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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一又は複数のアドレスを記憶した記憶手段と、
　通信端末を宛先とするコンテンツデータを受信する受信手段と、
　前記受信したコンテンツデータの発信元のアドレスが前記記憶手段に記憶されたアドレ
スであるか否か判断する判断手段と、
　前記受信したコンテンツデータの発信元のアドレスが前記記憶手段に記憶されたアドレ
スであると前記判断手段が判断した場合、そのコンテンツデータの宛先の通信端末におけ
るコンテンツの表示態様を決定付けるパラメータ及び当該コンテンツデータを通信端末へ
送信する送信手段と
　を有し、
　前記コンテンツデータは、各々ハイパーリンクを表し、通信端末の表示デバイスに表示
させるテキスト又はイメージをそれぞれ示す一または複数のエレメントと、それらのレイ
アウトとを所定のマークアップ言語により記した表示制御データであり、
　前記パラメータは、前記一または複数のエレメントのうち認証を受けたアドレスへのハ
イパーリンクを表すエレメントであって、通信端末の表示デバイスに表示された後、その
操作子の操作によって選択アイコンと重なった時に所定のピクトグラムを出現させる特定
のテキスト又はイメージのエレメントを指し示すパラメータである
　ことを特徴とするコンテンツ流通管理装置。
【請求項２】
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　一又は複数のアドレスを記憶した記憶手段と、
　通信端末を宛先とするコンテンツデータを受信する受信手段と、
　前記受信したコンテンツデータの発信元のアドレスが前記記憶手段に記憶されたアドレ
スであるか否か判断する判断手段と、
　前記受信したコンテンツデータの発信元のアドレスが前記記憶手段に記憶されたアドレ
スであると前記判断手段が判断した場合、そのコンテンツデータの宛先の通信端末におけ
るコンテンツの表示態様を決定付けるパラメータ及び当該コンテンツデータを通信端末へ
送信する送信手段と
　を有し、
　前記コンテンツデータは、各々ハイパーリンクを表し、通信端末の表示デバイスに表示
させるテキスト又はイメージをそれぞれ示す一または複数のエレメントと、それらのレイ
アウトとを所定のマークアップ言語により記した表示制御データであり、
　前記パラメータは、前記一または複数のエレメントのうち認証を受けたアドレスへのハ
イパーリンクを表すエレメントであって、通信端末の表示デバイスに表示された後、その
操作子の操作によってハイライト表示になった時に所定のピクトグラムを出現させる特定
のテキスト又はイメージのエレメントを指し示すパラメータである
　ことを特徴とするコンテンツ流通管理装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のコンテンツ流通管理装置において、
　インターネット通信網のアドレスを含むリクエストを通信端末から受信する手段と、
　前記受信したリクエストをインターネット通信網へ転送する手段と
　を更に備えたコンテンツ流通管理装置。
【請求項４】
　一又は複数のアドレスを記憶した記憶手段と、
　コンテンツデータを受信した通信端末からそのコンテンツデータの格納元のアドレスを
受信する受信手段と、
　前記受信したアドレスが前記記憶手段に記憶されたアドレスであるか否か判断する判断
手段と、
　前記受信したアドレスが前記記憶手段に記憶されたアドレスであると前記判断手段が判
断した場合、そのコンテンツデータの宛先の通信端末におけるコンテンツの表示態様を決
定付けるパラメータを通信端末へ送信する送信手段と
　を有し、
　前記コンテンツデータは、各々ハイパーリンクを表し、通信端末の表示デバイスに表示
させるテキスト又はイメージをそれぞれ示す一または複数のエレメントとそれらのレイア
ウトとを所定のマークアップ言語により記した表示制御データであり、
　前記パラメータは、前記一または複数のエレメントのうち認証を受けたアドレスへのハ
イパーリンクを表すエレメントであって、通信端末の表示デバイスに表示された後、その
操作子の操作によって選択アイコンと重なった時に所定のピクトグラムを出現させる特定
のテキスト又はイメージのエレメントを指し示すパラメータである
　ことを特徴とするコンテンツ流通管理装置。
【請求項５】
　一又は複数のアドレスを記憶した記憶手段と、
　コンテンツデータを受信した通信端末からそのコンテンツデータの格納元のアドレスを
受信する受信手段と、
　前記受信したアドレスが前記記憶手段に記憶されたアドレスであるか否か判断する判断
手段と、
　前記受信したアドレスが前記記憶手段に記憶されたアドレスであると前記判断手段が判
断した場合、そのコンテンツデータの宛先の通信端末におけるコンテンツの表示態様を決
定付けるパラメータを通信端末へ送信する送信手段と
　を有し、
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　前記コンテンツデータは、各々ハイパーリンクを表し、通信端末の表示デバイスに表示
させるテキスト又はイメージをそれぞれ示す一または複数のエレメントとそれらのレイア
ウトとを所定のマークアップ言語により記した表示制御データであり、
　前記パラメータは、前記一または複数のエレメントのうち認証を受けたアドレスへのハ
イパーリンクを表すエレメントであって、通信端末の表示デバイスに表示された後、その
操作子の操作によってハイライト表示になった時に所定のピクトグラムを出現させる特定
のテキスト又はイメージのエレメントを指し示すパラメータである
　ことを特徴とするコンテンツ流通管理装置。
【請求項６】
　情報の表示手段と、
　操作子と、
　各々ハイパーリンクを表し、テキスト又はイメージをそれぞれ示す一または複数のエレ
メントとそれらのレイアウトとを所定のマークアップ言語により記した表示制御データで
あるコンテンツデータと、前記一または複数のエレメントのうち認証を受けたアドレスへ
のハイパーリンクを表すエレメントを指し示すパラメータとを受信する受信手段と、
　前記受信したコンテンツデータのエレメントが示すテキスト又はイメージをそのレイア
ウトに従って前記表示手段に表示させる第１の表示制御手段と、
　前記表示手段に表示されたテキスト又はイメージのうち、前記受信したパラメータが指
し示すエレメントを基に表示させたテキスト又はイメージと選択アイコンとが前記操作子
の操作によって重なった時に所定のピクトグラムを出現させる第２の表示制御手段と
　を備えた通信端末。
【請求項７】
　情報の表示手段と、
　操作子と、
　各々ハイパーリンクを表し、テキスト又はイメージをそれぞれ示す一または複数のエレ
メントとそれらのレイアウトとを所定のマークアップ言語により記した表示制御データで
あるコンテンツデータと、前記一または複数のエレメントのうち認証を受けたアドレスへ
のハイパーリンクを表すエレメントを指し示すパラメータとを受信する受信手段と、
　前記受信したコンテンツデータのエレメントが示すテキスト又はイメージをそのレイア
ウトに従って前記表示手段に表示させる第１の表示制御手段と、
　前記表示手段に表示されたテキスト又はイメージのうち、前記受信したパラメータが指
し示すエレメントを基に表示させたテキスト又はイメージが前記操作子の操作によってハ
イライト表示になった時に所定のピクトグラムを出現させる第２の表示制御手段と
　を備えた通信端末。
【請求項８】
　情報の表示手段と、操作子と、情報の通信手段とを有するコンピュータ装置に、
　各々ハイパーリンクを表し、テキスト又はイメージをそれぞれ示す一または複数のエレ
メントとそれらのレイアウトとを所定のマークアップ言語により記した表示制御データで
あるコンテンツデータと、前記一または複数のエレメントのうち認証を受けたアドレスへ
