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(57)【要約】
本開示は、デジタルテレビ（「ＤＴＶ」）端末と情報を
共有する方法、並びにＤＴＶ端末と情報を共有するため
の端末及びシステムを開示し、方法は、ＤＴＶ端末とモ
バイル端末との間の通信接続を確立するステップと、Ｄ
ＴＶ端末のデータ受信ポート情報をＤＴＶ端末からモバ
イル端末に送信するステップと、ＤＴＶ端末のデータ受
信ポート情報に従ってモバイル端末からＤＴＶ端末に１
つ又は複数のマルチメディアファイルを送信するステッ
プとを含む。本開示は、モバイル端末とＤＴＶ端末との
間の情報共有を実現することができ、それによって、マ
ルチメディアファイルの簡単で便利な閲覧又は再生を実
現し、ＤＴＶの優れたマルチメディア再生効果を活用し
、有線接続によってもたらされる不便を避ける。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＤＴＶ端末と情報を共有する方法であって、
　前記ＤＴＶ端末とモバイル端末との間の通信接続を確立するステップと、
　前記ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報を前記モバイル端末に送信するステッ
プと、
　前記モバイル端末から前記ＤＴＶ端末に送信された１つ又は複数のマルチメディアファ
イルを受信するステップであり、前記１つ又は複数のマルチメディアファイルが、前記Ｄ
ＴＶ端末に関連する前記データ受信ポート情報に従って前記ＤＴＶ端末のデータ受信ポー
トを介して前記モバイル端末から前記ＤＴＶ端末に送信される、ステップとを含む、方法
。
【請求項２】
　前記ＤＴＶ端末と前記モバイル端末との間の前記通信接続を確立するステップが、
　前記モバイル端末に関連するネットワーク情報を取得するサブステップを含む請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　前記モバイル端末に関連する前記ネットワーク情報が、前記モバイル端末によってブロ
ードキャストされる請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記モバイル端末に関連する前記ネットワーク情報が、前記ＤＴＶ端末に関連するネッ
トワーク情報に基づいて前記モバイル端末から前記ＤＴＶ端末に送信される請求項２に記
載の方法。
【請求項５】
　前記モバイル端末に関連する前記ネットワーク情報が、サーバを介して前記モバイル端
末から前記ＤＴＶ端末に送信される請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＤＴＶ端末と前記モバイル端末との間の前記通信接続を確立するステップが、
　前記ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報を前記モバイル端末に送信するサブステッ
プを含む請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＤＴＶ端末に関連する前記ネットワーク情報を前記モバイル端末に送信するサブス
テップが、前記モバイル端末に関連するネットワーク情報に基づいて、前記ＤＴＶ端末に
関連する前記ネットワーク情報を前記モバイル端末に送信することを含む請求項６に記載
の方法。
【請求項８】
　前記ＤＴＶ端末に関連する前記ネットワーク情報を前記モバイル端末に送信するサブス
テップが、前記ＤＴＶ端末に関連する前記ネットワーク情報をブロードキャストすること
を含む請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＤＴＶ端末に関連する前記ネットワーク情報を前記モバイル端末に送信するサブス
テップが、前記ＤＴＶ端末に関連する前記ネットワーク情報をサーバに送信し、それによ
って、前記モバイル端末が前記サーバを介して前記ＤＴＶ端末に関連する前記ネットワー
ク情報を取得することを可能にすることを含む請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記モバイル端末から取得された識別情報、又は、１つ又は複数のマルチメディアファ
イルの受信の時間に基づいて、受信された前記１つ又は複数のマルチメディアファイルを
分類するステップを含む請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　ＤＴＶ端末と情報を共有する方法であって、
　前記ＤＴＶ端末との通信接続を確立するステップと、
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　前記ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報を前記ＤＴＶ端末から受信するステッ
プと、
　前記ＤＴＶ端末に関連する前記データ受信ポート情報に従って前記ＤＴＶ端末のデータ
受信ポートを介して前記ＤＴＶ端末に１つ又は複数のマルチメディアファイルを送信する
ステップとを含む、方法。
【請求項１２】
　前記ＤＴＶ端末との前記通信接続を確立するステップが、
　前記ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報を取得するサブステップを含む請求項１１
に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＤＴＶ端末に関連する前記ネットワーク情報が、前記ＤＴＶ端末によってブロード
キャストされる請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＤＴＶ端末に関連する前記ネットワーク情報が、モバイル端末に関連するネットワ
ーク情報に基づいて、前記ＤＴＶ端末から前記モバイル端末に送信される請求項１２に記
載の方法。
【請求項１５】
　前記ＤＴＶ端末に関連する前記ネットワーク情報が、サーバを介して前記ＤＴＶ端末か
らモバイル端末に送信される請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ＤＴＶ端末との前記通信接続を確立するステップが、
　モバイル端末に関連するネットワーク情報を前記ＤＴＶ端末に送信するサブステップを
含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記モバイル端末に関連する前記ネットワーク情報を前記ＤＴＶ端末に送信するサブス
テップが、前記ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報に基づいて、前記モバイル端末に
関連する前記ネットワーク情報を前記ＤＴＶ端末に送信することを含む請求項１６に記載
の方法。
【請求項１８】
　前記モバイル端末に関連する前記ネットワーク情報を前記ＤＴＶ端末に送信するサブス
テップが、前記モバイル端末に関連する前記ネットワーク情報をブロードキャストするこ
とを含む請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記モバイルに関連する前記ネットワーク情報を前記ＤＴＶ端末に送信するサブステッ
プが、前記モバイル端末に関連する前記ネットワーク情報をサーバに送信し、それによっ
て、前記ＤＴＶ端末が前記サーバを介して前記モバイル端末に関連する前記ネットワーク
情報を取得することを可能にすることを含む請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　ＤＴＶ端末であって、
　モバイル端末に関連するネットワーク情報を取得し、ＤＴＶ端末に関連するネットワー
ク情報を前記モバイル端末に送信する第１の接続確立モジュールと、
　前記モバイル端末に関連する前記ネットワーク情報に基づいて、ＤＴＶ端末に関連する
データ受信ポート情報を前記モバイル端末に送信するデータ受信ポート情報送信モジュー
ルと、
　前記モバイル端末からＤＴＶ端末に送信されたマルチメディアファイルを取得するマル
チメディアファイル取得モジュールであり、前記マルチメディアファイルが、ＤＴＶ端末
に関連する前記ネットワーク情報及び前記データ受信ポート情報に基づいて前記モバイル
端末からＤＴＶ端末に送信される、マルチメディアファイル取得モジュールとを備える、
ＤＴＶ端末。
【請求項２１】
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　前記モバイル端末から取得された識別情報、又は前記マルチメディアファイルの受信の
時間に基づいて、前記マルチメディアファイル取得モジュールによって取得された前記マ
ルチメディアファイルを分類する分類モジュールを備える請求項２０に記載のＤＴＶ端末
。
【請求項２２】
　モバイル端末であって、
　モバイル端末に関連するネットワーク情報をＤＴＶ端末に送信し、前記ＤＴＶ端末に関
連するネットワーク情報を取得する第２の接続確立モジュールと、
　前記ＤＴＶ端末からモバイル端末に送信された前記ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポ
ート情報を取得するデータ受信ポート情報取得モジュールであり、前記ＤＴＶ端末に関連
する前記データ受信ポート情報が、モバイル端末に関連する前記ネットワーク情報に基づ
いて前記ＤＴＶ端末からモバイル端末に送信される、データ受信ポート情報取得モジュー
ルと、
　前記ＤＴＶ端末に関連する前記ネットワーク情報及び前記データ受信ポート情報に基づ
いて前記ＤＴＶ端末にマルチメディアファイルを送信するマルチメディアファイル送信モ
ジュールとを備える、モバイル端末。
【請求項２３】
　サーバであって、
　ＤＴＶ端末から送信された前記ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報、又はモバイル
端末から送信された前記モバイル端末に関連するネットワーク情報を取得するネットワー
ク情報取得モジュールと、
　前記ＤＴＶ端末及び前記モバイル端末からログインアカウントを取得し、前記ＤＴＶ端
末のログインアカウント、又は前記モバイル端末のログインアカウントに従って関連アカ
ウントを有する反対の端末を探索するアカウント管理モジュールと、
　前記ＤＴＶ端末のログインアカウントに関連するアカウントにログインしたモバイル端
末に前記ＤＴＶ端末に関連する前記ネットワーク情報を送信すること、又は前記モバイル
端末のログインアカウントに関連するアカウントにログインしたＤＴＶ端末に前記モバイ
ル端末に関連する前記ネットワーク情報を送信することを行うネットワーク情報送信モジ
ュールとを備える、サーバ。
【請求項２４】
　ＤＴＶ端末及びモバイル端末を備える情報共有システムであって、
　前記ＤＴＶ端末が、前記モバイル端末との通信接続を確立し、前記ＤＴＶ端末に関連す
るデータ接続ポート情報を前記モバイル端末に送信し、前記モバイル端末から１つ又は複
数のマルチメディアファイルを取得するように構成され、
　前記モバイル端末が、前記ＤＴＶ端末との前記通信接続を確立し、前記ＤＴＶ端末に関
連する前記データ接続ポート情報を前記ＤＴＶ端末から取得し、前記ＤＴＶ端末に前記１
つ又は複数のマルチメディアファイルを送信するように構成される、情報共有システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0002]本開示は、一般に、インターネットの技術分野に関し、より詳細には、デジタル
テレビ（「ＤＴＶ」）端末と情報を共有するための方法、端末、及びシステムに関する。
【関連出願の相互参照】
【０００２】
　[0001]本出願は、２０１２年８月２７日に出願した中国特許出願第２０１２１０３０７
６４５．０号の優先権の利益を主張するものであり、この特許出願の内容は、あらゆる目
的でその全体が参照により本明細書に援用される。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]モバイル端末が我々の日常生活でますます広く使用されるようになるにつれて、
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人々は、モバイル端末を用いてあらゆる種類のマルチメディアファイルを取得し、保存す
ることにますます慣れてきた。マルチメディアファイルの例は、画像ファイル、音声ファ
イル、及び動画ファイルを含むがこれらに限定されない。モバイル端末のスクリーン及び
音声効果はそれらのモバイル端末のモビリティによって制限されることが多い、つまり、
それらのモバイル端末ほど可搬性が高いと、それらのモバイル端末のスクリーンは小さく
、それらのモバイル端末の音声出力は組み込みスピーカーに制限されるので、人々は、よ
り優れたユーザエクスペリエンスを得るために、そのようなマルチメディアファイルを閲
覧するためにＤＴＶ端末を使用したい可能性がある。マルチメディアファイルをモバイル
端末からＤＴＶ端末に転送する２つの方法がある。１つの方法は、ユニバーサルシリアル
バス（「ＵＳＢ」）接続などの有線接続を使用してモバイル端末をＤＴＶ端末と接続する
ことである。もう１つの方法は、マルチメディアファイルがＤＴＶ端末によって再生可能
になる前に、モバイルストレージ媒体を使用して、そのようなマルチメディアファイルを
モバイル端末からＤＴＶのストレージ媒体にコピーすることである。モバイル端末とＤＴ
Ｖ端末との間のより便利な接続が、必要とされている。
【発明の概要】
【０００４】
　[0004]本開示の実施形態によって解決されることになる技術的な問題の１つは、ＤＴＶ
端末と情報を共有するための方法、端末、及びシステムを提供し、それによって、ＤＴＶ
端末との無線による情報の共有を実現することである。
【０００５】
　[0005]上で特定された技術的な問題を解決するために、本開示の第１の態様の実施形態
は、ＤＴＶ端末と情報を共有する方法を提供する。方法は、ＤＴＶ端末とモバイル端末と
の間の通信接続を確立するステップと、ＤＴＶ端末が、ＤＴＶ端末に関連するデータ受信
ポート情報をモバイル端末に送信するステップと、モバイル端末が、ＤＴＶ端末に関連す
るデータ受信ポート情報に従ってＤＴＶ端末のデータ受信ポートを介してＤＴＶ端末に１
つ又は複数のマルチメディアファイルを送信するステップとを含む。
【０００６】
　[0006]それに応じて、本開示の第２の態様の実施形態は、ＤＴＶ端末と情報を共有する
別の方法を提供する。方法は、モバイル端末に関連するネットワーク情報を取得し、ＤＴ
