッセージが属する最も小さなコンテ
ント・クラスに分類することを特徴とする請求項１９に記載のターミナル。
【請求項２３】
メッセージング・システムのためのターミナルであって、当該ターミナルが、メッセー
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ジング・ネットワーク・エレメントからメッセージを受信するための手段、及び、使用制
限されたデータを処理するための手段、を備え、当該ターミナルが、
前記受信されたメッセージ内の情報エレメントをチェックするための手段であって、当
該情報エレメントが、前記受信されたメッセージに含まれる又は前記メッセージによって
指示される少なくとも１つのコンテント・エレメントの使用が制限されることを示すもの
であり、前記情報エレメントは前記ネットワーク・エレメントによって前記ネットワーク
・エレメントによって受信されたメッセージに基づいて指定されるものであり、そして、
データ保護を示す前記情報エレメントに応じて、前記制限されたコンテント・エレメン
トに、１つあるいはそれより多い更なる動作を適用させるための手段、
を備えることを特徴とするターミナル。
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【請求項２４】
前記使用制限を示す前記情報エレメントに応じて、前記ターミナルが、前記制限された
コンテント・エレメントの処理を開始するようにされることを特徴とする請求項２３に記
載のターミナル。
【請求項２５】
前記ターミナルが、デジタル権利管理保護の前記指示を検知するようにされ、そして、
前記指示に基づいて、前記ターミナルが、ＤＲＭ保護されたコンテント・エレメントの
ためのデジタル権利管理アクティビティを開始するようにされる、
ことを特徴とする請求項２３又は２４に記載のターミナル。
【請求項２６】
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前記メッセージが、マルチメディアであり、そして、
前記ターミナルが、前記受信されたメッセージのマルチメディア・メッセージング・サ
ービス・ヘッダ内の前記情報エレメントをチェックするようにされる、
ことを特徴とする請求項２３又は２４に記載のターミナル。
【請求項２７】
メッセージング・ネットワーク・エレメントからメッセージを受信者ターミナルにより
受信し、
前記受信されたメッセージに含まれる又は前記メッセージにおいて指示されるデータ・
セットのコンテント・クラスを指示する情報エレメントをチェックし、
前記コンテント・クラスに従って、前記データ・セットの処理を適用させる、

50

(5)

JP 4695147 B2 2011.6.8

ステップを備えることを特徴とする方法。
【請求項２８】
前記受信者ターミナルは前記コンテント・クラスをサポートするか否かを、前記受信者
ターミナルにおいてチェックし、
前記受信者ターミナルが前記コンテント・クラスをサポートしない場合には、前記デー
タ・セットのうちの少なくとも一部を適用させるステップを更に含む請求項２７に記載の
方法。
【請求項２９】
中間メッセージング・ネットワーク・エレメントからメッセージを受信者ターミナルに
よって受信するステップと、
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前記受信されたメッセージの情報エレメントをチェックするステップであって、前記情
報エレメントは、前記受信されたメッセージに含まれる又は前記メッセージにおいて指示
される前記少なくとも一つのコンテント・エレメントの使用が制限されることを示し、前
記情報エレメントは前記ネットワーク・エレメントによって受信されるメッセージに基づ
いて前記ネットワーク・エレメントによって指定される情報エレメントである、ステップ
と、
使用制限を示す前記情報エレメントに応じて、前記制限されたコンテント・エレメント
に、１つまたはそれより多い更なる動作を適用させるステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項３０】
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デジタル権利管理保護の指示は検出され、
デジタル権利管理保護されたコンテント・エレメントのためのデジタル権利管理アクテ
ィビティが前記指示に基づいて開始されることを特徴とする請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
前記メッセージはマルチメディア・メッセージであり、
前記受信されたメッセージのマルチメディア・メッセージング・サービス・ヘッダにお
ける情報エレメントをチェックすることを特徴とする請求項２９又は３０に記載の方法。
【請求項３２】
モバイル・ターミナルを制御するためのコンピュータ・プログラムを格納するコンピュ
ータ読取り可能な媒体であって、当該コンピュータ・プログラムが、
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受信されたメッセージに含まれる、又は、その中に指示される、データ・セットのコン
テント・クラスを示す情報エレメントをチェックするためのコード、及び、
前記コンテント・クラスに従って、前記データ・セットの処理を適用させるためのコー
ド、
を含むことを特徴とする記録媒体。
【請求項３３】
前記コンピュータ・プログラムが、
前記コンテント・クラスが、前記モバイル・ターミナルでサポートされるか否かをチェ
ックするためのコード、及び、
前記コンテント・クラスがサポートされる場合に、前記データ・セットの更なる使用を
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調整(arranging)するためのコード、
を含む、請求項３２に記載のコンピュータ読取り可能な記録媒体。
【請求項３４】
モバイル・ターミナルを制御するためのコンピュータ・プログラムを格納するコンピュ
ータ読取り可能な媒体であって、当該コンピュータ・プログラムが、
使用制限されたデータを処理するためのコード、
受信されたメッセージ内の情報エレメントをチェックするためのコードであって、当該
情報エレメントが、当該受信されたメッセージに含まれる、又は、その中に指示される、
少なくとも１つのコンテント・エレメントの使用が制限されることを示すものであり、前
記情報エレメントは前記ネットワーク・エレメントによって受信されたメッセージに基づ
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いて前記ネットワーク・エレメントによって指定される情報エレメントであり、及び、
データ保護を示す前記情報エレメントに応じて、前記制限されたコンテント・エレメン
トに、１つあるいはそれより多い更なる動作を適応させるためのコード、
を含むことを特徴とする記録媒体。
【請求項３５】
前記コンピュータ・プログラムが、
使用制限を示す前記情報エレメントに応じて、前記制限されたコンテント・エレメント
の処理を開始させるためのコードを含む、
請求項３４に記載のコンピュータ読取り可能な記録媒体。
【請求項３６】
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モバイル・マルチメディア・メッセージング・システムにおける受信者のためのメッセ
ージ・コンテント特性の指示を調整(arranging)するための方法であって、当該メッセー
ジング・システムが、マルチメディア・メッセージング・ユーザ・エージェント、及び、
メッセージを前記ユーザ・エージェントに転送するためのマルチメディア・メッセージン
グ・リレー／サーバを備え、当該方法が、
前記マルチメディア・メッセージング・リレー／サーバによって、前記ユーザ・エージ
ェントに送信されるべきマルチメディア・メッセージのコンテント・クラスを規定し、
前記マルチメディア・メッセージング・リレー／サーバによって、ユーザ・エージェン
トへの通知メッセージ又はマルチメディア・メッセージの中の、少なくとも１つの情報エ
レメントを指定することによって、当該情報エレメントが、前記コンテント・クラスの値
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を含むようにし、そして、
マルチメディア・メッセージ通知メッセージ、又は、前記マルチメディア・メッセージ
を、前記ユーザ・エージェントに送信する、
ステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項３７】
モバイル・マルチメディア・メッセージング・システムにおける受信者のためのメッセ
ージ・コンテント特性の指示を調整(arranging)するための方法であって、当該メッセー
ジング・システムが、メッセージをユーザ・エージェントに転送するためのマルチメディ
ア・メッセージング・ユーザ・エージェント及びマルチメディア・メッセージング・リレ
ー／サーバを備え、当該方法が、
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前記マルチメディア・メッセージング・リレー／サーバによって、デジタル権利管理保
護されたコンテントが、前記ユーザ・エージェントに送信されるべきか否かを規定し、
前記マルチメディア・メッセージング・リレー／サーバによって、前記ユーザ・エージ
ェントへの通知メッセージ又はマルチメディア・メッセージの中の少なくとも１つの情報
をエレメントを指定して、デジタル権利管理保護されたコンテントが、前記ユーザ・エー
ジェントに送信されるべきことを検知することに応じて、前記情報エレメントがデジタル
権利管理コンテントの指示を含むようにし、そして、
前記通知メッセージ、又は、前記マルチメディア・メッセージを、前記ユーザ・エージ
ェントに送信する、
ステップを含むことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、受信者装置に、メッセージ・コンテント・プロパティを知らせることに関連
する。
【背景技術】
【０００２】
ショート・メッセージ・サービスは、今日、非常にポピュラーである。テキスト・ベー
スのショート・メッセージ以外にも、マルチメディア・データを送信するための手段も必
要とされる。マルチメディア・メッセージング・サービス（ＭＭＳ）は、ビデオ、オーデ
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ィオ、及び、イメージのような、種々のコンテント・タイプを持つメッセージを転送する
ために開発されてきたサービスである。３ＧＰＰ（３番目の世代のパートナーシップ・プ
ロジェクト）仕様ＴＳ23.140ｖ.6.7.0「マルチメディア・メッセージング・サービス（Ｍ
ＭＳ）；機能的記述；ステージ２」2004年9月は、ＭＭＳの基本的機能を説明する。
【０００３】
マルチメディア・メセージング・サービスは、異なったネットワーク・タイプを含む環
境でアレンジされ得る。３ＧＰＰ

