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(57)【要約】
　第１同報マルチキャストシステムのサーバと，適合機能とを含む装置が提供される。こ
の適合機能は，前記第１同報マルチキャストシステムのサーバと，第２同報マルチキャス
トシステムのサーバとの間の通信を提供する。適合機能は，前記第１同報マルチキャスト
システムの番組に前記第２同報マルチキャストシステムの少なくとも１つのコンテンツア
イテムを内包するように構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体端末において第１同報マルチキャストシステムのサービスに加入するステップと
，
　前記第１同報マルチキャストシステムのサーバと第２同報マルチキャストシステムのサ
ーバとの通信における適合機能を介して前記第２同報マルチキャストシステムにサービス
案内を要求するステップと，
　前記第２同報マルチキャストシステムのサービス案内を，前記適合機能を介して前記第
１同報マルチキャストシステムの番組の内包コンテンツアイテムとして受信するステップ
と，
　前記第１同報マルチキャストシステムを介して前記第２同報マルチキャストシステムの
サービス案内を表示するステップと，
を有する方法。
【請求項２】
　前記第１同報マルチキャストシステムは第３世代パートナシッププロジェクト２（３Ｇ
ＰＰ２）の同報マルチキャストシステム（ＢＣＭＣＳ）とし，前記第２同報マルチキャス
トシステムはオープンモバイルアライアンスの同報サービス（ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴ）とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記適合機能を介して，前記サービス案内に含まれる前記第２同報マルチキャストシス
テムの同報サービスを要求するステップを更に有する請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記適合機能を介して，前記の要求した同報サービスへの加入メッセージを受信するス
テップを更に有する請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記適合機能を介して，前記第１同報マルチキャストシステムの別の番組に内包された
前記同報サービスを受信するステップを更に有する請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記同報サービスを受信するステップは，ある接続によって代理された前記第１同報マ
ルチキャストシステムの番組と同一のチャネル内で，前記第２同報マルチキャストシステ
ムのコンテンツを受信するステップを含む請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記サービス案内を受信するステップは，前記第１同報マルチキャストシステムと前記
第２同報マルチキャストシステムとの間で規定されたセッション記述データを用いて，前
記サービス案内を受信するステップを含む請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　記憶された計算機可読プログラムコード部を有する少なくとも１つの計算機可読記憶媒
体を備えた計算機プログラム製品であって，前記計算機可読プログラムコード部が，
　移動体端末において第１同報マルチキャストシステムのサービスに加入するための第１
実行部と，
　前記第１同報マルチキャストシステムのサーバと第２同報マルチキャストシステムのサ
ーバとの通信における適合機能を介して前記第２同報マルチキャストシステムにサービス
案内を要求する第２実行部と，
　前記第２同報マルチキャストシステムのサービス案内を，前記適合機能を介して前記第
１同報マルチキャストシステムの番組の内包コンテンツアイテムとして受信する第３実行
部と，
　前記第１同報マルチキャストシステムを介して前記第２同報マルチキャストシステムの
サービス案内を表示する第４実行部と，
を有する計算機プログラム製品。
【請求項９】
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　前記第１同報マルチキャストシステムは第３世代パートナシッププロジェクト２（３Ｇ
ＰＰ２）の同報マルチキャストシステム（ＢＣＭＣＳ）とし，前記第２同報マルチキャス
トシステムはオープンモバイルアライアンスの同報サービス（ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴ）とす
る請求項８に記載の計算機プログラム製品。
【請求項１０】
　前記適合機能を介して，前記サービス案内に含まれる前記第２同報マルチキャストシス
テムの同報サービスを要求する第５実行部を更に有する請求項８に記載の計算機プログラ
ム製品。
【請求項１１】
　前記適合機能を介して，前記の要求した同報サービスへの加入メッセージを受信する第
６実行部を更に有する請求項１０に記載の計算機プログラム製品。
【請求項１２】
　前記適合機能を介して，前記第１同報マルチキャストシステムの別の番組に内包された
前記同報サービスを受信する第６実行部を更に有する請求項１０に記載の計算機プログラ
ム製品。
【請求項１３】
　前記第６実行部は，ある接続によって代理された前記第１同報マルチキャストシステム
の番組と同一のチャネル内で，前記第２同報マルチキャストシステムのコンテンツを受信
する命令を含む請求項１２に記載の計算機プログラム製品。
【請求項１４】
　前記第３実行部は，前記第１同報マルチキャストシステムと前記第２同報マルチキャス
トシステムとの間で規定されたセッション記述データを用いて，前記サービス案内を受信
する命令を含む請求項８に記載の計算機プログラム製品。
【請求項１５】
　第１同報マルチキャストシステムのサーバと，
　前記第１同報マルチキャストシステムのサーバと第２同報マルチキャストシステムのサ
ーバとの通信を提供する適合機能であって，前記第１同報マルチキャストシステムの番組
に前記第２同報マルチキャストシステムの少なくとも１つのコンテンツアイテムを内包す
るように構成した適合機能と，
を備える装置。
【請求項１６】
　前記第１同報マルチキャストシステムは第３世代パートナシッププロジェクト２（３Ｇ
ＰＰ２）の同報マルチキャストシステム（ＢＣＭＣＳ）とし，前記第２同報マルチキャス