Ｖ端末に関連するネットワーク情報をモバイル端末に送信するステップと、モバイル端末
に関連するネットワーク情報に基づいて、ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報を
モバイル端末に送信するステップと、モバイル端末からＤＴＶ端末に送信された１つ又は
複数のマルチメディアファイルを取得するステップであって、１つ又は複数のマルチメデ
ィアファイルが、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報及びデータ受信ポート情報に基
づいてモバイル端末からＤＴＶ端末に送信される、ステップとを含む。
【０００７】
　[0007]それに応じて、本開示の第３の態様の実施形態は、ＤＴＶ端末と情報を共有する
別の方法を提供する。方法は、モバイル端末に関連するネットワーク情報をＤＴＶ端末に
送信し、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報を取得するステップと、ＤＴＶ端末から
モバイル端末に送信されたＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報を取得するステッ
プであって、ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報が、モバイル端末に関連するネ
ットワーク情報に基づいてＤＴＶ端末からモバイル端末に送信される、ステップと、ＤＴ
Ｖ端末に関連するネットワーク情報及びデータ受信ポート情報に基づいてＤＴＶ端末に１
つ又は複数のマルチメディアファイルを送信するステップとを含む。
【０００８】
　[0008]それに応じて、本開示の第４の態様の実施形態は、ＤＴＶ端末を提供する。ＤＴ
Ｖ端末は、モバイル端末に関連するネットワーク情報を取得し、ＤＴＶ端末に関連するネ
ットワーク情報をモバイル端末に送信する第１の接続確立モジュールと、モバイル端末に
関連するネットワーク情報に基づいて、ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報をモ
バイル端末に送信するデータ受信ポート情報送信モジュールと、モバイル端末からＤＴＶ
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端末に送信されたマルチメディアファイルを取得するマルチメディアファイル取得モジュ
ールであって、マルチメディアファイルが、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報及び
データ受信ポート情報に基づいてモバイル端末からＤＴＶ端末に送信される、マルチメデ
ィアファイル取得モジュールとを備える。
【０００９】
　[0009]それに応じて、本開示の第５の態様の実施形態は、モバイル端末を提供する。モ
バイル端末は、モバイル端末に関連するネットワーク情報をＤＴＶ端末に送信し、ＤＴＶ
端末に関連するネットワーク情報を取得する第２の接続確立モジュールと、ＤＴＶ端末か
らモバイル端末に送信されたＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報を取得するデー
タ受信ポート情報取得モジュールであって、ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報
が、モバイル端末に関連するネットワーク情報に基づいてＤＴＶ端末からモバイル端末に
送信される、データ受信ポート情報取得モジュールと、ＤＴＶ端末に関連するネットワー
ク情報及びデータ受信ポート情報に基づいてＤＴＶ端末にマルチメディアファイルを送信
するマルチメディアファイル送信モジュールとを備える。
【００１０】
　[0010]それに応じて、本開示の第６の態様の実施形態は、サーバを提供する。サーバは
、ＤＴＶ端末から送信されたＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報、又はモバイル端末
から送信されたモバイル端末に関連するネットワーク情報を取得するネットワーク情報取
得モジュールと、ＤＴＶ端末及びモバイル端末からログインアカウントを取得し、ＤＴＶ
端末のログインアカウント又はモバイル端末のログインアカウントに従って関連アカウン
トを有する反対の端末を探索するアカウント管理モジュールと、ＤＴＶ端末のログインア
カウントに関連するアカウントにログインしたモバイル端末にＤＴＶ端末に関連するネッ
トワーク情報を送信すること、又はモバイル端末のログインアカウントに関連するアカウ
ントにログインしたＤＴＶ端末にモバイル端末に関連するネットワーク情報を送信するこ
とを行うネットワーク情報送信モジュールとを備える。
【００１１】
　[0011]それに応じて、本開示の第７の態様の実施形態は、情報共有システムを提供する
。システムは、本開示の第４の態様で示されたようなＤＴＶ端末と、本開示の第５の態様
で示されたようなモバイル端末とを備え、ＤＴＶ端末が、モバイル端末との通信接続を確
立し、ＤＴＶ端末に関連するデータ接続ポート情報をモバイル端末に送信し、モバイル端
末から１つ又は複数のマルチメディアファイルを取得するように構成され、モバイル端末
が、ＤＴＶ端末との通信接続を確立し、ＤＴＶ端末に関連するデータ接続ポート情報をＤ
ＴＶ端末から取得し、ＤＴＶ端末に１つ又は複数のマルチメディアファイルを送信するよ
うに構成される。
【００１２】
　[0012]それに応じて、本開示の第８の態様の実施形態は、１つ又は複数のプログラムを
記憶するコンピュータ可読ストレージ媒体を提供する。１つ又は複数のプログラムは、１
つ又は複数のコンピュータによって実行されるときに、１つ又は複数のコンピュータに本
開示の第１の、第２の、又は第３の態様によるステップの一部又はすべてを実行させる命
令を含む。
【００１３】
　[0013]ＤＴＶ端末とモバイル端末との間の無線通信接続を確立することによって、本開
示の実施形態は、モバイル端末とＤＴＶ端末との間の情報共有を実現し、それによって、
マルチメディアファイルの簡単で便利な閲覧又は再生を実現し、ＤＴＶの優れたマルチメ
ディア再生効果を活用し、有線接続によってもたらされる不便を避ける。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】さまざまな実施形態による、ＤＴＶ端末と情報を共有する方法の流れの例を示す
概略図である。
【図２】さまざまな実施形態による、ＤＴＶ端末と情報を共有する方法の流れの例を示す



(7) JP 2015-537263 A 2015.12.24

10

20

30

40

50

概略図である。
【図３】さまざまな実施形態による、ＤＴＶ端末と情報を共有する方法の流れの例を示す
概略図である。
【図４】さまざまな実施形態による、ＤＴＶ端末と情報を共有する方法の流れの例を示す
概略図である。
【図５】さまざまな実施形態による、ＤＴＶ端末と情報を共有する方法の流れの例を示す
概略図である。
【図６】さまざまな実施形態による、ＤＴＶ端末の構成の例を示す概略図である。
【図７】さまざまな実施形態による、ＤＴＶ端末の第１の接続確立モジュール６１０の構
成の例を示す概略図である。
【図８】さまざまな実施形態による、モバイル端末の構成の例を示す概略図である。
【図９】さまざまな実施形態による、モバイル端末の第２の接続確立モジュール８１０の
構成の例を示す概略図である。
【図１０】さまざまな実施形態による、サーバの構成の例を示す概略図である。
【図１１】さまざまな実施形態による、情報共有システムの構成の例を示す概略図である
。
【図１２】さまざまな実施形態による、情報共有システムの構成の例を示す概略図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　[0026]実施形態の以下の説明においては、その説明の一部をなし、例として、本開示の
特定の実施形態が実施され得ることが示される添付の図面が参照される。開示された実施
形態の範囲を逸脱することなくその他の実施形態が使用される可能性があり、構造の変更
がなされる可能性があることを、理解されたい。
【００１６】
　[0027]さまざまな実施形態による、使用され得るＤＴＶ端末の例は、ＤＴＶセットトッ
プボックス、スマートＴＶ、組み込みＤＴＶ、及びＤＴＶサービスを提供することができ
る任意の端末を含むがこれらに限定されない。さまざまな実施形態による、使用され得る
モバイル端末の例は、（Ａｐｐｌｅ（登録商標）　ｉＰａｄ、及びＡｐｐｌｅ　ｉＯＳを
実行するその他のタッチスクリーンデバイス、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ（登録商標）　Ｓｕｒ
ｆａｃｅ、及びＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）オペレーティングシステムを実行するその他
のタッチスクリーンデバイス、並びにＡｎｄｒｏｉｄ（登録商標）オペレーティングシス
テムを実行するタブレットデバイスを含むがこれらに限定されない）タブレットＰＣ、モ
バイル電話、（Ａｐｐｌｅ　ｉＰｈｏｎｅ、Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｐｈｏｎｅ、及びＷｉｎｄ
ｏｗｓ　Ｍｏｂｉｌｅ若しくはＰｏｃｋｅｔ　ＰＣオペレーティングシステムを実行する
その他のスマートフォン、並びにＡｎｄｒｏｉｄオペレーティングシステム、Ｂｌａｃｋ
ｂｅｒｒｙオペレーティングシステム、若しくはＳｙｍｂｉａｎオペレーティングシステ
ムを実行するスマートフォンを含むがこれらに限定されない）スマートフォン、（Ａｍａ
ｚｏｎ　Ｋｉｎｄｌｅ及びＢａｒｎｅｓ＆Ｎｏｂｌｅ　Ｎｏｏｋを含むがこれらに限定さ
れない）電子リーダ、（Ａｐｐｌｅ　Ｍａｃオペレーティングシステム、Ｗｉｎｄｏｗｓ
オペレーティングシステム、Ａｎｄｒｏｉｄオペレーティングシステム、及び／若しくは
Ｇｏｏｇｌｅ　Ｃｈｒｏｍｅオペレーティングシステムを実行するコンピュータを含むが
これらに限定されない）ラップトップコンピュータ、又は上述のオペレーティングシステ
ムのいずれか若しくは任意のその他のオペレーティングシステムを実行する車載デバイス
を含むがこれらに限定されず、これらのモバイル端末のすべては、当業者によく知られて
いる。
【００１７】
　[0028]図１は、さまざまな実施形態による、ＤＴＶ端末と情報を共有する方法の流れの
例を示す概略図である。方法は、以下のステップを含み得る。
【００１８】
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　[0029]ステップ１１０：ＤＴＶ端末とモバイル端末との間の通信接続を確立する。一部
の実施形態によれば、ＤＴＶ端末及びモバイル端末は、同じローカルエリアネットワーク
（「ＬＡＮ」）内にある場合、それらの端末のそれぞれのネットワーク情報を運ぶ検出メ
ッセージをそれぞれ無線でブロードキャストすることができる。これらの実施形態によれ
ば、それらの端末のうちの一方が、他方によってブロードキャストされた検出メッセージ
をリスニングし、取得し、その端末自体のネットワーク情報を与えることによって応答す
ることができ、それによって、互いを発見し、２つの端末間の接続を確立することを可能
にする。一部のその他の実施形態によれば、ＤＴＶ端末及びモバイル端末が同じＬＡＮ内
にない場合、それらの端末間の接続は、それらの端末のそれぞれのネットワーク情報をサ
ーバを介して交換することによって確立され得る。本明細書において使用されるとき、「
ネットワーク情報」は、端末のネットワーク識別情報及びリスニングポート情報を含み得
る。本明細書において使用されるとき、「ネットワーク識別情報」は、端末のインターネ
ットプロトコル（「ＩＰ」）アドレス又は媒体アクセス制御（「ＭＡＣ」）アドレス、並
びに任意で、端末のネットワークＩＤ、名前、及びその他の端末識別情報を含み得る。本
明細書において使用されるとき、端末のリスニングポート情報は、その他の端末とのシグ
ナリングの交換のために使用される端末のポートについての情報を含み得る。
【００１９】
　[0030]ステップ１２０：ＤＴＶ端末が、ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報を
モバイル端末に送信する。一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末は、ステップ１１０にお
いて確立された通信接続を介して、ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報をモバイ
ル端末に送信することができる。一部の実施形態によれば、データ受信ポートは、特にモ
バイル端末がファイルデータを転送するためにＤＴＶ端末によって割り振られた別のリス
ニングポートである可能性がある。一部のその他の実施形態によれば、データ受信ポート
は、ステップ１１０において説明されたようにＤＴＶ端末によってモバイル端末に送信さ
れたネットワーク情報に含まれるリスニングポートである可能性がある。一部の実施形態
によれば、リスニングポートは、伝送制御プロトコル（「ＴＣＰ」）ポートである可能性
がある。
【００２０】
　[0031]ステップ１３０：モバイル端末が、ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報
に従ってＤＴＶ端末のデータ受信ポートを介してＤＴＶ端末に１つ又は複数のマルチメデ
ィアファイルなどの情報を送信する。一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末に関連するデ
ータ受信ポート情報を受信した後、モバイル端末は、そのモバイル端末に記憶されたマル
チメディアファイルを、ステップ１１０によって確立された通信接続などの、そのモバイ
ル端末とＤＴＶ端末との間で確立された通信接続を介してＤＴＶ端末に送信することがで
きる。一部の実施形態によれば、モバイル端末は、選択されるか又は収集されたマルチメ
ディアファイルをＤＴＶ端末に送信する前に、まず、そのモバイル端末のストレージ媒体
又はプログラムキャッシュに記憶されたマルチメディアファイルを選択又は収集する可能
性がある。
【００２１】
　[0032]一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末は、モバイル端末からマルチメディアファ
イルを受信した後、マルチメディアファイルの閲覧、再生、編集、又はインターネットへ