のハイパーリンクを表すエレメントを指し示すパラメータとを前記通信手段を介してを受
信する受信機能と、
　前記受信したコンテンツデータのエレメントが示すテキスト又はイメージをそのレイア
ウトに従って前記表示手段に表示させる第１の表示制御機能と、
　前記表示手段に表示されたテキスト又はイメージのうち、前記受信したパラメータが指
し示すエレメントを基に表示させたテキスト又はイメージと選択アイコンとが前記操作子
の操作によって重なった時に所定のピクトグラムを出現させる第２の表示制御機能と
　を実現させるプログラム。
【請求項９】
　情報の表示手段と、操作子と、情報の通信手段とを備えたコンピュータ装置に、
　各々ハイパーリンクを表し、テキスト又はイメージをそれぞれ示す一または複数のエレ
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メントとそれらのレイアウトとを所定のマークアップ言語により記した表示制御データで
あるコンテンツデータと、前記一または複数のエレメントのうち認証を受けたアドレスへ
のハイパーリンクを表すエレメントを指し示すパラメータとを前記通信手段を介して受信
する受信機能と、
　前記受信したコンテンツデータのエレメントが示すテキスト又はイメージをそのレイア
ウトに従って前記表示手段に表示させる第１の表示制御機能と、
　前記表示手段に表示されたテキスト又はイメージのうち、前記受信したパラメータが指
し示すエレメントを基に表示させたテキスト又はイメージが前記操作子の操作によってハ
イライト表示になった時に所定のピクトグラムを出現させる第２の表示制御機能と
　を実現させるプログラム。
【請求項１０】
　一又は複数のアドレスを記憶した記憶手段と、
　通信端末を宛先とするコンテンツデータを受信する受信手段と、
　前記受信したコンテンツデータの発信元のアドレスが前記記憶手段に記憶されたアドレ
スであるか否か判断する判断手段と、
　前記受信したコンテンツデータの発信元のアドレスが前記記憶手段に記憶されたアドレ
スであると前記判断手段が判断した場合、そのコンテンツデータの宛先の通信端末におけ
るコンテンツの表示態様を決定付けるパラメータ及び当該コンテンツデータを通信端末へ
送信する送信手段と
　を有するコンテンツ流通管理装置と、
　前記コンテンツ流通管理装置からパラメータ及びコンテンツデータを受信する受信手段
と、
　前記受信したコンテンツデータを表示すると共に、その表示態様を前記受信したパラメ
ータに従って制御するコンテンツ表示制御手段と
　を有する通信端末と
　を備えたコンテンツ流通システムであって、
　前記コンテンツデータは、各々ハイパーリンクを表し、通信端末の表示デバイスに表示
させるテキスト又はイメージをそれぞれ示す一または複数のエレメントとそれらのレイア
ウトとを所定のマークアップ言語により記した表示制御データであり、
　前記パラメータは、前記一または複数のエレメントのうち認証を受けたアドレスへのハ
イパーリンクを表すエレメントであって、通信端末の表示デバイスに表示された後、その
操作子の操作によって選択アイコンと重なった時に所定のピクトグラムを出現させる特定
のテキスト又はイメージのエレメントを指し示すパラメータである
　ことを特徴とするコンテンツ流通システム。
【請求項１１】
　一又は複数のアドレスを記憶した記憶手段と、
　通信端末を宛先とするコンテンツデータを受信する受信手段と、
　前記受信したコンテンツデータの発信元のアドレスが前記記憶手段に記憶されたアドレ
スであるか否か判断する判断手段と、
　前記受信したコンテンツデータの発信元のアドレスが前記記憶手段に記憶されたアドレ
スであると前記判断手段が判断した場合、そのコンテンツデータの宛先の通信端末におけ
るコンテンツの表示態様を決定付けるパラメータ及び当該コンテンツデータを通信端末へ
送信する送信手段と
　を有する前記コンテンツ流通管理装置と、
　前記コンテンツ流通管理装置からパラメータ及びコンテンツデータを受信する受信手段
と、
　前記受信したコンテンツデータを表示すると共に、その表示態様を前記受信したパラメ
ータに従って制御するコンテンツ表示制御手段と
　を有する通信端末と
　を備えたコンテンツ流通システムであって、
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　前記コンテンツデータは、各々ハイパーリンクを表し、通信端末の表示デバイスに表示
させるテキスト又はイメージをそれぞれ示す一または複数のエレメントとそれらのレイア
ウトとを所定のマークアップ言語により記した表示制御データであり、
　前記パラメータは、前記一または複数のエレメントのうち認証を受けたアドレスへのハ
イパーリンクを表すエレメントであって、通信端末の表示デバイスに表示された後、その
操作子の操作によってハイライト表示になった時に所定のピクトグラムを出現させる特定
のテキスト又はイメージのエレメントを指し示すパラメータである
　ことを特徴とするコンテンツ流通システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信端末向けのコンテンツの流通を制御する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話機の多くがＣＨＴＭＬ（Compact Hyper Text Markup Language）などのマーク
アップ言語で記述されたコンテンツを解釈可能なブラウザを実装するようになり、携帯電
話機のユーザがパーソナルコンピュータを利用するのと同じようにインターネットから様
々な情報を入手して閲覧できるような通信環境が整いつつある。このような環境の整備を
背景として、「コンテンツプロバイダ」と呼ばれる、携帯電話機用の各種コンテンツをイ
ンターネット上のサーバに蓄積して配信する事業者が現れるに至っている。そして、この
種の事業者の中には、携帯電話機のユーザが意図しないような不当な課金や情報発信を余
儀なくさせるようなコンテンツを提供する悪意者も少なくない。このような悪意あるコン
テンツプロバイダのコンテンツへの不用意なアクセスの防止を支援する仕組みを開示した
文献として、特許文献１がある。同文献に開示されたコンテンツ閲覧装置は、あるＵＲＬ
（Uniform Resource Locator）から取得して表示させているコンテンツ内の別のＵＲＬへ
ハイパーリンクされたエレメントに選択アイコンが移動すると、そのハイパーリンク先の
コンテンツの概要や属性などがポップアップ表示されるようになっている。この仕組みを
既存の携帯電話機に実装すれば、ユーザは、ハイパーリンク先のコンテンツが悪意あるコ
ンテンツプロバイダの提供にかかるものであるかを前もって了解することも可能である。
特許文献２乃至４にも同種の技術の開示がある。
【特許文献１】特開２００４－１７８５１２号公報
【特許文献２】特開２００５－３２０４１号公報
【特許文献３】特開２００４－４６４７８号公報
【特許文献４】特開２０００－２７６４７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、特許文献１などに開示された仕組みによると、携帯電話機は、別のＵＲ
Ｌへのハイパーリンクを含むコンテンツを表示させる際、そのハイパーリンク先のコンテ
ンツの概要や属性などを定義した定義データをも併せて取得することなしにポップアップ
表示を行うことができない。よって、定義データの取得に伴う携帯電話機の処理負担の増
大という問題が発生し得る。一方、上述した不当な課金や情報発信は、「送信」や「決済
」などといったボタンを携帯電話機のユーザが選択したことをトリガーとして実行される
。よって、そのようなユーザの行為に対して注意を促す何らかのメッセージを出現させる
ようにすれば、ユーザ自らによる慎重な判断を促し、悪意あるコンテンツプロバイダの被
害をある程度抑止できると考えられる。
　本発明は、このような背景の下に案出されたものであり、ユーザによって行われようと
