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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】移動ユーザ機器が、少なくとも２つのリモート
アプリケーション間、又はローカルアプリケーションと
リモートアプリケーションとの間でデータオブジェクト
をドラッグアンドドロップすることを可能にするための
システム及び方法を提供する。
【解決手段】本システムは、ドラッグソース１０と、ド
ラッグターゲット及びドロップターゲット１２と、ドロ
ップソース１４とを含む。ドラッグソース１０は、デー
タオブジェクトをドロップソース１４とドロップターゲ
ット１２との間で交換するための伝送プロトコル３２、
３８をドラッグターゲット１２と交渉するために構成さ
れる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動ユーザ機器（８１）が、少なくとも２つのリモートアプリケーション（７、９）間
、及び／又はリモートアプリケーション（７、９）とローカルアプリケーション（２）と
の間でデータオブジェクトをドラッグアンドドロップすることを可能にするためのシステ
ムであって、該システムは、ドラッグソース（１０）と、ドラッグターゲット（１２）と
、ドロップソース（１４）と、ドロップターゲット（１６）とを含み、該システムは、前
記ドラッグソース（１０）が前記データオブジェクトを前記ドロップソース（１４）と前
記ドロップターゲット（１６）との間で交換するための伝送プロトコル（３８、３２、１
００、１０２、１０４）をドラッグターゲット（１２）と交渉するために構成されること
を特徴とする、システム。
【請求項２】
　前記伝送プロトコル（３８、３２、１００、１０２、１０４）は、前記ドロップソース
（１４）から前記ドロップターゲット（１６）に前記データオブジェクトを送信するため
に、帯域内伝送チャネル又は帯域外伝送チャネルのいずれかを使用する、請求項１に記載
のシステム。
【請求項３】
　前記移動ユーザ機器（８１）は、前記リモートアプリケーション（７、９）上の１組の
データオブジェクトを選択し、該選択されたデータオブジェクトを前記ローカルアプリケ
ーション（２）内にドロップし、これによって前記ドロップソース（１４）から前記ドロ
ップターゲット（１６）への前記データオブジェクトの交換をトリガする、請求項２に記
載のシステム。
【請求項４】
　前記移動ユーザ機器（８１）は第１のリモートアプリケーション（７）上の１組のデー
タオブジェクトを選択し、該選択されたデータオブジェクトを第２のリモートアプリケー
ション（９）内にドロップする、請求項２に記載のシステム。
【請求項５】
　前記移動ユーザ機器（８１）は、前記ローカルアプリケーション（２）上の１組のデー
タオブジェクトを選択し、該選択されたデータオブジェクトをリモートデスクトップアプ
リケーション（ＲＤＡ）（７、９）内にドロップする、請求項２に記載のシステム。
【請求項６】
　前記選択されたオブジェクトは、必ずしも前記ドラッグアンドドロップのプロシージャ
に関与していないエンティティ間で交換される、請求項３～５のいずれか一項に記載のシ
ステム。
【請求項７】
　前記ドラッグソース（１０）及び前記ドロップソース（１４）は、前記移動ユーザ機器
（８１）内に位置し、一方で、前記ドラッグターゲット（１２）及び前記ドロップターゲ
ット（１６）は単一のリモートサーバ内に位置するか、又は異なるリモートサーバ内に分
散される、請求項３～５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項８】
　前記ドロップソースは、加入者識別モジュール、又は無線インタフェース又は固定通信
インタフェースを使用して前記移動ユーザ機器に接続される周辺機器である、請求項７に
記載のシステム。
【請求項９】
　移動ユーザ機器（８１）が、システム内の少なくとも２つのリモートアプリケーション
（７、９）間、又はローカルアプリケーションとリモートアプリケーションとの間でデー
タオブジェクトをドラッグアンドドロップすることを可能にするための方法であって、前
記システムは、ドラッグソース（１０）と、ドラッグターゲット（１２）と、ドロップソ
ース（１４）と、ドロップターゲット（１６）とを含み、該方法は、前記ドラッグソース
（１０）及び前記ドラッグターゲット（１２）が第１のデータチャネルによってドラッグ
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アンドドロップシグナリングを交換し、一方で、前記ドロップソース（１４）及び前記ド
ロップターゲット（１６）が前記第１のチャネルとは異なる第２のデータチャネルによっ
て前記データオブジェクトを交換することを特徴とする、方法。
【請求項１０】
　前記方法は、
　前記ドラッグソース（１０）が、選択されたデータオブジェクトのドラッグを処理する
ように前記ドラッグターゲット（１２）に通知するドラッグ通知を該ドラッグターゲット
（１２）に送信するステップと、
　前記ドラッグ通知に応答して、前記ドラッグターゲット（１２）が、該ドラッグターゲ
ット（１２）がドラッグアンドドロップ操作を処理することができない場合はドラッグオ
ブジェクト拒否メッセージによって、又は、ドラッグされるデータオブジェクトが前記ド
ラッグソース内にドロップされる場合はドロップオブジェクト要求によってのいずれかで
前記ドラッグソース（１０）に応答するステップと、
　前記ドロップオブジェクト要求が受信されると、前記ドラッグソース（１０）が、要求
された帯域内データ、又はＩＰアドレス及びポート番号のような関連パラメータを伴うデ
ータ交換プロトコル（３８、３２、１００、１０２、１０４）のいずれかを含むドロップ
オブジェクト応答を前記ドラッグターゲット（１２）に送信するステップと、
　前記ドロップオブジェクト応答が受信されると、前記ドラッグソース（１０）が、選択
されたデータ交換プロトコル（３８、３２、１００、１０２、１０４）に基づいて前記ド
ロップソース（１４）を構成し、前記ドラッグターゲット（１２）が、前記ドロップター
ゲット（１６）を、前記選択されたデータを受信するように構成するステップと、
　前記ドラッグターゲット（１２）が、前記ドラッグソース（１０）と該ドラッグターゲ
ット（１２）との間の前記ドラッグアンドドロップ操作が完了したことを告げるドラッグ
ドロップ終了信号を前記ドラッグソース（１０）に送信するステップと、
をさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ドラッグ通知は、前記ドラッグターゲット（１２）が、前記選択されたデータオブ
ジェクトのロケーション情報、及びアプリケーションの自動選択をさらに可能にすること
ができる該選択されたデータオブジェクトのプロパティを登録することを可能にする、前
記選択されたデータオブジェクトの説明と、前記ドラッグターゲット（１２）が、従来の
カーソルグラフィック効果と共に、前記選択されたデータオブジェクトを視覚的にレンダ
リングすることを可能にする前記選択されたデータオブジェクトのグラフィック表現と、
前記ドラッグソースによってサポートされる１組の可能な動作の説明とを含む、請求項１
０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ドロップオブジェクト要求は、オブジェクト識別子と、好ましいデータ転送メカニ
ズムと、前記ドラッグターゲット（１２）によって選択された前記動作の説明とを含む、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　動作が特定されない場合、前記ドラッグターゲット（１２）は、オブジェクトのコピー
とすることができるデフォルト動作に取りかかる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ドロップオブジェクト応答は、前記ドロップターゲット（１６）内のＤＲＭエージ
ェントが前記ドロップソースからのビデオストリームを再生することを可能にする、「オ
ブジェクトのストリーム伝送」の動作に関連付けられるライセンス情報をさらに含む、請
求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ドラッグソース（１０）によってサポートされる１組の可能な動作は、
　前記ドロップターゲット（１６）が、前記ドロップソース（１４）から前記選択のスト
リームを受信することを可能にする選択動作のストリームと、
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　前記ドロップソース（１４）が前記選択されたオブジェクトのコピーを受信することを
可能にする選択動作のコピーと、
　前記ドロップターゲット（１６）が前記ドロップソース（１４）から物理データオブジ
ェクトへのリンクアドレスを受信することを可能にする選択のエイリアスと、
　選択の移動コマンドと、
　前記ドロップソース（１４）が前記データオブジェクトに関連付けられるＵＲＩを使用
し、該ＵＲＩを使用する適切なプロシージャを実行することを可能にする、該ＵＲＩのリ
トリーブコマンドと、
を含む、請求項１０～１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ドロップオブジェクト応答は、前記ドロップターゲット（１６）内のＤＲＭエージ
ェントが前記ドロップソース（１４）によって送信されるビデオストリームを再生するこ
とを可能にする、オブジェクトのストリーム伝送の動作に関連付けられるライセンス情報
をさらに含む、請求項１１又は１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ドラッグアンドドロップシグナリングは、正確なドラッグアンドドロップセッショ
ン管理を可能にするセッション識別番号を使用する、請求項９～１６のいずれか一項に記
載の方法。
【請求項１８】
　前記ドラッグアンドドロップシグナリングは、リモートフレームバッファ（ＲＦＢ）プ
ロトコル、リモートデスクトッププロトコル（ＲＤＰ）、独立コンピューティングアーキ
テクチャ（ＩＣＡ）プロトコル、及び適応インターネットプロトコルのようなリモート表
示制御プロトコルに基づいて実施される、請求項９～１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ドラッグアンドドロップシグナリングは、ＷＥＢメッセージフォーマット（ｈｔｍ
ｌ、ｘｍｌ、ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ、．．．）に基づいてさらに実施され得る、請求項９
～１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２０】
　メモリ記憶装置内に格納され、コンピュータ内で実行されると、移動ユーザ機器（８１
）が、システム内の少なくとも２つのリモートアプリケーション（７、９）、又はリモー
トアプリケーション（７、９）とローカルアプリケーション（２）との間でデータオブジ
ェクトをドラッグアンドドロップすることを可能にするのに適応したコンピュータプログ
ラムであって、前記システムは、ドラッグソース（１０）と、ドラッグターゲット（１２
）と、ドロップソース（１４）と、ドロップターゲット（１６）とを含み、該コンピュー
タプログラムは、
　前記移動ユーザ機器（８１）が、少なくとも２つのリモートアプリケーション（７、９
）間、又はローカルアプリケーション（２）とリモートアプリケーション（７、９）との
間でデータオブジェクトをドラッグアンドドロップし、該移動ユーザ機器自体を、ドラッ
グソース（１０）又はドラッグターゲット（１２）として構成することを可能にするため
の命令と、
　前記ドラッグソース（１０）が、ドラッグターゲット（１２）に、選択されたデータオ
ブジェクトのドラッグを処理するように通知するドラッグ通知を該ドラッグターゲット（
１２）に送信することを可能にするための命令と、
　前記ドラッグターゲット（１２）が、該ドラッグターゲット（１２）がドラッグアンド
ドロップ操作を処理することができない場合はドラッグオブジェクト拒否メッセージによ
って、又は、ドラッグされるデータオブジェクトが該ドラッグターゲット内にドロップさ
れる場合はドロップオブジェクト要求によってのいずれかでドラッグソース（１０）に応
答することを可能にするための命令と、
　前記ドラッグソース（１０）が、要求された帯域内データ、又はＩＰアドレス及びポー
ト番号のような関連パラメータを伴うデータ交換プロトコル（３８、３２、１００、１０