ＭＭＳ環境（environment）は、２Ｇ及び３Ｇネット

ワークを含み得、マルチメディア・メッセージングのために必要な、全てのサービス・エ
レメント（配送、格納、及び、通知、の機能性のようなもの）を提供する。ＭＭＳリレー
／サーバは、入来及び出力メッセージの格納及びハンドリングのため、及び、異なったメ

10

ッセージング・システムの間のメッセージの転送のための責任を持つ。ＭＭＳユーザ・エ
ージェントは、マルチメディア・メッセージを送信している又は受信しているモバイル・
ターミナルに存在（resides）する。ＭＭＳユーザ・エージェントは、ユーザに、マルチ
メディア・メッセージ（ＭＭ）を、観察し、作成（compose）し、ハンドルする能力を提
供するアプリケーション・レイヤ・ファンクションである。
【０００４】
マルチメディア・コンテント・タイプは、ＭＭＳによって送信され得る。ＭＭは、メッセ
ージのコンテント・タイプ（例えば、jpegフォーマットのイメージが送信される場合にお
ける

jpeg

）を記述する。発信者（originator）のユーザ・エージェントは、ＭＭの、

ＭＩＭＥ（マルチ・パーパス・インターネット・メール・エクステンション）コンテント
・タイプの識別子を、ＭＭ

20

ＰＤＵ（パケット・データ・ユニット）に追加する。ＭＩＭ

Ｅコンテント・タイプの識別子は、中間ＭＭＳリレー／サーバによって、受信者ユーザ・
エージェントに送信される。
【０００５】
３ＧＰＰ

ＭＭＳは、コンテント適応（adaptation）をもサポートする。いくつかのコ

ンテント・クラスが、ＯＭＡ（オープン・モバイル・アライアンス）仕様「ＭＭＳ

コン

フォーマンス文書1.2」候補バージョン2004年7月27日、で指定されている。テーブル１に
示されるコンテント・クラスは、コンテント・カテゴリー分類（categorization）を規定
する。各コンテント・クラスは、特定の要求（コンテント・クラスをサポートするために
、ユーザ・エージェントが、サポートしなければならないもの）を規定する。もし、ＭＭ