のアップロードなどのマルチメディアファイルへの操作を実行する可能性がある。一部の
実施形態によれば、ＤＴＶ端末は、１つ又は複数のモバイル端末から２つ以上のマルチメ
ディアファイルを受信した後、そのＤＴＶ端末が受信したマルチメディアファイルを分類
する可能性がある。そのような分類の方法は、当業者によく知られており、モバイル端末
から得られた識別情報に基づく分類、又はマルチメディアファイルの受信の時間に基づく
分類を含む可能性があるがこれらに限定されない。一部の実施形態によれば、モバイル端
末の識別情報は、ステップ１１０によってモバイル端末からＤＴＶ端末に送信されたネッ
トワーク情報に含まれる識別情報である可能性がある。そのとき、ＤＴＶ端末は、同じモ
バイル端末から得られたマルチメディアファイルが１つのグループに分類され得るように
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、ＩＰアドレス、ＭＡＣアドレス、及びモバイル端末に関連するネットワーク情報に含ま
れるその他の端末識別情報などの１つ又は複数の識別情報に基づいてマルチメディアファ
イルを分類することができる。一部のその他の実施形態によれば、マルチメディアファイ
ルの受信の時間に基づく分類は、異なる期間にしたがう可能性がある。例えば、受信され
たのが１ヶ月よりも前であるマルチメディアファイルが、１つのグループに分類される可
能性があり、受信されたのが１週間よりも前であるが１ヶ月以上前ではないマルチメディ
アファイルが、別のグループに分類される可能性があり、受信されたのが２４時間よりも
前であるが１週間以上前ではないマルチメディアファイルが、さらに別のグループに分類
される可能性があり、以下同様である。さらに一部のその他の実施形態によれば、マルチ
メディアファイルの受信の時間に基づく分類は、同じ日付に受信されたマルチメディアフ
ァイルが同じグループに分類される一方、異なる日付に受信されたマルチメディアファイ
ルが異なるグループに分類されるように、単純に、異なる日付にしたがう可能性がある。
【００２２】
　[0033]図２は、さまざまな実施形態による、ＤＴＶ端末と情報を共有する方法の流れの
例を示す概略図である。この例において、共有されている情報は、マルチメディアファイ
ルであり、モバイル端末とＤＴＶ端末との両方は、同じ無線ＬＡＮ内にあり、マルチメデ
ィア共有プロセスが、モバイル端末によって開始される。方法は、以下のステップを含み
得る。
【００２３】
　[0034]ステップ２０１：ＤＴＶ端末が、リスニングプログラムを自動的に実行し、ユー
ザデータグラムプロトコル（「ＵＤＰ」）ポートなどの既定のポートをリスニングして、
ＬＡＮ内で無線で送信された検出メッセージをリスニングする。
【００２４】
　[0035]ステップ２０２：モバイル端末が、モバイル端末に関連するネットワーク情報を
ブロードキャストする。一部の実施形態によれば、モバイル端末は、特に既定のＵＤＰポ
ートのための検出メッセージをＬＡＮ内で無線でブロードキャストすることによってモバ
イル端末に関連するネットワーク情報をブロードキャストすることができ、それによって
、ＤＴＶ端末が既定のＵＤＰポートをリスニングすることによってモバイル端末に関連す
るネットワーク情報を受信することを可能にする。モバイル端末に関連するネットワーク
情報は、モバイル端末のネットワーク識別情報及びリスニングポート情報を含み得る。ネ
ットワーク識別情報は、モバイル端末のＩＰアドレス又はＭＡＣアドレス、並びに任意で
、モバイル端末のネットワークＩＤ、名前、及びその他の端末識別情報を含み得る。リス
ニングポート情報は、その他の端末とのシグナリングの交換を行うためにモバイル端末が
使用する既定のＴＣＰポートのポート番号を含み得る。
【００２５】
　[0036]ステップ２０３：ＤＴＶ端末が、既定のＵＤＰポートを通じて、モバイル端末に
関連するネットワーク情報を取得する。一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末は、そのＤ
ＴＶ端末が既定のＵＤＰポートを通じて取得したモバイル端末に関連するネットワーク情
報を保存し、そのＤＴＶ端末がモバイル端末を検出したことを表示する可能性がある。
【００２６】
　[0037]ステップ２０４：ＤＴＶ端末が、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報をモバ
イル端末に送信し、それによって、モバイル端末との通信接続を確立する。一部の実施形
態によれば、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報は、モバイル端末によってブロード
キャストされるネットワーク情報と同様である可能性があり、ＤＴＶ端末のネットワーク
識別情報及びそのＤＴＶ端末のリスニングポート情報を含む可能性がある。ネットワーク
識別情報は、ＤＴＶ端末のＩＰアドレス又はＭＡＣアドレス、並びに任意で、ＤＴＶ端末
のネットワークＩＤ、名前、及びその他の端末識別情報を含み得る。リスニングポート情
報は、その他の端末とのシグナリングの交換を行うためにＤＴＶ端末によって使用される
ＤＴＶ端末の既定のＴＣＰポートのポート番号を含み得る。一部の実施形態によれば、モ
バイル端末は、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報を受信した後、ＤＴＶ端末に関連
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するネットワーク情報を保存し、そのモバイル端末自体のネットワーク情報の検出及びブ
ロードキャストを終了し、モバイル端末がＤＴＶ端末に正常に登録したことをプロンプト
を通じてユーザに対して表示する可能性がある。一部の実施形態によれば、モバイル端末
は、特定の期間内にＤＴＶ端末から応答を受信しない場合、そのモバイル端末自体につい
ての情報を再ブロードキャストする可能性がある。一部の実施形態によれば、モバイル端
末は、特定の回数の再試行の後もＤＴＶ端末から応答を受信しない場合、そのモバイル端
末の検出が失敗したこと、及びそのモバイル端末がいかなる利用可能なＤＴＶ端末も発見
しなかったことをプロンプトを通じてユーザに対して表示する可能性がある。
【００２７】
　[0038]ステップ２０５：モバイル端末が、ＤＴＶ端末に第２のデータ共有要求を送信す
る。一部の実施形態によれば、モバイル端末は、ユーザの操作コマンドに従って、ＤＴＶ
端末との確立された通信接続を介して第２のデータ共有要求を送信する可能性がある。一
部の実施形態によれば、モバイル端末は、ＤＴＶ端末のネットワーク情報に含まれるＩＰ
アドレス及びリスニングポート情報又はＭＡＣアドレス及びリスニングポート情報に従っ
てＤＴＶ端末に第２のデータ共有要求を送信する可能性がある。単なる例として、ユーザ
は、モバイル端末によって最近撮影された写真をＤＴＶ端末で閲覧したい可能性がある。
ユーザは、モバイル端末からＤＴＶ端末への第２のデータ共有要求の送信を開始するため
にモバイル端末にコマンドを入力することができる。当業者は、モバイル端末に、第２の
データ共有要求をＤＴＶ端末に送信させる代わりに、ＤＴＶ端末が、モバイル端末に記憶
されたマルチメディアファイルを共有するように要求するためにモバイル端末に第１のデ
ータ共有要求を送信することを開始する可能性がある。マルチメディアファイルの転送は
、モバイル端末がＤＴＶ端末からの第１のデータ共有要求を承認した後に行われ得る。
【００２８】
　[0039]ステップ２０６：ＤＴＶ端末が、第２のデータ共有要求を承認する。一部の実施
形態によれば、ＤＴＶ端末は、第２のデータ共有要求を受信した後、要求を表示し、第２
のデータ共有要求を承認するためにユーザによって入力された操作コマンドに従ってデー
タ共有要求を承認する可能性がある。
【００２９】
　[0040]ステップ２０７：ＤＴＶ端末が、ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報を
モバイル端末に送信する。一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末は、モバイル端末との確
立された通信接続を介して、ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報をモバイル端末
に送信することができる。データ受信ポートは、モバイル端末とのデータ転送のために使
用されるようにＤＴＶ端末によって割り振られたＴＣＰポートである可能性がある。デー
タ受信ポート情報は、ポートのポート番号などの情報を含み得る。一部の実施形態によれ
ば、ＤＴＶ端末は、モバイル端末との通信接続の正常な確立の後に、ＤＴＶ端末に関連す
るデータ受信ポート情報をモバイル端末に送信する可能性があり、それによって、モバイ
ル端末かＤＴＶ端末かのどちらかが他方の端末に任意のデータ共有要求を送信する必要を
なくす。したがって、これらの実施形態によれば、上述のステップ２０５及び２０６は、
省略され得る。
【００３０】
　[0041]ステップ２０８：モバイル端末が、ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報
に従ってＤＴＶ端末のデータ受信ポートを介してＤＴＶ端末に１つ又は複数のマルチメデ
ィアファイルを送信する。一部の実施形態によれば、モバイル端末は、確立された通信接
続を介して、ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報に従ってＤＴＶ端末にマルチメ
ディアファイルを送信することができる。一部の実施形態によれば、モバイル端末は、Ｄ
ＴＶ端末に関連するネットワーク情報のＩＰアドレス又はＭＡＣアドレスと、ＤＴＶ端末
に関連するデータ受信ポート情報とに従ってＤＴＶ端末にマルチメディアファイルを送信
することができる。一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末は、データ受信ポートをリスニ
ングすることによって、モバイル端末から送信されたマルチメディアファイルを受信する
ことができ、ユーザによって入力されたコマンドに従ってユーザがマルチメディアファイ
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ルを閲覧すること、再生すること、保存すること、分類すること、インターネットに共有
することなどを可能にすることができる。
【００３１】
　[0042]図３は、さまざまな実施形態による、ＤＴＶ端末と情報を共有する方法の流れの
例を示す概略図である。この例において、共有されている情報は、マルチメディアファイ
ルであり、モバイル端末とＤＴＶ端末との両方は、同じ無線ＬＡＮ内にあり、マルチメデ
ィア共有プロセスが、ＤＴＶ端末によって開始される。方法は、以下のステップを含み得
る。
【００３２】
　[0043]ステップ３０１：モバイル端末が、スイッチを入れられた後、リスニングプログ
ラムを自動的に実行し、既定のＵＤＰポートをリスニングして、ＬＡＮ内で無線で送信さ
れた検出メッセージをリスニングする。
【００３３】
　[0044]ステップ３０２：ＤＴＶ端末が、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報をブロ
ードキャストする。一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末は、特に既定のＵＤＰポートの
ための検出メッセージをＬＡＮ内で無線でブロードキャストすることによってＤＴＶ端末
に関連するネットワーク情報をブロードキャストすることができ、それによって、モバイ
ル端末が既定のＵＤＰポートをリスニングすることによってＤＴＶ端末に関連するネット
ワーク情報を受信することを可能にする。ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報は、Ｄ
ＴＶ端末のネットワーク識別情報及びリスニングポート情報を含み得る。ネットワーク識
別情報は、ＤＴＶ端末のＩＰアドレス又はＭＡＣアドレス、並びに任意で、ＤＴＶ端末の
ネットワークＩＤ、名前、及びその他の端末識別情報を含み得る。リスニングポート情報
は、その他の端末とのシグナリングの交換を行うためにＤＴＶ端末が使用する既定のＴＣ
Ｐポートのポート番号を含み得る。
【００３４】
　[0045]ステップ３０３：モバイル端末が、既定のＵＤＰポートを通じて、ＤＴＶ端末に
関連するネットワーク情報を取得する。一部の実施形態によれば、モバイル端末は、ＵＤ
Ｐポートを介してＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報を受信した後、ＤＴＶ端末に関
連するネットワーク情報を保存し、そのモバイル端末がＤＴＶ端末を検出したことを表示
することができる。
【００３５】
　[0046]ステップ３０４：モバイル端末が、モバイル端末に関連するネットワーク情報を
ＤＴＶ端末に送信し、それによって、ＤＴＶ端末との通信接続を確立する。一部の実施形
態によれば、モバイル端末に関連するネットワーク情報は、ＤＴＶ端末によってブロード
キャストされるネットワーク情報と同様である可能性があり、モバイル端末のネットワー
ク識別情報及びそのモバイル端末のリスニングポート情報を含む可能性がある。ネットワ
ーク識別情報は、モバイル端末のＩＰアドレス又はＭＡＣアドレス、並びに任意で、モバ
イル端末のネットワークＩＤ、名前、及びその他の端末識別情報を含み得る。リスニング
ポート情報は、その他の端末とのシグナリングの交換を行うためにモバイル端末が使用す
る既定のＴＣＰポートのポート番号を含み得る。一部の実施形態によれば、モバイル端末
に関連するネットワーク情報を受信した後、ＤＴＶ端末は、モバイル端末に関連するネッ
トワーク情報を保存し、そのＤＴＶ端末自体のネットワーク情報の検出及びブロードキャ
ストを終了し、そのＤＴＶ端末が利用可能なモバイル端末に正常に接続したことをプロン
プトを通じてユーザに対して表示する可能性がある。一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端
末は、特定の期間内にモバイル端末から応答を受信しなかった場合、そのＤＴＶ端末自体
の情報を再ブロードキャストする可能性がある。一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末は
、特定の回数の再試行の後もモバイル端末からいかなる応答も受信しない場合、そのＤＴ