トシステムはオープンモバイルアライアンスの同報サービス（ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴ）とす
る請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記サーバは，前記適合機能を介して，前記サービス案内に含まれる前記第２同報マル
チキャストシステムの同報サービスを要求するように構成する請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
　前記サーバは，前記適合機能を介して，前記の要求した同報サービスを受信するように
構成する請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記適合機能は，前記第１同報マルチキャストシステムの別の番組に前記同報サービス
を内包するように構成する請求項１７に記載の装置。
【請求項２０】
　前記適合機能は，前記第２同報マルチキャストシステムのコンテンツを，ある接続によ
って代理された前記第１同報マルチキャストシステムの番組と同一のチャネルに内包する
ように構成する請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記適合機能は，前記第１同報マルチキャストシステムと前記第２同報マルチキャスト
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システムとの間でセッション記述データを規定するように構成する請求項１５に記載の装
置。
【請求項２２】
　第１同報マルチキャストシステムのサーバと，
　第２同報マルチキャストシステムの少なくとも１つのコンテンツアイテムを有する前記
第２同報マルチキャストシステムのサーバと，
　前記第１同報マルチキャストシステムのサーバと第２同報マルチキャストシステムのサ
ーバとの通信を提供する適合機能であって，前記第１同報マルチキャストシステムの番組
に前記第２同報マルチキャストシステムの少なくとも１つのコンテンツアイテムを内包す
るように構成した適合機能と，
を備えるシステム。
【請求項２３】
　前記第１同報マルチキャストシステムは第３世代パートナシッププロジェクト２（３Ｇ
ＰＰ２）の同報マルチキャストシステム（ＢＣＭＣＳ）とし，前記第２同報マルチキャス
トシステムはオープンモバイルアライアンスの同報サービス（ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴ）とす
る請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　移動体端末において第１同報マルチキャストシステムのサービスに加入する手段と，
　前記第１同報マルチキャストシステムのサーバと第２同報マルチキャストシステムのサ
ーバとの通信における適合機能を介して前記第２同報マルチキャストシステムにサービス
案内を要求する手段と，
　前記第２同報マルチキャストシステムのサービス案内を，前記適合機能を介して前記第
１同報マルチキャストシステムの番組の内包コンテンツアイテムとして受信する手段と，
　前記第１同報マルチキャストシステムを介して前記第２同報マルチキャストシステムの
サービス案内を表示する手段と，
を備える装置。
【請求項２５】
　第１同報マルチキャストシステムのサーバと第２同報マルチキャストシステムのサーバ
との通信を提供する適合機能であって，前記第１同報マルチキャストシステムの番組に前
記第２同報マルチキャストシステムの少なくとも１つのコンテンツアイテムを内包するよ
うに構成した適合機能を備える装置。
【請求項２６】
　前記第１同報マルチキャストシステムは第３世代パートナシッププロジェクト２（３Ｇ
ＰＰ２）の同報マルチキャストシステム（ＢＣＭＣＳ）とし，前記第２同報マルチキャス
トシステムはオープンモバイルアライアンスの同報サービス（ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴ）とす
る請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　第１同報マルチキャストシステムのサービスに移動体端末が加入することを示す加入メ
ッセージを受信するステップと，
　前記加入メッセージを第２同報マルチキャストシステムに伝送するステップと，
　前記第２同報マルチキャストシステムのサービス案内を，前記第１同報マルチキャスト
システムの番組に内包するステップと，
を有する方法。
【請求項２８】
　前記第１同報マルチキャストシステムは第３世代パートナシッププロジェクト２（３Ｇ
ＰＰ２）の同報マルチキャストシステム（ＢＣＭＣＳ）とし，前記第２同報マルチキャス
トシステムはオープンモバイルアライアンスの同報サービス（ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴ）とす
る請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　記憶された計算機可読プログラムコード部を有する少なくとも１つの計算機可読記憶媒
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体を備えた計算機プログラム製品であって，前記計算機可読プログラムコード部が，
　第１同報マルチキャストシステムのサービスに移動体端末が加入していることを示す加
入メッセージを受信する第１実行部と，
　前記加入メッセージを第２同報マルチキャストシステムに伝送する第２実行部と，
　前記第２同報マルチキャストシステムのサービス案内を，前記第１同報マルチキャスト
システムの番組に内包する第３実行部と，
を有する計算機プログラム製品。
【請求項３０】
　前記第１同報マルチキャストシステムは第３世代パートナシッププロジェクト２（３Ｇ
ＰＰ２）の同報マルチキャストシステム（ＢＣＭＣＳ）とし，前記第２同報マルチキャス
トシステムはオープンモバイルアライアンスの同報サービス（ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴ）とす
る請求項２９に記載の計算機プログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施例は概略移動体同報サービスに関し，一例示実施例においては同報マルチ
