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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイスを動作する方法であって、
　前記モバイルデバイスと関連づけられたコンテンツレーティング優先度を設定すること
であって、前記コンテンツレーティング優先度は、所定のセキュリティコードに基づいて
設定または修正可能であることと、
　少なくとも１つのコンテンツを備える少なくとも１つのメッセージを少なくとも１つの
コンテンツプロバイダから受信することと
　前記コンテンツレーティング優先度および前記少なくとも１つのコンテンツレーティン
グに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも１つのコンテンツへのアクセスを制限す
ることと、
　前記制限された少なくとも１つのコンテンツを前記モバイルデバイス上のセキュリティ
が確保されたコンテンツフォルダに格納することと、
　前記モバイルデバイスのユーザに、前記コンテンツレーティング優先度を無効にする前
記ユーザからの前記所定のセキュリティコードに応答して前記セキュリティが確保された
コンテンツフォルダ内の前記制限された少なくとも１つのコンテンツにアクセスすること
を許可することと、を備え、
　前記少なくとも１つのメッセージは、前記少なくとも１つのコンテンツと関連づけられ
た少なくとも１つのコンテンツレーティングを備え、
　前記少なくとも１つのコンテンツへのアクセスを制限することは、前記コンテンツレー
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ティングを前記コンテンツレーティング優先度と比較し、前記コンテンツレーティングが
前記コンテンツレーティング優先度よりも高いと決定された場合、前記少なくとも１つの
コンテンツをフィルタリングして排除し、前記コンテンツレーティングが前記コンテンツ
レーティング優先度と同じか又は前記コンテンツレーティング優先度よりも低いと決定さ
れた場合、前記少なくとも１つのコンテンツを前記モバイルデバイスに提供することを含
む、モバイルデバイスを動作する方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのコンテンツレーティングは、予め定義されたコンテンツレーティ
ング基準に少なくとも部分的に基づいて決定される請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記予め定義されたコンテンツレーティング基準は、コンテンツ内の言葉の性質、オー
ディオコンテンツの性質、又はビジュアルコンテンツの性質のうちの少なくとも１つに関
連し、成人向け度がより高いコンテンツは、前記予め定義されたコンテンツレーティング
基準に少なくとも部分的に基づいて成人向け度がより低いコンテンツよりも高いコンテン
ツレーティングが与えられる請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　コンテンツレーティング優先度パラメータにアクセスすることと、をさらに備え、
　前記設定することは、予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的
に基づいて前記コンテンツレーティング優先度を設定する請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記セキュリティが確保されたコンテンツフォルダから少なくとも１つのその他のコン
テンツを受信することと、をさらに備え、前記少なくとも１つのその他のコンテンツは、
前記コンテンツレーティング優先度及び前記少なくとも１つのその他のコンテンツと関連
づけられた少なくとも１つのその他のコンテンツレーティングに少なくとも部分的に基づ
いてフィルタリングされて排除され、前記セキュリティが確保されたコンテンツフォルダ
に格納され、前記少なくとも１つのその他のコンテンツ及び前記少なくとも１つのその他
のコンテンツレーティングは、少なくとも１つのその他のメッセージ内に含められ、
　前記許可することは、前記受信されたセキュリティコードが有効である場合に前記セキ
ュリティが確保されたコンテンツフォルダへの前記アクセスを許可する、請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのコンテンツと前記少なくとも１つのコンテンツレーティングとを
備える前記少なくとも１つのメッセージをコアネットワークを介して前記少なくとも１つ
のコンテンツプロバイダから受信することをさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのコンテンツを制限することは、
　前記少なくとも１つのコンテンツを評価することと、
　前記少なくとも１つのコンテンツレーティングが前記コンテンツレーティング優先度の
値よりも高い値を有する場合に前記少なくとも１つのコンテンツをフィルタリングして排
除することと、をさらに備える請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記コンテンツレーティング優先度と前記モバイルデバイスと関連づけられた前記コン
テンツレーティング優先度を設定することに関連するコマンドとを備えるメッセージをコ
アネットワークに送信することをさらに備え、前記メッセージは、修正されたショートメ
ッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージであり、前記コンテンツレーティング優先度は、
追加のショートメッセージサービス（ＳＭＳ）レーティング優先度パラメータ又は追加の
拡張メッセージングサービス（ＥＭＳ）レーティング優先度ヘッダのうちの少なくとも１
つに含められ、前記コンテンツレーティング優先度は、最高レベルのコンテンツフィルタ
リングからコンテンツのフィルタリングなしまでの範囲内の値である請求項１に記載の方
法。
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【請求項９】
　前記コンテンツレーティング優先度に関連する問い合わせとコマンドとを備えるメッセ
ージをコアネットワークに送信することであって、前記メッセージは、修正されたショー
トメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージであり、前記問い合わせは、追加のショート
メッセージサービス（ＳＭＳ）問い合わせパラメータ又は追加の拡張メッセージングサー
ビス（ＥＭＳ）問い合わせヘッダのうちの少なくとも１つに含められることと、
　前記問い合わせに少なくとも部分的に基づいて前記コンテンツレーティング優先度の現
在値に関して前記コアネットワークに問い合わせることと、
　前記問い合わせに応答して前記コンテンツレーティング優先度の前記現在値を受信する
ことと、をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのメッセージは、コアネットワークを介して前記少なくとも１つの
コンテンツプロバイダから受信され、前記少なくとも１つのメッセージは、追加のショー
トメッセージサービス（ＳＭＳ）レーティングパラメータ、追加の拡張メッセージングサ
ービス（ＥＭＳ）レーティングヘッダ、又は前記少なくとも１つのメッセージの本体内の
レーティングフィールドのうちの少なくとも１つに含められる前記少なくとも１つのコン
テンツレーティングを備える修正されたショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセー
ジであり、前記レーティングフィールドは、１つ以上のキーワードによって特定される請
求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツを備える少なくとも１つのその
他のメッセージを少なくとも１つのその他のコンテンツプロバイダから受信することと、
　前記少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツを評価することと、
　前記少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツのコンテンツレーティング
を決定することと、
　前記決定されたコンテンツレーティングが前記コンテンツレーティング優先度の値より
も高い値を有する場合に前記少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツをフ
ィルタリングして排除すること、又は
　前記決定されたコンテンツレーティングが前記コンテンツレーティング優先度の前記値
と同じであるか又はより低い値を有する場合に前記少なくとも１つのレーティングされて
いないコンテンツを提示することのうちの少なくとも１つと、をさらに備える請求項１に
記載の方法。
【請求項１２】
　少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツを備える少なくとも１つのその
他のメッセージを少なくとも１つのその他のコンテンツプロバイダから受信することと、
　前記モバイルデバイスと関連づけられた少なくとも１つの連絡先リストを再検討するこ
とと、
　前記少なくとも１つのその他のコンテンツプロバイダが前記少なくとも１つの連絡先リ
ストに含まれていない場合に前記少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツ
をフィルタリングして排除すること、又は
　前記少なくとも１つのその他のコンテンツプロバイダが前記少なくとも１つの連絡先リ
ストに含まれている場合に前記少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツを
提示することのうちの少なくとも１つと、をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　モバイルデバイスであって、
　前記モバイルデバイスと関連づけられたコンテンツレーティング優先度を設定し、ここ
において、前記コンテンツレーティング優先度は、所定のセキュリティコードに基づいて
設定または修正可能であり、及び少なくとも１つのコンテンツプロバイダからの少なくと
も１つのコンテンツを備える少なくとも１つのメッセージを受信し、前記コンテンツレー
ティング優先度および前記少なくとも１つのコンテンツレーティングに少なくとも部分的
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に基づいて前記少なくとも１つのコンテンツへのアクセスを制限し、前記制限された少な
くとも１つのコンテンツを前記モバイルデバイス上のセキュリティが確保されたコンテン
ツフォルダに格納し、前記モバイルデバイスのユーザに、前記コンテンツレーティング優
先度を無効にする前記ユーザからの前記所定のセキュリティコードに応答して前記セキュ
リティが確保されたコンテンツフォルダ内の前記制限された少なくとも１つのコンテンツ
にアクセスすることを許可するための命令を保持するメモリと、
　前記メモリ内に保持される前記命令を実行するように構成された、前記メモリに結合さ
れたプロセッサと、を備え、前記少なくとも１つのメッセージは、前記少なくとも１つの
コンテンツと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティングを備え、
　前記少なくとも１つのコンテンツへのアクセスを制限することは、前記コンテンツレー
ティングを前記コンテンツレーティング優先度と比較し、前記コンテンツレーティングが
前記コンテンツレーティング優先度よりも高いと決定された場合、前記少なくとも１つの
コンテンツをフィルタリングして排除し、前記コンテンツレーティングが前記コンテンツ
レーティング優先度と同じか又は前記コンテンツレーティング優先度よりも低いと決定さ
れた場合、前記少なくとも１つのコンテンツを前記モバイルデバイスに提供することを含
む、モバイルデバイス。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのコンテンツレーティングは、予め定義されたコンテンツレーティ
ング基準に少なくとも部分的に基づいて決定され、前記予め定義されたコンテンツレーテ
ィング基準は、コンテンツ内の言葉の性質、オーディオコンテンツの性質、又はビジュア
ルコンテンツの性質のうちの少なくとも１つに関連し、成人向け度がより高いコンテンツ
は、前記予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいて成人
向け度がより低いコンテンツよりも高いコンテンツレーティングが与えられる請求項１３
に記載のモバイルデバイス。
【請求項１５】
　前記メモリは、
　コンテンツレーティング優先度パラメータにアクセスするための命令を保持し、
　前記設定することは、予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的
に基づいて前記コンテンツレーティング優先度を設定する請求項１３に記載のモバイルデ
バイス。
【請求項１６】
　前記メモリは、
　前記セキュリティが確保されたコンテンツフォルダからの少なくとも１つのその他のコ
ンテンツを受信するための命令をさらに保持し、前記少なくとも１つのその他のコンテン
ツは、前記コンテンツレーティング優先度及び前記少なくとも１つのその他のコンテンツ
と関連づけられた少なくとも１つのその他のコンテンツレーティングに少なくとも部分的
に基づいてフィルタリングされて排除され、前記セキュリティが確保されたコンテンツフ
ォルダに格納され、前記少なくとも１つのその他のコンテンツ及び前記少なくとも１つの
その他のコンテンツレーティングは、少なくとも１つのその他のメッセージ内に含められ
、
　前記許可することは、前記受信されたセキュリティコードが有効である場合に前記セキ
ュリティが確保されたコンテンツフォルダへの前記アクセスを許可する請求項１３に記載
のモバイルデバイス。
【請求項１７】
　前記メモリは、
　前記少なくとも１つのコンテンツと前記少なくとも１つのコンテンツレーティングとを
備える前記少なくとも１つのメッセージをコアネットワークを介して前記少なくとも１つ
のコンテンツプロバイダから受信するための命令をさらに保持する請求項１３に記載のモ
バイルデバイス。
【請求項１８】
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　モバイルデバイスであって、
　前記モバイルデバイスと関連づけられたコンテンツレーティング優先度を設定するため
の手段であって、前記コンテンツレーティング優先度は、所定のセキュリティコードに基
づいて設定または修正可能である手段と、
　少なくとも１つのコンテンツを備える少なくとも１つのメッセージを少なくとも１つの
コンテンツプロバイダから受信するための手段と、
　前記コンテンツレーティング優先度および前記少なくとも１つのコンテンツレーティン
グに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも１つのコンテンツへのアクセスを制限す
るための手段と、
　前記制限された少なくとも１つのコンテンツを前記モバイルデバイス上のセキュリティ
が確保されたコンテンツフォルダに格納するための手段と、
　前記モバイルデバイスのユーザに、前記コンテンツレーティング優先度を無効にする前
記ユーザからの前記所定のセキュリティコードに応答して前記セキュリティが確保された
コンテンツフォルダ内の前記制限された少なくとも１つのコンテンツにアクセスすること
を許可するための手段と、を備え、
　前記少なくとも１つのメッセージは、前記少なくとも１つのコンテンツと関連付けられ
た少なくとも１つのコンテンツレーティングを備え、
　前記少なくとも１つのコンテンツへのアクセスを制限するための手段は、前記コンテン
ツレーティングを前記コンテンツレーティング優先度と比較し、前記コンテンツレーティ
ングが前記コンテンツレーティング優先度よりも高いと決定された場合、前記少なくとも
１つのコンテンツをフィルタリングして排除し、前記コンテンツレーティングが前記コン
テンツレーティング優先度と同じか又は前記コンテンツレーティング優先度よりも低いと
決定された場合、前記少なくとも１つのコンテンツを前記モバイルデバイスに提供するた
めの手段を含む、モバイルデバイス。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つのコンテンツレーティングは、予め定義されたコンテンツレーティ
ング基準に少なくとも部分的に基づいて決定され、前記予め定義されたコンテンツレーテ
ィング基準は、コンテンツ内の言葉の性質、オーディオコンテンツの性質、又はビジュア
ルコンテンツの性質のうちの少なくとも１つに関連し、成人向け度がより高いコンテンツ
は、前記予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいて成人
向け度がより低いコンテンツよりも高いコンテンツレーティングが与えられる請求項１８
に記載のモバイルデバイス。
【請求項２０】
　コンテンツレーティング優先度パラメータにアクセスするための手段と、
　予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいて前記コンテ
ンツレーティング優先度を設定するための手段と、をさらに備える請求項１８に記載のモ
バイルデバイス。
【請求項２１】
　モバイルデバイスによって実行された場合、前記モバイルデバイスに動作を行わせるた
めの符号を含む、コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体であって、前記符号は、
　前記モバイルデバイスと関連づけられたコンテンツレーティング優先度を設定すること
を前記モバイルデバイスに行わせるための符号であって、前記コンテンツレーティング優
先度は、所定のセキュリティコードに基づいて設定または修正可能である符号と、
　少なくとも１つのコンテンツを備える少なくとも１つのメッセージを少なくとも１つの
コンテンツプロバイダから受信することを前記モバイルデバイスに行わせるための符号と
、
　前記コンテンツレーティング優先度および前記少なくとも１つのコンテンツレーティン
グに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも１つのコンテンツへのアクセスを制限す
ることを前記モバイルデバイスに行わせるための符号と、
　前記制限された少なくとも１つのコンテンツを前記モバイルデバイス上のセキュリティ
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が確保されたコンテンツフォルダに格納することを前記モバイルデバイスに行わせるため
の符号と、
　前記モバイルデバイスのユーザに、前記コンテンツレーティング優先度を無効にする前
記ユーザからの前記所定のセキュリティコードに応答して前記セキュリティが確保された
コンテンツフォルダ内の前記制限された少なくとも１つのコンテンツにアクセスすること
を許可することを前記モバイルデバイスに行わせるための符号と、を備え、
　前記少なくとも１つのメッセージは、前記少なくとも１つのコンテンツと関連づけられ
た少なくとも１つのコンテンツレーティングを備え、
　前記少なくとも１つのコンテンツへのアクセスを制限することは、前記コンテンツレー
ティングを前記コンテンツレーティング優先度と比較し、前記コンテンツレーティングが
前記コンテンツレーティング優先度よりも高いと決定された場合、前記少なくとも１つの
コンテンツをフィルタリングして排除し、前記コンテンツレーティングが前記コンテンツ
レーティング優先度と同じか又は前記コンテンツレーティング優先度よりも低いと決定さ
れた場合、前記少なくとも１つのコンテンツを前記モバイルデバイスに提供することを含
む、コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
【請求項２２】
　コンテンツレーティング優先度パラメータにアクセスすることを前記モバイルデバイス
に行わせるための符号と、
　予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいて前記コンテ
ンツレーティング優先度を設定することを前記モバイルデバイスに行わせるための符号と
、をさらに備える請求項２１に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
【請求項２３】
　前記セキュリティが確保されたコンテンツフォルダから少なくとも１つのその他のコン
テンツを受信することを前記モバイルデバイスに行わせるための符号と、をさらに備え、
前記少なくとも１つのその他のコンテンツは、前記コンテンツレーティング優先度及び前
記少なくとも１つのその他のコンテンツと関連づけられた少なくとも１つのその他のコン
テンツレーティングに少なくとも部分的に基づいてフィルタリングされて排除され、前記
セキュリティが確保されたコンテンツフォルダに格納され、前記少なくとも１つのその他
のコンテンツ及び前記少なくとも１つのその他のコンテンツレーティングは、少なくとも
１つのその他のメッセージ内に含められ、
　許可することを前記モバイルデバイスに行わせるための符号は、前記受信されたセキュ
リティコードが有効である場合に前記セキュリティが確保されたコンテンツフォルダに前
記アクセスすることを許可する請求項２１に記載のコンピュータによって読み取り可能な
記憶媒体。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つのコンテンツを評価することを前記モバイルデバイスに行わせるた
めの符号と、
　前記少なくとも１つのコンテンツレーティングが前記コンテンツレーティング優先度の
値よりも高い値を有する場合に前記少なくとも１つのコンテンツをフィルタリングして排
除することを前記モバイルデバイスに行わせるための符号と、をさらに備える請求項２１
に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つのコンテンツレーティングは、予め定義されたコンテンツレーティ
ング基準に少なくとも部分的に基づいて決定され、前記予め定義されたコンテンツレーテ
ィング基準は、コンテンツ内の言葉の性質、オーディオコンテンツの性質、又はビジュア
ルコンテンツの性質のうちの少なくとも１つにさらに関連し、成人向け度がより高いコン
テンツは、前記予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づい
て成人向け度がより低いコンテンツよりも高いコンテンツレーティングが与えられる請求
項２１に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
【請求項２６】
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　モバイルデバイスであって、
　モバイルデバイスと関連づけられたコンテンツレーティング優先度を設定し、ここにお
いて、前記コンテンツレーティング優先度は、所定のセキュリティコードに基づいて設定
または修正可能であり、
　少なくとも１つのコンテンツを備える少なくとも１つのメッセージを少なくとも１つの
コンテンツプロバイダから受信し、
　前記コンテンツレーティング優先度および前記少なくとも１つのコンテンツレーティン
グに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも１つのコンテンツへのアクセスを制限し
、
　前記制限された少なくとも１つのコンテンツを前記モバイルデバイス上のセキュリティ
が確保されたコンテンツフォルダに格納し、
　前記モバイルデバイスのユーザに、前記コンテンツレーティング優先度を無効にする前
記ユーザからの前記所定のセキュリティコードに応答して前記セキュリティが確保された
コンテンツフォルダ内の前記制限された少なくとも１つのコンテンツにアクセスすること
を許可するように構成されたプロセッサを備え、
　前記少なくとも１つのメッセージは、前記少なくとも１つのコンテンツと関連づけられ
た少なくとも１つのコンテンツレーティングを備え、
　前記少なくとも１つのコンテンツへのアクセスを制限することは、前記コンテンツレー
ティングを前記コンテンツレーティング優先度と比較し、前記コンテンツレーティングが
前記コンテンツレーティング優先度よりも高いと決定された場合、前記少なくとも１つの
コンテンツをフィルタリングして排除し、前記コンテンツレーティングが前記コンテンツ
レーティング優先度と同じか又は前記コンテンツレーティング優先度よりも低いと決定さ
れた場合、前記少なくとも１つのコンテンツを前記モバイルデバイスに提供する、モバイ
ルデバイス。
【請求項２７】
　前記プロセッサは、
　コンテンツレーティング優先度パラメータにアクセスするようにさらに構成され、
　前記プロセッサは、予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に
基づいて前記コンテンツレーティング優先度を設定するように構成される請求項２６に記
載のモバイルデバイス。
【請求項２８】
　コアネットワークコンポーネントを動作する方法であって、
　少なくとも１つのコンテンツプロバイダから少なくとも１つのモバイルデバイスに送信
されている少なくとも１つのメッセージにおいて受信された少なくとも１つのコンテンツ
を評価することであって、前記少なくとも１つのメッセージは、前記少なくとも１つのコ
ンテンツと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティングを備えることと、
　前記少なくとも１つのコンテンツレーティング及び前記少なくとも１つのモバイルデバ
イスと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度に少なくとも部分
的に基づいて前記少なくとも１つのコンテンツへのアクセスを制限することであって、前
記コンテンツレーティング優先度は、少なくとも１つのセキュリティコードに基づいて設
定または修正可能であることと、
　前記制限された少なくとも１つのコンテンツを前記少なくとも１つのモバイルデバイス
と関連付けられた少なくとも１つのセキュリティが確保されたコンテンツフォルダに格納
することと、
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスの少なくとも１つのユーザに、前記少なくとも
１つのコンテンツレーティング優先度を無効にする前記少なくとも１つのユーザからの前
記少なくとも１つのセキュリティコードに応答して前記少なくとも１つのセキュリティが
確保されたコンテンツフォルダ内の前記制限された少なくとも１つのコンテンツにアクセ
スすることを許可することと、を備え、
　前記少なくとも１つのコンテンツへのアクセスを制限することは、前記コンテンツレー
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ティングを前記コンテンツレーティング優先度と比較し、前記コンテンツレーティングが
前記コンテンツレーティング優先度よりも高いと決定された場合、前記少なくとも１つの
コンテンツをフィルタリングして排除し、前記コンテンツレーティングが前記コンテンツ
レーティング優先度と同じか又は前記コンテンツレーティング優先度よりも低いと決定さ
れた場合、前記少なくとも１つのコンテンツを前記モバイルデバイスに提供することを含
む、コアネットワークコンポーネントを動作する方法。
【請求項２９】
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた前記少なくとも１つのコンテ
ンツレーティング優先度に関連する前記少なくとも１つのセキュリティコードを受信する
ことと、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であるかどうかを決定することを容易
にするために前記少なくとも１つのセキュリティコードを評価することと、
　前記少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度と前記少なくとも１つのコンテン
ツレーティング優先度を設定することに関連するコマンドとを備えるメッセージを前記少
なくとも１つのモバイルデバイスから受信することであって、前記メッセージは、修正さ
れたショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージであり、前記少なくとも１つのコ
ンテンツレーティング優先度は、追加のショートメッセージサービス（ＳＭＳ）レーティ
ング優先度パラメータ又は追加の拡張メッセージングサービス（ＥＭＳ）レーティング優
先度ヘッダのうちの少なくとも１つに含められることと、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であると決定された場合に、前記少な
くとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティン
グ優先度パラメータを前記少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度に設定するこ
とと、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であると決定された場合に前記少なく
とも１つのコンテンツレーティング優先度を格納すること、とをさらに備える請求項２８
に記載の方法。
【請求項３０】
　前記少なくとも１つのセキュリティコードは、
　コアネットワークと通信中の前記少なくとも１つのモバイルデバイス、前記コアネット
ワークと関連づけられたウェブサイト、又は前記コアネットワークと関連づけられた担当
者への音声呼のうちの少なくとも１つを介してさらに受信される請求項２９に記載の方法
。
【請求項３１】
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた前記少なくとも１つのセキュ
リティが確保されたコンテンツフォルダに関連する前記少なくとも１つのセキュリティコ
ードを受信することと、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であるかどうかを決定することを容易
にするために前記少なくとも１つのセキュリティコードを評価することと、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効である場合に前記少なくとも１つのセ
キュリティが確保されたコンテンツフォルダにアクセスすることと、
　少なくとも１つの制限されたコンテンツを取り出すことと、
　前記少なくとも１つの制限されたコンテンツを前記少なくとも１つのモバイルデバイス
又は前記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた少なくとも１つのユーザと
関連づけられた少なくとも１つのその他の通信デバイスのうちの少なくとも１つに提供す
ること、とをさらに備える請求項２８に記載の方法。
【請求項３２】
　前記少なくとも１つのコンテンツを制限することは、
　前記少なくとも１つのコンテンツレーティングが前記コンテンツレーティング優先度の
値よりも高い値を有する場合に前記少なくとも１つのコンテンツをフィルタリングして排
除することをさらに備える請求項２８に記載の方法。
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【請求項３３】
　前記少なくとも１つのメッセージを前記少なくとも１つのコンテンツプロバイダから受
信することをさらに備え、前記少なくとも１つのメッセージは、追加のショートメッセー
ジサービス（ＳＭＳ）レーティングパラメータ、追加の拡張メッセージングサービス（Ｅ
ＭＳ）レーティングヘッダ、又は前記少なくとも１つのメッセージの本体内のレーティン
グフィールドのうちの少なくとも１つに含められる前記少なくとも１つのコンテンツレー
ティングを備える修正されたショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージであり、
前記レーティングフィールドは、１つ以上のキーワードによって特定される請求項２８に
記載の方法。
【請求項３４】
　前記少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度に関連する問い合わせとコマンド
とを備えるメッセージを前記少なくとも１つのモバイルデバイスから受信することであっ
て、前記メッセージは、修正されたショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージで
あり、前記問い合わせは、追加のショートメッセージサービス（ＳＭＳ）問い合わせパラ
メータ又は追加の拡張メッセージングサービス（ＥＭＳ）問い合わせヘッダのうちの少な
くとも１つに含められることと、
　前記問い合わせに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも１つのモバイルデバイス
と関連づけられた前記少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度の現在値を取り出
すことと、
　前記問い合わせに応答して前記少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度の前記
現在値を含む他のメッセージを前記少なくとも１つのモバイルデバイスに送信することと
、をさらに備える請求項２８に記載の方法。
【請求項３５】
　少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツを備える少なくとも１つのその
他のメッセージを少なくとも１つのその他のコンテンツプロバイダから受信することと、
　前記少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツを評価することと、
　予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいて前記少なく
とも１つのレーティングされていないコンテンツのコンテンツレーティングを決定するこ
とと、
　前記決定されたコンテンツレーティングが前記コンテンツレーティング優先度の値より
も高い値を有する場合に前記少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツをフ
ィルタリングして排除すること、又は
　前記決定されたコンテンツレーティングが前記コンテンツレーティング優先度の前記値
と同じであるか又はより低い値を有する場合に前記少なくとも１つのレーティングされて
いないコンテンツを前記少なくとも１つのモバイルデバイスに提示することのうちの少な
くとも１つと、をさらに備える請求項２８に記載の方法。
【請求項３６】
　前記予め定義されたコンテンツレーティング基準は、コンテンツ内の言葉の性質、オー
ディオコンテンツの性質、又はビジュアルコンテンツの性質のうちの少なくとも１つに関
連し、成人向け度がより高いコンテンツは、前記予め定義されたコンテンツレーティング
基準に少なくとも部分的に基づいて成人向け度がより低いコンテンツよりも高いコンテン
ツレーティングが与えられる請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツを備える少なくとも１つのその
他のメッセージを少なくとも１つのその他のコンテンツプロバイダから受信することと、
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた少なくとも１つの連絡先リス
トを再検討することと、
　前記少なくとも１つのその他のコンテンツプロバイダが前記少なくとも１つの連絡先リ
ストに含まれていない場合に前記少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツ
をフィルタリングして排除すること、又は
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　前記少なくとも１つのその他のコンテンツプロバイダが前記少なくとも１つの連絡先リ
ストに含まれている場合に前記少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツを
前記少なくとも１つのモバイルデバイスに提示することのうちの少なくとも１つと、をさ
らに備える請求項２８に記載の方法。
【請求項３８】
　コアネットワークコンポーネントであって、
　少なくとも１つのコンテンツプロバイダから少なくとも１つのモバイルデバイスに送信
されている少なくとも１つのメッセージにおいて受信された少なくとも１つのコンテンツ
を評価し、
　少なくとも１つのコンテンツレーティングおよび前記少なくとも１つのモバイルデバイ
スと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度に少なくとも部分的
に基づいて前記少なくとも１つのコンテンツへのアクセスを制限し、ここにおいて、前記
少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度は、少なくとも１つのセキュリティコー
ドに基づいて設定または修正可能であり、
　前記制限された少なくとも１つのコンテンツを前記少なくとも１つのモバイルデバイス
と関連付けられた少なくとも１つのセキュリティが確保されたコンテンツフォルダに格納
し、
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスの少なくとも１つのユーザに、前記少なくとも
１つのコンテンツレーティング優先度を無効にする前記少なくとも１つのユーザからの前
記少なくとも１つのセキュリティコードに応答して前記少なくとも１つのセキュリティが
確保されたコンテンツフォルダ内の前記制限された少なくとも１つのコンテンツにアクセ
スすることを許可するための命令を保持するメモリと、
　前記メモリ内に保持された前記命令を実行するように構成された、前記メモリに結合さ
れたプロセッサと、を備え、前記少なくとも１つのメッセージは、前記少なくとも１つの
コンテンツと関連づけられた前記少なくとも１つのコンテンツレーティングを備え、前記
少なくとも１つのコンテンツレーティングは、予め定義されたコンテンツレーティング基
準に少なくとも部分的に基づき、
　前記少なくとも１つのコンテンツへのアクセスを制限することは、前記コンテンツレー
ティングを前記コンテンツレーティング優先度と比較し、前記コンテンツレーティングが
前記コンテンツレーティング優先度よりも高いと決定された場合、前記少なくとも１つの
コンテンツをフィルタリングして排除し、前記コンテンツレーティングが前記コンテンツ
レーティング優先度と同じか又は前記コンテンツレーティング優先度よりも低いと決定さ
れた場合、前記少なくとも１つのコンテンツを前記モバイルデバイスに提供することを含
む、コアネットワークコンポーネント。
【請求項３９】
　前記メモリは、
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた前記少なくとも１つのコンテ
ンツレーティング優先度に関連する前記少なくとも１つのセキュリティコードを受信する
ことと、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であるかどうかを決定することを容易
にするために前記少なくとも１つのセキュリティコードを評価することと、
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスからの前記少なくとも１つのコンテンツレーテ
ィング優先度を受信することと、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であると決定された場合に、前記少な
くとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティン
グ優先度パラメータを前記少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度に設定するこ
とと、及び
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であると決定された場合に前記少なく
とも１つのコンテンツレーティング優先度を格納することに関連する命令をさらに保持す
る請求項３８に記載のコアネットワークコンポーネント。
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【請求項４０】
　コアネットワークコンポーネントであって、
　少なくとも１つのコンテンツプロバイダから少なくとも１つのモバイルデバイスに送信
されている少なくとも１つのメッセージにおいて受信された少なくとも１つのコンテンツ
を評価するための手段と、
　少なくとも１つのコンテンツレーティングおよび前記少なくとも１つのモバイルデバイ
スと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度に少なくとも部分的
に基づいて前記少なくとも１つのコンテンツへのアクセスを制限するための手段であって
、前記コンテンツレーティング優先度は、少なくとも１つのセキュリティコードに基づい
て設定または修正可能である手段と、
　前記制限された少なくとも１つのコンテンツを前記少なくとも１つのモバイルデバイス
と関連づけられた少なくとも１つのセキュリティが確保されたコンテンツフォルダに格納
するための手段と、
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスの少なくとも１つのユーザに、前記少なくとも
１つのコンテンツレーティング優先度を無効にする前記少なくとも１つのユーザからの前
記少なくとも１つのセキュリティコードに応答して前記少なくとも１つのセキュリティが
確保されたコンテンツフォルダ内の前記制限された少なくとも１つのコンテンツにアクセ
スすることを許可するための手段と、を備え、前記少なくとも１つのメッセージは、前記
少なくとも１つのコンテンツと関連づけられた前記少なくとも１つのコンテンツレーティ
ングを備え、前記少なくとも１つのコンテンツレーティングは、予め定義されたコンテン
ツレーティング基準に少なくとも部分的に基づき、
　前記少なくとも１つのコンテンツへのアクセスを制限するための手段は、前記コンテン
ツレーティングを前記コンテンツレーティング優先度と比較し、前記コンテンツレーティ
ングが前記コンテンツレーティング優先度よりも高いと決定された場合、前記少なくとも
１つのコンテンツをフィルタリングして排除し、前記コンテンツレーティングが前記コン
テンツレーティング優先度と同じか又は前記コンテンツレーティング優先度よりも低いと
決定された場合、前記少なくとも１つのコンテンツを前記モバイルデバイスに提供するた
めの手段を含む、コアネットワークコンポーネント。
【請求項４１】
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた前記少なくとも１つのコンテ
ンツレーティング優先度に関連する前記少なくとも１つのセキュリティコードを受信する
ための手段と、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であるかどうかを決定することを容易
にするために前記少なくとも１つのセキュリティコードを評価するための手段と、
　前記少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度を前記少なくとも１つのモバイル
デバイスから受信するための手段と、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であると決定された場合に、前記少な
くとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティン
グ優先度パラメータを前記少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度に設定するた
めの手段と、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であると決定された場合に前記少なく
とも１つのコンテンツレーティング優先度を格納するための手段と、をさらに備える請求
項４０に記載のコアネットワークコンポーネント。
【請求項４２】
　コアネットワークコンポーネントによって実行された場合、前記コアネットワークコン
ポーネントに動作を行わせるための符号を含む、コンピュータによって読み取り可能な記
憶媒体であって、
　少なくとも１つのコンテンツプロバイダから少なくとも１つのモバイルデバイスに送信
されている少なくとも１つのメッセージにおいて受信された少なくとも１つのコンテンツ
を評価することを前記コアネットワークコンポーネントに行わせるための符号と、
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　少なくとも１つのコンテンツレーティングおよび前記少なくとも１つのモバイルデバイ
スと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度に少なくとも部分的
に基づいて前記少なくとも１つのコンテンツへのアクセスを制限することを前記コアネッ
トワークコンポーネントに行わせるための符号であって、前記コンテンツレーティング優
先度は、少なくとも１つのセキュリティコードに基づいて設定または修正可能である符号
と、
　前記制限された少なくとも１つのコンテンツを前記少なくとも１つのモバイルデバイス
と関連付けられた少なくとも１つのセキュリティが確保されたコンテンツフォルダに格納
することを前記コアネットワークコンポーネントに行わせるための符号と、
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスの少なくとも１つのユーザに、前記少なくとも
１つのコンテンツレーティング優先度を無効にする前記少なくとも１つのユーザからの前
記少なくとも１つのセキュリティコードに応答して前記少なくとも１つのセキュリティが
確保されたコンテンツフォルダ内の前記制限された少なくとも１つのコンテンツにアクセ
スすることを許可することを前記コアネットワークコンポーネントに行わせるための符号
と、を備え、前記少なくとも１つのメッセージは、前記少なくとも１つのコンテンツと関
連づけられた前記少なくとも１つのコンテンツレーティングを備え、前記少なくとも１つ
のコンテンツレーティングは、予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも
部分的に基づき、
　前記少なくとも１つのコンテンツへのアクセスを制限することは、前記コンテンツレー
ティングを前記コンテンツレーティング優先度と比較し、前記コンテンツレーティングが
前記コンテンツレーティング優先度よりも高いと決定された場合、前記少なくとも１つの
コンテンツをフィルタリングして排除し、前記コンテンツレーティングが前記コンテンツ
レーティング優先度と同じか又は前記コンテンツレーティング優先度よりも低いと決定さ
れた場合、前記少なくとも１つのコンテンツを前記モバイルデバイスに提供することを含
む、コンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
【請求項４３】
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた前記少なくとも１つのコンテ
ンツレーティング優先度に関連する少なくとも１つのセキュリティコードを受信すること
を前記コアネットワークコンポーネントに行わせるための符号と、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であるかどうかを決定することを容易
にするために前記少なくとも１つのセキュリティコードを評価することを前記コアネット
ワークコンポーネントに行わせるための符号と、
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスから前記少なくとも１つのコンテンツレーティ
ング優先度を受信することを前記コアネットワークコンポーネントに行わせるための符号
と、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であると決定された場合に、前記少な
くとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティン
グ優先度パラメータを前記少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度に設定するこ
とを前記コアネットワークコンポーネントに行わせるための符号と、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であると決定された場合に前記少なく
とも１つのコンテンツレーティング優先度を格納することを前記コアネットワークコンポ
ーネントに行わせるための符号と、をさらに備える請求項４２に記載のコンピュータによ
って読み取り可能な記憶媒体。
【請求項４４】
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた前記少なくとも１つのセキュ
リティが確保されたコンテンツフォルダに関連する前記少なくとも１つのセキュリティコ
ードを受信することを前記コアネットワークコンポーネントに行わせるための符号と、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であるかどうかを決定することを容易
にするために前記少なくとも１つのセキュリティコードを評価することを前記コアネット
ワークコンポーネントに行わせるための符号と、
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　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効である場合に前記少なくとも１つのセ
キュリティが確保されたコンテンツフォルダにアクセスすることを前記コアネットワーク
コンポーネントに行わせるための符号と、
　少なくとも１つの制限されたコンテンツを取り出すことを前記コアネットワークコンポ
ーネントに行わせるための符号と、
　前記少なくとも１つの制限されたコンテンツを前記少なくとも１つのモバイルデバイス
又は前記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた少なくとも１つのユーザと
関連づけられた少なくとも１つのその他の通信デバイスのうちの少なくとも１つに提供す
ることを前記コアネットワークコンポーネントに行わせるための符号と、をさらに備える
請求項４２に記載のコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
【請求項４５】
　前記予め定義されたコンテンツレーティング基準は、コンテンツ内の言葉の性質、オー
ディオコンテンツの性質、又はビジュアルコンテンツの性質のうちの少なくとも１つに関
連し、成人向け度がより高いコンテンツは、前記予め定義されたコンテンツレーティング
基準に少なくとも部分的に基づいて成人向け度がより低いコンテンツよりも高いコンテン
ツレーティングが与えられる請求項４２に記載のコンピュータによって読み取り可能な記
憶媒体。
【請求項４６】
　コアネットワークコンポーネントであって、
　少なくとも１つのコンテンツプロバイダから少なくとも１つのモバイルデバイスに送信
されている少なくとも１つのメッセージにおいて受信された少なくとも１つのコンテンツ
を評価し、
　少なくとも１つのコンテンツレーティングおよび前記少なくとも１つのモバイルデバイ
スと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度に少なくとも部分的
に基づいて前記少なくとも１つのコンテンツへのアクセスを制限し、ここにおいて、前記
コンテンツレーティング優先度は、少なくとも１つのセキュリティコードに基づいて設定
または修正可能であり、
　前記制限された少なくとも１つのコンテンツを前記少なくとも１つのモバイルデバイス
と関連づけられた少なくとも１つのセキュリティが確保されたコンテンツフォルダに格納
し、
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスの少なくとも１つのユーザに、前記少なくとも
１つのコンテンツレーティング優先度を無効にする前記少なくとも１つのユーザからの前
記少なくとも１つのセキュリティコードに応答して前記少なくとも１つのセキュリティが
確保されたコンテンツフォルダ内の前記制限された少なくとも１つのコンテンツにアクセ
スすることを許可するように構成されたプロセッサ、を備え、前記少なくとも１つのメッ
セージは、前記少なくとも１つのコンテンツと関連づけられた前記少なくとも１つのコン
テンツレーティングを備え、前記少なくとも１つのコンテンツレーティングは、予め定義
されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づき、
　前記少なくとも１つのコンテンツへのアクセスを制限することは、前記コンテンツレー
ティングを前記コンテンツレーティング優先度と比較し、前記コンテンツレーティングが
前記コンテンツレーティング優先度よりも高いと決定された場合、前記少なくとも１つの
コンテンツをフィルタリングして排除し、前記コンテンツレーティングが前記コンテンツ
レーティング優先度と同じか又は前記コンテンツレーティング優先度よりも低いと決定さ
れた場合、前記少なくとも１つのコンテンツを前記モバイルデバイスに提供する、コアネ
ットワークコンポーネント。
【請求項４７】
　前記予め定義されたコンテンツレーティング基準は、コンテンツ内の言葉の性質、オー
ディオコンテンツの性質、又はビジュアルコンテンツの性質のうちの少なくとも１つに関
連し、成人向け度がより高いコンテンツは、前記予め定義されたコンテンツレーティング
基準に少なくとも部分的に基づいて成人向け度がより低いコンテンツよりも高いコンテン
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ツレーティングが与えられる請求項４６に記載のコアネットワークコンポーネント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　次の説明は、概して、無線通信に関するものである。次の説明は、より具体的には、無
線デバイスにおけるコンテンツ制御のためにメッセージコンテンツをレーティングするこ
とに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　様々なタイプの通信を提供するために無線通信システムが広範囲にわたって配備されて
おり、例えば、該無線通信システムを介して音声及び／又はデータを提供することができ
る。典型的な無線通信システム、又はネットワークは、１つ以上の共有されたリソース（
例えば、帯域幅、送信電力、等）へのアクセスを複数のユーザに提供することができる。
例えば、システムは、様々な複数のアクセス技法、例えば、周波数分割多重（ＦＤＭ）、
時分割多重（ＴＤＭ）、符号分割多重（ＣＤＭ）、第３世代パートナーシッププロジェク
ト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）システム、直交周波数分割多重
（ＯＦＤＭ）、及びその他、を用いることができる。
【０００３】
　概して、無線多元接続通信システムは、複数のモバイルデバイスのために通信を同時に
サポートすることができる。各モバイルデバイスは、順方向リンク及び逆方向リンクにお
ける送信を介して１つ以上の基地局と通信することができる。順方向リンク（又はダウン
リンク）は、基地局からモバイルデバイスへの通信リンクを意味し、逆方向リンク（又は
アップリンク）は、モバイルデバイスから基地局への通信リンクを意味する。この通信リ
ンクは、単入力単出力、多入力信号出力、又は多入力多出力（ＭＩＭＯ）システムを介し
て確立することができる。
【０００４】
　例えば、ＭＩＭＯシステムは、データ送信のために複数（ＮＴ）の送信アンテナ及び複
数（ＮＲ）の受信アンテナを採用することができる。ＮＴの送信アンテナ及びＮＲの受信
アンテナによって形成されるＭＩＭＯは、空間チャネルとも呼ばれるＮＳの独立したチャ
ネルに分解することができ、ここで、ＮＳ≦ｍｉｎ｛ＮＴ、ＮＲ｝である。ＮＳの独立し
たチャネルの各々は、１つの次元に対応することができる。ＭＩＭＯシステムは、複数の
送信アンテナ及び受信アンテナによって形成された追加の次元が利用される場合に向上さ
れた性能（例えば、より高いスループット及び／又はより高い信頼性）を提供することが
できる。
【０００５】
　ＭＩＭＯシステムは、時分割複信（ＴＤＤ）及び周波数分割複信（ＦＤＤ）システムを
サポートすることができる。ＴＤＤシステムにおいては、順方向リンク送信及び逆方向リ
ンク送信は、同じ周波数領域であることができ、このため、相互性の原理（ｒｅｃｉｐｒ
ｏｃｉｔｙ　ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ）が、逆方向リンクチャネルからの順方向リンクチャネ
ルの推定を可能にする。これは、アクセスポイントにおいて複数のアンテナを利用可能で
あるときにアクセスポイントが順方向リンクでの送信ビーム形成利得を抽出するのを可能
にすることができる。
【０００６】
　無線通信システムは、カバレッジエリアを提供する１つ以上の基地局を時々採用する。
典型的な基地局は、ブロードキャスト、マルチキャスト及び／又はユニキャストサービス
のための複数のデータストリームを送信することができ、データストリームは、各々のモ
バイルデバイスによる受信の対象となることができるデータの流れであることができる。
該基地局のカバレッジエリア内のモバイルデバイスは、複合ストリームによって搬送され
る１つの、２つ以上の、又はすべてのデータストリームを受信するために採用することが
できる。同様に、モバイルデバイスは、基地局又は他のモバイルデバイスにデータを送信
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することができる。
【０００７】
　モバイルデバイスは、音声及びデータ通信のために利用することができる。例えば、モ
バイルデバイスは、コンテンツ、例えば、テキストメッセージ、オーディオコンテンツ、
ビジュアル画像、映像コンテンツ、マルチメディアコンテンツ、等、をその他のモバイル
デバイス又は通信デバイスに送信することができる。メッセージングのタイプは、例えば
、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）と、拡張メッセージングサービス（ＥＭＳ）と
、マルチメディアメッセージングサービス（ＭＭＳ）と、を含むことができる。モバイル
デバイスに送信されるコンテンツを提供するコンテンツプロバイダは、モバイルデバイス
ユーザ、商業エンティティ（ｅｎｔｉｔｙ）、等であることができる。
【０００８】
　従来においては、コンテンツは、コンテンツの性質にかかわらずコンテンツプロバイダ
によってモバイルデバイスに送信することができる。従って、例えば、成人向けコンテン
ツが子供によって用いられているモバイルデバイスに送信される可能性がある。望ましく
ないコンテンツ（例えば、成人向けコンテンツ）が受信されないこと及び／又は認識され
ないことが望まれることの該当者である一定のユーザによって利用される通信デバイスに
よって望ましくないコンテンツが受信されないように通信デバイスに提供されているコン
テンツを制御可能であることが望ましい。
【発明の概要】
【０００９】
　以下は、１つ以上の実施形態についての基本的な理解を可能にするための該実施形態の
単純化された概要を示す。この概要は、すべての企図される実施形態について広範囲にわ
たって概説したものではなく、さらにすべての実施形態の主要な又は極めて重要な要素を
特定すること及びいずれかの又はすべての実施形態の適用範囲を詳細に説明することのい
ずれも意図されていない。それの唯一の目的は、後述される発明を実施するための形態の
準備段階として１つ以上の実施形態の幾つかの概念を単純な形で提示することである。
【００１０】
　１つ以上の実施形態及び対応するそれらの開示により、コアネットワークを介してコン
テンツプロバイダによってモバイルデバイスに送信されたコンテンツをフィルタリングす
ることを容易にすることと関係させて様々な態様が説明される。コンテンツプロバイダは
、コンテンツのためのコンテンツレーティング（ｃｏｎｔｅｎｔ　ｒａｔｉｎｇ）を決定
することができ、及び／又はコアネットワーク及び／又はモバイルデバイスは、予め定義
されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいて、コンテンツプロバイ
ダからのレーティングされていないコンテンツのためのコンテンツレーティングを決定又
は推測する（ｉｎｆｅｒ）ことができる。予め定義されたレーティング基準は、コンテン
ツの成人向けの性質に関連することができる。例えば、成人向け度が高いコンテンツ（例
えば、非常に性的又は暴力的なテキスト、オーディオコンテンツ、ビジュアル画像、及び
／又はマルチメディアコンテンツ）は、性質の点で成人向け度がより低いとみなされるコ
ンテンツよりも高いコンテンツレーティングを割り当てることができる。モバイルデバイ
スユーザ（例えば、モバイルデバイスへのアクセスが可能な子供の親）は、モバイルデバ
イスのための希望されるコンテンツレーティング優先度（ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）を指定
することができる。コアネットワーク及び／又はモバイルデバイスと各々関連づけられた
フィルタは、プロバイダからのコンテンツのコンテンツレーティング及び送信されている
コンテンツの送信先であるモバイルデバイスのコンテンツレーティング優先度に少なくと
も部分的に基づいてコンテンツをフィルタリングすることができる。コンテンツレーティ
ングスレショルドを満たさないコンテンツ（例えば、モバイルデバイスと関連づけられた
コンテンツレーティング優先度よりも高いコンテンツレーティングを有するコンテンツ）
は、フィルタリングして排除することができ、フィルタリングされて排除されたコンテン
ツは、希望されるのに応じて、適用可能なセキュリティコードを用いてアクセスすること
ができるセキュリティが確保された（ｓｅｃｕｒｅな）コンテンツフォルダに格納するか
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又は廃棄することができる。
【００１１】
　関連する態様により、モバイルデバイスと関連づけられた通信を容易にする方法がここ
において説明される。方法は、モバイルデバイスと関連づけられた制御レーティング優先
度（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｒａｔｉｎｇ　ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）を設定することを含むこと
ができる。さらに、方法は、少なくとも１つのコンテンツを備える少なくとも１つのメッ
セージを少なくとも１つのコンテンツプロバイダから受信することを備えることができ、
少なくとも１つのメッセージは、少なくとも１つのコンテンツと関連づけられた少なくと
も１つのコンテンツレーティングを備え、少なくとも１つのコンテンツは、制御レーティ
ング優先度及び少なくとも１つのコンテンツレーティングに少なくとも部分的に基づいて
フィルタリングされる。
【００１２】
　他の態様は、無線通信装置に関連する。無線通信装置は、モバイルデバイスと関連づけ
られた制御レーティング優先度の確立、及び少なくとも１つのコンテンツプロバイダから
の少なくとも１つのコンテンツを備える少なくとも１つのメッセージの受信に関連する命
令を保持するメモリを含むことができ、少なくとも１つのメッセージは、少なくとも１つ
のコンテンツと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティングを備え、少なく
とも１つのコンテンツは、制御レーティング優先度及び少なくとも１つのコンテンツレー
ティングに少なくとも部分的に基づいてフィルタリングされる。さらに、無線通信装置は
、メモリに保持された命令を実行するように構成された、メモリに結合されたプロセッサ
を含むことができる。
【００１３】
　さらに他の態様は、モバイルデバイスと関連づけられた通信を容易にする無線通信装置
に関連する。無線通信装置は、モバイルデバイスと関連づけられた制御レーティング優先
度を設定するための手段を含むことができる。さらに、無線通信装置は、少なくとも１つ
のコンテンツを備える少なくとも１つのメッセージを少なくとも１つのコンテンツプロバ
イダから受信するための手段を備えることができ、少なくとも１つのメッセージは、少な
くとも１つのコンテンツと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティングを備
え、少なくとも１つのコンテンツは、制御レーティング優先度及び少なくとも１つのコン
テンツレーティングに少なくとも部分的に基づいてフィルタリングされる。
【００１４】
　さらに他の態様は、モバイルデバイスと関連づけられた制御レーティング優先度を設定
し、及び少なくとも１つのコンテンツを備える少なくとも１つのメッセージを少なくとも
１つのコンテンツプロバイダから受信するための符号を備えるコンピュータによって読み
取り可能な媒体を備え、少なくとも１つのメッセージは、少なくとも１つのコンテンツと
関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティングを備え、少なくとも１つのコン
テンツは、制御レーティング優先度及び少なくとも１つのコンテンツレーティングに少な
くとも部分的に基づいてフィルタリングされる、コンピュータプログラム製品に関連する
。
【００１５】
　他の態様により、無線通信システムにおける装置は、プロセッサを含むことができ、プ
ロセッサは、モバイルデバイスと関連づけられた制御レーティング優先度を確立するよう
に構成することができる。さらに、プロセッサは、少なくとも１つのコンテンツを備える
少なくとも１つのメッセージを少なくとも１つのコンテンツプロバイダから受信するよう
に構成することができ、少なくとも１つのメッセージは、少なくとも１つのコンテンツと
関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティングを備え、少なくとも１つのコン
テンツは、制御レーティング優先度及び少なくとも１つのコンテンツレーティングに少な
くとも部分的に基づいてフィルタリングされる。
【００１６】
　その他の態様により、モバイルデバイスと関連づけられた通信を容易にする方法がここ
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において説明される。方法は、少なくとも１つのコンテンツプロバイダから少なくとも１
つのモバイルデバイスに送信されている少なくとも１つのメッセージにおいて受信された
少なくとも１つのコンテンツを評価することを含むことができ、少なくとも１つのメッセ
ージは、少なくとも１つのコンテンツと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレー
ティングを備える。さらに、方法は、少なくとも１つのコンテンツレーティング及び少な
くとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティン
グ優先度に少なくとも部分的に基づいて少なくとも１つのコンテンツをフィルタリングす
ることを備えることができる。
【００１７】
　さらに他の態様は、少なくとも１つのコンテンツプロバイダから少なくとも１つのモバ
イルデバイスに送信されている少なくとも１つのメッセージにおいて受信された少なくと
も１つのコンテンツの評価、及び少なくとも１つのコンテンツと関連づけられた少なくと
も１つのコンテンツレーティング及び少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられ
た少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度に少なくとも部分的に基づく少なくと
も１つのコンテンツのフィルタリングに関連する命令を保持するメモリを含むことができ
る無線通信装置に関連し、少なくとも１つのメッセージは、少なくとも１つのコンテンツ
レーティングを備え、少なくとも１つのコンテンツレーティングは、予め定義されたコン
テンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づく。さらに、無線通信装置は、メモリ
