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１．概要と範囲
１．１

概要

ＴＴＣ標準では、ファクシミリやテレテックス等の文書通信技術がＯＳＩ（開放型相互接続）の参照モ
デルに基づき体系化されてきた。その結果、ＯＤＡ（開放型文書体系）及びその文書応用仕様（ＤＡＰ）
が、高度な文書表現や文書交換のための手段として規定された。さらに、ＤＴＡＭ（文書転送と操作）及
びＤＦＲ（文書保存／検索）などのＯＳＩ応用層上で、文書の交換、文書の遠隔操作、文書の管理などの
文書通信サービスを提供するための通信基本標準及びその通信応用仕様（ＣＡＰ）が規定された。

１．２

範囲

本標準は、ＯＤＡ文書通信サービスなどの既存の標準または仕様を基本とし、要素技術の制約および規
定だけでなく、どのように使い、それらをどのように組み合わせるかを規定する。

本ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｔ１９０は、登録／検索または編集操作のような基本サービスを規定する。さらに
基本サービスだけでなく複合サービスをより明確に理解させるために、これらの複合サービスのいくつか
を本標準にて導入する。

複合サービス（非同期型文書作成または共同編集など）は、基本サービスに基づき、他の標準において
規定される。

２．参照勧告等
参照勧告、及び標準は下記のＴＴＣ標準、ＩＴＵ−Ｔ勧告、及びＩＳＯ標準に記載されている。

２．１

国際標準及びＴＴＣ標準

–

ITU-T Recommendation T.411 (1993) | ISO/IEC 8613-1:1994, Information technology –
Open Document Architecture (ODA) and interchange format: Introduction and general
principles.

–

ITU-T Recommendation T.412 (1993) | ISO/IEC 8613-2:1995, Information technology –
Open Document Architecture (ODA) and interchange format: Document structures.

–

ITU-T Recommendation T.413 (1994) | ISO/IEC 8613-3:1994, Information technology –
Open Document Architecture (ODA) and interchange format: Abstract interface for the
manipulation of ODA documents.

–

ITU-T Recommendation T.414 (1993) | ISO/IEC 8613-4:1994, Information technology –
Open Document Architecture (ODA) and interchange format: Document profile.

–

ITU-T Recommendation T.415 (1993) | ISO/IEC 8613-5:1994, Information technology –
Open Document Architecture (ODA) and interchange format: Open Document Interchange
Format.

1

ＪＴ−Ｔ１９０

–

ITU-T Recommendation T.416 (1993) | ISO/IEC 8613-6:1994, Information technology –
Open Document Architecture (ODA) and interchange format: Character content
architectures.

–

ITU-T Recommendation T.417 (1993) | ISO/IEC 8613-7:1994, Information technology –
Open Document Architecture (ODA) and interchange format: Raster graphics content
architectures.

–

ITU-T Recommendation T.418 (1993) | ISO/IEC 8613-8:1994, Information technology –
Open Document Architecture (ODA) and interchange format: Geometric graphics content
architectures.

–

ITU-T Recommendation T.422 (1995) | ISO/IEC 8613-12:1994, Information technology –
Open Document Architecture (ODA) and interchange format: Identification of document
fragments.

–

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｔ１２２

オーディオグラフィック会議のための多地点通信サービスサ

ービス定義

２．２

–

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｔ１２５
ロトコル仕様

オーディオグラフィック会議のための多地点通信サービスプ

–

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｘ５００

–

ITU-T Recommendation X.501 (1993) | ISO/IEC 9594-2:1990, Information technology –
Open Systems Interconnection – The Directory – Models.

–

ITU-T Recommendation X.509 (1993) | ISO/IEC 9594-8:1990, Information technology –
Open Systems Interconnection – The Directory – Authentication framework.

–

ITU-T Recommendation X.511 (1993) | ISO/IEC 9594-3:1990, Information technology –
Open Systems Interconnection – The Directory – Abstract service definition.

–

ITU-T Recommendation X.518 (1993) | ISO/IEC 9594-4:1990, Information technology –
Open Systems Interconnection – The Directory – Procedures for distributed operation.

–

ITU-T Recommendation X.519 (1993) | ISO/IEC 9594-5:1990, Information technology –
Open Systems Interconnection – The Directory – Protocol specification.

–

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｘ５２０

–

ITU-T Recommendation X.521 (1993) | ISO/IEC 9594-7:1990, Information technology –
Open Systems Interconnection – The Directory – Selected object classes.

ディレクトリの基本体系

ディレクトリのオブジェクトクラスと属性型サービス定義

付加的な参照

–

ITU-T Recommendation T.435 (1995), Document Transfer And Manipulation (DTAM) –
Services and protocols – Abstract service definition and procedures for confirmed
document manipulation.
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–

ITU-T Recommendation T.436 (1995), Document Transfer And Manipulation (DTAM) –
Services and protocols – Protocol specifications for confirmed document manipulation.

–

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｔ５２２

–

ISO/IEC 10021:1990, Information technology – Text communication – Message-Oriented
Text Interchange Systems (MOTIS).

–

ISO/IEC 10166-1:1991, Information technology – Text and office systems – Document
Filing and Retrieval (DFR) – Part 1: Abstract service definition and procedures.

–

ISO/IEC 10166-1:1991/Cor. 1 and Cor. 2:1994, Information technology – Text and office
systems – Document Filing and Retrieval (DFR) – Part 1: Abstract service definition and
procedures – Technical corrigendum 1 and Technical corrigendum 2.

–

ISO/IEC 10166-2:1991, Information technology – Text and office systems – Document
Filing and Retrieval (DFR) – Part 2: Protocol specification.

–

ISO/IEC ISP 10610-1:1993, Information technology – International standardized profile
FOD11 – Open document format: Simple document structure – Character content
architecture only – Part 1: Document Application Profile (DAP).

–

ISO/IEC ISP 10611-1:1994, Information technology – International standardized profiles –
AMH1n – Message Handling Systems – Common messaging – Part 1: MHS service support.

–

ISO/IEC ISP 10611-2:1994, Information technology – International standardized profiles –
AMH1n – Message Handling Systems – Common messaging – Part 2: Specification of
ROSE, RTSE, ACSE, presentation and session protocols for use by MHS.

–

ISO/IEC ISP 10611-3:1994, Information technology – International standardized profiles –
AMH1n – Message Handling Systems – Common messaging – Part 3: AMH11 – Message
transfer (P1).

–

ISO/IEC ISP 10611-4:1994, Information technology – International standardized profiles –
AMH1n – Message Handling Systems – Common messaging – Part 4: AMH12 – MTS
access (P3).

–

ISO/IEC ISP 10611-5:1994, Information technology – International standardized profiles –
AMH1n – Message Handling Systems – Common messaging – Part 5: AMH13 – MS access
(P7).

–

ISO/IEC ISP 11181-1:1993, Information technology – International standardized profile
FOD26 – Open document format: Enhanced document structure – Character, raster
graphics and geometric graphics content architectures – Part 1: Document Application
Profile (DAP).

–

ISO/IEC ISP 11182-1:1993, Information technology – International standardized profile
FOD36 – Open document format: Extended document structure – Character, raster
graphics and geometric graphics content architectures – Part 1: Document Application
Profile (DAP).

文書バルク転送のための通信応用仕様ＢＴ１
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–

ISO/IEC ISP 12062-1:1995, Information technology – International standardized profiles –
AMH2n – Message Handling Systems – Interpersonal messaging – Part 1: IPM MHS
service support.

–

ISO/IEC ISP 12062-2:1995, Information technology – International standardized profiles –
AMH2n – Message Handling Systems – Interpersonal messaging – Part 2: AMH21 – IPM
content.

–

ISO/IEC ISP 12062-3:1995, Information technology – International standardized profiles –
AMH2n – Message Handling Systems – Interpersonal messaging – Part 3: AMH22 – IPM
requirements for Message Transfer (P1).

–

ISO/IEC ISP 12062-4:1995, Information technology – International standardized profiles –
AMH2n – Message Handling Systems – Interpersonal messaging – Part 4: AMH23 – IPM
requirements for MTS Access (P3).

–

ISO/IEC ISP 12062-5:1995, Information technology – International standardized profiles –
AMH2n – Message Handling Systems – Interpersonal messaging – Part 5: AMH24 – IPM
requirements for Enhanced MS Access (P7).

–

ISO/IEC ISP 12069, Information technology – International standardized profiles –
Application profiles for Document Filing and Retrieval (DFR).

–

ISO/IEC ISP, Information technology – International standardized profiles AODnn –
Application profiles for Open Document Architecture (ODA): Profiles for interactive
manipulation of ODA documents.

３．定義
用語を下記に定義する。

３．１

基本サービス

単独で利用可能なサ−ビス、あるいは、複合サービスにおける一部として利用され基礎的なサービス。

３．２

クライアント

サーバーによって提供される通信エンティティ要求サービス。

３．３

通信アプリケーション

通信エンティティによって情報の遠隔からのアクセス、管理、および編集操作を可能にし、通信エンテ
ィティの間の情報の転送と操作を実行する手段と手順。これらのエンティティは、文書ストア、文書スト
ア内の文書、そして文書内のフラグメントに対する遠隔からののアクセス、管理、編集操作を含んでもよ
い。通信アプリケーションは、情報と操作を転送するために通信モジュールを用いる。
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３．４

通信エンティティ

通信リンクを使って、遠隔の通信エンティティから、または遠隔の通信エンティティへ情報と操作を通
信することで通信アプリケーションを実行するエンティティ。通信エンティティは、人、ハードウェア、
またはソフトウェアで構成される。

３．５

通信リンク

2 つの通信エンティティ間の接続。

３．６

通信モジュール

応用層に属している標準化された操作とプロトコルの集合。

３．７

複合サービス

基本サービスに基づき構築され、文書通信仕様を用いて強化された作業を提供することができるサービス。

３．８

文書

ＯＤＡ文書。

３．９

部分文書

ＯＤＡ部分文書。

３．１０

文書ストア

明確な構造を持つ文書ストア。

３．１１

完全文書

別の文書の一部を構成しない完全な文書。

３．１２

サーバー

他の通信エンティティにサービスを提供する通信エンティティ。サーバーは文書ストアを所有し、管理
できる。

３．１３

サービス

文書通信仕様の明確な作業。

5
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３．１４

部分文書集合

１つ以上の部分文書。

３．１５

完全文書集合

１つ以上の完全文書。

３．１６

利用者

人の通信エンティティ。

４．略語
略語を下記に定義する。

ACSE

アソシエーション制御サービス要素

ADF

DFRのための応用仕様

AFT

FTのための応用仕様

AMH

MHSのための応用仕様

AOD

ODAのための応用仕様

ASE

アプリケーションサービス要素

ATS

テスト一式

BFT

バイナリーファイル転送

BS

基本サービス

BT

バルク転送

CAP

通信応用仕様

CCITT

国際電信電話諮問委員会

DAP

文書応用仕様

DFR

文書保存／検索

DM

文書編集操作

DOAM

分配オフィスアプリケーションモデル

DST

分配基本サービス

DTAM

文書転送と操作

DTAM-BT-NM

文書転送と操作-バルク転送-正常モード

DTAM-BT-TM

文書転送と操作-バルク転送-透過モード

DTAM-DM

文書転送と操作-文書編集操作

DTAM-TK

文書転送と操作-トークン交換

ECM

誤り訂正方式

ETS

ヨーロッパ通信標準

ETSI

ヨーロッパ通信標準機構

FAX3

G3ファクシミリ

FAX4

G4ファクシミリ

FOD

ODAのための変換様式と表現仕様
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FODA

ODAの形式仕様

FT

ファイル転送

FTAM

ファイル転送／編集操作

IEC

国際電気標準会議

IPM

対個人間のメッセージ

ISDN

統合サービスデジタル網

ISO

国際標準化機構

ISP

国際標準仕様

ISR

実装支援要求

ITU-T

国際電気通信連合-通信標準化セクタ

MCS

多地点通信サービス

MCU

多地点制御装置

MHS

メッセージハンドリングシステム

MNP

編集操作基本サービス

MPT

マルチポイントティング基本サービス

MS

メッセージ蓄積

MTS

メッセージ転送システム

N/A

適用付加

NM

正常モード

ODA

開放型文書体系

OSI

開放型システム間相互接続

PNT

ポインティング基本サービス

QOS

サービス品質

ROA

参照型オブジェクトアクセス

ROSE

遠隔操作サービス要素

RTR

検索基本サービス

RTSE

高信頼性転送サービス要素

SAR

蓄積／検索基本サービス

SE

サービス要素

STR

蓄積基本サービス

TE

端末装置

TK

トークン交換

TKI

トークン交換基本サービス

TM

透過モード

５．文書通信基本サービスの概論
本標準は文書通信のためのサービスを規定する。これらのうちのいくつかが基本サービスと見なされる。
複合サービス（ＩＴＵ−Ｔ勧告において規定）は、基本サービスの組み合わせとして定義される。本標準
において、サービス仕様のやり方が定義される（９章参照）。また、これらは、基本サービス（１０章参
照）に適用される一方、複合サービスにも適用される（６章参照）。

基本サービスでは、既存の文書と通信ベースに関する国際勧告や標準、仕様が使われる。
基本サービスでは、２つのグループが考慮される。
7
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−

複合サービスを規定するために用いられることなく、単独で利用できるサービスとして実装
され、利用者に提供される基本サービス。

−

複合サービスを規定するためにのみ使われる基本サービス。

それぞれの基本サービス（ＢＳ）には番号が割り当てられる。

最初のグループに属している基本サービスは、以下の５種類が存在する。
−

蓄積（ＢＳ１）

−

分配（ＢＳ２）

−

検索（ＢＳ３）

−

蓄積／検索（ＢＳ４）

−

編集操作（ＢＳ５）

蓄積と分配基本サービスは完全文書の検索のみに適用されが、一方、蓄積、検索および編集操作基本サ
ービスは完全文書と部分文書に適用される。

第２のグループに属している基本サービスとしては、以下の３種類が存在する。
−

ポインティング（ＢＳ６）

−

マルチポインティング（ＢＳ７）

−

トークン交換（ＢＳ８）

ポインティングとマルチポインティング基本サービスは部分文書のみに適用されるが、トークン交換基
本サービスは文書とは無関係である。

基本サービスのいくつかには、包含関係があるが、完全な階層関係はない。
また、基本サービスには以下のような包含関係がある。

−

蓄積基本サービスは、分配基本サービスに含まれる。

−

蓄積基本サービスは、蓄積／検索基本サービスに含まれる。

−

検索基本サービスは、蓄積／検索基本サービスに含まれる。

−

蓄積／検索基本サービスは、編集操作基本サービスに含まれる。

−

ポインティング基本サービスは、マルチポインティング基本サービスに含まれる。

基本サービスを以下の節における記述およびいくつかの例によって導入する。また、５．３節において
分類を行う。

５．１

単独で利用できる基本サービス

５．１．１

蓄積基本サービス

５．１．１．１

記述

この基本サービスは、通信エンティティ（送信者）から 1 つ以上の完全文書を遠隔にある文書ストア（受
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信者）に蓄積する機能を提供する。送信者には、新規文書を遠隔の文書ストアの通信エンティティに蓄積
する機能のみが提供され、遠隔の文書ストアにある文書を読むこと、削除すること、並びに修正すること
はできない。蓄積に先立って、文書は利用者の文書ストアに置かれる。新規文書が蓄積されている要求通
信エンティテイと蓄積する文書ストアの要求通信エンティティが双方とも遠隔にある場合に関しては、本
サービスの規定外である（第三者転送）。

５．１．１．２ 具体的なアプリケーション例

具体的なアプリケーション例：
−

遠隔システムへの文書の移転

−

利用者が共通の遠隔サーバーで文書を蓄積する遠隔蓄積サービス

５．１．２

分配基本サービス

５．１．２．１ 記述

この基本サービスは、１つの通信エンティティ(送信者)から遠隔にある１つ以上の文書ストア(受信者)
に１つ以上の完全文書を分配する機能を提供する。このサービスは、１つ以上の受信者の場合の蓄積サー
ビスの一般化である。

５．１．２．２ 具体的なアプリケーション例

具体的なアプリケーションの例：
−

文書の分配サービス

−

登録された予約申し込み者への電子ニュースの分配

５．１．３ 検索基本サービス

５．１．３．１ 記述

この基本サービスは、遠隔にある文書ストアの１つ以上の完全文書、あるいは部分文書を探索/検索する
機能を提供する。

５．１．３．２ 具体的なアプリケーション例

具体的なアプリケーションの例：
−

読み出し専用文書サーバー

−

文書の遠隔コンサルテーションシステム

５．１．４

蓄積及び検索基本サービス

５．１．４．１ 記述

9

ＪＴ−Ｔ１９０

この基本サービスは、遠隔にある文書ストアへ１つ以上の完全文書、あるいは部分文書を蓄積し、また、
遠隔にある文書ストアから情報検索する機能を提供する。蓄積された完全文書あるいは部分文書は、上書
きされない。

また、１つ以上の完全文書、あるいは部分文書の検索は、このサービスによって提供される。

このサービスは、検索基本サービスおよび蓄積基本サービスの上位セットである。しかし、それは蓄積
基本サービスと検索基本サービスの両機能を組み合わせたものではない。なぜなら蓄積基本サービスは完
全文書のみに適用され、蓄積及び検索基本サービスは、完全文書および部分文書に適用されるからである。

５．１．４．２

具体的なアプリケーション例

具体的なアプリケーションの例：
−

文書サーバーへの蓄積情報検索

−

利用者に対して既存の文書の修正を禁止する文書共同作成

５．１．５ 編集操作基本サービス

５．１．５．１ 記述

この基本サービスでは、１つの通信エンティティ(クライアント)が遠隔にある他の通信エンティティ(文
書ストアあるいはサーバー)にアクセスし、１つ以上の完全文書、あるいは部分文書を編集操作する機能を
提供する。

編集操作基本サービスは、検索基本サービスにより提供されるような検索操作や読み込み操作を含む。

５．１．５．２

具体的なアプリケーション例

具体的なアプリケーションの例：
−

遠隔にある文書の修正

−

文書の内容にコメントを加えるための文書の読み込みや閲覧

５．２ 単独で利用できない基本サービス

５．２．１

ポインティング基本サービス

５．２．１．１ 記述

この基本サービスは、通信エンティティが遠隔にある通信エンティティにある部分文書を識別（ポイン
ト）する機能を提供する。

５．２．１．２
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具体的なアプリケーション例
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具体的なアプリケーションの例：
−

１人の利用者が他の利用者に対して文書を説明するような共同で文書を閲覧する複合サービ
スを構成すること

−

例えば、利用者が遠隔地にいる別の利用者に文書の特定の部分を指し示すような、二人の利
用者相互間での文書のビューをやり取りすること

５．２．２

マルチポンティング基本サービス

５．２．２．１

記述

この基本サービスは、通信エンティティが遠隔にある複数の通信エンティティの部分文書を識別（ポイ
ントする）機能を提供する。

５．２．２．２

具体的なアプリケーション例

具体的なアプリケーションの例：
−

１人の利用者が他の複数利用者に対して文書を説明する文書を共同閲覧する複合サービスを
構成すること

−

例えば、文書を修正する前に影響を及ぼす部分文書を指し示し、（電話回線による会話など
を伴い）審議するような複数利用者による共同で文書編集する複合サービスを構成すること

５．２．３

トークン交換基本サービス

５．２．３．１ 記述

この基本サービスは、2 つの通信エンティティ間での応用トークンを交換する機能を提供する。トークン
は、どちらの通信エンティティがそれ以降の操作を実行する権利を持っているかを表す。

５．２．３．２

具体的なアプリケーション例

具体的なアプリケーションの例：
−

２人の利用者が対話的に共同で文書を編集し、２者間でその操作権を交換するような複合サ
ービスを構成すること

−

仕事の流れに従った文書を作成（例えば、旅行注文書作成）し、トークンを用いて利用者に
文書作成作業の順序を知らせるような複合サービスを構成すること

５．３

基本サービス

表５―１／ＪＴ−Ｔ１９０に取り扱う基本サービスを分類する：
−

単独で実装できるサービス

−

完全文書及び／又は部分文書に対して働くサービスで、第３の場合は、文書とは無関係なサ
ービス

−

提供されるオペレーションの型：
11
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1) 読み込み： 情報は調査及び検索されるのみである

−

2) 追加：

情報は、文書あるいは文書ストアに追加される

3) 変更：

文書および文書ストア上の情報は変更される

１つの通信エンティティが他の１つの通信エンティティ、あるいは１つの通信エンティティ
が他の複数の通信エンティティと結びついている。

基本サービスに対するの以下の略語が表５―１／ＪＴ−Ｔ１９０で使われる：
−

蓄積：

ＳＴＲ

−

分配：

ＤＳＴ

−

情報検索：

ＲＴＲ

−

蓄積及び検索：

ＳＡＲ

−

編集操作：

ＭＮＰ

−

ポインティング：

ＰＮＴ

−

マルチポインティング：

ＭＰＴ

−

トークン交換：

ＴＫＩ

表５−１／ＪＴ−Ｔ１９０
（ITU‑T

基本サービスのクラス

T.190）

基本サービス
STR

DST

RTR

SAR

MNP

単独で利用可能

√

√

√

√

√

複合サービス可能

√

√

√

√

√

完全文書への作用

√

√

√

√

√

√

√

√

部分文書への作用

PNT

MPT

TKI

√

√

√

√

√
√

文書に依存しない
√

読み出し操作
√

追加操作

√

√

√

√

√
√

変更操作
１対１通信エンティティ
１対多通信エンティティ

√

√
√

√

√

√

√
√

6．文書通信複合サービスの概論
本標準に関連する一連の標準が文書通信複合サービスを規定する。本標準は、基本サービスを規定する。
５章は概論であり、１０章に基本サービスの公式な定義を与える。複合サービスは、基本的なサービスに
より定義され、一連の他の標準で公式に規定される。