Ｖ端末の検出が失敗したこと、及びそのＤＴＶ端末がいかなる利用可能なモバイル端末も
発見しなかったことをプロンプトを通じてユーザに対して表示する可能性がある。
【００３６】
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　[0047]ステップ３０５：ＤＴＶ端末が、モバイル端末に第１のデータ共有要求を送信す
る。一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末は、ユーザの操作コマンドに従って、モバイル
端末との確立された通信接続を介して第１のデータ共有要求を送信する可能性がある。一
部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末は、モバイル端末に関連するネットワーク情報に含ま
れるＩＰアドレス及びリスニングポート情報又はＭＡＣアドレス及びリスニングポート情
報に従ってモバイル端末に第１のデータ共有要求を送信する可能性がある。単なる例とし
て、ユーザは、モバイル端末によって最近撮影された写真を、ＤＴＶを見るときにＤＴＶ
端末で閲覧したい可能性がある。ユーザは、ＤＴＶ端末がモバイル端末に第１のデータ共
有要求を送信するようにＤＴＶ端末にリモコンでコマンドを入力することができる。任意
で、第２のデータ共有要求は、モバイル端末によって開始され、モバイル端末のマルチメ
ディアファイルをＤＴＶ端末と共有するように要求するためにＤＴＶ端末に送信される可
能性もある。その後のファイル転送は、ＤＴＶ端末がモバイル端末から送信された第２の
データ共有要求を承認した後に行われ得る。
【００３７】
　[0048]ステップ３０６：モバイル端末が、第１のデータ共有要求を承認する応答をＤＴ
Ｖ端末に送信する。一部の実施形態によれば、モバイル端末は、第１のデータ共有要求を
受信した後、要求を表示し、第１のデータ共有要求を承認するためにユーザによって入力
された操作コマンドに従って第１のデータ共有要求を承認する応答をＤＴＶ端末に送信す
る可能性がある。
【００３８】
　[0049]ステップ３０７：ＤＴＶ端末が、ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報を
モバイル端末に送信する。一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末は、第１のデータ共有要
求を承認する応答をモバイル端末から受信した後、モバイル端末との確立された通信接続
を介して、ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報をモバイル端末に送信することが
できる。データ受信ポートは、モバイル端末とのデータ転送のためにＤＴＶ端末によって
特に割り振られたＴＣＰポートである可能性がある。データ受信ポート情報は、ポートの
ポート番号などの情報を含み得る。一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末は、モバイル端
末との通信接続の正常な確立の後に、ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報をモバ
イル端末に送信する可能性があり、それによって、モバイル端末かＤＴＶ端末かのどちら
かが他方の端末に任意のデータ共有要求を送信する必要をなくす。したがって、これらの
実施形態によれば、上述のステップ３０５及び３０６は、省略され得る。
【００３９】
　[0050]ステップ３０８：モバイル端末が、ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報
に従ってＤＴＶ端末のデータ受信ポートを介してＤＴＶ端末に１つ又は複数のマルチメデ
ィアファイルを送信する。一部の実施形態によれば、このステップは、上で詳細に説明さ
れたステップ２０８と同じである可能性がある。
【００４０】
　[0051]図４は、さまざまな実施形態による、ＤＴＶ端末と情報を共有する方法の流れの
例を示す概略図である。この例において、共有されている情報は、マルチメディアファイ
ルであり、モバイル端末及びＤＴＶ端末は、同じ無線ＬＡＮ内にない。方法は、以下のス
テップを含み得る。
【００４１】
　[0052]ステップ４０１：モバイル端末が、モバイル端末に関連するネットワーク情報を
サーバに送信する。一部の実施形態によれば、モバイル端末は、そのモバイル端末がサー
バにログインしているときに、モバイル端末に関連するネットワーク情報をサーバに送信
することができる。一部のその他の実施形態によれば、モバイル端末は、そのモバイル端
末がサーバにログインした後、モバイル端末に関連するネットワーク情報をサーバに送信
することができる。モバイル端末に関連するネットワーク情報は、モバイル端末のネット
ワーク識別情報及びリスニングポート情報を含み得る。ネットワーク識別情報は、モバイ
ル端末のＩＰアドレス又はＭＡＣアドレス、並びに任意で、モバイル端末のネットワーク



(13) JP 2015-537263 A 2015.12.24

10

20

30

40

50

ＩＤ、名前、及びその他の端末識別情報を含み得る。リスニングポート情報は、その他の
端末とのシグナリングの交換を行うためにモバイル端末が使用する既定のＴＣＰポートの
ポート番号を含み得る。
【００４２】
　[0053]ステップ４０２：サーバが、関連アカウントにログインしたＤＴＶ端末に、モバ
イル端末に関連するネットワーク情報を送信する。一部の実施形態によれば、サーバにロ
グインした後、ＤＴＶ端末は、ＤＴＶ端末がサーバにログインするために使用したアカウ
ントに関連するアカウントを有するモバイル端末に関連するネットワーク情報をサーバか
ら能動的に得る可能性がある。一部の実施形態によれば、サーバは、ＤＴＶ端末とモバイ
ル端末との両方のログインアカウントに従ってＤＴＶ端末の関連アカウントを用いてサー
バにログイン済みのモバイル端末を探索し、モバイル端末に関連するネットワーク情報を
ＤＴＶ端末に送信する可能性がある。一部の実施形態によれば、モバイル端末及びＤＴＶ
端末は、それらの端末がサーバにログインする同じソフトウェアアプリケーションを有す
る可能性がある。一部のその他の実施形態によれば、モバイル端末及びＤＴＶ端末は、そ
れらの端末が関連付けられたアカウント又は共通のアカウントを有する限り、サーバにロ
グインするための異なるソフトウェアアプリケーションを持ち得る。さまざまな実施形態
によるサーバにログインするために使用され得るソフトウェアアプリケーションの例は、
音楽再生ソフトウェア、音声／動画再生ソフトウェア、ネットワークブラウザ、及びイン
スタントメッセージングプログラムを含むがこれらに限定されない。本明細書において使
用されるとき、「関連アカウント」は、モバイル端末でログインされるプログラムアカウ
ント及びＤＴＶ端末でログインされるプログラムアカウントが、関連付けられたアカウン
ト、又は一緒にまとめられたアカウント、又は同じアカウントであることを意味する。
【００４３】
　[0054]ステップ４０３：ＤＴＶ端末が、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報をモバ
イル端末に送信する。一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末は、サーバから得られたモバ
イル端末に関連するネットワーク情報に基づいて、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情
報をモバイル端末に送信する可能性がある。ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報は、
ＤＴＶ端末のネットワーク識別情報及びリスニングポート情報を含み得る。ネットワーク
識別情報は、ＤＴＶ端末のＩＰアドレス又はＭＡＣアドレス、並びに任意で、ＤＴＶ端末
のネットワークＩＤ、名前、及びその他の端末識別情報を含み得る。リスニングポート情
報は、その他の端末とのシグナリングの交換を行うためにＤＴＶ端末が使用する既定のＴ
ＣＰポートのポート番号を含み得る。ＤＴＶ端末は、モバイル端末のＩＰアドレス及びポ
ート番号などをサーバから取得済みであるので、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報
をモバイル端末に直接送信することができる。このようにしてモバイル端末によってＤＴ
Ｖ端末に関連するネットワーク情報を得ることは、互いを発見し、サーバを介してＤＴＶ
端末とモバイル端末との間の通信接続を確立することを実現する。
【００４４】
　[0055]ステップ４０４からステップ４０７までは、モバイル端末とＤＴＶ端末との間の
通信接続に基づくマルチメディアファイルの転送のプロセスの例である。プロセスは、以
下のステップを含み得る。モバイル端末は、ＤＴＶ端末に第２のデータ共有要求を送信す
る。ＤＴＶ端末は、第２のデータ共有要求を承認し、ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポ
ート情報をモバイル端末に送信する。次いで、モバイル端末は、ＤＴＶ端末に関連するデ
ータ受信ポート情報に従ってＤＴＶ端末のデータ受信ポートを介してＤＴＶ端末に１つ又
は複数のマルチメディアファイルを送信する。このプロセスは、上で詳細に説明されたス
テップ２０５～２０８のプロセスと同じである。
【００４５】
　[0056]たとえ上記の例がＤＴＶ端末によって開始される通信接続を確立するプロセスと
、モバイル端末からＤＴＶ端末に送信されるマルチメディアファイルを共有する要求との
観点で説明されたとしても、当業者は、同じ原理が、モバイル端末が通信接続の確立を開
始するプロセス、又はＤＴＶ端末がモバイル端末にマルチメディアファイルを共有する要
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求を送信するプロセスに適用され得ることを容易に理解し得る。
【００４６】
　[0057]図５は、さまざまな実施形態による、ＤＴＶ端末と情報を共有する方法の流れの
例を示す概略図である。この例において、共有されている情報は、マルチメディアファイ
ルである。方法は、以下のステップを含み得る。
【００４７】
　[0058]ステップ５０１：第１のモバイル端末とＤＴＶ端末との間、及び第２のモバイル
端末とＤＴＶ端末との間でそれぞれ通信接続を確立する。一部の実施形態によれば、第１
のモバイル端末とＤＴＶ端末との間、及び第２のモバイル端末とＤＴＶ端末との間でそれ
ぞれ通信接続を確立することは、上のステップ２０１～２０４で説明された方法による可
能性がある。一部のその他の実施形態によれば、第１のモバイル端末とＤＴＶ端末との間
、及び第２のモバイル端末とＤＴＶ端末との間でそれぞれ通信接続を確立することは、上
のステップ３０１～３０４で説明された方法による可能性がある。
【００４８】
　[0059]ステップ５０２：第１のモバイル端末が、ＤＴＶ端末に第３のデータ共有要求を
送信する。一部の実施形態によれば、第１のモバイル端末と第２のモバイル端末との両方
がＤＴＶ端末との通信接続を正常に確立した後、第１のモバイル端末は、ＤＴＶ端末との
通信接続を確立したその他の端末についての情報をＤＴＶ端末から得ることができ、それ
によって、第２のモバイル端末がＤＴＶ端末との通信接続を正常に確立したことを第１の
モバイル端末が知ることを可能にする。ユーザが第２のモバイル端末に記憶されたマルチ
メディアファイルをＤＴＶ端末で閲覧したい場合、第１のモバイル端末が、第２のモバイ
ル端末に固有の第３のデータ共有要求をＤＴＶ端末に送信することができる。一部の実施
形態によれば、第３のデータ共有要求は、第２のモバイル端末に関連するネットワーク識
別情報を含み得る。
【００４９】
　[0060]ステップ５０３：ＤＴＶ端末が、第２のモバイル端末に第３のデータ共有要求を
転送する。一部の実施形態によれば、第３のデータ共有要求を受信した後、第２のモバイ
ル端末は、サーバを介して、第２のモバイル端末の情報を探索又は閲覧したいのが第１の
モバイル端末であったことを知ることができ、ユーザ入力に従って要求を承認すべきかど
うかを判定することができる。
【００５０】
　[0061]ステップ５０４：第２のモバイル端末が、第３のデータ共有要求を承認する応答
をＤＴＶ端末に送信する。
【００５１】
　[0062]ステップ５０５：ＤＴＶ端末が、ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報を
第２のモバイル端末に送信する。一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末は、第３のデータ
共有要求を承認する応答を第２のモバイル端末から受信した後、第２のモバイル端末との
確立された通信接続を介して、ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報を第２のモバ
イル端末に送信することができる。データ受信ポートは、第２のモバイル端末とのデータ
転送のためにＤＴＶ端末によって特に割り振られたＴＣＰポートである可能性がある。デ
ータ受信ポート情報は、ポートのポート番号などの情報を含み得る。一部の実施形態によ
れば、ＤＴＶ端末が第２のモバイル端末に送信する第３のデータ共有要求は、ＤＴＶ端末
に関連するデータ受信ポート情報を運ぶ可能性がある。
【００５２】
　[0063]ステップ５０６：第２のモバイル端末が、１つ又は複数のマルチメディアファイ
ルをＤＴＶ端末に送信し、それによって、第２のモバイル端末の情報をＤＴＶ端末を介し
て第１のモバイル端末と共有することを実現する。
【００５３】
　[0064]図１～５に示され、上で詳細に説明された方法などのＤＴＶ端末と情報を共有す
る方法のステップの一部又はすべては、プログラムを実行することによって実行される可
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能性がある。プログラムは、コンピュータ可読ストレージ媒体に記憶される可能性がある
。したがって、本開示は、さまざまな実施形態によるコンピュータ可読ストレージ媒体を
開示する。
【００５４】
　[0065]図６は、さまざまな実施形態による、ＤＴＶ端末の構成の例を示す概略図である
。ＤＴＶ端末は、以下を備える可能性がある。
【００５５】