に保持された命令を実行するように構成された、メモリに結合されたプロセッサを備える
ことができる。
【００１８】
　他の態様は、モバイルデバイスと関連づけられた通信を容易にする無線通信装置に関連
する。無線通信装置は、少なくとも１つのコンテンツプロバイダから少なくとも１つのモ
バイルデバイスに送信されている少なくとも１つのメッセージにおいて受信された少なく
とも１つのコンテンツを評価するための手段を含むことができ、少なくとも１つのメッセ
ージは、少なくとも１つのコンテンツと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレー
ティングを備え、少なくとも１つのコンテンツレーティングは、予め定義されたコンテン
ツレーティング基準に少なくとも部分的に基づく。さらに、無線通信装置は、少なくとも
１つのコンテンツレーティング及び少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた
少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度に少なくとも部分的に基づいて少なくと
も１つのコンテンツをフィルタリングするための手段を含むことができる。
【００１９】
　さらに他の態様は、少なくとも１つのコンテンツプロバイダから少なくとも１つのモバ
イルデバイスに送信されている少なくとも１つのメッセージにおいて受信された少なくと
も１つのコンテンツを評価し、及び少なくとも１つのコンテンツと関連づけられた少なく
とも１つのコンテンツレーティング及び少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけら
れた少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度に少なくとも部分的に基づいて少な
くとも１つのコンテンツをフィルタリングするための符号を備えるコンピュータによって
読み取り可能な媒体を備え、少なくとも１つのメッセージは、少なくとも１つのコンテン
ツレーティングを備え、少なくとも１つのコンテンツレーティングは、予め定義されたコ
ンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づく、コンピュータプログラム製品に
関連する。
【００２０】
　他の態様により、無線通信システムにおける装置は、プロセッサを含むことができ、プ
ロセッサは、少なくとも１つのコンテンツプロバイダから少なくとも１つのモバイルデバ
イスに送信されている少なくとも１つのメッセージにおいて受信された少なくとも１つの
コンテンツを評価するように構成され、少なくとも１つのメッセージは、少なくとも１つ
のコンテンツと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティングを備え、少なく
とも１つのコンテンツレーティングは、予め定義されたコンテンツレーティング基準に少
なくとも部分的に基づく。さらに、プロセッサは、少なくとも１つのコンテンツレーティ
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ング及び少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた少なくとも１つのコンテン
ツレーティング優先度に少なくとも部分的に基づいて少なくとも１つのコンテンツをフィ
ルタリングするように構成することができる。
【００２１】
　その他の態様により、モバイルデバイスと関連づけられた通信を容易にする方法がここ
において説明される。方法は、予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも
部分的に基づいてコンテンツのためのコンテンツレーティングを決定することを含むこと
ができる。さらに、方法は、コンテンツを提供するコンテンツプロバイダによって少なく
とも１つのモバイルデバイスに送信されたコンテンツをフィルタリングすることを容易に
するために少なくとも１つのモバイルデバイスに送信されるメッセージ内にコンテンツ及
びコンテンツレーティングを挿入することを備えることができる。
【００２２】
　さらに他の態様は、予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に
基づくコンテンツのためのコンテンツレーティングの生成、及びコンテンツを提供するコ
ンテンツプロバイダによって少なくとも１つのモバイルデバイスに送信されたコンテンツ
をフィルタリングすることを容易にするために少なくとも１つのモバイルデバイスに送信
されるメッセージ内へのコンテンツ及びコンテンツレーティングの挿入に関連する命令を
保持するメモリを含むことができる無線通信装置に関連する。さらに、無線通信装置は、
メモリに保持された命令を実行するように構成された、メモリに結合されたプロセッサを
備えることができる。
【００２３】
　他の態様は、モバイルデバイスと関連づけられた通信を容易にする無線通信装置に関連
する。無線通信装置は、予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的
に基づいてコンテンツのためのコンテンツレーティングを決定するための手段を含むこと
ができる。さらに、無線通信装置は、コンテンツを提供するコンテンツプロバイダによっ
て少なくとも１つのモバイルデバイスに送信されたコンテンツをフィルタリングすること
を容易にするために少なくとも１つのモバイルデバイスに送信されるメッセージ内にコン
テンツ及びコンテンツレーティングを挿入するための手段を含むことができる。
【００２４】
　さらに他の態様は、予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に
基づいてコンテンツのためのコンテンツレーティングを生成し、及びコンテンツを提供す
るコンテンツプロバイダによって少なくとも１つのモバイルデバイスに送信されたコンテ
ンツをフィルタリングすることを容易にするために少なくとも１つのモバイルデバイスに
送信されるメッセージ内にコンテンツ及びコンテンツレーティングを挿入するための符号
を備えるコンピュータによって読み取り可能な媒体、を備えるコンピュータプログラム製
品、に関連する。
【００２５】
　他の態様により、無線通信システムにおける装置は、プロセッサを含むことができ、プ
ロセッサは、予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいて
コンテンツのためのコンテンツレーティングを決定するように構成することができる。さ
らに、プロセッサは、コンテンツを提供するコンテンツプロバイダによって少なくとも１
つのモバイルデバイスに送信されたコンテンツをフィルタリングすることを容易にするた
めに少なくとも１つのモバイルデバイスに送信されるメッセージ内にコンテンツ及びコン
テンツレーティングを挿入するように構成することができる。
【００２６】
　上記の目的及び関連する目的の完遂のために、１つ以上の実施形態は、以下において十
分に説明され及び請求項において特に強調される特徴を備える。次の説明及び添付図面は
、１つ以上の実施形態の一定の例示的態様を詳述するものである。しかしながら、これら
の態様は、様々な実施形態の原理を採用することができる様々な方法のうちのほんのわず
かを示すにすぎず、説明される実施形態は、すべての該態様及びそれらの同等物を含むこ
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とが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】ここにおいて説明される様々な態様による無線通信システムを示した図である。
【図２】ここにおいて提示される様々な実施形態によりモバイルデバイスに提供されたコ
ンテンツを制御することを容易にすることができる無線通信システム例を示した図である
。
【図３】開示される主題の一態様によりモバイルデバイスに送信された一定のコンテンツ
をフィルタリングすることを容易にするためにコンテンツレーティング優先度を採用する
ことができるシステム例を示した図である。
【図４】開示される主題の一態様によりモバイルデバイスに提供されたコンテンツのフィ
ルタリングを容易にするためにコンテンツレーティングを採用することができるシステム
例を示した図である。
【図５】開示される主題の一態様によりモバイルデバイスに提供されたコンテンツのフィ
ルタリングを容易にするためにコンテンツレーティングを採用することができるシステム
例を示した図である。
【図６】開示される主題の一態様により無線通信環境においてモバイルデバイスと関連づ
けられた通信を容易にするためにモバイルデバイスに送信されているコンテンツをフィル
タリングすることを容易にすることができる方法例を示した図である。
【図７】開示される主題の一態様により無線通信環境においてモバイルデバイスに送信さ
れているコンテンツをフィルタリングすることを容易にするためにコンテンツのためのコ
ンテンツレーティングを決定することができる方法例を示した図である。
【図８】開示される主題の一態様により無線通信環境においてモバイルデバイスに送信さ
れているコンテンツをフィルタリングすることを容易にするためにモバイルデバイスのコ
ンテンツレーティング優先度を確立することができる方法例を示した図である。
【図９】開示される主題の一態様により無線通信環境においてモバイルデバイスに送信さ
れているコンテンツをフィルタリングすることができる方法例を示した図である。
【図１０】開示される主題の一態様により無線通信システムにおいてモバイルデバイスと
関連づけられた通信を容易にすることができるモバイルデバイス例を示した図である。
【図１１】開示される主題の一態様により無線通信システムにおいてモバイルデバイスと
関連づけられた通信を容易にすることができるシステム例を示した図である。
【図１２】ここにおいて説明される様々なシステム及び方法と関係させて採用することが
できる無線ネットワークシステム例を示した図である。
【図１３】無線通信環境においてモバイルデバイスと関連づけられた通信を容易にするこ
とができるシステム例を示した図である。
【図１４】無線通信環境においてモバイルデバイスと関連づけられた通信を容易にするこ
とができる他のシステム例を示した図である。
【図１５】無線通信環境においてモバイルデバイスと関連づけられた通信を容易にするこ
とができるさらに他のシステム例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　今度は図を参照して様々な実施形態が説明され、全体にわたって同様の要素に言及する
ために同様の参照数字が用いられる。以下の記述においては、説明の目的上、１つ以上の
実施形態の徹底的な理解を可能にすることを目的として様々な具体的な詳細が示される。
しかしながら、該実施形態は、これらの具体的な詳細なしに実践可能であることが明確で
あろう。その他の例においては、非常によく知られる構造及びデバイスは、１つ以上の実
施形態について説明することを容易にするためにブロック図形で示される。
【００２９】
　この出願で用いられる場合において、用語“コンポーネント”、“モジュール”、“シ
ステム”、“コミュニケータ（ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｏｒ）”、“コントローラ”、“ア
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カウントメニュー”、“制御レーティング優先度メニュー”、“コマンド生成器”、“ア
クセスコントローラ”、“コンテンツフィルタ”、“レーティング生成器”、“アカウン
トコーディネータ”、“プロセッサ”、“コミュニケータ”、等は、ハードウェア、ファ
ームウェア、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせ、ソフトウェア、又は実行中のソ
フトウェアのいずれであるかにかかわらず、コンピュータに関連するエンティティを意味
することができる。例えば、コンポーネントは、プロセッサ上で実行中のプロセス、プロ
セッサ、オブジェクト、エクセキュータブル（ｅｘｅｃｕｔａｂｌｅ）、実行スレッド、
プログラム、及び／又はコンピュータであることができ、ただしこれらに限定されない。
一例として、計算デバイスにおいて実行中のアプリケーション及びその計算デバイスの両
方がコンポーネントであることができる。プロセス及び／又は実行スレッド内には１つ以
上のコンポーネントが常駐することができ、コンポーネントは、１つのコンピュータ上に
局在化する及び／又は２つ以上のコンピュータ間で分散させることができる。さらに、こ
れらのコンポーネントは、様々なデータ構造が格納されている様々なコンピュータによっ
て読み取り可能な媒体から実行可能である。コンポーネントは、ローカル及び／又は遠隔
プロセスによって、例えば１つ以上のデータパケット（例えば、ローカルシステム又は分
散型システム内の他のコンポーネントと対話中の、及び／又はインターネット等のネット
ワークを通じて信号を用いてその他のシステムと対話中の、１つのコンポーネントからの
データ）を有する信号に従って、通信することができる。
【００３０】
 ここにおいて説明される技法は、様々な無線通信システム、例えば、ＣＤＭＡ、ＴＤＭ
Ａ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡ及びその他のシステム、に関して用いること
ができる。用語“システム”及び“ネットワーク”は、互換可能な形でしばしば用いられ
る。ＣＤＭＡシステムは、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ＣＤＭＡ２００
０、等の無線技術を実装することができる。ＵＴＲＡは、ワイドバンドＣＤＭＡ（Ｗ－Ｃ
ＤＭＡ）と、ＣＤＭＡのその他の変形と、を含む。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００
、ＩＳ－９５及びＩＳ－８５６規格を網羅する。ＴＤＭＡシステムは、グローバル移動体
通信システム（ＧＳＭ（登録商標））等の無線技術を実装することができる。ＯＦＤＭＡ
システムは、エボルブド（Ｅｖｏｌｖｅｄ）ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイ
ルブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（ＷｉＦｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１
６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭＯ、等の無線技術を実
装することができる。ＵＴＲＡ及びＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサル移動体通信システム（
ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰロングタームエボリューション（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ
　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）（ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを用いるＵＭＴＳの近い将来のリリ
ース版であり、ダウンリンクにおいてＯＦＤＭＡ及びアップリンクにおいてＳＣ－ＦＤＭ
Ａを採用する。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ及びＧＳＭは、“第３世代パ
ートナーシッププロジェクト”（３ＧＰＰ）と呼ばれる組織からの文書において説明され
ている。さらに、ＣＤＭＡ２０００及びＵＭＢは、“第３世代パートナーシッププロジェ
クト２”（３ＧＰＰ２）と呼ばれる組織からの文書において説明されている。これらの様
々な無線技術及び規格は、当業において知られている。
【００３１】
　さらに、様々な実施形態がモバイルデバイスと関係させてここにおいて説明される。モ
バイルデバイスは、システム、加入者ユニット、加入者局、移動局、モバイル、遠隔局、
遠隔端末、アクセス端末、ユーザ端末、端末、無線通信デバイス、ユーザエージェント、
ユーザデバイス、又はユーザ装置（ＵＥ）と呼ぶことも可能である。モバイルデバイスは
、携帯電話、コードレスフォン、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）フォン、ワイヤレ
スローカルループ（ＷＬＬ）局、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、無線接続
能力を有するハンドヘルドデバイス、計算デバイス、又は無線モデムに接続されたその他
の処理デバイスであることができる。さらに、様々な実施形態が基地局と関係させてここ
において説明される。基地局は、モバイルデバイスと通信するために利用することができ
、及びアクセスポイント、ノードＢ（エボルブドＮｏｄｅＢ、ｅＮｏｄｅＢ、ｅＮＢ）又
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はその他の用語で呼ぶことも可能である。
【００３２】
　さらに、ここにおいて説明される様々な態様又は特徴は、標準的なプログラミング及び
／又はエンジニアリング技法を用いて方法、装置、又は製造品として実装することができ
る。ここにおいて用いられる用語“製造品”は、コンピュータによって読み取り可能なデ
バイス、キャリヤ、又は媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを包含すること
が意図される。例えば、コンピュータによって読み取り可能な媒体は、限定されることな
しに、磁気記憶装置（例えば、ハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気
ストリップ、等）と、光学ディスク（例えば、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタルバ
ーサタイルディスク（ＤＶＤ）、等）と、スマートカードと、フラッシュメモリデバイス
（例えば、ＥＰＲＯＭ、カード、スティック、キードライブ、等）と、を含むことができ
る。さらに、ここにおいて説明される様々な記憶媒体は、情報を格納するための１つ以上
のデバイス及び／又はその他の機械によって読み取り可能な媒体を表すことができる。用
語“機械によって読み取り可能な媒体”は、限定されることなしに、無線チャネルと、命
令及び／又はデータを格納、内蔵、及び／又は搬送することが可能なその他の様々な媒体
と、を含むことができる。
【００３３】
　図１は、ここにおいて提示される様々な実施形態による無線通信システム１００を示す
。システム１００は、複数のアンテナグループを含むことができる基地局１０２を備える
。例えば、１つのアンテナグループは、アンテナ１０４と１０６とを含むことができ、他
のグループは、アンテナ１０８と１１０とを備えることができ、及び、追加のグループは
、アンテナ１１２と１１４とを含むことができる。各アンテナグループに関して２つのア
ンテナが示される。しかしながら、これよりも多い又は少ない数のアンテナを各グループ
のために利用することができる。当業者によって評価されるであろうように、基地局１０
２は、送信機チェーンと受信機チェーンとをさらに含むことができ、それらの各々は、信
号の送信及び受信と関連づけられた複数のコンポーネント（例えば、プロセッサ、変調器
、マルチプレクサ、復調器、デマルチプレクサ、アンテナ、等）を備えることができる。
図１では１つの基地局１０２が描かれている一方で、開示される主題は、ネットワーク内
の２つ以上の基地局、例えば、サービスを提供する基地局１０２及び１つ以上の近隣基地
局１０２、を備えることができる。
【００３４】
　基地局１０２は、１つ以上のモバイルデバイス、例えば、モバイルデバイス１１６及び
モバイルデバイス１２２、と通信することができる。しかしながら、基地局１０２は、モ
バイルデバイス１１６及び１２２に類似する実質的にあらゆる数のモバイルデバイスと通
信することができる。モバイルデバイス１１６及び１２２は、例えば、無線通信システム
１００を通じて通信するための携帯電話、スマートフォン、ラップトップ、ハンドヘルド
通信デバイス、ハンドヘルド計算デバイス、衛星無線、全地球測位システム、ＰＤＡ、及
び／又はその他の適切なデバイスであることができる。描かれるように、モバイルデバイ
ス１１６は、アンテナ１１２及び１１４と通信し、アンテナ１１２及び１１４は、順方向
リンク１１８（例えば、ダウンリンク（ＤＬ））を通じてモバイルデバイス１１６に情報
を送信し、逆方向リンク１２０（例えば、アップリンク（ＵＬ））を通じてモバイルデバ
イス１１６から情報を受信する。さらに、モバイルデバイス１２２は、アンテナ１０４及
び１０６と通信し、アンテナ１０４及び１０６は、順方向リンク１２４を通じてモバイル
デバイス１２２に情報を送信し、逆方向リンク１２６を通じてモバイルデバイス１２２か
ら情報を受信する。周波数分割複信（ＦＤＤ）システムにおいては、順方向リンク１１８
は、逆方向リンク１２０によって用いられる周波数帯域と異なるそれを利用することがで
き、及び、順方向リンク１２４は、例えば逆方向リンク１２６によって採用された周波数
帯域と異なるそれを採用することができる。さらに、時分割複信（ＴＤＤ）システムにお
いては、順方向リンク１１８及び逆方向リンク１２０は、共通の周波数帯域を利用するこ
とができ、順方向リンク１２４及び逆方向リンク１２６は、共通の周波数帯域を利用する
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ことができる。
【００３５】
　各アンテナグループ及び／又はそれらが通信するように指定されているエリアは、基地
局１０２のセクターと呼ぶことができる。例えば、アンテナグループは、基地局１０２に
よって網羅されるエリアのセクター内のモバイルデバイス（例えば、１１６）に対して通
信するように設計することができる。順方向リンク１１８及び１２４を通じての通信にお
いて、基地局１０２の送信アンテナは、モバイルデバイス１１６及び１２２のための順方
向リンク１１８及び１２４の信号対雑音比を向上させるためにビーム形成を利用すること
ができる。さらに、基地局１０２は、関連づけられたカバレッジ全体に無作為に散在する
モバイルデバイス１１６及び１２２に送信するためにビーム形成を利用する一方で、近隣
セル内のモバイルデバイスは、すべての自体のモバイルデバイスに対して単一のアンテナ
を通じて送信する基地局と比較してより低い干渉を受けることが可能である。
【００３６】
　典型的には、モバイルデバイスは、音声及びデータ通信のために利用することができる
。例えば、モバイルデバイスは、コンテンツ、例えば、テキストメッセージ、オーディオ
コンテンツ（例えば、歌、着信音、オーディオジョーク、等）、アニメーション、ビジュ
アル画像、映像コンテンツ、マルチメディアコンテンツ、等を含むメッセージを、コアネ
ットワークを介してその他のモバイルデバイス又は通信デバイスに送信することができる
。メッセージングのタイプは、例えば、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）と、拡張
メッセージングサービス（ＥＭＳ）と、マルチメディアメッセージングサービス（ＭＭＳ
）と、を含むことができる。コンテンツは、コアネットワークを介して希望されるモバイ
ルデバイスにコンテンツを送信することができるコンテンツプロバイダ（例えば、付加価
値サービスのプロバイダ）によって提供することができ、コンテンツプロバイダは、コン
テンツを含むメッセージを送信するモバイルデバイスユーザ、商業エンティティ、等を含
むことができる。
【００３７】
　従来においては、コンテンツは、コンテンツの性質にかかわらずコンテンツプロバイダ
によってモバイルデバイスに送信することができる。従って、例えば、成人向けコンテン
ツ（例えば、成人向けのジョーク、成人向けのピクチャ、成人向けのビデオ、暴力を含む
画像及び／又は言葉）が子供又はその他の影響を受けやすい人によって用いられているモ
バイルデバイスに送信される可能性がある。望ましくないコンテンツ（例えば、成人向け
コンテンツ）が受信されない及び／又は認識されないことが望まれることの該当者である
一定のユーザの通信デバイス（例えば、モバイルデバイス）によってそれらの望ましくな
いコンテンツが受信されないように通信デバイスに提供されているコンテンツを制御可能
であることが望ましい。例えば、モバイルデバイス（例えば、１１６）を有する親は、一
定のコンテンツ（例えば、成人向けコンテンツ）がモバイルデバイスによって受信されて
その親の子供によって閲覧されることがないようにモバイルデバイスによって受信される
コンテンツを制御するのを希望することができる（例えば、親は、子供自身のモバイルデ
バイスを子供に提供するか、又は子供が親から離れた場所にいるときに親のモバイルデバ
イスを用いることを許容する）。
【００３８】
　様々な態様により、主題の革新は、モバイルデバイスユーザ（例えば、加入者）がユー
ザのモバイルデバイス（例えば、１１６）によってどのコンテンツを受信することができ
るかを指定するためにレーティングシステムを用いるのを可能にすることができる。ユー
ザは、モバイルデバイス１１６、コアネットワークの担当者（ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉ
ｖｅ）への音声呼、及び／又はコアネットワークと関連づけられたウェブサイトを介して
モバイルデバイス１１６のためのコンテンツレーティング優先度を希望されるコンテンツ
レーティングにセキュリティが確保された形で設定することができる。主題の革新は、コ
ンテンツプロバイダによって決定及び提供することができるコンテンツレーティングに少
なくとも部分的に基づいてコンテンツをレーティングすることができ又はコンテンツを分
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析することに少なくとも部分的に基づいて（例えば、コアネットワーク、モバイルデバイ
ス１１６によって）自動的に決定する（推測する）ことができ、コンテンツのレーティン
グは、予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいて決定す
ることができる。主題の革新は、モバイルデバイス１１６のためのコンテンツレーティン
グ優先度を満たしていないコンテンツ（例えば、成人向けコンテンツ）がモバイルデバイ
ス１１６によって受信されないようにする及び／又はモバイルデバイス１１６を用いて認
識されないようにするために、モバイルデバイス１１６のユーザ（例えば、加入者）によ
って指定することができる予め定義されたコンテンツレーティング優先度に少なくとも部
分的に基づいてコンテンツをフィルタリングすることを容易にすることができる（例えば
、フィルタリングされたコンテンツは、セキュリティが確保されたコンテンツフォルダ内
に格納することができるが、セキュリティコードが提供されまで認識することができない
）。
【００３９】
　図２を参照し、ここにおいて提示される様々な実施形態によりモバイルデバイスに提供
されたコンテンツを制御することを容易にすることができる無線通信システム２００を示
す。システム２００は、無線ネットワーク環境において（例えば、音声、データ）を通信
することができるモバイルデバイス１１６を備えることができる。システム２００は、無
線通信環境においてモバイルデバイス１１６にサービスを提供し及びモバイルデバイス１
１６と接続（例えば、無線接続）状態にある基地局であることができる基地局１０２を含
むことができる。モバイルデバイス１１６及び基地局１０２は、各々、例えばシステム１
００に関して、例えばここにおいてさらに詳細に説明されるような、各々のコンポーネン
トと同じであるか又は類似であることができ、及び／又は同じ又は類似の機能を備えるこ
とができることが評価及び理解されるべきである。システム２００では１つのモバイルデ
バイス１１６及び１つの基地局１０２のみが示される一方で、システム２００は実質的に
あらゆる希望される数のモバイルデバイス及び基地局を含むことができるため、主題の革
新はそのように限定されないことがさらに評価及び理解されるべきである。
【００４０】
　一実施形態により、モバイルデバイス（例えば、１１６）は、モバイルデバイス１１６
をコアネットワーク２０２及びコアネットワーク２０２と関連づけられたその他のモバイ
ルデバイス（例えば、１２２）及び／又は通信デバイスに通信可能な形で接続することが
できるようにするために、コアネットワーク２０２内の基地局１０２に通信可能な形で接
続する（例えば、無線接続する）ことができる。コアネットワーク２０２は、コアネット
ワーク２０２と関連づけられたモバイルデバイス（例えば、１１６）にコンテンツを提供
することができる１つ以上のコンテンツプロバイダ２０４と関連づけることができる。コ
ンテンツプロバイダ２０４は、コンテンツプロバイダ２０４と関連づけられたコンテンツ
を提供することを容易にするためにモバイルデバイス（例えば、１２２）、コンピュータ
、及び／又はその他の通信デバイスを利用することができる。システム２００では３つの
コンテンツプロバイダが示される一方で、システム２００は実質的にあらゆる希望される
数のモバイルプロバイダを含むことができ、３つよりも少ないコンテンツプロバイダ、３
つのコンテンツプロバイダ、又は３つよりも多いコンテンツプロバイダであることができ
るため、主題の革新はそのように限定されないことがさらに評価及び理解されるべきであ
る。
【００４１】
　コンテンツプロバイダ２０４は、モバイルデバイス１１６にコンテンツを送信すること
を希望することができる。一態様により、モバイルデバイス１１６は、予め定義されたコ
ンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいてモバイルデバイス１１６のユー
ザ（例えば、加入者）によって希望されるのに従って一定のコンテンツ（例えば、成人向
けコンテンツ）をフィルタリングするために利用することができるコンテンツレーティン
グ優先度と関連づけることができる。一態様において、希望されないコンテンツがモバイ
ルデバイス１１６によって受信されないようにするための希望されないコンテンツのフィ
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ルタリングに関連する、希望されるコンテンツレーティング優先度は、モバイルデバイス
１１６によってコアネットワーク２０２に送信することができる。希望されるコンテンツ
レーティング優先度は、モバイルデバイス１１６のユーザによって指定することができる
。
【００４２】
　一実施形態により、システム２００は、コンテンツプロバイダがコアネットワーク２０
２を介してユーザ（例えば、加入者）のモバイルデバイス１１６に提供することを試みる
一定のコンテンツ（例えば、成人向けコンテンツ）をフィルタリングして排除することを
容易にするためにモバイルデバイス１１６及びユーザのアカウントと関連づけられたコン
テンツレーティング優先度を動的に設定するためにコアネットワーク２０２にメッセージ
（例えば、ＳＭＳメッセージ）を送信するためにユーザがモバイルデバイス１１６を使用
するのを可能にするためにメッセージングプロトコル（例えば、ＳＭＳプロトコル）に追
加することができる１つ以上の追加のコマンド（例えば、ＳＭＳコマンド）を採用するこ
とができる。一態様において、ユーザは、コアネットワーク２０２と関連づけられた担当
者（例えば、オペレータ）への音声呼、コアネットワーク２０２と関連づけられたウェブ
サイト（例えば、加入者は、コアネットワーク２０２と関連づけられたウェブサイトにア
クセスするために無線通信デバイス又はコンピュータ型デバイスを用いることができる）
、及び／又はコアネットワーク２０２と関連づけられた及び／又は通信することができる
他のタイプの通信を用いた他の通信形態を介して希望されるコンテンツレーティング優先
度をコアネットワーク２０２に提供することができる。
【００４３】
　様々な態様により、コンテンツプロバイダによって送信されるメッセージ（例えば、Ｓ
ＭＳメッセージ、ＥＭＳメッセージ、ＭＭＳメッセージ）に関して、コンテンツレーティ
ングシステムを採用することを容易にするために、コンテンツプロバイダ２０４がモバイ
ルデバイス１１６に送信することを試みているコンテンツと関連づけられたコンテンツレ
ーティングを示すためのコンテンツレーティングを含むことができるメッセージにプロト
コルフィールドを追加することができる。追加のプロトコルフィールドは、ＥＭＳコンテ
ンツの有無にかかわらず、モバイル着信（ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｒｍｉｎａｔｅｄ）（ＭＴ
）メッセージ、モバイル発信（ｍｏｂｉｌｅ　ｏｒｉｇｉｎａｔｅｄ）（ＭＯ）メッセー
ジ、及び／又はブロードキャストＳＭＳメッセージ内に存在することができる。例えば、
ＣＤＭＡ、ＳＭＳに関して、コンテンツレーティング優先度のためのサブパラメータ（例
えば、テレサービスレイヤサブパラメータ）を、（１）サブパラメータ：レーティング、
（２）ＩＤ：次の使用可能なサブパラメータＩＤ番号、（３）長さ：１、及び（４）値：
０乃至２５５として追加することができ、ここで、希望されるコンテンツレーティングシ
ステムは、値を用いて実装又はマッピングすることができる。他の例として、ＣＤＭＡ及
びＧＳＭ／ＵＭＴＳ　ＳＭＳに関して、ＥＭＳヘッダを、（１）ヘッダ：レーティング、
（２）ＩＤ：次の使用可能なＥＭＳヘッダＩＤ番号、（３）長さ：１、及び（４）値：０
乃至２５５として追加することができ、ここで、希望されるコンテンツレーティングシス
テムは、値を用いて実装又はマッピングすることができる。例えば、開示される主題の一
態様により、モバイルデバイス１１６が希望されるコンテンツレーティング基準値を含む
ＳＭＳメッセージをコアネットワーク２０２に送信するのを可能にするために新しいＳＭ
Ｓメッセージタイプを追加することができ、ここで、コンテンツレーティングサブパラメ
ータ（例えば、テレサービスレイヤサブパラメータ、ＥＭＳヘッダ）は、ＳＭＳメッセー
ジにおいて指定されたコンテンツレーティング優先度値によりモバイルデバイス１１６に
送信されているコンテンツをフィルタリングすることをコアネットワーク２０２に命令す