ＪＴ−Ｔ１９０
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可能な複合サービスのいくつかは、この章で導入される、それらは：
−

非同期型文書作成

−

逐次型文書作成

−

同期型共同文書編集

−

同期型文書プレゼンテーション/閲覧

これらのサービスそれぞれに対して、以下の節では、複合サービスを構成する基本サ‑ビスと、これらの
基本サービスがどのように結合されるか強調している記述とサービスの構築規則を与える。図がこの目的
のために使われる。最後に、複合サービスを用いた具体的なアプリケーションの１つ以上の具体的応用例
を与える。

６．１ 非同期型文書生成

６．１．１ 記述

複数の利用者は、文書を編集するために、遠隔にある共用の中央サーバーにアクセスする。各々の利用
者は、最終文書の作成が主目的とする編集処理に関わっている。すべての利用者は、共用の文書に対して
順序性なくアクセスできなければならない。利用者は、完全文書および部分文書に同時にアクセスできる
が、他の利用者が文書に対して行った修正結果は必ずしも通知されない。このサービスは、いくつかのオ
プションを持ち、これらオプションのうち２つは、
−

唯一の利用者が、同時に１つの与えられた部分文書を扱うことができる

−

何人かの利用者が同じ文書を扱うことは可能であり、この場合では彼らのそれぞれは部分文
書の複製を用いて作業を行う

６．１．２ サービス構築規則

図６―１／ＪＴ−Ｔ１９０が非同期型文書作成の複合サービスの概要である。
非同期型の文書作成複合サービスは以下の基本サービスに基づいている。

−

編集操作

編集操作基本サービスは、遠隔で文書を扱うすべての利用者によって使われる。

６．１．３

具体的なアプリケーション例
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ＪＴ−Ｔ１９０

クライアント１
サ−バ−
（ストア）

クライアント２

文書

文書編集操作

クライアントＮ

図６―１／ＪＴ−Ｔ１９０ 非同期型文書作成
（ITU‑T T.190）

− 複数の利用者が、例えば、機能仕様あるいは実現仕様、マニュアル、ガイド、など文書の作成に
携わる。これらの利用者は、例えば、異なる会社あるいは遠隔地にある同じ会社の異なる部署の
専門家たちであることがある。彼らは、以下のニ−ズを持っていることがある：

６．２

−

ある情報を得るため文書の一部分を読み込む

−

文書に新しい部分を加える

−

ある文書の一部分を更新する

逐次的文書作成

６．２．１

記述

複数の利用者が文書の作成に関わるが、瞬間的には、1 人の利用者のみが文書へのアクセスを行い、操作
編集することができる。その操作編集が終了した後に、文書はそれ以降の編集操作のため次の利用者に送
られる。この次の利用者の選択は、以下のいくつかの種類の規則に従う。

−

完全決定論的規則： その文書にアクセスし操作編集できる次の利用者が完全に機知である。

−

現在編集操作している利用者が次に文書をアクセスして、編集操作する利用者を選ぶことが
できる利用者リストを提供する規則

それらの規則は以下によって定義することができる
−

アプリケーションのみ

−

文書自体に含まれるある種の情報(たとえば関係者リスト)を利用したアプリケーション

このサービスは、利用者が文書をいつアクセスして編集操作することができるかを警告するための機

ＪＴ−Ｔ１９０
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構を提供する。

６．２．２ サービス構築規則

文書が存在する場所、および文書ストアの数により、以下に示す 3 つの場合が考えられる。

−

文書の局所的な編集操作：利用者は局所的に文書をに編集操作し、文書は利用者の局所的な
文書ストア間で転送する

−

異なる文書ストアの遠隔編集操作：利用者は遠隔で文書を編集操作し、文書は利用者がアク
セスできる文書ストア間で転送できる

−

中央文書ストアへの遠隔編集操作：利用者は遠隔で文書を編集操作し、文書は利用者がアク
セスできる中央の文書ストアに置かれる

他の形態も可能であり、実際には上記の 3 つのケースの可能な組み合わせとなる。

６．２．２．１ 局所的な文書の編集操作

この場合の逐次的文書作成複合サービスでは、利用者は文書を局所的に編集操作し、文書は利用者の局
所的な文書ストア間で転送される。図６−２／ＪＴ−Ｔ１９０に逐次的文書作成複合サービスの場合の概
要を示す。

この場合、逐次的文書作成複合サービスは以下の基本サービスに基づく：
−

蓄積

蓄積サービスは、局所的なストア間で文書を転送するために使われる。文書の編集操作は局所的なもの
である。
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利用者１

利用者 2

文書

利用者 N

文書蓄積

選択的文書蓄積

図６―２／ＪＴ−Ｔ１９０ 逐次的文書作成：文書の局所的な編集操作
(ITU-T T.190)

６．２．２．２ 異なる文書ストア間の文書の遠隔編集操作

逐次的文書作成複合サービスの場合においては、利用者は遠隔から文書を編集操作し、文書は利用者に
よりアクセスできるな文書ストア間で転送される。図６−３／ＪＴ−Ｔ１９０に逐次的文書作成複合サー
ビスの場合の概要を示す。

この場合においては、逐次的な文書作成複合サービスは、以下の基本サービスに基づく。
−

編集操作

−

蓄積

−

トークン交換(オブション)

編集操作基本サービスは、遠隔で文書を編集操作するための利用者による使われ、蓄積基本サービスは、
文書ストアの間で文書を転送するために使われる。トークン交換基本サービスが使われるとき、トークン
の目的は、どの利用者が文書へのアクセス権を持っているかを知るために用いる。

６．２．２．３

中央文書ストア内の文書の遠隔編集操作

逐次的文書作成複合サービスの場合では、利用者は文書を遠隔編集操作し、そして、利用者が遠隔アク
セスできる中央の文書ストア上に文書は置かれる。

図６−４／ＪＴ−Ｔ１９０は、逐次的遠隔文書作成複合サービスの概要である。

ＪＴ−Ｔ１９０
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サーバー１
（ストア１）

サーバー２

クライアント１

（ストア２）

クライアント２

サーバーN
（ストア N）
文書
文書の編集操作
クライアント N

文書蓄積
選択的文書蓄積
選択的トークン

図６―３／ＪＴ−Ｔ１９０ 逐次的文書作成： 異なる文書ストア上の文書の遠隔編集操作
(ITU-T T.190)

この場合、逐次的文書作成複合サービスは以下の基本サービスに基づく：
−

編集操作

−

トークン交換(オプション)

編集操作基本サービスは、遠隔で文書を編集操作するために使用される。トークン交換基本サービスが使
われるとき、トークンの目的は、どの利用者が文書へのアクセス権を持っているを知るために用いる。

６．２．３

−

具体的なアプリケーション例

大会社の従業員あるいは公務員は、一般的に異なる責任レベルを有する階層的な人事組織の
構造に属する。それゆえに、厳密な管理上のルールで、文書(レター、レポート、公式の要求
書、公式のクレームなど)は文書が送付されるべき受信者に受け取られる前、階層構造に従っ
て進むことを要求される。それぞれのレベルで利用者ができるのは、
１）文書を更新
２）いくつかのコメントを加える
３）所信、結論を与える
４）階層の別のレベルに文書を移動させる
17
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− 標準化の世界では、最終の勧告案、承認される予定の国際標準でさえも、事前に制度化された
厳密な標準化の手続きに従って複数の国際的な専門家グループによってチェックされる。逐次
的文書作成複合サービスはこの目的のために使うことができる。

クライアント１
サーバー
（ストア）

クライアント２

文書
文書編集操作

クライアント３

選択的トークン

図６−４／ＪＴ−Ｔ１９０ 逐次的文書作成：中央文書ストア上での文書の遠隔編集処理
(ITU‑T T.190)

６．３ 共同同期編集と遠隔プレゼンテーション

６．３．１ ＭＣＵの使用

６．３．１．１ 記述

この複合サービスは双方向の複数の利用者による文書の遠隔編集から構成される。原則として１人の利
用者だけが文書を編集操作でき、その間、他の利用者はその編集操作の結果の確認だけしかできない。ど
の利用者が文書を編集操作しているかを処理するためにトークン制御がサポートされてもよい。

この複合サービスは、マルチポイント通信の例外的な場合である。

この構成において、文書処理はそれぞれの端末で動作し、また、編集操作された文書の同じ複製がそれ
ぞれの端末に蓄積される。この構成を維持するためには１つ以上のマルチポイント制御装置（ＭＣＵ）が
必要である。それぞれのＭＣＵは、他のＭＣＵあるいは端末に接続される。それぞれのＭＣＵでマルチポ
イント通信のプロトコル（ＭＣＳ、マルチポイント通信サービス）が起動され、それは編集操作やポイン
ティングのためのＰＤＵを送信者から他の受信者、あるいは指定された複数の受信者に分配する。編集操
作トークンを持っている端末はクライアントとして機能し、その間他のクライアントはサーバとして機能
ＪＴ−Ｔ１９０
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する。編集操作トークンを持っている端末がトークン手順の後にトークンを開放すると、その端末の役割
はクライアントからサーバへ変更される。この場合では、それぞれの端末は、逐次的にクライアントとサ
ーバの両方の役割を果たす。他方、ＭＣＵは、本標準で定義している基本サービスレベルにおいて、逐次
的にクライアントとサーバどちらの役割も果たさなくてもよい。ＭＣＵはマルチポイントアソシエーショ
ンにＰＤＵだけを配るかもしれない。従って、ＭＣＳは、マルチポイントアソシエーションの最上位にお
ける端末間（エンドからエンドへ）の基本サービスを提供する。その結果、ＭＣＳを基本サービスを組み
合わせることにより、この複合サービスは、マルチポイント共同編集と遠隔プレゼンテーションをサポー
トする。

６．３．１．２ サービス構成規則

図６―５／ＪＴ−Ｔ１９０と図６―６／ＪＴ−Ｔ１９０は、ＭＣＳを用いた共同同期編集と遠隔プレゼ
ンテーションの概略を示す。

図６―５／ＪＴ−Ｔ１９０は、端末３が編集操作トークンを持っている状況を示す。

図６−６／ＪＴ−Ｔ１９０は、編集操作トークンが端末３からトークン手順の後に端末１へ移動した時
の結果を示す。
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クライアント１

MCU

端末１

クライアント２

端末２

サーバー１
クライアント

n‑1

端末３
文書
端末ｎ
文書編集操作
ポインティング
端末間アソシエーション
トークン

図６−5／ＪＴ−Ｔ１９０ ＭＣＳを用いた共同同期型編集と遠隔プレゼンテーション
（端末３が編集操作トークンを持っている場合）
(ITU‑T T.190)
共同同期編集複合サービスとＭＣＵを用いた遠隔プレゼンテーションの複合サービスは次の基本的なサ
ービスにより構成されている。

−

編集操作

−

トークン交換

−

ポインティング

編集操作基本サービスは遠隔文書を編集操作する利用者により、そして、ポインティング基本サービス
は遠隔プレゼンテーションにおいて遠隔の利用者へ部分文書の選択を示すために使われる。

トークン交換基本サービスが使われるのは、トークンがどの利用者が文書へのアクセス権を持っている
を知るために用いられる。

ＪＴ−Ｔ１９０
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クライアント１

MCU

端末１

クライアント２

端末２

サーバー１
クライアント n‑1

端末３
文書

端末ｎ
文書編集操作
ポインティング

端末間アソシエーション
トークン

図６−６／ＪＴ−Ｔ１９０ ＭＣＳを用いた共同同期編集と遠隔プレゼンテーション
（トークンが端末３から端末１へ移動する場合）
(ITU‑T T.190)

６．３．１．３ 具体的なアプリケーション例

−

具体的アプリケーションの典型的な例は文書会議と遠隔教育である。

１）文書会議の場合では 2 つあるいはそれ以上の地理的に離れた利用者同士が実時間で基礎の
共有文書を編集することができる。もし、1 人の利用者が共有文書のある部分を編集すれ
ば、作成、削除等の編集操作のイベントは他の端末へ配配される。局所的に蓄積された共
有文書を編集することにより、受信者の端末は同じ編集結果を得らることができる。

２）遠隔教育の場合では、ポインタトークンを持った先生や発表者は文書の一部を指示したり、
表示されるページを変えることができる。その一方で生徒や参加者は、同期して文書の同
一部分や同一ページを見ることができる。
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６．３．２

ＭＣＳを使用しない場合

６．３．２．１ 共同同期編集

６．３．２．１．１ 記述

このサービスは、対話的に何人かの利用者による文書の遠隔編集から成り立っている（必ずしもいつも
オンラインではないが全員が編集処理を知っている。）。利用者が文書をアクセスし、編集操作する特別
の順序はない。

文書の複数の複製は存在してもよい。これらの複製の１つだけがマスター複製として編集操作され、全て
の利用者が遠隔アクセスできる中央の文書ストアに置かれる。利用者が文書を見るとき、中央の文書スト
アからの不要なデータ転送を避けるために有効な手段として、文書の局所的な複製もまた存在してもよい。

１人の利用者だけが一度に文書を編集操作でき、その間、他の利用者は選択的にそれを見ている。トー
クンはどの利用者が次ぎに文書を編集操作するかを知るために使用されている。そして、中央の文書スト
アは、他の利用者に文書の最新データを送る。

６．３．２．１．２ サービス構成規則

図６−７／ＪＴ−Ｔ１９０は、ＭＣＳ複合サービスがない共同同期編集の概要を示す。

クライアント１

サーバ
（ストア）

クライアント２

文書
文書編集操作

クライアントＮ

トークン
文書の選択的局所複製

図６−７／ＪＴ−Ｔ１９０ ＭＣＳなしの共同同期編集
(ITU‑T T.190)

ＪＴ−Ｔ１９０
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６．３．３ 具体的なアプリケーション例

地理的に離れた２名の利用者が同時に同一文書を編集する。二者択一的に他方の利用者が文書を見てい
る間に一人の利用者が文書を修正する。どちらの利用者にもすぐに修正結果が通知され（最新データは利
用者に送信される。）、他の利用者によって実行された変更内容を見ることが出来る。

６．４

共同文書プレゼンテーション／閲覧

６．４．１

記述

このサービスは、遠隔プレゼンテーション、または、文書の共同閲覧から成り立っており、利用者は他
の利用者に文書の要旨を送信する。遠隔プレゼンテーションを開始する前に、どの利用者も文書の局所的
な複製を有する。そうでない場合、複製を持たない利用者に送信される。

６．４．２

サービス構成規則

他の利用者に文書を提示することが出来る利用者の数に基づき、次の２つの場合が考えられる。

−

１人の利用者だけが他の利用者に文書を提示できる。

−

１人以上の利用者が他の利用者に文書を提示できる。しかし、ある時点において 1 人の利用
者のみが提示でき、他の利用者が見るのみである。

他のケースもまた可能であり、それは文書を提示できる多数の利用者の全ての可能な価値に相当する。

６．４．２．１

１人の利用者だけが提示できる場合

共同文書プレゼンテーション／閲覧複合サービスのケースでは１人の利用者だけに他の利用者に文書を
提示する能力が供給される。図６―８／ＪＴ−Ｔ１９０は共同文書プレゼンテーション／閲覧複合サービ
スの場合についての概要を示す。
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７．

文書側面

この標準は、文書通信のためのサービスを規定している。その際、２つの側面が考えられる。

−

文書に関する側面

−

コミュニケーションに関する側面

本章は、サービスに関する側面について明確に述べている。通信についての側面は８章で述べる。

７．１ はじめに

本標準では、国際通信連合（ＩＴＵ）と国際標準化機構（ＩＳＯ）によって規定されたＯＤＡ勧告Ｔ．
４１０シリーズとＩＳＯ／ＩＥＣ８６１３を表現と交換のための方法として考慮する。そして本標準の中
のサービスはＯＤＡ文書に適合しなければならない。

文書は、通信アプリケーションによって処理されることを意図されている。文書処理は、完全文書、そ
して部分文書についての交換蓄積、検索、編集操作を含んでいる。

本標準の中の完全文書と呼ばれ対象は、ＯＤＡ勧告（国際標準）で規定されている１つの文書に適合す
る。部分文書、及びそれを確認する方法は、ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｔ．４２２、あるいはＩＳＯ／ＩＥＣ８６１
３−１２の中で規定されている。

ＯＤＡ部分文書の編集操作は、ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｔ．４２２ 、あるいはＩＳＯ／ＩＥＣ８６１３−１２の
編集操作のための編集インタフェースで規定されている。８章で説明されているように、この抽象的イン
タフェースはＤＴＡＭ―ＴＭと一緒に使用される。

文書は任意のフォーマットでサーバに蓄積されうる。しかしながらサーバは文書へＯＤＡインタフェー
スを提供しなければならない。

この章の残りでは、既存のＯＤＡ文書応用仕様（ＤＡＰｓ）（７．２節参照）を記述している。そして、
この標準の中で規定されたサービスによってそれらの応用仕様がどのように使用されるべきかについても
規定されている。

７．２

ＯＤＡ

ＤＡＰｓ

文書応用仕様（ＤＡＰｓ）は、ＯＤＡアプリケーションの相互の接続を容易にするため、ＯＤＡが持つ
機能の中から、実際上必要な機能を部分的に切り出して標準化したものと言える。
ＯＤＡ

ＤＡＰｓには２つのグループがある。

−

文書過処理アプリケーションのためのＤＡＰｓ

−

画像アプリケーションイメージのためのＤＡＰｓ

ＪＴ−Ｔ１９０

26

ＤＡＰｓは、ＩＯＳ／ＩＥＣによって出版された複数の国際標準仕様（ＩＳＰ）のパート１にある。Ｉ
ＳＰについては、更に２つのパートがある。その２つめパートは、実装支援要求（ＩＳＲ）を含み、一方
３つめは１組の理論的試験（ＡＴＳ）を含む。

７．２．１

文書処理アプリケーション用ＤＡＰ

文書処理アプリケーション用の３種類の DAP は、次の通り。

−

FOD011：単純文書構造−キャラクタ内容の構造のみ。ISO/IEC ISP 10610-1

−

FOD026：拡張文書構造−キャラクタ、ラスタグラフィックス、ジオメトリックグラフィック
ス内容の構造。ISO/IEC ISP 11181-1

−

FOD036：拡張文書構造−キャラクタ、ラスタグラフィックス、ジオメトリックグラフィック
ス内容の構造。ISO/IEC ISP 11182-1

これらは階層を形成し、FOD011 が最下位機能となる。FOD011 は FOD026 のサブセットであり、FOD026
は FOD036 のサブセットである。

注−上記のＤＡＰについては１９９３年に発行されているが、ＩＳＰのＰａｒｔ２、および 3 は
異なる状態にある。ここでもっとも確定している案文は FOD026 に関するものである。

FOD011 は単純な論理、レイアウト構造とキャラクタのみのコンテントタイプをサポートする。次に
FOD026 は、フットノート、マルチコラムを含む複雑な論理、レイアウト構造をサポートし、さらにここで
はジオメトリックグラフィックスとラスタグラフィックスのコンテントタイプが許される。最後に FOD036
は、表、フォーム、オーバーラップしたイラストのような、より複雑なマルチメディア文書の交換のため
に提供されている。

７．２．２

イメージアプリケーション用ＤＡＰ

イメージアプリケーションに関しては、現在２つの仕様が定義されている。これらはイメージ処理用に
デザインされた装置間のラージフォーマットラスタイメージの交換のために用意されている。

２つの DAP は次の形で知られている（付録３参照）。
−

FOD112

−

FOD126

FOD112 には、ラスタイメージのみが含まれるが、FOD126 ではこれに加えてより複雑な構造、キャラク
タとジオメトリックグラフィックスが許される。

注− FOD112 はドラフト状態にあり、FOD126 はまだ今後の検討が必要である。

７．３

ＯＤＡ

ＤＡＰの使用
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本標準で規定される基本サービスの大部分とすべての複合サービスが、文書に適合する。これらの文書
は、ＩＴＵ−Ｔ

ＯＤＡ勧告,、あるいは ISO 国際標準に従い、特に１つの標準化ＤＡＰに適合する。

本標準では文書処理アプリケーション用のＤＡＰのみを考慮する。文書は次のＤＡＰの１つに適合する。
− FOD011
− FOD026
− FOD036
標準で規定されるサービスのためのアプリケーション接続の確立時に、ＤＡＰレベルがネゴシエートさ
れる。

８．通信アスペクト
７章の文書側面の考察の後、本章ではこのサービスの通信側面を規定する。

８．１

概要

モジュールで、拡張容易な通信アプリケーションを構築するために、アプリケーションを基礎的な通信
手段からできるだけ独立させておくことが望まれる。新たなプロトコルあるいはネットワーク要素の規定
は本標準の範囲外であり、本標準では既存のプロトコル、ネットワーク規定の変更は行わない。