30

のコンテントが、コンテント・クラスの要求と一致するならば、コンテント・クラスの１
つの識別子は、発信者ユーザ・エージェントからのＭＭに含まれ得る。ＤＲＭ（デジタル
権利管理）保護の存在の指示のような他のコンテント情報と共に、このコンテント・クラ
ス識別子は、発信者ＭＭＳユーザ・エージェントによって、ＭＭＳリレー／サーバに提供
され得る。ＭＭＳリレー／サーバは、適応（adaptation）が必要か否かを識別するための
、このコンテント・クラス情報を使用し得る。受信者ＭＭＳユーザ・エージェント・プロ
パティ及び受信されたコンテント・クラスに基づいて、（受信者）ＭＭＳリレー／サーバ
は、適応が要求されるか否かを規定（define）し得る。
【０００６】
もし、受信者・ターミナルが、（コンテント・タイプの他に）受信されたＭＭのコンテ

40

ントの詳細を得ることを希望するならば、それは、コンテントの分析（即ち、ＭＭの本体
部分の分析）を実行する必要がある。これは、非常に複雑な工程であり得、時間と処理リ
ソースを必要とする。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明の目的は、強化されたコンテント・プロパティ情報ソリューションを提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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本発明の目的は、独立項で述べられることによって特徴付けられる、方法、ネットワー
ク・エレメント、及び、モバイル・ターミナルによって実現される。本発明のいくつかの
実施例は、従属項に開示される。
【０００９】
本発明の特徴によれば、受信者装置（recipient device）に送信されるべきメッセージ
のためのデータ・セットのコンテント・クラスが規定される。メッセージを、受信者装置
に送信するネットワーク・エレメントは、受信者ターミナルへのメッセージ内の少なくと
も１つの情報エレメントを指定する（specifies）ことによって、情報エレメントが、コ
ンテント・クラスの指示（indication）を含むようにする。メッセージは、受信者装置に
10

送信される。
【００１０】
本発明の他の特徴によれば、メッセージを、受信者装置（device）に転送するネットワ
ーク・エレメントは、受信者装置に送信されるべきメッセージに対するデータ・セットが
、エレメント（その使用が制限されているもの）を含むか否かを規定し得る。ネットワー
ク・エレメントは、受信者ターミナルへのメッセージ内の少なくとも１つの情報エレメン
トを指定（specifies）して、情報エレメントが、１つあるいはそれより多いエレメント
（その使用が制限されているもの）を含むデータ・セットに応じて、使用が制限されたコ
ンテントの指示（indication）を含むようにする。メッセージは、次に、受信者装置に送
信される。

20

【００１１】
用語「データ・セット」は、一般的に、受信者へのメッセージングによって送信される
ことが可能な、如何なる種類の情報の組をも意味し、マルチプルのメディア・タイプを含
み得る。用語「コンテント・クラス」は、一般的に、３ＧＰＰ

ＭＭＳに対して指定され

るコンテント・クラスに制限されること無しに、データ・セットが満たす１つあるいはそ
れより多い要求（requirements）に関連する情報を意味する。データ・セットのコンテン
ト・クラスの規定、又は、データ・セットにおける使用制限のアプリケーションの規定は
、一般的に、コンテント・クラスのどの情報が得られ得るかに基づく、又は、使用制限の
アプリケーションが得られ得るかに基づく、如何なる種類のアクティビティをも意味する
ことが理解されるべきことにも留意されるべきである。同様に、コンテント・クラスの指
示を含む情報エレメント、又は、使用制限されたコンテントの指示を含む情報エレメント
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、の仕様（specification）は、一般的に、受信者装置に送信されるべきメッセージに対
するこの情報を生成する、如何なる種類のアクティビティをも意味すると理解されるべき
である。例えば、この情報は、受信されたメッセージ内に指され得、情報は単に、送信さ
れるべきメッセージにコピーされ得る。
【００１２】
本発明のこの特徴の有利な点は、コンテント・タイプの指示（indication）、及び／又
は、使用権が制御されたコンテントの指示が、受信者ターミナルに配送され得ることであ
る。受信者ターミナルは、当該指示に基づいて、容易に、コンテント・クラス（受信され
たコンテントがこれに属する）、及び／又は、コンテントの使用が制限されるか否か、を
検知し得る。これは、多くのモバイル電話のような、比較的小さなメモリ／処理リソース

40

しか持たない装置にとって重要である。更に、受信されたメッセージの、より少ない処理
しか必要とされないので、より少ないバッテリー・リソースしか消費されない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
以下において、添付の図面を参照したいくつかの実施例によって、本発明のいくつかの
特徴がより詳細に説明される。
【００１４】
本発明のいくつかの実施例が、３ＧＰＰマルチメディア・メッセージング・サービス（
ＭＭＳ）をサポートする、以下のシステムで説明される。しかし、本発明のアプリケーシ
ョンは、そのようなシステムに限定されないことに留意頂きたい。
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【００１５】
図１は、ＭＭＳ環境における階層的（architectural）エレメントの例を示す。モバイ
ル・ターミナル10は、ユーザ・ターミナル10においてＭＭＳ関連の機能を処理するＭＭＳ
ユーザ・エージェント11を含む。モバイル電話、トランシーバを備えたラップトップ・コ
ンピュータ、又は、ＰＤＡ（パーソナル・デジタル・アシスタント）装置が、ターミナル
10として機能し得る。ＭＭＳエージェント11は、ターミナル10に接続された外部装置に常
駐し得ることに留意すべきである。ＭＭＳエージェント11は、ＭＭ配送（delivery）を開
始することによってマルチメディア・メッセージを検索し、ＭＭＳサーバ／リレー・エレ
メントとターミナル能力（capabilities）をネゴシエートするようにされる。したがって
、ＭＭＳエージェント11は、少なくとも、マルチメディア・メッセージを受信する能力を