キャストサービス（ＢＣＭＣＳ）を介してＯＭＡ移動体同報サービス（ＯＭＡ　ＢＣＡＳ
Ｔ）を配信するシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　新しい通信時代は有線無線のネットワークを大きく拡大させた。計算機ネットワークと
，テレビジョンネットワークと，電話ネットワークとが，消費者要求に支えられて前例の
ない技術的拡大を経験している。無線及び移動体ネットワーク技術は情報転送をより柔軟
かつ即時に行えるようにする一方で，関連する消費者要求を処理してきた。
【０００３】
　現在及び将来のネットワーク技術は，引き続き情報転送を容易にし，ユーザに利便性を
与えるであろう。有望なそのような配信技法の１つにデジタルビデオ放送標準（ＤＶＢ）
がある。これに関して，ＤＶＢ－ＴはＤＶＢ－Ｃ（ケーブル）及びＤＶＢ－Ｓ（衛星）に
関連するものであって，ＤＶＢ標準の地上波用の変形である。周知のとおりＤＶＢ－Ｔは
，デジタルＴＶ放送用に開発された無線ポイント－ツ－マルチポイントデータ配信機構で
あって，映像及び同期音声の送信にＭＰＥＧ－２トランスポートストリームを用いるもの
である。ＤＶＢ－Ｔは，例えば３Ｇシステムを用いた移動体通信ネットワークによるデー
タ送信に比べると，放送チャネルを介して多くのユーザに低コストで効率よく大量のデー
タを送信することができる。ＤＶＢ－Ｔは，通常ほかの種別の送信には受信条件が急に変
化するような影響を与える地理的条件，並びに丘陵地域及び山岳地域においてよい性能を
示す点で，すぐれた耐性があることも証明されている。一方ＤＶＢ－Ｈ（携帯）は，これ
もＤＶＢ－Ｔに関連するものであるが，特に携帯デバイスに対する無線データ配信におい
てよい性能を示すものである。
【０００４】
　ＤＶＢによって証明されるように，デジタル広帯域データ放送ネットワークは既知であ
る。これに関してＤＶＢネットワークは，テレビコンテンツ配信用及びインターネットプ
ロトコル（ＩＰ）データのようなほかのデータ配信用にヨーロッパほかにおいて普及して
いる。広帯域データ放送ネットワークのほかの例としては，日本の地上波統合サービスデ
ジタル放送（ＩＳＤＢ－Ｔ）と，デジタル音声放送（ＤＡＢ）と，マルチメディア同報マ
ルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）と，高度テレビジョンシステム委員会標準（ＡＴＳＣ
）が提供するネットワークと，がある。多くのこのようなシステムにおいては，デジタル
広帯域データ放送ネットワークを介してユーザにサービスを配信するために番組案内が開
発されている。このような番組案内の１つに同報マルチキャストサービス（ＢＣＭＣＳ）
がある。ＢＣＭＣＳは，無線ネットワークの移動体端末によってユーザが種々のコンテン
ツ（例えば映像又はテキスト）を受信できるようにする。ＢＣＭＣＳは，例えば第３世代
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パートナシッププロジェクト２（３ＧＰＰ２）の環境で用いることができる。別の類似サ
ービスが，例えば第３世代パートナシッププロジェクト（３ＧＰＰ）及びオープンモバイ
ルアライアンス（ＯＭＡ）用に開発されている。ユーザがＢＣＭＣＳサービスに加入する
と，ＩＰネットワークを介したユーザのコンテンツ情報に対する要求に制御装置が応答す
る。ユーザは，自分の移動体端末でＢＣＭＣＳ番組案内によって所望のコンテンツを選択
する。次に制御装置はユーザ要求を認証し，適切に認証されると選択されたコンテンツを
供給する。
【０００５】
　最近は移動体向け同報に関連するサービスの要求がある。そのような要求にこたえてＯ
ＭＡ移動体同報サービス（ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴ）が開発された。ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサー
ビス案内は，例えば対話型サービスと，位置依存同報と，購買情報及び加入情報と，を含
む移動体同報サービスをユーザが選択できるようにする機能を提供する。ＯＭＡ　ＢＣＡ
ＳＴサービス案内のＸＭＬ属性を，ＢＣＭＣＳ番組案内中で部分的に規定することができ
る。しかしＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内は，ＢＣＭＣＳ番組案内よりもずっと複雑か
つ高度であり，このためＢＣＭＣＳサービスによる運用を許可するためにＯＭＡ　ＢＣＡ
ＳＴサービス案内の機能を削除することはできない。ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内が
ＢＣＭＣＳによって配信されると，ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内のある機能は失われ
る。更にＢＣＭＣＳ番組案内は，ＢＣＭＣＳを介してＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービスを提供
する現在唯一の方法である。ＢＣＭＣＳ番組案内は，例えばＢＣＭＣＳを介してサーバと
移動体端末との間でリンクを生成するために，情報フローのための機構，受信器ＩＰアド
レス，等を提供する。したがって，ＢＣＭＣＳを介して完全なＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービ
ス案内及びＯＭＡ　ＢＣＡＳＴの配信を可能にする方法が望まれる。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述の背景から本発明の実施例は，ＢＣＭＣＳを介してＯＭＡ　ＢＣＡＳＴコンテンツ
を配信する計算機プログラム製品と，システムと，方法と，を提供する。本発明の計算機
プログラム製品と，システムと，方法と，によれば，ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内又
はサービスは，移動体端末において表示するためにＢＣＭＣＳ番組としてトンネル，すな
わち内包される。これによってＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内又はサービスの機能のす
べてではないにしろ多くを保持できる可能性がある。
【０００７】
　本発明の一態様によれば，ＢＣＭＣＳを介して移動体端末にＯＭＡ　ＢＣＡＳＴを配信