　[0066]モバイル端末に関連するネットワーク情報を取得し、ＤＴＶ端末に関連するネッ
トワーク情報をモバイル端末に送信し、それによって、モバイル端末とＤＴＶ端末との間
の通信接続を確立する第１の接続確立モジュール６１０。ネットワーク情報は、対応する
端末のネットワーク識別情報及びリスニングポート情報を含み得る。ネットワーク識別情
報は、対応する端末のＩＰアドレス又はＭＡＣアドレス、並びに任意で、その対応する端
末のネットワークＩＤ、名前、及びその他の端末識別情報を含み得る。リスニングポート
情報は、その他の端末とのシグナリングの交換を行うための、対応する端末のポートのポ
ート番号などの情報を含み得る。一部の実施形態によれば、第１の接続確立モジュール６
１０は、図７に示されるように、以下の３つのユニットのうちの少なくとも１つを備える
可能性がある。
【００５６】
　[0067]モバイル端末によってブロードキャストされたネットワーク情報を取得し、モバ
イル端末に関連するネットワーク情報に基づいて、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情
報をモバイル端末に送信する第１のブロードキャストリスニングユニット６１１。一部の
実施形態によれば、第１のブロードキャストリスニングユニット６１１は、ＤＴＶ端末が
スイッチを入れられた後、リスニングプログラムを自動的に実行し、既定のＵＤＰポート
をリスニングし、ＬＡＮ内で無線で送信された検出メッセージをリスニングすることがで
きる。モバイル端末がモバイル端末に関連するネットワーク情報を運ぶ検出メッセージを
ＬＡＮ内にブロードキャストするとき、第１のブロードキャストリスニングユニット６１
１は、その第１のブロードキャストリスニングユニット６１１がリスニングするＵＤＰポ
ートを介してモバイル端末に関連するネットワーク情報を取得し、モバイル端末に関連す
るネットワーク情報に基づいて、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報をモバイル端末
に送信することができ、それによって、互いを発見し、モバイル端末とＤＴＶ端末との間
の通信接続を確立することを実現する。
【００５７】
　[0068]ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報をブロードキャストし、モバイル端末に
よってＤＴＶ端末に送信されたモバイル端末に関連するネットワーク情報を取得する第１
のブロードキャスト検出ユニット６１２であって、モバイル端末に関連するネットワーク
情報が、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報に基づいてモバイル端末によってＤＴＶ
端末に送信される、第１のブロードキャスト検出ユニット６１２。一部の実施形態によれ
ば、第１のブロードキャスト検出ユニット６１２は、既定のＵＤＰポートに固有の検出メ
ッセージをＬＡＮ内で無線でブロードキャストすることによってＤＴＶ端末に関連するネ
ットワーク情報をブロードキャストすることができ、それによって、モバイル端末がＬＡ
Ｎ内で既定のＵＤＰポートをリスニングしてＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報を受
信することを可能にする。一部の実施形態によれば、第１のブロードキャスト検出ユニッ
ト６１２は、モバイル端末からＤＴＶ端末に送信されたモバイル端末に関連するネットワ
ーク情報をさらに受信することができ、モバイル端末に関連するネットワーク情報が、Ｄ
ＴＶ端末に関連するネットワーク情報に基づいてモバイル端末からＤＴＶ端末に送信され
、それによって、互いを発見し、モバイル端末とＤＴＶ端末との間の通信接続を確立する
ことを実現する。
【００５８】
　[0069]サーバを介してモバイル端末に関連するネットワーク情報を取得し、モバイル端
末に関連するネットワーク情報に基づいて、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報をモ
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バイル端末に送信する第１のサーバ通信ユニット６１３。代替的に、第１のネットワーク
通信ユニット６１３は、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報をサーバに送信し、モバ
イル端末によってＤＴＶ端末に送信されたモバイル端末に関連するネットワーク情報を取
得する可能性があり、モバイル端末に関連するネットワーク情報は、ＤＴＶ端末に関連す
るネットワーク情報に基づいてモバイル端末によってＤＴＶ端末に送信される。一部の実
施形態によれば、モバイル端末は、そのモバイル端末がサーバにログインした後、モバイ
ル端末に関連するネットワーク情報をサーバに送信することができる。ＤＴＶ端末は、サ
ーバにログインしたモバイル端末に関連するネットワーク情報を、ＤＴＶ端末がサーバに
同様にログインした後、そのＤＴＶ端末の第１のサーバ通信ユニット６１３を介してサー
バから取得することができる。そして、ＤＴＶ端末は、モバイル端末に関連する取得され
たネットワーク情報に基づいて、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報をモバイル端末
に送信することができ、それによって、互いを発見し、モバイル端末とＤＴＶ端末との間
の通信接続を確立することを実現する。代替的に、第１のサーバ通信ユニット６１３は、
ＤＴＶ端末がサーバにログインするとき、又はＤＴＶ端末がサーバにログインした後、Ｄ
ＴＶ端末に関連するネットワーク情報をサーバに送信する可能性がある。サーバは、関連
アカウントにログインしたモバイル端末に、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報を送
信することができる。モバイル端末は、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報をサーバ
から受信した後、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報に基づいて、モバイル端末に関
連するネットワーク情報をＤＴＶ端末に送信することができ、それによって、互いを発見
し、モバイル端末とＤＴＶ端末との間の通信接続を確立することを実現する。本明細書に
おいて使用されるとき、「関連アカウント」は、モバイル端末でログインされるプログラ
ムアカウント及びＤＴＶ端末でログインされるプログラムアカウントが、関連付けられた
アカウント、又は一緒にまとめられたアカウント、又は同じアカウントであることを意味
する。一部の実施形態によれば、サーバは、それぞれのＤＴＶ端末及びモバイル端末のプ
ログラムのログインアカウント情報に従って、関連アカウントを用いてサーバに両方とも
ログインしたモバイル端末及びＤＴＶ端末が互いを発見することを支援することができる
。
【００５９】
　[0070]モバイル端末に関連するネットワーク情報に基づいて、ＤＴＶ端末に関連するデ
ータ受信ポート情報をモバイル端末に送信するデータ受信ポート情報送信モジュール６２
０。一部の実施形態によれば、データ受信ポート情報送信モジュール６２０は、第１の接
続確立モジュール６１０によって確立されたモバイル端末との通信接続を介して、ＤＴＶ
端末に関連するデータ受信ポート情報をモバイル端末に送信することができる。データ受
信ポートは、モバイル端末とのデータ転送のためにＤＴＶ端末によって割り振られたＴＣ
Ｐポートである可能性があり、データ受信ポート情報は、ポートのポート番号などの情報
を含む可能性がある。任意で、データ受信ポート情報は、ＤＴＶ端末からモバイル端末に
送信されるネットワーク情報に含まれるリスニングポート情報を採用する可能性がある。
【００６０】
　[0071]ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報及びデータ受信ポート情報に基づいてモ
バイル端末から送信されたマルチメディアファイルを取得するマルチメディアファイル取
得モジュール６３０。一部の実施形態によれば、モバイル端末は、第１の接続確立モジュ
ール６１０によって確立されたＤＴＶ端末との通信接続を介して、ＤＴＶ端末に関連する
データ受信ポート情報に基づいてＤＴＶ端末にマルチメディアファイルを送信することが
できる。一部の実施形態によれば、モバイル端末は、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク
情報に含まれるＩＰアドレス又はＭＡＣアドレスと、ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポ
ート情報とに基づいてＤＴＶ端末にマルチメディアファイルを送信することができる。デ
ータ受信ポートをリスニングすることによって、マルチメディアファイル取得モジュール
６３０は、モバイル端末から送信されたマルチメディアファイルを受信することができる
。
【００６１】
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　[0072]任意で、一部の実施形態によるＤＴＶ端末は、以下の３つのモジュールのうちの
少なくとも１つをさらに備える可能性がある。
【００６２】
　[0073]モバイル端末に関連するネットワーク情報に基づいてモバイル端末に第１のデー
タ共有要求を送信する第１のデータ共有要求送信モジュール６５０。一部の実施形態によ
れば、第１のデータ共有要求送信モジュール６５０は、ユーザの操作コマンドに従って、
第１の接続確立モジュール６１０によって確立された通信接続を介してモバイル端末に第
１のデータ共有要求を送信することができる。一部の実施形態によれば、第１のデータ共
有要求送信モジュール６５０は、モバイル端末に関連するネットワーク情報に含まれるＩ
Ｐアドレス及びリスニングポート情報又はＭＡＣアドレス及びリスニングポート情報に従
って第１のデータ共有要求を送信することができる。単なる例として、ユーザは、モバイ
ル端末によって最近撮影された写真を、ＤＴＶを見るときにＤＴＶ端末で閲覧したい可能
性がある。ユーザは、第１のデータ共有要求送信モジュール６５０がモバイル端末に第１
のデータ共有要求を送信するようにＤＴＶ端末にリモコンでコマンドを入力することがで
きる。第１のデータ共有要求送信モジュール６５０は、第１のデータ共有要求を承認する
メッセージをモバイル端末から受信するとき、モバイル端末にデータ受信ポート情報を送
信するようにデータ受信ポート情報送信モジュール６２０に通知することができる。
【００６３】
　[0074]モバイル端末からＤＴＶ端末に送信された第２のデータ共有要求を取得するよう
に構成された第２のデータ共有要求受信モジュール６６０であって、第２のデータ共有要
求が、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報に基づいてモバイル端末からＤＴＶ端末に
送信される、第２のデータ共有要求受信モジュール６６０。一部の実施形態によれば、モ
バイル端末は、ユーザの操作コマンドに従って、第１の接続確立モジュール６１０によっ
て確立されたＤＴＶ端末との通信接続を介してＤＴＶ端末に第２のデータ共有要求を送信
する可能性がある。一部の実施形態によれば、モバイル端末は、ユーザの操作コマンドに
応じて、第１の接続確立モジュール６１０によって確立されたＤＴＶ端末との通信接続を
介して、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報に含まれるＩＰアドレス及びリスニング
ポート情報又はＭＡＣアドレス及びリスニングポート情報に従ってＤＴＶ端末に第２のデ
ータ共有要求を送信する可能性がある。単なる例として、ユーザは、モバイル端末を用い
て最近撮影された写真をＤＴＶ端末で閲覧したい可能性がある。ユーザは、モバイル端末
がＤＴＶ端末に第２のデータ共有要求を送信するようにモバイル端末にコマンドを入力す
ることができる。そして、第２のデータ共有要求受信モジュール６６０は、ＤＴＶ端末に
関連するネットワーク情報に含まれるリスニングポート情報に対応するポートをリスニン
グすることによって、モバイル端末から送信された第２のデータ共有要求を受信すること
ができる。第２のデータ共有要求受信モジュール６６０は、第２のデータ共有要求を承認
すべきかどうかを選択するようにユーザに促し、承認を得た後、モバイル端末にデータ受
信ポート情報を送信するようにデータ受信ポート情報送信モジュール６２０に通知するこ
とができる。
【００６４】
　[0075]モバイル端末から第３のデータ共有要求を取得し、第３のデータ共有要求を別の
モバイル端末に転送するデータ共有要求転送モジュール６７０。一部の実施形態によれば
、ＤＴＶ端末が第１の接続確立モジュール６１０を用いて複数のモバイル端末と通信接続
を確立するとき、ＤＴＶ端末との通信接続を確立したモバイル端末は、ＤＴＶ端末との通
信接続を確立したその他のモバイル端末についての情報をＤＴＶ端末から取得することが
できる。単なる例として、第１のモバイル端末のユーザは、ＤＴＶ端末を介して第２のモ
バイル端末の情報を閲覧したい可能性がある。第１のモバイル端末は、ＤＴＶ端末に第３
のデータ共有要求を送信することができる。データ共有要求転送モジュール６７０は、第
３のデータ共有要求を受信した後、第１のモバイル端末によって情報が要求された第２の
モバイル端末にデータ共有要求を転送することができる。データ共有要求転送モジュール
６７０は、第３のデータ共有要求を承認するメッセージを第２のモバイル端末から受信す
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るとき、第２のモバイル端末にデータ受信ポート情報を送信するようにデータ受信ポート
情報送信モジュール６２０に通知することができる。
【００６５】
　[0076]一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末は、以下をさらに備える可能性がある。
【００６６】
　[0077]マルチメディアファイル取得モジュールによって取得されたマルチメディアファ
イルを分類する分類モジュール６４０。一部の実施形態によれば、そのような分類は、モ
バイル端末の取得された識別情報に従って、又は受信されたマルチメディアファイルの受
信の時間に従って分類することを含む可能性がある。ＤＴＶ端末は、モバイル端末からマ