るのを容易にするために新しいＳＭＳメッセージタイプに含めることができる。代替とし
て、コンテンツのためのコンテンツレーティングは、メッセージの本体に含めることがで
きる。例えば、メッセージの本体内のキーワードは、コンテンツレーティングがメッセー
ジに含まれることを示すことができる（例えば、コンテンツレーティングは、メッセージ
内のキーワードに引き続く値であることができる）。
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【００４４】
　さらに他の態様により、コンテンツのためのコンテンツレーティングは、数字、単語、
アイコン、等に少なくとも部分的に基づいて設定することができる。例えば、コンテンツ
レーティングは、０乃至Ｎの範囲の数字であることができ、ここで、Ｎは、実質上あらゆ
る希望される整数（例えば、２５５）であることができる。コンテンツレーティング値を
上回るコンテンツレーティングを有するコンテンツは、フィルタリングして排除すること
ができ、コンテンツレーティング値を下回るコンテンツは、モバイルデバイス１１６によ
って受信すること及びモバイルデバイス１１６のユーザによって閲覧することができる。
【００４５】
　一実施形態により、コアネットワーク２０２は、ユーザによって指定されたコンテンツ
レーティング優先度に少なくとも部分的に基づいてコンテンツを自動的にフィルタリング
することができる。コアネットワーク２０２は、（例えば、モバイルデバイス１１６と関
連づけられた）ユーザのアカウントのためのコンテンツレーティング優先度メニュー内の
コンテンツレーティング優先度パラメータをユーザによって指定されたコンテンツレーテ
ィング優先度値に設定することができる。一態様においては、モバイルデバイス１１６と
関連づけられたコンテンツレーティング優先度は、数字、単語、アイコン、等に少なくと
も部分的に基づいて設定することができる。例えば、コンテンツレーティング優先度は、
０乃至Ｎの範囲の数字であることができ、ここで、Ｎは、実質上あらゆる希望される整数
（例えば、２５５）であることができ、及び、コンテンツレーティング優先度値の範囲（
例えば、０乃至Ｎ）は、コンテンツレーティングの範囲（例えば、０乃至Ｎ）と同じであ
ることができる。コンテンツレーティング値を上回るコンテンツレーティングを有するコ
ンテンツは、フィルタリングして排除することができ、コンテンツレーティング値を下回
るコンテンツは、モバイルデバイス１１６によって受信すること及びモバイルデバイス１
１６のユーザによって閲覧することができる。従って、例えば、２５５に設定されたコン
テンツレーティング優先度が与えられた場合は、２５５の最高のコンテンツレーティング
はコンテンツレーティング優先度よりも大きくならないため、いずれのコンテンツもフィ
ルタリングされて排除されない。他の例として、モバイルデバイス１１６に関して２００
のコンテンツレーティング優先度、及びコンテンツプロバイダ２０４からのコンテンツに
関して２３０のコンテンツレーティングが与えられた場合は、そのコンテンツレーティン
グはコンテンツレーティング優先度よりも高いため、コンテンツはフィルタリングして排
除することができる。
【００４６】
　一態様において、コンテンツプロバイダ２０４がユーザのモバイルデバイス１１６にコ
ンテンツを送信することを試みるときには、コアネットワーク２０２は、コンテンツを分
析することができ及びコンテンツと関連づけられたコンテンツレーティングを取り出す及
び／又は決定することができる。コアネットワーク２０２は、指定されたコンテンツレー
ティング優先度に少なくとも部分的に基づいてコンテンツと関連づけられたコンテンツレ
ーティングを評価することができ（例えば、コンテンツのコンテンツレーティング値は、
ユーザによって設定されたコンテンツレーティング優先度値と比較することができ）、コ
ンテンツのコンテンツレーティングが予め定義されたコンテンツレーティングスレショル
ドを満たしていない（例えば、コンテンツが指定されたコンテンツレーティング優先度値
よりも高いコンテンツレーティング値を有する）場合は、コアネットワーク２０２は、コ
ンテンツを自動的にフィルタリングして排除することができる。
【００４７】
　一態様において、希望されるのに応じて、フィルタリングされて排除されたコンテンツ
は、廃棄（例えば、削除）されてモバイルデバイス１１６に提供されないようにすること
ができ、又はセキュリティが確保されたコンテンツフォルダにアクセスする権限を付与さ
れた特定のエンティティ（例えば、加入者、例えば、親）によってしかアクセスすること
ができないコアネットワーク２０２に格納することができるセキュリティが確保されたコ
ンテンツフォルダ内に入れてモバイルデバイス１１６に提供されないようにすることがで
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きる。コンテンツがコンテンツレーティングを満たしている（例えば、コンテンツのコン
テンツレーティング値が指定されたコンテンツレーティング優先度値と同じか又は下回る
）とコアネットワーク２０２が決定した（例えば、自動的に決定した）場合は、コアネッ
トワーク２０２は、モバイルデバイス１１６にコンテンツを送信することができる。セキ
ュリティが確保されたコンテンツフォルダへのアクセスは、例えば、セキュリティが確保
されたコンテンツフォルダと関連づけることができるセキュリティコード（例えば、個人
識別番号）（ＰＩＮ）、パスワード、パスフレーズ、生体認証識別、等）を用いることに
よって制御することができる。セキュリティが確保されたコンテンツフォルダにアクセス
するためには、セキュリティが確保されたコンテンツフォルダのための適切なセキュリテ
ィコードをコアネットワーク２０２に提示しなければならない。他の態様においては、希
望されるのに応じて、ユーザのモバイルデバイス１１６又は通信デバイス（例えば、コン
ピュータ）に通知（例えば、テキストメッセージ、音声メール、電子メール、等）を送信
することができ、通知は、コンテンツがフィルタリングされて排除されていることをユー
ザに知らせることを容易にするためにコンテンツがフィルタリングされて排除されている
ことを示すことができる。
【００４８】
　他の実施形態により、モバイルデバイス１１６自体が、モバイルデバイス１１６のユー
ザによって指定されたコンテンツレーティング優先度に少なくとも部分的に基づいてコン
テンツプロバイダによってモバイルデバイス１１６に送信されるコンテンツを自動的にフ
ィルタリングすることができ、コンテンツレーティング優先度は、モバイルデバイス１１
６のレーティング優先度に入力及び格納することができる。一態様において、モバイルデ
バイス１１６は、コンテンツを分析することができ及びコンテンツと関連づけられたコン
テンツレーティングを取り出す及び／又は決定することができる。モバイルデバイス１１
６は、モバイルデバイス１１６に送信されたコンテンツのコンテンツレーティングを評価
することができ及びモバイルデバイス１１６のためのレーティング優先度において設定さ
れている指定されたコンテンツレーティング優先度とそのコンテンツレーティングを比較
することができる。コンテンツのコンテンツレーティングが予め定義されたコンテンツレ
ーティングスレショルドを満たしていない（例えば、コンテンツが、指定されたコンテン
ツレーティング優先度値よりも高いコンテンツレーティング値を有する）とモバイルデバ
イス１１６が決定した（例えば、自動的に決定した）場合は、モバイルデバイス１１６は
、コンテンツをフィルタリングして排除することができる。一態様において、フィルタリ
ングされて排除されたコンテンツは、廃棄することができ、又は任意選択で、モバイルデ
バイス１１６によって受信してモバイルデバイス１１６内に存在することができるセキュ
リティが確保されたコンテンツフォルダ内に入れることができ、セキュリティが確保され
たコンテンツフォルダは、セキュリティが確保されたコンテンツフォルダにアクセスする
権限を付与されたエンティティ（例えば、加入者、例えば、親）によってアクセスするこ
とができる。従って、例えば、モバイルデバイスユーザの子供がモバイルデバイス１１６
を所有中又は使用中である場合は、その子供は、（その子供がセキュリティが確保された
コンテンツフォルダにアクセスするためのセキュリティコードを有さないかぎり）セキュ
リティが確保されたコンテンツフォルダ内のフィルタリングされて排除されたコンテンツ
にアクセスすることはできない）。コンテンツがコンテンツレーティングを満たしている
（例えば、コンテンツのコンテンツレーティング値が指定されたコンテンツレーティング
優先度値と同じか又は下回る）とモバイルデバイス１１６が決定した場合は、モバイルデ
バイス１１６は、コンテンツを受信することができ及びコンテンツは現在のユーザ（例え
ば、ユーザ、ユーザの子供、等）によってアクセスすることができる。セキュリティが確
保されたコンテンツフォルダへのアクセスは、例えば、セキュリティが確保されたコンテ
ンツフォルダと関連づけることができるセキュリティコード（例えば、個人識別番号）（
ＰＩＮ）、パスワード、パスフレーズ、生体認証識別、等）を用いることによって制御す
ることができる。セキュリティが確保されたコンテンツフォルダにアクセスするためには
、セキュリティが確保されたコンテンツフォルダのための適切なセキュリティコードをモ
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バイルデバイス１１６に提示しなければならない。
【００４９】
　さらに他の実施形態により、コアネットワーク２０２及び／又はモバイルデバイス１１
６は、コンテンツプロバイダ２０４がモバイルデバイス１１６に送信することを試みてい
るコンテンツ（例えば、コンテンツレーティングを含まないコンテンツ）のためのコンテ
ンツレーティングを決定又は推測することができる。一態様において、コアネットワーク
２０２及び／又はモバイルデバイス１１６は、コンテンツを分析及び分類することによっ
てコンテンツのためのコンテンツレーティングを推測することができる。推測は、確率、
すなわち、データ及びイベントの検討に基づいた対象状態にわたる確率分布であることが
できる。推測は、一組のイベント及び／又はデータからより高いレベルのイベントを組み
立てるために採用される技法を意味することもできる。該推測の結果、一組の観察された
イベント及び／又は格納されたイベントデータ（来歴的データ）が時間的に近接した状態
で相互に関連しているかどうかにかかわらず、及びこれらのイベント及びデータが１つの
又は幾つかのイベント及びデータソースからのものであるかどうかにかかわらず、これら
のイベント及び／又はデータから新しいイベント又は動作が構築される。様々な分類（明
示で及び／又は暗黙に訓練された）方式及び／又はシステム（例えば、サポートベクトル
マシン、ニューラルネットワーク、エキスパートシステム、ベイジアン確信ネットワーク
、ファジーロジック、データ融合エンジン、等）を、開示された主題と関係させて自動的
な及び／又は推測された動作を行う（例えば、コンテンツレーティングを生成する、コン
テンツをフィルタリングして排除する、等）と関係させて採用することができる。
【００５０】
　さらに他の実施形態により、コアネットワーク２０２及び／又はモバイルデバイス１１
６は、モバイルデバイス１１６がモバイルデバイス１１６と関連づけられた１つ以上の連
絡先リストに少なくとも部分的に基づいてレーティングされていないコンテンツを備える
メッセージを受信すべきかどうかを決定することができる。一態様において、コアネット
ワーク２０２は、レーティングされていないコンテンツを備えるメッセージをコンテンツ
プロバイダ２０４から受信することができる。コアネットワーク２０２は、レーティング
されていないコンテンツの現在の通信よりも以前の予め決められた期間中における連絡先
を含む１つ以上の連絡先リスト、例えば、モバイルデバイス１１６が連絡したことがある
連絡先（例えば、コンテンツプロバイダ２０４）のリスト及び／又はモバイルデバイス１
１６に連絡したことがある連絡先のリスト、を取り出して再検討（例えば、分析）するこ
とができる。コアネットワーク２０２は、レーティングされていないコンテンツを提供す
るコンテンツプロバイダ２０４がモバイルデバイス１１６と関連づけられた指定された連
絡先リスト（例えば、モバイルデバイス１１６のユーザ及び／又はコアネットワーク２０
２によって選択された連絡先リスト）上に存在する場合は現在のメッセージ及びレーティ
ングされていないコンテンツをモバイルデバイス１１６に送信することができると決定す
ることができ、コンテンツプロバイダ２０４が指定された連絡先リスト上に存在しない場
合は、コアネットワーク２０２は、希望されるのに応じて、レーティングされていないコ
ンテンツをフィルタリングして排除すること及びモバイルデバイス１１６と関連づけられ
たセキュリティが確保されたコンテンツフォルダ内に格納すること又はフィルタリングさ
れて排除されたコンテンツを廃棄することができる。レーティングされてないコンテンツ
をコアネットワーク２０２によってフィルタリングする方針は、希望されるのに応じて、
コアネットワーク２０２又はモバイルデバイス１１６のユーザによって指定することがで
きる。
【００５１】
　他の態様においては、モバイルデバイス１１６は、コアネットワーク２０２を介してコ
ンテンツプロバイダ２０４からレーティングされていないコンテンツを備えるメッセージ
を受信することができる。モバイルデバイス１１６は、レーティングされていないコンテ
ンツの現在の通信よりも以前の予め決められた期間中における連絡先を含む１つ以上の連
絡先リスト、例えば、モバイルデバイス１１６が連絡したことがある連絡先（例えば、コ
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ンテンツプロバイダ２０４）のリスト(例えば、ローカルな格納された発信メッセージ又
はコールリスト)、モバイルデバイス１１６に連絡したことがある連絡先のリスト（例え
ば、ローカルな格納された着信メッセージ又はコールリスト）、モバイルデバイス１１６
に連絡したことがある連絡先のリスト（例えば、ローカルな格納された着信メッセージ又
はコールリスト）、モバイルデバイス１１６と関連づけられた格納された連絡先のリスト
（例えば、ローカルな格納された連絡先リスト）、を取り出す及び再検討（例えば、分析
）することができる。モバイルデバイス１１６は、レーティングされていないコンテンツ
を提供しているコンテンツプロバイダ２０４がモバイルデバイス１１６と関連づけられた
指定された連絡先リスト（例えば、モバイルデバイス１１６のユーザによって選択された
連絡先リスト）上に存在する場合は、現在のメッセージ及びレーティングされていないコ
ンテンツをモバイルデバイス１１６によって認識する（例えば、表示する）ことができる
と決定することができ、コンテンツプロバイダ２０４が指定された連絡先リスト上に存在
しない場合は、モバイルデバイス１１６は、希望されるのに応じて、レーティングされて
いないコンテンツをフィルタリングして排除すること及びモバイルデバイス１１６と関連
づけられたセキュリティが確保されたコンテンツフォルダ内に格納すること又はフィルタ
リングされた排除されたコンテンツを廃棄することができる。希望されるのに応じて、レ
ーティングされていないコンテンツをモバイルデバイス１１６のユーザによってフィルタ
リングする方針。
【００５２】
　開示される主題の一態様により、モバイルデバイス１１６のユーザは、ユーザによって
希望されるのに応じて、個々のコンテンツプロバイダ２０４をブロックすることができる
。モバイルデバイスユーザは、コンテンツレーティングを含むコンテンツを送信するコン
テンツプロバイダ２０４及び／又はレーティングされていないコンテンツを送信するコン
テンツプロバイダ２０４をブロックすることができる。
【００５３】
　さらに他の態様においては、メッセージは、２つ以上のコンテンツを備えることができ
る。一態様において、メッセージに含められた各々のコンテンツは、各々のコンテンツレ
ーティングを含むことができ、それは、メッセージ内に含めることもできる。コアネット
ワーク２０２及び／又はモバイルデバイス１１６は、コンテンツレーティングスレショル
ドを満たしていないメッセージ内のどのようなコンテンツも（例えば、送信されているメ
ッセージの送信先であるモバイルデバイス１１６と関連づけられたコンテンツレーティン
グ優先度よりも高いコンテンツレーティングを有するどのようなコンテンツも）フィルタ
リングして排除することができ、及び、コンテンツレーティングスレショルドを満たして
いるあらゆるコンテンツ（例えば、送信されているメッセージの送信先であるモバイルデ
バイス１１６と関連づけられたコンテンツレーティング優先度と同じか又はそれよりも低
いコンテンツレーティングを有するあらゆるコンテンツ）を備える編集されたメッセージ
をモバイルデバイス１１６によって受信することができ及びモバイルデバイス１１６のユ
ーザによって認識することができる。さらに他の態様においては、メッセージが２つ以上
のコンテンツを含むときには、コンテンツレーティングは、メッセージ内のコンテンツの
ための全コンテンツレーティングと比較して最高のコンテンツレーティングを有するコン
テンツのためのコンテンツレーティングに少なくとも部分的に基づいて割り当てることが
でき、コンテンツは、最高のコンテンツレーティングに少なくとも部分的に基づいてフィ
ルタリングすることができる。
【００５４】
　他の態様においては、モバイルデバイス１１６と関連づけられたコンテンツレーティン
グ優先度を制御する（例えば、設定、確立、修正する）ためのコンテンツレーティング優
先度メニューへのアクセスは、モバイルデバイス１１６、モバイルデバイス１１６と通信
するコアネットワーク２０２、コアネットワーク２０２と関連づけられた担当者（例えば
、音声呼を介してユーザと話すコアネットワーク２０２の担当者、又は電話呼を介してユ
ーザと対話するコアネットワークと関連づけられた自動化された担当者）、及び／又はコ
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アネットワークと関連づけられたウェブサイトを介してセキュリティを確保する（例えば
、制御する）ことができ、コンテンツレーティング優先度は、コンテンツレーティング優
先度パラメータと関連づけられたセキュリティコード（例えば、個人識別番号（ＰＩＮ）
、パスワード、パスフレーズ、等）を用いてセキュリティを確保することができる。コン
テンツレーティング優先度の設定は、（モバイルデバイス１１６と関連づけられたコンテ
ンツレーティング優先度メニューと関連づけられた）適切なセキュリティコード（例えば
、モバイルデバイス１１６を用いてコアネットワークに送信されるＳＭＳコマンド等のコ
マンドを用いて提供されるセキュリティコード、コアネットワーク２０２のウェブサイト
を介して提供されるセキュリティコード、コアネットワーク２０２の担当者に提供される
セキュリティコード、等）をコアネットワーク２０２に提供することによって、又は、モ
バイルデバイス１１６がコンテンツフィルタリングを行っている場合は、適切なセキュリ
ティコードをモバイルデバイス１１６内に入力することによって（例えば、コンテンツレ
ーティング優先度メニューにおいてセキュリティコードを入力することによって）設定又
は修正することができる。希望されるのに応じて、コンテンツレーティング優先度のため
のセキュリティコードは、セキュリティが確保されたコンテンツフォルダと関連づけられ
たセキュリティコードと同じ又は異なることができる。
【００５５】
　さらに他の態様においては、コンテンツをレーティングするための予め定義されたコン
テンツレーティング基準は、言葉（例えば、ユーザが、文言の性的又は暴力的性質に起因
して、そのユーザ又はその他、例えば、子供、にとって不快であるとみなすその文言）の
使用、オーディオコンテンツの性質（例えば、ユーザが、口頭での言葉の性的又は暴力的
性質に起因して、そのユーザ又はその他、例えば、子供、にとって不快であるとみなすそ
れらの言葉）、ビジュアルなコンテンツの性質（例えば、ビジュアルな描写の性的な性質
、例えば、ヌード又は剥き出しの衣服、又はビジュアルな描写の暴力的な性質に起因して
、ユーザ又はその他、例えば、子供、を不快にさせることがあるビジュアルな描写）、コ
ンテンツのタイプ（例えば、テキスト、オーディオ、ビデオ、等）、成人向けコンテンツ
と成人向けでないコンテンツを区別することに関連するその他の基準、等、に少なくとも
部分的に基づくことができる。例えば、予め定義されたコンテンツレーティング基準を採
用することで、野卑な言葉を含むコンテンツ（例えば、テキスト、オーディオ、マルチメ
ディア）は、穏当な言葉を含むコンテンツよりも高いコンテンツレーティングを有するこ
とができ、卑猥な言葉を含むコンテンツは、野卑な言葉を含むコンテンツよりも高いコン
テンツレーティングを有することができる。他の例として、予め定義されたコンテンツレ
ーティング基準を採用することで、ほとんど服を着ていない状態の人を描いたビジュアル
画像（例えば、ピクチャ、ビデオ、マルチメディア）は、穏当であるとみなされる物のビ
ジュアル画像よりも高いコンテンツレーティングを与えることができ、ヌード又は一部が
ヌード（例えば、性器を露出している）の人を描いたビジュアル画像は、ほとんど服を着
ていない状態の人を描いたコンテンツよりも高いコンテンツレーティングを与えることが
できる。
【００５６】
　他の態様においては、モバイルデバイス１１６は、現在のコンテンツレーティング優先
度設定が何かを問い合わせるためにコアネットワーク２０２に問い合わせを送信すること
ができる。コアネットワーク２０２は、現在のコンテンツレーティング優先度設定をモバ
イルデバイス１１６に送信することができる。例えば、モバイルデバイス１１６が現在の
コンテンツレーティング優先度設定をコアネットワーク２０２に問い合わせるのを可能に
することを容易にするために新しいＳＭＳメッセージタイプを加えることができる。
【００５７】
　希望されるのに応じて、モバイルデバイス１１６に関して２つ以上のコンテンツレーテ
ィング優先度が存在できることが評価及び理解されるべきである。例えば、第１の値を有
することができ及びテキストコンテンツに適用することができる第１のコンテンツレーテ
ィング優先度が存在することができ、及び、異なる値を有することができ及びビデオコン
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テンツに適用することができる第２のコンテンツレーティング優先度が存在することがで
きる。希望されるのに応じて、追加のコンテンツレーティング優先度が存在することがで
きる。さらに、希望されるのに応じて、設定されてコアネットワーク２０２に格納された
、モバイルデバイス１１６と関連づけられた第１のコンテンツレーティング優先度、及び
モバイルデバイス１１６においてローカルで設定して格納することができる他のコンテン
ツレーティング優先度が存在することができる。例えば、モバイルデバイスユーザ（例え
ば、親）は、その携帯電話ユーザがモバイルデバイス１１６を他のユーザ（例えば、モバ
イルデバイスユーザの子供）に一時的に与えており、他のユーザがモバイルデバイス１１
６を所有及び／又は使用している間はコンテンツプロバイダ２０４によってモバイルデバ
イス１１６に送信することが可能である一定のコンテンツ（例えば、成人向けコンテンツ
）を他のユーザが認識できないようにするためにその一定のコンテンツがフィルタリング
されて排除されるのを希望するときにコアネットワーク２０２において設定されて格納さ
れるモバイルデバイス１１６のためのリモートコンテンツレーティング優先度よりも低い
値であるローカルコンテンツレーティング優先度をモバイルデバイス１１６において設定
して格納することを希望することができる。
【００５８】
　主題の革新は、希望されないコンテンツ（例えば、成人向けコンテンツ）が各々のモバ
イルデバイス（例えば、１１６）によって受信されないようにモバイルデバイス１１６の
ユーザが希望されないコンテンツを効率的にフィルタリングするのを可能にすることを容
易にすることができる。その結果、主題の革新は、希望されないコンテンツがモバイルデ
バイス１１６の一定のユーザ（例えば、モバイルデバイス１１６と関連づけられた加入者
の子供）によって受信及び／又は認識されないようにすることを容易にすることができる
。様々な実施形態により、希望されないコンテンツは特定のモバイルデバイスに送信され
る前に廃棄すること又はネットワーク内において再ルーティングすることができるため、
ユーザの各々のコンテンツレーティング優先度に少なくとも部分的に基づいたコアネット
ワーク２０２による希望されないコンテンツのフィルタリングは、ネットワークにおける
トラフィックを低減させることを容易にすることができる。その他の実施形態により、モ
バイルデバイスのためのローカルコンテンツレーティング優先度を設定することは、例え
ば、モバイルデバイス（例えば、１１６）のユーザ（例えば、親）が、モバイルデバイス
を他のユーザ（例えば、モバイルデバイスユーザの子供）に一時的に与えており、他のユ
ーザがモバイルデバイスを所有及び／又は使用している間はコンテンツプロバイダによっ
てモバイルデバイスに送信することが可能である一定のコンテンツ（例えば、成人向けコ
ンテンツ）を他のユーザが認識しないようにすることを希望する場合に、モバイルデバイ
スのためのコンテンツレーティング優先度に少なくとも部分的に基づいてモバイルデバイ
スによって希望されないコンテンツを効率的にフィルタリングすることを容易にすること
ができる。さらに、主題の革新は、ユーザによって希望されるのに応じてコンテンツをユ
ーザに提供することができるため、コンテンツプロバイダ２０４がより効率的にそれらの
事業を運営すること及びコンテンツをユーザに提供することを可能にするのを容易にする
ことができる（例えば、ユーザの各々の年齢に少なくとも部分的に基づいて異なるユーザ
に対して異なるコンテンツを提供することができる）。このように、主題の革新は、従来
のシステム又は技法と比較して、コンテンツプロバイダ２０４によってモバイルデバイス
１１６（例えば、無線通信デバイス）に送信されているコンテンツのより効率的な及び望
ましいコンテンツフィルタリングを採用することができる。
【００５９】
　図３を参照し、開示される主題の一態様によりモバイルデバイスに送信された一定のコ
ンテンツをフィルタリングすることを容易にするためにコンテンツレーティング優先度を
採用することができるシステム例３００が示される。システム３００は、無線ネットワー
ク環境において（例えば、音声、データを）通信することができるモバイルデバイス１１
６を備えることができる。システム３００は、無線通信環境においてモバイルデバイス１
１６にサービスを提供し及びモバイルデバイス１１６と接続状態にある基地局であること
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ができる基地局１０２を含むこともできる。モバイルデバイス１１６は、基地局１０２を
介してコアネットワーク２０２に接続することができる。１つ以上のコンテンツプロバイ
ダ２０４は、コアネットワーク２０２と関連づけられたモバイルデバイス（例えば、１１
６）にコンテンツを送信することを容易にするためにコアネットワーク２０２と関連づけ
ることができる。モバイルデバイス１１６、基地局１０２、コアネットワーク２０２、及
びコンテンツプロバイダ２０４は、各々が、例えばシステム１００及び／又はシステム２
００に関して、例えばここにおいてより完全に説明されているような、各々のコンポーネ
ントと同じであるか又は類似であることができ、及び／又は同じ又は類似する機能を備え
ることができることが評価及び理解されるべきである。システム３００では１つのモバイ
ルデバイス１１６、１つの基地局１０２、及び１つのコンテンツプロバイダ２０４のみが
描かれている一方で、システム３００は、実質上あらゆる希望される数のモバイルデバイ
ス１１６、基地局１０２、及びコンテンツプロバイダ２０４を含むことができるため、主
題の革新はそのように限定されない。
【００６０】
　一態様により、モバイルデバイス１１６は、モバイルデバイス１１６のためのコンテン
ツレーティング優先度を設定及び／又は修正することを容易にするためにコアネットワー
ク２０２に提供することができるコマンド、例えば、コンテンツレーティング優先度を含
むことができるコマンド、を生成することを容易にすることができるコマンド生成器３０
２を備えることができる。コマンド生成器３０２は、モバイルデバイス１１６と関連づけ
られた現在のコンテンツレーティング優先度設定をコアネットワーク２０２に要求するた
めにコアネットワークに問い合わせるためのコマンドを生成することもできる。コマンド
生成器３０２によって生成されたコマンドは、指定されたプロトコル（例えば、ＳＭＳプ
ロトコル、ＥＭＳプロトコル、ＭＭＳプロトコル、等）に従って構築化することができる
。
【００６１】
　他の態様により、モバイルデバイス１１６は、モバイルデバイス１１６のための希望さ
れるコンテンツレーティング優先度を設定することを容易にするためにアクセスすること
ができるアカウントメニュー３０４を含むこともできる。例えば、アカウントメニュー３
０４は、コンテンツレーティング優先度を設定することを容易にするための情報を入力す
るためにアクセスすることができるコンテンツレーティング優先度メニューを含むことが
できる。コンテンツレーティング優先度は、コンテンツレーティング優先度に従ったコン
テンツフィルタリングを容易にするためにコアネットワーク２０２によってコンテンツレ
ーティング優先度を設定することを容易にするために（例えば、モバイルデバイス１１６
がコンテンツのフィルタリングを行うときにモバイルデバイス１１６によって利用するた
めに）モバイルデバイス１１６内に格納することができ及び／又は（例えば、コアネット
ワーク２０２がコンテンツのフィルタリングを行うときにコアネットワーク２０２によっ
て利用するために）コアネットワーク２０２に送信することができる。
【００６２】
　さらに他の態様においては、モバイルデバイス１１６は、モバイルデバイス１１６と関
連づけられたコンテンツレーティング優先度設定及び／又はセキュリティが確保されたコ
ンテンツフォルダへのアクセスを制御することを容易にすることができるアクセスコント
ローラ３０６を含むことができる。アクセスコントローラ３０６は、各々のセキュリティ
コードに少なくとも部分的に基づいてコンテンツレーティング優先度設定及び／又はセキ
ュリティが確保されたコンテンツフォルダへのアクセスを制御することができる。コンテ
ンツレーティング優先度設定へのアクセスを得るためには、コンテンツレーティング優先
度設定に関連する適切なセキュリティコードを提供しなければならない（例えば、モバイ
ルデバイス１１６がコンテンツフィルタリングを行うときにはモバイルデバイス１１６に
提供し、コアネットワーク２０２がコンテンツフィルタリングを行うときにはコアネット
ワークに提供しなければならない）。セキュリティが確保されたコンテンツフォルダへの
アクセスを得るためには、セキュリティが確保されたコンテンツフォルダに関連する適切
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なセキュリティコードを提供しなければならない（例えば、モバイルデバイス１１６がコ
ンテンツフィルタリングを行うときにはモバイルデバイス１１６に提供し、コアネットワ
ーク２０２がコンテンツフィルタリングを行うときにはコアネットワークに提供しなけれ
ばならない）。各々のセキュリティコードは、希望されるのに応じて、同じであることが
でき又は異なることができる。
【００６３】
　さらに他の態様においては、モバイルデバイス１１６は、モバイルデバイス１１６と関
連づけられた情報の制御（例えば、フロー）に関連する決定を行うことを容易にするため
にモバイルデバイス１１６において受信又は格納された情報（例えば、コンテンツ）を評
価することができる評価器３０８を備えることができる。一実施形態により、モバイルデ
バイス１１６は、モバイルデバイス１１６のユーザによって指定されたコンテンツレーテ
ィング優先度に少なくとも部分的に基づいてコンテンツプロバイダ２０４から受信された
メッセージ（例えば、ＳＭＳメッセージ、ＥＭＳメッセージ、ＭＭＳメッセージ、等）に
含まれるコンテンツをフィルタリングすることを容易にすることができるコンテンツフィ
ルタ３１０を任意選択で採用することができる。コンテンツフィルタ３１０は、コンテン
ツをフィルタリングするために評価器３０８と連係して動作することができる。例えば、
評価器３０８は、指定されたコンテンツレーティング優先度とともにコンテンツプロバイ
ダ２０４によって提供されたコンテンツがフィルタリングされて排除されるべきかどうか
を決定するために提供されたコンテンツを評価することができる。コンテンツがフィルタ
リングされて排除されるべきであることを評価器３０８が決定した場合は、コンテンツフ
ィルタ３１０は、提供されたコンテンツをフィルタリングして排除し、希望されるのに応
じて、コンテンツ廃棄するか又はフィルタリングされたコンテンツをセキュリティが確保
されたコンテンツフォルダに格納することができる。
【００６４】
　他の態様においては、モバイルデバイス１１６は、モバイルデバイス１１６が他のデバ
イス（例えば、モバイルデバイス１２２）に送信中であるコンテンツのためのコンテンツ
レーティングを生成することを容易にすることができるレーティング生成器３１２を任意
選択で含むことができる。レーティング生成器３１２は、送信されるべきコンテンツを分
析することに少なくとも部分的に基づいてコンテンツレーティングを自動的に生成するこ
とができ、又はレーティング生成器３１２は、ユーザからの入力に少なくとも部分的に基
づいてレーティングを生成することができる。コンテンツレーティングは、コンテンツを
備えるメッセージがモバイルデバイス１１６から他のモバイルデバイス（例えば、１２２
）に送信されるときにコンテンツとともに提供することができる。さらに他の態様におい
ては、レーティング生成器３１２は、予め定義されたコンテンツレーティング基準に少な
くとも部分的に基づいてコンテンツプロバイダ２０４によってモバイルデバイス１１６に
提供されたコンテンツ（例えば、コンテンツレーティングを含まないコンテンツ）のため
のレーティングを決定又は推測することができる。決定された又は推測されたコンテンツ
レーティングは、コンテンツと関連づけることができ、及び、コンテンツフィルタ３１０
と連係する評価器３０８は、決定された又は推測されたコンテンツレーティングに少なく