する方法が提供される。この方法は，移動体端末においてＢＣＭＣＳのサービスに加入す
るステップと，ＢＣＭＣＳサーバとＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサーバとの通信における適合機能
を介してＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内を要求するステップと，ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサ
ービス案内を，上記適合機能を介して受信するステップと，ＢＣＭＣＳサービスを介して
ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内を表示するステップと，を含む。
【０００８】
　一例示実施例によれば，複数の操作又は実行コード部を含む方法及び計算機プログラム
製品が提供される。第１の操作又は実行コード部は，移動体端末において第１同報マルチ
キャストシステムのサービスに加入するためのものである。第２の操作又は実行コード部
は，上記第１同報マルチキャストシステムのサーバと第２同報マルチキャストシステムの
サーバとの通信における適合機能を介して上記第２同報マルチキャストシステムにサービ
ス案内を要求するものである。第３の操作又は実行コード部は，上記第２同報マルチキャ
ストシステムのサービス案内を，上記適合機能を介して上記第１同報マルチキャストシス
テムの番組の内包コンテンツアイテムとして受信するものである。第４の操作又は実行コ
ード部は，上記第１同報マルチキャストシステムを介して上記第２同報マルチキャストシ
ステムのサービス案内を表示するものである。
【０００９】
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　本発明の別の例示実施例によれば，第１同報マルチキャストシステムのサーバと，適合
機能と，を含む装置が提供される。上記適合機能は上記第１同報マルチキャストシステム
のサーバと第２同報マルチキャストシステムのサーバとの通信を提供する。上記適合機能
は，上記第１同報マルチキャストシステムの番組に上記第２同報マルチキャストシステム
の少なくとも１つのコンテンツアイテムを内包するように構成される。
【００１０】
　また別の例示実施例によれば，移動体端末と通信する第１同報マルチキャストシステム
のサーバと，第２同報マルチキャストシステムの少なくとも１つのコンテンツアイテムを
有する上記第２同報マルチキャストシステムのサーバと，適合機能と，を備えるシステム
が提供される。上記適合機能は，上記第１同報マルチキャストシステムのサーバと上記第
２同報マルチキャストシステムのサーバとの通信を提供する。上記適合機能は，上記第１
同報マルチキャストシステムの番組に上記第２同報マルチキャストシステムの少なくとも
１つのコンテンツアイテムを内包するように構成される。
【００１１】
　また別の例示実施例によれば，移動体端末において第１同報マルチキャストシステムの
サービスに加入する手段と，上記第１同報マルチキャストシステムのサーバと第２同報マ
ルチキャストシステムのサーバとの通信における適合機能を介して上記第２同報マルチキ
ャストシステムにサービス案内を要求する手段と，上記第２同報マルチキャストシステム
のサービス案内を，上記適合機能を介して上記第１同報マルチキャストシステムの番組の
内包コンテンツアイテムとして受信する手段と，上記第１同報マルチキャストシステムを
介して上記第２同報マルチキャストシステムのサービス案内を表示する手段と，を備える
装置が提供される。
【００１２】
　別の例示実施例によれば，適合機能を備える装置が提供される。上記適合機能は，第１
同報マルチキャストシステムのサーバと第２同報マルチキャストシステムのサーバとの通
信を提供することができる。上記適合機能は，上記第１同報マルチキャストシステムの番
組に上記第２同報マルチキャストシステムの少なくとも１つのコンテンツアイテムを内包
するように構成することができる。
【００１３】
　別の例示実施例によれば，複数の操作及び実行可能コード部をそれぞれ含む方法及び計
算機プログラム製品が提供される。第１の操作又は実行可能コード部は，第１同報マルチ
キャストシステムのサービスに移動体端末が加入していることを示す加入メッセージを受
信するものである。第２の操作又は実行可能コード部は，上記加入メッセージを第２同報
マルチキャストシステムに伝送するものである。第３の操作又は実行可能コード部は，上
記第２同報マルチキャストシステムのサービス案内を，上記第１同報マルチキャストシス
テムの番組に内包するものである。
【００１４】
　このように本発明を一般的に説明したが，ここで添付の図面を参照する。これらの図面
は，必ずしも縮尺通りに描かれたものではない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　ここで本発明の例示実施例を示した添付の図面を参照して本発明の実施例を更に詳細に
説明する。しかし本発明の実施例は多くの形態で実施することができ，ここに記載した実
施例に限定されると考えるのは望ましくない。むしろこれらの実施例は，本開示が十分で
完全なものであり，当業者に本発明の範囲を十分に示すように提供されている。全体を通
して類似の番号は類似要素を指す。
【００１６】
　図１は，本発明の例示実施例によるＢＣＭＣＳを介してＯＭＡ　ＢＣＡＳＴコンテンツ
を配信するシステム１００の概略ブロック図である。
【００１７】
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　図１を参照すると，システム１００はＢＣＭＣＳサーバ１０２と，ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴ
サーバ１０４と，通信ネットワーク１０６と，適合機能１０８と，を含む。ＢＣＭＣＳサ
ーバ１０２は，例えばＢＣＭＣＳコンテンツサーバと，ＢＣＭＣＳ制御装置と，ＢＣＭＣ
Ｓコンテンツプロバイダと，を含んでもよい。ＢＣＭＣＳ制御装置は，ＢＣＭＣＳサーバ
の内部又は外部いずれかにあるＢＣＭＣＳコンテンツプロバイダと通信するように構成す
ることができる。いずれの場合もＢＣＭＣＳコンテンツプロバイダは，ＢＣＭＣＳコンテ
ンツサーバ及びＢＣＭＣＳ制御装置と通信する。またＢＣＭＣＳ制御装置は，移動体端末