ルチメディアファイルを取得した後、閲覧、再生、編集、及びインターネットへのアップ
ロードなどのマルチメディアファイルへの操作を実行する可能性がある。一部の実施形態
によれば、ＤＴＶ端末は、分類モジュール６４０を用いて、そのＤＴＶ端末が取得したマ
ルチメディアファイルを分類することもできる。分類モジュール６４０による分類は、モ
バイル端末の取得された識別情報に従って、又は受信されたマルチメディアファイルの受
信の時間に従って分類することを含む可能性がある。モバイル端末の識別情報は、第１の
接続確立モジュール６１０によって取得され得るモバイル端末のネットワーク情報に含ま
れるモバイル端末の識別情報である可能性がある。一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末
は、同じモバイル端末から得られたマルチメディアファイルが同じグループに分類される
ように、モバイル端末に関連するネットワーク情報のＩＰアドレス、ＭＡＣアドレス、又
は任意の１つ若しくは複数の端末識別情報に従ってマルチメディアファイルを分類する可
能性がある。一部の実施形態によれば、マルチメディアファイルの受信の時間に基づく分
類は、異なる期間にしたがう可能性がある。例えば、受信されたのが１ヶ月よりも前であ
るマルチメディアファイルが、１つのグループに分類される可能性があり、受信されたの
が１週間よりも前であるが１ヶ月以上前ではないマルチメディアファイルが、別のグルー
プに分類される可能性があり、受信されたのが２４時間よりも前であるが１週間以上前で
はないマルチメディアファイルが、さらに別のグループに分類される可能性があり、以下
同様である。さらに一部のその他の実施形態によれば、マルチメディアファイルの受信の
時間に基づく分類は、同じ日付に受信されたマルチメディアファイルが同じグループに分
類される一方、異なる日付に受信されたマルチメディアファイルが異なるグループに分類
されるように、単純に、異なる日付にしたがう可能性がある。
【００６７】
　[0078]図８は、さまざまな実施形態による、モバイル端末の構成の例を示す概略図であ
る。モバイル端末は、以下を備える可能性がある。
【００６８】
　[0079]モバイル端末に関連するネットワーク情報をＤＴＶ端末に送信し、ＤＴＶ端末に
関連するネットワーク情報を取得する第２の接続確立モジュール８１０。ネットワーク情
報は、対応する端末のネットワーク識別情報及びリスニングポート情報を含み得る。ネッ
トワーク識別情報は、対応する端末のＩＰアドレス又はＭＡＣアドレス、並びに任意で、
端末のネットワークＩＤ、名前、及びその他の端末識別情報を含み得る。リスニングポー
ト情報は、その他の端末とのシグナリングの交換を行うために対応する端末が使用するポ
ートのポート番号などの情報を含み得る。一部の実施形態によれば、第２の接続確立モジ
ュール８１０は、図９に示されるように、以下の３つのユニットのうちの少なくとも１つ
を備える可能性がある。
【００６９】
　[0080]モバイル端末に関連するネットワーク情報をブロードキャストし、モバイル端末
に関連するネットワーク情報に基づいてＤＴＶ端末からモバイル端末に送信されたＤＴＶ
端末に関連するネットワーク情報を取得する第２のブロードキャスト検出ユニット８１１
。一部の実施形態によれば、第２のブロードキャスト検出ユニット８１１は、既定のＵＤ
Ｐポートに固有の検出メッセージをＬＡＮ内で無線でブロードキャストすることによって
、モバイル端末によって関連付けられたネットワーク情報をブロードキャストすることが
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でき、それによって、ＬＡＮ内のＤＴＶ端末が既定のＵＤＰポートをリスニングすること
によってモバイル端末に関連するネットワーク情報を受信することを可能にする。そして
、第２のブロードキャスト検出ユニット８１１は、ＤＴＶ端末からモバイル端末に送信さ
れたＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報を受信することができ、ＤＴＶ端末に関連す
るネットワーク情報は、モバイル端末に関連するネットワーク情報に基づいてＤＴＶ端末
からモバイル端末に送信され、それによって、互いを発見し、モバイル端末とＤＴＶ端末
との間の通信接続を確立することを実現する。
【００７０】
　[0081]ＤＴＶ端末によってブロードキャストされたネットワーク情報を取得し、ＤＴＶ
端末に関連するネットワーク情報に基づいてモバイル端末に関連するネットワーク情報を
ＤＴＶ端末に送信する第２のブロードキャストリスニングユニット８１２。一部の実施形
態によれば、第２のブロードキャストリスニングユニット８１２は、モバイル端末がスイ
ッチを入れられた後、リスニングプログラムを自動的に実行し、既定のＵＤＰポートをリ
スニングすることができ、それによって、ＬＡＮ内で無線で送信された検出メッセージを
リスニングする。ＤＴＶ端末がＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報を運ぶ検出メッセ
ージをＬＡＮ内にブロードキャストするとき、第２のブロードキャストリスニングユニッ
ト８１２は、その第２のブロードキャストリスニングユニット８１２がリスニングするＵ
ＤＰポートを介してＤＴＶ端末によってブロードキャストされたネットワーク情報を取得
し、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報に基づいて、モバイル端末に関連するネット
ワーク情報をＤＴＶ端末に送信することができ、それによって、互いを発見し、モバイル
端末とＤＴＶ端末との間の通信接続を確立することを実現する。
【００７１】
　[0082]モバイル端末に関連するネットワーク情報をサーバに送信し、モバイル端末に関
連するネットワーク情報に基づいてＤＴＶ端末からモバイル端末に送信されたＤＴＶ端末
に関連するネットワーク情報を取得する第２のサーバ通信ユニット８１３。一部のその他
の実施形態によれば、第２のサーバ通信ユニット８１３は、サーバからＤＴＶ端末に関連
するネットワーク情報を取得し、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報に基づいて、モ
バイル端末に関連するネットワーク情報をＤＴＶ端末に送信することができる。一部の実
施形態によれば、第２のサーバ通信ユニット８１３は、モバイル端末がサーバにログイン
するとき、又はモバイル端末がサーバにログインした後、モバイル端末に関連するネット
ワーク情報を送信することができる。サーバは、モバイル端末のログインアカウント情報
に従って、関連アカウントにログインしたＤＴＶ端末に、モバイル端末に関連するネット
ワーク情報を送信することができる。ＤＴＶ端末は、サーバからモバイル端末に関連する
ネットワーク情報を受信した後、モバイル端末に関連するネットワーク情報に基づいて、
ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報をモバイル端末に送信することができる。そして
、第２のサーバ通信ユニット８１３は、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報を取得す
ることができ、それによって、互いを発見し、モバイル端末とＤＴＶ端末との間の通信接
続を確立することを実現する。一部のその他の実施形態によれば、ＤＴＶ端末は、そのＤ
ＴＶ端末がサーバにログインするとき、又はそのＤＴＶ端末がサーバにログインした後、
ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報をサーバに送信することができる。サーバは、Ｄ
ＴＶ端末のアカウントログイン情報に従って、関連アカウントにログインしたモバイル端
末に、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報を送信することができる。第２のサーバ通
信ユニット８１３は、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報をサーバから受信し、ＤＴ
Ｖ端末に関連するネットワーク情報に基づいて、モバイル端末に関連するネットワーク情
報をＤＴＶ端末に送信することができる。そして、ＤＴＶ端末は、モバイル端末に関連す
るネットワーク情報を受信することができ、それによって、互いを発見し、モバイル端末
とＤＴＶ端末との間の接続を確立することを可能にする。本明細書において使用されると
き、「関連アカウント」は、モバイル端末でログインされるプログラムアカウント及びＤ
ＴＶ端末でログインされるプログラムアカウントが、関連付けられたアカウント、又は一
緒にまとめられたアカウント、又は同じアカウントであることを意味する。一部の実施形
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態によれば、サーバは、それぞれのＤＴＶ端末及びモバイル端末のプログラムのログイン
アカウント情報に従って、関連アカウントを用いてサーバに両方ともログインしたモバイ
ル端末及びＤＴＶ端末が互いを発見することを支援することができる。
【００７２】
　[0083]ＤＴＶ端末からモバイル端末に送信されたＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポー
ト情報を取得するデータ受信ポート情報取得モジュール８２０であって、ＤＴＶ端末に関
連するデータ受信ポート情報が、モバイル端末に関連するネットワーク情報に基づいてＤ
ＴＶ端末からモバイル端末に送信される、データ受信ポート情報取得モジュール８２０。
一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末は、第２の接続確立モジュール８１０によって確立
されたモバイル端末との通信接続を介して、ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報
をモバイル端末に送信することができる。データ受信ポート情報取得モジュール８２０は
、モバイル端末に関連するネットワーク情報に含まれるリスニングポート情報に対応する
ポートをリスニングすることによって、ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報を受
信することができる。データ受信ポートは、モバイル端末とのデータ転送のためにＤＴＶ
端末によって割り振られたＴＣＰポートである可能性があり、データ受信ポート情報は、
ポートのポート番号などの情報を含む可能性がある。任意で、データ受信ポート情報は、
ＤＴＶ端末からモバイル端末に送信されるネットワーク情報に含まれるリスニングポート
情報を含む可能性がある。
【００７３】
　[0084]ＤＴＶ端末のネットワーク識別情報及びＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート
情報に従って、ＤＴＶ端末にマルチメディアファイルを送信するマルチメディアファイル
送信モジュール８３０。一部の実施形態によれば、マルチメディアファイル送信モジュー
ル８３０は、第２の接続確立モジュール８１０によって確立されたＤＴＶ端末との通信接
続を介して、ＤＴＶ端末のデータ受信ポート情報に従ってＤＴＶ端末にマルチメディアフ
ァイルを送信することができる。一部の実施形態によれば、マルチメディアファイル送信
モジュール８３０は、第２の接続確立モジュール８１０によって確立されたＤＴＶ端末と
の通信接続を介して、ＤＴＶ端末のネットワーク情報に含まれるＩＰアドレス又はＭＡＣ
アドレス、及びＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報に従ってＤＴＶ端末にマルチ
メディアファイルを送信することができる。一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末は、デ
ータ受信ポートをリスニングすることによって、モバイル端末から送信されたマルチメデ
ィアファイルを受信することができる。
【００７４】
　[0085]任意で、さまざまな実施形態によるモバイル端末は、以下の３つのモジュールの
うちの少なくとも１つを備える可能性がある。
【００７５】
　[0086]ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報に基づいて、ＤＴＶ端末に第２のデータ
共有要求を送信する第２のデータ共有要求送信モジュール８４０。一部の実施形態によれ
ば、第２のデータ共有要求送信モジュール８４０は、ユーザの操作コマンドに従って、第
２の接続確立モジュール８１０によって確立された通信接続を介してＤＴＶ端末に第２の
データ共有要求を送信する可能性がある。一部の実施形態によれば、第２のデータ共有要
求送信モジュール８４０は、ユーザの操作コマンドに応じて、第２の接続確立モジュール
８１０によって確立された通信接続を介して、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報に
含まれるＩＰアドレス及びリスニングポート情報又はＭＡＣアドレス及びリスニングポー
ト情報に従ってＤＴＶ端末に第２のデータ共有要求を送信することができる。単なる例と
して、ユーザは、モバイル端末によって最近撮影された写真をＤＴＶ端末で閲覧したい可
能性がある。ユーザは、第２のデータ共有要求送信モジュール８４０がＤＴＶ端末に第２
のデータ共有要求を送信するようにモバイル端末にコマンドを入力することができる。Ｄ
ＴＶ端末は、ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報に含まれるリスニングポート情報に
対応するポートをリスニングすることによって、第２のデータ共有要求送信モジュール８
４０から送信された第２のデータ共有要求を受信することができる。
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【００７６】
　[0087]ＤＴＶ端末からモバイル端末に送信された第１のデータ共有要求を取得する第１
のデータ共有要求取得モジュール８５０であって、第１のデータ共有要求が、モバイル端
末に関連するネットワーク情報に基づいてＤＴＶ端末からモバイル端末に送信される、第
１のデータ共有要求取得モジュール８５０。一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末は、ユ