する操作に対して注意を促す仕組みを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
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　本発明は、一の態様において、一又は複数のアドレスを記憶した記憶手段と、通信端末
を宛先とするコンテンツデータを受信する受信手段と、前記受信したコンテンツデータの
発信元のアドレスが前記記憶手段に記憶されたアドレスであるか否か判断する判断手段と
、前記受信したコンテンツデータの発信元のアドレスが前記記憶手段に記憶されたアドレ
スであると前記判断手段が判断した場合、そのコンテンツデータの宛先の通信端末におけ
るコンテンツの表示態様を決定付けるパラメータ及び当該コンテンツデータを通信端末へ
送信する送信手段とを有し、前記コンテンツデータは、各々ハイパーリンクを表し、通信
端末の表示デバイスに表示させるテキスト又はイメージをそれぞれ示す一または複数のエ
レメントと、それらのレイアウトとを所定のマークアップ言語により記した表示制御デー
タであり、前記パラメータは、前記一または複数のエレメントのうち認証を受けたアドレ
スへのハイパーリンクを表すエレメントであって、通信端末の表示デバイスに表示された
後、その操作子の操作によって選択アイコンと重なった時に所定のピクトグラムを出現さ
せる特定のテキスト又はイメージのエレメントを指し示すパラメータであることを特徴と
するコンテンツ流通管理装置を提供する。
【０００５】
　本発明は、他の態様において、一又は複数のアドレスを記憶した記憶手段と、通信端末
を宛先とするコンテンツデータを受信する受信手段と、前記受信したコンテンツデータの
発信元のアドレスが前記記憶手段に記憶されたアドレスであるか否か判断する判断手段と
、前記受信したコンテンツデータの発信元のアドレスが前記記憶手段に記憶されたアドレ
スであると前記判断手段が判断した場合、そのコンテンツデータの宛先の通信端末におけ
るコンテンツの表示態様を決定付けるパラメータ及び当該コンテンツデータを通信端末へ
送信する送信手段とを有し、前記コンテンツデータは、各々ハイパーリンクを表し、通信
端末の表示デバイスに表示させるテキスト又はイメージをそれぞれ示す一または複数のエ
レメントと、それらのレイアウトとを所定のマークアップ言語により記した表示制御デー
タであり、前記パラメータは、前記一または複数のエレメントのうち認証を受けたアドレ
スへのハイパーリンクを表すエレメントであって、通信端末の表示デバイスに表示された
後、その操作子の操作によってハイライト表示になった時に所定のピクトグラムを出現さ
せる特定のテキスト又はイメージのエレメントを指し示すパラメータであることを特徴と
するコンテンツ流通管理装置を提供する。
【０００６】
　好ましい態様において、前記コンテンツ流通管理装置は、インターネット通信網のアド
レスを含むリクエストを通信端末から受信する手段と、前記受信したリクエストをインタ
ーネット通信網へ転送する手段とを更に備える。
【０００７】
　好ましい態様において、本発明は、一又は複数のアドレスを記憶した記憶手段と、コン
テンツデータを受信した通信端末からそのコンテンツデータの格納元のアドレスを受信す
る受信手段と、前記受信したアドレスが前記記憶手段に記憶されたアドレスであるか否か
判断する判断手段と、前記受信したアドレスが前記記憶手段に記憶されたアドレスである
と前記判断手段が判断した場合、そのコンテンツデータの宛先の通信端末におけるコンテ
ンツの表示態様を決定付けるパラメータを通信端末へ送信する送信手段とを有し、前記コ
ンテンツデータは、各々ハイパーリンクを表し、通信端末の表示デバイスに表示させるテ
キスト又はイメージをそれぞれ示す一または複数のエレメントとそれらのレイアウトとを
所定のマークアップ言語により記した表示制御データであり、前記パラメータは、前記一
または複数のエレメントのうち認証を受けたアドレスへのハイパーリンクを表すエレメン
トであって、通信端末の表示デバイスに表示された後、その操作子の操作によって選択ア
イコンと重なった時に所定のピクトグラムを出現させる特定のテキスト又はイメージのエ
レメントを指し示すパラメータであることを特徴とするコンテンツ流通管理装置を提供す
る。
【０００８】
　本発明は、さらに他の好ましい態様において、一又は複数のアドレスを記憶した記憶手



(7) JP 4995590 B2 2012.8.8

10

20

30

40

50

段と、コンテンツデータを受信した通信端末からそのコンテンツデータの格納元のアドレ
スを受信する受信手段と、前記受信したアドレスが前記記憶手段に記憶されたアドレスで
あるか否か判断する判断手段と、前記受信したアドレスが前記記憶手段に記憶されたアド
レスであると前記判断手段が判断した場合、そのコンテンツデータの宛先の通信端末にお
けるコンテンツの表示態様を決定付けるパラメータを通信端末へ送信する送信手段とを有
し、前記コンテンツデータは、各々ハイパーリンクを表し、通信端末の表示デバイスに表
示させるテキスト又はイメージをそれぞれ示す一または複数のエレメントとそれらのレイ
アウトとを所定のマークアップ言語により記した表示制御データであり、前記パラメータ
は、、前記一または複数のエレメントのうち認証を受けたアドレスへのハイパーリンクを
表すエレメントであって、通信端末の表示デバイスに表示された後、その操作子の操作に
よってハイライト表示になった時に所定のピクトグラムを出現させる特定のテキスト又は
イメージのエレメントを指し示すパラメータであることを特徴とするコンテンツ流通管理
装置を提供する。
【００１１】
　本発明は、他の観点において、情報の表示手段と、操作子と、各々ハイパーリンクを表
し、テキスト又はイメージをそれぞれ示す一または複数のエレメントとそれらのレイアウ
トとを所定のマークアップ言語により記した表示制御データであるコンテンツデータと、
前記一または複数のエレメントのうち認証を受けたアドレスへのハイパーリンクを表すエ
レメントを指し示すパラメータとを受信する受信手段と、前記受信したコンテンツデータ
のエレメントが示すテキスト又はイメージをそのレイアウトに従って前記表示手段に表示
させる第１の表示制御手段と、前記表示手段に表示されたテキスト又はイメージのうち、
前記受信したパラメータが指し示すエレメントを基に表示させたテキスト又はイメージと
選択アイコンとが前記操作子の操作によって重なった時に所定のピクトグラムを出現させ
る第２の表示制御手段とを備えた通信端末を提供する。
【００１２】
　本発明は、さらに他の観点において、情報の表示手段と、操作子と、各々ハイパーリン
クを表し、テキスト又はイメージをそれぞれ示す一または複数のエレメントとそれらのレ
イアウトとを所定のマークアップ言語により記した表示制御データであるコンテンツデー
タと、前記一または複数のエレメントのうち認証を受けたアドレスへのハイパーリンクを
表すエレメントを指し示すパラメータとを受信する受信手段と、
　前記受信したコンテンツデータのエレメントが示すテキスト又はイメージをそのレイア
ウトに従って前記表示手段に表示させる第１の表示制御手段と、前記表示手段に表示され
たテキスト又はイメージのうち、前記受信したパラメータが指し示すエレメントを基に表
示させたテキスト又はイメージが前記操作子の操作によってハイライト表示になった時に
所定のピクトグラムを出現させる第２の表示制御手段とを備えた通信端末を提供する。
【００１３】
　本発明は、さらに他の観点において、情報の表示手段と、操作子と、情報の通信手段と
を有するコンピュータ装置に、各々ハイパーリンクを表し、テキスト又はイメージをそれ
ぞれ示す一または複数のエレメントとそれらのレイアウトとを所定のマークアップ言語に
より記した表示制御データであるコンテンツデータと、前記一または複数のエレメントの