10

持つ必要がある。ＭＭＳエージェント11は、更に、例えば、マルチメディア・メッセージ
を作成し、マルチメディア・メｓッセージをＭＭＳサーバ／リレー・エレメント20に送信
（submit）し、マルチメディア・メッセージを提示し、そして、ユーザに対してマルチメ
ディア・メッセージの通知（notification）を提示するようにされ得る。ターミナル10は
、モバイル・ネットワーク30と通信するためのトランシーバを備える。例えば、モバイル
・ネットワーク30は、ＧＳＭサービスをサポートするネットワーク、ＧＰＲＳ（ゼネラル
・パケット・ラディオ・サービス）サービスをサポートするネットワーク、３ＧＰＰのネ
ットワーク仕様によるネットワークのような第３世代モバイル・ネットワーク、又は、複
数の通信技術をサポートするネットワーク、であり得る。３ＧＰＰコンプライアントなモ
バイル・ターミナルの場合には、ターミナル10は、ユーザ装置（ＵＥ：user equipment）

20

、又は、モバイル・ステーション（ＭＳ）とも呼ばれ得る。
【００１６】
ＭＭＳサーバ21、及び、ＭＭＳリレー22機能性を備えるネットワーク・エレメント20は
、モバイル・ネットワーク30に接続される。或いは、代替的実施例では、ネットワーク・
エレメント20は、モバイル・ネットワーク30の、いくつかのネットワーク・エレメント内
に含まれる。ＭＭＳリレー／サーバ21,22は、単一のロジカル・エレメントであり得、又
は、多分、別個の装置（devoices）に駐在するＭＭＳリレーとＭＭＳサーバ・エレメント
に分離され得る。ＭＭＳリレー／サーバ・エレメント20は、以下の機能性を提供する：
マルチメディア・メッセージを受信し、送信すること；メッセージをマルチメディア・メ
ッセージ・フォーマットに変換（例えば、ファクシミリからＭＭへの）すること；マルチ
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メディア・メッセージを、他のメッセージ・フォーマットに変換すること；メッセージ・
コンテント検索；ＭＭＳユーザ・エージェント11へのマルチメディア・メッセージ通知；
配送レポートの生成；マルチメディア・メッセージ及びリード・リプライ・レポート（re
ad‑reply reports）のルーティング；アドレス変換（translation）；マルチメディア・
メッセージの一時的格納；及び、デジタル権利管理（ＤＲＭ）機能性。ＭＭＳリレー／サ
ーバ・エレメント20は、課金データ・レコード（ＣＤＲ）の生成、ターミナル能力（capa
bilities）のネゴシエーション、または、受信者ターミナル10の能力に基づくメディア・
タイプ／メディア・フォーマット変換、のような追加的な機能性を提供し得る。ＭＭＳサ
ーバ／リレー・エレメント20は、インターネット50及び他のモバイル・ネットワーク30の
ような他のネットワークに接続され得る。ＭＭＳ環境は、例えば、マルチメディア・メッ

40

セージの一時的記憶のためのメッセージ記憶部、及び、ユーザ特有のデータを含むユーザ
・データベースのような、特定のデータ記憶部（storage）40をも備え得る。そのような
ユーザ・データベースの１つは、３ＧＰＰモバイル・システムのホーム・ロケーション・
レジストリ（ＨＬＲ）である。ＭＭＳサーバ／リレー・エレメント20は、例えば、ＭＭＳ
バリュー・アッデッド・サービス（ＶＡＳ）アプリケーションのような、他の装置（devi
ces）及び機能（function）にも接続され得る。ＩＰネットワーク50は、例えば、ローミ
ングＭＭＳユーザ・エージェント11、又は、ワイヤド電子メール・クライアントと通信す
るために使用され得る。図１には示されないが、ＭＭＳシステムは、マルチメディア・メ
ッセージを転送するためのＭＭＳプロキシ・リレーを含み得る。既に指定されている、Ｍ
ＭＳ環境、及び、ユーザ・エージェント11とＭＭＳサーバ／リレー・エレメントにおける
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ＭＭＳ機能についての、より細かい詳細については、３ＧＰＰ仕様ＴＳ

23.140ｖ.6.7.0

「マルチメディア・メッセージング・サービス（ＭＭＳ）；機能記述；ステージ２」2004
年９月、特にその５‑７章、に対して参照が為される。
【００１７】
モバイル・ターミナル10及びＭＭＳサーバ／リレー・エレメント20は、メモリ、データ
転送を手配（arranging）するためのトランシーバ、及び、１つあるいはそれより多いプ
ロセッサを含む処理ユニット、を備える。処理ユニットで実行されるコンピュータ・プロ
グラム・コードは、これらの装置10,20に、コンテント・プロパティの使用を手配（arran
ging）することに関連する発明的機能を提供するための手段を実行させるために使用され
得る（なお、発明的機能のいくつかの実施例が、図２から６との関係で、以下で説明され

10

ている）。１つの実施例において、修正されたＭＭＳユーザ・エージェント11及び修正さ
れたＭＭＳサーバ21、及び／又は、リレー22が、後述の発明的（inventive）機能の少な
くともいくつかを実行する。修正は、ＭＭＳユーザ・エージェント11及びＭＭＳサーバ21
、及び／又は、リレー22を実装するためのソフトウェアにおける、特定のプログラム・コ
ード部分によって実行され得る。しかし、本発明の機能は、いくつかの他の主体（entity
）によって実行され得ることに留意されるべきである。
【００１８】
チップ・ユニット、又は、装置10、及び／又は、20を制御するための、いくつかの他の
タイプのモジュールは、１つの実施例においては、この装置10、及び／又は、20に、発明
的機能を実行させ得る。このモジュールは、装置10、及び／又は、20の一部を形成し得、