本標準では、文書通信に用いられる既存の標準化通信モジュールを考慮に入れている。

本章では、本標準のサービスで使用される通信モジュールの特性を要約する。本領域にて具体化される
標準化、例えばＤＦＲとＤＴＡＭ−ＤＭの結合使用、あるいは部分文書に対するアクセス、編集操作のサ
ポートの最新の結果は考慮される。

本章ではまた、本標準のサービスにおける通信モジュールの使い方、および一般的制限事項の規定を行う。

本章では次の通信モジュールを扱う。
−

文書のファイリングと検索（ＤＦＲ）

−

文書の転送と編集操作−バルク転送−ノーマルモード（ＤＴＡＭ−ＮＭ）

−

文書の転送と編集操作−文書編集操作（ＤＴＡＭ−ＤＭ）

−

文書の転送と編集操作−トークン交換（ＤＴＡＭ−ＴＫ）

− DFR と DTAM-DM の結合使用（ＤＦＲ／ＤＴＡＭ−ＤＭ）
−

メッセージハンドリングシステム（ＭＨＳ）

−

マルチポイント通信サービス（ＭＣＳ）

本標準のサービスにより使用可能となるＯＤＡ文書通信向けの他の通信モジュールは、付録１にて記述
される。

本標準のサービスが、これらの通信モジュールの１つを利用するときには、当該標準または当該標準内
の規則が適用される。

ＪＴ−Ｔ１９０
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本標準の組込サービスで要求される特殊な制限および動的な制約は、10 章で定義される。

上記通信モジュールのそれぞれについて、本標準のサービスに関連する以下の項目の情報が後続の節に
て示される。

８．２

−

記述

−

サービス、プロトコル、仕様

−

文書通信に関する利用

文書のファイリングと検索（ＤＦＲ）

８．２．１

記述

ＤＦＲ通信モジュールは、分散オフィスシステムに登録された遠隔文書および文書の中の他のオブジェ
クトの管理機能を提供する。インフォメーションモデルは文書ストアの階層構造を記述し、オペレーショ
ナルモデルは文書ストア上で実行される抽象操作を定義する。

ＤＦＲ通信アプリケーションは、エンド・エンド通信の原則に基づいている。通信エンティティはクラ
イアント／サーバ関係を持つ。

８．２．２

サービス、プロトコル、仕様

ＤＦＲ抽象サービスは、ＤＦＲサービス要素（ＳＥ）に含まれ、ISO/IEC 10166-1 にて定義される。

ＤＦＲプロトコルは、ISO/IEC 10166-2 にて規定される。ＤＦＲプロトコルは、接続制御サービス要素（Ａ
ＣＳＥ）、遠隔操作サービス要素（ＲＯＳＥ）、プレゼンテーションサービスを利用する。高信頼性転送
サービス要素（ＲＴＳＥ）の使用は、選択である。

ＤＦＲの機能サブセットとして定義されるＤＦＲ用応用仕様（ＡＤＦ）の２つのグループは、ISO/IEC ISP
12069 にて規定される。これらは次の通り。

−

ADF1

−

ADF2

応用仕様の初めのグループＡＤＦ１は、共通のファイリングと検索のアプリケーションに使用され、以
下の仕様を含む。

− ＡＤＦ１１読み出し専用仕様）：この仕様に含まれるＤＦＲ操作では、登録された文書の検索ま
たは文書のサーチのみが許され、新たな情報の登録あるいは既存情報の変更は許可されない。

−

ＡＤＦ１２（保管仕様）：この仕様に含まれるＤＦＲ操作では、新たな文書の登録とその読

み出しが許されるが、登録された情報の変更は許可されない。

−

ＡＤＦ１３（文書登録編集操作仕様）：すべてのＤＦＲ操作がこの仕様に含まれる。
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ＡＤＦ１仕様は、最下位機能のＡＤＦ１１から最上位ＡＤＦ１３までの階層として定義される。ＡＤＦ
１１読み出し専用仕様はＡＤＦ１２保管仕様のサブセットであり、ＡＤＦ１２保管仕様はＡＡＤＦ１３文
書登録編集操作仕様のサブセットである。

応用仕様の２番目のグループＡＤＦ２は、遠隔登録管理に使用され、以下の仕様を含む。

−

ＡＤＦ２１（簡易管理仕様）：この仕様は、他の内部文書取り扱いアプリケーションをサポ
ートするため、リスト、サーチ操作に最低限の機能を提供する。

−

ＡＤＦ２２（フル管理仕様）：この仕様は、他の文書取り扱いアプリケーションのサポート
に、リスト、サーチおよび編集操作（ただし読み出し／創作を除く）を提供する。

ＡＤＦ２１簡易管理仕様は、ＡＤＦ２２フル管理仕様のサブセットである。

８．２．３

文書通信への使用

文書ストアの管理のためのＤＦＲは、分散環境中に定義された構造としてデザインされている。ＤＦＲ
通信エンティティはストア構造を認識し、保守しなければならない。ＤＦＲでは文書内容は透過的に扱わ
れるため、すべての種類の文書の転送に使用される。

ＤＦＲ

ＡＤＦ仕様は、文書ストア上および文書内部の部分文書上での作業の可能性を提供するアプリ

ケーションのために、ＤＴＡＭ−ＤＭ−ＡＯＤ１仕様（８．４．２節参照）と結合される。この結合は 、
これらの仕様を利用した通信アプリケーションによって行われる。

８．３

文書の転送と編集操作−バルク転送−ノーマルモード（ＤＴＡＭ−ＢＴ−ＮＭ）

８．３．１

記述

ＤＴＡＭ−ＢＴ−ＮＭ通信モジュールは２つの通信エンティティ間の文書転送に使用される。

ＤＴＡＭ−ＢＴ−ＮＭ、はテレマティックサービスのための共通プロトコルプラットフォームとして設計
されている。ＤＴＡＭ−ＢＴ−ＮＭ通信アプリケーションはエンド・エンド通信原則に基づいている。Ｄ
ＴＡＭ−ＢＴ−ＮＭは、接続確立フェーズにおいて通信エンティティ間のアプリケーション能力のネゴシ
エーションを許可する。

８．３．２

サービス、プロトコル、仕様

ＤＴＡＭ−ＢＴ−ＮＭサービスは、ＤＴＡＭ−ＳＥに含まれ、いくつかの機能要素に細分される。ＤＴＡ
Ｍ−ＢＴ−ＮＭは、接続の確立と終結のためにＤＴＡＭ接続使用制御機能要素を使用する。ＤＴＡＭ能力
機能要素は能力のネゴシエーションを目的としており、ＤＴＡＭ文書バルク転送機能要素はデータ転送フ
ェーズ用である。

ＤＴＡＭ−ＢＴ−ＮＭプロトコルは RTSE、ACSE、およびプレゼンテーションサービスを使用する。

ＪＴ−Ｔ１９０
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ＤＴＡＭ−ＢＴ−ＮＭは、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｔ５２２にて定義される。

８．３．３

文書通信への使用

ＤＴＡＭ−ＢＴ−ＮＭは完全なＯＤＡ文書の転送に使用される。違ったアプリケーション能力間でＯＤ
Ａ文書の複雑度合いを規定するＤＡＰレベルは、接続確立フェーズでネゴシエート可能である。

８．４

文書の転送と編集操作−文書編集操作（ＤＴＡＭ−ＮＭ）

８．４．１

説明

ＤＴＡＭ−ＤＭ通信モジュールは、遠隔通信エンティティにおける文書の部分文書の編集操作に使用さ
れる。

ＤＴＡＭ−ＤＭ通信アプリケーションは、エンド・エンド通信原則に基づいている。ＤＴＡＭ−ＤＭは、
接続確立フェーズにおいて通信エンティティ間のアプリケーション能力のネゴシエーションを許可する。

８．４．２

サービス、プロトコル、仕様

ＤＴＡＭ−ＤＭ抽象サービスは、ＤＴＡＭ−ＤＭ−ＳＥに含まれ、ＩＴＵ−Ｔ勧告 T.435 にて定義される。

ＤＴＡＭ−ＤＭプロトコルは、ＩＴＵ−Ｔ勧告 T.436 で規定される。ＤＴＡＭ−ＤＭプロトコルはＡＣ
ＳＥ、ＲＯＳＥ、およびプレゼンテーションサービスを使用する。

ＤＴＡＭ−ＤＭの機能サブセットを定義するＤＴＡＭ−ＤＭ抽象サービス用の３つの編集操作レベルは、
ＩＴＵ−Ｔ勧告 T.436 で規定される。

−

基本読み出し専用レベル：このレベルのＤＴＡＭ−ＤＭ抽象操作では、部分文書の獲得とサ
ーチのみが許可され、新たな情報の追加、既存情報の変更は許可されない。

−

基本編集操作レベル：このレベルのＤＴＡＭ−ＤＭ抽象操作では部分文書の獲得、探索に加
え、新たな情報の追加、情報の消去または変更が許可される。

−

拡張レベル：このレベルでは、部分文書上のすべてのＤＴＡＭ−ＤＭ抽象操作が含まれる。

編集操作レベルは、最下位機能の基本読み出し専用レベルから最上位の拡張レベルまでの階層として定
義される。基本読み出し専用レベルは基本編集操作レベルのサブセットであり、基本編集操作レベルは拡
張レベルのサブセットである。

部分文書を指示するＤＴＡＭ−ＤＭ抽象ポイントサービスは、各編集操作レベルにてオプションで有効
である。

ＯＤＡ文書の編集操作のための抽象インタフェースは、ＯＤＡ部分文書の編集操作方法を規定している
ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｔ．４１３、あるいはＩＳＯ標準 ISO/IEC 8613-3 にて定義される。
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ＯＤＡ文書編集操作用抽象インタフェースの操作の機能サブセットを定義するＯＤＡ（ＡＯＤ）用の２
つのグループの応用仕様は、ＩＳＯ標準 ISO/IEC ISP AODnn にて規定される。これらは次の通り。
−

AOD1

−

AOD2

初めの応用仕様グループＡＯＤ１は、その抽象インタフェース操作をＤＴＡＭ−ＤＭの対応する抽象サ
ービスと結合して使用され、次の仕様が含まれている。

−

ＡＯＤ１１（ＤＴＡＭ／読み出し専用仕様）：この仕様に含まれる抽象インタフェース操作
は部分文書の読み出しとサーチ向けである。

−

ＡＯＤ１２（DTAM／挿入仕様）：この仕様に含まれる抽象インタフェース操作は部分文書
の読み出し、サーチ、新規作成、コピー、および保存向けである。

−

ＡＯＤ１３（ＤＴＡＭ／編集操作仕様）：部分文書編集操作用のすべての抽象インタフェー
ス操作がこの仕様に含まれる。

ＡＯＤ１仕様は、最下位機能のＡＯＤ１１から最上位のＡＯＤ１３までの階層として定義される。ＡＯ
Ｄ１１ ＤＴＡＭ／読み出し専用仕様はＡＯＤ１２ＤＴＡＭ／挿入仕様のサブセットであり、ＡＯＤ１２Ｄ
ＴＡＭ／挿入仕様はＡＯＤ１３ＤＴＡＭ／編集操作仕様のサブセットである。

ＯＤＡ文書編集操作の抽象インタフェースとＤＴＡＭ−ＤＭ抽象サービス間の操作および操作引数の対
応関係は、ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｔ．４１３、あるいはＩＳＯ標準 ISO/IEC 8613-3 の付属資料Ａにて提供される。

２つ目の応用仕様ＡＯＤ２はメッセージハンドリングシステム（ＭＨＳ）と結合して使用され、8.7 節に
て記述される。

８．４．３

文書通信への使用

ＤＡＴＭ−ＤＭは、ＯＤＡ文書の遠隔対話形編集操作に使用される。ＤＴＡＭ−ＤＭ抽象サービスはＯ
ＤＡ文書編集操作のために、抽象インタフェースの操作と整理、結合される。

ＤＴＡＭ−ＤＭ

ＡＯＤ１仕様は、文書ストア上および文書内部の部分文書上で作業可能なアプリケー

ションのために、ＤＦＲ

ＡＤＦ仕様（８．２．２節参照）と結合して使用される。この結合は、これら

の仕様を利用した通信アプリケーションによって行われる。

８．５

文書転送と編集操作−トークン交換（ＤＴＡＭ−ＴＫ）

８．５．１

記述

ＤＴＡＭ−ＴＫ通信モジュールは、アプリケーショントークンの交換を通じて２つの通信エンティティ
間の同期をとるために使用される。

ＤＴＡＭ−ＴＫ通信アプリケーションはエンド・エンド通信原則に基づいている。
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８．５．２

サービス、プロトコル、仕様

ＤＴＡＭ−ＴＫ抽象サービスは、ＤＴＡＭ−ＴＫ

ＳＥに含まれ、ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｔ．４３５で定義さ

れる。

DTAM-TK プロトコルは、ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｔ．４３６で規定される。ＤＴＡＭ−ＴＫプロトコルはＲＯ
ＳＥおよびプレゼンテーションサービスを使用する。

８．５．３

文書通信への使用

ＤＴＡＭ−ＴＫは文書通信アプリケーション中で通信エンティティの同期をとるために使用される。

８．６

ＤＦＲとＤＴＡＭ−ＤＭの結合使用（ＤＦＲ／ＤＴＡＭ−ＤＭ）

８．６．１

説明

ＤＦＲ／ＤＴＡＭ−ＤＭ通信モジュールは、ＤＦＲとＤＴＡＭ−ＤＭ機能を結合する。

結合されたアプリケーションではＤＦＲは遠隔文書ストアの管理に使用され、ＤＴＡＭ−ＤＭは文書ス
トア中の文書の遠隔対話形編集操作を提供する。

ＤＦＲ／ＤＴＡＭ−ＤＭ通信アプリケーションはエンド・エンド通信の原則に基づいている。通信エン
ティティはクライアント／サーバ関係を持つ。

８．６．２

サービス、プロトコル、仕様

ＤＦＲサービス、プロトコル、仕様についての８．２．２節の説明、およびＤＴＡＭ−ＤＭサービス、
プロトコル、仕様についての８．４．２節の説明が適用される。

通信エンティティには、ＤＦＲ ＳＥとＤＴＡＭ−ＤＭ ＳＥを含むアプリケーションエンティティがた
だ１つ必要とされる。２つの通信エンティティ間の通信リンクは、ＤＦＲ−Ｂｉｎｄ操作またはＤＴＡＭ
−Ｂｉｎｄ操作のどちらかを通じて確立される。

ＤＦＲ／ＤＴＡＭ−ＤＭ通信モジュール中ではＤＴＡＭ−ＤＭ抽象操作ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ−ＬＳ
Ｔは使用されず、代わりにＤＦＲリスト抽象操作、ＤＦＲ探索抽象操作が使用される。

８．６．３

文書通信への使用

ＤＦＲ／ＤＴＡＭ−ＤＭは遠隔文書ストアの編集操作に使用されるとともに、文書ストア中の文書の遠
隔対話型編集操作の管理に使用される。

ＤＦＲ−ＡＤＦ仕様（８．２．２節参照）はＤＴＡＭ−ＤＭ ＯＤＡ１仕様（８．４．２参照）と結合さ

33

ＪＴ−Ｔ１９０

れる。これらの仕様がどのように結合され、本標準の基本サービスにおいて利用されるかの規則と制約を
１０章にて規定する。

８．７

メッセージハンドリングシステム（ＭＨＳ）

８．７．１

説明

ＭＨＳ通信モジュールは、１つの通信エンティティから１つ以上の遠隔通信エンティティへメッセージ
を分配するために使用される。

ＭＨＳはマルチアドレッシングの可能性とともに、ストア・フォワード通信の原則に基づいている。

８．７．２

サービス、プロトコル、仕様

ＭＨＳサービスとプロトコルはＩＴＵ−Ｔ勧告 X.400 シリーズ勧告、あるいはＩＳＯ標準 ISO/IEC 10021
にて定義、規定される。

ＭＨＳの機能サブセットを定義するＭＨＳ（ＡＭＨ）用の２つのグループの応用仕様は、ＩＳＯ標準
ISO/IEC ISP 10611 およびＩＯＳ標準 ISO/IEC ISP 12062 にて規定される。これらは次の通り。
−

ＡＭＨ１

−

ＡＭＨ２

応用仕様の初めのグループＡＭＨ１は、共通メッセージに使用され、次の仕様が含まれている。

−

ＡＭＨ１１：メッセージ転送（Ｐ１）；

−

ＡＭＨ１２：MTS アクセス（Ｐ３）；

−

ＡＭＨ１３：ＭＳアクセス（Ｐ７）．

ＡＭＨ１仕様のグループは、交換メッセージのコンテントとは無関係である。

応用仕様の２番目のグループＡＭｈ２は、インターパーソナルメッセージ（ＩＰＭ）に使用され、以下
の仕様を含む。

−

ＡＭＨ２１：メッセージコンテント；

−

ＡＭＨ２２：メッセージ転送（Ｐ１）；

−

ＡＭＨ２３：ＭＴＳアクセス（Ｐ３）；

−

ＡＭＨ２４：ＭＳアクセス（Ｐ７）．

ＡＭＨ２仕様のグループは、特別なメッセージコンテント、すなわちＩＰＭコンテントに適用される。

ＯＤＡ文書編集操作のための抽象インタフェースの操作の機能サブセットを定義するＯＤＡ（ＡＯＤ）用
応用仕様の１つのグループは、ＩＳＯ標準 ISO/IEC ISP AODnn にて規定され、ＮＨＳと結合して使用される。
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この応用仕様のグループＡＯＤ２は、ただ１つの仕様を含む。

−

AOD23（MHS/編集操作仕様）：この仕様に含まれるＯＤＡ文書編集操作のための抽象インタ
フェースの操作は、文書の編集操作を意図している。

ＡＯＤ２３ＭＨＳ編集操作仕様は一番複雑な編集操作であり、操作サブセットを持たない。

８．７．３

文書通信への利用

ＭＨＳは通信環境において、マルチアドレッシング機能を用いたメッセージの分配に使用される。

ＯＤＡ文書は発信者と受信者を識別するために、Ｏ／Ｒアドレスを用い、ＯＤＡボディパートとして分
配される。ボディパートのタイプは oda[12]IMPLICIT OCTET STRING である。この方法によるＯＤＡ文
書の送信には、メッセージの最大許容サイズの制御を除いてＭＨＳの特別な使い方を必要としない。この
手順は登録および分配の基本サービスにおいて使用される。

（メッセージの分配に必要な時間に関しての）非決定的な動きのために、ＭＨＳは対話型アプリケーシ
ョンにはあまり適さない。しかし文書の読み出し、更新が完全に対話的でないなら、いくつかのアプリケ
ーションではＭＨＳ通信モジュールは、文書の遠隔登録管理、対話型遠隔編集操作に使用される。この場
合、ＭＨＳ対話型アプリケーションは遅延対話型アプリケーションと見なされる。

対話型操作が要求される場合にはＤＦＲ標準またはＤＴＡＭ−ＤＭ勧告での規定に従い、適切な引数を
用いてＤＦＲまたはＤＡＴＭ−ＤＭ抽象操作として符号化される。符号化された抽象操作はＭＨＳ中で送
信され、その後新たなＭＨＳメッセージ中に受信される。ボディパートのタイプは

externally-

defined[15]ExternallyDefinedBodyPart である。

ストア・フォワード通信の使用が要求されるとき、このソリューションは検索、登録／検索、そして編
集操作基本サービスにて使用される。

BS の数は双方の同意またはディレクトリの使用により明確にされる。

ＭＨＳが使用されるときには、利用可能なプロトコルに応じて仕様ＡＭＨ１１、ＡＭＨ１２、ＡＭＨ１
３、ＡＭＨ２１、ＡＭＨ２２、ＡＭＨ２３、及びＡＭＨ２４が使用される。

８．８

マルチポイント通信サービス（ＭＣＳ）

８．８．１

記述

ＭＣＳは、ＭＣＵ（マルチポイント制御ユニット）を用いたマルチポイント通信をサポートするために、
ＡＧＣ（オーディオグラフィックコンファレンス）用サービス、プロトコルを規定する。ＭＣＳは次のた
めの通信サービスを持つ。

−

マルチポイントデータ転送

35

ＪＴ−Ｔ１９０

−

チャネル管理

−

ドメイン（またはグループ）管理

−

トークン管理

８．８．２

サービス、仕様

ＭＣＳサービスおよびプロトコルは、ＴＴＣ標準勧告ＪＴ−Ｔ１２２およびＩＴＵ勧告Ｔ．１２５にて
それぞれ定義、規定される。

ＭＣＳに対する仕様は定義されない。

８．８．３

文書通信への使用

ＭＣＳ通信モジュールは、ＤＡＴＭ−ＤＭモジュールのような他の対話型文書通信モジュールへマルチ
キャスト機能を提供するために使用される。言い換えるとマルチポイント文書通信は、ＭＣＳマルチポイ
ント通信プラットフォームの上にある対話型文書通信モジュールにより実現される。

９．

基本サービスのコンポーネントとデザインルール

本章では基本サービスの公式定義のための共通基盤を提供する。これは公式定義を作成するための規則
である。

基本サービスは通信モジュールを用いてサービスオブジェクトに関する操作を実行する。サービスオブ
ジェクトは文書ストア、文書、部分文書、通信エンティティ、通信リンクである。オブジェクトのいくつ
かは文書側面により強く関係し、他は通信側面に関係する。