２０と通信し，ＢＣＭＣＳコンテンツサーバに，どのＢＣＭＣＳコンテンツプロバイダの
コンテンツも移動体端末２０に振り向けるように指示するように構成することができる。
例示実施例においてＢＣＭＣＳ制御装置は，移動体端末２０の帰属ネットワーク又は外部
ネットワークのいずれかの認証機能とも通信することができる。ＢＣＭＣＳコンテンツは
，ＢＣＭＣＳ番組案内を含んでもよく，それは移動体端末２０が表示又はほかの用途に用
いるＢＣＭＣＳ番組を選択する手段を含む。
【００１８】
　ここで図２を参照すると，本発明の実施例によって恩恵を受けるある種別の移動体端末
２０を示している。しかしここに図示された，以降に説明する移動体端末は，本発明の実
施例によって恩恵を受けるある種別の移動体端末を単に示しているものであり，したがっ
て本発明の実施例の範囲を限定するものととらえることは望ましくないことを理解された
い。
【００１９】
　移動体端末２０は，ここでより詳細に示し説明する本発明の例示実施例による１又は複
数の機能を実行する種々の手段を含む。しかしこの移動体端末は，本発明の実施例の精神
及び範囲を逸脱することなく１又は複数の類似機能を実行する代替手段を含んでもよいこ
とを理解されたい。より特定すれば，例えば図２に示すとおり，移動体端末２０はアンテ
ナ２４に加えて送信機６８と，受信機７０と，制御装置７２又は送信機及び受信機それぞ
れに信号を供給し，信号を受信する別のプロセッサと，を含むことができる。これらの信
号は，適用可能なセルラシステムの無線インタフェース標準の信号通知情報，及びユーザ
音声及び／又はユーザが発生させたデータをも含む。この点に関して移動体端末２０は，
１又は複数の無線インタフェース標準と，通信プロトコルと，変調種別と，接続種別と，
によって動作することができるものであってよい。より特定すれば移動体端末２０は，複
数の第１世代（１Ｇ）通信プロトコル，第２世代（２Ｇ）通信プロトコル，２．５Ｇ及び
／又は第３世代（３Ｇ）通信プロトコル又はその類似物によって動作できるものであって
よい。例えば移動体端末２０は，２Ｇ無線通信プロトコルであるＩＳ－１３６（ＴＤＭＡ
）と，ＧＳＭと，ＩＳ－９５（ＣＤＭＡ）とによって動作できるものであってもよい。ま
た例えば移動体端末２０は，２．５Ｇ無線通信プロトコルであるＧＰＲＳ，ＥＤＧＥ又は
その類似物によって動作できるものであってもよい。更に例えば移動体端末２０は，ｃｄ
ｍａ２０００又はＷＣＤＭＡ無線接続技術を用いるＵＭＴＳネットワークのような３Ｇ無
線通信プロトコルによって動作できるものであってもよい。更に移動体端末２０は，ＷＬ
ＡＮ（ＩＥＥＥ８０２．１１）又はＷｉＭＡＸ（８０２．１６）のような広域ネットワー
ク（ＷＡＮ）通信プロトコルによって動作できるものであってもよい。いくらかのＮＡＭ
ＰＳ及びＴＡＣＳによる移動体端末２０も，２重モード又は多重モード電話機（例えばデ
ジタルとアナログ，又はＴＤＭＡとＣＤＭＡとアナログとの電話機）として本発明の実施
例の教示によって恩恵を受けることができる。
【００２０】
　制御装置７２は，移動体端末２０の音声と，映像と，論理との機能を実現するために必
要な回路を含む。例えば制御装置７２は，デジタル信号プロセッサデバイスと，マイクロ
プロセッサデバイスと，種々のアナログデジタル変換器，デジタルアナログ変換器及びほ
かの支援回路と，からなる。移動体端末２０の制御機能及び信号処理機能は，その対応す
る能力に応じてこれらのデバイスに割り当てられる。制御装置７２は，メモリに記憶させ
ることのできる上述のような１又は複数のクライアントソフトウェアプログラムを動作さ
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せる機能を含む（下記参照）。
【００２１】
　移動体端末２０はまた，通常のイヤホン又はスピーカ７４と，リンガ７６と，マイクロ
ホン７８と，ディスプレイ８０と，ユーザ入力インタフェースとを含むユーザインタフェ
ースを備え，それらはすべて制御装置７２に接続される。図示してはいないが移動体端末
２０は，移動体端末２０を動作させるために必要な種々の回路に電力を供給し，また任意
選択で検知可能な出力として機械振動を与えるバッテリ３４を含む。ユーザインタフェー
スは移動体端末２０がデータを受信できるようにするものであり，キーパッド８２，タッ
チ式ディスプレイ（図示していない），ジョイスティック（図示していない），又はほか
の入力デバイスのような移動体端末２０がデータを受信できるようにするいくつかのデバ
イスのいずれも含んでもよい。
【００２２】
　また移動体端末２０は，データ共有及び／又はデータ取得を行う１又は複数の手段を含
んでもよい。例えば移動体端末２０は，ＲＦ技法によって電子デバイスとデータを共有し
，及び／又は電子デバイスからデータを取得することができるように短距離無線周波（Ｒ
Ｆ）送受信器又は問い合わせ器（ｉｎｔｅｒｒｏｇａｔｏｒ）を含んでもよい。移動体端
末２０はこのほかに，又は代替として，例えば赤外線（ＩＲ）送受信器，及び／又はＢｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）特別委員会が開発したＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）の無
線技術を用いて動作するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）（ＢＴ）送受信器のようなほか
の短距離送受信器を含んでもよい。したがって移動体端末２０は，このほかに，又は代替
として，このような技法によって電子デバイスへデータを送信し，及び／又は電子デバイ
スからデータを受信することができる。
【００２３】
　移動体端末２０は更に，通常，移動体通信加入者に関する情報要素を記憶するメモリを
含んでもよい。これに関して移動体端末２０は，一時データ記憶のためのキャッシュ領域
を含む揮発性のランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）のような揮発性メモリ９２を含んでも
よい。移動体端末２０はまたほかの不揮発性メモリ９４を含んでもよく，それは組み込み
及び／又は着脱可能であってもよい。メモリは，移動体端末２０が移動体端末２０の機能
を実現するために用いるいくつかのソフトウェアアプリケーションと，命令と，情報と，
データと，のいずれも記憶することができる。
【００２４】
　移動体端末２０は，通信ネットワーク１０６を介してＢＣＭＣＳサーバ１０２と通信す