(5) JP 2014-209343 A 2014.11.6

10

20

30

40

50

２、１０４）のいずれかを含むドロップオブジェクト応答を前記ドラッグターゲット（１
２）に送信することを可能にするための命令と、
　前記ドラッグソース（１０）が選択されたデータ交換プロトコル（３８、３２、１００
、１０２、１０４）に基づいて前記ドロップソースを構成（１４）すること、及び前記ド
ラッグターゲット（１２）が、前記ドロップターゲット（１６）を、前記選択データを受
信するように構成することを可能にするための命令と、
　前記ドラッグターゲット（１２）が前記ドラッグソース（１０）に、前記ドラッグソー
ス（１０）と該ドラッグターゲット（１２）との間のドラッグアンドドロップ操作が完了
したことを告げるドラッグドロップ終了信号を送信することを可能にするための命令と、
を含む、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電気通信分野に関し、移動ユーザ機器が少なくとも２つのリモートアプリケー
ション間又はローカルアプリケーションとリモートアプリケーションとの間でデータオブ
ジェクトをドラッグアンドドロップすることを可能にするためのシステム及び方法に関す
る。
【０００２】
　本発明は、上記方法を実施するのに適応したユーザ機器及びシステムにも関する。
【０００３】
　本出願は、２００８年６月４日付けで出願された、欧州特許出願第０８１５７６０３．
５号からの優先権の利益に基づくと共に該利益を主張する。該特許出願の開示は参照によ
りその全体が本明細書に援用される。
【背景技術】
【０００４】
　従来のコンピューティングネットワークシステムでは、シンクライアントは通常、クラ
イアント－サーバアーキテクチャにおけるクライアントコンピュータ又はクライアントソ
フトウェアであり、クライアント－サーバアーキテクチャにおいては、中央サーバがデス
クトップアプリケーションのようなアクティビティを実施し、ウェブブラウザ又はリモー
トデスクトップソフトウェアがシンクライアントデバイス上で実行される。アプリケーシ
ョンロジックはサーバによって処理されるため、ＩＴのメンテナンス及び管理コストの低
減、データ及びシステムセキュリティの強化、並びに電力消費の低減のような多くのシン
クライアントの利点が存在する。
【０００５】
　シンクライアントシステムの２つの主なタイプを区別することができる。
【０００６】
　第１のタイプは、（「ウェブ」及び「デスクトップ」用の）ウェブトップシステム又は
ウェブＯＳ（ウェブオペレーティングシステム）であり、これはユーザがデスクトップに
相当するウェブと対話することを可能にする。ユーザに関連付けられるアプリケーション
及び文書が収集されて、この情報を表すページを作成する。ＳＯＡＰ－ＸＭＬ（シンプル
オブジェクトアクセスプロトコル－拡張可能なマークアップ言語）のようなウェブサービ
ススクリプティングアプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）は、使用
される主な技術である。
【０００７】
　第２のタイプは、（「スクリーン」及び「デスクトップ」に代わる）スクリーントップ
システムであり、そこでは、リモート管理ソフトウェアによって、グラフィカルユーザー
インタフェースアプリケションがサーバ上でリモートで実行される一方で、ユーザのデバ
イス上にローカルに表示されることを可能にする。ＩＣＡ（独立コンピューティングアー
キテクチャ）、ＲＤＰ（リモートデスクトッププロトコル）、ＲＦＢ（リモートフレーム
バッファ）、又はさらにはＡＩＰ（適応インターネットプロトコル）のようなシンクライ
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アントプロトコルは、サーバがユーザのデバイスのスクリーン表示をリモートで制御する
ために使用される主なプロトコルである。
【０００８】
　シンクライアント技術の展開における１つの主な問題は、アプリケーションがローカル
（すなわち常駐）、リモート、又は双方のいずれであるべきかを知ることである。これは
、ネットワーク接続が移動性の状況においてもはや利用可能でないとき、電話帳、メディ
アプレーヤ、又は任意の他の常駐アプリケーションのようなアプリケーションが利用可能
でなくなってしまうためである。結果として、これらのアプリケーション及びデータはデ
バイスメモリ上にローカルに、且つたとえば協調ネットワークサーバ上にリモートに複製
されなくてはならない。
【０００９】
　データ複製問題を緩和するために、ＯＭＡデバイス管理（オープンモバイルアライアン
ス）、ＯＭＡデータ同期化、及びＯＭＡクライアントプロビジョニングワーキンググルー
プにおけるような標準化された同期技術が提供されている。
【００１０】
　さらに、移動デバイスが、ネットワーク接続を有しないときであってもなおローカルで
使用することができる常駐アプリケーションと、オフィス若しくは特定の企業のアプリケ
ーション、又はさらには自宅の個人用アプリケーションにアクセスするためのリモートデ
スクトップアプリケーション（すなわちスクリーントップ）との双方を有することが予見
される。
【００１１】
　ドラッグアンドドロップは、ユーザが１つ又は複数のグラフィックオブジェクトを選択
し、ポインティングデバイス（たとえばマウス、トラックボール、タッチベースのインタ
フェース）を使用してこの選択をドラッグし、次にその圧力を開放してオブジェクト（複
数可）のドロップを実施するときに実施される。基本的に、ポインティングデバイスが指
示するウィンドウは、ドロップ操作を通知するメッセージ、及び転送されるオブジェクト
、及び好ましくはオブジェクトの説明を受信する。
【００１２】
　通常、転送されるデータは、割り当てられたフォーマットでクリップボード内に格納さ
れ、したがって潜在的な変換を必要とする。そのようなクリップボードは通常、ファイル
又はファイル群内にカプセル化される。
【００１３】
　共有クリップボードに基づく既存の解決策は、相互運用性及び同期の制限を提示する。
一方では、それらの解決策はドラッグアンドドロップされるデータのフォーマットを取り
決めることを可能にしない。他方では、それらの解決策は多くの場合、特定の実施に厳密
に縛られ、オペレーティングシステムに依拠する。さらに、共有クリップボードを大量の
データと共に管理するのが複雑になるため、それらの解決策は多くの場合、ファイル又は
ディレクトリではなくテキストベースのオブジェクトに使用される。
【００１４】
　さらに、既存の解決策を、ローカルアプリケーションとリモートアプリケーションとの
間で使用することができるが、リモートアプリケーション間のドラッグアンドドロップ動
作のケースには適用可能でない。
【００１５】
　特許文献１は、サイズの小さいデータオブジェクト（たとえばテキストメッセージ）を
、クライアントコンポーネントとサーバーコンポーネントとの間で現在確立されているタ
ーミナルサービスセッションによってドロップするための方法を開示する。この方法は、
オブジェクトのリモートプロシージャコール（ＲＦＣ）に拘束され、異なるデータ転送手
段（たとえば、ファイル転送、ストリーミング．．．）を使用してデータを交換すること
が可能でなく、セッションに関与する２つのデバイスに厳密に縛られる。実際に、大きな
データファイルは、所望のドロップ動作に依拠して、他のより適切なプロトコルを必要と
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する場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】国際公開第２００７／１４２７０８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　本発明は、上記の欠点を克服するドラッグアンドドロップ手法を提案する。
【００１８】
　本発明の例示的な目的は、ドラッグソースをドロップソースから区別すると共にドラッ
グターゲットをドロップターゲットから区別する、分散型の通信プロトコルを使用するシ
ステムを用いて達成される。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　以下の説明及び特許請求の範囲において、データオブジェクトは、ドラッグされるデー
タオブジェクト及びドロップされるデータオブジェクトから構成される。ドラッグされる
データオブジェクトは、ドロップされる少なくとも１つのオブジェクト（たとえば、ファ
イル若しくはディレクトリ、又はボタン若しくはフォームのような任意のウィジェットを
表現するアイコン、テキスト選択、若しくはアプリケーションウィンドウ）の説明として
定義される。ドロップされるデータオブジェクトは、ユーザが該ドラッグされるデータオ
ブジェクトをドラッグターゲットにドロップする動作時にドロップターゲットに送信され
る、該ドラッグされるデータオブジェクトに関連付けられる未加工のデータオブジェクト
（複数可）として定義される。２つ以上の未加工のデータオブジェクトを１つのドラッグ
されるデータオブジェクトに関連付けることができ、したがって、上記ドロッピング動作
によって、潜在的に異なるタイプ（たとえば、ビデオ、テキスト．．．）を持つ複数の可
能な未加工のデータオブジェクトのうちの１つ又は複数が伝送されることができるように
なる。ドラッグソースは上記ドラッグされるデータオブジェクトを所有し、ドラッグアン
ドドロップ通信プロトコルの開始プログラム（Initiator）として定義される。ドラッグ
ターゲットは上記ドラッグされるデータオブジェクトのレシーバとして定義される。ドロ
ップソースは、ドラッグソースによって構成されるドロップ要素であって、適切なデータ