サービスは、サービスの特徴を記述する属性によって規定される。属性は、属性値集合から値を取る。

２つのサービス属性集合が定義される。
−

文書に関連するサービス属性

−

通信に関連するサービス属性

各々の属性集合に関して、全ての属性と属性値が記述されている。この標準を通して、サービス属性の
名前は、２重引用符、つまり、 "attribute-name"で、サービス属性の値は、アポストロフィ、つまり、
'attribute-value'で囲まれる。

属性"example-name"の属性値が'example-value'なら、次ぎの表記が使用される。
"example-name" = 'example-value'

９．３節では、基本サービスを規定するために文書と通信に関連する属性への属性値の割り当て方法を
定義する。

基本サービスにより使用されなければならない通信モジュールの選択と限定に関する規則もまた規定さ
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れる。

最後に、アプリケーション規則が定められる。その規則は、通信アプリケーションにおいて基本サービ
スが適用されたときに選択され、制約を与えられた通信モジュールの操作に関してさらに動的な制約を与
える。

９．１

サービス属性に関する文書定義

本節では、文書関連のサービス属性のセットを定義する。
文書関連のサービス属性は、以下のとおりである。
–

"document location"

–

"document copies"

–

"document access rights"

–

"store access rights"

–

"document format"

–

"functionality level"

次の節では、これらの文書関連のサービス属性の意味、値、及び、値のもつ意味を説明している。

９．１．１

サービス属性"document location"

このサービス属性は、通信アプリケーションに支配される情報が位置する所を決定する。

サービス属性"document location" は、次の値をとることができる。
–

'local'

–

'remote'

情報へのアクセスが通信リンクを使わずに可能ならば、属性の値は'local'になる。

情報へのアクセスがただ通信リンクを用いたときのみ可能ならば、属性の値は'remote’になる。

９．１．２

サービス属性"document copies"

このサービス属性は、通信アプリケーションに支配される、同じ実体の情報がいくつあるかを示す。

このサービス属性"document copies" は次の値の１つをとることができる。
− 'one'
− 'several'

文書、または、部分文書は、オリジナルと呼ばれる 1 つの実体としてのみ存在する。

この場合、サービス属性の値は'one'になる。

オリジナルといくつかのコピーが存在するならば、サービス属性の値は'several'になる。
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９．１．３

サービス属性"document access rights"

このサービス属性は、部分文書にアクセスするために利用者に与えられる権利を決定する。

サービス属性"document access rights"は、１つ以上の次の値をとることができる。
−

'no-access'

−

'read-only'

−

'extended-read'

−

'add-only'

−

'delete-only'

−

'modify'

−

'full-access'

認定されてない利用者は、文書へのアクセス権を持っていない、従って、どんな文書にもアクセスする
ことができない。この場合、属性値は'no-access'である。

他の利用者は、部分文書を読むことはできる。しかし、文書の中身の追加、削除、修正はできない。こ
の場合、属性値は'read-only'である。

"document access rights"＝'extended-read' ならば、利用者は部分文書を読むことができる。隠された情報が
文書の中にあるなら、利用者は、このことを知ることができる。しかし、隠された情報にアクセスするこ
とはできない。

値 'extended-read' が与えられないならば、利用者は、この事実を認識できない。

属性値'add-only'が設定されているときは、部分文書に加えることはできるが、読む、もしくは、修正する
ことはできない。

属性値 'delete-only' が設定されているときは、部分文書を削除することができる。

'Modify'は、属性を加える、または、削除することなしに、現存する部分文書属性の値を変えるという意
味である。

'full-access'権は、 'no-access' を除く全てのアクセス権を含む。

文書アクセス権は、累積することができる。例えば、属性"document access rights"は、'read-only'と'modify'
を同時に持つことができる。

９．１．４ サービス属性"store access rights"

このサービス属性は、文書記憶装置にアクセスする利用者に与えられる権利を決定する。
サービス属性"store access rights"は、１つ以上の次の値をとることができる。
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−

'no-access'

−

'read-only'

−

'extended-read'

−

'add-only'

−

'delete-only'

−

'modify'

−

'full-access'

認定されてない利用者は、文書の記憶へのアクセス権を持っていない、そして、記憶装置内のどんな文
書にもアクセスすることができない。この場合の属性は、値'no-access' である。

他の利用者は、文書を読むことができる。しかし、文書記憶装置の中の文書に、追加、削除、もしくは、
修正することはできない。この場合の属性は、値 'read-only' である。

もし、"store access rights"='extended-read'ならば、利用者は、文書を読むことができる。隠された情報が文
書記憶装置の中に含まれるならば、利用者は、そのことを知ることができる。しかし、隠された情報に、ア
クセスすろことはできない。値 'extended-read' が与えられないならば、利用者は、この事実を認識できない。

属性が 'add-only' ならば、文書記憶装置において、文書に加えることはできるが、読む、削除、修正はで
きない。

属性値が 'delete-only' ならば、文書記憶装置から文書を削除することができる。

'Modify'は、文書に追加、もしくは、削除することなしに、文書の現存する属性の値を変えるという意味
である。

'full-access'権利は、'no-access' を除く全ての他のアクセス権利を含む。

記憶装置アクセス権利は、累積してもよい。例えば、属性「記憶装置アクセス権利」は、'read-only'と'modify'
を同時に持つことができる。

これらの記憶アクセス権利は、文書アクセス権利が文書の中の部分文書のために意味を持つように、文
書記憶装置の中の文書のために同等の意味を持っている、しかし、記憶アクセス権利は、文書アクセス権
利より優先される。

記憶装置アクセス権利 が 'add-only'で、文書アクセス権利が 'delete-only' ならば、通信している実体は、
あらゆる文書の部分文書を削除することを許されない。

９．１．５ サービス属性"document format"

このサービス属性は、通信アプリケーションの主題である文書の構造を決定する。
サービス属性"document format"は、次の値のうち１つをとることができる。
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− 'FOD011'
− 'FOD026'
− 'FOD036'

文書が、シンプルな文書構造をサポートする'FOD011 DAP'に適合するならば、サービス属性"document
format"は、値'FOD011'を持っている。

文書が、拡張された文書構造をサポートする'FOD026 DAP'に適合するならば、それは、値'’FOD026'をと
り、そして、文書が、拡張文書構造を供給する'FOD036 DAP' に適合するならば、値'FOD036'が、割り当て
られる。

本標準の７章に、ＤＡＰとこの標準の使用法のもっと詳しい情報が書かれている。

９．１．６ サービス属性"functionality level"

サービスは、オペレーションが行われる、文書記憶装置、文書、または、部分文書のようなサービスオ
ブジェクトを扱う。

サービス属性"functionality level"は、サービスオブジェクト、及び、オペレーションのセットを決定する。

サービス属性"functionality level"は、１つ以上の次の値をとることができる。
−

'I'

−

'D'

−

'F'

−

'F-SF'

−

'DS-F-SF'

−

'DM-F-SF'

−

'D-F-SF'

これらの属性の値の意味は、以下でとおりある。

−

'I'(インディペンデント)
サービスオブジェクトがない。オペレーションは、選択された通信モジュールによって供給
されたそれらであり、そして、文書記憶装置、文書、及び、部分文書によって変わらない。

−

'D'(文書)
サービスオブジェクトは、１つ以上の文書である。これらのオブジェクトに対するオペレー
ションは、選択された通信モジュールによって供給されたものである。

−

'F'(部分文書)
サービスオブジェクトは、 1 つの部分文書である ;このオブジェクトに対するオペレーショ
ンは、選択された通信モジュールによって供給されたものである。
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− 'F-SF'(部分文書、部分文書のセット)
サービスオブジェクトは、１つ以上の部分文書である。これらのオブジェクトに対するオペ
レーションは、選択された通信モジュールによって供給されたものである。

− 'DS-F-SF' (文書選択、部分文書、部分文書のセット )
サービスオブジェクトは、１つ以上の部分文書である。これらのオブジェクト、及び、オペ
レーションのこれらのオブジェクトを含む文書の選択、及び、予約の手術は、選択された通
信モジュールによって供給されたものである。

− 'DM-F-SF' ( 文書管理、部分文書、部分文書のセット )
サービスオブジェクトは、１つ以上の部分文書である。これらのオブジェクトに対するオペ
レーション、及び、これらのオブジェクトを含む文書を管理することのオペレーションは、
選択された通信モジュールによって供給されたものである。

− 'D-F-SF' ( 文書、部分文書、部分文書のセット )：
サービスオブジェクトは、文書記憶装置、１つ以上の文書、及び、１つ以上の部分文書であ
る。これらのオブジェクトに対するオペレーションは、選択された通信モジュールによって
供給されたものである。

選択された通信モジュールによって提供されるサービスオブジェクトに対するオペレーションは、１０
章における文書通信の基礎的なサービスの正式の定義の"Application rules"節において与えられた規則によ
って制限されるであろう。

９．２ 通信関連のサービス属性の定義

本節では、通信の関連のサービス属性のセットを定義する。通信の関連のサービス属性は、以下のとお
りである。
−

"number of communicating entities"

−

"communication type"

−

"communication modules"

次の節では、これらの通信関連のサービス属性、それらの値の意味、及び、それらの値の意味を示す。

９．２．１ サービス属性"number of communicating entities"

このサービス属性は、通信リンクの両側上の通信アプリケーションにおける構成要素を伝達する実体の
数を示す。

サービス属性"number of communicating entities"は、次の値のうちの1つをとる。
− 'one-to-one'
− 'one-to-several'

通信アプリケーションには、少なくとも２つの通信の実体が含まれ、それらは通信リンクによってつな
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がっている。この場合、サービス属性は、値'one-to-one' をとる。

もし、１つの実体がいくつかの通信リンクによって、いくつかの遠隔通信している実体とつながっていれ
ば、サービス属性は、値 'one-to-several' をとる。

９．２．２ サービス属性"communication type"

このサービス属性は、通信プロセスを実行するためにサービスによって使われる通信モジュールを指定
する。

サービス属性"communication type"は、次の値のうち１つをとることができる。
− 'end-to-end'
− 'store-and-forward'

２つの通信している実体の間の通信リンクが確立され、そして、通信フェーズの間固定した状態を維持
するならば、"communication type"の値は、'end-to-end'である。

このことは、通信がオンラインに取って代わることができることを意味する。

通信している実体からの１つの要求をだすと、直ちに、相手の実体から応答がくる。すなわち、対話型
アプリケーションが可能となる。

2 つの通信している実体の間の通信リンクが通信フェーズの前の個別の動作において確立されず、
そして、
通信フェーズの間に変わるかもしれないならば、"communication type"の値は、 'store-and-forward'である。
この場合、オペレーションの要求と応答の間に時間制限がないので、対話型アプリケーションは、遅延
型対話型アプリケーションとなる。

９．２．３ サービス属性"communication modules"

このサービス属性は、通信プロセスを実行するためにサービスによって使われる通信モジュールを指定
する。サービス属性"communication modules"は、次の値のうち１つをとることができる。

−

'DFR'

−

'DTAM-BT-NM'

−

'DTAM-DM'

−

'DTAM-TK'

−

'DFR/DTAM-DM'

−

'MHS

"communication module"= 'DFR'の場合は、通信モジュール DFR を使うことができる。
"communication module"= 'DTAM-BT-NM'の場合は、通信モジュール DTAM-BT-NM を、使うことができる。
"communication module"='DTAM-DM'の場合は、通信モジュール DTAM-DM を使うことができる。
"communication module"= 'DTAM-TK'の場合は、、通信モジュール DTAM-TK を使うことができる。

ＪＴ−Ｔ１９０
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"communication module"='DFR/DTAM-DM'の場合は、通信モジュール DFR/DTAM-DM を使うことができる。
"communication module"='MHS'の場合は、通信モジュール MHS を使うことができる。
これらの通信モジュールの特性は、８章において要約される。

９．３

基礎的サービスの正式な定義の規則

１０章において与えられた基礎的なサービスの正式な定義をするために、次の４つの手順が決められて
いる。

−

サービス属性に関連した文書の値の割り当て

−

サービス属性に関連した通信の値の割り当て

−

通信モジュールの選択

−

アプリケーションルールの内訳

これらの手順に従う規則、及び、表記法は、次の節において与えられる。

９．３．１ サービス属性に関係する文書への値の割当のための規則と表記法

サービス属性に関係する文書への値の割当は、以下の表９−１／ＪＴ−Ｔ１９０に記述された表記法を
使って行われる。
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表９−１／ＪＴ−Ｔ１９０

基本サービスのための文書関連サービス属性のための値
(ITU-T T.190)

サービス属性

属性値

"document location"

'local'
'remote'

"document copies"

'one'
'several'

"document access rights"

'no-access'
'read-only'
'extended-read'
'add-only'
'delete-only'
'modify'
'full-access'

"store access rights"

'no-access'
'read-only'
'extended-read'
'add-only'
'delete-only'
'modify'
'full-access'

"document format"

'FOD011'
'FOD026'
'FOD036'

"functionality level"

'I'
'D'
'F'
'F-SF'
'DS-F-SF'
'DM-F-SF'
'D-F-SF'

値の表現方法

サービス属性の列で、文書関連のサービス属性の名前が与えられている。参考までに、属性値の列で、
全てのサービス属性の全ての可能な値が与えられている。

各の文書関連サービス属性のために、１０章(基本サービスの公式な定義)におけるテーブルは、
「属性値」
の列における唯一の値か値のリストのいずれかを供給している。最初のケースにおいて、唯一の値は、属
性がとれるものである。第 2 のケースにおいては、テーブルの最後の列において指定されたように、たっ
た 1 つの値が、選択できる。この規則は、”document access rights”と”store access rights”のサービス属性には
適用されない。それは、これらがサービスによっては、２つ以上の値を持つことができるからである（９．
１．３と９．１．４節で説明されるマルチ値属性）。

いくつかの基本サービスにおいては、属性は適用できない。この場合、 'N/A' は、テーブルの属性値の
列において与えられる。

値の選択と選択された値が他のサービス属性の値をもつ可能性を説明するために、１０章におけるテー
ブルにおいて、「値の記述」の列が使われる。

ＪＴ−Ｔ１９０
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９．３．２

通信関連サービス属性のための値の割り当ての規則と表記法

通信関連サービス属性のための値の割り当ては、下記の表９−２／ＪＴ−Ｔ１９０に載っている記述方
法で行われる。

表９−２／ＪＴ−Ｔ１９０

基本サービスのための通信関連サービス属性のための値
（ITU-T T.190）

サービス属性

属性値

"number of communicating entities"

'one-to-one'
'one-to-several'

"communication type"

'end-to-end'
'store-and-forward'

"communication module"

'DFR'
'DTAM-BT-NM'
'DTAM-DM'
'DTAM-TK'
'DFR/DTAM-DM'
'MHS'

値の表現方法

サービス属性の列において、通信の関連のサービス属性の名前は、与えられる。属性値の列において、
全てのサービス属性の全ての可能な値は、参考までに与えられる。

各々の通信の関連のサービス属性のために、１０章(基本サービスの公式定義)におけるテーブルは、属性
値の列において、唯一の値か値のリストのいずれかを提供する。最初のケースにおいて、唯一の値は、属
性がとれるものである。第 2 のケースにおいては、テーブルの最後の列において指定されているように、
値は 1 つだけ選択できる。

値の表現方法の列は、10 章において、その値が選ばれた理由と、選ばれた値が他のサービス属性の値へ
の可能な依存性を説明するために使われる。

９．３．３ 通信モジュールの選択のための規則、及び、表記法

通信モジュールの選択とその可能な制限（例、仕様）は、表９−３／ＪＴ−Ｔ１９０の表記法と、表の
後に記述されている選択メカニズムを使って行われる。

選択メカニズムは、一連の次の手順から成る。それらは通信モジュールの選択と表９−３／ＪＴ−Ｔ１
９０にある制限に従う。

−

手順１："functionality level"行のアイテムの選択。このアイテムは表の列を選択する。

−

手順２：サービス属性"communication type"の 1 つの値の選択。値 'end-to-end' の場合は、この
選ばれた値以下のテーブルの全ての列が、選択される。値"store-and-foward"の場合は、
この選ばれた値以下のテーブルの全ての列が、選択される。
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−

手順３：サービス属性"communication module"の 1 つの値の選択。この選択は、ちょうどこの
サービスのために使われるために通信モジュールである手順 2 のその結果生じる
列のうちの 1 つを選択する。

−

手順４：手順 1 からの選択された行、及び、手順 3 からの選択された列のクロスポイント
の表中エントリの選択。

−

手順５： 表 中 エ ン ト リ が 空 で あ る な ら ば 、 基 本 サ ー ビ ス は 、"function level"、 及 び 、
"communication module"の選ばれた結合によって行われることができない。他の場合
は、テーブルエントリは、選択された通信モジュールに適用され得る制限を含む。制
限された通信モジュールのオペレーションの更に動的な制限は、'Application rules'節
において指定される。

表９−３／ＪＴ−Ｔ１９０

基本サービスのための通信モジュールのセクション
(ITU-T T.190)

"communication type"
'end-to-end'

'store-andforward'

"communication module"
"functionality
level"

'DFR'

'DTAM-BTNM'

'DTAM-DM'

'DTAM-TK'

'DFR/
DTAM-DM'

'MHS'

'I'
'D'
'F'
'F-SF'
'DS-F-SF'
'DM-F-SF'
'D-F-SF'

９．３．４

応用規則

応用規則は、基本サービスを通信応用に応用する時、制限された通信モジュールの動作における更なる
動的な制約について規定する。

応用規則は通信モジュールの動作に関連して
−

いくつかの動作を実行を禁止する。

−

ある条件の下でのみいくつかの動作を許可する。

−

特定の引数でのみいくつかの動作を許可する。

−

動作の確実な順番を規定する。

ＪＴ−Ｔ１９０
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１０．

文書通信基本サービスの形式的定義

本章では、９章で与えられた規則を使用して全ての基本サービスを定義する。

１０．１

蓄積基本サービス

本章は９章で与えられた規則を使うすべての基本サービスを定義する。

１０．１．１

サービス属性に関連した文書

サービス属性に関連した各文書に対して、以下の表５が 9.3.1 に述べられている規則と注意に従い属性値
と値の説明を提供する。

１０．１．２

サービス属性に関連した通信

サービス属性に関連した各通信のために、以下の表９−４／ＪＴ−Ｔ．１９０が、９．３．２節に述べ
られている規則と注意に従い属性値と値の説明を提供する。

表９−４／ＪＴ−Ｔ．１９０

蓄積基本サービスに対する文書に関するサービスの属性の値
（ITU-T T.190）

サービス属性

属性値

値の説明

"document location"

'local'

蓄積されるべき文書は文書を送る通信エ
ンティティの位置に（ローカルで）ある。

"document copies"

'one'

蓄積されるべき各文書のただ１つのコピ
ーが必要である。

"document access rights"

N/A

文書断片はアクセスされるべきでない。

"store access rights"

'add-only'

蓄積基本サービスは遠隔蓄積において
add-only動作を実行する。

"document format"

'FOD011'
'FOD026'
'FOD036'

このサービス属性は要求された文書形式
に従いただ１つの可能な値をとるべきで
ある。

"functionality level"

'D'

蓄積基本サービスは完全な文書の蓄積を
提供する。文書断片はアクセスされるべき
でない。
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表９−５／ＪＴ−Ｔ１９０

蓄積基本サービスに対する通信に関するサービス
（ITU-T T.190）

サービス属性

属性値

値の説明

"number of communicating entities"

'one-to-one'

１つの通信エンティティが、他の遠隔通
信エンティティに文書を送る。

"communication type"

'end-to-end'
'store-and-forward'

蓄積基本サービスは、エンド・エンド通
信, ここでは両方の通信エンティティ(ク
ライアントとサーバ)はサービスを実行す
るために直接接続される、またはストア･
フォア−ド通信を使用して達成される。
付録２はこのサービス属性の値を選択す
るいくつかの規則を与える。

"communication module"

１０．１．３

通信モジュールの選択は１０．１．３節
で規定する"functionality level" と
"communication type"属性値によって制限
される。

'DFR'
'DTAM-BT-NM'
'MHS'

通信モジュールの選択

通信モジュールの選択は属性"functionality level"と"communication type"の値に従う。蓄積基本サービスに
対して、"functionality level"サービス属性に対するただ１つの可能な値がある。表９−６／ＪＴ−Ｔ１９０
で述べた通信モジュール制限が使用されるべきである。

表９−６／ＪＴ−Ｔ１９０は、使用するための通信モジュール制限を表している。ＤＦＲが使われると
き仕様が提供される、他の場合通信モジュールに対する制限だけが応用規則（１０．１．４節参照）で提
供される。

"communication type" = 'end-to-end'と選択されたとき、サービス属性"communication module"の２つの値が可
能である。付録２はこのサービス属性の値を選択するいくつかの規則を与える。

表９−６／ＪＴ−Ｔ１９０で表されている通信モジュール仕様は８章で定義されている。

ＪＴ−Ｔ１９０
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表９−６／ＪＴ−Ｔ１９０

蓄積基本サービスに対する通信ジュールの選択
(ITU‑T.190)

"communication type"
'end-to-end'

'store-andforward'

"communication module"
"functionality
level"

'DFR'

'DTAM-BTNM'

'DTAM-DM'

'DTAM-TK'

'DFR/
DTAM-DM'

'MHS'

'I'
'D'

１０．１．４．
２参照

ADF12

１０．１．４．
３参照

'F'
'F-SF'
'DS-F-SF'
'DM-F-SF'
'D-F-SF'

蓄積基本サービスもまた付録Ｉで与えられた他の通信モジュールを使って実施できる。

１０．１．４

応用規則

蓄積基本サービスは stand-alone サービスとしてまたは複合文書通信サービスを組み立てるために使える
だろう。後者の場合、蓄積基本サービスの使い方は複合サービス仕様（他のＩＴＵ−Ｔ勧告）により規定
されている。

この節では蓄積基本サービスが通信モジュールを使用するときに従う規則を規定している。

１０．１．４．１

ＤＦＲを使用するときの応用規則

ＡＤＦ１２仕様に制限されたＤＦＲが使用される。

サービスが要求されたとき、以下の手順に従う。
−

手順１：

ＤＦＲアソシエーションは、ＢＳ１と認知するＤＦＲ−Ｂｉｎｄで確立すべきで
ある。

−

手順２：

ＤＦＲ生成動作は、必要なときは何度でも遠隔通信エンティティに文書を加える
ために必要なときは何度でも発行されるべきである。

−

手順３：

１０．１．４．２

ＤＦＲアソシエーションはＤＦＲ―Ｕｎｂｉｎｄで解放されるべきである。

ＤＴＡＭ−ＢＴ−ＮＭ使用時の応用規則

ＤＴＡＭ−ＢＴ−ＮＭは、８．３節で与えられた規則に従ったＯＤＡ文書を変換するために使われる。
49

ＪＴ−Ｔ１９０

特定の応用規則はここでは与えられない。

１０．１．４．３

ＭＨＳ使用時の応用規則

サービスが要求されたとき、以下の手順に従う。
−

手順１：蓄積すべき文書を含んでいるＭＨＳメッセージは、ＯＤＡ文書の分配に関して 8.7.3
で与えられた規則に従い、送られるべきである。ＢＳ１が認知されるべきである。

手順１は繰り返しが可能である。

１０．２

分配基本サービス

本節では、９章で与えられた規則を使った分配基本サービスを定義する。

１０．２．１

サービス属性に関連した文書

サービス属性に関連した各文書に対して、表１０−１／ＪＴ−Ｔ１９０は、９．３．１節で決められた
規則と注意に従い属性値と値の説明を提供する。

表１０−１／ＪＴ−Ｔ１９０

分配基本サービスのためのサービス属性に関連した文書の値

(ITU-T T.190)
サービス属性

属性値

値の説明

"document location"

'local'

蓄積すべき文書は文書を分配する通信エンティティに局所
的である。

"document copies"

'one'

分配される各文書のただ１つのコピーが必要である。

"document access rights"

N/A

部分文書はアクセスされるべきでない。

"store access rights"

'add-only'

分配基本サービスは遠隔蓄積でadd-only動作を実行する。

"document format"

'FOD011'
'FOD026'
'FOD036'

このサービス属性は要求される文書形式に依存した可能な
値をただ１つとるべきである。.