うち認証を受けたアドレスへのハイパーリンクを表すエレメントを指し示すパラメータと
を前記通信手段を介してを受信する受信機能と、前記受信したコンテンツデータのエレメ
ントが示すテキスト又はイメージをそのレイアウトに従って前記表示手段に表示させる第
１の表示制御機能と、前記表示手段に表示されたテキスト又はイメージのうち、前記受信
したパラメータが指し示すエレメントを基に表示させたテキスト又はイメージと選択アイ
コンとが前記操作子の操作によって重なった時に所定のピクトグラムを出現させる第２の
表示制御機能とを実現させるプログラムを提供する。
【００１４】
　本発明は、さらに他の観点において、情報の表示手段と、操作子と、情報の通信手段と
を備えたコンピュータ装置に、各々ハイパーリンクを表し、テキスト又はイメージをそれ
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ぞれ示す一または複数のエレメントとそれらのレイアウトとを所定のマークアップ言語に
より記した表示制御データであるコンテンツデータと、前記一または複数のエレメントの
うち認証を受けたアドレスへのハイパーリンクを表すエレメントを指し示すパラメータと
を前記通信手段を介して受信する受信機能と、前記受信したコンテンツデータのエレメン
トが示すテキスト又はイメージをそのレイアウトに従って前記表示手段に表示させる第１
の表示制御機能と、前記表示手段に表示されたテキスト又はイメージのうち、前記受信し
たパラメータが指し示すエレメントを基に表示させたテキスト又はイメージが前記操作子
の操作によってハイライト表示になった時に所定のピクトグラムを出現させる第２の表示
制御機能とを実現させるプログラムを提供する。
【００１５】
　本発明は、他の観点において、一又は複数のアドレスを記憶した記憶手段と、通信端末
を宛先とするコンテンツデータを受信する受信手段と、前記受信したコンテンツデータの
発信元のアドレスが前記記憶手段に記憶されたアドレスであるか否か判断する判断手段と
、前記受信したコンテンツデータの発信元のアドレスが前記記憶手段に記憶されたアドレ
スであると前記判断手段が判断した場合、そのコンテンツデータの宛先の通信端末におけ
るコンテンツの表示態様を決定付けるパラメータ及び当該コンテンツデータを通信端末へ
送信する送信手段とを有するコンテンツ流通管理装置と、前記コンテンツ流通管理装置か
らパラメータ及びコンテンツデータを受信する受信手段と、前記受信したコンテンツデー
タを表示すると共に、その表示態様を前記受信したパラメータに従って制御するコンテン
ツ表示制御手段と、を有する通信端末とを備えたコンテンツ流通システムであって、前記
コンテンツデータは、各々ハイパーリンクを表し、通信端末の表示デバイスに表示させる
テキスト又はイメージをそれぞれ示す一または複数のエレメントとそれらのレイアウトと
を所定のマークアップ言語により記した表示制御データであり、前記パラメータは、前記
一または複数のエレメントのうち認証を受けたアドレスへのハイパーリンクを表すエレメ
ントであって、通信端末の表示デバイスに表示された後、その操作子の操作によって選択
アイコンと重なった時に所定のピクトグラムを出現させる特定のテキスト又はイメージの
エレメントを指し示すパラメータであることを特徴とするコンテンツ流通システムを提供
する。
　本発明は、好ましい態様において、一又は複数のアドレスを記憶した記憶手段と、通信
端末を宛先とするコンテンツデータを受信する受信手段と、前記受信したコンテンツデー
タの発信元のアドレスが前記記憶手段に記憶されたアドレスであるか否か判断する判断手
段と、前記受信したコンテンツデータの発信元のアドレスが前記記憶手段に記憶されたア
ドレスであると前記判断手段が判断した場合、そのコンテンツデータの宛先の通信端末に
おけるコンテンツの表示態様を決定付けるパラメータ及び当該コンテンツデータを通信端
末へ送信する送信手段とを有し、前記コンテンツ流通管理装置からパラメータ及びコンテ
ンツデータを受信する受信手段と、前記受信したコンテンツデータを表示すると共に、そ
の表示態様を前記受信したパラメータに従って制御するコンテンツ表示制御手段と、を有
する通信端末とを備えたコンテンツ流通システムであって、前記コンテンツデータは、各
々ハイパーリンクを表し、通信端末の表示デバイスに表示させるテキスト又はイメージを
それぞれ示す一または複数のエレメントとそれらのレイアウトとを所定のマークアップ言
語により記した表示制御データであり、前記パラメータは、前記一または複数のエレメン
トのうち認証を受けたアドレスへのハイパーリンクを表すエレメントであって、通信端末
の表示デバイスに表示された後、その操作子の操作によってハイライト表示になった時に
所定のピクトグラムを出現させる特定のテキスト又はイメージのエレメントを指し示すパ
ラメータであることを特徴とするコンテンツ流通システムを提供する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　（第１実施形態）
　本願発明の第１実施形態について説明する。
　まず、本実施形態で用いる主要な用語を定義する。「キャリア」とは、移動体パケット
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通信網を運営する通信事業者を意味する。「ユーザ」とは、移動体端末を購入した上でキ
ャリアとの間に移動体パケット通信網の利用契約を結んでいる者を意味する。「コンテン
ツプロバイダ」とは、インターネット通信網に設けた自らのサーバ装置からユーザに向け
た各種コンテンツの配信サービスを提供している事業者を意味する。コンテンツプロバイ
ダの中には、自らのコンテンツがユーザに不当な損害を与えるものでないことの認定をキ
ャリアより受けた上でサービスを提供する認定コンテンツプロバイダと、そのような認定
を受けることなくサービスを提供する非認定コンテンツプロバイダとが混在する。
【００１７】
　図１は、本実施形態に係るコンテンツ流通システムの全体構成図である。図に示すよう
に、このシステムは、移動体端末１０が接続される移動体パケット通信網２０、コンテン
ツ提供サーバ装置３０が接続されるインターネット通信網４０、及びそれらの両通信網の
間に介在するゲートウェイサーバ装置５０より構成される。
【００１８】
　移動体パケット通信網２０は、ＴＣＰ（transmission control protocol）／ＩＰ（int
ernet protocol）を簡素化したプロトコルや、そのＴＣＰ／ＩＰ上で実現される、ＨＴＴ
Ｐ（hyper text transfer protocol）に相当するプロトコルなどに準拠した手順でデータ
を転送するノードの集合体であり、基地局やパケット加入者処理装置を有する。一方、イ
ンターネット通信網４０は、ＴＣＰ／ＩＰや、そのＴＣＰ／ＩＰ上で実現されるＨＴＴＰ
、ＳＭＴＰ（simple mail transfer protocol）などに準拠した手順でデータを伝送する
ノードの集合体であり、サーバ装置やルータを有する。
【００１９】
　ゲートウェイサーバ装置５０は、キャリアによる管理の下、移動体パケット通信網２０
とインターネット通信網４０を相互接続する移動パケット関門中継交換局内にて稼働する
コンピュータであり、一方の通信網のノードから他方の通信網のノードへ送出されたデー
タは、このゲートウェイサーバ装置５０にてプロトコル変換された上で、他方の通信網の
ノードへと転送される。また、このゲートウェイサーバ装置５０は、変換の済んだデータ
を転送する際に本実施形態に特徴的な処理を併せて行うようになっている。この処理の詳
細については後述する。
【００２０】
　図２は、移動体端末１０の物理的構成を示す図である。移動体端末１０は、制御部１１
、送受信部１２、指示入力部１３、及び液晶表示部１４を備える。
　送受信部１２は、制御部１１による制御の下、移動体パケット通信網２０の基地局と無