転送メカニズムを使用してドロップされるデータオブジェクトを送信する上記ドロップ要
素として定義され、ドロップターゲットは、ドロップされるデータオブジェクトを受信す
るドロップ要素を表す。ドラッグドロッププロキシは、メッセージを変更することなくド
ラッグアンドドロップシグナリングを転送するプロキシ（ステートレスプロキシ）、又は
メッセージを検査し、ドロップされるデータオブジェクトを交換するのに使用する通信経
路内に自身を含めるようにメッセージを変更すると共に、変更されたメッセージを転送す
るプロキシ（ステートフルプロキシ）の役割を果たす要素として定義される。
【００２０】
　帯域内伝送は、ドラッグアンドドロップ通信プロトコル内での、ドロップされるデータ
オブジェクトの伝送を意味し、一方で帯域外伝送は、ドラッグされるデータオブジェクト
が転送されるチャネルと異なるチャネル内での、ドロップされるデータオブジェクトの伝
送を意味する。たとえば、ドロップされるデータオブジェクトは別個のユーザデータチャ
ネル内で送信され得る。別個のチャネルはエンドツーエンドのデータパイプとされ得、フ
ァイル転送プロトコルは、潜在的に、異なる無線アクセスネットワーク技術（たとえばＷ
ｉＦｉアクセスネットワークインタフェース、セルラネットワークアクセスインタフェー
ス、又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）アクセスネットワークインタフェース、．．．
）によって使用される。
【００２１】
　本発明の例示的な目的は、移動ユーザ機器が、少なくとも２つのリモートアプリケーシ
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ョン間、又はリモートアプリケーションとローカルアプリケーションとの間でデータオブ
ジェクトをドラッグアンドドロップすることを可能にするためのシステムを用いて達成さ
れる。本システムは、ドラッグソースと、ドラッグターゲットと、ドロップソースと、ド
ロップターゲットとを含み、ドラッグソースは、上記ドロップされるデータオブジェクト
を上記ドロップソースと上記ドロップターゲットとの間で交換するための伝送プロトコル
をドラッグターゲットと交渉するために構成される。
【００２２】
　上述の発明の概要は、以下の詳細な説明はもちろん、本発明の例示的な実施形態を示す
添付の図面と組み合わせて読まれるときにより良好に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】常駐アプリケーション２と、第１及び第２のリモートデスクトップアプリケーシ
ョンとを含むＵＥシンクライアントスクリーン表示を概略的に示す図である。
【図２】本発明によるドラッグアンドドロップシステムを概略的に示す図である。
【図３】図２のシステムにおいて使用される一般的なプロトコルメッセージシーケンスを
概略的に示す図である。
【図４】本発明の第１の例示的な実施形態における、リモートアプリケーションからロー
カルアプリケーションへのオブジェクトのドラッグアンドドロップ動作を概略的に表す図
である。
【図５】本発明の第２の例示的な実施形態における、ローカルアプリケーションからリモ
ートアプリケーションへのオブジェクトのドラッグアンドドロップ動作を概略的に表す図
である。
【図６】本発明の好ましい例示的な実施形態における、リモートアプリケーションからリ
モートアプリケーションへのオブジェクトのドラッグアンドドロップ動作を概略的に表す
図である。
【図７】ＵＥがステートフルプロキシ又はステートレスプロキシの役割を果たすことがで
きる、ＵＥの２つの可能なプロキシ構成を示す図である。
【図８】本発明の例示的な態様によるドラッグソース状態チャートの概要を概略的に示す
図である。
【図９】本発明の例示的な態様によるドラッグターゲット状態チャートの概要を概略的に
示す図である。
【図１０】図８によって説明されるステップの概略図である。
【図１１】クライアントデバイスが、第１の移動デバイス内で実行されている第１のリモ
ートデスクトップアプリケーションと、第２の移動デバイス内で実行されている第２のリ
モートデスクトップアプリケーションとに接続されている、本発明の応用形態を示す一実
施例を概略的に示す図である。
【図１２】移動ＵＥ内のローカルビデオプレーヤへのビデオファイルのドロッピングを概
略的に示す図である。
【図１３】リモートフレームバッファプロトコルを使用する実施に対する可能なパスを概
略的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１は、常駐アプリケーション２と、図示されない第１のシンクライアントサーバーＳ
１及び第２のシンクライアントサーバーＳ２によってそれぞれＵＥに配信された、第１の
リモートデスクトップアプリケーション（ＲＤＡ１）７及び第２のリモートデスクトップ
アプリケーション（ＲＤＡ２）９と、を含むＵＥシンクライアントスクリーン表示１を概
略的に示している。
【００２５】
　ユーザ０は、常駐アプリケーション２から第１のリモートデスクトップアプリケーショ
ン７（それぞれＲＤＡ１　７から常駐アプリケーション２）に仮想データオブジェクトを
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ドラッグアンドドロップすることができる（矢印４）か、又は上記第１のリモートデスク
トップアプリケーション（ＲＤＡ１）７と第２のリモートデスクトップアプリケーション
（ＲＤＡ２）９との間で仮想データオブジェクトをドラッグアンドドロップすることがで
きる（矢印６）。
【００２６】
　図２は、ドラッグソース１０と、ドラッグターゲット１２と、ドロップソース１４と、
ドロップターゲット１６とを含む、クライアント－サーバアーキテクチャネットワークの
論理概念の概要を示している。
【００２７】
　図２に示すように、第１のチャネル２０を介して、ドラッグソース１０とドラッグター
ゲット１２との間でドラッグアンドドロップシグナリングが交換され、一方で第１のチャ
ネル２０とは異なる第２のチャネル２２を介して、ドロップソース１４とドロップターゲ
ット１６との間でデータオブジェクトが交換される。
【００２８】
　チャネル２０とチャネル２２との論理的分離は、ドラッグソース１０及びドロップソー
ス１４（それぞれドラッグターゲット１２及びドロップターゲット１６）が同じ物理デバ
イス内でホスティングされることを妨げないことに留意されたい。それにも関わらず、こ
のアーキテクチャは、これらの要素が別個のエンティティ内に存在することを可能にし、
それによって新たなビジネスモデル、新たな使用事例及び能力を可能にする。
【００２９】
　図３は、データオブジェクト操作のドラッグアンドドロップに関与するエンティティ間
で使用される一般的な通信プロトコルを示している。該通信プロトコルは以下のメッセー
ジを含む。
－ドラッグソース１０によってドラッグターゲット１２に送信され、該ドラッグターゲッ
ト１２にオブジェクト選択（すなわち、ドラッグされるデータオブジェクト）のドラッグ
を処理するように通知する、ドラッグ通知３０。ドラッグ通知３０は、選択のオブジェク
ト（複数可）の説明を含み、さらに上記オブジェクトのグラフィック表現を含むことが好
ましい。グラフィック情報は、ドラッグターゲット１２が、ドラッグオブジェクトをカー
ソルグラフィック効果と共に視覚的にレンダリングすることを可能にする。オブジェクト
（複数可）の説明によって、ドラッグターゲット１２がドラッグオブジェクトのロケーシ
ョン情報と、該ドラッグオブジェクトの特性（たとえばサポートされるフォーマットのリ
スト）を登録することを可能にする。これによって、特定のアプリケーションがポインテ
ィングデバイスによって指示されない場合に（すなわち、これは本発明におけるいわゆる
「明確性のない特徴」である）、アプリケーションを自動選択することをさらに可能にす
る。ドラッグ通知３０は、ドラッグソース１０によってサポートされる動作のリストをさ
らに含むことができる。
－ドラッグオブジェクト拒否３２又はドロップオブジェクト要求３４：
　・ドラッグオブジェクト拒否３２は、ドラッグターゲット１２がドラッグアンドドロッ
プ操作を処理することができない（又は処理を拒否する）場合に、ドラッグ通知３０に応
答してドラッグソース１０に返される。
　・ドロップオブジェクト要求３４は、ドラッグされるデータオブジェクトがドラッグタ
ーゲット１２にドロップされるときに、ドラッグターゲット１２によって、ドラッグ通知
３０に応答してドラッグソース１０に返される。ドロップオブジェクト要求は、オブジェ
クト識別子及び好ましいデータ転送メカニズムを含む。ドロップオブジェクト要求は、ド
ラッグターゲット１２によって選択される、オブジェクトのコピー、オブジェクトのエイ
リアス、オブジェクトのコピー及び削除、又はオブジェクトのストリーム伝送等のような
動作も含む。これによって、ドラッグソース１０が、オブジェクトのドロップ中及びドロ
ップ後により正確な動作を実施することが可能になる。ドラッグターゲット１２によって
動作が特定されない場合、ドラッグソース１０はデフォルト動作に取りかかることができ
る。デフォルト動作はオブジェクトのコピーとすることができる。
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－ドロップオブジェクト要求３４の受信時にドラッグターゲット１２に返されるドロップ
オブジェクト応答３６。
　このメッセージは、帯域内の要求データ又はデータ交換プロトコルのいずれかと、要求
される関連パラメータ（たとえばＩＰアドレス及びポート番号）とを含む。したがって、
ドラッグソース１０は、選択されたデータ交換プロトコル３８に基づいてドロップソース
１４を構成し（矢印４０）、ドラッグターゲット１２は、ドロップターゲット１６を、デ