20

リムーバブル（即ち、それは、他のユニット又は装置内に挿入され得る）であり得る。コ
ンピュータ・プログラム・コードは、ネットワークを介して受信され得。又は、例えばデ
ィスク、ＣＤ−ＲＯＭディスク、又は、他の外部メモリ手段のような、メモリ手段内に格
納され得、これらのメモリ手段から、コンピュータ・プログラム・コードが、データ処理
装置100,200のメモリ内にロードされ得る。コンピュータ・プログラムは、例えばＴＣＰ
／ＩＰプロトコル・スタックを用いることによって、ネットワークを通じてもロードされ
得る。ハードウェアソリューション、又は、ハードウェアとソフトウェアソリューション
の組合せもまた、発明的な機能を実現するために使用され得る。
【００１９】
図２は、コンテント・クラスの利用に関連する本発明の実施例による方法を示す。図２

30

に示される方法は、マルチメディア・メッセージを受信者ＭＭＳエージェント11に送信し
ている（受信者）ＭＭＳサーバ／リレー・エレメント20における本発明の実施例において
、メッセージを受信者に転送する中間（intermediate）エレメント内で適用され得る。コ
ンテント・クラスは、コンテント・クラスに属し、若しくは、それと関連付けさせるため
に（マルチメディア・メッセージのコンテントの少なくとも一部を形成している）データ
・セットが達成（fulfill）すべき、１つあるいはそれより多い要求（requirements）と
関連付けされる。コンテント・クラスの所定の（predetermined）グループが、システム
内で指定されて、少なくとも転送されたマルチメディア・メッセージの殆どが、いくつか
のコンテント・クラスに属することになるようにされる。ステップ201において、メッセ
ージが受信される。メッセージは、マルチメディア・メッセージ、又は、他のタイプのメ

40

ッセージ（そのコンテントが、マルチメディア・メッセージとして、受信者ターミナル10
に転送されるべきもの）であり得る。メッセージは、発信者ＭＭＳユーザ・エージェント
（11）から、メッセージの発信者が他のＭＭＳサーバ／リレー・エレメント20の領域に常
駐する場合に他の（発信者）ＭＭＳサーバ／リレー・エレメント（20）から、又は、ＭＭ
Ｓ環境の外部に存在し得る他のコンテント・プロバイダから、受信され得る。メッセージ
のコンテントのコンテント・クラスは、ステップ202で規定される。代替的な実施例にお
いて、ステップ201で受信されたメッセージのコンテントのいくつかだけのコンテント・
クラスが、ステップ202で規定され得ることに留意すべきである。受信されたメッセージ
内のコンテント・クラス指示（indication）に基づいて、コンテント・クラスがステップ
202で規定され得る。このようにして、ＭＭＳリレー／サーバ・エレメント20は、ステッ
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プ202においてコンテント・クラスを規定するために、コンテント・クラスを示す情報エ
レメントをチェックするようにされ得る。或いは、コンテント・クラスは、コンテントの
分析に基づいて、又は、コンテントへの修正に基づいて、202で規定される。１つの例に
おいて、ＭＭＳサーバ／リレー・エレメント20は、受信されたメッセージのコンテントの
適応（adaptation）を実行し得、適応されたコンテントに対して適切なコンテント・クラ
スを指定する。
【００２０】
コンテント・クラスの指示（indication）は、受信者ターミナル10に送信されるべきメ
ッセージにおいて、ステップ203で指定（specified）される。このステップは、ステップ
201で受信されたメッセージのコンテンツを含むＭＭＳ

ＰＤＵの形成の一部であり得る

10

。１つの実施例において、コンテント・クラスの指示を備える特定のヘッダが、ステップ
203においてＰＤＵに加えられる。メッセージの準備の後に、メッセージは、受信者装置
に（本実施例においては、ＭＭＳエージェント11を備えるターミナル10に）送信され得る
。送信には、例えば、ＭＭＳサーバ／リレー・エレメント20からの受信されたメッセージ
の通知の後に、受信者ターミナル10からの特定の要求（request）が必要とされ得ること
に留意すべきである。
【００２１】
図３は、図２と同じ側面、即ちコンテント・クラスの利用、に関連する実施例を説明す
る。図３に示される方法は、受信者装置に（本実施例では、ＭＭＳエージェント11を備え
るターミナル10に）適用され得る。ステップ301において、マルチメディア・メッセージ

20

が受信される。受信されたマルチメディア・メッセージのコンテント・クラスが、302で
チェックされる。１つの実施例において、コンテント・クラスは、マルチメディア・メッ
セージに関連する少なくとも１つのコンテント・クラスを示す特定のＭＭＳヘッダのコン
テンツをチェックすることによって規定される。
【００２２】
受信者装置10は、メッセージ・コンテントの処理を、ステップ302で規定されたコンテ
ント・クラスに従って適応させるようにされ得る。この処理は、例えば、コンテントの格
納、コンテントの提示、又は、コンテントの修正のような、メッセージ・コンテントに関
連する、１つあるいはそれより多い更なるアクションをカバーするように広義に理解され
るべきである。従って、メッセージで示されたコンテント・クラスは、メッセージ・コン

30

テントについての更なるアクションに対して影響（impact）を持ち得る。図３の実施例に
おいては、メッセージ・コンテントの処理は、コンテント・クラスのサポートのためのチ
ェックに基づいて適応される（adapted）。
【００２３】
ステップ303において、ターミナル10は、コンテント・クラスがサポートされているか
否かをチェックする。１つの実施例において、このステップ303は、ステップ302で規定さ
れたコンテント・クラスを、ターミナル10によってサポートされたものとして指定された
所定のコンテント・クラスと比較することによって実行される。所定の、サポートされた
コンテント・クラスは、ターミナル10の特性（properties）（例えば、スクリーン特性、
及び、ターミナル10においてサポートされたアプリケーション）に基づいて指定されたも