とも部分的に基づいて提供されたコンテンツがフィルタリングされて排除されるべきか又
はモバイルデバイス１１６によって受信されるべきかを決定することができる。評価器３
０８は、コンテンツのためのコンテンツレーティングを決定することを容易にするために
レーティング生成器３１２と連係して動作することができる。
【００６５】
　他の態様においては、モバイルデバイス１１６は、情報、例えば、データ、コンテンツ
レーティング優先度情報、コンテンツレーティング情報、予め定義されたコンテンツレー
ティング基準、コマンド情報、プロトコル情報、セキュリティコード情報、アクセス制御
情報、コンテンツフィルタリング情報、及び／又はモバイルデバイス１１６及び無線通信
環境における通信に関連する情報、を格納することができるデータストア（ｄａｔａ　ｓ
ｔｏｒｅ）３１４を備えることができる。例えば、コンテンツプロバイダ２０４がモバイ
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ルデバイス１１６に送信することを試みるコンテンツをフィルタリングすることを容易に
するために希望されるコンテンツレーティング優先度をコアネットワーク２０２に通信す
るためのコマンドを生成することを容易にするためにデータストア３１４からコマンド情
報を取り出すことができる。
【００６６】
　一態様により、ここにおいて説明されるデータストア３１４は、揮発性メモリ及び／又
は非揮発性メモリを備えることができる。一例として及び限定することなしに、非揮発性
メモリは、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、電気的
プログラマブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラ
ッシュメモリ、及び／又は非揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）を含むことが
できる。揮発性メモリは、外部のキャッシュメモリとして動作することができるランダム
アクセスメモリ（ＲＡＭ）を含むことができる。一例として及び限定することなしに、Ｒ
ＡＭは、数多くの形態、例えば、同期ＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡ
Ｍ）、同期ＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブルデータレートＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡ
Ｍ）、エンハンストＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、シンクリンクＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ
）、及びダイレクトランバス（Ｒａｍｂｕｓ）ＲＡＭ（ＤＲＲＡＭ）、で入手可能である
。データストア３１４は、限定されることなしに、これらの及びその他の適切なタイプの
メモリを備えることが意図される。
【００６７】
　図４を参照し、開示される主題の一態様によりモバイルデバイスに提供されたコンテン
ツのフィルタリングを容易にするためにコンテンツレーティングを採用することができる
システム例４００が示される。システム４００は、無線ネットワーク環境において（例え
ば、音声、データを）通信することができるモバイルデバイス１１６を備えることができ
る。システム４００は、無線通信環境においてモバイルデバイス１１６にサービスを提供
し及びモバイルデバイス１１６と接続状態にある基地局であることができる基地局１０２
を含むこともできる。モバイルデバイス１１６は、基地局１０２を介してコアネットワー
ク２０２に接続することができる。１つ以上のコンテンツプロバイダ２０４は、コアネッ
トワーク２０２と関連づけられたモバイルデバイス（例えば、１１６）にコンテンツを送
信することを容易にするためにコアネットワーク２０２と関連づけることができる。モバ
イルデバイス１１６、基地局１０２、コアネットワーク２０２、及びコンテンツプロバイ
ダ２０４は、各々が、例えばシステム１００、システム２００、及び／又はシステム３０
０に関して、例えばここにおいてより完全に説明されているような各々のコンポーネント
と同じであるか又は類似することができ、及び／又は同じ又は類似する機能を備えること
ができることが評価及び理解されるべきである。システム４００では１つのモバイルデバ
イス１１６、１つの基地局１０２、及び１つのコンテンツプロバイダ２０４のみが示され
る一方で、システム４００は、実質上あらゆる希望される数のモバイルデバイス１１６、
基地局１０２、及びコンテンツプロバイダ２０４を含むことができるため、主題の革新は
そのように限定されないことがさらに評価及び理解されるべきである。
【００６８】
　一態様により、コアネットワーク２０２は、モバイルデバイス１１６と関連づけられた
１つ以上のユーザとそれぞれ関連づけられた１つ以上のユーザアカウントを管理及び維持
することができるアカウントコーディネータ４０２を含むことができる。ユーザアカウン
トは、情報、例えば、ユーザ及び／又はモバイルデバイス１１６に関連する識別情報、コ
ンテンツレーティング優先度情報、セキュリティ情報（例えば、セキュリティコード情報
）、及び／又は関連づけられたユーザ又はモバイルデバイス１１６と関連づけられたその
他の情報、を含むことができる。ユーザのモバイルデバイス１１６に向けられたコンテン
ツがコアネットワーク２０２によって受信されたときに、アカウントコーディネータ４０
２は、コンテンツプロバイダ２０４がユーザのモバイルデバイス１１６に送信することを
試みているコンテンツをフィルタリングすることを容易にするためのユーザのコンテンツ
レーティング優先度を取り出すためにユーザのユーアカウントにアクセスすることを容易
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にすることができる。
【００６９】
　さらに他の態様においては、コアネットワーク２０２は、モバイルデバイス１１６と関
連づけられたコンテンツレーティング優先度設定及び／又はセキュリティが確保されたコ
ンテンツフォルダへのアクセスを制御することを容易にすることができるアクセスコント
ローラ４０４を含むことができる。アクセスコントローラ４０４は、各々のセキュリティ
コードに少なくとも部分的に基づいてコンテンツレーティング優先度設定及び／又はセキ
ュリティが確保されたコンテンツフォルダへのアクセスを制御することができる。コンテ
ンツレーティング優先度設定へのアクセスを得るためには、コンテンツレーティング優先
度設定に関連する適切なセキュリティコードをアクセスコントローラ４０４に提供しなけ
ればならない。セキュリティが確保されたコンテンツフォルダへのアクセスを得るために
は、セキュリティが確保されたコンテンツフォルダに関連する適切なセキュリティコード
をアクセスコントローラ４０４に提供しなければならない。セキュリティコードは、モバ
イルデバイス１１６（例えば、モバイルデバイス１１６にセキュリティコードを入力して
コアネットワーク２０２、コアネットワーク２０２の呼担当者、等に送信する）、コアネ
ットワーク２０２と関連づけられたウェブサイト、及び／又はコアネットワーク２０２に
セキュリティコードを提供することができる他の通信デバイスを用いることを介して提供
することができる。各々のセキュリティコードは、希望されるのに応じて、同じであるこ
とができ又は異なることができる。
【００７０】
　さらに他の態様においては、コアネットワーク２０２は、コアネットワーク２０２によ
って受信された又はコアネットワーク２０２に格納された情報を分析すること、コアネッ
トワーク２０２による送信のための情報を生成すること、及び／又はコアネットワーク２
０２の１つ以上のコンポーネントを制御することを専用とするプロセッサ、マイクロプロ
セッサ、及び／又はコントローラを備えることができるプロセッサ４０６を備えることが
できる。他の態様においては、コアネットワーク２０２は、コアネットワーク２０２及び
コアネットワーク２０２と関連づけられたモバイルデバイス（例えば、１１６、１２２）
と関連づけられた情報の制御（例えば、フロー）に関連する決定を行うことを容易にする
ためにコアネットワーク２０２において受信又は格納された情報（例えば、コンテンツ）
を評価することができる評価器４０８を備えることができる。
【００７１】
　一実施形態により、コアネットワーク２０２は、モバイルデバイス１１６のユーザによ
って指定されたコンテンツレーティング優先度に少なくとも部分的に基づいてコンテンツ
プロバイダ２０４からモバイルデバイス１１６へのメッセージ（例えば、ＳＭＳメッセー
ジ、ＥＭＳメッセージ、ＭＭＳメッセージ、等）に含めることができるコンテンツをフィ
ルタリングすることを容易にすることができるコンテンツフィルタ４１０を任意選択で採
用することができる。コンテンツフィルタ４１０は、コンテンツをフィルタリングするた
めに評価器４０８と連係して動作することができる。例えば、評価器４０８は、モバイル
デバイス１１６と関連づけられた指定されたコンテンツレーティング優先度とともにコン
テンツプロバイダ２０４によって提供されたコンテンツがフィルタリングされて排除され
るべきか又はモバイルデバイス１１６に配送されるべきかを決定するためにその提供され
たコンテンツを評価することができる。コンテンツがフィルタリングされて排除されるべ
きであることを評価器４０８が決定した場合は、コンテンツフィルタ４１０は、提供され
たコンテンツをフィルタリングして排除し、希望されるのに応じて、コンテンツを廃棄す
るか又はフィルタリングされたコンテンツをセキュリティが確保されたコンテンツフォル
ダに格納することができる。
【００７２】
　他の態様においては、コアネットワーク２０２は、コンテンツプロバイダ２０４がモバ
イルデバイス１１６に送信することを試みているコンテンツ（例えば、レーティングされ
ていないコンテンツ）のためのコンテンツレーティングを生成することを容易にすること
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ができるレーティング生成器４１２を任意選択で含むことができる。レーティング生成器
４１２は、コンテンツプロバイダ２０４によって提供されたコンテンツのためのレーティ
ングを自動的に決定するか又は推測することができ及び提供されたコンテンツを分析する
こと及び予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいてコン
テンツプロバイダがモバイルデバイス１１６に送信することを試みているコンテンツのた
めのコンテンツレーティングを自動的に生成することができる。コンテンツレーティング
は、コンテンツと関連づけることができ及び生成されたコンテンツレーティングは、コン
テンツがフィルタリングされて排除されるべきか又はモバイルデバイス１１６に送信され
るべきかを決定するためにコンテンツフィルタ４１０と連係して評価器４０８によって評
価することができる。評価器４０８は、コンテンツのためのコンテンツレーティングを分
析及び決定することを容易にするためにレーティング生成器４１２と連係して動作するこ
とができる。
【００７３】
　さらに他の態様においては、コアネットワーク２０２は、情報、例えば、データ、コン
テンツレーティング優先度情報、コンテンツレーティング情報、予め定義されたコンテン
ツレーティング基準、コマンド情報、プロトコル情報、セキュリティコード情報、アクセ
ス制御情報、コンテンツフィルタリング情報、ユーザアカウント情報、及び／又はコアネ
ットワーク２０２、基地局１０２、又はモバイルデバイス（例えば、１１６）に関連する
その他の情報、及び／又は無線通信環境における通信にその他の形で関連する情報、を格
納することができるデータストア４１４を含むことができる。例えば、コンテンツがコン
テンツプロバイダ２０４によってモバイルデバイス１１６に送信されているときには、コ
アネットワーク２０２は、希望されないコンテンツの効率的なフィルタリングを容易にす
るために提供されたコンテンツがフィルタリングされて排除されるべきかどうかを決定す
ることを容易にするためにモバイルデバイス１１６と関連づけられたコンテンツレーティ
ング優先度に少なくとも部分的に基づいて提供されたコンテンツのコンテンツレーティン
グを評価することを容易にするためにモバイルデバイス１１６と関連づけられたユーザの
ユーザアカウントからコンテンツレーティング優先度を取り出すことができる。
【００７４】
　一態様により、ここにおいて説明されるデータストア４１４は、揮発性メモリ及び／又
は非揮発性メモリを備えることができる。一例として及び限定することなしに、非揮発性
メモリは、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、電気的
プログラマブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラ
ッシュメモリ、及び／又は非揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）を含むことが
できる。揮発性メモリは、外部のキャッシュメモリとして動作することができるランダム
アクセスメモリ（ＲＡＭ）を含むことができる。一例として及び限定することなしに、Ｒ
ＡＭは、数多くの形態、例えば、同期ＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡ
Ｍ）、同期ＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブルデータレートＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡ
Ｍ）、エンハンストＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、シンクリンクＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ
）、及びダイレクトランバスＲＡＭ（ＤＲＲＡＭ）、で入手可能である。データストア４
１４は、限定されることなしに、これらの及びその他の適切なタイプのメモリを備えるこ
とが意図される。
【００７５】
　図５は、開示される主題の一態様によりモバイルデバイスに提供されたコンテンツのフ
ィルタリングを容易にするためにコンテンツレーティングを採用することができるシステ
ム例５００を示す。システム５００は、無線ネットワーク環境において（例えば、音声、
データを）通信することができるモバイルデバイス１１６を備えることができる。システ
ム５００は、無線通信環境においてモバイルデバイス１１６にサービスを提供し及びモバ
イルデバイス１１６と接続状態にある基地局であることができる基地局１０２を含むこと
もできる。モバイルデバイス１１６は、基地局１０２を介してコアネットワーク２０２に
接続することができる。１つ以上のコンテンツプロバイダ２０４は、コアネットワーク２
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０２と関連づけられたモバイルデバイス（例えば、１１６）にコンテンツ（及び／又は関
連づけられたコンテンツレーティング）を備えるメッセージ（例えば、ＳＭＳメッセージ
、ＥＭＳメッセージ、ＭＭＳメッセージ、等）を送信することを容易にするためにコアネ
ットワーク２０２と関連づけることができる。モバイルデバイス１１６、基地局１０２、
コアネットワーク２０２、及びコンテンツプロバイダ２０４は、各々が、例えばシステム
１００、システム２００、システム３００、及び／又はシステム４００に関して、例えば
ここにおいてより完全に説明されているような、各々のコンポーネントと同じであるか又
は類似であることができ、及び／又は同じ又は類似する機能を備えることができることが
評価及び理解されるべきである。システム５００では１つのモバイルデバイス１１６、１
つの基地局１０２、及び１つのコンテンツプロバイダ２０４のみが示されている一方で、
システム５００は、実質上あらゆる希望される数のモバイルデバイス１１６、基地局１０
２、及びコンテンツプロバイダ２０４を含むことができるため、主題の革新はそのように
限定されないことがさらに評価及び理解されるべきである。
【００７６】
　一態様により、コンテンツプロバイダ２０４は、コンテンツプロバイダ２０４によって
受信又は格納された情報を分析すること、コンテンツプロバイダ２０４による送信のため
の情報を生成すること、及び／又はコンテンツプロバイダ２０４の１つ以上のコンポーネ
ントを制御することを専用とするプロセッサ、マイクロプロセッサ、及び／又はコントロ
ーラを備えることができるプロセッサ５０２を含むことができる。他の態様においては、
コンテンツプロバイダ２０４は、予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくと
も部分的に基づいて各々のコンテンツのための各々のコンテンツレーティングを決定する
ことを容易にするためにコンテンツプロバイダ２０４がモバイルデバイス（例えば、１１
６、１２２）に提供することを希望する情報（例えば、コンテンツ）を評価することがで
きる評価器５０４を備えることができる。
【００７７】
　他の態様においては、コンテンツプロバイダ２０４は、コンテンツプロバイダ２０４が
モバイルデバイス１１６に送信することを希望するコンテンツのためのコンテンツレーテ
ィングを生成することを容易にすることができるレーティング生成器５０６を備えること
ができる。レーティング生成器５０６は、コンテンツプロバイダ２０４によって提供され
たコンテンツのためのレーティングを自動的に決定又は推測することができ及び提供され
たコンテンツ及び予め定義されたコンテンツレーティング基準を分析することに少なくと
も部分的に基づいてコンテンツプロバイダがモバイルデバイス１１６に送信することを希
望するコンテンツのためのコンテンツレーティングを自動的に生成することができる。コ
ンテンツレーティングは、コンテンツと関連づけることができ、コンテンツレーティング
は、コンテンツを備えるメッセージ内のレーティングサブパラメータ又はヘッダ（例えば
、ＳＭＳサブパラメータ：レーティング、ＥＭＳヘッダ：レーティング）に含めることが
でき及び／又はコンテンツレーティングは、メッセージの本体内に含めることができ、こ
こで、コンテンツレーティングがメッセージの本体内のどの場所に存在するかを示すため
にキーワードを採用することができる。評価器５０４は、コンテンツのためのコンテンツ
レーティングを分析及び決定することを容易にするためにレーティング生成器５０６と連
係して動作することができる。
【００７８】
　さらに他の態様においては、コンテンツプロバイダ２０４は、コンテンツプロバイダ２
０４と関連づけられた情報を受信すること（例えば、コアネットワーク２０２から情報を
受信すること、モバイルデバイス１１６から情報を受信すること、等）及び／又は情報を
送信すること（例えば、コアネットワーク２０２を介してコンテンツレーティングを有す
るコンテンツをモバイルデバイス１１６に送信すること）を容易にすることができるコミ
ュニケータ５０８を含むことができる。さらに他の態様においては、コンテンツプロバイ
ダ２０４は、情報、例えば、データ（例えば、コンテンツ）、コンテンツのためのコンテ
ンツレーティングを決定及び生成することに関連する情報、プロトコル情報、予め定義さ
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れたコンテンツレーティング基準、及び／又はコンテンツプロバイダ２０４、コアネット
ワーク２０２、基地局１０２、又はモバイルデバイス（例えば、１１６）に関連するその
他の情報、及び／又は無線通信環境における通信にその他の形で関連する情報、を格納す
ることができるデータストア５１０を含むことができる。例えば、コンテンツプロバイダ
２０４は、希望されないコンテンツの効率的なフィルタリングを容易にするためにモバイ
ルデバイス１１６にコンテンツを送信する前にコンテンツのためのコンテンツレーティン
グを決定することを容易にするためにデータストア５１０からコンテンツ及び予め定義さ
れたコンテンツレーティング基準を取り出すことができる。
【００７９】
　一態様により、ここにおいて説明されるデータストア５１０は、揮発性メモリ及び／又
は非揮発性メモリを備えることができる。一例として及び限定することなしに、非揮発性
メモリは、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、電気的
プログラマブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラ
ッシュメモリ、及び／又は非揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）を含むことが
できる。揮発性メモリは、外部のキャッシュメモリとして動作することができるランダム
アクセスメモリ（ＲＡＭ）を含むことができる。一例として及び限定することなしに、Ｒ
ＡＭは、数多くの形態、例えば、同期ＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡ
Ｍ）、同期ＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブルデータレートＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡ
Ｍ）、エンハンストＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、シンクリンクＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ
）、及びダイレクトランバスＲＡＭ（ＤＲＲＡＭ）、で入手可能である。データストア５
１０は、限定されることなしに、これらの及びその他の適切なタイプのメモリを備えるこ
とが意図される。
【００８０】
　図６乃至９を参照し、無線通信環境においてコンテンツプロバイダのコンテンツを効率
的にレーティングすること及びコンテンツプロバイダによってモバイルデバイス（例えば
、１１６）に送信されたコンテンツ（例えば、希望されないコンテンツ）をフィルタリン
グすることに関連する方法が説明される。説明を単純化することを目的として、これらの
方法は一連の行為として示されて説明される一方で、幾つかの行為は、１つ以上の実施形
態により、ここにおいて示されて説明される順序と異なる順序で及びその他の行為と同時
並行して生じることができるため、これらの方法は行為の順序によって限定されないこと
が理解及び評価されるべきである。例えば、方法は例えば状態図内におけるように一連の
相互に関連する状態又はイベントとして代替で表すことが可能であることを当業者は理解
及び評価するであろう。さらに、１つ以上の実施形態に従って方法を実装するためにすべ
ての例示される行為が要求されるわけではない。
【００８１】
　図６を参照し、開示される主題の一態様により無線通信環境においてモバイルデバイス
と関連づけられた通信を容易にするためにモバイルデバイスに送信されているコンテンツ
をフィルタリングすることを容易にすることができる方法例６００が示される。６０２に
おいて、コンテンツは、予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的
に基づいてレーティングすることができる。一態様において、コンテンツプロバイダ２０
４は、予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいて、コン
テンツ、例えば、コンテンツプロバイダ２０４がモバイルデバイス１１６に送信すること
を希望するコンテンツ、をレーティングすることができる。例えば、コンテンツは、希望
されないコンテンツ（例えば、成人向けコンテンツ）のフィルタリングを容易にするため
に成人向け度がより高いコンテンツであるコンテンツはより穏当なコンテンツよりも高い
コンテンツレーティングが与えられるようにレーティングすることができる。コンテンツ
プロバイダ２０４は、コアネットワーク２０２を介してコンテンツ及び／又は関連づけら
れたコンテンツレーティングを備えるメッセージ（例えば、ＳＭＳメッセージ、ＥＭＳメ
ッセージ、ＭＭＳメッセージ）をモバイルデバイス１１６に送信することができる。様々
な実施形態により、コアネットワーク２０２及び／又はコアネットワーク２０２内のモバ
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イルデバイス（例えば、１１６）は、モバイルデバイス１１６に提供されたコンテンツを
フィルタリングすることを容易にするために、コンテンツ、例えば、コンテンツプロバイ
ダ２０４によって提供されたレーティングされてないコンテンツ、をレーティングするこ
とができる。
【００８２】
　他の態様においては、サブパラメータ又はヘッダ（例えば、ＳＭＳサブパラメータ：レ
ーティング、ＥＭＳヘッダ：レーティング）をメッセージプロトコルに加えることができ
及びコンテンツレーティングはメッセージのサブパラメータ又はヘッダ内に含めることが
できる。代替として、コンテンツレーティングは、メッセージの本体に含めることができ
、ここで、コンテンツレーティングがメッセージ内のどの場所に含められているかを示す
ことを容易にするためにキーワードを含めることができる。
【００８３】
　６０４において、コンテンツは、モバイルデバイス１１６と関連づけられたコンテンツ
レーティング優先度及びコンテンツと関連づけられたコンテンツレーティングに少なくと
も部分的に基づいてフィルタリングすることができる。一実施形態においては、コンテン
ツプロバイダ２０４がモバイルデバイス１１６にコンテンツを送信するのを試みるときに
は、コアネットワーク２０２は、コンテンツを最初に受信することができ及びメッセージ
からコンテンツレーティングを取り出すことができ、又はコンテンツ（例えば、レーティ
ングされていないコンテンツ）のためのコンテンツレーティングを決定及び推測すること
ができる。コアネットワーク２０２は、モバイルデバイス１１６と関連づけられたコンテ
ンツレーティング優先度をモバイルデバイス１１６と関連づけられたユーザのユーザアカ
ウントから取り出すことができる。コアネットワーク２０２は、モバイルデバイス１１６
のコンテンツレーティング優先度に少なくとも部分的に基づいてコンテンツのコンテンツ
レーティングを分析することができる（例えば、コアネットワーク２０２は、コンテンツ
レーティング値をコンテンツレーティング優先度値と比較することができる）。コンテン
ツレーティングがコンテンツレーティング優先度よりも高いことをコアネットワーク２０
２が決定した場合は、コアネットワーク２０２は、コンテンツをフィルタリングして排除
することができ、及び、コンテンツレーティングがコンテンツレーティング優先度と同じ
か又はそれよりも低いことをコアネットワーク２０２が決定した場合は、コアネットワー
ク２０２は、コンテンツをモバイルデバイス１１６に提供することができることを決定す
ることができ、及びコンテンツをモバイルデバイス１１６に送信することができる。
【００８４】
　他の実施形態により、モバイルデバイス１１６は、コンテンツフィルタリングを行うこ
とができる。コンテンツプロバイダ２０４がモバイルデバイス１１６にコンテンツを送信
するのを試みるときに、コンテンツは、コアネットワーク２０２を介してモバイルデバイ
ス１１６にルーティングすることができる。
【００８５】
（例えば、コンテンツを表示する前に）ユーザがコンテンツを認識するのを可能にする前
に、モバイルデバイス１１６は、コンテンツレーティングをメッセージから取り出すこと
ができ、又はコンテンツ（例えば、レーティングされていないコンテンツ）のためのコン
テンツレーティングを決定及び推測することができる。モバイルデバイス１１６は、モバ
イルデバイス１１６と関連づけられたコンテンツレーティング優先度をモバイルデバイス
１１６内のデータストア３１４から取り出すことができる。モバイルデバイス１１６は、
モバイルデバイス１１６のコンテンツレーティング優先度に少なくとも部分的に基づいて
コンテンツのコンテンツレーティングを分析することができる（例えば、モバイルデバイ
ス１１６は、コンテンツレーティング値をコンテンツレーティング優先度値と比較するこ
とができる）。コンテンツレーティングがコンテンツレーティング優先度よりも高いこと
をモバイルデバイス１１６が決定した場合は、モバイルデバイス１１６は、コンテンツを
フィルタリングして排除することができ、及び、コンテンツレーティングがコンテンツレ
ーティング優先度と同じか又はそれよりも低いことをモバイルデバイス１１６が決定した
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場合は、モバイルデバイス１１６は、コンテンツをモバイルデバイス１１６によって受信
することができ及びモバイルデバイス１１６のユーザによって認識することができること
を決定することができる。
【００８６】
　他の態様においては、フィルタリングされて排除されているコンテンツは、希望される
のに応じて、セキュリティが確保されたコンテンツフォルダに入れることができ、セキュ
リティが確保されたコンテンツフォルダは、（例えば、コアネットワーク２０２がコンテ
ンツフィルタリングを行うときには）コアネットワーク２０２内に及び（例えば、モバイ
ルデバイス１１６がコンテンツフィルタリングを行うときには）モバイルデバイス１１６
内に格納することができる。セキュリティが確保されたコンテンツフォルダは、セキュリ
ティが確保されたコンテンツフォルダと関連づけられた適切なセキュリティコードが提出
されないかぎりアクセスすることができない。エンティティ（例えば、モバイルデバイス
１１６を使用中の子供の親）は、（例えば、コアネットワーク２０２がセキュリティが確
保されたコンテンツフォルダを含むときには）コアネットワーク２０２に又は（例えば、
モバイルデバイス１１６がセキュリティが確保されたコンテンツフォルダを含むときには
）モバイルデバイス１１６にセキュリティが確保されたコンテンツフォルダと関連づけら
れた適切なセキュリティコードを提出することができる。
【００８７】
　図７を参照し、開示される主題の一態様により無線通信環境においてモバイルデバイス
に送信されているコンテンツをフィルタリングすることを容易にするためにコンテンツの
ためのコンテンツレーティングを決定することができる方法例７００が示される。７０２
において、コンテンツを評価することができる。一実施形態においては、コンテンツプロ
バイダ２０４は、コンテンツ、例えば、コンテンツプロバイダ２０４がモバイルデバイス
１１６に送信するのを希望するコンテンツ、を評価することができる。様々なその他の実
施形態により、コアネットワーク２０２及び／又はコアネットワーク２０２に接続された
モバイルデバイス１１６は、コンテンツプロバイダ２０４から受信されたコンテンツ、例
えば、レーティングされてないコンテンツ、を評価することができる。コンテンツは、モ
バイルデバイス１１６に送信されているコンテンツをフィルタリングすること（例えば、
希望されないコンテンツ、例えば、成人向けコンテンツ、をフィルタリングして排除する
こと）を容易にするためにコンテンツのためのコンテンツレーティングを生成することを
容易にするために予め定義されたコンテンツレーティング基準を用いて評価することがで
きる。
【００８８】
　７０４において、コンテンツのためのコンテンツレーティングは、予め定義されたコン
テンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいて決定することができる。一実施形
態においては、コンテンツプロバイダ２０４は、予め定義されたコンテンツレーティング
基準に少なくとも部分的に基づいてコンテンツのためのコンテンツレーティングを決定及
び生成することができる。様々なその他の実施形態により、コアネットワーク２０２及び
／又はコアネットワーク２０２に接続されたモバイルデバイス１１６は、コンテンツプロ
バイダ２０４から受信されたコンテンツ（例えば、以前にレーティングされていないコン
テンツ）のためのコンテンツレーティングを生成することを容易にするために予め定義さ
れたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいてコンテンツのためのコン
テンツレーティングを決定することができる。
【００８９】
　７０６において、コンテンツレーティングは、コンテンツを備えるメッセージ内に挿入
することができる。一態様において、コンテンツプロバイダ２０４は、コンテンツを含む
メッセージ内にコンテンツに適用可能なコンテンツレーティングを挿入することができる
。他の態様においては、サブパラメータ又はヘッダ（例えば、ＳＭＳサブパラメータ：レ
ーティング、ＥＭＳヘッダ：レーティン）をメッセージプロトコルに加えることができ及
びコンテンツレーティングをメッセージのサブパラメータ又はヘッダ内に含めることがで
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きる。代替として、コンテンツレーティングは、メッセージの本体に含めることができ、
ここで、コンテンツレーティングがメッセージ内のどの場所に含められているかを示すこ
とを容易にするためにキーワードをメッセージ内に含めることができる。
【００９０】
　一実施形態により、コアネットワーク２０２は、コアネットワーク２０２がコンテンツ
のためのコンテンツレーティングを評価及び決定してそのコンテンツをモバイルデバイス
１１６に提供するときにコンテンツを含むメッセージ内にコンテンツレーティングを挿入
することができ、モバイルデバイス１１６は、コンテンツフィルタリングプロセスを実行
する。典型的には、コンテンツプロバイダがコンテンツとともにコンテンツレーティング
を提供しているときにモバイルデバイス１１６又はコアネットワーク２０２がコンテンツ
レーティングを決定及び生成する必要がないことが評価及び理解されるべきである。希望
されるのに応じて、コンテンツプロバイダ２０４からのレーティングされていないコンテ
ンツはレーティングされていないままであることができ（例えば、コアネットワーク２０
２及びモバイルデバイス１１６は、レーティングされていないコンテンツのためのコンテ
ンツレーティングを評価及び決定しない）、及び、モバイルデバイス１１６と関連づけら
れたコンテンツフィルタリングプロトコル又はコンテンツレーティング優先度によって指