ータを受信するように構成する（矢印４２）。本発明の特定の実施形態では、ドロップオ
ブジェクト応答３４は、「オブジェクトのストリーム伝送」の動作に関連付けられるライ
センス情報をさらに含み、それによって、ドロップターゲット内のＤＲＭエージェントが
ドロップソースからのビデオストリームを再生することを可能にする。
－ドラッグソース１０とドラッグターゲット１２との間でドラッグアンドドロップ操作の
完了をシグナリングするドラッグドロップ終了４４。このメッセージは、必ずしもドロッ
プされるデータオブジェクトの伝送の終了に結びつくとは限らない場合があるため、ドロ
ップされるデータオブジェクトの転送が完了したか否かを通知する指示がこのメッセージ
において提供される。特定の例示的な実施形態では、このドラッグドロップ終了メッセー
ジは、単にすべてが良好に機能していることを通知するために、ビデオがまだストリーミ
ングされている間に送信されてもよい。それにもかかわらず、「移動動作」ドロッピング
結果のような何らかの状況では、ドラッグターゲット１２は、ドロップされるデータオブ
ジェクトが受信済みであり、ドラッグソース１０及び／又はドロップソース１４が該デー
タオブジェクトを除去することができることを通知するために、ドラッグドロップ終了メ
ッセージを送信する。
【００３０】
　ドラッグアンドドロップを正確に処理するために、これらのメッセージ３０～４４を既
存のシンクライアントプロトコルメッセージに組み合わせることができ、正確なドラッグ
アンドドロップ操作を確実にするためにさらなるドラッグアンドドロップメッセージを付
加することができることに留意されたい。したがって、ドラッグソース１０によって、ド
ロップオブジェクト要求３４に応答する確認応答メッセージをドラッグターゲットに送信
して、ドロップオブジェクト応答３６の受信までブロッキングを回避することができる。
これは、要求が完了するのに時間がかかる場合があるためである。また、ドラッグソース
はドラッグアンドドロップ操作を中止することができ、したがって、ドラッグソースは、
ドロップオブジェクト拒否メッセージ（図示せず）を送信するか、又は上記確認応答メッ
セージ内で「拒否」指示を送信するかのいずれかによって、ドラッグアンドドロップ操作
を中止することができる。たとえば、ドラッグ通知メッセージ３０は、マウスボタン押下
イベント、それに続く移動の拡張イベント、カーソルがドラッグターゲットウィンドウの
境界の内側にある場合にドロップオブジェクト要求メッセージをトリガするボタン開放イ
ベントの結果生じる。
【００３１】
　図４は、本発明の第１の例示的な実施形態を示している。ここで、データオブジェクト
はシンクライアントサーバ１０内に位置するリモートドラッグソースアプリケーションか
ら、ＵＥ１２内に位置するローカルドラッグターゲットアプリケーションにドラッグアン
ドドロップされる。ドラッグアンドドロップシグナリングは、既に確立されたベアラ又は
シンクライアントプロトコル（たとえば、リモートデスクトッププロトコル、独立コンピ
ューティングアーキテクチャ、リモートフレームバッファ）に割り当てられた接続を介し
てトランスポートされることが好ましい。
【００３２】
　図４に示すように、ステップ５０において、ドラッグソース１０は、ＵＥに選択された
オブジェクト（複数可）のドラッグを処理するように要求するために、ドラッグターゲッ
ト１２にドラッグ通知メッセージを送信する。そのような通知は、オブジェクトに関する
情報（グラフィック表現、サポートされるデータフォーマットのリスト、オブジェクト特
性、サポートされる動作）を提供する。
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【００３３】
　ステップ５２において、ドラッグターゲット１２はドロップオブジェクト要求メッセー
ジ又はドラッグ拒否メッセージを送信する。上記ドロップオブジェクト要求は、ドラッグ
ソース１０が上記シンクライアントサーバーからの要求されたオブジェクトの転送を開始
することを可能にする。上記ドロップオブジェクト要求内には以下の情報が含まれる。
－ドラッグソース１０がいずれのオブジェクトがドロップされる必要があるかを理解する
のに必要な情報（たとえば、表示座標［ｘ，ｙ］のような領域、又はオブジェクトＩＤ）
を含む、ドラッグされるデータオブジェクトの識別情報及び選択されたフォーマット。オ
ブジェクトの選択されたフォーマットは、たとえばＭＩＭＥフォーマットの形式で送信さ
れることが好ましい。
－オブジェクトに対する要求される動作。これはたとえば、該動作がコピー操作若しくは
移動（コピーしてから削除する）操作であるか、又はビデオストリームの配信であるかを
指示することができる。ドラッグソース１０のデバイスが、ドラッグされるデータオブジ
ェクトに関連付けられる幾つかの動作を有してもよいことが理解されよう。ドラッグター
ゲット１２によって何も指定されない場合、ドラッグソース１０はデフォルト動作（たと
えば「オブジェクトのコピー」）を実施する。
－好ましいデータ転送メカニズム。データオブジェクトは、帯域内で、又は適切なプロト
コルを使用して帯域外で、提供され得る。たとえば、ファイルオブジェクトはファイル転
送プロトコル（ＦＴＰ）を使用して転送され得る。
【００３４】
　ステップ５４において、シンクライアントサーバ１０は、選択されたデータ転送メカニ
ズムを用いてＵＥにドロップオブジェクト応答を送信する。データオブジェクトは、応答
自体の中（帯域内）で、又は既知のプロトコル（たとえばファイル転送プロトコル、リア
ルタイムトランスポートプロトコル）を使用して帯域外で、送信され得る。帯域外の場合
、応答は要求されるプロトコルパラメータ（サーバアドレス又はドメイン名、ポート番号
．．．）を含む。これは、ドラッグソース１０が、ドロップソース１４を、データオブジ
ェクトを受信するように構成する（矢印４０）ことを可能にする。ドラッグソース１０は
、ドラッグターゲット１２のブロッキングを回避するために、ドロップオブジェクト応答
を送信する前に、ＡＣＫメッセージ（図示せず）を返送してもよい。これは、ドロップソ
ース１０の構成が完了するのに時間がかかる場合があるためである。
【００３５】
　データ転送が完了すると、ドラッグアンドドロップ操作を明確に終了させるために、ド
ラッグドロップ終了メッセージ５６が送信される。「移動操作」のような動作に依拠して
、これはオブジェクトの削除が生じ得る。このメッセージの送信は、データ交換が完了し
たことを必ずしも意味するものではないため、慎重にドラッグアンドドロップ完了を処理
するかは実施態様次第であり、ドラッグドロップ終了メッセージにおいて、ドロップされ
るデータオブジェクトの転送が完了したか否かをドラッグソース１０に通知する指示が提
供されることが理解されよう。たとえば、ビデオオブジェクトがＵＥにストリーミングさ
れる場合、ドラッグソースはストリームの終了まで待機しない場合があり、他のドラッグ
アンドドロップが並行して実行される可能性がある。
【００３６】
　本発明の特定の特徴によれば、ドラッグ通知メッセージ内で送信されるデータオブジェ
クト情報によって、ドラッグターゲット１２が、適切なアプリケーション、及びこのオブ
ジェクトを用いて実施する動作を自動的に識別することが可能になる。有利には、情報は
、特定のアプリケーション（電話帳、カレンダー、テキストエディタアプリケーション．
．．）を表す「タグ」識別情報をさらに含むことができ、それによってドロップターゲッ
トはオブジェクトをより正確に自動で格納することができる。そのようなタグは、同型リ
ソース識別の形式で実施することができる。
【００３７】
　図５は、本発明の第２の例示的な実施形態を示している。ここで、データオブジェクト
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は、ＵＥ内に位置するローカルドラッグソースアプリケーション１０から、シンクライア
ントサーバ内に位置するリモートドラッグターゲットアプリケーション１２にドラッグア
ンドドロップされる。ドラッグアンドドロップシグナリングは、既に確立されたベアラ又
はシンクライアントプロトコル（たとえば、ＲＤＰ、ＩＣＡ、ＲＦＢ）に割り当てられた
接続を介してトランスポートされることが好ましい。
【００３８】
　ステップ６０において、ドラッグソース１０は、シンクライアントサーバ１２に、ユー
ザ０によって選択されたデータオブジェクトのドラッグを処理するように要求するために
、ドラッグターゲット１２にドラッグ通知メッセージを送信する。そのような通知は、選
択されたオブジェクトに関する情報（グラフィック表現、サポートされるデータフォーマ
ットのリスト、オブジェクト特性、サポートされる動作）を提供する。
【００３９】
　ステップ６２において、ドラッグターゲット１２はドロップオブジェクト要求メッセー
ジ又はドラッグ拒否メッセージをドラッグソース１０に送信する。ドロップオブジェクト
要求メッセージは、ＵＥからシンクライアントサーバ１２への要求されたオブジェクトの
転送を開始する。
【００４０】
　上記ドロップオブジェクト要求内には以下の情報が含まれる：
－ドラッグソース１０がいずれのオブジェクトがドロップされる必要があるかを理解する
のに必要な情報（たとえば、表示座標［ｘ，ｙ］のような領域、又はオブジェクトＩＤ）
を含む、ドラッグされるデータオブジェクトの識別子及び所望のフォーマット。オブジェ
クトの選択されたフォーマットは、たとえばＭＩＭＥフォーマットの形式で送信されるこ
とが好ましい。
－オブジェクトに対する要求される動作。これはたとえば、該動作がコピー操作若しくは
移動（すなわち、コピーしてから削除する）操作であるか、又はビデオストリームの配信