40

のであり得、例えば、特定のターミナル能力（capability）ファイルに格納され得る。も
し、受信されたメッセージのコンテント・クラスがサポートされるならば、ターミナル10
において、メッセージは適切なものとして更に使用され（304）得る。一般的に、メッセ
ージのコンテントは、提示され、格納される。
【００２４】
１つの実施例において、メディア・オブジェクトの提示が、検知されたコンテント・ク
ラスに基づいて準備され得る（例えば、ステップ304において）、即ち、コンテントの提
示の前に、検知されたコンテント・クラスに基づく早期の処理が呼び出され得る。例えば
、メッセージ（そのコンテント・クラスが、ビデオに対するコンテント・クラスを示す）
に対してビデオ・プレイヤーが呼び出される一方、テキスト・コンテント・クラスを示す
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メッセージに対しては、メディア・プレイヤーは必要とされない。
【００２５】
他の実施例において、ターミナル10は、識別されたコンテント・クラスに従ってメッセ
ージ・コンテントを格納するようにされる。ここで、ターミナル10内に、コンテント・ク
ラス特有の格納位置が存在し得る。例えば、イメージ（images）に対するコンテント・ク
ラスを伴った受信されたＭＭのコンテンツは、イメージに対する特定のホルダ内に格納さ
れる。メッセージ・コンテントも、更に修正され得る。
【００２６】
もし、コンテント・クラスが、サポートされていないならば、本発明の実施例において
は、ターミナル10は、コンテントの適応（adaptation）が、利用可能か否かを判断305す

10

るようにされる。コンテントが、受信者ターミナル10で提示可能なように、受信されたメ
ッセージのコンテントを変更するために適応（adaptation）が使用され得る。もし、適応
が全く利用不可能ならば、メッセージ・コンテントは、破棄されるか、又は、コンテント
のいくつかが使用され得る。メッセージのコンテントを、そのようなものとして提示する
ことは可能ではないが、ステップ307においてメッセージが格納されうることに留意すべ
きである。もし適切な適応が利用可能ならば、提示フォーマット、又は、受信者ターミナ
ル10によってサポートされるクラスへのコンテント適応が、ステップ306で実行され得る
。
【００２７】
図４及び図５は、本発明の他の側面、即ち、受信者へのメッセージにおけるＤＲＭ保護

20

の指示（indication）を示す。図４は、ＭＭＳサーバ／リレー・エレメント20のような中
間装置（intermediate device）で適用され得る機能を示す。ステップ401において、マル
チメディア・メッセージ又は他のタイプのメッセージ（受信者へのマルチメディア・メッ
セージとして送信されるべきもの）が受信される。メッセージ・コンテントの何らかの部
分に対してＤＲＭ保護が適用されるか否かを規定するために、メッセージのコンテントが
ステップ402でチェックされ得る。この目的のために、ステップ402で、受信されたメッセ
ージの本文（body）部分が分析され得る。代替的な実施例において、メッセージ・コンテ
ントの少なくとも一部が、ＤＲＭ保護されているか否かを規定するために、ＤＲＭ保護の
存在を示す受信されたメッセージ内の特定のヘッダ又は他のタイプの情報エレメントが、
ステップ402でチェックされる。もし、チェック402、403に基づいてＤＲＭ保護が適用さ

30

れるならば、ステップ406で、受信者ターミナル10に送信されるべきマルチメディア・メ
ッセージ内において、ＤＲＭ保護の指示が特定される（specified）。１つの実施例にお
いて、ＤＲＭ保護の指示を備える特定のヘッダが、受信されたメッセージのコンテントを
含むＭＭＳ

ＰＤＵ内に付加される。或いは、もし、ＤＲＭ保護が、受信されたメッセー

ジのコンテント内で適用されないならば、受信者に対するマルチメディア・メッセージは
、ＤＲＭ保護の指示（indication）無しに準備404され得る。代替的な実施例において、
メッセージは、それが特定的に（specifically）、メッセージ・コンテント内でＤＲＭ保
護が適用されないことを示すように、ステップ404で準備される。ステップ404又は4063の
後に、メッセージは、受信者ターミナル10に送信され407得る。
【００２８】

40

図５は、本実施例においてはＭＭＳエージェント11を備えるターミナル10内にある、受
信者装置で適用され得る機能を示す。ステップ501において、ナルチメディア・メッセー
ジが受信される。受信者ターミナル10は、ステップ502において、メッセージが、ＤＲＭ
保護の指示（indication）を含むか否かをチェックするようにされる。同様に、図３及び
ステップ302との関連で既に説明されたように、受信者ターミナル10へのこのコンテント
特性（property）の指示をアレンジすること（arranging）に対する代替的な実施例が存
在する。１つの実施例において、ステップ502で、マルチメディア・メセージの特定のヘ
ッダがチェックされる。
【００２９】
ステップ502,503に基づいて、ターミナル10は、データ保護を示す情報エレメントに応
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じて、受信されたメッセージのコンテント又はその一部へ１つあるいはそれより多い更な
るアクションを適応させる（adapt）ようにされ得る。もし、チェック502、503、に基づ
いて（on the basis of）ＤＲＭ保護が適用されるならば、ステップ504でＤＲＭアクティ
ビティが開始され得る。例えば、ＭＭＳエージェント11は、受信されたメッセージのＤＲ
Ｍ保護されたコンテントを取り扱う（handling）ために、ターミナル10においてＤＲＭク
ライアントを呼び出し得る。ＤＲＭクライアントは、次に、例えば、ＤＲＭ保護されたコ
ンテントをエンコード、デコード、及び／又は、格納し得る。ＤＲＭ機能、及び、これら
の機能によって提供される利用可能な使用制限についての更なる詳細については、ＯＭＡ
ＤＲＭ仕様への参照が為される。従って、受信者ターミナル10は、ＤＲＭ工程を開始さ
せることによって、メッセージ・コンテントの少なくともいくつかの更なる処理を適応さ