定されるのに応じて、レーティングされてないコンテンツは、モバイルデバイス１１６に
配送することができ、適切なセキュリティコードを用いてアクセスすることが可能なセキ
ュリティが確保されたコンテンツフォルダに格納することができ、又は廃棄することがで
きる。
【００９１】
　図８は、開示される主題の一態様により無線通信環境においてモバイルデバイスに送信
されているコンテンツをフィルタリングすることを容易にするためにモバイルデバイスの
コンテンツレーティング優先度を確立することができる方法例８００を示す。８０２にお
いて、コンテンツレーティング優先度メニューを選択することができる。一態様において
、ユーザは、モバイルデバイス１１６のメニュー全体をナビゲート（ｎａｖｉｇａｔｅ）
することができ及びコンテンツレーティング優先度メニューを選択することができる。８
０４において、コンテンツレーティング優先度と関連づけられたセキュリティコードを受
信することができる。一態様において、ユーザは、コンテンツレーティング優先度に関連
するセキュリティコードを入力することができ、及びモバイルデバイス１１６は、入力さ
れたセキュリティコードを受信することができる。
【００９２】
　８０６において、コンテンツレーティング優先度メニューにアクセスすることができる
。一態様において、モバイルデバイス１１６は、受信されたセキュリティコードが有効で
あるかどうかを決定するために受信されたセキュリティコードを分析することができる。
セキュリティコードが有効であることをモバイルデバイス１１６が決定した場合は、モバ
イルデバイス１１６は、コンテンツレーティング優先度メニューへのアクセスを許可する
ことができ及びこのメニューにアクセスすることができる。セキュリティコードが有効で
ないことをモバイルデバイス１１６が決定した場合は、モバイルデバイス１１６は、コン
テンツレーティング優先度メニューへのアクセスを拒否することができる。様々なその他
の態様により、コアネットワーク２０２がコンテンツプロバイダ２０４からのコンテンツ
のコンテンツフィルタリングを行っているときに、セキュリティコードは、モバイルデバ
イス１１６と関連づけられたコンテンツレーティング優先度メニューにアクセスすること
を容易にするために音声呼を介して、又は通信デバイスを用いる他の通信形態によって、
コアネットワーク２０２と関連づけられたウェブサイト、又は担当者（例えば、人、自動
化された担当者）に提供することもできる。
【００９３】
　８０８において、コンテンツレーティング優先度を受信することができる。一態様にお
いて、希望されるコンテンツレーティング優先度は、モバイルデバイス１１６内に入力す
ること及びコンテンツレーティング優先度設定内に入れることができる。様々なその他の
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態様により、コアネットワーク２０２がコンテンツプロバイダ２０４からのコンテンツの
コンテンツフィルタリングを行っているときに、コンテンツレーティング優先度は、モバ
イルデバイス１１６と関連づけられたコンテンツレーティング優先度メニューにアクセス
することを容易にするために音声呼を介して、又は通信デバイスを用いる他の通信形態に
よって、コアネットワーク２０２と関連づけられたウェブサイト、又は担当者（例えば、
人、自動化された担当者）に提供することもできる。
【００９４】
　８１０において、コンテンツレーティング優先度を格納することができる。一態様にお
いて、モバイルデバイス１１６及び／又はコアネットワーク２０２は、ユーザによる指定
に従い、モバイルデバイス１１６のためのコンテンツレーティング優先度をコンテンツレ
ーティング優先度設定内に格納することができる。コアネットワーク１１６は、モバイル
デバイス１１６と関連づけられたコンテンツレーティング優先度をモバイルデバイスユー
ザと関連づけられたユーザアカウント内に格納することができ、ユーザアカウントは、コ
アネットワーク２０２内のデータストア４１４に格納することができる。モバイルデバイ
ス１１６は、希望されるのに応じて、指定されたコンテンツレーティング優先度をモバイ
ルデバイス１１６内のデータストア３１４に格納することができる。モバイルデバイス１
１６と関連づけられた希望されるコンテンツレーティング優先度は、コアネットワーク２
０２がコンテンツプロバイダ２０４からモバイルデバイス１１６に送信されているコンテ
ンツ（及び／又は関連づけられたコンテンツレーティング）を備えるメッセージ（例えば
、ＳＭＳメッセージ、ＥＭＳメッセージ、ＭＭＳメッセージ、等）を受信するときにコン
テンツフィルタリングを容易にするために取り出すこと及び利用することができる。コン
テンツは、モバイルデバイス１１６のためのコンテンツレーティング優先度及びコンテン
ツと関連づけられたコンテンツレーティングに少なくとも部分的に基づいてフィルタリン
グすることができる。
【００９５】
　図９は、開示される主題の一態様により無線通信環境においてモバイルデバイスに送信
されているコンテンツをフィルタリングすることができる方法例９００を示す。９０２に
おいて、コンテンツを受信することができる。一実施形態により、コアネットワーク２０
２がコンテンツフィルタリングを行っている場合は、コアネットワーク２０２は、コンテ
ンツプロバイダ２０４からコンテンツを備えるメッセージ（例えば、ＳＭＳメッセージ、
ＥＭＳメッセージ、ＭＭＳメッセージ、等）を受信することができる。他の実施形態によ
り、モバイルデバイス１１６がコンテンツフィルタリングを行っている場合は、モバイル
デバイス１１６は、コアネットワーク２０２及び基地局１０２を介してコンテンツプロバ
イダ２０４からコンテンツを備えるメッセージを受信することができる。
【００９６】
　９０４において、コンテンツがコンテンツレーティングを含むかどうかに関して決定を
行うことができる。一態様において、コアネットワーク２０２及び／又はモバイルデバイ
ス１１６（例えば、いずれかコンテンツフィルタリングを行っている方）は、コンテンツ
と関連づけられたコンテンツレーティングがメッセージに含められているかどうかを決定
するためにメッセージを分析することができる。一態様において、コンテンツレーティン
グは、メッセージのレーティングサブパラメータ又はレーティングヘッダに含めることが
でき、又はメッセージの本体に含めることができ、ここで、メッセージ内のキーワードは
、コンテンツレーティングを特定するのを容易にすることができる。コンテンツが関連づ
けられたコンテンツレーティングを有することが決定された場合は、９０６において、コ
ンテンツレーティングを取り出すことができる。一態様において、コアネットワーク２０
２及び／又はモバイルデバイス１１６は、コンテンツのための特定されたコンテンツレー
ティングをメッセージから取り出すことができる。方法９００は、この時点で参照数字９
１２に進むことができる。
【００９７】
　９０４において、コンテンツがそれに関連づけられたコンテンツレーティングを有さな
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いことが決定された場合は、９０８において、コンテンツを評価することができる。一態
様において、コアネットワーク２０２及び／又はモバイルデバイス１１６は、メッセージ
において提供されたコンテンツのためのコンテンツレーティングが存在しないことを決定
することができる。コアネットワーク２０２及び／又はモバイルデバイス１１６は、予め
定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいてコンテンツのため
のコンテンツレーティングを決定することを容易にするためにコンテンツを評価（例えば
、コンテンツ内のテキスト及び／又は画像を構文解析）することができる。９１０におい
て、コンテンツのためのコンテンツレーティングは、予め定義されたコンテンツレーティ
ング基準に少なくとも部分的に基づいて決定することができる。一態様において、コアネ
ットワーク２０２及び／又はモバイルデバイス１１６は、予め定義されたコンテンツレー
ティング基準に少なくとも部分的に基づいてコンテンツのためのコンテンツレーティング
を決定することができる。例えば、成人向け度がより高いコンテンツ（例えば、コンテン
ツが性的に露骨なテキスト又は画像を含む、コンテンツが非常に暴力的なテキスト又は画
像を含む、コンテンツが非常に猥褻なテキスト又は画像を含む、等）は、より穏当である
コンテンツよりも高いコンテンツレーティング値を割り当てることができる。方法９００
は、参照数字９１２に進むことができる。
【００９８】
　９１２において、モバイルデバイス１１６と関連づけられたコンテンツレーティング優
先度を取り出すことができる。一態様により、コアネットワーク２０２及び／又はモバイ
ルデバイス１１６は、モバイルデバイス１１６と関連づけられたコンテンツレーティング
優先度を取り出すことができる。コアネットワーク２０２は、コアネットワーク２０２内
のデータストア４１４内のモバイルデバイス１１６と関連づけられたユーザアカウントか
らコンテンツレーティング優先度を取り出すことができる。モバイルデバイス１１６は、
そのデータストア３１４からコンテンツレーティング優先度を取り出すことができる。
【００９９】
　９１４において、コンテンツのコンテンツレーティングは、モバイルデバイス１１６と
関連づけられたコンテンツレーティング優先度に少なくとも部分的に基づいて評価するこ
とができる。一態様において、コアネットワーク２０２及び／又はモバイルデバイス１１
６は、コンテンツをモバイルデバイス１１６によって受信する（例えば、受信及び認識す
る）ことができるか又はフィルタリングされて排除されるべきかどうかを決定することを
容易にするために例えばコンテンツのコンテンツレーティングをモバイルデバイス１１６
と関連づけられたコンテンツレーティング優先度と比較することによってコンテンツを評
価することができる。
【０１００】
　９１６において、コンテンツのコンテンツレーティングがモバイルデバイス１１６と関
連づけられたコンテンツレーティング優先度よりも高い値を有するかどうかに関して決定
を行うことができる。一態様において、コンテンツのコンテンツレーティングの評価の結
果に少なくとも部分的に基づいて、コアネットワーク２０２及び／又はモバイルデバイス
１６は、コンテンツをモバイルデバイス１１６によって受信（例えば、受信及び認識）す
ることができるかどうか又はフィルタリングされて排除されるべきかどうかを決定するこ
とができる。９１６において、コンテンツレーティングがコンテンツレーティング優先度
と同じであるか又はそれよりも低いことが決定された場合は、コンテンツのコンテンツレ
ーティングはコンテンツがモバイルデバイス１１６によって受信されるのを可能にするた
めのコンテンツレーティングスレショルドを満たすと決定することができ、９１８におい
て、コンテンツをモバイルデバイス１１６に提供することができる。例えば、コアネット
ワーク２０２は、コンテンツのコンテンツレーティングがコンテンツレーティング優先度
よりも低く、コンテンツレーティングスレショルドを下回るとみなすことができると決定
することができ、コアネットワーク２０２は、コンテンツをモバイルデバイス１１６に送
信することができる。モバイルデバイス１１６がコンテンツフィルタリングを実行中であ
る場合で、コンテンツのコンテンツレーティングがモバイルデバイス１１６のコンテンツ
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レーティング優先度と同じであるか又はそれよりも低いことをモバイルデバイス１１６が
決定した場合は、モバイルデバイス１１６は、希望されるのに応じて、コンテンツを受信
することができ、及び、モバイルデバイス１１６のユーザは、コンテンツを認識すること
ができる。
【０１０１】
　再度参照数字９１６を参照し、９１６において、コンテンツのコンテンツレーティング
がモバイルデバイス１１６と関連づけられたコンテンツレーティング優先度よりも高いこ
とが決定された場合は、９２０において、コンテンツをフィルタリングして排除すること
ができる。一態様において、コアネットワーク２０２及び／又はモバイルデバイス１１６
（いずれかフィルタリングを行っている方）は、コンテンツがモバイルデバイス１１６に
送信されない及び／又はモバイルデバイス１１６によって受信されない（例えば、閲覧又
はその他の認識のためにモバイルデバイス１１６によって受信されることがない）ように
コンテンツをフィルタリングして排除することができる。
【０１０２】
　９２２において、希望されるのに応じて、フィルタリングされて排除されたコンテンツ
は、廃棄（例えば、削除）すること又はセキュリティが確保されたコンテンツフォルダ内
に格納することができる。一態様において、コアネットワーク２０２及び／又はモバイル
デバイス１１６は、コンテンツを廃棄するか又はセキュリティが確保されたコンテンツフ
ォルダ（例えば、コアネットワーク２０２内のセキュリティが確保されたコンテンツフォ
ルダ、又はモバイルデバイス１１６内のセキュリティが確保されたコンテンツフォルダ）
にコンテンツを格納することができる。モバイルデバイス１１６のユーザ（例えば、親）
は、（例えば、セキュリティが確保されたコンテンツフォルダがコアネットワーク２０２
に格納されているときには）セキュリティが確保されたコンテンツフォルダのための有効
なセキュリティコードをコアネットワーク２０２に提供することによって又は（例えば、
セキュリティが確保されたコンテンツフォルダがモバイルデバイス１１６に格納されてい
るときには）有効なセキュリティコードをモバイルデバイス１１６に入力することによっ
てセキュリティが確保されたコンテンツフォルダにアクセスすることができる。他の態様
においては、ユーザは、コアネットワーク２０２と関連づけられたウェブサイトを介して
有効なセキュリティコードを提供することによってコアネットワーク２０２に格納された
セキュリティが確保されたコンテンツフォルダにアクセスすることができる。
【０１０３】
　ここにおいて説明される１つ以上の態様により、ネットワーク内のモバイルデバイス１
１６と関連づけられた効率的なコンテンツフィルタリング及び通信を容易にするために、
コンテンツと関連づけられたコンテンツレーティングを決定すること、コンテンツがそれ
と関連づけられたコンテンツレーティングを有するかどうかを決定すること、コンテンツ
がフィルタリングされて排除されるか又はモバイルデバイス１１６に提供されるべきかを
決定すること、コンテンツレーティングを決定及び生成することに関連して推測を行うこ
とができる。ここにおいて用いられる場合において、用語“推測する”又は“推測”は、
概して、システム、環境、及び／又はユーザの状態をイベント及び／又はデータを介して
取得された一組の観察事項から推量するか又は推測するプロセスを指す。推測は、特定の
状況又は行動を識別するために採用することができるか、又は例えば状態に関する確率分
布を生成することができる。推測は、確率論的、すなわち、データ及びイベントの考慮に
基づいた対象状態に関する確率分布の計算であることができる。推測は、より高いレベル
のイベントを一組のイベント及び／又はデータから組み立てるために採用される技法を指
すこともできる。該推測の結果として、新しいイベント又は行動が一組の観察されたイベ
ント及び／又は格納されたイベントデータから構築されることになり、これらのイベント
が時間的に接近した形で相互に関連しているかどうか、及びこれらのイベント及びデータ
が１つ又は幾つかのイベント及びデータ源からのものであるかどうかを問わない。
【０１０４】
　例えば、上において提示される１つ以上の方法は、コンテンツがそれと関連づけられた
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コンテンツレーティングを有するかどうかに関する推測を行うことと、コンテンツのため
のコンテンツレーティング値を決定することと、コンテンツがフィルタリングされて排除
されるか又はモバイルデバイス１１６に提供されるべきかどうかを決定することと、及び
／又はコンテンツレーティングを決定及び生成すること、とを含むことができる。上例は
例示的な性質を有すること、及び、行うことができる推測の数又は該推測がここにおいて
説明される様々な実施形態及び／又は方法と関係させて行われる方法を限定することは意
図されないことが評価されるであろう。
【０１０５】
　図１０は、開示される主題の一態様により無線通信環境においてモバイルデバイスと関
連づけられた通信を容易にすることができるモバイルデバイス１０００を示す。モバイル
デバイス１０００は、例えばシステム１００、システム２００、システム３００、システ
ム４００、システム５００、方法６００、方法７００、方法８００、及び方法９００に関
して、例えばここにおいてさらに詳細に説明されるような、モバイルデバイス１１６と同
じであるか又は類似であることができ、及び／又は同じ又は類似の機能を備えることがで
きることが評価されるべきである。
【０１０６】
　モバイルデバイス１０００は、例えば受信アンテナ（示されていない）から信号を受信
し、受信された信号に対して典型的な動作を行い（例えば、フィルタリング、増幅、ダウ
ンコンバージョン、等）、コンディショニングされた信号をデジタル化してサンプルを得
る受信機１００２を備えることができる。受信機１００２は、例えば、ＭＭＳＥ受信機で
あることができ、及び受信されたシンボルを復調してそれらをチャネル推定のためにプロ
セッサ１００６に提供することができる復調器１００４を備えることができる。プロセッ
サ１００６は、受信機１００２によって受信された情報を分析すること及び／又は送信機
１００８による送信のための情報を生成することを専用とするプロセッサ、モバイルデバ
イス１０００の１つ以上のコンポーネントを制御するプロセッサ、及び／又は受信機１０
０２によって受信された情報を分析し、送信機１００８による送信のための情報を生成し
、及びモバイルデバイス１０００の１つ以上のコンポーネントを制御するプロセッサであ
ることができる。モバイルデバイス１０００は、例えば、基地局（例えば、１０２）、他
のモバイルデバイス（例えば、１２２）、等に信号（例えば、データ）を送信することを
容易にするために送信機１００８と連係して動作することができる変調器１０１０を備え
ることも可能である。
【０１０７】
　一態様において、プロセッサ１００６は、コマンド、例えば、モバイルデバイス１１６
のためのコンテンツレーティング優先度を設定及び／又は修正することを容易にするため
にコアネットワーク２０２に提供することができる、コンテンツレーティング優先度に関
連するコマンド、を生成することを容易にすることができるコマンド生成器３０２に接続
することができる。コマンド生成器３０２は、モバイルデバイス１０００と関連づけられ
た現在のコンテンツレーティング優先度設定を要求するためにコアネットワーク２０２に
問い合わせるためのコマンドを生成することもできる。コマンド生成器３０２によって生
成されたコマンドは、指定されたプロトコル（例えば、ＳＭＳプロトコル、ＥＭＳプロト
コル、ＭＭＳプロトコル、等）により構造化することができる。他の態様においては、プ
ロセッサ１００６は、モバイルデバイス１０００のために希望されるコンテンツレーティ
ング優先度を設定することを容易にするためにアクセスすることができるアカウントメニ
ュー３０４と接続することができる。例えば、アカウントメニュー３０４は、モバイルデ
バイス１０００のためのコンテンツレーティング優先度を設定することを容易にするため
の情報を入力するためにアクセスすることができるコンテンツレーティング優先度メニュ
ーを含むことができる。
【０１０８】
　プロセッサ１００６は、モバイルデバイス１０００と関連づけられたコンテンツレーテ
ィング優先度設定及び／又はセキュリティが確保されたコンテンツフォルダへのアクセス
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を制御することを容易にすることができるアクセスコントローラ３０６に接続することが
できる。アクセスコントローラ３０６は、各々のセキュリティコードに少なくとも部分的
に基づいてコンテンツレーティング優先度設定及び／又はセキュリティが確保されたコン
テンツフォルダへのアクセスを制御することができる。プロセッサ１００６は、モバイル
デバイス１０００と関連づけられた情報の制御（例えば、フロー）に関連する決定を行う
ことを容易にするためにモバイルデバイス１１６において受信又は格納された情報（例え
ば、コンテンツ）を評価することができる評価器３０８に接続することができ、及び／又
はモバイルデバイス１０００に提供されたコンテンツのコンテンツフィルタリングに関連
する決定を行うように任意選択で構成することができる。
【０１０９】
　一態様により、モバイルデバイス１０００は、任意選択で、プロセッサ１００６と接続
することができるコンテンツフィルタ３１０を採用することができ、コンテンツフィルタ
は、モバイルデバイス１０００のユーザによって指定されたコンテンツレーティング優先
度及びコンテンツプロバイダ２０４によってモバイルデバイス１０００に提供されたコン
テンツのコンテンツレーティングに少なくとも部分的に基づいてコンテンツをフィルタリ
ングすることを容易にすることができる。コンテンツフィルタ３１０は、コンテンツをフ
ィルタリングするために評価器３０８と連係して動作することができる。他の態様におい
ては、モバイルデバイス１０００は、任意選択で、モバイルデバイス１０００が他のデバ
イス（例えば、モバイルデバイス１２２）に送信しているコンテンツのためのコンテンツ
レーティングを生成することを容易にすることができ及び／又はモバイルデバイス１００
０に提供されたコンテンツ（例えば、以前にレーティングされていないコンテンツ）のた
めのコンテンツレーティングを生成することを容易にすることができる。
【０１１０】
　モバイルデバイス１０００は、プロセッサ１００６に動作可能な形で結合することがで
き及び送信されるべきデータ、受信されたデータ、基地局及び／又はセルに関連する情報
、モバイルデバイス１０００に関連する情報、及び／又はモバイルデバイス１０００と関
連づけられたコンテンツフィルタリング及びデータの通信を容易にすることができるその
他の適切な情報を格納することができるデータストア３１４をさらに備えることができる
。データストア３１４は、モバイルデバイス１０００のためのコンテンツレーティング優
先度を設定すること、コンテンツレーティング優先度メニューへのアクセスを制御するこ
と、セキュリティが確保されたコンテンツフォルダへのアクセスを制御すること、コンテ
ンツ及び／又はコンテンツレーティングを評価すること、コンテンツをフィルタリングす
ること、コンテンツレーティングを生成すること、コマンドを生成すること、データを格
納すること、及び／又はモバイルデバイス１０００に関連するその他の機能と関連づけら
れたプロトコル及び／又はアルゴリズムをさらに格納することができる。
【０１１１】
　コマンド生成器３０２、アカウントメニュー３０４、アクセスコントローラ３０６、評
価器３０８、コンテンツフィルタ３１０、レーティング生成器３１２、及びデータストア
３１４は、各々が、例えばシステム３００に関して、例えばここにおいてより完全に説明
されているような、各々のコンポーネントと同じであるか又は類似であることができ、又
は同じ又は類似する機能を備えることができることが評価及び理解されるべきである。コ
マンド生成器３０２、アカウントメニュー３０４、アクセスコントローラ３０６、評価器
３０８、コンテンツフィルタ３１０、レーティング生成器３１２、及びデータストア３１
４は、希望されるのに応じて、（示されるように）独立型のユニットであることができ、
プロセッサ１００６内に含めることができ、他のコンポーネント内に組み入れることがで
き、及び／又はそれらの実質上あらゆる適切な組み合わせであることができることがさら
に評価及び理解されるべきである。
【０１１２】
　図１１は、開示される主題の一態様により無線通信システムにおいてモバイルデバイス
と関連づけられた通信を容易にすることができるシステム１１００を示す。システム１１
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００は、基地局１０２（例えば、アクセスポイント）を備えることができる。基地局１０
２は、複数の受信アンテナ１１０４を通じて１つ以上のモバイルデバイス１１６から信号
を受信することができる受信機１１０２と、送信アンテナ１１０８を通じて１つ以上のモ
バイルデバイス１１６に信号（例えば、データ）を送信することができる送信機１１０６
と、を含むことができる。受信機１１０２は、受信アンテナ１１０４から情報を受信する
ことができ及び受信された情報を復調することができる復調器１１１０と動作可能な形で
関連づけることができる。復調されたシンボルは、受信機１１０２によって受信された情
報を分析すること及び／又は送信機１１０６による送信のための情報を生成することを専
用とするプロセッサ、基地局１０２の１つ以上のコンポーネントを制御するプロセッサ、
及び／又は受信機１１０２によって受信された情報を分析し、送信機１１０６による送信
のための情報を生成し、及び基地局１０２の１つ以上のコンポーネントを制御するプロセ
ッサであることができるプロセッサ１１１２によって分析することができる。基地局１０
２は、例えば、モバイルデバイス１１６、他のデバイス、等に信号（例えば、データ）を
送信することを容易にするために送信機１１０６と連係して動作することができる変調器
１１１４を備えることもできる。
【０１１３】
　プロセッサ１１１２は、送信されるべきデータ、受信されたデータ、基地局（例えば、
基地局１０２）に関連する情報、モバイルデバイス（例えば、１１６）に関連する情報、
セルに関連する情報、及び、モバイルデバイス（例えば、１１６）と関連づけられた情報
（例えば、音声、データ）の通信を容易にすることができるその他のあらゆる適切な情報
を格納することができるデータストア１１１６に結合することができる。データストア１
１１６は、モバイルデバイス（例えば、１１６）、他の基地局、セル、又は他のデバイス
と関連づけられており及びモバイルデバイス（例えば、１１６）、他の基地局、セル、又
は他のデバイスと通信することを容易にするプロトコル及び／又はアルゴリズムをさらに
格納することができる。データストア１１１６は、希望されるのに応じて、（示されるよ
うに）独立型ユニットであることができ、プロセッサ１１１２内に含めることができ、他
のコンポーネント内に組み入れることができ、及び／又はそれらの実質上あらゆる適切な
組み合わせであることができることが評価及び理解されるべきである。
【０１１４】
　一態様により、データストア１１１６は、揮発性メモリ及び／又は非揮発性メモリを備
えることができる。一例により、及び限定することなしに、非揮発性メモリは、読み取り
専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、電気的プログラマブルＲＯ
Ｍ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリ、及び
／又は非揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）を含むことができる。揮発性メモ
リは、外部のキャッシュメモリとして動作することができるランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）を含むことができる。一例として及び限定することなしに、ＲＡＭは、数多くの形
態、例えば、同期ＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、同期ＤＲＡＭ
（ＳＤＲＡＭ）、ダブルデータレートＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ）、エンハンスト
ＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、シンクリンクＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ）、及びダイレクト
ランバスＲＡＭ（ＤＲＲＡＭ）、で入手可能である。データストア１１１６は、限定され
ることなしに、これらの及びその他の適切なタイプのメモリを備えることが意図される。
【０１１５】
　図１２は、開示される主題の一態様による無線通信システム例１２００を示す。無線通
信システム１２００は、簡潔にすることを目的として１つの基地局１２１０及び１つのモ
バイルデバイス１２５０を示す。しかしながら、システム１２００は、２つ以上の基地局
及び／又は２つ以上のモバイルデバイスを含むことができ、追加の基地局及び／又はモバ
イルデバイスは、以下において説明される基地局例１２１０及びモバイルデバイス１２５
０と実質的に同様であるか又は異なることができることが評価されるべきである。さらに
、基地局１２１０及び／又はモバイルデバイス１２５０は、それぞれの間での無線通信を
容易にするためにここにおいて説明されるシステム（図１乃至５、１０及び１１）及び／
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又は方法（図６乃至９）を採用することができることが評価されるべきである。基地局１
２１０及びモバイルデバイス１２５０は、各々が、例えばシステム１００、システム２０
０、システム３００、システム４００、システム５００、方法６００、方法７００、方法
８００、方法９００、システム１０００、及び／又はシステム１１００に関して、例えば
ここにおいてさらに詳細に説明されるような各々のコンポーネントと各々が同じであるか
又は類似であることができ、及び／又は同じ又は類似の機能を各々が備えることができる
ことが評価されるべきである。
【０１１６】
　基地局１２１０において、幾つかのデータストリームのためのトラフィックデータがデ
ータソース１２１２から送信（ＴＸ）データプロセッサ１２１４に提供される。一例によ
り、各データストリームは、各々のアンテナを通じて送信することができる。ＴＸデータ
プロセッサ１２１４は、トラフィックデータストリームのために選択された特定の符号化
方式に基づいてそのデータストリームをフォーマット化、符号化、及びインターリービン
グして符号化されたデータを提供する。
【０１１７】
　各データストリームのための符号化されたデータは、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）
技法を用いてパイロットデータと多重化することができる。さらに加えて又は代替で、パ
イロットシンボルは、周波数分割多重化（ＦＤＭ）、時分割多重化（ＴＤＭ）、又は符号
分割多重化（ＣＤＭ）することができる。パイロットデータは、典型的に、既知の方法で
処理される既知のデータパターンであり、チャネル応答を推定するためにモバイルデバイ
ス１２５０で用いることができる。各データストリームのための多重化されたパイロット
及び符号化されたデータは、変調シンボルを提供するためにそのデータストリームのため
に選択された特定の変調方式（例えば、バイナリ位相偏移変調（ＢＰＳＫ）、直交位相偏
移変調（ＱＰＳＫ）、Ｍ－位相偏移変調（Ｍ－ＰＳＫ）、Ｍ－直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ
、等）に基づいて変調（例えば、シンボルマッピング）することができる。各々のデータ
ストリームのためのデータレート、符号化、及び変調は、プロセッサ１２３０によって実
行又は提供される命令によって決定することができる。
【０１１８】
　データストリームのための変調シンボルは、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１２２０に提供
することができ、それは、（例えば、ＯＦＤＭに関する）変調シンボルをさらに処理する
ことができる。ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１２２０は、ＮＴの変調シンボルストリームを
ＮＴの送信機（ＴＭＴＲ）１２２２ａ乃至１２２２ｔに提供する。様々な実施形態におい
ては、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１２２０は、データストリームのシンボルに対して及び
シンボルが送信されている送信元であるアンテナに対してビーム形成重みを加える。
【０１１９】
　各送信機１２２２は、各々のシンボルストリームを受信及び処理して１つ以上のアナロ
グ信号を提供し、アナログ信号をさらにコンディショニング（例えば、増幅、フィルタリ
ング、及びアップコンバージョン）してＭＩＭＯチャネルでの送信に適する変調された信
号を提供する。さらに、送信機１２２２ａ乃至１２２２ｔからのＮＴの変調された信号は
、ＮＴのアンテナ１２２４ａ乃至１２２４ｔからそれぞれ送信される。
【０１２０】
　モバイルデバイス１２５０において、送信された変調された信号は、ＮＲのアンテナ１
２５２ａ乃至１２５２ｒによって受信され、各アンテナ１２５２からの受信された信号は
、各々の受信機（ＲＣＶＲ）１２５４ａ乃至１２５４ｒに提供される。各受信機１２５４
は、各々の信号をコンディショニング（例えば、フィルタリング、増幅、及びダウンコン
バージョン）し、コンディショニングされた信号をデジタル化してサンプルを提供し、そ
れらのサンプルをさらに処理して対応する“受信された”シンボルストリームを提供する
。
【０１２１】
　ＲＸデータプロセッサ１２６０は、ＮＲの受信機１２５４からＮＲの受信されたシンボ
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ルストリームを受信して特定の受信機処理技法に基づいて処理してＮＴの“検出された”
シンボルストリームを提供する。ＲＸデータプロセッサ１２６０は、データストリームの
ためのトラフィックデータを復元するために各々の検出されたシンボルストリームを復調
、デインターリービング、及び復号することができる。ＲＸデータプロセッサ１２６０に
よる処理は、基地局１２１０におけるＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ１２２０及びＴＸデータ
プロセッサ１２１４によって行われるそれを補完するものである。
【０１２２】
　プロセッサ１２７０は、いずれのプリコーディング行列を用いるかを定期的に決定する
ことができる（以下において説明）。さらに、プロセッサ１２７０は、行列指数部とラン