であるかを指示することができる。ドラッグソース１０のデバイスが、ドラッグされるデ
ータオブジェクトに関連付けられる幾つかの動作を有することができることが理解されよ
う。ドラッグターゲット１２によって何も指定されない場合、ドラッグソース１０はデフ
ォルト動作（たとえば「オブジェクトのコピー」）を提供する。
－好ましいデータ転送メカニズム。そのような指示は、データオブジェクトが、帯域内で
、又は適切なプロトコルを使用して帯域外で提供されることを可能にする。たとえば、フ
ァイルオブジェクトはファイル転送プロトコル（ＦＴＰ）を使用して転送され得る。
【００４１】
　ステップ６４において、ＵＥは、選択されたデータ転送メカニズムを用いてシンクライ
アントサーバにドロップオブジェクト応答メッセージを送信する。データオブジェクトは
、応答自体の中（帯域内）で、又は既知のプロトコル（たとえばＦＴＰ）を使用して帯域
外で送信され得る。帯域外の場合、応答は要求されるプロトコルパラメータ（サーバアド
レス又はドメイン名、ポート番号．．．）を含む。これは、ドラッグソース１０が、ドロ
ップソース１４を、データオブジェクトを受信するように構成する（矢印４０）ことを可
能にする。ドラッグソース１０は、ドラッグターゲット１２のブロッキングを回避するた
めに、ドラッグオブジェクト応答を送信する前に、ＡＣＫメッセージ（図示せず）を返送
してもよい。これは、ドロップソース１０の構成が完了するのに時間がかかる場合がある
ためである。特定の実施形態では、ストレージデバイス１４は、独自の処理ユニットを有
する汎用加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ）である。ＵＳＩＭは、ドロップされるデータ
オブジェクトを格納し、シンクライアントサーバ１２へのこのオブジェクトの伝送を処理
する。ＵＥ１０はＳＩＭインタフェースを通じてＵＳＩＭ１４と通信する。したがって、
使用の１つの特定のケースでは、ユーザ０はＵＳＩＭからシンクライアントサーバにオブ
ジェクトをドラッグアンドドロップすることができる。
【００４２】
　データ転送が完了すると、ドラッグアンドドロップ操作を明確に終了させるために、ド
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ラッグドロップ終了メッセージ６６が送信される。「移動操作」のような動作に依拠して
、これはオブジェクトの削除が生じ得る。このメッセージの送信は、データ交換が完了し
たことを必ずしも意味するものではないため、慎重にドラッグアンドドロップ完了を処理
するかは実施態様次第であることが理解されよう。たとえば、ビデオオブジェクトがＵＥ
にストリーミングされる場合、ドラッグソースはストリームの終了まで待機しない場合が
あり、他のドラッグアンドドロップが並行して実行される可能性がある。
【００４３】
　図６は、本発明の第３の例示的な実施形態を示している。ここで、データオブジェクト
は、第１のシンクライアントサーバ内に位置する第１のリモートドラッグソースアプリケ
ーション１０から、第２のシンクライアントサーバ内に位置するリモートドラッグターゲ
ットアプリケーション１２にドラッグアンドドロップされる。ドラッグアンドドロップシ
グナリングは、既に確立されたベアラ又はシンクライアントプロトコル（たとえば、ＲＤ
Ｐ、ＩＣＡ、ＲＦＢ）に割り当てられた接続を介してトランスポートされることが好まし
い。
【００４４】
　ステップ７０において、ドラッグソース１０は、第１のシンクライアントサーバ（ドラ
ッグソース１０の役割を果たす）から第２のシンクライアントサーバ（ドラッグターゲッ
ト１２の役割を果たす）へのオブジェクト（複数可）の転送を要求するために、ドラッグ
ターゲット１２にドラッグ通知メッセージを送信する。そのような通知は、オブジェクト
に関する情報（グラフィック表現、サポートされるデータフォーマットのリスト、オブジ
ェクト特性、サポートされる動作）を提供する。
【００４５】
　ステップ７２において、ドラッグターゲット１２はドロップオブジェクト要求又はドラ
ッグ拒否をドラッグソース１０に送信する。ドロップオブジェクト要求メッセージは、第
１のシンクライアントサーバ（ドラッグソース１０の役割を果たす）から第２のシンクラ
イアントサーバ（ドラッグターゲット１２の役割を果たす）への要求されたオブジェクト
の転送を開始する。
【００４６】
　上記ドロップオブジェクト要求内には以下の情報が含まれる：
－ドラッグソース１０がいずれのオブジェクトがドロップされる必要があるかを理解する
のに必要な情報（たとえば、表示座標［ｘ，ｙ］のような領域、又はオブジェクトＩＤ）
を含む、ドラッグされるデータオブジェクトの識別子及び所望のフォーマット。オブジェ
クトの選択されたフォーマットは、たとえばＭＩＭＥフォーマットの形式で送信されるこ
とが好ましい。
－オブジェクトに対する要求される動作。これはたとえば、該動作がコピー操作若しくは
移動（コピーしてから削除する）操作であるか、又はビデオストリームの配信であるかを
指示することができる。ドラッグソース１０のデバイスが、ドラッグされるデータオブジ
ェクトに関連付けられる幾つかの動作を有してもよいことが理解されよう。ドラッグター
ゲット１２によって何も指定されない場合、ドラッグソース１０はデフォルト動作（たと
えば「オブジェクトのコピー」）を提供する。
－好ましいデータ転送メカニズム。そのような指示は、データオブジェクトが、帯域内で
、又は適切なプロトコルを使用して帯域外で提供されることを可能にする。たとえば、フ
ァイルオブジェクトはファイル転送プロトコル（ＦＴＰ）を使用して転送され得る。
【００４７】
　ステップ７４において、第１のシンクライアントサーバー（ドラッグソース１０の役割
を果たす）は、選択されたデータ転送メカニズムを用いて第２のシンクライアントサーバ
ー（ドラッグターゲット１２の役割を果たす）にドロップオブジェクト応答を送信する。
データオブジェクトは、応答自体の中（帯域内）で、又は既知のプロトコル（たとえばＦ
ＴＰ）を使用して帯域外で送信され得る。帯域外の場合、応答は要求されるプロトコルパ
ラメータ（サーバアドレス又はドメイン名、ポート番号．．．）を含む。
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【００４８】
　データ転送が完了すると、ドラッグアンドドロップ操作を明確に終了させるために、ド
ラッグドロップ終了メッセージ７６が送信される。「移動操作」のような動作に依拠して
、これはオブジェクトの削除が生じ得る。このメッセージの送信は、データ交換が完了し
たことを必ずしも意味するものではないため、慎重にドラッグアンドドロップ完了を処理
するかは実施態様次第であることが理解されよう。したがって、ドラッグドロップ終了メ
ッセージにおいて、ドロップされるデータオブジェクトの転送が完了したか否かを通知す
る指示が提供される。たとえば、ビデオオブジェクトがＵＥにストリーミングされる場合
、ドラッグソース１０はストリームの終了まで待機しない場合があり、他のドラッグアン
ドドロップが並行して実行される可能性がある。
【００４９】
　図７は、ＵＥ８１がステートフルプロキシ又はステートレスプロキシの役割を果たすこ
とができるＵＥ８１の２つの可能なプロキシ構成を示す。
【００５０】
　ステートフルモードでは、ＵＥは、ドラッグソース１０のためのプロキシドロップター
ゲットの役割を果たすと共に、ドラッグターゲット１２のためのプロキシドロップソース
の役割を果たすことによって、第１のリモートアプリケーション１０と第２のリモートア
プリケーション１２との間のデータ交換通信において、連続したエージェントの役割を果
たす。
【００５１】
　ステートレスモードでは、ＵＥは単にドラッグアンドドロッシグナリングメッセージを
転送する。ＵＥはオブジェクトデータが交換される方法を知らない。
【００５２】
　ＵＥがステートフルモードにおいてドラッグアンドドロップデータオブジェクトプロキ
シの役割を果たすとき、該ＵＥは、該ＵＥ自体がドラッグアンドドロップシグナリング内
の連続エージェントの役割を果たすようにし、該ＵＥ自体をドロップソースのためのレシ
ーバ及びドロップターゲットのためのセンダとして設定する。
【００５３】
　図７を参照すると、ステップ８０において、ドラッグソース１０は、第１のシンクライ
アントサーバに位置するドラッグソース１０から第２のシンクライアントサーバに位置す
るドラッグターゲット１２へのオブジェクト（複数可）の転送を要求するために、ドラッ
グアンドドロップデータオブジェクトプロキシ８１の役割を果たすＵＥにドラッグ通知を
送信する。そのような通知は、オブジェクトに関する情報（グラフィック表現、サポート
されるデータフォーマットのリスト、オブジェクト特性、サポートされる動作）を提供す
る。
【００５４】
　ステップ８２において、ドラッグアンドドロップデータオブジェクトプロキシ８１の役
割を果たすＵＥは、上記ドラッグ通知メッセージをドラッグターゲット１２に転送する。
【００５５】
　ステップ８４において、ドラッグターゲット１２は、ドラッグアンドドロップデータオ
ブジェクトプロキシ８１の役割を果たすＵＥに、ドラッグ拒否又はドロップオブジェクト
要求メッセージを送信する。
【００５６】
　上記ドロップオブジェクト要求（８４）内には以下の情報が含まれる：
－ドロップソース１４がいずれのオブジェクトがドロップされる必要があるかを理解する
のに必要な情報（たとえば、表示座標［ｘ，ｙ］のような領域、又はオブジェクトＩＤ）
を含む、ドラッグされるデータオブジェクトの識別子及び所望のフォーマット。オブジェ
クトの選択されたフォーマットは、たとえばＭＩＭＥフォーマットの形式で送信されるこ
とが好ましい。
－オブジェクトに対する要求される動作。これはたとえば、該動作がコピー操作若しくは