る。通信ネットワーク１０６は，上述の通信プロトコルのいずれかを運用するネットワー
クであってよい。例示実施例においては，通信ネットワーク１０６は，例えば映像同報サ
ービスを移動体端末２０に配信するＩＰを用いる同報配信ネットワーク（例えば３ＧＰＰ
２）を含んでもよい。また通信ネットワーク１０６は，移動体端末２０とＯＭＡ　ＢＣＡ
ＳＴサーバ１０４のサービス提供機能との対話を提供する対話チャネル（例えばセルラネ
ットワーク）を含んでもよい。ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサーバ１０４のサービス提供機能は，
例えばサービス又はコンテンツの購入支払機能を含んでもよい。
【００２５】
　ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサーバ１０４は，適合機能１０８を介してＢＣＭＣＳサーバ１０２
と通信する。ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサーバ１０４は，ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内を介
してＯＭＡ　ＢＣＡＳＴコンテンツ又はサービスを視聴するための要求を認証する機能を
提供する。次にＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサーバ１０４は，例えばそのようなコンテンツ又はサ
ービスの要求の認証又は支払に続いて，ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴコンテンツ又はサービスを提
供してもよい。ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサーバ１０４は，データインタフェースのパラメータ
を調停するために，適合機能１０８を介してＢＣＭＣＳサーバ１０２と通信する更なる機
能を含んでもよい。
【００２６】
　適合機能１０８は，ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサーバ１０４又はＢＣＭＣＳサーバ１０２いず
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れかの一部であってよい。あるいは適合機能１０８はＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサーバ１０４又
はＢＣＭＣＳサーバ１０２のいずれかに配置される別個のユニットであってもよい。適合
機能１０８は，例えばプロキシ又はルータとして実現することができる。あるいは適合機
能１０８は，プロキシ又はルータに類似の機能を実行する別のデバイスであってもよく，
例えばＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内，ファイル転送，又は同報データをＯＭＡ　ＢＣ
ＡＳＴサーバ１０４からＢＣＭＣＳサーバ１０２へ通過させる。例示実施例において，適
合機能１０８はＢＣＭＣＳ番組と同一の「チャネル」内でＯＭＡ　ＢＣＡＳＴコンテンツ
を配信し，ある接続で代理される。換言すれば，ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービスは別々のＩ
Ｐアドレスを持ついくつかの信号源を有するので，適合機能１０８はプロキシ又はネット
ワークアドレス変換（ＮＡＴ）として動作する。このように例えばＢＣＭＣＳ運用事業者
がＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービスに「番組」領域を１つしか割り当てなかったとき，適合機
能１０８はＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス又はコンテンツ全体を１つのＩＰアドレスの後ろ
に隠ぺいしてもよい。実際，適合機能１０８は，単一のＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス，Ｏ
ＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内，又はＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス全体，いずれかをトン
ネルするか，又は内包する。このようにして例えばＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内は，
ＢＣＭＣＳ番組案内上の番組として提供される。ＢＣＭＣＳを介して供給される番組とし
て選択されると，ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内は特定のＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス
を選択するために見ることができる。特定のＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービスが選択されると
，ＢＣＭＣＳサーバ１０２は適合機能１０８によって特定のＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス
を再度ＢＣＭＣＳの番組として移動体端末２０に提供する。
【００２７】
　ここで図３を参照すると，本発明の実施例によるＢＣＭＣＳを介してＯＭＡ　ＢＣＡＳ
Ｔコンテンツを配信する方法の制御フロー図が示されている。ＢＣＭＣＳサーバ１０２及
び移動体端末２０は，ステップ２００においてＢＣＭＣＳサービス設定すなわち加入処理
を実行する。例示実施例において，移動体端末２０のＢＣＭＣＳクライアントアプリケー
ションはＢＣＭＣＳサービス加入処理２００のためにＢＣＭＣＳサーバ１０２と通信する
。ＢＣＭＣＳサービス加入処理２００の際，ＢＣＭＣＳサーバ１０２は利用可能な番組の
リストを移動体端末２０のＢＣＭＣＳクライアントに供給する。このような加入処理は３
ＧＰＰ２の文書，"Broadcast and Multicast Service in cdma 2000 Wireless IP Networ
k, Release A"，（後刻X.S0022-Aとして配布される）に記載されている。移動体端末２０
に提供される利用可能な番組の１つは，内包される，すなわちトンネルされるＯＭＡ　Ｂ