ク値部とを備える逆方向リンクメッセージを生成することができる。
【０１２３】
　逆方向リンクメッセージは、通信リンク及び／又は受信されたデータストリームに関す
る様々なタイプの情報を備えることができる。逆方向リンクメッセージは、幾つかのデー
タストリームのためのトラフィックデータをデータソース１２３６から同じく受信するＴ
Ｘデータプロセッサ１２３８によって処理し、変調器１２８０によって変調し、送信機１
２５４ａ乃至１２５４ｒによってコンディショニングし、基地局１２１０に送信して戻す
ことができる。
【０１２４】
　基地局１２１０において、モバイルデバイス１２５０からの変調された信号は、アンテ
ナ１２２４によって受信され、受信機１２２２によってコンディショニングされ、復調器
１２４０によって復調され、ＲＸデータプロセッサ１２４２によって処理されてモバイル
デバイス１２５０によって送信された逆方向リンクメッセージが抽出される。さらに、プ
ロセッサ１２３０は、抽出されたメッセージを処理することができ及びビーム形成重みを
決定するためにいずれのプリコーディング行列を用いるかを決定することができる。
【０１２５】
　プロセッサ１２３０及び１２７０は、基地局１２１０及びモバイルデバイス１２５０に
おける動作をそれぞれ指示（例えば、制御、調整、管理、等）することができる。各々の
プロセッサ１２３０及び１２７０は、プログラムコード及びデータを格納するメモリ１２
３２及び１２７２と関連づけることができる。プロセッサ１２３０及び１２７０は、アッ
プリンク及びダウンリンクのための周波数及びインパルス応答推定値をそれぞれ導き出す
ための計算を行うこともできる。
【０１２６】
　一態様において、論理チャネルは、制御チャネル及びトラフィックチャネルに分類され
る。論理制御チャネルは、システム制御情報をブロードキャストするためのＤＬチャネル
であるブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）を備える。ページング情報を転送する
ＤＬチャネルであるページング制御チャネル（ＰＣＣＨ）。１つ又は複数のＭＴＣＨのた
めのマルチメディアブロードキャスト及びマルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）スケジュ
ーリング及び制御情報を送信するために用いられるポイントツーマルチポイントＤＬチャ
ネルであるマルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）。概して、ＲＲＣ接続を確立後は、
このチャネルは、ＭＢＭＳ（注：旧ＭＣＣＨ＋ＭＳＣＨ）を受信するＵＥのみによって用
いられる。専用制御チャネル（ＤＣＣＨ）は、専用制御情報を送信し及びＲＲＣ接続を有
するＵＥによって用いられるポイントツーポイント双方向チャネルである。一態様におい
て、論理トラフィックチャネルは、ユーザ情報の転送のための、１つのＵＥ専用の、ポイ
ントツーポイント双方向チャネルである専用トラフィックチャネル（ＤＴＣＨ）を備える
。さらに、トラフィックデータを送信するためのポイントツーマルチポイントＤＬチャネ
ルのためのマルチキャストトラフィックチャネル（ＭＴＣＨ）。
【０１２７】
　一態様において、転送チャネルは、ＤＬ及びＵＬに分類される。ＤＬ転送チャネルは、
ブロードキャストチャネル（ＢＣＨ）と、ダウンリンク共有データチャネル（ＤＬ－ＳＤ
ＣＨ）と、ページングチャネル（ＰＣＨ）とを備え、ＵＥ節電のサポートのためのＰＣＨ
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は（ＤＲＸサイクルがネットワークによってＵＥに示される）、セル全体にわたってブロ
ードキャストされ、その他の制御／トラフィックチャネルのために用いることができるＰ
ＨＹリソースにマッピングされる。ＵＬ転送チャネルは、ランダムアクセスチャネル（Ｒ
ＡＣＨ）と、要求チャネル（ＲＥＱＣＨ）と、アップリンク共有データチャネル（ＵＬ－
ＳＤＣＨ）と、複数のＰＨＹチャネルとを備える。ＰＨＹチャネルは、一組のＤＬチャネ
ルと、ＵＬチャネルと、を備える。
【０１２８】
　ＤＬ　ＰＨＹチャネルは、共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ）と、同期化チャネル
（ＳＣＨ）と、共通制御チャネル（ＣＣＣＨ）と、共有ＤＬ制御チャネル（ＳＤＣＣＨ）
と、マルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）と、共有ＵＬ割り当てチャネル（ＳＵＡＣ
Ｈ）と、確認応答チャネル（ＡＣＫＣＨ）と、ＤＬ物理共有データチャネル（ＤＬ－ＰＳ
ＤＣＨ）と、ＵＬ電力制御チャネル（ＵＰＣＣＨ）と、ページングインジケータチャネル
（ＰＩＣＨ）と、負荷インジケータチャネル（ＬＩＣＨ）と、を備えることができる。
【０１２９】
　ＵＬ　ＰＨＹチャネルは、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）と、チャネル
品質インジケータチャネル（ＣＱＩＣＨ）と、確認応答チャネル（ＡＣＫＣＨ）と、アン
テナ部分組インジケータチャネル（ＡＳＩＣＨ）と、共有要求チャネル（ＳＲＥＱＣＨ）
と、ＵＬ物理共有データチャネル（ＵＬ－ＰＳＤＣＨ）と、ブロードバンドパイロットチ
ャネル（ＢＰＩＣＨ）と、を備えることができる。
【０１３０】
　一態様において、単一搬送波波形の低ＰＡＲのプロパティを保存するチャネル構造が提
供される（いずれかの所定の時点において、チャネルは、周波数の点で隣接するか又は均
一に配置される）。
【０１３１】
　ここにおいて説明される実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、
ミドルウェア、マイクロコード、又はそれらのいずれかの組み合わせにおいて実装するこ
とができることが理解されるべきである。ハードウェア実装の場合は、処理ユニットは、
ここにおいて説明される機能を果たすように設計された１つ以上の特定用途向け集積回路
（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理デバイス（ＤＳＰ
Ｄ）、プログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ
（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ
、その他の電子ユニット、又はそれらの組み合わせ内に実装することができる。
【０１３２】
　実施形態がソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア又はマイクロコード、プログ
ラムコード又はコードセグメント内に実装されるときには、それらは、機械によって読み
取り可能な媒体、例えば、記憶コンポーネント、内に格納することができる。コードセグ
メントは、手順、関数、サブプログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モジュ
ール、ソフトウェアパッケージ、クラス、又は、命令、データ構造、又はプログラムステ
ートメントの組合せ、を表すことができる。コードセグメントは、情報、データ、引数、
パラメータ、又はメモリ内容を渡す及び／又は受け取ることによって他のコードセグメン
ト又はハードウェア回路と結合させることができる。情報、引数、パラメータ、データ、
等は、メモリを共有する、メッセージを渡す、トークンを渡す、ネットワーク送信、等を
含むあらゆる適切な手段を用いて渡す、転送する、又は送信することができる。
【０１３３】
　ソフトウェア実装の場合は、ここにおいて説明される技法は、ここにおいて説明される
機能を果たすモジュール（例えば、手順、関数、等）ともに実装することができる。ソフ
トウェアコードは、メモリユニットに格納すること及びプロセッサによって実行すること
ができる。メモリユニットは、プロセッサ内に又はプロセッサの外部において実装するこ
とができ、その場合は、当業において知られる様々な手段を介して通信可能な形でプロセ
ッサに結合させることができる。
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【０１３４】
　図１３を参照し、無線通信環境においてモバイルデバイスと関連づけられた通信を容易
にすることができるシステム１３００が示される。例えば、システム１３００は、モバイ
ルデバイス（例えば、１１６）内に少なくとも部分的に常駐することができる。システム
１３００は、プロセッサ、ソフトウェア、又はそれらの組合せ（例えばファームウェア）
によって実装される機能を表す機能ブロックであることができる機能ブロックを含むもの
として表されることが評価されるべきである。システム１３００は、連係して動作するこ
とができる電気的コンポーネントから成る論理グループ１３０２を含む。
【０１３５】
　例えば、論理グループ１３０２は、コンテンツレーティング優先度を設定するための電
気的コンポーネント１３０４を含むことができる。一態様において、コンテンツレーティ
ング優先度を設定するための電気的コンポーネント１３０４は、コンテンツレーティング
優先度メニューへのアクセスを容易にすることができ、希望されるコンテンツレーティン
グ優先度をモバイルデバイス１１６のユーザによって指定すること及びモバイルデバイス
１１６と関連づけることができる。コンテンツレーティング優先度は、モバイルデバイス
１１６及び／又はコアネットワーク２０２に格納することができる。
【０１３６】
　さらに、論理グループ１３０２は、予め定義されたコンテンツレーティング基準に少な
くとも部分的に基づいてコンテンツ（例えば、コンテンツプロバイダ２０４によって提供
されるコンテンツであって、モバイルデバイス１１６から他のモバイルデバイスに提供さ
れるコンテンツ）のためのコンテンツレーティングを決定するための電気的コンポーネン
ト１３０６を備えることができる。一態様において、コンテンツのためのコンテンツレー
ティングを決定するための電気的コンポーネント１３０６は、予め定義されたコンテンツ
レーティング基準に少なくとも部分的に基づいてコンテンツのためのコンテンツレーティ
ングを決定及び生成することができ、コンテンツは、コンテンツのためのコンテンツレー
ティングを決定することを容易にするために予め定義されたコンテンツレーティング基準
を用いて評価することができる。
【０１３７】
　論理グループ１３０２は、モバイルデバイス１１６のためのコンテンツレーティング優
先度及びコンテンツプロバイダ（例えば、２０４）からのコンテンツのためのコンテンツ
レーティングに少なくとも部分的に基づいてコンテンツをフィルタリングするための電気
的コンポーネント１３０８を含むこともできる。一態様において、コンテンツをフィルタ
リングするための電気的コンポーネント１３０８は、コンテンツプロバイダ２０４によっ
てモバイルデバイス１１６に提供されたコンテンツと関連づけられたコンテンツレーティ
ング及びモバイルデバイス１１６と関連づけられたコンテンツレーティング優先度に少な
くとも部分的に基づいて提供されたコンテンツをフィルタリングすることができる。さら
に、システム１３００は、電気的コンポーネント１３０４、１３０６、及び１３０８と関
連づけられた機能を実行するための命令を保持することができるメモリ１３１０を含むこ
とができる。電気的コンポーネント１３０４、１３０６、及び１３０８はメモリ１３１０
の外部に存在するものとして示されている一方で、これらの電気的コンポーネントのうち
の１つ以上は、メモリ１３１０内に存在することができることが理解されるべきである。
【０１３８】
　図１４を参照し、無線通信環境においてモバイルデバイスと関連づけられた通信を容易
にすることができるシステム１４００が示される。例えば、システム１４００は、基地局
１０２を介してモバイルデバイス（例えば、１１６）と関連づける（例えば、無線で接続
する）ことができるコアネットワーク２０２内に少なくとも部分的に常駐することができ
る。システム１４００は、プロセッサ、ソフトウェア、又はそれらの組合せ（例えばファ
ームウェア）によって実装される機能を表す機能ブロックであることができる機能ブロッ
クを含むものとして表されることが評価されるべきである。システム１４００は、連係し
て動作することができる電気的コンポーネントから成る論理グループ１４０２を含む。



(51) JP 6121310 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

【０１３９】
　一態様において、論理グループ１４０２は、モバイルデバイス（例えば、１１６）と関
連づけられたコンテンツレーティング優先度を受信するための電気的コンポーネント１４
０４を含むことができる。一態様において、モバイルデバイスと関連づけられたコンテン
ツレーティング優先度を受信するための電気的コンポーネント１４０４は、モバイルデバ
イス１１６、コアネットワーク２０２と関連づけられたウェブサイト、コアネットワーク
２０２と関連づけられた担当者（例えば、生の担当者、自動化された担当者）への電話、
又はコアネットワーク２０２との他の通信形態を介してモバイルデバイス１１６と関連づ
けられたコンテンツレーティング優先度を受信することができる。
【０１４０】
　さらに、論理グループ１４０２は、コンテンツを評価するための電気的コンポーネント
１４０６を備えることができる。コンテンツを評価するための電気的コンポーネント１４
０６は、コンテンツプロバイダ２０４からモバイルデバイス１１６へのメッセージにおい
て受信されたコンテンツがモバイルデバイス１１６に送信されるべきか又はフィルタリン
グされて排除されるべきかを決定することを容易にするためにそのコンテンツを評価する
ことができる。コンテンツを評価するための電気的コンポーネント１４０６は、コンテン
ツと関連づけられたコンテンツレーティングを評価することができ、コンテンツレーティ
ングは、コンテンツを評価することを容易にするするために予め定義されたコンテンツレ
ーティング基準、及びモバイルデバイス１１６と関連づけられたコンテンツレーティング
優先度に少なくとも部分的に基づくことができる。
【０１４１】
　さらに、論理グループ１４０２は、モバイルデバイス１１６のコンテンツレーティング
優先度及びコンテンツプロバイダ（例えば、２０４）からのコンテンツと関連づけられた
コンテンツレーティングに少なくとも部分的に基づいてコンテンツをフィルタリングする
ための電気的コンポーネント１４０８を備えることができる。一態様において、電気的コ
ンポーネント１４０８は、コンテンツプロバイダ２０４によってモバイルデバイス１１６
に提供されたコンテンツと関連づけられたコンテンツレーティング及びモバイルデバイス
１１６と関連づけられたコンテンツレーティング優先度に少なくとも部分的に基づいて提
供されたコンテンツをフィルタリングすることができる。コンテンツレーティング優先度
によって指定されたコンテンツレーティングスレショルドを満たさないコンテンツレーテ
ィングを有するコンテンツは、フィルタリングして排除することができ、及び、希望され
るのに応じて、廃棄すること又はセキュリティが確保されたコンテンツフォルダに格納す
ることができる。セキュリティが確保されたコンテンツフォルダは、セキュリティが確保
されたコンテンツフォルダのための有効なセキュリティコードを提供することによって一
定のユーザ（例えば、親）によってアクセスことができる。コンテンツレーティング優先
度によって指定されるコンテンツレーティングスレショルドを満たしているコンテンツは
、モバイルデバイス１１６に送信することができる。
【０１４２】
　論理グループ１４０２は、予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部
分的に基づいてコンテンツのためのコンテンツレーティングを決定するための電気的コン
ポーネント１４１０を含むこともできる。一態様おいて、電気的コンポーネント１４１０
は、コンテンツを構文解析する（例えば、コンテンツ内のテキスト及び／又は画像を構文
解析）することができ、及び、予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも
部分的に基づいてコンテンツと関連づけることができるコンテンツレーティングを決定す
るためにモバイルデバイス１１６に提供されている受信されたコンテンツを分析及び評価
することができる。決定されたコンテンツレーティングは、モバイルデバイス１１６に送
信されているコンテンツをフィルタリングすることを容易にするために利用することがで
きる。さらに、システム１４００は、電気的コンポーネント１４０４、１４０６、１４０
８、及び１４１０と関連づけられた機能を実行するための命令を保持するメモリ１４１２
を含むことができる。電気的コンポーネント１４０４、１４０６、１４０８、及び１４１
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０はメモリ１４１２の外部に存在するものとして示されている一方で、これらの電気的コ
ンポーネントのうちの１つ以上は、メモリ１４１２内に存在することができることが理解
されるべきである。
【０１４３】
　図１５を参照し、無線通信環境においてモバイルデバイスと関連づけられた通信を容易
にすることができるシステム１５００が示される。例えば、システム１５００は、基地局
１０２を介してモバイルデバイス（例えば、１１６）と接続されたコアネットワーク２０
４と（例えば、有線接続を介して、無線接続を介して）関連づけることができるコンテン
ツプロバイダ２０４内に少なくとも部分的に常駐することができる。システム１５００は
、プロセッサ、ソフトウェア、又はそれらの組合せ（例えばファームウェア）によって実
装される機能を表す機能ブロックであることができる機能ブロックを含むものとして表さ
れることが評価されるべきである。システム１５００は、連係して動作することができる
電気的コンポーネントから成る論理グループ１５０２を含む。
【０１４４】
　一態様において、論理グループ１５０２は、コンテンツのためのコンテンツレーティン
グを決定するための電気的コンポーネント１５０４を含むことができる。一態様において
、コンテンツのためのコンテンツレーティングを決定するための電気的コンポーネント１
５０４は、予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいてコ
ンテンツのコンテンツレーティングを決定することができる。
【０１４５】
　さらに、論理グループ１５０２は、コンテンツ及びコンテンツと関連づけられたコンテ
ンツレーティングをメッセージ内に挿入するための電気的コンポーネント１５０６を備え
ることができる。一態様において、コンテンツ及びコンテンツと関連づけられたコンテン
ツレーティングをメッセージ内に挿入するための電気的コンポーネント１５０６は、メッ
セージの本体にコンテンツを挿入することができ及びメッセージのサブパラメータ又はヘ
ッダ内にコンテンツレーティングを挿入することができ又はメッセージの本体内にコンテ
ンツレーティングを挿入することができ、メッセージの本体内のキーワードは、コンテン
ツレーティングがメッセージの本体内のどの場所に所在するかを示すことを容易にするこ
とができる。
【０１４６】
　論理グループ１５０２は、コンテンツ及び関連づけられたコンテンツレーティングを備
えるメッセージを送信するための電気的コンポーネント１５０８を含むこともできる。一
態様において、コンテンツ及び関連づけられたコンテンツレーティングを備えるメッセー
ジを送信するための電気的コンポーネント１５０８は、コアネットワーク２０２に接続さ
れた希望されるモバイルデバイス１１６にコンテンツを送信することを容易にし、その一
方でコンテンツのコンテンツレーティング及びモバイルデバイス１１６と関連づけられた
コンテンツレーティング優先度に少なくとも部分的に基づいた希望されないコンテンツの
フィルタリングも容易にするためにコンテンツ及び関連づけられたコンテンツレーティン
グを備えるメッセージをコアネットワーク２０２に送信することができる。さらに、シス
テム１５００は、電気的コンポーネント１５０４、１５０６、及び１５０８と関連づけら
れた機能を実行するための命令を保持するメモリ１５１０を含むことができる。電気的コ
ンポーネント１５０４、１５０６、及び１５０８はメモリ１５１０の外部に存在するもの
として示されている一方で、これらの電気的コンポーネントのうちの１つ以上は、メモリ
１５１０内に存在することができることが理解されるべきである。
【０１４７】
　上述されていることは、１つ以上の実施形態の例を含む。当然のことであるが、上記の
実施形態を説明することを目的としてコンポーネント又は方法の考えられるあらゆる組み
合わせを説明することは可能ではないが、様々な実施形態の数多くのさらなる組み合わせ
及び置換が可能であることを当業者は認識することができる。従って、説明される実施形
態は、添付された請求項の精神及び適用範囲内にあるあらゆる該変更、修正及び変形を包
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含することが意図される。さらに、発明を実施するための形態又は請求項の範囲において
表現“含む”が用いられている限りにおいて、該表現は、“備える”という表現が請求項
において移行語として採用されたときの解釈と同様の包含性を有することが意図される。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　モバイルデバイスと関連づけられた通信を容易にする方法であって、
　前記モバイルデバイスと関連づけられた制御レーティング優先度を設定することと、
　少なくとも１つのコンテンツを備える少なくとも１つのメッセージを少なくとも１つの
コンテンツプロバイダから受信すること、とを備え、前記少なくとも1つのメッセージは
、前記少なくとも1つのコンテンツと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーテ
ィングを備え、前記少なくとも1つのコンテンツは、前記制御レーティング優先度及び前
記少なくとも1つのコンテンツレーティングに少なくとも部分的に基づいてフィルタリン
グされる、モバイルデバイスと関連づけられた通信を容易にする方法。
［Ｃ２］
　前記少なくとも1つのコンテンツレーティングは、予め定義されたコンテンツレーティ
ング基準に少なくとも部分的に基づいて決定されるＣ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記予め定義されたコンテンツレーティング基準は、コンテンツ内の言葉の性質、オー
ディオコンテンツの性質、又はビジュアルコンテンツの性質のうちの少なくとも１つに関
連し、成人向け度がより高いコンテンツは、前記予め定義されたコンテンツレーティング
基準に少なくとも部分的に基づいて成人向け度がより低いコンテンツよりも高いコンテン
ツレーティングが与えられるＣ２に記載の方法。
［Ｃ４］
　制御レーティング優先度メニューにおける前記制御レーティング優先度に関連するセキ
ュリティコードを受信することと、
　制御レーティング優先度パラメータにアクセスすることと、
　予め定義された制御レーティング基準に少なくとも部分的に基づいて前記制御レーティ
ング優先度を設定すること、とをさらに備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ５］
　セキュリティが確保されたコンテンツフォルダに関連するセキュリティコードを受信す
ることと、
　前記受信されたセキュリティコードが有効である場合に前記セキュリティが確保された
コンテンツフォルダにアクセスすることと、
　前記セキュリティが確保されたコンテンツフォルダから少なくとも１つのその他のコン
テンツを受信すること、とをさらに備え、前記少なくとも１つのその他のコンテンツは、
前記コンテンツレーティング優先度及び前記少なくとも１つのその他のコンテンツと関連
づけられた少なくとも1つのその他のコンテンツレーティングに少なくとも部分的に基づ
いてフィルタリングされて排除され、前記セキュリティが確保されたコンテンツフォルダ
に格納され、前記少なくとも1つのその他のコンテンツ及び前記少なくとも1つのその他の
コンテンツレーティングは、少なくとも１つのその他のメッセージ内に含められるＣ１に
記載の方法。
［Ｃ６］
　前記少なくとも1つのコンテンツと前記少なくとも1つのコンテンツレーティングとを備
える前記少なくとも1つのメッセージをコアネットワークを介して前記少なくとも1つのコ
ンテンツプロバイダから受信することと、
　前記コンテンツレーティング優先度及び前記少なくとも1つのコンテンツレーティング
に少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも1つのコンテンツをフィルタリングするこ
と、とをさらに備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記少なくとも1つのコンテンツをフィルタリングすることは、
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　前記少なくとも1つのコンテンツを評価することと、
　前記少なくとも1つのコンテンツレーティングが前記コンテンツレーティング優先度の
値よりも高い値を有する場合に前記少なくとも1つのコンテンツをフィルタリングして排
除すること、又は
　前記少なくとも1つのコンテンツレーティングが前記コンテンツレーティング優先度の
前記値と同じであるか又はより低い値を有する場合に前記少なくとも1つのコンテンツを
提示することのうちの少なくとも１つと、をさらに備えるＣ６に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記制御レーティング優先度と前記モバイルデバイスと関連づけられた前記制御レーテ
ィング優先度を設定することに関連するコマンドとを備えるメッセージをコアネットワー
クに送信することをさらに備え、前記メッセージは、修正されたショートメッセージサー
ビス（ＳＭＳ）メッセージであり、前記制御レーティング優先度は、追加のショートメッ
セージサービス（ＳＭＳ）レーティング優先度パラメータ又は追加の拡張メッセージング
サービス（ＥＭＳ）レーティング優先度ヘッダのうちの少なくとも１つに含められ、前記
制御レーティング優先度は、最高レベルのコンテンツフィルタリングからコンテンツのフ
ィルタリングなしまでの範囲内の値であるＣ１に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記制御レーティング優先度に関連する問い合わせとコマンドとを備えるメッセージを
コアネットワークに送信することであって、前記メッセージは、修正されたショートメッ
セージサービス（ＳＭＳ）メッセージであり、前記問い合わせは、追加のショートメッセ
ージサービス（ＳＭＳ）問い合わせパラメータ又は追加の拡張メッセージングサービス（
ＥＭＳ）問い合わせヘッダのうちの少なくとも１つに含められることと、
　前記問い合わせに少なくとも部分的に基づいて前記制御レーティング優先度の現在値に
関して前記コアネットワークに問い合わせることと、
　前記問い合わせに応答して前記制御レーティング優先度の前記現在値を受信すること、
とをさらに備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
　前記少なくとも１つのメッセージは、コアネットワークを介して前記少なくとも１つの
コンテンツプロバイダから受信され、前記少なくとも１つのメッセージは、追加のショー
トメッセージサービス（ＳＭＳ）レーティングパラメータ、追加の拡張メッセージングサ
ービス（ＥＭＳ）レーティングヘッダ、又は前記少なくとも１つのメッセージの本体内の
レーティングフィールドのうちの少なくとも１つに含められる前記少なくとも１つのコン
テンツレーティングを備える修正されたショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセー
ジであり、前記レーティングフィールドは、１つ以上のキーワードによって特定されるＣ
１に記載の方法。
［Ｃ１１］
　少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツを備える少なくとも１つのその
他のメッセージを少なくとも１つのその他のコンテンツプロバイダから受信することと、
　前記少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツを評価することと、
　前記少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツのコンテンツレーティング
を決定することと、
　前記決定されたコンテンツレーティングが前記コンテンツレーティング優先度の値より
も高い値を有する場合に前記少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツをフ
ィルタリングして排除すること、又は
　前記決定されたコンテンツレーティングが前記コンテンツレーティング優先度の前記値
と同じであるか又はより低い値を有する場合に前記少なくとも１つのレーティングされて
いないコンテンツを提示することのうちの少なくとも１つと、をさらに備えるＣ１に記載
の方法。
［Ｃ１２］
　少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツを備える少なくとも１つのその
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他のメッセージを少なくとも１つのその他のコンテンツプロバイダから受信することと、
　前記モバイルデバイスと関連づけられた少なくとも１つの連絡先リストを再検討するこ
とと、
　前記少なくともその他のコンテンツプロバイダが前記少なくとも１つの連絡先リストに
含まれていない場合に前記少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツをフィ
ルタリングして排除すること、又は
　前記少なくとも１つのその他のコンテンツプロバイダが前記少なくとも１つの連絡先リ
ストに含まれている場合に前記少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツを
提示することのうちの少なくとも１つと、をさらに備えるＣ１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　無線通信装置であって、
　モバイルデバイスと関連づけられた制御レーティング優先度の確立、及び少なくとも１
つのコンテンツプロバイダからの少なくとも１つのコンテンツを備える少なくとも１つの
メッセージの受信に関連する命令を保持するメモリと、
　前記メモリ内に保持される前記命令を実行するように構成された、前記メモリに結合さ
れたプロセッサと、を備え、前記少なくとも１つのメッセージは、前記少なくとも１つの
コンテンツと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティングを備え、前記少な
くとも１つのコンテンツは、前記制御レーティング優先度及び前記少なくとも１つのコン
テンツレーティングに少なくとも部分的に基づいてフィルタリングされる、無線通信装置
。
［Ｃ１４］
　前記少なくとも１つのコンテンツレーティングは、予め定義されたコンテンツレーティ
ング基準に少なくとも部分的に基づいて決定され、前記予め定義されたコンテンツレーテ
ィング基準は、コンテンツ内の言葉の性質、オーディオコンテンツの性質、又はビジュア
ルコンテンツの性質のうちの少なくとも１つに関連し、成人向け度がより高いコンテンツ
は、前記予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいて成人
向け度がより低いコンテンツよりも高いコンテンツレーティングが与えられるＣ１３に記
載の無線通信装置。
［Ｃ１５］
　前記メモリは、
　制御レーティング優先度メニューにおける前記制御レーティング優先度に関連するセキ
ュリティコードの受信、
　制御レーティング優先度パラメータへのアクセス、及び
　予め定義された制御レーティング基準に少なくとも部分的に基づく前記制御レーティン
グ優先度の確立に関連する命令を保持するＣ１３に記載の無線通信装置。
［Ｃ１６］
　前記メモリは、
　セキュリティが確保されたコンテンツフォルダに関連するセキュリティコードの受信、
　前記受信されたセキュリティコードが有効である場合における前記セキュリティが確保
されたコンテンツフォルダへのアクセス、及び
　前記セキュリティが確保されたコンテンツフォルダからの少なくとも１つのその他のコ
ンテンツの受信に関連する命令をさらに保持し、前記少なくとも１つのその他のコンテン
ツは、前記コンテンツレーティング優先度及び前記少なくとも１つのその他のコンテンツ
と関連づけられた少なくとも1つのその他のコンテンツレーティングに少なくとも部分的
に基づいてフィルタリングされて排除され、前記セキュリティが確保されたコンテンツフ
ォルダに格納され、前記少なくとも1つのその他のコンテンツ及び前記少なくとも1つのそ
の他のコンテンツレーティングは、少なくとも１つのその他のメッセージ内に含められる
Ｃ１３に記載の無線通信装置。
［Ｃ１７］
　前記メモリは、
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　前記少なくとも1つのコンテンツプロバイダからの前記少なくとも1つのコンテンツと前
記少なくとも1つのコンテンツレーティングとを備える前記少なくとも1つのメッセージの
受信、及び
　前記コンテンツレーティング優先度及び前記少なくとも1つのコンテンツレーティング
に少なくとも部分的に基づく前記少なくとも1つのコンテンツのフィルタリングに関連す
る命令をさらに保持するＣ１３に記載の無線通信装置。
［Ｃ１８］
　モバイルデバイスと関連づけられた通信を容易にする無線通信装置であって、
　前記モバイルデバイスと関連づけられた制御レーティング優先度を設定するための手段
と、
　少なくとも１つのコンテンツを備える少なくとも１つのメッセージを少なくとも１つの
コンテンツプロバイダから受信するための手段と、を備え、前記少なくとも１つのメッセ
ージは、前記少なくとも１つのコンテンツと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツ
レーティングを備え、前記少なくとも１つのコンテンツは、前記制御レーティング優先度
及び前記少なくとも１つのコンテンツレーティングに少なくとも部分的に基づいてフィル
タリングされる、モバイルデバイスと関連づけられた通信を容易にする無線通信装置。