10

せるようにされ得る。１つのシナリオにおいて、メッセージは、外部ライセンシング・サ
ーバとのライセンシング手順によって得られるアンロッキング（解読）キーによってのみ
アンロック（解読）され得る、音楽ビデオ提示のような、ロックされた（暗号化された）
メディア・オブジェクトを含む。ライセンス及びアンロッキング・キーを得るための手順
は、受信されたメッセージ内のＤＲＭ保護指示（indication）に基づいて開始され得る。
【００３０】
或いは、もし、ＤＲＭ保護が適用されるならば、ステップ505において、如何なる特定
のＤＲＭ機能も無しに、メッセージ・コンテントが適切なものとして使用され得る。一般
的に、メッセージ・コンテントは、提示され、格納される。
20

【００３１】
１つの実施例において、ＭＭＳサーバ／リレー・エレメント20は、（ステップ201、及
び／又は、ステップ401の後の）受信されたメッセージが、コンテント・クラス、及び／
又は、ＤＲＭ保護の指示を含むか否かをチェックするようにされる。このチェックは、受
信されたＭＭＳ送信ＰＤＵ（MMS submission PDU）のヘッダ部分を分析することによって
実行され得る。もし、メッセージが、そのような指示を含むならば、（図２の実施例の場
合にステップ202において、又は、図４の実施例のステップ404若しくは406において、）
ＭＭＳサーバ／リレー・エレメント20は、受信された送信（submission）メッセージから
検索（retrieval）／配送(delivery)ＰＤＵへの、そのような指示を含む少なくとも１つ
のヘッダを、受信者ターミナル10にコピーするようにされ得る。従って、ＭＭＳリレー／
サーバ・エレメント20は、自分自身で情報を生成することが要求されず、それにいよって

30

、ＭＭＳリレー／サーバ・エレメント20における負荷（load）は、増加しないことが期待
される。もし、ＤＲＭ保護、及び／又は、コンテント・クラスの指示が存在しないならば
、ＭＭＳサーバ／リレー・エレメント20は、適用されたコンテント・クラス、及び／又は
、ＤＲＭ保護における受信されたＰＤＵのコンテントを分析してこの情報を判断するよう
にされ得るか、或いは、受信者ターミナル10に送信されるべき検索／配送ＰＤＵにおける
コンテント・クラス、及び／又は、ＤＲＭ保護の指示を省略（omit）し得る。
【００３２】
上述の実施例と類似するやり方において、（例えば、ステップ302/502において）ＭＭ
Ｓユーザ・エージェント11を備えるターミナル10も、コンテント・クラスの指示のための
チェッキング・ステップ、及び／又は、ＤＲＭ保護のアプリケーションを実行するように

40

され得る。もし、指示（indication）が利用不可能ならば、ターミナル10は、（ステップ
303/503の代わりに）、コンテント・クラス、及び／又は、ＤＲＭ保護のアプリケーショ
ンを識別するために、受信されたメッセージのコンテントの分析に進み得る。
【００３３】
１つの実施例において、コンテント・クラスの指示、及び／又は、ＤＲＭ保護のアプリ
ケーションは、送信されたＭＭ

ＰＤＵのＭＭＳヘッダの中で指定される。従って、ＭＭ

Ｓサーバ／リレー・エレメント20は、コンテント・クラス、及び／又は、ＤＲＭ保護の指
示を含む少なくとも１つのＭＭＳヘッダを付加するようにされる。代替的実施例において
、コンテント・クラス、及び／又は、ＤＲＭ保護のアプリケーションの指示は、受信者タ
ーミナル10に、受信されたＭＭを知らせる通知メッセージ内で指定される。従って、受信
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されたメッセージのコンテント、及び、指示は、別個のメッセージ内で転送され得る。コ
ンテント・クラス指示、及び／又は、ＤＲＭ保護のアプリケーションについての指示に基
づいて、受信者ターミナル10は、図３及び図４との関係で、上で説明された実施例の代わ
りに、ＭＭＳサーバ／リレー20からメッセージ・コンテントの送信を要求するか否かを判
断する。
【００３４】
図６は、３ＧＰＰ

ＭＭＳシステムのための模範的な新しいヘッダ・フィールドを説明

する。これらの新しいヘッダ・フィールドもまた、ＯＭＡ仕様内で指定され得る。コンテ
ント・クラス値を指示するために、ヘッダ・フィールド「Ｘ‑Ｍｍｓ‑コンテント‑クラス
」が使用され得る。このヘッダ「Ｘ‑Ｍｍｓ‑コンテント‑クラス」の値は、適用された分

10

類に依存して、適用可能なメディア・タイプ／フォーマット、最大サイズ、イメージ／ビ
デオの最大解像度、適用可能な提示メカニズム、及び／又は、適用可能なＤＲＭ法につい
ての情報を提供し得る。ヘッダ・フィールド「Ｘ‑Ｍｍｓ‑ＤＲＭ‑コンテント」は、ＤＲ
Ｍコンテントの存在を指示するために使用され得る。このヘッダ・フィールドは、単に、
値「Ｙｅｓ」又は「Ｎｏ」を持ち得る。いくつかのメッセージは、いずれのコンテント・
クラスにも属さないことがあり得るので、ヘッダはオプショナルであり、いくつかのメッ
セージは、何の、ＤＲＭ保護されたコンテントも含まないこと、又は、ＭＭＳサーバ／リ
レー・エレメント20のために利用可能ではないこと、があり得る。コンテント・クラス、
及び／又は、ＤＲＭ保護を指示するための、多くの代替的な方法も存在することが理解さ
れるべきである。例えば、単一のヘッダが使用され得る。例えば、ＤＲＭ保護されたコン