ＣＡＳＴサービス案内であってよい。
【００２８】
　ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内を選択すると，操作２０２～２１４においてＯＭＡ　
ＢＣＡＳＴサービス案内「番組」への加入が開始される。ユーザがＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサ
ービス案内を選択すると，それに応答していた２０のＢＣＭＣＳクライアントはＢＣＭＣ
Ｓサーバ１０２に第１ＢＣＭＣＳ要求を送信する。操作２０２を参照されたい。この第１
ＢＣＭＣＳ要求２０２は，ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内を受信するための要求を含む
。次にＢＣＭＣＳサーバ１０２は，ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内の加入メッセージす
なわち要求を適合機能１０８へ送信する。操作２０４を参照されたい。適合機能１０８と
ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサーバ１０４との通信は，パラメータ等の調停を含むことができる。
操作２０６を参照されたい。操作２０８及び２１０において，ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサーバ
１０４はＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内を適合機能１０８を介して番組としてＢＣＭＣ
Ｓサーバ１０２にストリームする。詳細には，適合機能１０８がＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサー
ビス案内をＢＣＭＣＳ番組としてトンネル，すなわち内包する。操作２１０を参照された
い。適合機能１０８は，ストリームするＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内にＯＭＡ　ＢＣ
ＡＳＴ識別子を挿入してもよい。例えば適合機能１０８は，"OMA BCAST v1.0 identifier
"のようなＯＭＡ　ＢＣＡＳＴ識別子を，ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内配信に挿入し
てもよい。操作２１２においてＢＣＭＣＳサーバ１０２は，第１ＢＣＭＣＳ応答を移動体
端末２０に送信する。第１ＢＣＭＣＳ応答２１２は，移動体端末２０のＢＣＭＣＳクライ
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アントにＢＣＭＣＳ番組として提供されるＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内を含むことが
できる。例示実施例において，移動体端末２０のＢＣＭＣＳクライアントはＢＣＭＣＳサ
ーバ１０２からＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内を受信し，ＢＣＭＣＳ番組をＯＭＡ　Ｂ
ＣＡＳＴサービス案内と認識し，操作２１４において移動体端末２０のＯＭＡ　ＢＣＡＳ
ＴクライアントアプリケーションにＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内を配信する。
【００２９】
　ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴクライアントがＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内を受信すると，移
動体端末２０はユーザにＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内を表示することができる。次に
ユーザは特定のＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービスを選択することができ，そのサービスは追加
の加入を要するものであってもよいし，要さないものであってもよい。次にＯＭＡ　ＢＣ
ＡＳＴクライアントは，操作２１６においてＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービスの加入メッセー
ジすなわち要求をＢＣＭＣＳクライアントに送信することができる。次にＢＣＭＣＳクラ
イアントは，操作２１８において第２ＢＣＭＣＳ要求をＢＣＭＣＳサーバ１０２に与える
。第２ＢＣＭＣＳ要求２１８は，ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービスの要求を含む。操作２２０
においてＢＣＭＣＳサーバ１０２は，ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービスへの加入メッセージす
なわち要求を適合機能１０８に送信し，適合機能はその要求を操作２２２においてＯＭＡ
　ＢＣＡＳＴサーバ１０４へ転送する。次にＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサーバ１０４は，操作２
２４及び２２６において適合機能１０８を介してＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービスをＢＣＭＣ
Ｓサーバ１０２に供給する。詳細には，適合機能１０８は操作２２６において，ＯＭＡ　
ＢＣＡＳＴサービスをＢＣＭＣＳ番組としてトンネル，すなわち内包する。次にＢＣＭＣ
Ｓサーバ１０２は，操作２２８において移動体端末２０に第２ＢＣＭＣＳ応答を与える。
例示実施例においては，第２ＢＣＭＣＳ応答２２８は移動体端末２０のＢＣＭＣＳクライ
アントにストリームされるＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービスを含む。次にＢＣＭＣＳクライア
ントは，移動体端末２０のＯＭＡ　ＢＣＡＳＴクライアントにＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービ
スをストリームする。
【００３０】
　上述の実施例の代わりとして，ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内を部分的に規定しても