ーザの操作コマンドに従って、第２の接続確立モジュール８１０によって確立された通信
接続を介してモバイル端末に第１のデータ共有要求を送信する可能性がある。一部の実施
形態によれば、ＤＴＶ端末は、ユーザの操作コマンドに応じて、第２の接続確立モジュー
ル８１０によって確立された通信接続を介して、モバイル端末に関連するネットワーク情
報に含まれるＩＰアドレス及びリスニングポート情報又はＭＡＣアドレス及びリスニング
ポート情報に従ってモバイル端末に第１のデータ共有要求を送信することができる。単な
る例として、ユーザは、モバイル端末によって最近撮影された写真を、ＤＴＶを見るとき
にＤＴＶ端末で閲覧したい可能性がある。ユーザは、ＤＴＶ端末がモバイル端末に第１の
データ共有要求を送信するようにＤＴＶ端末にリモコンでコマンドを入力することができ
る。そして、第１のデータ共有要求取得モジュール８５０は、モバイル端末に関連するネ
ットワーク情報に含まれるリスニングポート情報に対応するポートをリスニングすること
によって、ＤＴＶ端末から送信された第１のデータ共有要求を受信することができる。
【００７７】
　[0088]ＤＴＶ端末によって転送された第３のデータ共有要求を取得するか、又はＤＴＶ
端末に関連するネットワーク情報に基づいてＤＴＶ端末に第３のデータ共有要求を送信し
、それによって、ＤＴＶ端末がその他のモバイル端末に第３のデータ共有要求を転送する
ことを可能にする第３のデータ共有要求受信及び送信モジュール８６０。一部の実施形態
によれば、ＤＴＶ端末が複数のモバイル端末と通信接続を確立したとき、ＤＴＶ端末との
通信接続を確立したモバイル端末は、ＤＴＶ端末との通信接続を確立したその他のモバイ
ル端末についての情報をＤＴＶ端末から取得することができる。第１のモバイル端末のユ
ーザは、ＤＴＶ端末を用いて第２のモバイル端末の情報を閲覧したいとき、第３のデータ
共有要求受信及び送信モジュール８６０を用いてＤＴＶ端末に第３のデータ共有要求を送
信することができる。ＤＴＶは、第３のデータ共有要求を受信した後、要求されたように
、第２のモバイル端末に第３のデータ共有要求を転送することができる。
【００７８】
　[0089]当業者は、上述の例示的な実施形態のＤＴＶ端末及びモバイル端末のさまざまな
機能モジュールが、上述の例示的な方法で説明されたさまざまな機能を実行するように構
成される可能性があり、上述の例示的な方法で説明されたさまざまな機能が、上述の例示
的な実施形態のＤＴＶ端末及びモバイル端末のさまざまな機能モジュールによって実行さ
れる可能性があることを容易に理解するであろう。
【００７９】
　[0090]図１０は、さまざまな実施形態による、サーバの構成の例を示す概略図である。
一部の実施形態によれば、サーバは、１つ又は複数のオンラインプログラムのログインア
カウントを管理する可能性がある。オンラインプログラムの例は、音楽再生ソフトウェア
、音声／動画再生ソフトウェア、ネットワークブラウザ、及びインスタントメッセージン
グプログラムを含むがこれらに限定されない。サーバは、以下を備える可能性がある。
【００８０】
　[0091]ＤＴＶ端末から送信されたＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報、又はモバイ
ル端末から送信されたモバイル端末に関連するネットワーク情報を取得するネットワーク
情報取得モジュール１００１。
【００８１】
　[0092]ＤＴＶ端末及びモバイル端末からログインアカウントを取得し、ＤＴＶ端末又は
モバイル端末のログインアカウントに従って関連アカウントを有する反対の端末を探索す
るアカウント管理モジュール１００２。本明細書において使用されるとき、ＤＴＶ端末及
びモバイル端末は、それぞれ、他方の端末の「反対の端末」であると考えられる。一部の
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実施形態によれば、モバイル端末及びＤＴＶ端末は、それらの端末がサーバにログインす
る同じソフトウェアアプリケーションを有する可能性がある。一部のその他の実施形態に
よれば、モバイル端末及びＤＴＶ端末は、それらの端末が関連付けられたアカウント又は
共通のアカウントを有する限り、サーバにログインするための異なるソフトウェアアプリ
ケーションを持ち得る。本明細書において使用されるとき、「関連アカウント」は、モバ
イル端末でログインされるプログラムアカウント及びＤＴＶ端末でログインされるプログ
ラムアカウントが、関連付けられたアカウント、又は一緒にまとめられたアカウント、又
は同じアカウントであることを意味する。一部の実施形態によれば、サーバは、それぞれ
のＤＴＶ端末及びモバイル端末のプログラムのログインアカウント情報に従って、関連ア
カウントを用いてサーバに両方ともログインしたモバイル端末及びＤＴＶ端末が互いを発
見することを支援することができ、つまり、サーバは、モバイル端末又はＤＴＶ端末がモ
バイル端末又はＤＴＶ端末のアカウントログイン情報に基づいてその端末の反対の端末を
発見することを支援することができる。
【００８２】
　[0093]ＤＴＶ端末のログインアカウントに関連するアカウントにログインしたモバイル
端末にＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報を送信するか、又はモバイル端末のログイ
ンアカウントに関連するアカウントにログインしたＤＴＶ端末にモバイル端末に関連する
ネットワーク情報を送信するためのネットワーク情報送信モジュール１００３。
【００８３】
　[0094]図１１は、さまざまな実施形態による、情報共有システムの構成の例を示す概略
図である。一部の実施形態によれば、情報共有システムは、ＤＴＶ端末１１１０及びモバ
イル端末１１２０を備える可能性がある。一部の実施形態によれば、情報共有システムは
、ＤＴＶ端末及びモバイル端末を両方ともホームＬＡＮ内に備える可能性がある。
【００８４】
　[0095]一部の実施形態によれば、上で図６に示されたＤＴＶ端末などのＤＴＶ端末１１
１０が、モバイル端末１１２０との通信接続を確立し、ＤＴＶ端末１１１０に関連するデ
ータ接続ポート情報をモバイル端末１１２０に送信するために使用される可能性があり、
それによって、モバイル端末１１２０から送信されたマルチメディアファイルを取得する
。
【００８５】
　[0096]一部の実施形態によれば、上で図８に示されたモバイル端末などのモバイル端末
１１２０が、ＤＴＶ端末１１１０との通信接続を確立し、ＤＴＶ端末１１１０に関連する
データ接続ポート情報を取得するために使用される可能性があり、それによって、ＤＴＶ
端末１１１０にマルチメディアファイルを送信する。
【００８６】
　[0097]当業者は、ＤＴＶ端末が、それぞれが１つ又は複数のモバイル端末を有する複数
の情報共有システムの一部である可能性があることを容易に理解し得る。同様に、モバイ
ル端末は、それぞれが１つ又は複数のＤＴＶ端末を有する複数の情報共有システムの一部
である可能性がある。
【００８７】
　[0098]図１２は、さまざまな実施形態による、情報共有システムの構成の別の例を示す
概略図である。一部の実施形態によれば、情報共有システムは、サーバ１２３０、ＤＴＶ
端末１２１０、及びモバイル端末１２２０を備える可能性がある。一部の実施形態によれ
ば、ＤＴＶ端末及びモバイル端末は、同じＬＡＮ内にない。
【００８８】
　[0099]一部の実施形態によれば、上で図５に示されたＤＴＶ端末などのＤＴＶ端末１２
１０が、サーバ１２３０を介してモバイル端末１２２０との通信接続を確立し、ＤＴＶ端
末１２１０に関連するデータ接続ポート情報をモバイル端末１２２０に送信するために使
用される可能性があり、それによって、モバイル端末１２２０から送信されたマルチメデ
ィアファイルを取得する。
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【００８９】
　[00100]一部の実施形態によれば、上で図７に示されたモバイル端末などのモバイル端
末１２２０が、サーバ１２３０を介してＤＴＶ端末１２１０との通信接続を確立し、ＤＴ
Ｖ端末１２１０に関連するデータ接続ポート情報を取得するために使用される可能性があ
り、それによって、マルチメディアファイルをＤＴＶ端末１２１０に送信する。
【００９０】
　[00101]一部の実施形態によれば、上で図１０に示されたサーバなどのサーバ１２３０
が、ＤＴＶ端末又はモバイル端末に関して、ＤＴＶ端末又はモバイル端末のプログラムか
らログインされたアカウントに従って関連アカウントにログインしたその端末の反対の端
末を発見し、各端末に関連するネットワーク情報をその端末の反対の端末に送信するため
に使用される可能性があり、それによって、ＤＴＶ端末１２１０とモバイル端末１２２０
との間の通信接続を確立する。
【００９１】
　[00102]一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末とモバイル端末との無線通信接続を確立
することによって、モバイル端末の情報をＤＴＶ端末と共有することを実現し得る。した
がって、有線接続を使用することによってもたらされる不便を避けながら、モバイル端末
に記憶されたマルチメディアファイルを閲覧又は再生する際にＤＴＶ端末の優れたマルチ
メディア再生効果を都合良く活用することができる。
【００９２】
　[00103]本明細書において開示された実施形態は、本明細書においては、１つ又は複数
のマルチメディアファイルを無線接続を介してＤＴＶ端末と共有するモバイル端末の観点
で説明され、示されている可能性があるが、実施形態はそのように限定されず、任意の端
末、任意のファイル、及び任意の接続、すなわち、端末間の任意の（１つ又は複数の）形
態の接続を介した任意の端末間情報共有にさらに適用され得る可能性があることを理解さ
れたい。端末間の接続の方法の例は、当業者によく知られており、インターネット、ＬＡ
Ｎ（有線若しくは無線若しくは両方）、ＧＳＭ（登録商標）、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＥＤ
ＧＥ、ＧＰＲＳ、２Ｇ、３Ｇ、ＬＴＥ、４Ｇなどのモバイル電話通信ネットワーク、或い
はＷｉＦｉネットワーク、又はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、赤外線、若しくは近接
場通信（ｎｅａｒ　ｆｉｅｌｄ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）などの近距離直接無線接
続によるなどして２つの端末を接続する任意のその他の方法によることを含むがこれらに
限定されない。同様に、端末とサーバとの間の接続は、インターネット、ＬＡＮ（有線若
しくは無線若しくは両方）、ＧＳＭ、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＥＤＧＥ、ＧＰＲＳ、２Ｇ、
３Ｇ、ＬＴＥ、４Ｇなどのモバイル電話通信ネットワーク、或いは当業者にやはりよく知
られている端末をサーバに接続する任意のその他の方法による可能性がある。
【００９３】
　[00104]一部の実施形態によれば、端末のネットワーク情報は、任意で、端末のエイリ
アスを含む可能性がある。エイリアスは、端末の製造業者によって与えられる端末の名前
（例えば、端末のブランド及びモデル番号）か、又はユーザによって端末に与えられる名
前かのどちらかである可能性がある。そのようなエイリアスは、端末のネットワーク識別
情報及びリスニングポート情報よりも、簡単な認識及び記憶に役立つ。端末のエイリアス
は、単独でか、又はネットワーク情報の残りと一緒にかのどちらかで、端末のネットワー
ク情報を受信した別の端末によって受信され得る。単なる例として、ＤＴＶ端末は、その
ＤＴＶ端末が既定のＵＤＰポートを通じて取得したモバイル端末のネットワーク情報を保
存した後、そのＤＴＶ端末がモバイル端末を検出したことを、モバイル端末のネットワー
ク情報、特に、モバイル端末のエイリアスがモバイル端末のネットワーク情報の一部とし
て含まれていた場合はモバイル端末のエイリアスと一緒に表示する可能性がある。このよ
うにして、ユーザは、ＤＴＶ端末のディスプレイを見ることによって、どのモバイル端末
のネットワーク情報がＤＴＶ端末によって取得されたかを容易に知ることができる。
【００９４】
　[00105]一部の実施形態によれば、１つ又は複数のマルチメディアファイルをＤＴＶ端
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末と共有する前に、モバイル端末は、そのモバイル端末のストレージ媒体に記憶されたマ
ルチメディアファイルを発見し、詳しく調べるプロセスを経る可能性がある。発見し、詳
しく調べるプロセスは、自動的に、又はユーザのコマンドで開始される可能性がある。発
見し、詳しく調べる範囲は、予め決められている（例えば、特定の画像フォルダ若しくは
ストレージ媒体全体）か、又はプロンプトでユーザによって指定される可能性がある。一
部の実施形態によれば、発見し、詳しく調べるプロセスが完了すると、（予め決められて
いるか又はユーザによって指定されるかのどちらかの、ファイル拡張子によって示される
適切なファイル形式の）すべてのマルチメディアファイルが、ＤＴＶ端末と自動的に共有
される。一部のその他の実施形態によれば、発見し、詳しく調べるプロセスの後、モバイ
ル端末は、発見し、詳しく調べるプロセスのすべての結果から、ＤＴＶ端末と共有される
ことをユーザが望むファイルをユーザが選択することを可能にし得る。一部の実施形態に
よれば、発見し、詳しく調べるプロセスの結果、又は少なくともファイルのパス情報が、
モバイルデバイスにデータベース又は別の形態で記憶される可能性がある。一部の実施形
態によれば、発見し、詳しく調べるプロセスの結果、又は少なくともファイルのパス情報
が、モバイルデバイスのメモリに記憶される可能性がある。
【００９５】
　[00106]一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末に送信される前に、マルチメディアファ
イルは、予め決められているか又はユーザによって指定されるかのどちらかである可能性
がある１つ又は複数の基準に従って、そのマルチメディアファイルが記憶されているモバ
イル端末で分類済みである。例えば、画像が、その画像の作成の時間に基づいてモバイル
端末で分類済みであるか、又はユーザによって作成されたフォルダに記憶済みである。一