(15) JP 2014-209343 A 2014.11.6

10

20

30

40

50

移動（コピーしてから削除する）操作であるか、又はビデオストリームの配信であるかを
指示することができる。ドラッグソース１０のデバイスが、ドラッグされるデータオブジ
ェクトに関連付けられる幾つかの動作を有してもよいことが理解されよう。ドラッグター
ゲット１２によって何も指定されない場合、ドラッグソース１０はデフォルト動作（たと
えば「オブジェクトのコピー」）を提供する。
－好ましいデータ転送メカニズム。データオブジェクトは、帯域内で、又は適切なプロト
コルを使用して帯域外で提供されることができる。たとえば、ファイルオブジェクトはフ
ァイル転送プロトコル（ＦＴＰ）を使用して転送され得る。
【００５７】
　ステップ８６において、ドラッグアンドドロップデータオブジェクトプロキシ８１の役
割を果たすＵＥは、上記ドロップオブジェクト要求メッセージをドラッグソース１０に転
送する。
【００５８】
　ステップ８８において、ドラッグソース１０は、ドラッグアンドドロップデータオブジ
ェクトプロキシ８１の役割を果たすＵＥに、選択されたデータ転送メカニズムを用いてド
ラッグオブジェクト応答メッセージを送信する。
【００５９】
　ステップ９０において、ＵＥ８１はドロップオブジェクト応答メッセージをドラッグタ
ーゲット１２に転送する。
【００６０】
　ＵＥがステートレスドラッグアンドドロップデータオブジェクトプロキシの役割を果た
す本発明の第１の変形形態では、ステップ１００において、データ交換は必ずしもＵＥを
介して行う必要なくエンドツーエンドで実施される。
【００６１】
　ＵＥがステートフルドラッグアンドドロップデータオブジェクトプロキシの役割を果た
す本発明の第２の変形形態では、該ＵＥは、ドラッグアンドドロップシグナリング内の連
続エージェントの役割を果たし、該ＵＥ自体を、第１のデータ交換プロトコル（ステップ
１０２）を通じたドロップソースのためのレシーバ、及び第２のデータ交換プロトコル（
ステップ１０４）を通じたドロップターゲットのためのセンダとして設定する。
【００６２】
　データ転送が完了すると、ドラッグアンドドロップ操作を明確に終了させるために、ド
ラッグドロップ終了メッセージ１０６が送信される。「移動操作」のような動作に依拠し
て、これはオブジェクトの削除が生じ得る。このメッセージの送信は、データ交換が完了
したことを必ずしも意味するものではないため、慎重にドラッグアンドドロップ完了を処
理するかは実施態様次第であることが理解されよう。たとえば、ビデオオブジェクトがＵ
Ｅにストリーミングされる場合、ドラッグソースはストリームの終了まで待機しない場合
があり、他のドラッグアンドドロップが並行して実行される可能性がある。
【００６３】
　好ましい例示的な実施形態では、ドラッグアンドドロップ操作はデフォルトの選好を有
するリモートデバイス及びローカルデバイスに対して構成される。たとえば、該操作は、
常に「移動操作」を指してもよく、常に「コピー後にオブジェクトを該オブジェクトのロ
ケーションから削除することのないコピー操作」であってもよい。さらに、これはアプリ
ケーション単位で、又はユーザ選好単位で構成され得る。
【００６４】
　図８は、ドラッグアンドドロップ動作におけるドラッグソース状態チャートの概要を示
すフローチャートであり、ここで、オブジェクトが常駐アプリケーションからクライアン
ト－サーバアーキテクチャネットワーク内のリモートアプリケーションにコピーされる。
クライアント－サーバアーキテクチャネットワークは、ドラッグソース１０と、ドラッグ
ターゲット１２と、ドロップソース１４と、ドロップターゲット１６とを含む。ステップ
２００において、ユーザ０はドラッグソース１０の役割を果たすＵＥ上に表示される常駐
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アプリケーションウィンドウ内のオブジェクトをドラッグし、該オブジェクトを上記常駐
アプリケーションから、これもＵＥ上に表示されるリモートアプリケーションウィンドウ
にドラッグする（ステップ２０２）。
【００６５】
　常駐アプリケーションが、カーソルが該常駐アプリケーションの境界制限（boundary l
imit）の内側から、上記リモートアプリケーションウィンドウの境界制限の内側に移動し
ていることを検出する（ステップ２０４）と、クライアント側のリモートアプリケーショ
ンはこのイベントを通知され、ドラッグ通知メッセージをサーバ側のリモートアプリケー
ションに送信する（ステップ２０６）。ドラッグ通知メッセージは、セッション識別子を
含むことが好ましく、それによってドラッグアンドドロップセッションを開始することが
可能になる。通知イベントは、データオブジェクト情報（利用可能なフォーマットのリス
ト、名称、作成者、サポートされる動作、選択のグラフィック表現等．．．）と、利用可
能なデータ交換プロトコル（たとえばＦＴＰ、ＲＴＦ、及びトリビアルＦＴＰ）のリスト
とを含む。ドラッグターゲット１２の役割を果たすシンクライアントサーバは、このイベ
ントを「カーソル押下」が「カーソル移動」と結合されたイベントとして登録し、グラフ
ィック表現をカーソルと組み合わせることによって表示を更新する。オブジェクトをリモ
ートアプリケーション内でドラッグすることができる。クライアント側（すなわち、ドラ
ッグソース１０）でオブジェクトを解放すると、ボタン解放イベントがサーバに送信され
、これによって、サーバ（すなわち、ドラッグターゲット１２）が、適切な動作を識別し
、クライアント側にドラッグ拒否メッセージ（ステップ２０８）又はドロップオブジェク
ト要求メッセージ（ステップ２１０）のいずれかを送信するようにトリガされる。必要な
サーバ選好（たとえばオブジェクトをコピーし、好ましくは該オブジェクトをＦＴＰプロ
トコルを使用してリトリーブする動作を含む）が要求内に埋め込まれ、次にクライアント
がデータ転送メカニズムを選択する。この実施形態ではデータ転送メカニズムはファイル
転送である。
【００６６】
　ドラッグ拒否メッセージのケースでは、ドラッグアンドドロップ動作を再開し（ステッ
プ２１２）、ドラッグソースをモニタリング状態にする（ステップ２１４）。モニタリン
グ状態において、ドラッグソースは常駐アプリケーションウィンドウ内のカーソルの位置
をモニタリングする。ドラッグ拒否メッセージはセッション番号を含み、それによってド
ラッグターゲット及びドラッグソースが上記ドラッグアンドドロップセッションを閉じる
ことができるようにすることが好ましい。
【００６７】
　ドロップオブジェクト要求メッセージのケースでは、クライアントが確認応答（図示せ
ず）をサーバに送信し、該サーバに、該クライアントが要求を受信済みであり、応答を準
備中であることを通知する。したがって、クライアントはドロップソース１４の役割を果
たすＦＴＰサーバを準備し（ステップ２１６）、シンクライアントサーバ１６に、必要な
パラメータ（ＦＴＰサーバアドレス及びポート番号又はプロトコル識別子を含む）を有す
るドロップオブジェクト応答を送信する（ステップ２１８）。
【００６８】
　上記ドロップオブジェクト応答の伝送は、帯域内（ステップ２２０）又は帯域外（ステ
ップ２２２）とすることができる。この実施形態では、所定のデータチャネルを介したフ
ァイル転送プロトコルを使用することによって、帯域外伝送が選択される。
【００６９】
　ステップ２２４において、サーバは、ドロップターゲットがファイルオブジェクトを受
信していることを通知するドラッグドロップ終了メッセージによってクライアントに応答
する。
【００７０】
　オブジェクトは、「クリップボード」と呼ばれるメモリエリア内にコピーされ、オブジ
ェクト識別子によって識別されるため、ＦＴＰサーバ（ドロップソース１４）は、シンク
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ライアントサーバ（ドロップターゲット１６）がＦＴＰクライアント要求を受信すると、
要求されたオブジェクトを送信することができる。
【００７１】
　図９は、図８のドラッグアンドドロップ動作におけるドラッグソース状態チャートの概
要を示すフローチャートである。
【００７２】
　ステップ３００において、ドラッグターゲット１２はドラッグソースによって送信され
たドラッグ通知メッセージを受信する。ドラッグアンドドロップセッションが開始される
。
【００７３】
　ステップ３０２において、リモートアプリケーションはオブジェクト（ロケーション、
ＩＤ、特性．．．）を識別する。
【００７４】
　カーソルがリモートアプリケーションウィンドウの境界制限の外側にある場合、ドラッ
グターゲット１２はドラッグ拒否メッセージをドラッグソースに送信する（ステップ３０
４）。ドラッグターゲット１２及び／又はドロップターゲット１６がデータオブジェクト
を処理することができない場合も、ドラッグターゲット１２はドラッグ拒否メッセージを
送信する。ドラッグアンドドロップセッションは閉じられる。
【００７５】
　ドロップイベントが検出されると、ドラッグターゲット１２はオブジェクト情報を登録
し、データ転送選好を識別し（ステップ３０６）、ステップ３０８においてドロップオブ
ジェクト要求メッセージを送信する。
【００７６】
　ステップ３１０において、ドラッグソース１０は帯域内（ステップ３１２）又は帯域外
（ステップ３１４）でドロップオブジェクト応答をドラッグターゲット１２に送信する（
ステップ３１０）。特定の実施形態では、ドラッグターゲットは、ＦＴＰクライアント（
すなわちドロップターゲット１６）を、ファイルオブジェクトであるドロップされるデー
タオブジェクトを受信するように構成する。
【００７７】
　ステップ３１６において、ドラッグターゲット１２はドラッグドロップ終了メッセージ
をドラッグソース１０に送信する。
【００７８】
　図１０は、図８によって説明されたステップの概略図である。
【００７９】
　図１０に示すように、オブジェクトはクライアント側４０１に位置する常駐アプリケー
ション４００から、サーバ側４０５のシンクライアントサーバ４０３によってシンクライ
アントプロトコルを通じてＵＥに配信されるリモートアプリケーション４０２にコピーさ
れる。
【００８０】
　ユーザ０は常駐アプリケーションからオブジェクトをドラッグする（矢印４０４）。
【００８１】
　常駐アプリケーション４００が、カーソルが該常駐アプリケーションの境界制限の内側
から、リモートアプリケーション４０２の境界制限の内側に移動していることを検出する
と、クライアント側のリモートアプリケーション４０２はこのイベントを通知され、ドラ
ッグ通知メッセージをリモートアプリケーションのクライアントサーバ４０３に送信する
（ステップ４０６）。クライアント側４０１でオブジェクトを解放すると、解放イベント
がサーバ側４０５に送信され、これによって、シンクライアントサーバ４０３が、適切な
動作を識別し、ドロップオブジェクト要求メッセージ４０８を送信するようにトリガされ
る。
【００８２】
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　クライアント側４０１が確認応答４１０をシンクライアントサーバ４０３に送信し、該
シンクライアントサーバ４０３に、該クライアントが要求を受信済みであり、応答を準備
中であることを通知する。クライアント側はＦＴＰサーバ４１２を準備し、必要なパラメ
ータ（ＦＴＰサーバアドレス及びポート番号又はプロトコル識別子を含む）を有するドロ
ップオブジェクト応答４１４を送信する。オブジェクトは、「クリップボード」と呼ばれ
るメモリエリア内にコピーされ、オブジェクト識別子によって識別されるため、ＦＴＰサ
ーバ４１２は、シンクライアントサーバ４０３がＦＴＰクライアント要求を受信すると、
要求されたオブジェクトを送信することができる。
【００８３】
　ステップ４１６において、シンクライアントサーバ４０３はドラッグドロップ終了をリ
モートアプリケーション４０２に送信する。
【００８４】
　ステップ４２０において、ＦＴＰサーバとＦＴＰクライアントとの間でデータオブジェ
クトを交換する。
【００８５】
　メモリプール４２２のエリア内のコピーされたオブジェクトは、該オブジェクトが正当
なシンクライアントサーバによってダウンロードされ、好ましくは現在ローカルマシン内
に存在するクリップボードとは別個のクリップボード内に格納されるまでロックされたま
まであることに留意されたい。実際に、コピーされるオブジェクトが移動操作を参照した
場合、且つシンクライアントがローカルアプリケーションをダウンロードする前に、ユー
ザ０が該ローカルアプリケーションに対しペースト操作を実施する場合、これは結果とし
て、オブジェクトをシンクライアントサーバではなくローカルマシンにおいて移動するこ
ととなる。したがって、コピーされるオブジェクトは、操作（移動又はコピー）に拘束さ
れ、且つ移動操作のみのケースでは、オブジェクトの宛先となっている正当なシンクライ
アントサーバに拘束されなくてはならない。コピー操作のケースでは、コピーされるオブ
ジェクトはメモリプール内に留まることができる。該オブジェクトは同じシンクライアン
トサーバ又は異なるシンクライアントサーバに対して数回コピーされてよい。
【００８６】
　図１１は、本発明の応用形態を示している。ここで、クライアントデバイス５００（た
とえばＰＣマシン）は第１の移動デバイス５０２内で実行されている第１のリモートデス
クトップアプリケーション及び第２の移動デバイス５０４内で実行されている第２のリモ
ートデスクトップアプリケーションに接続されている。これらはそれぞれ、無線ネットワ
ークインタフェース（たとえば、ＷｉＦｉ、ＷｉＭＡＸ、又は３Ｇ）を有する第１のシン
クライアントサーバ及び第２のシンクライアントサーバを表す。移動デバイスは、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ接続性を使用してクライアントデバイス５００に接続される。したがって、
２つのクライアントアプリケーションがクライアントデバイス５００上で開始され、シン
クライアントサーバ５０２及び５０４がそれぞれの割り当てられたアプリケーションウィ
ンドウ上でレンダリングされている表示を制御する。ユーザ０は、マウス及びキーボード
を使用してクライアントデバイス５００と対話することができ、シンクライアントサーバ
５０２によって制御されている第１のリモートアプリケーションから、第２のシンクライ
アントサーバ５０４によって制御されている第２のリモートアプリケーションにオブジェ
クトをドラッグすることができる。シンクライアントデバイス５００は、ステートフルド
ラッグドロッププロキシの役割を果たすか、又はステートレスドラッグドロッププロキシ
の役割を果たすかのいずれかである。ステートフルドラッグドロッププロキシの役割を果
たすケースでは、データオブジェクトは上記クライアントデバイス５００を通じて転送さ
れ、ステートレスドラッグドロッププロキシの役割を果たすケースでは、たとえばファイ
ルオブジェクトの転送は無線ネットワークを介して実施され得る。
【００８７】
　図１２は、移動ＵＥ６００内のローカルビデオプレーヤ（すなわちドロップターゲット
）へのビデオファイルのドロップを示しており、これによってシンクライアントサーバ５
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受信するＵＥ６００を準備することになる。シンクライアントサーバ５００（すなわちド
ラッグソース）は、移動ＵＥ６００内の出力表示を制御し、ユーザ０は、本発明に従って
、ビデオファイルオブジェクトを、リモートアプリケーションウィンドウから、常駐ビデ
オプレーヤ（ドロップターゲット）を参照するビデオプレーヤアイコン（ドラッグターゲ
ット）にドラッグすることができる。これによって、ビデオプレーヤが、開始し、再生ビ
デオストリームサーバ６０２からビデオファイルを受信するようにトリガされる。
【００８８】
　図１３は、リモートフレームバッファプロトコル（ＲＦＢ）を使用する実施に対する可
能なパスを示している。ドラッグアンドドロップメッセージは、双方向（クライアントか
らサーバへのメッセージ又はサーバからクライアントへのメッセージ）に関してメッセー
ジタイプ番号Ｘ７００に関連付けられる。理由は、クライアント及びサーバの双方が、ド
ラッグソース又はドラッグターゲットのいずれとなることもできるためである。「Ｘ」は
ＲＦＢプロトコル仕様において定義される既存のメッセージタイプ番号とは異なる新たな
番号である。
【００８９】
【表１】