"functionality level"

'D'

分配基本サービスは完全文書の分配を提供する。部分文書
はアクセスされるべきでない。

１０．２．２

サービス属性に関連する通信

サービス属性に関連した各通信に対して、表９は9.3.2で決められた規則と注意に従い属性値と
値の説明を提供する。

ＪＴ−Ｔ１９０
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表１０−２／ＪＴ−Ｔ１９０

分配基本サービスに対するサービス属性に関連する通信の値

(ITU-T T.190)

サービス属性

属性値

価の説明

"number of communicating entities"

'one-to-several'

１つの通信エンティティが n個の遠隔通信エ
ンティティ（遠隔蓄積）に文書を分配する。

"communication type"

'end-to-end'
'store-and-forward'

分配基本サービスは、文書を分配する通信エ
ンティティはn個の遠隔通信エンティティと
直接接続を実行するエンド・エンド通信を使
って、またはストア・フォアード通信を使っ
て実行する。
付録２はこのサービス属性の値を選択するい
くつかの規則を与える。

"communication module"

'DFR'
'DTAM-BT-NM'
'MHS'

通信モジュールの選択は１０．２．３節で規
定する"functionality level" と "communication
type"属性値によって制限される。
分配基本サービスはただ１つの通信モジュー
ルを使って実行される。
それゆえ、このサービス属性は与えられた値
のただ１つをとるべきである。
いくつかの異なる通信モジュールを使う分配
サービスは、ここで定義された分配基本サー
ビスを基本にした複合サービスとしてみるこ
とができる。

１０．２．３

通信モジュールの選択

通信モジュールの選択は属性"functionality level"と"communication type"の値に依存する。分配基本サービ
スのために、"functionality level"サービス属性に対するただ１つの可能な値がある。表１０−３／ＪＴ−Ｔ
１９０で述べた通信モジュール制限が使用されるべきである。

表１０−３／ＪＴ−Ｔ１９０は、使用するための通信モジュール制限を表している。ＤＦＲが使われる
とき仕様が提供される。他の場合では、通信モジュールに対する制限だけが応用規則（１０．２．４節参
照）で提供される。

"communication type" = 'end-to-end'と選択されたとき、サービス属性"communication module"の２つの値が可
能である。付録２はこのサービス属性の値を選択するいくつかの規則を与える。

表１０−３／ＪＴ−Ｔ１９０で表されている通信モジュール仕様は８章で定義されている。

分配基本サービスもまた付録 I で与えられた他の通信モジュールを用いて実装されてもよい。
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ＪＴ−Ｔ１９０

表１０−３／ＪＴ−Ｔ１９０

分配基本サービスに対する通信モジュールの選択
(TU-T T.190)

"communication type"
'end-to-end'

'store-andforward'

"communication module"
"functionality
level"

'DFR'

'DTAM-BTNM'

'DTAM-DM'

'DTAM-TK'

'DFR/
DTAM-DM'

'MHS'

'I'
'D'

ADF12

See 10.2.4.2

See 10.2.4.3

'F'
'F-SF'
'DS-F-SF'
'DM-F-SF'
'D-F-SF'

１０．２．４

応用規則

分配基本サービスは、単独で利用できるサービスとして、または複合文書通信サービスを組み立てるた
めに使える。後者の場合、蓄積基本サービスの使い方は通信する複合サービス仕様（他のＩＴＵ−Ｔ勧告）
により規定されている。

本節では分配基本サービスが通信モジュールを使用するとき従うべき規則を規定している。

１０．２．４．１

ＤＦＲを使用するときの応用規則

ＡＤＦ１２仕様に制限されたＤＦＲが使用される。

サービスが要求されたとき、文書を受信する ｎ（個の）遠隔通信エンティティの各々では、以下の手順
に従うべきである。
−

手順１：ＤＦＲアソシエーションは、ＢＳ２と認知するＤＦＲ−Ｂｉｎｄで確立すべきである。

−

手順２：ＤＦＲ生成操作は、必要なときは何度でも遠隔通信エンティティに文書を加えるた
めに必要なときは何度でも発行されるべきである。

−

手順３：ＤＦＲアソシエーションはＤＦＲ―Ｕｎｂｉｎｄで解放されるべきである。

１０．２．４．２

ＤＴＡＭ−ＢＴ−ＮＭ使用時の応用規則

ＤＴＡＭ−ＢＴ−ＮＭは、８．３節で与えられた規則に従ったＯＤＡ文書を変換するために使われる。
特定の応用規則はここでは与えられない。もしｎが文書を受信する遠隔通信エンティティの数なら ｎＤＴ
ＡＭアソシエーションが確立される。それは、遠隔通信エンティティ（受信側）のそれぞれで１つである。
ＪＴ−Ｔ１９０
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１０．２．４．３

ＭＨＳ使用時の応用規則

サービスが要求されたとき、以下の手順に従うべきである。
−

手順１：蓄積すべき文書を含んでいるＭＨＳメッセージは、ＯＤＡ文書の分配とＭＨＳで
提供されるマルチアドレス能力に関して、８．７．３節で与えられた規則に従い、
ｎ受信側に送られるべきである。ＢＳ２が認知されるべきである。

手順１は繰り返しが可能である。

１０．３

検索基本サービス

本節は、９章で与えられた規則を使った検索基本サービスの定義を規定している。

１０．３．１

サービス属性に関連した文書

サービス属性に関連した各文書に対して、表１０−４／ＪＴ−Ｔ１９０は、９．３．１節で決められた
規則と注意に従い属性値と値の説明を提供する。

表１０−４／ＪＴ−Ｔ１９０

検索基本サービスのためのサービス属性に関する文書の値
(ITU‑T T.190)

サービス属性

属性値

値の説明

"document location"

'remote'

文書または部分文書を検索する通信
エンティティは文書に対して遠隔に
あるものである。もしそうでないなら
検索は局所的である。.

"document copies"

'one'

文書または部分文書が検索されると
き、それらはクライアント通信エンテ
ィティに複製される。
グローバルな観点から、いつも１つだ
け遠隔蓄積の文書の複製がある。

"document access rights"

'read-only'

検索基本サービスは文書または部分
文書を読み出し専用動作として実行
する。

"store access rights"

'read-only'

検索基本サービスは遠隔蓄積から読
み出し専用動作として実行する。.

"document format"

'FOD011'
'FOD026'
'FOD036'

この属性は要求される文書形式に依
存した可能な値を１つだけとるべき
である。
この属性に対する値の選択は
"functionality level"属性に対して選択
された値に依存する。
特に 'FOD011'は、もし "functionality
level"が’D’と違うなら決して選ぶべき
ではない。

"functionality level"

このサービス属性は要求される
"functionality level"に依存した可能な
値を１つだけとるべきである。.

'D'
'F-SF'
'DS-F-SF'
'D-F-SF'
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ＪＴ−Ｔ１９０

１０．３．２

サービス属性に関連する通信

サービス属性に関連した各通信に対して、 表１０−５／ＪＴ−Ｔ１９０ は９．３．２節で決めら
れた規則と注意に従い属性値と値の説明を提供する。
表１０−５／ＪＴ−Ｔ１９０

検索基本サービスのためにサービス属性に関連する文書の値
(ITU-T T.190)

Service attribute

Attribute value(s)

"number of communicating entities"

Value description
１つの通信エンティティ（クライア
ント）は他の通信エンティティ（サ
ーバ、遠隔蓄積）からの検索を行う。

'one-to-one'

複合サービスはこの基本サービスを
同じ蓄積においてより多くのクライ
アントに拡張する。
"communication type"

'end-to-end'
'store-and-forward'

サービスを実行するために両方の通
信エンティティ（クライアントとサ
ーバ）は直接接続されているエン
ド・エンド通信は、検索基本サービ
スに対して自然な選択である。しか
し、ストア・フォアード通信にも使
用されことができる。付録２はこの
サービス属性に対する値を選択する
規則を与える。

"communication module"

'DFR'
'DTAM-DM'
'DTAM-DM/DFR'
'MHS'

通信モジュールの選択は１０．３．
３節で規定する"functionality level"
と "communication type"属性値によ
って制限される。

１０．３．３

通信モジュールの選択

"functionality level"と"communication type"の属性値の選択により、表１０−６／ＪＴ−Ｔ１９０に定義さ
れる通信モジュールの制限が使用されなければならない。

"communication type"が'end-to-end'の場合、"functionality level"属性の値の選択により３つの異なる通信モ
ジュールが選択可能である。表１０−６／ＪＴ−Ｔ１９０は使用する通信モジュールの制限を示している。

"communication type"と"functionality level"の値の与えられた組合せにより、表１０−６／ＪＴ−Ｔ１９０
に定義されるように、唯一の"communication module"属性の値が認められている。

表１０−６／ＪＴ−Ｔ１９０にある通信モジュール仕様は８章で定義されている。ＡＤＦ２１仕様のＤ
ＦＲ予約操作は使用されるべきでない。

１０．３．４

応用規則

検索基本サービスは、単独で利用可能なサービスとして、または複合文書通信サービスを形成するため
に使用されてよい。後者の場合、どのように検索基本サービスを使用するかは、対応する(他のＩＴＵ−Ｔ
勧告上の)複合サービス定義に規定されている。

ＪＴ−Ｔ１９０
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この章は、通信モジュールを使用する際の、検索基本サービスが準拠すべき規則について規定している。

１０．３．４．１

ＤＦＲを使用する場合の応用規則

この場合、検索基本サービスは文書全体にのみ適用できる。ＤＦＲが、ＡＤＦ１１仕様に限定され使用
される。
表１０−６／ＪＴ−Ｔ１９０

検索基本サービスのための通信モジュールの選択
（ITU-T T.190）

"communication type"
'end-to-end'

'store-andforward'

"communication
module"
"functionality

'DFR'

level"

'DTAM-

'DTAM-

BT-NM'

DM'

'DTAM-TK'

'DFR/

'MHS'

DTAM-DM'

'I'
'D'

10.3.4.4 節

ADF11

参照
'F'
'F-SF'

10.3.4.4 節

AOD11

参照
'DS-F-SF'

ADF21+

10.3.4.4 節

AOD11

参照

ADF11+

10.3.4.4 節

AOD11

参照

'DM-F-SF'
'D-F-SF'

サービスが要求される時、以下の手順を踏まなければならない。
−

手順１：ＢＳ３を確認し、ＤＦＲ−Ｂｉｎｄを使ってＤＦＲアソシエーションが確立されな
ければならない。

−

手順２：要求される検索操作を実行するために、ＡＤＦ１１仕様で提供される操作が行われ
得る。

−

手順３：ＤＦＲアソシエーションがＤＦＲ−Ｕｎｂｉｎｄで解放されなければならない。

１０．３．４．２

ＤＴＡＭ−ＤＭを使用する場合の応用規則

この場合、検索基本サービスは文書の一部にのみ適用できる。 ＤＴＡＭ−ＤＭが、ＡＯＤ１１仕様に限
定され使用される。

サービスが要求される時、以下の手順をふまなければならない。
−

手順１：ＢＳ３を確認し、ＤＴＡＭ−ＤＭ−Ｂｉｎｄを使ってＤＴＡＭ−ＤＭアソシエーシ
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ＪＴ−Ｔ１９０

ョンが確立されなければならない。
−

手順２：１つ又は複数の文書が、ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ−ＯＰＥＮを使って開かれなけれ
ばならない。

−

手順３：要求される検索操作を実行するために、ＡＯＤ１１仕様で提供される操作が行われ
得る。

−

手順４：開かれた文書は、ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ−ＣＬＯＳＥを使って閉じられなければ
ならない。

−

手順５：ＤＴＡＭ−ＤＭアソシエーションがＤＴＡＭ−ＤＭ−Ｕｎｂｉｎｄで解放されなけ
ればならない。

手順２、３と４は、繰り返すことが出来る。

１０．３．４．３

ＤＴＡＭ−ＤＭと共にＤＦＲを使用する場合の応用規則

この場合、検索基本サービスは文書と文書の一部に適用できる。ＤＴＡＭ−ＤＭで結合されたＤＦＲが
限定され使用される。
"functionality level"属性の値により２つの場合がある。
ａ）"functionality level"が'ＤＳ−Ｆ−ＳＦ'の場合
この場合、文書全体における操作の機能性は、文書の選択の能力に制限される。ＡＤＦ２１と
ＡＯＤ１１仕様が使用されなければならない。サービスが要求される時、以下の手順をふまな
ければならない。
−

手順１：ＢＳ３を確認し、ＤＴＡＭ−ＤＭ−Ｂｉｎｄを使ってＤＴＡＭ−ＤＭアソシエー
ションが確立されなければならない。

−

手順２：オプションとして、１つ又は複数の文書がＡＤＦ２１操作で選択されなければな
らない。

−

手順３：１つ又は複数の文書が、ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ−ＯＰＥＮを使って開かれなけ
ればならない。

−

手順４：文書の一部上で要求される検索操作を実行するために、ＡＯＤ１１仕様で提供さ
れる操作が行われ得る。

−

手順５：開かれた文書は、ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ−ＣＬＯＳＥを使って閉じられなけれ
ばならない。

−

手順６：ＤＴＡＭ−ＤＭアソシエーションがＤＴＡＭ−ＤＭ−Ｕｎｂｉｎｄで解放されな
ければならない。

手順２、３、４、５と、手順３、４、５は、繰り返すことが出来る。

ｂ）"functionality level"が'Ｄ−Ｆ−ＳＦ'の場合
この場合、ＡＤＦ１１とＡＯＤ１１仕様が使用されなければならない。サービスが要求され
る時、以下の手順をふまなければならない。
−

手順１：ＢＳ３を確認し、ＤＴＡＭ−ＤＭ−Ｂｉｎｄを使ってＤＴＡＭ−ＤＭアソシエー
ションが確立されなければならない。

−

ＪＴ−Ｔ１９０

手順２：要求される検索操作を実行するために、ＡＤＦ１１仕様で提供される操作が行わ
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れ得る。
−

手順３：オプションとして、１つ又は複数の文書が、ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ−ＯＰＥＮ
を使って開かれなければならない。

−

手順４：手順３が実行されたなら、文書の一部上で要求される検索操作を実行するために、
ＡＯＤ１１仕様で提供される操作が行われ得る。

−

手順５：手順４が実行されたなら、開かれた文書は、ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ−ＣＬＯＳ
Ｅを使って閉じられなければならない。

−

手順６：ＤＴＡＭ−ＤＭアソシエーションがＤＴＡＭ−ＤＭ−Ｕｎｂｉｎｄで解放されな
ければならない。

手順２、３、４、５と、手順３、４、５は、繰り返すことが出来る。

１０．３．４．４

ＭＨＳを使用する場合の応用規則

この場合、検索基本サービスは文書全体にのみ、文書の一部にのみ、かつ文書と文書の一部に適用でき
る。
サービスが要求される時、以下の手順をふまなければならない。
−

手順１：８．７．３節で与えられる規則に従い、要求される検索操作が、１つ又は複数の
ＭＨＳメッセージで送られる。ＢＳ３が確認されなければならない。

−

手順２：オプションとして、８．７．３節で与えられる規則に従い、結果が新しいＭＨＳ
メッセージで返される。

手順１と２は、繰り返すことが出来る。

１０．４

登録／検索基本サービス

本章は、９章で与えられる規則を使用する登録／検索基本サービスを定義している。

１０．４．１

文書関連サービス属性

各々の文書関連サービス属性のために、９．３．１節の規則と表記に従い、表１０−７／ＪＴ−Ｔ１９
０は属性値と定義を提供する。

１０．４．２

通信関連サービス属性

各々の通信関連サービス属性のために、９．３．２節の規則と表記に従い、表１０−８／ＪＴ−Ｔ１９０
は属性値と定義を提供する。
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ＪＴ−Ｔ１９０

表１０−７／ＪＴ−Ｔ１９０

登録／検索基本サービスのための文書関連サービス属性の値
(ITU‑T T.190)

サービス属性
"document location"

属性値

値の説明
利用者は、文書に対して位置は遠隔である。そうでないなら、文書

'remote'

や部分文書の登録／検索は局所的である。
"document copies"

文書又は部分文書が検索される時、それらはクライアントの通信中

'one'

エンティティに複製される。一方、文書又は部分文書が登録される
時、それらは遠隔蓄積に複製される。全体的な見地から、いつもそ
こには文書の唯一１つの複製が存在している。それは遠隔サーバー
のコピーである。
"document access

'read-only'

検索操作は、文書の(又は部分文書)読込のみの操作である。一方、登

rights"

'add-only'

録操作は、文書の(又は部分文書)追加のみの操作である。

"store access rights"

'read-only'

検索操作は、遠隔蓄積における読込のみの操作である。一方、登録

'add-only'

操作は、追加のみの操作である。

'FOD011'

このサービス属性は、要求される文書形式によって、唯一１つの値

'FOD026'

を取るべきである。

'FOD036'

この属性値の選択は、"functionality level"属性の選択値に依存する。

"document format"

特に、もし"functionality level"が'Ｄ'と異なるなら、'FOD011'は選択さ
れるべきではない。
"functionality level"

‘D’

このサービス属性は、要求される機能性レベルによって、唯一１つ

‘F-SF’

の値を取るべきである。

‘DS-F-SF’
‘D-F-SF’

表１０−８／ＪＴ−Ｔ１９０

登録／検索基本サービスのための通信関連サービス属性の値
(ITU‑T T.190)

サービス属性
"number of

属性値
'one-to-one'

１つの通信中エンティティ(クライアント)は、他の通信
中エンティティ(サーバー)に対して登録／検索を行う。

communicating entities"
"communication type"

値の説明

'end-to-end'

エンド･エンド通信は、両方の通信中エンティティ(クラ

'store-and-forward'

イアントとサーバー)がサービスを実現するために直接
接続されているが、これは登録／検索基本サービスの
ための選択である。しかしながら、ストア･フォアード
通信が使用されてもよい。付録２は、このサービス属
性の値選択のための規則を与えている。

"communication module" 'DFR'

通信モジュールの選択は、１０．４．３節で定義され

'DTAM-DM'

る"functionality level"属性、"communication type"属性の

'DTAM-DM/DFR'

値により、限定される。

'MHS'

ＪＴ−Ｔ１９０
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表１０−９／ＪＴ−Ｔ１９０

検索基本サービスのための通信モジュールの選択
(ITU‑T T.190)

"communication type"
'end-to-end'

'store-andforward'

"communication
module"
"functionality

'DFR'

level"

'DTAM-

'DTAM-DM'

'DTAM-TK'