よい。換言すれば，ＢＣＭＣＳサーバ１０２がＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内「番組」
に与えた接続情報（例えばＩＰアドレス及びポート番号情報）は，適合機能１０８に配信
されたＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内のものと同一であってもよい。あるいはセッショ
ン記述データをＯＭＡ　ＢＣＡＳＴからＢＣＭＣＳを，又はその逆に規定してもよい。
【００３１】
　これに関して，図４は本発明による方法と，システムと，プログラム製品とのフローチ
ャートである。フローチャートの各ブロック又はステップ及びフローチャート内のブロッ
クの組合せは，計算機プログラム命令によって実現できることを理解されたい。これらの
計算機プログラム命令は，計算機又はほかのプログラム可能装置にロードされて機械を成
し，それによって計算機又はほかのプログラム可能装置上で実行される命令が，フローチ
ャートの各ブロック又はステップに規定された機能を実現する手段を生成する。またこれ
らの計算機プログラム命令は，計算機又はほかのプログラム可能装置に特定の方法で機能
するように指示することができる計算機可読メモリに記憶され，それによって計算機可読
メモリに記憶された命令が，フローチャートの各ブロック又はステップに規定された機能
を実現する命令手段を含む製造物を成す。また計算機プログラム命令は計算機又はほかの
プログラム可能装置にロードしてもよく，それによって計算機又はほかのプログラム可能
装置上で実行される一連の操作ステップを成し，それによって計算機又はほかのプログラ
ム可能装置上で実行される命令が，フローチャートの各ブロック又はステップに規定され
た機能を実現するステップを成す。
【００３２】
　したがって，フローチャートのブロック又はステップは規定された機能を実行する手段
の組合せと，規定された機能を実行するステップの組合せと，規定された機能を実行する
プログラム命令手段と，に対応する。フローチャートの各ブロック又はステップと，フロ
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する特定用途ハードウェア主体計算機システム，又は特定用途ハードウェアと計算機命令
との組合せによって実現できることも理解されたい。
【００３３】
　ここで図４を参照すると，例示実施例によるＢＣＭＣＳを介してＯＭＡ　ＢＣＡＳＴを
配送する方法が示されている。操作３００においてＢＣＭＣＳサービスの設定が行われる
。操作３１０においてＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内番組への加入が行われる。ＯＭＡ
　ＢＣＡＳＴサービス案内番組への加入は，第１ＢＣＭＣＳ要求及び第１ＢＣＭＣＳ応答
それぞれの送信及び受信を含む。操作３２０においてＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービスへの加
入が行われる。ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービスへの加入は，第２ＢＣＭＣＳ要求及び第２Ｂ
ＣＭＣＳ応答それぞれの送信及び受信を含む。ＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内及びＯＭ
Ａ　ＢＣＡＳＴサービスいずれかのトンネルは，それぞれ操作３１０及び３２０で行われ
る。
【００３４】
　例えば本発明の例示実施例による方法は，移動体端末において第１同報マルチキャスト
システムのサービスに加入する初期操作を含むことができる。次にサービス案内を，第１
同報マルチキャストシステムのサーバと第２同報マルチキャストシステムのサーバとの通
信における適合機能を介して，第２同報マルチキャストシステムに要求することができる
。次に第２同報マルチキャストシステムのサービス案内を，第１同報マルチキャストシス
テムの番組内のコンテンツアイテムとして内包することができる。次にサービス案内を適
合機能を介して移動体端末において，第２同報マルチキャストシステムから受信すること
ができる。次に第２同報マルチキャストシステムのサービス案内を，第１同報マルチキャ
ストシステムのサービスを介して表示することができる。次にユーザは，適合機能を介し
てサービス案内によって第２同報マルチキャストシステムの同報サービスを要求すること
ができる。次に同報サービスを，適合機能を介して第１同報マルチキャストシステムの別
の番組に内包して受信することができる。
【００３５】
　上述の実施例はＯＭＡ　ＢＣＡＳＴサービス案内又はサービスを，ＢＣＭＣＳ番組案内
によってトンネルすなわち内包することを説明しているが，上述の原理はより一般的に，
第１種別サービスが第２種別サービスを介して提供されることが望まれる状況に適用され
ることに注意されたい。このようにＯＭＡ　ＢＣＡＳＴ及びＢＣＭＣＳは，本発明の実施
例を実践することができる単なる例示サービスであって，上述の原理を制限するものとと
らえることは望ましくない。本発明の実施例によって実践できるほかのサービス例は，下
りリンク専用（ＦＬＯ（登録商標））及びメディアフロー（登録商標）を含む。
【００３６】
　当業者であれば，本発明の実施例に属し，上述の説明及び添付の図面に提示された教示
の恩恵を受ける本発明の多くの変形物及びほかの実施例を想起するであろう。したがって
，本発明の実施例は，開示された特定の実施例に限定されることなく，変形物及びほかの
実施例も本願請求項の範囲に含むことが意図されていることを理解されたい。ここで特定
の用語を用いたが，それらは一般的かつ説明的な意味で用いられたものに過ぎず，制限の
目的で用いられたものではない。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の例示実施例による無線通信システムの概略ブロック図である。
【図２】本発明の例示実施例による移動体端末の概略ブロック図である。
【図３】本発明の例示実施例によるＢＣＭＣＳを介してＯＭＡ　ＢＣＡＳＴコンテンツを
配信する方法の制御フロー図である。
【図４】本発明の例示実施例による方法と，システムと，プログラム製品と，のフローチ
ャートである。
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