【００９０】
　メッセージタイプＸのドラッグアンドドロップメッセージのそれぞれは、以下のような
サブメッセージタイプ７０２を使用して差別化される。
【００９１】

【表２】

【００９２】
　ドラッグアンドドロップメッセージ７０４のコンテンツは、サブメッセージタイプ７０
２に依拠する。
【００９３】
　ドラッグ通知ドラッグアンドドロップメッセージ（ドラッグソースによってドラッグタ
ーゲットに送信される）は以下の情報を含む。
【００９４】
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【００９５】
　動作ビット配列は、以下とすることができる。
【００９６】

【表４】

【００９７】
ここで、
・「ｃ」ビットは「コピー」動作を指す
・「ａ」ビットは「エイリアス」動作を指す
・「ｍ」ビットは「移動」動作を指す
・「ｕ」ビットは「ＵＲＩリトリーブ」動作を指す
・「ｓ」ビットは「ストリーム」動作を指す
・ＦＦＵは、他の動作が要求される場合のさらなる使用のために予約される
【００９８】
　ドラッグオブジェクト拒否ドラッグアンドドロップメッセージ（ドラッグターゲットに
よってドラッグソースに送信される）は以下を含む。
【００９９】

【表５】

【０１００】
　ドロップオブジェクト要求ドラッグアンドドロップメッセージ（ドラッグターゲットに
よってドラッグソースに送信される）は以下を含む。
【０１０１】
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【表６】

【０１０２】
　ドロップオブジェクト要求ＡＣＫドラッグアンドドロップメッセージ（ドラッグソース
によってドラッグターゲットに送信される）は以下を含む。
【０１０３】
【表７】

【０１０４】
　ドロップオブジェクト応答ドラッグアンドドロップメッセージ（ドラッグソースによっ
てドラッグターゲットに送信される）は以下を含む。
【０１０５】

【表８】

【０１０６】
　たとえば、「ＵＲＩリトリーブ」動作のケースでのみ、帯域内データ情報は、プロシー
ジャ指示（たとえば、ＵＲＩを用いてウェブブラウザを開始する、ＵＲＩを格納する、又
は電話をかける）を有するＵＲＩ文字列を含むことができる。
【０１０７】
　この特定の動作の場合、実施態様は、帯域内メッセージにおいて以下のフォーマットを
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使用することができる。
【０１０８】
【表９】