BT-NM'

'DFR/

'MHS'

DTAM-DM'

'I'
'D'

１０．４．４．

ADF12

４節参照
'F'
'F-SF'

１０．４．４．

AOD12

４節参照
'DS-F-SF'’

ADF21+

１０．４．４．

AOD12

４節参照

ADF12+

１０．４．４．

AOD12

４節参照

'DM-F-SF'
'D-F-SF'

１０．４．３

通信モジュールの選択

"functionality level"と"communication type"の属性値の選択により、表１０−９／ＪＴ−Ｔ１９０に定義さ
れる通信モジュールの制限(この場合仕様)が使用されなければならない。

"communication type"が’end-to-end’の場合、"functionality level"属性の値の選択により３つの異なる通信モ
ジュールが選択可能である。表１０−９／ＪＴ−Ｔ１９０は使用する通信仕様を示している。
"communication type"と"functionality level"の値の与えられた組合せにより、表１０−９／ＪＴ−Ｔ１９０に
定義されるように、唯一の"communication module"属性の値が認められている。

表１０−９／ＪＴ−Ｔ１９０にある通信モジュール仕様は第８章で定義されている。ＡＤＦ２１仕様の
ＤＦＲ予約操作は使用されるべきでない。

１０．４．４

応用規則

登録／検索基本サービスは、単独で利用可能なサービスとして、または複合文書通信サービスを形成す
るために使用されてよい。後者の場合、どのように登録／検索基本サービスを使用するかは、対応する(他
のＩＴＵ−Ｔ勧告上の)複合サービス定義に規定されている。

この章は、通信モジュールを使用する際の、登録／検索基本サービスが準拠すべき規則について規定し
ている。
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１０．４．４．１

ＤＦＲを使用する場合の応用規則

この場合、登録／検索基本サービスは文書全体にのみ適用できる。ＤＦＲが、ＤＦ１２仕様に限定され
使用される。

サービスが要求される時、以下の手順をふまなければならない。
−

手順１：ＢＳ４を確認し、ＤＦＲ−Ｂｉｎｄを使ってＤＦＲアソシエーションが確立されな
ければならない。

−

手順２：要求される登録／検索操作を実行するために、ＡＤＦ１２仕様で提供される操作が
行われ得る。

−

手順３：ＤＦＲアソシエーションがＤＦＲ−Ｕｎｂｉｎｄで解放されなければならない。

１０．４．４．２

ＤＴＡＭ−ＤＭを使用する場合の応用規則

この場合、検索基本サービスは文書の一部にのみ適用できる。 ＤＴＡＭ−ＤＭが、ＡＯＤ１２仕様に限
定され使用される。

サービスが要求される時、以下の手順をふまなければならない。
−

手順１：ＢＳ４を確認し、ＤＴＡＭ−ＤＭ−Ｂｉｎｄを使ってＤＴＡＭ−ＤＭアソシエーシ
ョンが確立されなければならない。

−

手順２：１つ又は複数の文書が、ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ−ＯＰＥＮを使って開かれなけれ
ばならない。

−

手順３：要求される登録／検索操作を実行するために、ＡＯＤ１２仕様で提供される操作が
行われ得る。

−

手順４：開かれた文書は、ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ−ＣＬＯＳＥを使って閉じられなければ
ならない。

−

手順５：ＤＴＡＭ−ＤＭアソシエーションがＤＴＡＭ−ＤＭ−Ｕｎｂｉｎｄで解放されなけ
ればならない。

手順２、３と４は、繰り返すことが出来る。

１０．４．４．３

ＤＴＡＭ−ＤＦＲと結合したＤＦＲを用いる応用規則

この場合、登録／検索基本サービスは文書と文書の一部に適用できる。ＤＴＡＭ−ＤＭで結合されたＤ
ＦＲが限定され使用される。

"functionality level" サービス属性の値により２つの場合がある。
ａ）"functionality level"が“ＤＳ−Ｆ−ＳＦ”の場合
この場合、文書全体における操作の機能性は、文書の選択の能力に制限される。ＡＤＦ２１
とＡＯＤ１２仕様が使用されなければならない。サービスが要求される時、以下の手順をふ
まなければならない。
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−

手順１：ＢＳ４を確認し、ＤＴＡＭ−ＤＭ−Ｂｉｎｄを使ってＤＴＡＭ−ＤＭアソシエ
ーションが確立されなければならない。

−

手順２：オプションとして、１つ又は複数の文書がＡＤＦ２１操作で選択されなければ
ならない。

−

手順３：１つ又は複数の文書が、ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ−ＯＰＥＮを使って開かれな
ければならない。

−

手順４：文書の一部上で要求される検索操作を実行するために、ＡＯＤ１２仕様で提供
される操作が行われ得る。

−

手順５：開かれた文書は、ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ−ＣＬＯＳＥを使って閉じられなけ
ればならない。

−

手順６：ＤＴＡＭ−ＤＭアソシエーションがＤＴＡＭ−ＤＭ−Ｕｎｂｉｎｄで解放され
なければならない。

手順２、３、４、５と、手順３、４、５は、繰り返すことが出来る。

ｂ） "functionality level"が“Ｄ−Ｆ−ＳＦ”の場合
この場合、ＡＤＦ１２とＡＯＤ１２仕様が使用されなければならない。サービスが要求され
る時、以下の手順をふまなければならない。
−

手順１：ＢＳ４を確認し、ＤＴＡＭ−ＤＭ−Ｂｉｎｄを使ってＤＴＡＭ−ＤＭアソシエ
ーションが確立されなければならない。

−

手順２：要求される検索操作を実行するために、ＡＤＦ１２仕様で提供される操作が行
われ得る。

−

手順３：オプションとして、１つ又は複数の文書が、ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ−ＯＰＥ
Ｎを使って開かれなければならない。

−

手順４：手順３が実行されたなら、文書の一部上で要求される検索操作を実行するため
に、ＡＯＤ１２仕様で提供される操作が行われ得る。

−

手順５：手順４が実行されたなら、開かれた文書は、ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ−ＣＬＯ
ＳＥを使って閉じられなければならない。

−

手順６：ＤＴＡＭ−ＤＭアソシエーションがＤＴＡＭ−ＤＭ−Ｕｎｂｉｎｄで解放され
なければならない。
手順２、３、４、５と、手順３、４、５は、繰り返すことが出来る。

１０．４．４．４

ＭＨＳを使用する場合の応用規則

この場合、登録／検索基本サービスは文書全体にのみ、文書の一部にのみ、かつ文書と文書の一部に適
用できる。サービスが要求される時、以下の手順をふまなければならない。
−

手順１：８．７．３節で与えられる規則に従い、要求される登録／検索操作が、１つ又は複
数のＭＨＳメッセージで送られる。ＢＳ４が確認されなければならない。

−

手順２：オプションとして、８．７．３節で与えられる規則に従い、結果が新しいＭＨＳメ
ッセージで返される。
手順１と２は、繰り返すことが出来る。
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１０．５

編集操作基本サービス

本章は、９章で与えられる規則を使用する編集操作基本サービスを定義している。

１０．５．１

文書関連サービス属性

各々の文書関連サービス属性のために、9.3.1 の規則と表記に従い、表１０−１０／ＪＴ−Ｔ１９０は属
性値と値の説明を提供する。

１０．５．２

通信関連サービス属性

各々の通信関連サービス属性のために、９．３．２節の規則と表記に従い、表１０−１１／ＪＴ−Ｔ１
９０は属性値と値の説明を提供する。

１０．５．３ 通信モジュールの関係

"functionality level"と"communication type"の属性値の選択により、表１０−１２／ＪＴ−Ｔ１９０に定義
される通信モジュールの制限(この場合仕様)が使用されなければならない。

"communication type"が’end-to-end’の場合、"functionality level"属性の値の選択により３つの異なる通信モ
ジュールが選択可能である。表１０−１２／ＪＴ−Ｔ１９０は使用する通信仕様を示している。
"communication type"と"functionality level"の値の与えられた組合せにより、表１０−１２／ＪＴ−Ｔ１９０
に定義されるように、唯一の"communication module"属性の値が認められている。

表１０−１２／ＪＴ−Ｔ１９０にある通信モジュール仕様は、８章で定義されている。
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表１０−１０／ＪＴ−Ｔ１９０ 編集操作基本サービスの文書関連サービス属性値
(ITU‑T T.190)
サービス属性
"document location"

属性値

説明
利用者は文書から離れた位置にいる。もし値

remote

がなければ、編集操作は局所的となる。
"document copies"

サーバー側通信エンティティは文書のただ１

one

つの複製を保持する。クライアント側通信エ
ンティティは、遠隔蓄積装置上で実行される
編集操作を指示する。
編集操作は、文書への完全なアクセス権を要

"document access rights"

full access

"store access rights"

full access

"document format"

FOD011

本属性は、希望する文書フォーマットに依存

FOD026

して、可能な値の中の１つのみ採用しなけれ

FOD036

ばならない。

求する。
編集操作は、遠隔蓄積装置への完全なアクセ
ス権を要求する。

本 属 性 に 関 す る 値 の 選 択 は 、 "functionality
level"属性で選択した値に依存する。特に、
FOD011 は、"functionality level"が'D'でない場合
に選択されてはならない。
"functionality level"

D

本属性は、希望する"functionality level"属性で

F−SF

選択した値に依存して、可能な値の中の１つ

DS−F−SF

のみ採用しなければならない。

DM−F−SF
D−F−SF

表１０−１１／ＪＴ−Ｔ１９０ 編集操作基本サービスの通信関連サービス属性値
(ITU-T T.190)
サービス属性
"number of communicating

属性値

１クライアントが、遠隔蓄積装置にある文書

one-to-one

を編集操作する。

entities"
"communication type"

説明

end−to−end

両側の通信エンティティ（クライアントとサ

store−and−forward

ーバー）がサービスを実行するために直接接
続されるエンド・エンド通信は、編集操作基
本サービスでは通常の選択である。
しかしながら、 ストア・フォワードもまた使
用されうる。付録 2 は、本サービス属性のた
めの値を選択するいくつかの規則を示す。

"communication module"

DFR

通信モジュールの選択は、１０．５．３節で

DTAM−DM

記 述 し た よ う に 、 "functionality level" と

DFR/DTAM−DM

"communicationtype"属性の選択値によって制

MHS

約を受ける。
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表１０−１２／ＪＴ−Ｔ１９０ 編集操作基本サービスの通信モジュール選択
(ITU-T T.190)
"communication type"
end−to−end

store−and−
forward

"communication module"
DFR

"functionality

DTAM
−BT−NM

level"

DTAM
−DM

DTAM
−TK

DFR／DTAM

MHS

−DM

I
D

10.５.４.４ 節

ADF13

参照

F
F−SF

10.５.４.４ 節

AOD13

参照

DS−F−SF
DM−F−SF
D−F−SF

１０．５．４

ADF21+

10.５.４.４ 節

AOD13

参照

ADF22+

10.５.４.４ 節

AOD13

参照

ADF13+

10.５.４.４ 節

AOD13

参照

応用規則

編集操作基本サービスは単独で利用可能なサービスとして、または複合文書通信サービスを構築するた
めに使用できる。後者において、編集操作基本サービスの使用方法は、対応する複合サービス仕様(他のＩ
ＴＵ−Ｔ勧告の)に記述されている。
本章では、通信モジュールを用いる時に編集操作基本サービスが従わなければならない規則を述べる。

１０．５．４．１

ＤＦＲ使用時の応用規則

この場合、編集操作基本サービスは、文書全体に対してのみ適用される。ＡＤＦ１３仕様に限定された
ＤＦＲが用いられる。
サービスが要求されると、次の手順が実施されなければならない。
− 手順１： ＤＦＲアソシエーションは、ＢＳ ５を識別し、ＤＦＲ−Ｂｉｎｄで確立されなけれ
ばならい。
− 手順２： ＡＤＦ１３仕様の中で提供される操作が、要求された編集操作を実行するために、
発行されうる。
− 手順３： ＤＦＲアソシエーションは、ＤＦＲ−Ｕｎｂｉｎｄによって解放されなければなら
ない。

１０．５．４．２

ＤＴＡＭ−ＤＭ使用時の応用規則

この場合、編集操作基本サービスは、部分文書に対してのみ適用される。ＡＯＤ１３仕様に限定される
ＤＴＡＭ−ＤＭが用いられる。
サービスが要求されると、次の手順が実施されなければならない。
ＪＴ−Ｔ１９０
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− 手順１： ＤＴＡＭ−ＤＭアソシエーションは、ＢＳ ５を識別し、ＤＴＡＭ−ＤＭ−Ｂｉｎｄ
で確立されなければならない。
− 手順２： １つあるいはそれ以上の文書は、ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ−ＯＰＥＮによって開か
れなければならない。
− 手順３： ＡＯＤ１３仕様の中で提供される操作が、要求された編集操作を実行するために、
発行されうる。
− 手順４： 開かれた文書は、ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ−ＣＬＯＳＥによって閉じられなければ
ならない。
− 手順５： ＤＴＡＭ−ＤＭアソシエーションは、ＤＴＡＭ−ＤＭ−Ｕｎｂｉｎｄによって解放
されなければならない。
手順２、３、４は繰り返されうる。

１０．５．４．３

ＤＴＡＭ−ＤＭと組み合わせたＤＦＲ使用時の応用規則

この場合、編集操作基本サービスは、文書と部分文書の両方に適用される。ＤＴＡＭ−ＤＭと結合した
ＤＦＲが使用され、制限される。
functionality level

属性値に応じて３つの可能なケースがある：

ａ） functionality level

＝

ＤＳ−Ｆ−ＳＦ

この場合、文書全体への操作性は、文書の選択が可能ということに限定される。ＡＤＦ２
１とＡＯＤ１３仕様が用いられなければならない。
サービスが要求されると、次の手順が実施されなければならない：
−

手順１： ＤＴＡＭ−ＤＭアソシエーションは、ＢＳ ５を識別し、ＤＴＡＭ−ＤＭ−Ｂ
ｉｎｄで確立されなければならない。

−

手順２： オプションとして、１つあるいはそれ以上の文書がＡＤＦ２１操作で選択され
なければならない。

−

手順３： １つあるいはそれ以上の文書は、 ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ−ＯＰＥＮによっ
て開かれなければならない。

−

手順４： ＡＯＤ１３仕様の中で提供される操作が、部分文書へ要求された編集操作を実
行するために、発行されうる。

−

手順５： 開かれた文書は、ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ−ＣＬＯＳＥによって閉じられなけ
ればならない。

−

手順６： ＤＴＡＭ−ＤＭアソシエーションは、ＤＴＡＭ−ＤＭ−Ｕｎｂｉｎｄによって
解放されなければならない。

手順２、３、４、５と手順３、４、５は繰り返されうる。

ｂ）

functionality level

＝

ＤＭ−Ｆ−ＳＦ

この場合、文書全体への操作性は、文書の選択が可能ということおよび文書ストアの管理
が可能ということに限定される。ＡＤＦ２２とＡＯＤ１３仕様が用いられなければならない。
サービスが要求されると、次の手順が実施されなければならない。
−

手順１： ＤＴＡＭ−ＤＭアソシエーションは、ＢＳ ５を識別し、ＤＴＡＭ−ＤＭ−Ｂ
ｉｎｄで確立されなければならない。

−

手順２： オプションとして、 ＡＤＦ２２操作で１つあるいはそれ以上の文書が選択さ
れ、文書ストアが管理されなければならない。
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−

手順３： １つあるいはそれ以上の文書は、 ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ−ＯＰＥＮによっ
て開かれなければならない。

−

手順４： ＡＯＤ１３仕様の中で提供される操作が、文書の一部へ要求された編集操作を
実行するために、発行されうる。

−

手順５： 開かれた文書は、ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ−ＣＬＯＳＥによって閉じられなけ
ればならない。

−

手順６： ＤＴＡＭ−ＤＭアソシエーションは、ＤＴＡＭ−ＤＭ−Ｕｎｂｉｎｄによって
解放されなければならない。
手順２、３、４、５と手順３、４、５は繰り返されうる。

ｃ） functionality level

＝

Ｄ−Ｆ−ＳＦ

この場合、ＡＤＦ１３とＡＯＤ１３仕様が用いられなければならない。
サービスが要求されると、次の手順が実施されなければならない。
−

手順１： ＤＴＡＭ−ＤＭアソシエーションは、ＢＳ ５を識別し、ＤＴＡＭ−ＤＭ−Ｂ
ｉｎｄで確立されなければならない。

−

手順２： ＡＤＦ１３仕様の中で提供される操作が、要求された編集操作を実行するため
に、発行されうる。

−

手順３： オプションとして、１つあるいはそれ以上の文書が、ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ
−ＯＰＥＮによって開かれなければならない。

−

手順４： もし手順３が実行されると、 ＡＯＤ１３仕様の中で提供される操作が、文書
の一部へ要求された編集操作を実行するために、発行されうる。

−

手順５： もし手順４が実行されると、開かれた文書は、ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ−ＣＬ
ＯＳＥによって閉じられなければならない。

−

手順６： ＤＴＡＭ−ＤＭアソシエーションは、ＤＴＡＭ−ＤＭ−Ｕｎｂｉｎｄによって
解放されなければならない。
手順２、３、４、５と手順３、４、５は繰り返されうる。

１０．５．４．４

ＭＨＳ使用時の応用規則

この場合、編集操作基本サービスは文書全体にのみ、部分文書のみ、そして文書と部分文書に適用される。
サービスが要求されると、次の手順が実施されなければならない。
−

手順１： 要求された編集操作は、８．７．３節で与えられる規則に従い、１つあるいはそれ
以上のＭＨＳメッセージで送られる。ＢＳ ５は識別されなければならない。

−

手順２： オプションとして、８．７．３節で与えられる規則に従い、結果が新しいＭＨＳメ
ッセージで戻される。
手順１と２は、繰り返されうる。

１０．６ ポインティング基本サービス

本章では、９章で与えられる規則を用いることでポインティング基本サービスを定義する。

１０．６．１

ＪＴ−Ｔ１９０

文書関連サービス属性
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各文書関連サービス属性に関して、９．３．１節で記述した規則と表記に従い、属性値とその説明を
表１０−１３／ＪＴ−Ｔ１９０に示す。

表１０−１３／ＪＴ−Ｔ１９０ ポインティング基本サービスのための文書関連サービス属性値
(ITU-T T.190)
サービス属性

属性値

"document location"

説明
利用者は文書から離れた位置にいる。もし

remote

値がなければ、ポインティング操作は局所
的である。
サーバーは文書のただ１つの複製を保持す

one

"document copies"

る。クライアントは、サーバー上で実行さ
れるポインティング操作を指示する。
read−only

"document access rights"

ポインティングは、部分文書への読み出し
専用操作である。

"store access rights"

蓄積装置への操作はない。

N／A

"document format"

FOD026

本サービス属性は、希望する文書フォーマ

FOD036

ットに依存して、可能な値の中から１つの
値のみ採用されなければならない。

"functionality level"

ポインティングは、部分文書に対してのみ

F

可能である。

１０．６．２

通信関連サービス属性

各通信関連サービス属性に関して、９．３．２で記述した規則と表記に従い、属性値とその説明を
表１０−１４／ＪＴ−Ｔ１９０に示す。

表１０−１４／ＪＴ−Ｔ１９０ ポインティング基本サービスのための通信関連サービス属性値
（ＩＴＵ−Ｔ Ｔ．１９０）
サービス属性

属性値

"number of communicating entities"

one−to−one

"communication type"

end−to−end

説明
一人のクライアントは、遠隔サーバーに
ある部分文書を指し示す。
ポインティングは、エンド・エンド通信を
用いて成し遂げられる。ここでエンド･エ
ンドとは、両側の通信エンティティ（クラ
イアントとサーバー）であり、サービスを
実行するために直接接続される

"communication module"

DTAM−DM

通信モジュールの選択は、１０．６．３に
記述したように、

functionality level

と

communication type 属性値によって制約
を受ける。

１０．６．３

通信モジュールの選択

通信モジュールの選択は、 functionality level および

communication type 属性値に依存する。ポイン

ティング・サービスでは、各属性値について可能な値は１つでしかない。表１０−１５／ＪＴ−Ｔ１９０
に記述された通信モジュールの制約が、
用いられなければならない。表１０−１５／ＪＴ−Ｔ１９０は、使用すべき通信モジュールの制約を表す。
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通信モジュールの制約は、仕様で記述されるのではなく、ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｔ．４３５のＤＴＡＭ−ＤＭサ
ービスに記述されるように、
Manipulation Level Selection

として記述される。 Basic Read Only Level 編集操作レベル選択は、ＤＭ−

ＰＯＩＮＴ操作を含んで用いられなければならない。それは、編集操作レベルにオプションとして定義さ
れている。

表１０−１５／ＪＴ−Ｔ１９０ ポインティング基本サービスのための通信モジュール選択
(ITU‑T T.190)
"communication type"
end−to−end

store−and
−forward

"communication module"
DFR

"functionality

DTAM
−BT−NM

level"

DTAM
−DM

DTAM
−TK

DFR／

MHS

DTAM−DM

I
D
F
F−SF

Basic Read
Only level

DS−F−SF
DM−F−SF
D−F−SF

１０．６．４

応用規則

ポインティング基本サービスは、複合文書通信サービスを構築するために使用されなければならない。
複合サービスを構築する時にポインティング基本サービスをどのように使用するかの詳細は、（他の
ＩＴＵ−Ｔ勧告の）対応する複合サービス仕様のなかに述べられている。