20

テント・エレメントの指示によって、ＤＲＭコンテントの存在が更に指定され得る。
【００３５】
他の実施例において、コンテント・クラスは、事前に、ＤＲＭ保護方法又はタイプにつ
いての、より詳細な情報と対応付けられる。従って、検知された、より詳細な情報に基づ
いて、受信者ターミナル10は、図５のステップ504の中で／その後に、更なるＤＲＭ手順
を適用するようにされ得る。例えば、コンテント・クラスは、フォワーディング（forwar
ding）の回避（Forward Lock）の使用を指定し得、それによって、ターミナル10において
、コンテントのフォワーディングは避けられる。図６のＤＲＭヘッダ・フィールド内で、
又は、他の種類のＤＲＭ指示ヘッダ内で指示され得る、他の模範的なＤＲＭ保護方法は、
コンバインド・デリバリ（Combined Delivery）及びセパレート・デリバリ(Separate Del

30

ivery)である。適用可能な利用制限方法は、ＤＲＭ法に限定されず、受信者ターミナル10
に、何らかの種類の利用制限が指示され得ることに留意して欲しい。例えば、時間指定の
制限、ユーザ制限、ユーザ・グループ制限、資金的制限、装置制限、又は、アプリケーシ
ョン制限、が指示され得る。
【００３６】
既に言及したように、コンテント・クラスは、（（マルチメディア・メッセージのコン
テントの一部、又は、メッセージ全体である）データ・セットが履行する）１つあるいは
それより多い要求（requirements）と対応付けられ、又は、それを指定する。要求は、複
数の装置の間の相互作動可能性（interoperability）をサポートするために、転送された
データを分類するために適切なものとして指定され得る。従って、類似の特性を持つ、転

40

送された（ペイロード）データ・セットは、同じコンテント・クラスと対応付けられるこ
とになる。図６のヘッダ内で、１つの実施例で適用され得、指示され得る、いくつかの模
範的要求カテゴリは、コンテントのサイズ、コンテントのテキスト・フォーマット、コン
テントのイメージ・フォーマット、コンテントのビットマップ・フォーマット、コンテン
トのビデオ・フォーマット、コンテントのオーディオ・フォーマット、コンテントのＰＩ
Ｍ（個人情報管理：Personal Information Management）フォーマット、コンテントのＤ
ＲＭ保護モード、及び、コンテントの提示フォーマットである。例えば、≦30ｋＢの最大
サイズは、基本イメージ・クラスの要求である。したがって、（例えば、ステップ202に
おけるＭＭＳサーバ／リレー・エレメント20によって）基本イメージ・クラス、と対応付
けられるようにするために、イメージを含むメッセージは30ｋＢより多くはなり得ない。
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さらに、受信者ターミナル10は、異なった所定のコンテント・クラスに対応付けられた、
又は、それによって指定された、要求を知悉している。コンテント・クラスを識別した後
に、ターミナル10は、受信されたメッセージのコンテント・クラスに基づいて、適切な更
なる動作を開始し得る。例えば、基本イメージ・クラスと対応付けられたメッセージが受
信されるならば、ターミナル10は、それが、メッセージを格納するために十分に利用可能
なメモリ空間を持つか否かを判断し得る。もし、十分なメモリ空間を有さないならば、例
えば、ユーザに通知され、及び／又は、可能であれば利用可能なメモリ空間が増加され得
る。
【００３７】
１つの実施例において、以下のコンテント・クラスの少なくともいくつかが利用されて

10

、コンテント・テキストを分類する：テキスト、イメージ・ベーシック（image‑basic）
、イメージ・リッチ（image‑rich）、ビデオ・ベーシック（video‑basic）、ビデオ・リ
チ（video‑rich）、メガ・ピクセル、コンテント・ベーシック（content‑basic）、コン
テント・リッチ（content‑rich）。しかし、コンテント・タイプの指示は、如何なる特定
のコンテント・タイプに限定されない。１つの実施例において、ＯＭＡ仕様「ＭＭＳ

規

格適応性（conformance）文書1.2」（候補バージョン、2004年7月27日）の７章で指定さ
れた特性が、クラス・テキスト（classes text）、イメージ・ベーシック、イメージ・リ
ッチ、ビデオ・ベーシック、及び、ビデオ・リッチで利用される。図６の実施例を参照し
て、ヘッダ・フィールド「X‑Mms‑Content‑Class」は、このようにして、これらの値の１
つを持ち得る。例えば、これらのコンテント・クラスに対する所定の特定のバイナリ値が

20

、ＭＭＳユーザ・エージェント11とＭＭＳリレー／サーバ機能21,22のどちらが、マルチ
メディア・メッセージのコンテント・クラスを規定し、識別するかに基づいて適用され得
る。
【００３８】
上に説明される実施例は、それらの如何なる組み合わせにも適用され得ることに留意す
べきである。当業者にとって、技術が進歩するにつれて、本発明的概念は、種々のやり方
で実施され得ることは明白である。本発明及びその実施例は、上述の例に限定されず、請
求項の範囲内で変化し得る。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】マルチメディア・メッセージング・システムを説明するブロック図である。
【図２】本発明の特徴の実施例による方法を説明するフロー図である。
【図３】本発明の特徴の実施例による方法を説明するフロー図である。
【図４】本発明の他の特徴の実施例による方法を説明するフロー図である。
【図５】本発明の他の特徴の実施例による方法を説明するフロー図である。
【図６】マルチメディア・メッセージに対する模範的ヘッダを説明する表である。

30

(16)
【図１】

【図３】

【図２】

【図４】

【図５】

【図６】
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