線通信を行う。
　指示入力部１３は、ＰＢ（プッシュボタン）等の各種ボタン及びカーソルキーからなり
、ユーザによって入力操作が行われると、その入力操作に対応した操作信号を制御部１１
に供給する。液晶表示部１４は、液晶パネル等の表示装置から構成されており、制御部１
１による制御の下に各種情報を表示する。
【００２１】
　制御部１１は、ＣＰＵ１５、ＲＯＭ１６、ＲＡＭ１７、及びＥＥＰＲＯＭ１８を有して
いる。
　ＣＰＵ１５は、ＲＡＭ１７をワークエリアとして利用しつつ、ＲＯＭ１６やＥＥＰＲＯ
Ｍ１８に記憶された各種プログラムを実行する。
【００２２】
　ＲＯＭ１６には、プリインストールプログラムが記憶される。プリインストールプログ
ラムは、移動体端末１０の製造過程においてＲＯＭ１６に記憶されるプログラムであり、
具体的には、マルチタスクオペレーティングシステム（以下、「マルチタスクＯＳ」と記
す）、Java（登録商標）プラットフォームプログラム、ネイティブアプリケーションの各
プログラムである。これらのプログラムについて概説すると、まず、マルチタスクＯＳは
、ＴＳＳ（Time-Sharing System）による複数タスクの擬似的な並列実行を実現するため
に必要な、仮想メモリ空間割り当てなどの各種機能をサポートしたオペレーティングシス
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テムである。Javaプラットフォームプログラムは、後述するJava実行環境を実現すべくＣ
ＤＣ（Connected  Device Configuration）に従って記述されたプログラム群である。ネ
イティブアプリケーションは、通話やブラウジング、メール送受などといった移動体端末
１０の基本的なサービスを実現するプログラムであり、メール送受サービスの提供を受け
るためのメーラプリケーション、ブラウジングサービスの提供を受けるためのブラウザプ
リケーションを含む。
【００２３】
　ＥＥＰＲＯＭ１８は、Javaアプリケーション格納領域を有する。この領域には、Javaア
プリケーションが記憶される。Javaアプリケーションは、Java実行環境下における処理の
手順そのものを記述した実体プログラムとその実体プログラムの実行に伴って利用される
画像ファイルや音声ファイルとを取り纏めたＪａｒ(Java Archive)ファイル、及びそのＪ
ａｒファイルのインストールや起動、各種の属性を記したＡＤＦ（Application Descript
or File ）を有している。このJavaアプリケーションは、コンテンツプロバイダ若しくは
キャリアにより作成されてインターネット通信網４０のサーバ装置などに格納され、移動
体端末１０からのリクエストに応じてそれらのサーバ装置から適宜ダウンロードされるよ
うになっている。
【００２４】
　図３は、ＲＯＭ１６及びＥＥＰＲＯＭ１８の各種プログラムの実行により移動体端末１
０の制御部１１に実現され得る各部の論理的構成を示す図である。図に示すように、各種
プログラムを実行する移動体端末１０には、ブラウザ６１、メーラ６２、及びJava実行環
境６４がＯＳ６３上に実現され、また、ＥＥＰＲＯＭ１８には第１ストレージ６５と第２
ストレージ６６とが確保される。ブラウザ６１及びメーラ６２は、ＲＯＭ１６のネイティ
ブアプリケーションにより実現されるものであり、ＨＴＭＬ（Hyper Text Markup Langua
ge）形式で記述されたデータの受信やその解釈、電子メールの送受信などの役割を司る。
【００２５】
　Java実行環境６４は、ＲＯＭ１６のJavaプラットフォームプログラムにより実現される
。Java実行環境６４は、クラスライブラリ６７、ＪＶＭ（Java Virtual Machine）６８、
及びＪＡＭ（Java Application Manager）６９から成る。クラスライブラリ６７は、「ク
ラス」と呼ばれる、汎用性の高い特定の機能を持ったプログラムモジュール群を１つのフ
ァイルに取り纏めたものである。ＪＶＭ６８は、マルチタスクＯＳを搭載させた携帯器機
向けのコンフィギュレーションであるＣＤＣ用に最適化されたＪＶＭであり、Javaアプリ
ケーションとして提供されるバイトコードを解釈し及び実行する役割を司る。ＪＡＭ６９
は、Javaアプリケーションのダウンロードとインストールとを主導する役割を司る。
【００２６】
　第１ストレージ６５は、ＪＡＭ６９による主導の下にダウンロードされるJavaアプリケ
ーション（ＪａｒファイルとＡＤＦ）を格納する領域である。第２ストレージ６６は、Ja
vaアプリケーションの実行の際に生成されたデータをその終了後に格納しておくための領
域であり、インストールされた各Javaアプリケーション毎に個別の格納領域が割り当てら
れるようになっている。そして、あるJavaアプリケーションに割り当てた格納領域のデー
タは、そのJavaアプリケーションが実行されている間のみ書き換え可能となっており、別
のJavaアプリケーションが書き換えを行い得ないようになっている。
【００２７】
　図４は、コンテンツ提供サーバ装置３０のハードウェア概略構成を示す図である。この
サーバ装置３０は、コンテンツプロバイダによってそれぞれ運営されており、図に示すよ
うに、制御部３１、通信インターフェース３２、及びハードディスク３３を備えている。
　制御部３１は、ＣＰＵ３４、ＲＯＭ３５、ＲＡＭ３６などを内蔵する。
　通信インターフェース３２は、ＴＣＰ／ＩＰ、ＨＴＴＰなどのプロトコルに従ったデー
タの遣り取りを司る。
【００２８】
　ハードディスク３３は、コンテンツデータ３７を記憶する。コンテンツデータ３７は、
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コンテンツ提供サーバ装置３０の運営主体であるコンテンツプロバイダらの制作にかかる
Javaアプリケーション（ＪａｒファイルとＡＤＦ）、又は、移動体端末１０の液晶表示部
１４に表示させるテキスト又はイメージのエレメント（要素）とそのレイアウトをＨＴＭ
Ｌ（Hyper Text Markup Language）で記述したＨＴＭＬデータである。
【００２９】
　図５は、ゲートウェイサーバ装置５０のハードウェア概略構成を示す図である。このサ
ーバ装置５０は、キャリアによる管理の下に稼働しており、図に示すように、制御部５１
、通信インターフェース５２、及びハードディスク５３を備えている。
　コンテンツ提供サーバ装置３０と同様に、制御部５１は、ＣＰＵ５４、ＲＯＭ５５、Ｒ
ＡＭ５６を内臓し、また、通信インターフェース５２の構成も同サーバ装置３０と同様で
ある。
【００３０】
　ハードディスク５３は、ピクトグラム表示アプリケーション５７、及び認定ＣＰデータ
ベース５８を記憶する。
　ピクトグラム表示アプリケーション５７は、移動体端末１０にダウンロードさせるべく
キャリアらに作成された固有のJavaアプリケーション（ＪａｒファイルとＡＤＦ）である
。
　このピクトグラム表示アプリケーション５７は、移動体端末１０のＪＶＭ６８に、以下
の２つの機能を提供する。
ａパラメータ抽出機能
これは、移動体端末１０のブラウザ６１が受信したＨＴＭＬデータのヘッダ部から、アン
カータグと関連付けられる特定のエレメントを識別するパラメータ（以下、「エレメント
指定パラメータ」と呼ぶ）を抽出する機能である。
ｂピクトグラム表示機能
これは、ヘッダ部から抽出したパラメータが指し示すエレメントのテキスト又はイメージ
をブラウザ６１が表示させている表示位置と選択アイコンの移動先の位置とが重なった時
に、安全なリンク先であることを示すピクトグラムをその選択アイコンの近傍に出現させ
る機能である。
【００３１】
　認定ＣＰデータベース５８は、各々が、認定コンテンツプロバイダからコンテンツデー
タ３７として提供されるＨＴＭＬデータと対応する複数のレコードの集合体である。この