【０１０９】
　ドラッグドロップ終了ドラッグアンドドロップメッセージは以下を含む。
【０１１０】
【表１０】

【０１１１】
　本発明によるシステムによって、ドラッグアンドドロッププロシージャに関与するエン
ティティと異なるエンティティ間でデータが交換されることが可能になる。
【０１１２】
　本発明によれば、ドラッグソースとドラッグターゲットとの間で交渉される伝送プロト
コルは、上記ドロップソースからドロップされるデータオブジェクトを上記ドロップター
ゲットに送信するために、帯域内伝送チャネル又は帯域外伝送チャネルのいずれかを使用
する。
【０１１３】
　本発明の第１の例示的な実施形態では、移動ユーザ機器は、リモートデスクトップアプ
リケーション上の１組のオブジェクトを選択し、該選択されたオブジェクトをローカルア
プリケーション内にドロップする。
【０１１４】
　本発明の第２の例示的な実施形態では、移動ユーザ機器は第１のリモートデスクトップ
アプリケーション上で１組のオブジェクトを選択し、該選択されたオブジェクトを第２の
リモートデスクトップアプリケーション内にドロップする。たとえば、オブジェクトはオ
フィスのシンクライアントサーバから自宅のシンクライアントサーバにドラッグすること
ができ、逆もまた同様である。
【０１１５】
　本発明の第３の例示的な実施形態では、移動ユーザ機器はローカルアプリケーション上
で１組のオブジェクトを選択し、該選択されたオブジェクトをリモートデスクトップアプ
リケーション内にドロップする。
【０１１６】
　上記選択されたオブジェクトに関連付けられるドロップされるデータオブジェクトは、
必ずしもドラッグアンドドロッププロシージャに関与していないエンティティ間で交換し
てもよい。たとえば、選択されたオブジェクトは、シンクライアントサーバから移動ユー
ザ機器にドラッグすることができ（すなわち、ドラッグされるデータオブジェクトが交換
される）、該選択されたオブジェクトに関連付けられるビデオファイル（すなわちドロッ
プされるデータオブジェクト）を、ビデオ再生サーバから移動ユーザ機器にストリーミン
グすることができる。
【０１１７】
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　本発明の特定の一変形形態によれば、ドラッグソース及びドロップソースは移動ユーザ
機器内に位置し、一方でドラッグターゲット及びドロップターゲットは単一のリモートサ
ーバ内に位置する。
【０１１８】
　別の一変形形態では、ドラッグソース及びドロップソースは移動ユーザ機器内に位置し
、一方、ドラッグターゲット及びドロップターゲットは異なるリモートサーバ内に分散さ
れる。
【０１１９】
　本発明の例示的な一態様による方法は、ドラッグソース及びドラッグターゲットが、第
１のデータチャネルを介してドラッグアンドドロップシグナリングを交換し、一方でドロ
ップソース及びドロップターゲットは、上記第１のデータチャネルとは異なる第２のデー
タチャネルを介してデータオブジェクトを交換することができるということによって特徴
付けられる。
【０１２０】
　したがって、本発明の例示的な態様による方法は、ドラッグアンドドロップ方法が分散
手法を採用し、それによってドラッグアンドドロップ制御シグナリングをドラッグアンド
ドロップデータオブジェクト交換から分離するという点で有利であることがわかる。
【０１２１】
　さらに、ユーザは、ローカルアプリケーション及びリモートアプリケーションの双方と
対話し、全てのオブジェクトが同じデバイス上にあるかのようにオブジェクトをドラッグ
アンドドロップすることができる。
【０１２２】
　したがって、本方法は、トランスペアレントで、従来のコピー／ペースト方法と同様で
あるが、異なるメカニズムを使用すると共に、カスタマイズされたドロップ結果を可能に
する機能を提供する。
【０１２３】
　好ましい実施態様では、本発明による方法は、
－ドラッグソースが、選択されたデータオブジェクトが、該データオブジェクトのアプリ
ケーションウィンドウの境界制限の外側に移動し、ドラッグターゲットアプリケーション
ウィンドウの境界内に入るのを検出する。したがって、ドラッグソースは、ドラッグター
ゲットが選択されたデータオブジェクトのドラッグを処理するように通知するドラッグ通
知を該ドラッグターゲットに送信するステップと、
－上記ドラッグ通知に応答して、ドラッグターゲットが、該ドラッグターゲットがドラッ
グアンドドロップ操作を処理することができない場合、若しくは該ドラッグターゲットが
、上記選択されたデータオブジェクト（すなわちドラッグされるデータオブジェクト）が
ドラッグソースアプリケーションウィンドウの内側へ戻っていくのを検出する場合はドラ
ッグオブジェクト拒否メッセージによって、又は、ドラッグされるデータオブジェクトが
ドラッグターゲットアプリケーションウィンドウ内にドロップ及び受容される場合はドロ
ップオブジェクト要求によってのいずれかでドラッグソースに応答するステップと、
－上記ドロップオブジェクト要求が受信されると、上記ドラッグソースが、要求された帯
域内データ、又はドロップターゲットがドロップされるデータオブジェクトをドロップソ
ースからリトリーブすることができるような、ＩＰアドレス及びポート番号のような関連
パラメータを伴うデータ交換プロトコルのいずれかを含むドロップオブジェクト応答を上
記ドラッグターゲットに送信するステップと、
－上記ドロップオブジェクト応答が受信されると、ドラッグソースが、選択されたデータ
交換プロトコルに基づいてドロップソースを構成し、ドラッグターゲットが、ドロップタ
ーゲットを、選択されたデータを受信するように構成するステップと、
－ドラッグターゲットが、ドラッグソースに、ドラッグソースとドラッグターゲットとの
間のドラッグアンドドロップ操作が完了したことを告げるドラッグドロップ終了信号を送
信するステップと、
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を含む。
【０１２４】
　ドラッグアンドドロップ操作を正確に処理するために他のメッセージを送信することが
できる。したがって、ドラッグソースは確認応答メッセージをドラッグターゲットに送信
して、ドラッグターゲットのブロッキングを回避してよく、ドラッグソースは、別のメッ
セージ（たとえばドロップオブジェクト拒否メッセージ）を送信するか又は確認応答メッ
セージ（たとえばドロップオブジェクト要求ＡＣＫ）内で指示を送信することによって、
ドラッグアンドドロップ操作を中止してもよい。
【０１２５】
　好ましくは、上記ドラッグ通知は、ドラッグターゲットが、選択されたデータオブジェ
クトのロケーション情報、及びアプリケーションの自動選択をさらに可能にすることがで
きる該選択されたデータオブジェクトのプロパティを登録することを可能にする、選択さ
れたデータオブジェクトの説明と、ドラッグターゲットが、従来のカーソルグラフィック
効果に加えて、選択されたデータオブジェクトの視覚的レンダリングを行うことを可能に
する上記選択されたデータオブジェクトのグラフィック表現とを含む。ドラッグ通知は、
ドラッグターゲットが好ましい動作を効果的に選択することを可能にするための、ドラッ
グソースによってサポートされる動作のリストをさらに含むことができる。上記動作は予
期されるドロッピング結果を指す。
【０１２６】
　ドロップオブジェクト要求は、オブジェクト識別子と、好ましいデータ転送メカニズム
と、ドラッグターゲットによって選択される好ましい動作の説明とを含む。
【０１２７】
　ドロップオブジェクト応答は、オブジェクト識別子と、潜在的なデータ交換プロトコル
パラメータを伴う選択されたデータ転送メカニズムとを含む。ドロップオブジェクト応答
は、ドロップターゲット内のＤＲＭエージェントがドロップソースからビデオストリーム
を再生することを可能にするオブジェクトのストリーム伝送の動作に関連付けられるライ
センス情報をさらに含む。
【０１２８】
　本発明の例示的な一態様による方法は、ドラッグソースによってサポートされる１組の
可能な動作を含み、該動作は、
－上記ドロップターゲットが、上記ドロップソースから選択のストリームを受信すること
を可能にする選択動作のストリームと、
－ドロップソースが選択されたオブジェクトのコピーを受信することを可能にする選択動
作のコピーと、
－ドロップターゲットがドロップソースから物理データオブジェクトへのリンクアドレス
を受信することを可能にする選択のエイリアスと、
－選択動作のコピーであり、その後に選択の除去が続く、選択の移動コマンドと、
－ドロップソースが選択に関連付けられるＵＲＩを使用し、該ＵＲＩを使用する適切なプ
ロシージャを実行することを可能にする、該ＵＲＩのリトリーブコマンドと、
から成る。
【０１２９】
　本発明の一変形形態では、ドロップオブジェクト応答は、ドロップターゲット内のＤＲ
Ｍエージェントがドロップソースによって送信されるビデオストリームを再生することを
可能にする、オブジェクトのストリーム伝送の上記動作に関連付けられるライセンス情報
をさらに含む。
【０１３０】
　特定の実施態様では、ドラッグアンドドロップメッセージ（すなわち、ドラッグ通知、
ドラッグオブジェクト拒否、ドロップオブジェクト要求、ドロップオブジェクト応答、ド
ラッグドロップ終了）は、ドラッグアンドドロップセッションを正確に処理するためのセ
ッション識別番号を含む。これによって、ドラッグソース及びドラッグターゲットの双方
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が、ドラッグアンドドロップメッセージが関連するセッションを識別し、上記ドラッグア
ンドドロップセッションを廃棄することによってブロッキング状況を回避するために、上
記ドラッグアンドドロップメッセージの送信時にタイマーを始動することができる。
【０１３１】
　有利には、通信エラー及び悪意のある攻撃を防ぐことができ、複数のドラッグアンドド
ロップセッションを並列に実行することができる。
【０１３２】
　本発明の例示的な一態様による方法は、メモリ記憶装置内に格納され、コンピュータ内
で実行されると、移動ユーザ機器が、システム内の少なくとも２つのリモートアプリケー
ション、又はリモートアプリケーションとローカルアプリケーションとの間でデータオブ
ジェクトをドラッグアンドドロップすることを可能にするのに適応したコンピュータプロ
グラム製品によって実施される。上記システムは、ドラッグソースと、ドラッグターゲッ
トと、ドロップソースと、ドロップターゲットとを含む。コンピュータプログラムは以下
の命令を含む。
－移動ユーザ機器が、少なくとも２つのリモートアプリケーション間（又はリモートアプ
リケーションとローカルアプリケーションとの間）でデータオブジェクトをドラッグアン
ドドロップし、該移動ユーザ機器自体を、ドラッグソース、若しくはドラッグターゲット
、又はその両方として構成することを可能にするための命令。
－ドラッグソースが、上記ドラッグソースアプリケーションウィンドウの境界の外側のオ
ブジェクト選択の移動を検出することを可能にするための命令。
－ドラッグソースが、ドラッグターゲットに、選択されたデータオブジェクト（すなわち
ドラッグされるデータオブジェクト）のドラッグを処理するように通知するドラッグ通知
を該ドラッグターゲットに送信することを可能にするための命令。
－ドラッグターゲットが、該ドラッグターゲットがドラッグアンドドロップ操作を処理す
ることができない場合、若しくは選択されたデータオブジェクトがドラッグソースアプリ
ケーションウィンドウの境界の内側からドラッグソースアプリケーションウィンドウの境
界へ移動する場合はドラッグオブジェクト拒否メッセージによって、又は、ドラッグされ
るデータオブジェクトがドラッグターゲット内にドロップ及び受容される場合はドロップ
オブジェクト要求によってのいずれかでドラッグソースに応答することを可能にするため
の命令。
－ドラッグソースが、要求された帯域内データ、又はドロップターゲットがドロップされ
るデータオブジェクトをドロップソースからリトリーブすることを可能にする、ＩＰアド
レス及びポート番号のような関連パラメータを伴うデータ交換プロトコルのいずれかを含
むドロップオブジェクト応答を上記ドラッグターゲットに送信することを可能にするため
の命令。しかしながら、ドラッグソースがドラッグアンドドロップ操作を中止することを
望む場合、該ドラッグソースは、別のメッセージ（たとえばドロップオブジェクト拒否メ
ッセージ）を送信するか、又は確認応答メッセージ（たとえば、上記ドロップオブジェク
ト要求の受信に確認応答するドロップオブジェクト要求ＡＣＫメッセージ）内で指示を送
信する。
－ドラッグソースが選択されたデータ交換プロトコルに基づいてドロップソースを構成す
ること、及びドラッグターゲットが、ドロップターゲットを、選択データを受信するよう
に構成することを可能にするための命令。
－ドラッグターゲットがドラッグソースに、ドラッグソースとドラッグターゲットとの間
のドラッグアンドドロップ操作が完了したことを告げるドラッグドロップ終了信号を送信
することを可能にするための命令。
【０１３３】
　本発明の例示的な実施形態を参照して本発明を詳細に図示及び説明してきたが、本発明
はこれらの実施形態には限定されない。当業者であれば、特許請求の範囲によって規定さ
れるような本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、本発明において形式及び詳細の
様々な変更を行うことができることを理解するであろう。
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