［Ｃ１９］
　前記少なくとも１つのコンテンツレーティングは、予め定義されたコンテンツレーティ
ング基準に少なくとも部分的に基づいて決定され、前記予め定義されたコンテンツレーテ
ィング基準は、コンテンツ内の言葉の性質、オーディオコンテンツの性質、又はビジュア
ルコンテンツの性質のうちの少なくとも１つに関連し、成人向け度がより高いコンテンツ
は、前記予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいて成人
向け度がより低いコンテンツよりも高いコンテンツレーティングが与えられるＣ１８に記
載の無線通信装置。
［Ｃ２０］
　制御レーティング優先度メニューにおける前記制御レーティング優先度に関連するセキ
ュリティコードを受信するための手段と、
　制御レーティング優先度パラメータにアクセスするための手段と、
　予め定義された制御レーティング基準に少なくとも部分的に基づいて前記制御レーティ
ング優先度を設定するための手段と、をさらに備えるＣ１８に記載の無線通信装置。
［Ｃ２１］
　コンピュータプログラム製品であって、
　モバイルデバイスと関連づけられた制御レーティング優先度を設定することを少なくと
も１つのコンピュータに行わせるための符号と、
　少なくとも１つのコンテンツを備える少なくとも１つのメッセージを少なくとも１つの
コンテンツプロバイダから受信することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるため
の符号と、を備えるコンピュータによって読み取り可能な媒体を備え、前記少なくとも1
つのメッセージは、前記少なくとも1つのコンテンツと関連づけられた少なくとも１つの
コンテンツレーティングを備え、前記少なくとも1つのコンテンツは、前記制御レーティ
ング優先度及び前記少なくとも1つのコンテンツレーティングに少なくとも部分的に基づ
いてフィルタリングされる、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ２２］
　制御レーティング優先度メニューにおける前記制御レーティング優先度に関連するセキ
ュリティコードを受信することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるための符号と
、
　制御レーティング優先度パラメータにアクセスすることを少なくとも１つのコンピュー
タに行わせるための符号と、
　予め定義された制御レーティング基準に少なくとも部分的に基づいて前記制御レーティ
ング優先度を設定することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるための符号と、を
備えるコンピュータによって読み取り可能な媒体、をさらに備えるＣ２１に記載のコンピ
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ュータプログラム製品。
［Ｃ２３］
　セキュリティが確保されたコンテンツフォルダに関連するセキュリティコードを受信す
ることを少なくとも１つのコンピュータに行わせるための符号と、
　前記受信されたセキュリティコードが有効である場合に前記セキュリティが確保された
コンテンツフォルダにアクセスすることを少なくとも１つのコンピュータに行わせるため
の符号と、
　前記セキュリティが確保されたコンテンツフォルダから少なくとも１つのその他のコン
テンツを受信することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるための符号と、を備え
るコンピュータによって読み取り可能な媒体をさらに備え、前記少なくとも１つのその他
のコンテンツは、前記コンテンツレーティング優先度及び前記少なくとも１つのその他の
コンテンツと関連づけられた少なくとも1つのその他のコンテンツレーティングに少なく
とも部分的に基づいてフィルタリングされて排除され、前記セキュリティが確保されたコ
ンテンツフォルダに格納され、前記少なくとも1つのその他のコンテンツ及び前記少なく
とも1つのその他のコンテンツレーティングは、少なくとも１つのその他のメッセージ内
に含められるＣ２１に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ２４］
　前記少なくとも1つのコンテンツと前記少なくとも1つのコンテンツレーティングとを備
える前記少なくとも1つのメッセージを前記少なくとも1つのコンテンツプロバイダから受
信することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるための符号と、
　前記少なくとも１つのコンテンツを評価することを少なくとも１つのコンピュータに行
わせるための符号と、
　前記少なくとも1つのコンテンツレーティングが前記コンテンツレーティング優先度の
値よりも高い値を有する場合に前記少なくとも1つのコンテンツをフィルタリングして排
除すること、又は
　前記少なくとも1つのコンテンツレーティングが前記コンテンツレーティング優先度の
前記値と同じであるか又はより低い値を有する場合に前記少なくとも1つのコンテンツを
提示することのうちの少なくとも１つを行うことを少なくとも１つのコンピュータに行わ
せるための符号と、を備えるコンピュータによって読み取り可能な媒体、をさらに備える
Ｃ２１に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ２５］
　前記少なくとも１つのコンテンツレーティングは、予め定義されたコンテンツレーティ
ング基準に少なくとも部分的に基づいて決定され、前記予め定義されたコンテンツレーテ
ィング基準は、コンテンツ内の言葉の性質、オーディオコンテンツの性質、又はビジュア
ルコンテンツの性質のうちの少なくとも１つにさらに関連し、成人向け度がより高いコン
テンツは、前記予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づい
て成人向け度がより低いコンテンツよりも高いコンテンツレーティングが与えられるＣ２
１に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ２６］
　無線通信システムにおいて、
　モバイルデバイスと関連づけられた制御レーティング優先度を確立し、及び
　少なくとも１つのコンテンツを備える少なくとも１つのメッセージを少なくとも１つの
コンテンツプロバイダから受信するように構成されたプロセッサを備え、前記少なくとも
１つのメッセージは、前記少なくとも１つのコンテンツと関連づけられた少なくとも１つ
のコンテンツレーティングを備え、前記少なくとも１つのコンテンツは、前記制御レーテ
ィング優先度及び前記少なくとも１つのコンテンツレーティングに少なくとも部分的に基
づいてフィルタリングされる、装置。
［Ｃ２７］
　前記プロセッサは、
　制御レーティング優先度メニューにおける前記制御レーティング優先度に関連するセキ
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ュリティコードを受信し、
　制御レーティング優先度パラメータにアクセスし、及び
　予め定義された制御レーティング基準に少なくとも部分的に基づいて前記制御レーティ
ング優先度を設定するようにさらに構成されるＣ２６に記載の装置。
［Ｃ２８］
　モバイルデバイスと関連づけられた通信を容易にする方法であって、
　少なくとも１つのコンテンツプロバイダから少なくとも１つのモバイルデバイスに送信
されている少なくとも１つのメッセージにおいて受信された少なくとも１つのコンテンツ
を評価することであって、前記少なくとも１つのメッセージは、前記少なくとも１つのコ
ンテンツと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティングを備えることと、
　前記少なくとも１つのコンテンツレーティング及び前記少なくとも１つのモバイルデバ
イスと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度に少なくとも部分
的に基づいて前記少なくとも１つのコンテンツをフィルタリングすること、とを備える、
モバイルデバイスと関連づけられた通信を容易にする方法。
［Ｃ２９］
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた前記少なくとも１つのコンテ
ンツレーティング優先度に関連する少なくとも１つのセキュリティコードを受信すること
と、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であるかどうかを決定することを容易
にするために前記少なくとも１つのセキュリティコードを評価することと、
　前記少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度と前記制御レーティング優先度を
設定することに関連するコマンドとを備えるメッセージを前記少なくとも１つのモバイル
デバイスから受信することであって、前記メッセージは、修正されたショートメッセージ
サービス（ＳＭＳ）メッセージであり、前記制御レーティング優先度は、追加のショート
メッセージサービス（ＳＭＳ）レーティング優先度パラメータ又は追加の拡張メッセージ
ングサービス（ＥＭＳ）レーティング優先度ヘッダのうちの少なくとも１つに含められる
ことと、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であると決定された場合に、前記少な
くとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティン
グ優先度パラメータを前記少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度に設定するこ
とと、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であると決定された場合に前記少なく
とも１つのコンテンツレーティング優先度を格納すること、とをさらに備えるＣ２８に記
載の方法。
［Ｃ３０］
　少なくとも１つのセキュリティコードを受信することは、
　コアネットワークと通信中の前記少なくとも１つのモバイルデバイス、前記コアネット
ワークと関連づけられたウェブサイト、又は前記コアネットワークと関連づけられた担当
者への音声呼のうちの少なくとも１つを介して前記少なくとも１つのセキュリティコード
を受信することをさらに備えるＣ２９に記載の方法。
［Ｃ３１］
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた前記少なくとも１つのセキュ
リティが確保されたコンテンツフォルダに関連する少なくとも１つのセキュリティコード
を受信することと、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であるかどうかを決定することを容易
にするために前記少なくとも１つのセキュリティコードを評価することと、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効である場合に前記少なくとも１つのセ
キュリティが確保されたコンテンツフォルダにアクセスすることと、
　少なくとも１つのフィルタリングされて排除されたコンテンツを取り出すことと、
　前記少なくとも１つのフィルタリングされて排除されたコンテンツを前記少なくとも１
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つのモバイルデバイス又は前記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた少な
くとも１つのユーザと関連づけられた少なくとも１つのその他の通信デバイスのうちの少
なくとも１つに提供すること、とをさらに備えるＣ２８に記載の方法。
［Ｃ３２］　
　前記少なくとも１つのコンテンツをフィルタリングすることは、
　前記少なくとも１つのコンテンツレーティングが前記コンテンツレーティング優先度の
値よりも高い値を有する場合に前記少なくとも１つのコンテンツをフィルタリングして排
除すること、又は
　前記少なくとも１つのコンテンツレーティングが前記コンテンツレーティング優先度の
前記値と同じであるか又はより低い値を有する場合に前記少なくとも１つのコンテンツを
前記少なくとも１つのモバイルデバイスに提示することのうちの少なくとも１つをさらに
備えるＣ２８に記載の方法。
［Ｃ３３］
　前記少なくとも１つのメッセージを前記少なくとも１つのコンテンツプロバイダから受
信することをさらに備え、前記少なくとも１つのメッセージは、追加のショートメッセー
ジサービス（ＳＭＳ）レーティングパラメータ、追加の拡張メッセージングサービス（Ｅ
ＭＳ）レーティングヘッダ、又は前記少なくとも１つのメッセージの前記本体内のレーテ
ィングフィールドのうちの少なくとも１つに含められる前記少なくとも１つのコンテンツ
レーティングを備える修正されたショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージであ
り、前記レーティングフィールドは、１つ以上のキーワードによって特定されるＣ２８に
記載の方法。
［Ｃ３４］
　前記制御レーティング優先度に関連する問い合わせとコマンドとを備えるメッセージを
前記少なくとも１つのモバイルデバイスから受信することであって、前記メッセージは、
修正されたショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージであり、前記問い合わせは
、追加のショートメッセージサービス（ＳＭＳ）問い合わせパラメータ又は追加の拡張メ
ッセージングサービス（ＥＭＳ）問い合わせヘッダのうちの少なくとも１つに含められる
ことと、
　前記問い合わせに少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも１つのモバイルデバイス
と関連づけられた前記制御レーティング優先度の現在値を取り出すことと、
　前記問い合わせに応答して前記制御レーティング優先度の前記現在値を含む他のメッセ
ージを前記少なくとも１つのモバイルデバイスに送信すること、とをさらに備えるＣ２８
に記載の方法。
［Ｃ３５］
　少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツを備える少なくとも１つのその
他のメッセージを少なくとも１つのその他のコンテンツプロバイダから受信することと、
　前記少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツを評価することと、
　予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいて前記少なく
とも１つのレーティングされていないコンテンツのコンテンツレーティングを決定するこ
とと、
　前記決定されたコンテンツレーティングが前記コンテンツレーティング優先度の値より
も高い値を有する場合に前記少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツをフ
ィルタリングして排除すること、又は
　前記決定されたコンテンツレーティングが前記コンテンツレーティング優先度の前記値
と同じであるか又はより低い値を有する場合に前記少なくとも１つのレーティングされて
いないコンテンツを前記少なくとも１つのモバイルデバイスに提示することのうちの少な
くとも１つと、をさらに備えるＣ２８に記載の方法。
［Ｃ３６］
　前記予め定義されたコンテンツレーティング基準は、コンテンツ内の言葉の性質、オー
ディオコンテンツの性質、又はビジュアルコンテンツの性質のうちの少なくとも１つに関
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連し、成人向け度がより高いコンテンツは、前記予め定義されたコンテンツレーティング
基準に少なくとも部分的に基づいて成人向け度がより低いコンテンツよりも高いコンテン
ツレーティングが与えられるＣ３５に記載の方法。
［Ｃ３７］
　少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツを備える少なくとも１つのその
他のメッセージを少なくとも１つのその他のコンテンツプロバイダから受信することと、
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた少なくとも１つの連絡先リス
トを再検討することと、
　前記少なくとも１つのその他のコンテンツプロバイダが前記少なくとも１つの連絡先リ
ストに含まれていない場合に前記少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツ
をフィルタリングして排除すること、又は
　前記少なくとも１つのその他のコンテンツプロバイダが前記少なくとも１つの連絡先リ
ストに含まれている場合に前記少なくとも１つのレーティングされていないコンテンツを
前記少なくとも１つのモバイルデバイスに提示することのうちの少なくとも１つと、をさ
らに備えるＣ２８に記載の方法。
［Ｃ３８］
　無線通信装置であって、
　少なくとも１つのコンテンツプロバイダから少なくとも１つのモバイルデバイスに送信
されている少なくとも１つのメッセージにおいて受信された少なくとも１つのコンテンツ
の評価、及び
　前記少なくとも１つのコンテンツと関連づけられた前記少なくとも１つのコンテンツレ
ーティング及び前記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた少なくとも１つ
のコンテンツレーティング優先度に少なくとも部分的に基づいた前記少なくとも１つのコ
ンテンツのフィルタリングに関連する命令を保持するメモリと、
　前記メモリ内に保持された前記命令を実行するように構成された、前記メモリに結合さ
れたプロセッサと、を備え、前記少なくとも１つのメッセージは、前記少なくとも１つの
コンテンツレーティングを備え、前記少なくとも１つのコンテンツレーティングは、前記
予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づく、無線通信装置
。
［Ｃ３９］
　前記メモリは、
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた前記少なくとも１つのコンテ
ンツレーティング優先度に関連する少なくとも１つのセキュリティコードの受信、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であるかどうかを決定することを容易
にするための前記少なくとも１つのセキュリティコードの評価、
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスからの前記少なくとも１つのコンテンツレーテ
ィング優先度の受信、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であると決定された場合における、前
記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレー
ティング優先度パラメータの前記少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度への設
定、及び
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であると決定された場合における前記
少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度の格納に関連する命令をさらに保持する
Ｃ３８に記載の無線通信装置。
［Ｃ４０］
　モバイルデバイスと関連づけられた通信を容易にするにする無線通信装置であって、
　少なくとも１つのコンテンツプロバイダから少なくとも１つのモバイルデバイスに送信
されている少なくとも１つのメッセージにおいて受信された少なくとも１つのコンテンツ
を評価するための手段と、
　前記少なくとも１つのコンテンツと関連づけられた前記少なくとも１つのコンテンツレ
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ーティング及び前記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた少なくとも１つ
のコンテンツレーティング優先度に少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも１つのコ
ンテンツをフィルタリングするための手段と、を備え、前記少なくとも１つのメッセージ
は、前記少なくとも１つのコンテンツレーティングを備え、前記少なくとも１つのコンテ
ンツレーティングは、予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に
基づく、モバイルデバイスと関連づけられた通信を容易にする無線通信装置。
［Ｃ４１］
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた前記少なくとも１つのコンテ
ンツレーティング優先度に関連する少なくとも１つのセキュリティコードを受信するため
の手段と、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であるかどうかを決定することを容易
にするために前記少なくとも１つのセキュリティコードを評価するための手段と、
　前記少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度を前記少なくとも１つのモバイル
デバイスから受信するための手段と、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であると決定された場合に、前記少な
くとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティン
グ優先度パラメータを前記少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度に設定するた
めの手段と、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であると決定された場合に前記少なく
とも１つのコンテンツレーティング優先度を格納するための手段と、をさらに備えるＣ４
０に記載の無線通信装置。
［Ｃ４２］
　コンピュータプログラム製品であって、
　少なくとも１つのコンテンツプロバイダから少なくとも１つのモバイルデバイスに送信
されている少なくとも１つのメッセージにおいて受信された少なくとも１つのコンテンツ
を評価することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるための符号と、
　前記少なくとも１つのコンテンツと関連づけられた前記少なくとも１つのコンテンツレ
ーティング及び前記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた少なくとも１つ
のコンテンツレーティング優先度に少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも１つのコ
ンテンツをフィルタリングすることを少なくとも１つのコンピュータに行わせるための符
号と、を備えるコンピュータによって読み取り可能な媒体を備え、前記少なくとも１つの
メッセージは、前記少なくとも１つのコンテンツレーティングを備え、前記少なくとも１
つのコンテンツレーティングは、予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくと
も部分的に基づく、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ４３］
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた前記少なくとも１つのコンテ
ンツレーティング優先度に関連する少なくとも１つのセキュリティコードを受信すること
を少なくとも１つのコンピュータに行わせるための符号と、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であるかどうかを決定することを容易
にするために前記少なくとも１つのセキュリティコードを評価することを少なくとも１つ
のコンピュータに行わせるための符号と、
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスから前記少なくとも１つのコンテンツレーティ
ング優先度を受信することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるための符号と、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であると決定された場合に、前記少な
くとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた少なくとも１つのコンテンツレーティン
グ優先度パラメータを前記少なくとも１つのコンテンツレーティング優先度に設定するこ
とを少なくとも１つのコンピュータに行わせるための符号と、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であると決定された場合に前記少なく
とも１つのコンテンツレーティング優先度を格納することを少なくとも１つのコンピュー
タに行わせるための符号と、備えるコンピュータによって読み取り可能な媒体、をさらに
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備えるＣ４２に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ４４］
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた前記少なくとも１つのセキュ
リティが確保されたコンテンツフォルダに関連する少なくとも１つのセキュリティコード
を受信することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるための符号と、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効であるかどうかを決定することを容易
にするために前記少なくとも１つのセキュリティコードを評価することを少なくとも１つ
のコンピュータに行わせるための符号と、
　前記少なくとも１つのセキュリティコードが有効である場合に前記少なくとも１つのセ
キュリティが確保されたコンテンツフォルダにアクセスすることを少なくとも１つのコン
ピュータに行わせるための符号と、
　少なくとも１つのフィルタリングされて排除されたコンテンツを取り出すことを少なく
とも１つのコンピュータに行わせるための符号と、
　前記少なくとも１つのフィルタリングされて排除されたコンテンツを前記少なくとも１
つのモバイルデバイス又は前記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた少な
くとも１つのユーザと関連づけられた少なくとも１つのその他の通信デバイスのうちの少
なくとも１つに提供することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるための符号と、
を備えるコンピュータによって読み取り可能な媒体、をさらに備えるＣ４２に記載のコン
ピュータプログラム製品。
［Ｃ４５］
　前記予め定義されたコンテンツレーティング基準は、コンテンツ内の言葉の性質、オー
ディオコンテンツの性質、又はビジュアルコンテンツの性質のうちの少なくとも１つに関
連し、成人向け度がより高いコンテンツは、前記予め定義されたコンテンツレーティング
基準に少なくとも部分的に基づいて成人向け度がより低いコンテンツよりも高いコンテン
ツレーティングが与えられるＣ４２に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ４６］
　無線通信システムにおいて、
　少なくとも１つのコンテンツプロバイダから少なくとも１つのモバイルデバイスに送信
されている少なくとも１つのメッセージにおいて受信された少なくとも１つのコンテンツ
を評価し、及び
　前記少なくとも１つのコンテンツと関連づけられた前記少なくとも１つのコンテンツレ
ーティング及び前記少なくとも１つのモバイルデバイスと関連づけられた少なくとも１つ
のコンテンツレーティング優先度に少なくとも部分的に基づいて前記少なくとも１つのコ
ンテンツをフィルタリングするように構成されたプロセッサ、を備え、前記少なくとも１
つのメッセージは、前記少なくとも１つのコンテンツレーティングを備え、前記少なくと
も１つのコンテンツレーティングは、予め定義されたコンテンツレーティング基準に少な
くとも部分的に基づく、装置。
［Ｃ４７］
　前記予め定義されたコンテンツレーティング基準は、コンテンツ内の言葉の性質、オー
ディオコンテンツの性質、又はビジュアルコンテンツの性質のうちの少なくとも１つに関
連し、成人向け度がより高いコンテンツは、前記予め定義されたコンテンツレーティング
基準に少なくとも部分的に基づいて成人向け度がより低いコンテンツよりも高いコンテン
ツレーティングが与えられるＣ４６に記載の装置。
［Ｃ４８］
　モバイルデバイスと関連づけられた通信を容易にする方法であって、
　予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいてコンテンツ
のためのコンテンツレーティングを決定することと、
　前記コンテンツを提供するコンテンツプロバイダによって少なくとも１つのモバイルデ
バイスに送信されたコンテンツをフィルタリングすることを容易にするために前記少なく
とも１つのモバイルデバイスに送信されるメッセージ内に前記コンテンツ及び前記コンテ
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ンツレーティングを挿入すること、とを備える、モバイルデバイスと関連づけられた通信
を容易にする方法。
［Ｃ４９］
　前記メッセージは、追加のショートメッセージサービス（ＳＭＳ）レーティングパラメ
ータ、追加の拡張メッセージングサービス（ＥＭＳ）レーティングヘッダ、又は前記少な
くとも１つのメッセージの前記本体内のレーティングフィールドのうちの少なくとも１つ
に含められる前記コンテンツレーティングを備える修正されたショートメッセージサービ
ス（ＳＭＳ）メッセージであり、前記レーティングフィールドは、１つ以上のキーワード
によって特定されるＣ４８に記載の方法。
［Ｃ５０］
　前記予め定義されたコンテンツレーティング基準は、コンテンツ内の言葉の性質、オー
ディオコンテンツの性質、又はビジュアルコンテンツの性質のうちの少なくとも１つに関
連し、成人向け度がより高いコンテンツは、前記予め定義されたコンテンツレーティング
基準に少なくとも部分的に基づいて成人向け度がより低いコンテンツよりも高いコンテン
ツレーティングが与えられるＣ４８に記載の方法。
［Ｃ５１］
　無線通信装置であって、
　予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいたコンテンツ
のためのコンテンツレーティングの生成、及び
　前記コンテンツを提供するコンテンツプロバイダによって少なくとも１つのモバイルデ
バイスに送信されたコンテンツをフィルタリングすることを容易にするための前記少なく
とも１つのモバイルデバイスに送信されるメッセージ内への前記コンテンツ及び前記コン
テンツレーティングの挿入に関連する命令を保持するメモリと、
　前記メモリ内に保持された前記命令を実行するように構成された、前記メモリに結合さ
れたプロセッサと、を備える、無線通信装置。
［Ｃ５２］
　モバイルデバイスと関連づけられた通信を容易にする無線通信装置であって、
　予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいてコンテンツ
のためのコンテンツレーティングを決定するための手段と、
　前記コンテンツを提供するコンテンツプロバイダによって少なくとも１つのモバイルデ
バイスに送信されたコンテンツをフィルタリングすることを容易にするために前記少なく
とも１つのモバイルデバイスに送信されるメッセージ内に前記コンテンツ及び前記コンテ
ンツレーティングを挿入するための手段と、を備える、モバイルデバイスと関連づけられ
た通信を容易にする無線通信装置。
［Ｃ５３］
　コンピュータプログラム製品であって、
　予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいてコンテンツ
のためのコンテンツレーティングを生成することを少なくとも１つのコンピュータに行わ
せるための符号と、　　
　前記コンテンツを提供するコンテンツプロバイダによって少なくとも１つのモバイルデ
バイスに送信されたコンテンツをフィルタリングすることを容易にするために前記少なく
とも１つのモバイルデバイスに送信されるメッセージ内に前記コンテンツ及び前記コンテ
ンツレーティングを挿入することを少なくとも１つのコンピュータに行わせるための符号
と、を備えるコンピュータによって読み取り可能な媒体、を備える、コンピュータプログ
ラム製品。
［Ｃ５４］
　前記予め定義されたコンテンツレーティング基準は、コンテンツ内の言葉の性質、オー
ディオコンテンツの性質、又はビジュアルコンテンツの性質のうちの少なくとも１つに関
連し、成人向け度がより高いコンテンツは、前記予め定義されたコンテンツレーティング
基準に少なくとも部分的に基づいて成人向け度がより低いコンテンツよりも高いコンテン
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ツレーティングが与えられるＣ５３に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ５５］
　無線通信システムにおいて、
　予め定義されたコンテンツレーティング基準に少なくとも部分的に基づいてコンテンツ
のためのコンテンツレーティングを決定し、及び
　前記コンテンツを提供するコンテンツプロバイダによって少なくとも１つのモバイルデ
バイスに送信されたコンテンツをフィルタリングすることを容易にするために前記少なく
とも１つのモバイルデバイスに送信されるメッセージ内に前記コンテンツ及び前記コンテ
ンツレーティングを挿入するように構成されたプロセッサを備える、装置。
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