データベースを構成する１つのレコードは、「アドレス」と「パラメータ」の２つのフィ
ールドを有する。「アドレス」のフィールドには、ＨＴＭＬデータの格納元を示すＵＲＬ
（Uniform Resource Locator）が記憶される。「パラメータ」のフィールドには、エレメ
ント指定パラメータが記憶される。
　このデータベース５８には、ＨＴＭＬデータをコンテンツデータ３７として提供するコ
ンテンツプロバイダがキャリアによる認定審査を経て認定されるたびに、レコードが１つ
追加され、追加されたレコードの両フィールドにＵＲＬとエレメント指定パラメータが記
憶されることになっている。この認定手続の流れについて、以下に概説しておく。
【００３２】
　コンテンツプロバイダは、Dreamweaver（登録商標）などのＷｅｂサイト構築ツールを
用いて作成したＨＴＭＬデータを、そのＨＴＭＬデータを格納する予定である自らのサー
バ装置のＵＲＬ及びその他の必要事項を記述した認定申請書類と共にキャリアへ提出する
。ＨＴＭＬデータ及び認定申請書類の提出を受けたキャリアは、提出されたＨＴＭＬデー
タの内容が認定要件を満たすか否かを審査する。具体的には、ＨＴＭＬデータの内容その
ものが良俗に反するものでないか、及びそのＨＴＭＬデータにて各アンカータグの属性と
してそれぞれ記述されたハイパーリンク先に、移動体端末１０の個人情報などのリソース
を不正に導出するJavaアプリケーションが格納されていないかなどを検証する。ＨＴＭＬ
データが認定に足るものであるとの検証結果を得たキャリアは、ゲートウェイサーバ装置
５０の認定ＣＰデータベース５８に新たなレコードを追加し、認定申請書類に記されてい
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たＨＴＭＬデータのＵＲＬを新たなレコードの「アドレス」に記憶すると共に、検証過程
で得ていた、アンカータグに関連付けられていたエレメントのエレメント指定パラメータ
を、そのレコードの「パラメータ」のフィールドに記憶する。その後、コンテンツを認定
した旨をコンテンツプロバイダに通知する。通知を受けたコンテンツプロバイダは、認定
申請書類にＵＲＬとして記述しておいた自らのサーバ装置の記憶領域にＨＴＭＬデータを
格納し、その配信サービスを開始する。
【００３３】
　次に、本実施形態の動作について説明する。
　図６は、本実施形態の動作を示すフローチャートである。図に示す動作は、ゲートウェ
イサーバ装置５０に格納されているピクトグラム表示アプリケーション５７のダウンロー
ドを済ませた移動体端末１０の指示入力部１３が操作され、そのピクトグラム表示アプリ
ケーション５７とブラウザプリケーションとが起動されたことをトリガーとして開始され
る。
　上述したように、移動体端末１０はマルチタスクＯＳ６３を搭載してるので、ＴＳＳに
よる複数タスクの擬似的な並列実行が可能である。図７は、ピクトグラム表示アプリケー
ション５７とブラウザプリケーションが共に起動された際にＲＡＭ１７に確保されるメモ
リ空間を示す概念図である。図に示すように、ＲＡＭ１７には、マルチタスクＯＳ６３を
展開するメモリ空間１７ａ、ピクトグラム表示アプリケーション５７とその実行を支援す
るJavaプラットフォームアプリケーションを展開するメモリ空間１７ｂ、及びブラウザプ
リケーションを展開するメモリ空間１７ｃが個別に確保される。
【００３４】
　図６において、移動体端末１０の制御部１１は、移動体パケット通信網２０のパケット
加入者処理装置に対してパケット登録を行う（Ｓ１００）。パケット登録は、自端末１０
が移動体パケット通信網２０との間でパケット交換を執り行うための登録手続である。こ
のパケット登録を経て、移動体端末１０は、インターネット通信網４０との各種データの
送受信が可能となる。
【００３５】
　パケット登録が済むと、移動体端末１０の制御部１１は、指示入力部１３からのＵＲＬ
の入力を待つ。そして、ユーザが閲覧を希望するコンテンツデータのＵＲＬが指示入力部
１３から入力されると、制御部１１は、ＧＥＴの要求メソッドを含むＨＴＴＰリクエスト
をその入力されたＵＲＬを宛先として移動体パケット通信網２０へ送出する（Ｓ１１０）
。送出されたＨＴＴＰリクエストは、移動体パケット通信網２０を経由してゲートウェイ
サーバ装置５０に送信される。
【００３６】
　ＨＴＴＰリクエストを受信したゲートウェイサーバ装置５０の制御部５１は、そのＨＴ
ＴＰリクエストにプロトコル変換を施した上でインターネット通信網４０へ転送する（Ｓ
１２０）。転送されたＨＴＴＰリクエストは、インターネット通信網４０を経由してその
宛先のコンテンツ提供サーバ装置３０へ送信される。
【００３７】
　ＨＴＴＰリクエストを受信したコンテンツ提供サーバ装置３０の制御部３１は、そのＨ
ＴＴＰリクエストのあて先のＵＲＬが指し示すハードディスク３３の記憶領域から読み出
したＨＴＭＬデータを含むＨＴＴＰレスポンスを、ＨＴＴＰリクエストの発信元の移動体
端末１０を宛先としてインターネット通信網４０へ送出する（Ｓ１３０）。送出されたＨ
ＴＴＰレスポンスは、インターネット通信網４０を経由してゲートウェイサーバ装置５０
に送信される。
【００３８】
　ＨＴＴＰレスポンスを受信したゲートウェイサーバ装置５０の制御部５１は、そのＨＴ
ＴＰレスポンスにプロトコル変換を施した後、レスポンスの発信元のＵＲＬが、認定ＣＰ
データベース５８の何れかのレコードの「アドレス」のフィールドに記憶されているか否
か判断する（Ｓ１４０）。つまり、このステップでは、ＨＴＴＰレスポンスに含まれるＨ
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ＴＭＬデータが認定コンテンツプロバイダの提供にかかるものであるか否かが判断される
ことになる。
【００３９】
　ステップ１４０にてＵＲＬが認定ＣＰデータベース５８に記憶されていると判断した制
御部５１は、そのＵＲＬを「アドレス」のフィールドに記憶したレコードの「パラメータ
」のフィールドから読み出したエレメント指定パラメータをＨＴＴＰレスポンスのヘッダ
部に内包させた上で、移動体パケット通信網２０へ転送する（Ｓ１５０）。
【００４０】
　一方、ステップ１４０にてＵＲＬが認定ＣＰデータベース５８に記憶されていないと判
断した制御部５１は、エレメント指定パラメータをヘッダ部に内包させることなく、プロ
トコル変換を施したＨＴＴＰレスポンスをそのまま移動体パケット通信網２０へ転送する
（Ｓ１６０）。転送されたＨＴＴＰレスポンスは、移動体パケット通信網２０を経由して
その宛先の移動体端末１０へ送信される。
　以上で、処理が終了となる。
【００４１】
　ＨＴＴＰレスポンスを受信した移動体端末１０の制御部１１は、ブラウザアプリケーシ
ョンのタスクを実行することにより、そのＨＴＴＰレスポンスに含まれるＨＴＭＬデータ
を解釈して得た画面を液晶表示部１４に表示させると共に、ＨＴＭＬデータに内包される
パラメータに応じてその表示態様を制御する。具体的には、以下の手順に従って処理を行
う。
　制御部は１１、ＨＴＭＬデータのヘッダ部にエレメント指定パラメータが含まれている
か否かを判断し、エレメント指定パラメータが含まれていれば、そのエレメント指定パラ
メータをヘッダ部から抽出し、抽出したパラメータが指し示すエレメントを特定する。
　更に、ＨＴＭＬデータとして記述された各エレメントが示すテキストまたはイメージを
そのレイアウトに従って配置した画面を液晶表示部１４に表示させる。そして、エレメン
ト指定パラメータを抽出していたときは、液晶表示部１４に画面を表示させた後、そのエ
レメント指定パラメータが指し示すエレメントに従って表示させたテキスト又はイメージ
と選択アイコンが重なったかどうかを監視し、それらのテキスト又はイメージと選択アイ
コンが重なったことを契機としてピクトグラムを表示させる。
【００４２】
　図８は、このピクトグラムが表示される様子を示す図である。上述したように、ピクト