１０．６．４．１

ＤＴＡＭ−ＤＭ使用時の応用規則

これは、ポインティング基本サービスに関する唯一の可能性である。基本読み出し専用レベルに制限さ
れたＤＴＡＭ−ＤＭが使用される。
サービスが要求されると、次の手順が実施されなければならない。
−

手順１： ＤＴＡＭ−ＤＭアソシエーションは、ＢＳ ６を識別し、
ＤＴＡＭ−ＤＭ−Ｂｉｎｄで確立されなければならない。

−

手順２： ポイントする文書は、ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ−ＯＰＥＮによって開かれなければ
ならない。

−

手順３： ＤＭ−ＰＯＩＮＴ操作は、開かれた文書の中にある文書の一部を指し示すために使
用されなければならない。

−

手順４： 開かれた文書は、ＤＭ−ＤＯＣＵＭＥＮＴ−ＣＬＯＳＥによって閉じられなければ
ならない。

−

手順５： ＤＴＡＭ−ＤＭアソシエーションは、ＤＴＡＭ−ＤＭ−Ｕｎｂｉｎｄによって解放
されなければならない。

ＪＴ−Ｔ１９０
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手順３と手順２、３、４は繰り返されうる。

１０．７ マルチ・ポインティング基本サービス

本章では、９章の規則を用いてマルチ・ポインティング基本サービスを定義する。

１０．７．１

文書関連サービス属性

各文書関連サービス属性に関して、９．３．１節で記述した規則と表記に従い、属性値とその説明を
表１０−１６／ＪＴ−Ｔ１９０に示す。

表１０−１６／ＪＴ−Ｔ１９０ マルチ・ポインティング基本サービスの文書関連サービス属性値
(ITU‑T T.190)
サービス属性
"document location"

属性値

説明
利用者は文書から離れた位置にいる。もし値が

remote

なければ、マルチ・ポインティング操作は局所
的となる。
"document copies"

文書の一部が指し示された全てのサーバーは、

several

全てのポインティング操作が実行される部分文
書か文書全体の複製のどちらかを保持しなけれ
ばならない。クライアントは、マルチ・ポイン
ティング操作を指示する。それは、全てのサー
バー上で単一のポインティング操作として実行
される。
"document access rights"

マルチ・ポインティングは、部分文書への読み

read−only

出し専用操作である。
"store access rights"
document format

蓄積装置への操作はない。

N／A
FOD026

本サービス属性は、希望する文書フォーマット

FOD036

に依存して、可能な値の中から１つの値のみ採
用されなければならない。

"functionality level"

マルチ・ポインティングは、部分文書に対して

F

のみ可能である。

１０．７．２

通信関連サービス属性

各通信関連サービス属性に関して、９．３．２節で記述した規則と表記に従い、属性値とその説明を
表１０−１７／ＪＴ−Ｔ１９０に示す。
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表１０−１７／ＪＴ−Ｔ１９０ マルチ・ポインティング基本サービスの通信関連サービス属性値
（ＩＴＵ−Ｔ Ｔ．１９０）
サービス属性
"number of communicating
entities"

属性値

説明

one−to

１つの通信エンティティ（クライアント）は、

−several

ｎ個のリモート通信エンティティ（サーバー）
に対し部分文書を指し示す。

"communication type"

マルチ・ポインティングは、エンド・エンド通

end−to−end

信を用いて成し遂げられる。ここでエンド・エ
ンドとは、両側の通信エンティティ（クライア
ントとサーバー）であり、サービスを実行する
ために直接接続される。
"communication module"

通信モジュールの選択は、１０．７．３節に記

DTAM−DM

述したように、

functionality level

と

communication type 属性値によって制約を受
ける。

１０．７．３

通信モジュールの選択

通信モジュールの選択は、 functionality lebel および communication type 属性値に依存する。マルチ・
ポインティング・サービスでは、各属性値について可能な値は１つでしかない。表１０−１８／ＪＴ−Ｔ
１９０に記述された通信モジュールの制約が使用されなければならない。表１０−１８／ＪＴ−Ｔ１９０
は、使用すべき通信モジュールの制約を表す。

通信モジュールの制約は、仕様で記述されるのではなく、ＩＴＵ−Ｔ勧告Ｔ．４３５のＤＴＡＭ−ＤＭ
サービスに記述されるように、 Manipulation Level Selection

として記述される。

Basic Read Only Level 編集操作レベル選択は、ＤＭ−ＰＯＩＮＴ操作を含んで用いられなければならな
い。それは、編集操作レベルにオプションとして定義されている。

１０．７．４

応用規則

マルチ・ポインティング基本サービスは、複合文書通信サービスを構築するために使用されなければな
らない。複合サービスを構築する時にマルチ・ポインティング基本サービスをどのように使用するかの詳
細は、（他のＩＴＵ−Ｔ勧告の）対応する複合サービス仕様の中に述べられている。

ＪＴ−Ｔ１９０
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表１０−１８／JT-190 マルチポインティング基本サービスのための通信モジュールの選択
（ITU-T T.190）
"communication type"
'end-to-end'

'store-andforward'

"communication module"
"functionality
level"

'DFR'

'DTAM-BTNM'

'DTAM-DM'

'DTAM-TK'

'DFR/
DTAM-DM'

'MHS'

'I'
'D'
'F'

Basic Read
Only Level

'F-SF'
'DS-F-SF'
'DM-F-SF'
'D-F-SF'

１０．７．４．１ DTAM-DM を使用するときのアプリケーション規則

これはマルチポインティング基本サービスに対する唯一の選択肢である。基本読み出し専用レベルに制
限された DTAM-DM が使用される。

サービスが要求された場合、次の手順に従わなければならない（n は指し示される文書が存在する通信エ
ンティティの数である。）。
−

手順１： n 個の DTAM-DM アソシエーションは、BS 7 で認識される DTAM-DM-Bind によっ
て確立される。

−

手順２：接続が確立されたｎ個の通信エンティティにおいて、指し示される文書が
DM-DOCUMENT-OPEN を用いてオープンされる。

−

手順３：DM-POINT 操作は（n 個の通信エンティティにおける）オープン文書中の部分文書
を指し示すために用いられる。

−

手順４： オープン文書は（n 個の通信エンティティにおいて）DM-DOCUMENT-CLOSE によ
り閉じられる。

− 手順５： n 個の DTAM-DM アソシエーションは DTAM-DM-Unbind より解き放たれる。

手順３と手順２、３、４のシーケンスは繰り返されてもよい。

１０．８

トークン交換基本サービス

本節では 9 章で与えられた規則を使用するトークン交換基本サービスを定義する。

71

ＪＴ−Ｔ１９０

１０．８．１

文書関連サービス属性

各文書関連サービス属性に対して、表 26 は属性の値と値の説明を、９．３．１節で指定される規定と表
記に従って提供する。

表１０−１９／ＪＴ−Ｔ１９０

トークン交換基本サービスのための文書関連サービス属性値
（ITU‑T T.190）

サービス属性
"document location"

属性値
N/A

値の説明
トークン交換基本サービスは文
書に依存しない。

"document copies"

N/A

トークン交換基本サービスは文
書に依存しない。

"document access rights"

N/A

トークン交換基本サービスは文
書に依存しない。

"store access rights"

N/A

トークン交換基本サービスは文
書ストアに依存しない。

"document format"

N/A

トークン交換基本サービスは文
書に依存しない。

"functionality level"

T

トークン交換基本サービスは文
書ストア、文書、部分文書に依存
しない。

１０．８．２

通信関連サービス属性

各通信関連サービス属性に対して、表 27 は属性値と値の説明を、９．３．２節で指定される規定と表記
に従って提供する。

表１０−２０／ＪＴ−Ｔ１９０

トークン交換基本サービスのための通信関連サービス属性値
（ITU‑T T.190）

サービス属性
"number

of

communication

属性値

値の説明
トークンは２つの通信エンティティ間

'one‑to‑one'

entities"
"communication type"

で交換される。
トークンの交換はエンド・エンド通信を

'end‑to‑end'

使用して実現される。ここでエンド・エ
ンドとは、両方の通信エンティティがサ
ービスを実行するため直接接続される。
"communication modules"

通信モジュールの選択は、10.8.3 節で示

'DTAM‑TK'

す よ う に "functionality level" と
"communication type"属性の値によって
制限される。

ＪＴ−Ｔ１９０
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１０．８．３

通信モジュールの選択

通信モジュールの選択は"functionality level"と"communication type"属性の値に依存する。トークン
交換基本サービスでは、それらが取り得る値はそれぞれ１つのみである。表 28 で指定した通信モジュール
制限が使用されなければならない。表１０−２１／ＪＴ−Ｔ１９０は使用すべき通信モジュール制限を示
している。

"full service element"は一切の制限が適用されないこと、及び、ＴＫ−ＴＯＫＥＮ−ＰＬＥＡＳＥとＴ
Ｋ−ＴＯＫＥＮ−ＧＩＶＥ操作から成り立つＤＴＡＭ−ＴＫ通信モジュールのすべてのサービス要素を使
用しなければならないことを意味している。

表 １０−２１／ＪＴ−Ｔ１９０

トークン交換基本サービスのための通信モジュールの選択
（ITU‑T T.190）

"communication type"
'end-to-end'

'store-andforward'

"communication module"
"functionality
level"

'DFR'

'DTAM-BTNM'

'DTAM-DM'

'I'

'DTAM-TK'

'DFR/
DTAM-DM'

'MHS'

Full service
element

'D'
'F'
'F-SF'
'DS-F-SF'
'DM-F-SF'
'D-F-SF'

１０．８．４

応用規則

トークン交換基本サービスは、複合文書通信サービスを構築するために使用されなければならない。複
合サービスを構築するときのトークン交換基本サービスの使用方法の詳細は、対応する複合サービス仕様
（他のＩＴＵ−Ｔ勧告）にて指定される。

１０．８．４．１

ＤＡＴＭ−ＴＫを使用する際の応用規則

これがトークン交換基本サービスに関する唯一の選択肢である。ＤＴＡＭ−ＴＫのすべてのサービス要
素が使用される。

サービスが要求された場合、次の手順に従わなければならない。
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− 手順１： DTAM-DM アソシエーションが BS 8 で認識される DTAM-DM-Bind により確立され
る。
−

手順２： アプリケーショントークンを要求または交換するため、DTAM-TK SE で提供される
操作を実行できる。

− 手順３： DTAM-DM-Unbind により、DTAM-DM アソシエーションが解き放たれる。
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付録１
更なる通信モジュールの使用
（本付録は本標準の構成上で絶対必要なものではない。）

本付録は、8 章で考慮されていない通信モジュールと連携して、本標準で定義されたサービスを使用する
場合、必要となる制限を含む。

本付録は以下の通信モジュールを考慮する。それらはファクシミリ通信または、ファイル転送の目的で
使用することができる。

− 文書転送および操作−バルク転送−透過モード(DTAM-BT-TM)
−

ファクシミリグループ３(FAX3)

−

ファイル転送、アクセスと操作(FTAM)

これらの各々の通信モジュールに対して、本標準のサービスと関連がある限りおいて、次の情報を与える。

−

記述

−

サービス、プロトコル、仕様

−

文書通信での使用

本標準のサービスがこれらの通信モジュールの１つを使用する場合は、必ず、対応する標準または勧告
による規定が適用される。本標準のサービスにより要求される通信モジュールに対する制約及び制限は 10
章で定義される。

更に、本付録ではＣＣＩＴＴ、ＩＴＵ−Ｔの用語ではテレマティックサービスとして知られる、次の通
信アプリケーションを考慮する。

−

ファクシミリグループ４(FAX4)アプリケーション

−

バイナリファイル転送(BFT)アプリケーション

これらの通信アプリケーションは、本標準で触れる通信モジュールの上に定義される。

１．１

文書転送と編集操作−バルク転送−透過モード(ＤＡＴＭ−ＢＴ−ＴＭ)

１．１．１

記述

通信モジュールＤＴＡＭ−ＢＴ−ＴＭは、エンド・エンドの通信原則に従って、２つの通信エンティテ
ィ間で文書全体を伝送するために使用される。

ＤＴＡＭ−ＭＴ−ＴＭプロトコルはセションサービスに直接マッピングする。Ｘ．２１５／Ｘ．２２５セ
ッション(３．２．１節参照)への適応はＩＴＵ−Ｔ勧告Ｔ．６２ｂｉｓ(３．２．１節参照)で定義される。
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１．１．２

サービス、プロトコル、仕様

ＤＴＡＭ−ＢＴ−ＴＭサービスは、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｔ４３２(３．２．２節参照)で定義される。

ＤＴＡＭ−ＢＴ−ＴＭプロトコルは、ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｔ４３２(３．２．２節参照)で定義され、ＴＴ
Ｃ標準ＪＴ−Ｔ５２１ (３．２．２節参照)で定義される通信応用仕様（ＣＡＰ）に準拠する。

１．１．３

文書通信での使用

ＤＴＡＭ−ＢＴ−ＴＭ通信モジュールは、ＣＣＩＴＴ／ＩＴＵ−Ｔテレマテｨックサービスである、ファ
クシミリグループ４とバイナリファイル転送に対してプロトコルプラットフォームを提供する。これらの
通信アプリケーションは本付録の最後で導入する。

ＤＴＡＭ−ＢＴ−ＴＭ通信モジュールは、次の本標準基本サービスによって使用できる。

−

蓄積基本サービス

−

分配基本サービス

この場合、以下の手続きと制限が適応される。

−

どんな形式の文書であっても、文書全体はバイナリファイルとして送信される。しかし、そ
の文書は他のバイナリファイルと区別することができない。

−

接続確立フェーズにおいて文書形式はネゴシエーションできない。

−

本標準の意味する文書通信は、通信エンティティ間における相互の合意によってのみ実行さ
れる。

１．２

ファクシミリグループ３(ＦＡＸ３)

１．２．１

記述

ＦＡＸ３通信モジュールは、エンド・エンドの通信原則に従って、２つの通信エンティティ間で文書全
体を伝送するために使用される。

ODA 文書の転送のために２つのオプション機能が使用される。

−

ＯＤＡ／ＰＭ２６ 機能：ＯＤＡ文書形式ＰＭ−２６（３．１．２節参照)に準拠するデータ
ストリームの送信

−

ＢＦＴ機能（本付録１．５参照）

これらのオプション機能はＴＴＣ標準ＪＴ−Ｔ３０ (３．２．３節参照)で記述されている。

ＪＴ−Ｔ１９０
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１．２．２

サービス、プロトコル、仕様

ＯＤＡ／ＰＭ２６機能は確立フェーズにてネゴシエーションされるが、ネゴシエーションは受信側がサ
ポートできる機能の指示と、送信側が選択した機能の指示に制限される。

ＯＤＡ／ＰＭ２６機能は誤り訂正方式（ＥＣＭ)オプションの使用を要求する。

１．２．３

文書通信での使用

ＰＭ２６文書形式に準拠するＯＤＡ文書とバイナリファイルはＦＡＸ３オプションを使用して送信する
ことができる。

ＦＡＸ３通信モジュールは次の、本標準基本サービスによって使用される。

−

蓄積基本サービス

−

分配基本サービス

ＰＭ−２６文書形式に準拠するＯＤＡ文書の場合、以下の手続きと制限が適用される。

−

ＯＤＡ文書はＥＣＭオプションを使用して送信される。

−

文書形式ＰＭ−２６は接続確立フェーズにてネゴシエーションされる。

それ以外の場合、次の手続きと制限が適用される。

−

どんな形式の文書であっても、文書全体はバイナリファイルとして送信される。しかし、そ
の文書は他のバイナリファイルと区別することができない。

−

ＢＦＴを目的とした接続確立フェーズにおいて文書形式はネゴシエーションできない。

−

本標準の意味する文書通信は、通信エンティティ間における相互の合意によってのみ実行さ
れる。

１．３

ファイル転送、アクセス及び操作(ＦＴＡＭ)

１．３．１

記述

ＦＴＡＭ通信モジュールは通信エンティテイが遠隔仮想ファイルストアをアクセスし管理することを許
可する。ＦＴＡＭは仮想ファイルストアに含まれるファイルの転送を可能にする。

ＦＴＡＭファイルはＯＤＡ文書と関連はない。

ＦＴＡＭ通信アプリケーションはエンド・エンドの通信原則に基づく。
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１．３．２

サービス、プロトコル、仕様

ＦＴＡＭサービスとプロトコルは ISO/IEC 8571（3.2.5 参照）で定義される。

ＦＴＡＭに対し次の応用仕様が定義される。

−

ＡＦＴ１１：シンプルファイル転送

−

ＡＦＴ１２：ポジショナルファイル転送（フラット）

−

ＡＦＴ１３：ファイル転送サービス（階層的）

−

ＡＦＴ２２：ポジショナルファイルアクセス（フラット）

−

ＡＦＴ２３：完全ファイルアクセス（階層的）

−

ＡＦＴ３：ファイルマネージメント

−

ＡＦＴ４：ファイルストアマネージメントサービス

２つの追加仕様 AFTnn は一般的定義と制限を加える（３．２．５節参照）。

１．３．３

文書通信での使用

ＯＤＡ文書は、ＦＴＡＭにより送信されるが、"ISO FTAM Unstructured Binary"文書タイプとして認識さ
れなければならない。但し、ＯＤＡ文書を含まないファイルも同一の文書タイプを持つことが可能なため、
あるファイルがＯＤＡ文書を含んでいることを知るのは、ＦＴＡＭを使用して遠隔ファイルアクセスを行
う通信アプリケーションの利用者にまかされる。

ＦＴＡＭ通信モジュールは次の、本標準基本サービスによって使用される。

−

蓄積基本サービス

−

分配基本サービス

この場合、以下の手続きと制限が適用される。

−

どんな形式の文書であっても、文書全体はバイナリファイルとして送信される。しかし、そ
の文書は他のバイナリファイルと区別することができない。

−

接続確立フェーズにおいて文書形式はネゴシエーションできない。

−本標準の意味する文書通信は、通信エンティティ間における相互の合意によってのみ実行される。

１．４

ファクシミリグループ４(FAX4)アプリケーション

１．４．１

記述

ＦＡＸ４のための通信応用仕様は、エンド・エンドの通信原則に従って、文書全体を２つの通信エンテ
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ィティ間で伝送するために使用される。

ＦＡＸ４文書はラスタグラフィックスコンテントアーキテクチャレベルとフォーマッテッド文書アーキテ
クチャクラスに属する、ODA 文書のサブセットである。ＦＡＸ４文書は転送と管理のみが可能であり、編集
操作することはできない。

１．４．２

サービス、プロトコル、仕様

もし、ＤＴＡＭ−ＢＴ−ＴＭ通信モジュールが使用されるならば、転送プロトコルはＴＴＣ標準ＪＴ−
５２１(３．２．２節参照)で与えられるＣＡＰ（通信応用仕様）に準拠する。

ＦＡＸ４文書はＴＴＣ標準ＪＴ−５０３（３．３．６節参照)で定義されるＤＡＰ（文書応用仕様）に準
拠する。

１．４．３

文書通信での使用

ＦＡＸ４のための通信応用仕様は、本標準の次の基本サービスを実現するため、ＢＦＴとともに使用さ
れる。

−

蓄積基本サービス

−

分配基本サービス

この場合、以下の手続きと制限が適用される。

−

どんな形式の文書であっても、文書全体はバイナリファイルとして送信される。しかし、そ
の文書は他のバイナリファイルと区別することができない。

−

接続確立フェーズにおいて文書形式はネゴシエーションできない。

−

本標準の意味する文書通信は、通信エンティティ間における相互の合意によってのみ実行さ
れる。

１．５

バイナリファイル転送(BFT)アプリケーション

１．５．１

記述

ＢＦＴ通信アプリケーションは、エンド・エンド通信原則に従い、２つの通信エンティティ間で文書全
体を伝送するために使用される。

ＢＦＴ文書は、
n オクテット毎に同期ポイントが設定されたオクテットの線形シーケンスとして形成され
るバイナリ情報である。ＢＦＴ文書は転送、管理のみが可能であり、編集操作することはできない。ＢＦ
Ｔ文書はＯＤＡ文書と関係はない。
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ＢＦＴは、テレマティックサービスのオプションとして、ＤＴＡＭＴ−ＢＴ−ＮＭ、またはＤＴＡＭＴ
−ＢＴ−ＴＭ通信モジュールを、ファイル転送のために使用する。更に、ＢＦＴはＦＡＸ３、ＭＨＳ、ま
たは、テレテックス通信モジュールを使用して実行することが可能である。

１．５．２

サービス、プロトコル、仕様

もし、ＢＦＴがＤＴＡＭ−ＢＴ−ＮＭ通信モジュールを基にしているなら、転送プロトコルはＴＴＣ標
準ＪＴ−Ｔ５２２で定義されるＣＡＰに準拠する。

もし、ＢＦＴがＤＴＡＭ−ＢＴ−ＴＭ通信モジュールを基にしているなら、転送プロトコルはＴＴＣ標
準ＪＴ−Ｔ５２１(３．２．２節参照)で定義されるＣＡＰに準拠する。

１．５．３

文書通信への使用

ＯＤＡ文書はバイナリファイルとして転送される。

ＢＦＴ通信アプリケーションは、本標準の次の基本サービスにより使用される。

−

蓄積基本サービス

−

分配基本サービス

この場合、以下の手続きと制限が適用される。

−どんな形式の文書であっても、文書全体はバイナリファイルとして送信される。しかし、その文
書は他のバイナリファイルと区別することができない。

−接続確立フェーズにおいて文書形式はネゴシエーションできない。

−本標準の意味する文書通信は、通信エンティティ間における相互の合意によってのみ実行される。
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付録 2 （ＪＴ−Ｔ１９０に対する)
インプリメンテーションのガイドライン
(本付録は本標準の構成上で絶対必要なものではない)