部の実施形態によれば、マルチメディアファイルのそのような分類についての情報も、Ｄ
ＴＶ端末と共有される可能性がある。一部の実施形態によれば、そのような分類情報は、
マルチメディアファイル自体と一緒にＤＴＶ端末に送信される可能性がある。ＤＴＶ端末
は、マルチメディアファイル及び分類情報を受信した後、そのＤＴＶ端末自体の分類プロ
セスを実行する代わりに、マルチメディアファイルをそれらのマルチメディアファイルの
既存の分類情報に基づいて分類する可能性がある。
【００９６】
　[00107]モバイル端末によってＤＴＶ端末と共有される情報が１つ又は複数のマルチメ
ディアファイルを含む場合、一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末は、共有されるマルチ
メディアファイルに関して復号能力を有する。これらの実施形態によれば、モバイル端末
からＤＴＶ端末に送信されるマルチメディアファイルは、ＤＴＶ端末に送信される前にモ
バイル端末で復号される必要がない。一部のその他の実施形態によれば、ＤＴＶ端末は、
モバイル端末によってそのＤＴＶ端末と共有されるマルチメディアファイルに関して復号
能力を持つ必要がない。これらの実施形態によれば、モバイル端末からＤＴＶ端末に送信
されるマルチメディアファイルは、ＤＴＶ端末に送信される前にモバイル端末で復号され
得る。ＤＴＶ端末又はモバイル端末でマルチメディアファイルを復号する方法は、当業者
によく知られている。当業者は、復号されたマルチメディアファイルの送信が、復号プロ
セスの結果として増加したファイルサイズが原因で、復号前の同じマルチメディアファイ
ルの送信よりも時間がかかる可能性があることを容易に理解するであろう。加えて、モバ
イル端末でマルチメディアファイル、特に動画ファイルを復号することは、かなりの処理
能力を使う可能性がある。したがって、好ましい実施形態は、特に、ＤＴＶ端末によって
再生されるようにＤＴＶ端末と動画ファイルを共有する場合、ＤＴＶ端末が復号能力を有
し、転送前に復号されることなく、ビデオファイルをモバイル端末からＤＴＶ端末に転送
するためのものである。
【００９７】
　[00108]一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末がマルチメディアファイルを受信した後
、そのマルチメディアファイルに対してどの操作を実行し得るかが、マルチメディアファ
イルがＤＴＶ端末に送信されたモバイル端末の識別情報、又はモバイル端末からログイン
されたアカウントに関連付けられる。例えば、ＤＴＶ端末は、特定のモバイル端末、又は
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特定のアカウントにログインした任意のモバイル端末から送信されたマルチメディアファ
イルを表示することだけはできるが、編集又はアップロードは行うことができず、一方、
別の特定のモバイル端末、又は別の特定のアカウントにログインした任意のモバイル端末
から送信されたマルチメディアファイルに対しては表示、編集、及びアップロードなどの
すべての操作を実行することができる。これは、異なるモバイル端末、又はＤＴＶ端末の
アカウントに異なる操作権限を設定することによって実現され得る。そのような権限の設
定の方法は、当業者によく知られている。
【００９８】
　[00109]ＤＴＶ端末とインタラクションする方法は、当業者によく知られている。その
ような方法の例は、ＤＴＶ端末の特定の機能をリモコンを用いて制御することと、タッチ
スクリーンを備えたＤＴＶ端末の場合に、ＤＴＶ端末のスクリーンにタッチしてユーザコ
マンドを入力することとを含むがこれらに限定されない。一部の実施形態によれば、ＤＴ
Ｖ端末とのインタラクションは、マルチメディアファイルがＤＴＶ端末と共有されるモバ
イル端末を用いて実現される可能性があり、その場合、モバイル端末は、リモコンのよう
に機能する可能性がある。例えば、ＤＴＶ端末といくつかの画像ファイルを共有した後、
ユーザは、画像ファイルが共有されたモバイル端末を用いて、例えば、ＤＴＶ端末におけ
るそれらの画像ファイルの表示を進めるか又は戻すことによってＤＴＶ端末における画像
ファイルの再生を制御することができる。一部の実施形態によれば、モバイル端末は、リ
モコン以上の機能を果たし、キーボードのようにＤＴＶ端末にデータ及びコマンドを入力
するために使用され得る。一部の実施形態によれば、モバイル端末がＤＴＶ端末のどの機
能を制御し得るかが、モバイル端末の識別情報、又はモバイル端末からログインされたア
カウントに関連付けられる。例えば、特定のモバイル端末は、そのモバイル端末がＤＴＶ
端末に送信したマルチメディアファイルの表示及び再生を制御することだけはできるが、
それらのマルチメディアファイルの編集又はアップロードは制御することができず、一方
、別のモバイル端末は、その別のモバイル端末からＤＴＶ端末に送信されたマルチメディ
アファイルに対して表示、編集、及びアップロードなどのすべての操作を制御することが
できる。この違いは、これら２つのモバイル端末の異なる識別情報、又は２つのモバイル
端末が２つの異なるアカウントにそれぞれログインしたという事実が原因である可能性が
ある（つまり、これら２つのモバイル端末が同じアカウントにログインした場合、これら
２つのモバイル端末からＤＴＶ端末に送信されたマルチメディアファイルに対してＤＴＶ
端末が実行するための、これら２つのモバイル端末が制御し得る操作は同じになる）。こ
れは、異なるモバイル端末又はアカウントに関してＤＴＶ端末で異なる操作権限を設定す
ることによって実現され得る。そのような権限の設定の方法は、当業者によく知られてい
る。
【００９９】
　[00110]一部の実施形態によれば、ＤＴＶ端末は、クロッピング（ｃｒｏｐｐｉｎｇ）
、鮮鋭化、明るさ調整、コントラスト調整、カラーからグレースケールへの変更、赤目除
去、及び画像ファイルへのテキスト又は音声の追加などの、モバイル端末からＤＴＶ端末
に送信されたマルチメディアファイルに対する編集操作をユーザが実行することを可能に
し得る。マルチメディアファイルを編集する方法は、当業者によく知られている。一部の
実施形態によれば、ＤＴＶ端末は、ファイルを受信すると、いかなるユーザの介入もなし
に、マルチメディアファイルに対する特定の編集操作、例えば、画像の鮮鋭化及び赤目除
去などの自動的に実行する可能性があり、それらの編集操作の一部は、ＤＴＶ端末のハー
ドウェア又は環境に固有である可能性があり、例えば、ＤＴＶ端末の表示能力及び周囲の
明るさに基づく画像の明るさ又はコントラスト調整である可能性がある。一部の実施形態
によれば、ＤＴＶ端末からインターネットにマルチメディアファイルをアップロードする
前に、ユーザは、ファイル名を変更し、及び／又はファイルにコメントを付けることがで
き、そのコメントは、ファイル自体と一緒にインターネット、例えば、ソーシャルネット
ワークウェブサイト、フォーラム、又はブログに直接か又はＤＴＶ端末にインストールさ
れたソフトウェアアプリケーションを介してかのどちらかでアップロードされる。
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【０１００】
　[00111]当業者は、「第１」、「第２」、及び「第３」などの序数が本明細書において
使用される場合、それらの序数が、当てはまり得る場合、同様の名前を有する異なるモジ
ュール、要求、端末、及びユニットを区別し、特定する働きをするが、時間的、空間的、
又はそれ以外のいかなる順序も示唆しないことを容易に理解するであろう。
【０１０１】
　[00112]当業者は、上記の実施形態で説明された方法のステップのすべて又は一部が、
コンピュータ可読メモリ媒体に記憶され得るプログラムによって命令される関連するハー
ドウェアによって実行される可能性があることを容易に理解し得る。可読メモリ媒体は、
例えば、読み出し専用メモリ（「ＲＯＭ」）、ランダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」）、
磁気ディスク、又はコンパクトディスクである可能性がある。
【０１０２】
　[00113]開示された実施形態が添付の図面を参照して十分に説明されたが、さまざまな
変更及び修正が当業者に明らかになるであろうことに留意されたい。そのような変更及び
修正は、添付の請求項によって定義される開示された実施形態の範囲内に含まれると理解
されるべきである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【手続補正書】
【提出日】平成27年3月18日(2015.3.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＤＴＶ端末と情報を共有する方法であって、
　前記ＤＴＶ端末とモバイル端末との間の通信接続を確立するステップと、
　前記ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報を前記モバイル端末に送信するステッ
プと、
　前記モバイル端末から前記ＤＴＶ端末に送信された１つ又は複数のマルチメディアファ
イルを受信するステップであり、前記１つ又は複数のマルチメディアファイルが、前記Ｄ
ＴＶ端末に関連する前記データ受信ポート情報に従って前記ＤＴＶ端末のデータ受信ポー
トを介して前記モバイル端末から前記ＤＴＶ端末に送信される、ステップとを含む、方法
。
【請求項２】
　前記ＤＴＶ端末と前記モバイル端末との間の前記通信接続を確立するステップが、
　前記モバイル端末に関連するネットワーク情報を取得するサブステップを含む請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　前記モバイル端末に関連する前記ネットワーク情報が、前記モバイル端末によってブロ
ードキャストされる請求項２に記載の方法。
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【請求項４】
　前記モバイル端末に関連する前記ネットワーク情報が、前記ＤＴＶ端末に関連するネッ
トワーク情報に基づいて前記モバイル端末から前記ＤＴＶ端末に送信される請求項２に記
載の方法。
【請求項５】
　前記モバイル端末に関連する前記ネットワーク情報が、サーバを介して前記モバイル端
末から前記ＤＴＶ端末に送信される請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＤＴＶ端末と前記モバイル端末との間の前記通信接続を確立するステップが、
　前記ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報を前記モバイル端末に送信するサブステッ
プを含む請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＤＴＶ端末に関連する前記ネットワーク情報を前記モバイル端末に送信するサブス
テップが、前記モバイル端末に関連するネットワーク情報に基づいて、前記ＤＴＶ端末に
関連する前記ネットワーク情報を前記モバイル端末に送信することを含む請求項６に記載
の方法。
【請求項８】
　前記ＤＴＶ端末に関連する前記ネットワーク情報を前記モバイル端末に送信するサブス
テップが、前記ＤＴＶ端末に関連する前記ネットワーク情報をブロードキャストすること
を含む請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＤＴＶ端末に関連する前記ネットワーク情報を前記モバイル端末に送信するサブス
テップが、前記ＤＴＶ端末に関連する前記ネットワーク情報をサーバに送信し、それによ
って、前記モバイル端末が前記サーバを介して前記ＤＴＶ端末に関連する前記ネットワー
ク情報を取得することを可能にすることを含む請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記モバイル端末から取得された識別情報、又は、１つ又は複数のマルチメディアファ
イルの受信の時間に基づいて、受信された前記１つ又は複数のマルチメディアファイルを
分類するステップを含む請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　ＤＴＶ端末と情報を共有する方法であって、
　前記ＤＴＶ端末との通信接続を確立するステップと、
　前記ＤＴＶ端末に関連するデータ受信ポート情報を前記ＤＴＶ端末から受信するステッ
プと、
　前記ＤＴＶ端末に関連する前記データ受信ポート情報に従って前記ＤＴＶ端末のデータ
受信ポートを介して前記ＤＴＶ端末に１つ又は複数のマルチメディアファイルを送信する
ステップとを含む、方法。
【請求項１２】
　前記ＤＴＶ端末との前記通信接続を確立するステップが、
　前記ＤＴＶ端末に関連するネットワーク情報を取得するサブステップを含む請求項１１
に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＤＴＶ端末との前記通信接続を確立するステップが、
　モバイル端末に関連するネットワーク情報を前記ＤＴＶ端末に送信するサブステップを
含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　ＤＴＶ端末であって、
　モバイル端末に関連するネットワーク情報を取得し、ＤＴＶ端末に関連するネットワー
ク情報を前記モバイル端末に送信する第１の接続確立モジュールと、
　前記モバイル端末に関連する前記ネットワーク情報に基づいて、ＤＴＶ端末に関連する
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データ受信ポート情報を前記モバイル端末に送信するデータ受信ポート情報送信モジュー
ルと、
　前記モバイル端末からＤＴＶ端末に送信されたマルチメディアファイルを取得するマル
チメディアファイル取得モジュールであり、前記マルチメディアファイルが、ＤＴＶ端末
に関連する前記ネットワーク情報及び前記データ受信ポート情報に基づいて前記モバイル
端末からＤＴＶ端末に送信される、マルチメディアファイル取得モジュールとを備える、
ＤＴＶ端末。
【請求項１５】
　前記モバイル端末から取得された識別情報、又は前記マルチメディアファイルの受信の
時間に基づいて、前記マルチメディアファイル取得モジュールによって取得された前記マ
ルチメディアファイルを分類する分類モジュールを備える請求項１４に記載のＤＴＶ端末
。
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