グラム表示アプリケーション５７は、パラメータ抽出機能とピクトグラム表示機能とを制
御部１１に付与する。ＨＴＭＬレスポンスが受信されると、そのレスポンスに含まれるＨ
ＴＭＬデータを解釈して得た各エレメントが液晶表示部１４の表示領域一面に表示される
。これは、ブラウザプリケーションの作用による。更に、図では、各エレメントとそれぞ
れ対応するテキスト又はイメージのうち、「Ａ社銀行サイト」のサイトへハイパーリンク
されたイメージ（ボタン）と重なる位置まで選択アイコン９１が移動されており、安全な
サイトであることを示す錠前を模ったピクトグラム９２がその近傍に表示されている。こ
れは、ピクトグラム表示アプリケーション５７のパラメータ抽出機能の作用を受けた制御
部１１が、「Ａ社銀行サイト」のイメージ（ボタン）のエレメントを指し示すエレメント
指定パラメータをＨＴＭＬレスポンスのヘッダ部から前もって抽出しており、ピクトグラ
ム表示機能の作用を受けた制御部１１がそのエレメント指定パラメータが示す「Ａ社銀行
サイト」のイメージ（ボタン）と選択アイコン９１の移動先の位置が重なったことを契機
としてピクトグラム９２を出現させたためである。このピクトグラム９２の出現の有無を
確認することにより、ユーザは、ハイパーリンク先のサイトが悪意あるコンテンツプロバ
イダの提供にかかるものでないことを視覚的に了知し得ることになる。
【００４３】
　以上説明した本実施形態によると、キャリアの管理の下に稼働するゲートウェイサーバ
装置５０は、インターネット通信網４０から自装置５０を経由して移動体パケット通信網
２０へ転送するＨＴＴＰレスポンスをプロトコル変換した際、そのＨＴＴＰレスポンスの
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発信元のＵＲＬがデータベースに記憶されているかを判断し、記憶されたＵＲＬであると
きは、エレメント指定パラメータをそのヘッダ部に内包させた上で移動体パケット通信網
２０へ転送するようになっている。
　よって、エレメント指定パラメータを埋め込んだＨＴＭＬレスポンスの宛先となり得る
各移動体端末１０にピクトグラム表示アプリケーション５７をゲートウェイサーバ装置５
０からダウンロードさせておけば、そのエレメント指定パラメータが指し示すエレメント
のテキスト又はイメージと選択アイコンの移動先が重なったことを契機としてピクトグラ
ムを出現させることができる。また、キャリアは、認定コンテンツプロバイダの制作する
コンテンツデータ３７自体に特定のプログラムを組み込ませるなどといったルールをプロ
バイダ側に課すことなく、悪意あるコンテンツへ不用意にアクセスしないようにユーザを
誘導していくことができる。
【００４４】
（第２実施形態）
　本願発明の第２実施形態について説明する。
　本実施形態における、「キャリア」、「ユーザ」、及び「コンテンツプロバイダ」の意
義は第１実施形態と同様である。
　第１実施形態では、移動体端末１０宛てのＨＴＴＰレスポンスを受信したゲートウェイ
サーバ装置５０が、そのＨＴＴＰレスポンスのヘッダ部にエレメント指定パラメータを内
包させて転送するようになっていた。これに対し、本実施形態に係るゲートウェイサーバ
装置５０は、移動体端末１０宛てのＨＴＴＰレスポンスをプロトコル変換してそのまま転
送した後、そのＨＴＴＰレスポンスを受信した移動体端末１０からのリクエストを改めて
受信してからエレメント指定パラメータを送信する。
【００４５】
　本実施形態の移動体端末１０、コンテンツ提供サーバ装置３０、及びゲートウェイサー
バ装置５０のハードウェア構成は第１実施形態と同様なので再度の説明を割愛する。
【００４６】
　図９は、本実施形態の動作を示すフローチャートである。図に示す動作は、ゲートウェ
イサーバ装置５０に格納されているピクトグラム表示アプリケーション５７のダウンロー
ドを済ませた移動体端末１０の指示入力部１３が操作され、そのピクトグラム表示アプリ
ケーション５７とブラウザプリケーションとが起動されたことをトリガーとして開始され
る。
【００４７】
　図９において、移動体端末１０の制御部１１は、移動体パケット通信網２０のパケット
加入者処理装置に対してパケット登録を行う（Ｓ２００）。
　パケット登録が済むと、移動体端末１０の制御部１１は、指示入力部１３からのＵＲＬ
の入力を待つ。そして、ユーザが閲覧を希望するコンテンツデータのＵＲＬが指示入力部
１３から入力されると、制御部１１は、ＧＥＴの要求メソッドを含むＨＴＴＰリクエスト
をその入力されたＵＲＬを宛先として移動体パケット通信網２０へ送出する（Ｓ２１０）
。送出されたＨＴＴＰリクエストは、移動体パケット通信網２０を経由してゲートウェイ
サーバ装置５０に送信される。
【００４８】
　ＨＴＴＰリクエストを受信したゲートウェイサーバ装置５０の制御部５１は、そのＨＴ
ＴＰリクエストにプロトコル変換を施した上でインターネット通信網４０へ転送する（Ｓ
２２０）。転送されたＨＴＴＰリクエストは、インターネット通信網４０を経由してその
宛先のコンテンツ提供サーバ装置３０へ送信される。
　ＨＴＴＰリクエストを受信したコンテンツ提供サーバ装置３０の制御部３１は、そのＨ
ＴＴＰリクエストのあて先のＵＲＬが指し示すハードディスク３３の記憶領域から読み出
したＨＴＭＬデータを含むＨＴＴＰレスポンスを、ＨＴＴＰリクエストの発信元の移動体
端末１０を宛先としてインターネット通信網４０へ送出する（Ｓ２３０）。送出されたＨ
ＴＴＰレスポンスは、インターネット通信網４０を経由してゲートウェイサーバ装置５０
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に送信される。
【００４９】
　ＨＴＴＰレスポンスを受信したゲートウェイサーバ装置５０の制御部５１は、そのＨＴ
ＴＰレスポンスにプロトコル変換を施した後、移動体パケット通信網２０へ転送する（Ｓ
２４０）。転送されたＨＴＴＰレスポンスは、移動体パケット通信網２０を経由してその
宛先の移動体端末１０へ送信される。
　ＨＴＴＰレスポンスを受信した移動体端末１０の制御部１１は、そのレスポンスの発信
元のコンテンツ提供サーバ装置３０のＵＲＬを内包させた問合せメッセージをゲートウェ
イサーバ装置５０を宛先として移動体パケット通信網２０へ送出する（Ｓ２５０）。送出
された問合せメッセージは、移動体パケット通信網２０を経由してゲートウェイサーバ装
置５０に送信される。
【００５０】
　問合せメッセージを受信したゲートウェイサーバ装置５０の制御部５１は、そのメッセ
ージに内包されるＵＲＬが、認定ＣＰデータベース５８の何れかのレコードの「アドレス
」のフィールドに記憶されているか否か判断する（Ｓ２６０）。
　ステップ２６０にてＵＲＬが認定ＣＰデータベース５８に記憶されていると判断した制
御部５１は、そのＵＲＬを「アドレス」のフィールドに記憶したレコードの「パラメータ
」のフィールドから読み出したエレメント指定パラメータを内包させた応答メッセージを
移動体パケット通信網２０へ送出する（Ｓ２７０）。
【００５１】
　一方、ステップ２７０にてＵＲＬが認定ＣＰデータベース５８に記憶されていないと判
断した制御部５１は、エレメント指定パラメータを内包させない応答メッセージを移動体
パケット通信網２０へ転送する（Ｓ２８０）。
【００５２】
　送出された応答メッセージは、移動体パケット通信網２０を経由してその宛先の移動体
端末１０へ送信される。応答メッセージを受信した移動体端末１０の制御部１１は、その
メッセージにエレメント指定パラメータが内包されているときは、そのパラメータを用い
たピクトグラムの表示制御を行う。
　以上説明したように、ＨＴＭＬデータの遣り取りとエレメント指定パラメータの遣り取
りを２回のセッションに分けて行ったとしても、第１実施形態と同様に、悪意あるコンテ
ンツへ不用意にアクセスしないようにユーザを誘導していくことができる。
【００５３】
（他の実施形態）
　本願発明は、種々の変形実施が可能である。