本付録は、本標準で定義される基本サービスをインプリメントするためのガイドラインを含んでいる。

2.1 節では、すべての基本サービスに有効な一般事項について記述する。

以降では、以下に示す本標準の基本サービスをインプリメントするための具体的なガイドを示す。

２．１

−

蓄積基本サービス

−

分配基本サービス

−

検索基本サービス

−

登録/検索基本サービス

−

編集操作基本サービス

−

ポインティング基本サービス

−

マルチポインティング基本サービス

−

トークン交換基本サービス

一般的なインプリメンテーションガイドライン

本章では、すべての基本サービスに有効な一般事項について記述している。

２．１．１ 転送される情報量

メッセージハンドリングシステムは、転送可能な全体のメッセージサイズを文書の転送には十分とはい
えない値を制限することがある。したがって、大容量の文書を送るための別の方法が必要である。

１つの解は 、ＭＨＳとは別の通信モジュールを使うことである。

もう１つの解は、これらの大容量文書の参照をＭＨＳメッセージに挿入し、この ＭＨＳメッセージを１
つあるいは複数の通信先に送ることである。参照によって指し示された文書は、他の通信モジュールを使
用した要求によってアクセスすることができる。この外部参照方法のインプリメントは、参照オブジェク
トアクセス(ＲＯＡ)プロトコル(３．２．１節参照)を用いた分散オフィスアプリケーションモデル(ＤＯＡＭ)
(３．２．１節参照)をベースとすればよい。

２．１．２

ＤＦＲアクセス権の本標準のアクセス権への対応

付表 2-1／ＪＴ−Ｔ１９０にＩＳＯ標準 ISO/IEC 10166-1 で定義されている ＤＦＲアクセス権と、この標
準の９．１．４節で定義されている蓄積アクセス権との対応を示す。
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注− DFR では'no access'は明示されていないが、すべての権利が無効のとき同様の効果を持つ。'addonly'は DFR には存在しない。したがって、ＴＴＣ標準におけるストアのアクセス権はＤＦＲアクセス
権のスーパーセットとなる。これは本標準が、ＤＦＲの対象外である部分文書についても考慮してい
るためである。

付表２−１／JT-T190 ＤＦＲアクセス権の本標準ストアアクセス権への対応
(ITU-T T.190)
標準JT-T190ストアアクセス権

DFRアクセス権
–

'no access'

Read

'read-only'

–

'add-only'

Extended-read

'extended-read'

read-modify

'read-only' and 'modify'

read-modify-delete

'read-only' and 'modify' and 'delete-only'

Owner

'full-access'

２．１．３

サービス品質(ＱＯＳ)

ＱＯＳは、通信アプリケーションにおいて、サービスや通信アプリケーションへの利用者の満足度を決
定するサービス特性の総合効果として規定されている。

ＱＯＳ、は通常のフェーズでの通信エンティティ間の通常時の通信(すなわち、接続、情報伝送、及び切断)
における速度、正確さ、信頼性に関連したパラメータによって、規定され、測定される。

本標準で規定されるサービスにおいて、これらの QOS パラメータは、使用する通信モジュールに任される。
そして、QOS は必要とする通信モジュールに関連する限り、そのサービスにも関連付けられる。

そのためＱＯＳは、この標準の９章にて規定されている特定のサービス属性

–

"document format"

–

"functionality level"

–

"communication type"

–

"communication module"

と関連づけられる。これらは、本標準に規定される規則に則り、インプリメンタによって選択されるサー
ビス属性である。

この標準の９．３節に述べられている通り、これらの属性に値を設定する通常の方法は以下のようにな
り、サービスの最終的なＱＯＳにも影響する。

ＪＴ−Ｔ１９０
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− DAP レベルが選択される(”文書フォーマット”サービス属性の値)。これは、QOS の１つのレ
ベルを示している。この選択は、他の選択には影響しない。

−

機能レベル(サービスが適用されるオブジェクトに対して)が選択される(”機能レベル”サービ
ス属性の値)。この選択は、他の属性選択の可能性を制限する。

−

エンド･エンドあるいはストア・フォワード通信タイプが選択される(”通信タイプ”サービス属
性の値)。この選択は、そのサービスの QOS と明白な関連がある。例えば、対話的指向の強
いアプリケーションでストア・フォワード通信を選択すれば、サービスのグローバルな性能
に影響を及ぼす。選択された通信タイプ(そして多分、機能レベルでも)を持つサービスをイ
ンプリメントする可能性がない場合もある。どの場合でも、通信タイプの選択は可能な通信
モジュールを制限し得る。

−

２つの以前の属性値を組み合わせる場合には、通常は 1 つの可能な通信モジュールだけが可
能となる。この場合、そのモジュールの QOS は、サービスの QOS に影響を及ぼす。また、
与えられた属性値の組み合わせに対して通信モジュールが存在しないことも有り得る。この
場合新たに選択を行い、QOS パラメータを変更しなければならない。最終的に、通常異なっ
た QOS パラメータ値を持つ２つ以上の通信モジュールから選択を行わなくてはならないこ
ともある。

２．１．４

セキュリティ

オープンシステムに対するセキュリティアーキテクチャは、ＩＳＯ標準 ISO7498-2（３．２．１節参照）
において規定されている。

セキュリティは、管理的、論理的、あるいは物理的手段によって実現することができる。本標準では論
理的手段のみを取り上げており、これは主に通信モジュールによって提供されるべきである。

セキュリティを提供する論理的手段は、以下のような特定のインプリメントされた技術に対して構築さ
れる。

−

認証： OSI 構造におけるレイヤのピア・トゥ・ピア認証を用いて、通信エンティティのアイ
デンティティを確認するのに使用される。簡単な方法としてパスワード技術の利用がある。
より高度なアプローチとしては暗号を用い、公開鍵または秘密鍵を交換する方法もある。

−

アクセス制御：ホストシステムにおけるデータをアクセスするための通信エンティティのア
クセス能力を制限することにより実現される。これは通信アプリケーションにおいて読み出
し、保存、修正、フルアクセス等を許可する仕様を使用することによってサポートされる。
この仕様は、通信設定フェーズの間に識別されなければならない。通信アプリケーションの
プロバイダーが、システムへのアクセスを制御（必要ならブロック）するためのブラックリ
ストを保持することもある。

−

データ機密性：転送あるいは登録時に、許可されていない読み出しに対してデータをプロテ
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クトすることを意味する。文書ストア、サーバー、あるいは通信アプリケーションにおける
ファイル暗号化/復号技術によって実現される。

−

データ完全性：信頼できる転送プロトコルや誤り検出/訂正アルゴリズムの使用により提供さ
れる．

本標準の基本サービスを使用するアプリケーションのインプリメントには、既存のＯＳＩ構造のセキュ
リティ方式を使用するか、あるいは上記のヒントを考慮して独自のセキュリティ方式を開発すべきである。

２．２

蓄積基本サービスに関するインプリメンテーションのヒント

蓄積基本サービスは

機能レベル

属性に関してただ１つの値を取り得る。そのため行うべき最初の選

択は、通信タイプがエンド･エンドかストア・フォワードかである。前者を選択した場合、さらに 2 種類の
通信モジュール（ＤＦＲまたはＤＴＡＭ−ＢＴ−ＮＭ）から選択を行う。後者の場合はＭＨＳのみが使用
可能である。

次のヒントはこの基本サービスのインプリメンタにとって役立つであろう。

−

もし、3 つの通信モジュールのうちいくつかだけが利用可能であるなら、選択はそれらの既に
利用可能なモジュールの中から行われる。

−

通信モジュールの選択は、その文書の受信側が利用可能な通信モジュールに強く依存する。
それらを使用すべきである。

−

分配のような他のサービスの利用可能性は、通信モジュールの選択をも制限するかもしれな
い。異なった通信モジュールは使用しない方が良い。

２．３

−

特殊な DFR 構造を持つ文書がストアに送られる時、DFR の使用が優先する。

−

上記のヒントを１つも適用する必要がないとき、DTAM-BT-NM が最良の選択となる。

分配基本サービスに関するインプリメンテーションのヒント

分配基本サービスは

機能レベル

属性に関してただ１つの値を取り得る。そのため行うべき最初の選

択は、通信タイプがエンド・エンドかストア・フォワードかである。前者を選択した場合、さらに 2 種類
の通信モジュール（ＤＦＲまたはＤＴＡＭ−ＢＴ−ＮＭ）から選択を行う。後者の場合は MHS のみが使用
可能である。

次のヒントはこの基本サービスのインプリメンタにとって役立つであろう。

−

もし、3 つの通信モジュールのうちいくつかだけが利用可能であるなら、選択はそれらの既に
利用可能なモジュールの中から行われる。
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−

通信モジュールの選択は、その文書の受信側が利用可能な通信モジュールに強く依存する。
それらを使用すべきである。

−

登録のような他のサービスの利用可能性は、通信モジュールの選択をも制限するかもしれな
い。異なった通信モジュールは使用しない方が良い。

−

特殊な DFR 構造を持つ文書がストアに送られる時、DFR の使用が優先する。

−

上記のヒントを１つも適用する必要がないとき、受信者の数が十分大であるならば、文書の
分配をただ 1 つの操作でインプリメントできるので、MHS が最良の選択となる。

２．４

検索基本サービスに関するインプリメンテーションのヒント

検索基本サービスは

機能レベル

属性に関していくつかの値を取り得る。そして行うべき第二の選択

は通信タイプがエンド･エンドかストア・フォワードかである。前者を選択した場合、与えられた機能レベ
ルに関してただ１つの通信モジュール（選択された機能レベルによってＤＦＲ、ＤＴＡＭ−ＤＭまたはＤ
ＦＲ／ＤＴＡＭ−ＤＭとなる）のみが使用できる。後者の場合はＭＨＳのみが使用可能である。

次のヒントはこの基本サービスのインプリメンタにとって役立つであろう。

−

最初に通信タイプを決定しなければならない。原則的には、これは通常インタラクティブサ
ービスであるため、エンド･エンドが望ましい。しかしながら、ＭＨＳだけが利用可能であっ
たり、またインタラクティブな検索の操作が実際に必要ない場合、ストア・フォワード通信
を選択することもできる。

−

エンド･エンド通信が選択された場合、機能レベルはこの標準の 10 章で与えられた規則に従
い、通信モジュールを選択するための基準とならなければならない。しかしながら、通信モ
ジュールのインプリメントが不可能または制限があるとき、選択された通信モジュールはイ
ンプリメントする機能レベルを制限する。

２．５

蓄積／検索基本サービスに関するインプリメンテーションのヒント

蓄積／検索基本サービスは

機能レベル

属性に関していくつかの値を取り得る。そして行うべき第二

の選択は通信タイプがエンド・エンドかストア・フォワードかである。前者を選択した場合、与えられた
機能レベルに関してただ１つの通信モジュール（選択された機能レベルによってＤＦＲ、ＤＴＡＭ−ＤＭ
またはＤＦＲ／ＤＴＡＭ−ＤＭとなる）のみが使用できる。後者の場合はＭＨＳのみが使用可能である。
次のヒントはこの基本サービスのインプリメンタにとって役立つであろう。

−

最初に通信タイプを決定しなければならない。原則的には、これは通常インタラクティブサ
ービスであるため、エンド･エンドが望ましい。しかしながら、ＭＨＳだけが利用可能であっ
たり、またインタラクティブな登録／検索の操作が実際に必要ない場合、ストア・フォワー
ド通信を選択することもできる。
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−

エンド･エンド通信が選択された場合、機能レベルはこの標準の１０章で与えられた規則に従
い、通信モジュールを選択するための基準とならなければならない。しかしながら、通信モ
ジュールのインプリメントが不可能または制限があるとき、選択された通信モジュールはイ
ンプリメントする機能レベルを制限する。

２．６

編集操作基本サービスに関するインプリメンテーションのヒント

編集操作基本サービスは、"functionality level"属性に関していくつかの値を取り得る。そして行うべき第
二の選択は通信タイプがエンド･エンドかストア・フォワードかである。前者を選択した場合、与えられた
機能レベルに関してただ１つの通信モジュール（選択された機能レベルによってＤＦＲ、ＤＴＡＭ−ＤＭ
またはＤＦＲ／ＤＴＡＭ−ＤＭとなる）のみが使用できる。後者の場合はＭＨＳのみが使用可能である。

次のヒントはこの基本サービスのインプリメンタにとって役立つであろう。

−

最初に通信タイプを決定しなければならない。原則的には、これは通常インタラクティブサ
ービスであるため、エンド･エンドが望ましい。しかしながら、ＭＨＳだけが利用可能であっ
たり、またインタラクティブな編集操作が実際に必要ない場合、ストア・フォワード通信を
選択することもできる。しかしこれは非常に限られたケースであると思われる。

−

エンド･エンド通信が選択された場合、機能レベルはこの標準の１０章で与えられた規則に従
い、通信モジュールを選択するための基準とならなければならない。しかしながら、通信モ
ジュールのインプリメントが不可能または制限があるとき、選択された通信モジュールはイ
ンプリメントする機能レベルを制限する。

２．７

ポインティング基本サービスに関するインプリメンテーションのヒント

ポインティング基本サービスは、"functionality level"、"communication type"及び"communication module"
属性に関してただ１つの値を取り得る。そのため、この基本サービスに関するインプリメンタへのヒント
はない。

２．８

マルチポインティング基本サービスに関するインプリメンテーションのヒント

マルチポインティング基本サービスは、"functionality level"、"communication type" 及び"communication
module"属性に関してただ１つの値を取り得る。そのため、この基本サービスに関するインプリメンタへの
ヒントはない。

２．９

トークン交換基本サービスに関するインプリメンテーションのヒント

トークン交換基本サービスは、"functionality level"、"communication type" 及び"communication module"属
性に関してただ１つの値を取り得る。そのため、この基本サービスに関するインプリメンタへのヒントは
ない。
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付録 3（ＪＴ−Ｔ１９０に対する）
参考文献
(本付録は本標準の構成上で絶対必要なものではない)

本参考文献は、本標準に関して文書および通信アーキテクチャについての付加情報を与える。

３．１

文書体系

３．１．１ 開放型文書体系の拡張
– ITU‑T Recommendation T.419 (1994) ￨ ISO/IEC 8613‑9:1994, Information technology – Open
Document Architecture (ODA) and interchange format: Audio content architecture.
– ISO/IEC 8613‑10:1991, Information processing – Text and office systems – Open Document
Architecture (ODA) and interchange format – Part 10: Formal specifications.
– ITU‑T Recommendation T.421 (1994) ￨ ISO/IEC 8613‑11:1994, Information technology – Open
Document Architecture (ODA) and interchange format: Tabular structures and tabular layout.
– ITU‑T Recommendation T.424 (1994) ￨ ISO/IEC 8613‑14:1994, Information technology – Open
Document Architecture (ODA) and interchange format: Temporal relationships and non‑linear
structures.

３．１．２ ＯＤＡ仕様
–

ISO/IEC ISP 12064:1994, Information technology – International standardized profile
FOD112 – Interchange Format and representation profile for ODA: Image applications
profile.

–

ISO/IEC ISP, Information technology – International standardized profile FOD126 –
Interchange Format and representation profile for ODA: Image applications profile.

–ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｔ５０５

プロセッサブル形式及びフォーマット化形式におけるミクストコン

テント文書交換のための文書応用仕様ＰＭ−２６

３．２

通信体系

３．２．１

基本文書

– ITU‑T T.62 bis (1988), Control procedures for teletex and G4 facsimile services based
on Recommendations X.215 and X.225.
– ITU‑T X.200 (1988) ￨ ISO 7498:1984, Reference model of Open Systems Interconnection for
ITU‑T applications.
– ISO 7498‑2:1989, Information processing systems – Open Systems Interconnection – Basic
reference model – Part 2: Security architecture.
– ITU‑T X.215 (1988), Session service definition for Open Systems Interconnection for ITU‑T
applications.
– ISO/8326:1987, Information processing systems – Open Systems Interconnection – Basic
connection oriented session service definition.
– ITU‑T X.225 (1988), Session protocol specification for Open Systems Interconnection for
ITU‑TT applications.
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– ISO 8327:1987, Information processing systems – Open Systems Interconnection – Basic
connection oriented session protocol specification.
– ITU‑T X.216 (1988), Presentation service definition for Open Systems Interconnection for
ITU‑T applications.
– ISO/IEC 8822:1994, Information Technology – Open Systems Interconnection – Presentation
service definition.
– ITU‑T X.226 (1988), Presentation protocol specification for Open Systems Interconnection
for ITU‑T applications.
– ISO/IEC 8823‑1:1994, Information Technology – Open Systems Interconnection – Connection
oriented presentation protocol: Protocol specification.
– ITU‑T X.217 (1988), Association control service definition for Open Systems
Interconnection for CCITT applications.
– ISO 8649:1988, Information processing systems – Open Systems Interconnection – Service
definition for the Association Control Service Element.
– ITU‑T X.227 (1988), Association control protocol specification for Open Systems
Interconnection for CCITT applications.
– ISO 8650:1988, Information processing systems – Open Systems Interconnection – Protocol
specification for the Association Control Service Element.
– ITU‑T Recommendation X.218 (1993), Reliable transfer: Model and service definition.
– ISO/IEC 9066‑1:1989, Information processing systems – Text communication – Reliable
Transfer – Part 1: Model and service definition.
– ITU‑T X.228 (1988), Reliable transfer: Protocol specification.
– ISO/IEC 9066‑2:1989, Information processing systems – Text communication – Reliable
Transfer – Part 2: Protocol specification.
– ITU‑T X.219 (1988), Remote operations: Model, notation and service definition.
– ISO/IEC 9072‑1:1989, Information processing systems – Text communication – Remote
operations – Part 1: Model, notation and service definition.
– ITU‑T X.229 (1988), Remote operations: Protocol specification.
– ISO/IEC 9072‑2:1989, Information processing systems – Text communication – Remote
operations – Part 2: Protocol specification.
–

ISO/IEC

10031‑1:1991,

Information

technology

–

Text

and

office

systems

–

office

systems

–

Distributed‑office‑applications model – Part 1: General model.
–

ISO/IEC

10031‑2:1991,

Information

technology

–

Text

and

Distributed‑office‑applications model – Part 2: Distinguished‑object‑reference and
associated procedures.

３．２．２ 文書転送と編集（ＤＴＡＭ）
– ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｔ４３１

文書転送と操作(DTAM) –概要と一般原則

– ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｔ４３２

文書転送と操作 (DTAM) –サービス定義

– ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｔ４３３

文書転送と操作 (DTAM) –プロトコル仕様

– ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｔ５２１

セッションサービスに基づく文書バルク転送のための通信応用

仕様ＢＴ０
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３．２．３ ファクシミリグループ３（ＦＡＸ３）
–

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｔ４

–

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｔ３０

文書伝送用グループ３ファクシミリ装置の端末特性.
一般交換電話網における文書ファクシミリ伝送手順.

３．２．４ ファイル転送、アクセスと編集操作（ＦＴＡＭ）
– ISO/IEC 8571‑1:1988, Information processing systems – Open Systems Interconnection –
File transfer, Access and Management – Part 1: General introduction.
– ISO/IEC ISP 10607‑1:1991, Information technology – International standardized profiles
AFTnn – File transfer, access and management – Part 1: Specification of ACSE,
presentation and session protocols for use by FTAM.
– ISO/IEC ISP 10607‑2:1990, Information technology – International standardized profiles
AFTnn – File transfer, access and management – Part 2: Definition of document types,
constraint sets and syntaxes.
– ISO/IEC ISP 10607‑3: 1990, Information technology – International standardized profiles
AFTnn – File transfer, access and management – Part 3: AFT11, Simple file transfer service
instructured.
– ISO/IEC ISP 10607‑4:1991, Information technology – International standardized profiles
AFTnn – File transfer, access and management – Part 4: AFT12, Positional file transfer
service (Flat).
– ISO/IEC ISP 10607‑5:1991, Information technology – International standardized profiles
AFTnn – File transfer, access and management – Part 5: AFT22, Positional file access
service (Flat).
– ISO/IEC ISP 10607‑6:1991, Information technology – International standardized profiles
AFTnn – File transfer, access and management – Part 6: AFT3, File management service.

３．２．５ ファクシミリグループ４ （ＦＡＸ４）
–

ITU‑T T.6 (1988), Facsimile coding schemes and coding control functions for group 4
facsimile apparatus.

–

TTC 標準ＪＴ−Ｔ５０３

–

ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｔ５６３

３．２．６

グループ４ファクシミリ文書交換のための文書応用仕様.
グループ４ファクシミリ装置の端末特性.

バイナリファイル転送 （ＢＦＴ）

– ＴＴＣ標準ＪＴ−Ｔ４３４

テレマティックサービスのためのバイナリファイル転送フォー

マット
– ITU‑T T.571 (1992), Terminal characteristics for the telematic file transfer within
the teletex service.
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