　上記実施形態では、ピクトグラム表示アプリケーション５７がゲートウェイサーバ装置
５０のハードディスク５３に格納されており、移動体端末１０からの要求を受けてゲート
ウェイサーバ装置５０からダウンロードされるようになっていた。これに対し、キャリア
の運営の下に稼働するサーバ装置をインターネット通信網４０に備え付けてピクトグラム
表示アプリケーション５７を格納させておき、そのサーバ装置から移動体端末１０へダウ
ンロードさせるようにしてもよい。
【００５４】
　また、ピクトグラム表示アプリケーション５７をJava実行環境上で稼働するJavaアプリ
ケーションとせずに、ネイティブアプリケーションとして移動体端末１０のＲＯＭ１６に
予め記憶させておくような構成をとってもよい。
【００５５】
　上記実施形態において、ゲートウェイサーバ装置５０は、自装置５０を経由するＨＴＴ
Ｐレスポンスの発信元のＵＲＬがハードディスク５３に記憶されているときは、そのＨＴ
ＴＰレスポンスのＨＴＭＬデータに含まれる特定のエレメントを識別するエレメント指定
パラメータをヘッダ部に内包させて転送し、ＨＴＴＰレスポンスを受信した移動体端末１
０は、そのレスポンスに含まれるＨＴＭＬデータを解釈して結果を基に液晶表示部１４に
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表示させた各エレメントのうちエレメント指定パラメータが指し示すエレメントと選択ア
イコンとが重なった時に、ピクトグラムを表示させるようになっていた。つまり、上記実
施形態では、ゲートウェイサーバ装置５０が、選択アイコンと重なった時にピクトグラム
を表示させる各エレメントの各々をエレメント指定パラメータとして逐一指定するように
なっていた。
　これに対し、ゲートウェイサーバ装置５０が、ＨＴＴＰレスポンスの発信元のＵＲＬが
ハードディスク５３に記憶されているか、つまり、認定コンテンツプロバイダの提供にか
かるものであるか否かを２値的に示すパラメータのみをＨＴＴＰレスポンスのヘッダ部に
内包させて転送するようにしてもよい。そして、この変形例では、そのようなパラメータ
を含むＨＴＴＰレスポンスを受信した移動体端末１０が、他のサイトへハイパーリンクさ
れたエレメント、つまり、ピクトグラムの出現対象とするエレメントを以下の２つのいず
れかの仕組みを用いて特定する。１つ目は、ピクトグラム表示アプリケーション５７に、
ヘッダ部にパラメータが含まれていたときに表示態様を変える特定のエレメントのタグの
種別を予め登録しておき、ＨＴＭＬデータを解釈していく課程でそれらの特定のエレメン
トのタグを抽出したときは、それらに従って表示させたテキスト又はイメージと選択アイ
コンが重なった時にピクトグラムを表示させるものである。２つ目は、タグの種別を登録
しておくことなく、ＨＴＭＬデータを解釈していく課程で抽出したタグに従って表示させ
たすべてのテキスト又はイメージの各々と選択アイコンが重なった時にピクトグラムを表
示させるものである。
　要するに、ゲートウェイサーバ装置５０によってＨＴＭＬデータに埋め込まれるパラメ
ータは、移動体端末１０におけるコンテンツの表示態様を決定付けるパラメータであれば
、特定のエレメントを指し示すものである必要はない。
【００５６】
　上記実施形態では、ゲートウェイサーバ装置５０が自装置５０を経由するＨＴＴＰレス
ポンスにエレメント指定パラメータを内包させていたが、コンテンツ提供サーバ装置３０
が、エレメント指定パラメータを埋め込んだＨＴＭＬデータをハードディスク３３に準備
し、ＨＴＴＰリクエストの受信を受けてそのパラメータ埋込済みのＨＴＭＬデータをＨＴ
ＴＰレスポンスとして返信してもよい。この変形例によると、ＨＴＴＰレスポンスの発信
元が認定コンテンツプロバイダのサーバ装置であるかどうかの判断をゲートウェイサーバ
装置５０に行わせることなく、上記実施形態と同様の効果を得ることができる。
【００５７】
　上記実施形態において、ゲートウェイサーバ装置５０は、エレメント指定パラメータを
ＨＴＴＰレスポンスのヘッダ部に内包させていたが、これをＨＴＴＰレスポンスの実体デ
ータの一部として転送してもよい。要するに、移動体端末１０側で、ＨＴＴＰレスポンス
からエレメント指定パラメータを抽出し得さえすれば、その包含形態は問わない。
　上記実施形態は、コンテンツデータの一種であるＨＴＭＬデータを含むＨＴＴＰレスポ
ンスを配信する際の動作をゲートウェイサーバ装置の動作を説明したが、Javaアプリケー
ションを配信する際にも同様の処理を行なってもよい。つまり、移動体端末１０からの要
求に応じてダウンロードされるJavaアプリケーションが認定コンテンツプロバイダの提供
にかかるものであるかをゲートウェイサーバ装置５０の経由時に判断し、認定コンテンツ
プロバイダの提供にかかるものであるときは、そのことを示すパラメータを内包させた上
でダウンロードさせるようにしてもよい。また、コンテンツとして移動体端末１０の液晶
表示部１４に表示させる各エレメントとそのレイアウトをＨＴＭＬで記述しておく必要は
なく、ＸＭＬ (Extensible Markup Language) などの他のマークアップ言語でこれを記述
してもよい。
【００５８】
　上記実施形態では、移動体端末１０、つまり、移動体パケット通信網２０を介したイン
ターネット通信網４０へのアクセスを可能とする携帯電話機にピクトグラム表示アプリケ
ーション５７を実装させていたが、同種のアプリケーションをインターネット通信網４０
への直接のアクセスが可能なパーソナルコンピュータに実装させたとしても同様の作用を
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【００５９】
　上記実施形態では、ハイパーリンク先のコンテンツが、認定コンテンツプロバイダの提
供にかかるかそれとも非認定コンテンツプロバイダの提供にかかるかをピクトグラム９２
の出現の有無によって識別させていたが、そのハイパーリンク先のコンテンツのＵＲＬが
マイメニューに登録されているか、ＵＩＭ（User Identity Module）などの着脱式外部記
憶媒体に記憶されているかをピクトグラム９２によって識別させてもよい。また、ハイパ
ーリンク先のコンテンツが、特定の決済方式（Ｅｄｙ（登録商標）やＳｕｉｃａ（登録商
標））に従ったアプリケーションのそれぞれを用いて支払い可能か否かをピクトグラム９
２によって識別させてもよい。
　上記実施形態では、エレメント指定パラメータが指し示すテキスト又はイメージと選択
アイコン９１が重なると、錠前を模ったピクトグラム９２がその近傍に出現するようにな
っていたが、キャリアや認定コンテンツプロバイダにより選定された任意の画像（広告）
を錠前のかわりに出現させるようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】コンテンツ流通システムの全体構成図である。
【図２】通信端末の物理的構成図である。
【図３】通信端末の論理的構成図である。
【図４】コンテンツ提供サーバ装置のハードウェア概略構成図である。
【図５】ゲートウェイサーバ装置のハードウェア概略構成図である。
【図６】第１実施形態の動作を示すフローチャートである。
【図７】メモリ空間を示す概念図である。
【図８】ピクトグラムが表示される様子を示す図である。
【図９】第２実施形態の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００６１】
１０…通信端末端末、１１，３１，５１…制御部、１２…送受信部、１３…指示入力部、
１４…液晶表示部、２０…移動体パケット通信網、３０…コンテンツ提供サーバ装置、３
２，５２…通信インターフェース、３３，５３…ハードディスク、４０…インターネット
通信網、５０…ゲートウェイサーバ装置
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