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(57)【要約】
　ＤＬＮＡ装置回路及びＤＬＮＡ管理コンソール回路を
含むデジタル・リビング・ネットワーク・アライアンス
（ＤＬＮＡ）対応の携帯電子装置が提供される。ＤＬＮ
Ａ装置回路は、既存のＤＬＮＡネットワーク上でデータ
の発信源となることができるように、少なくとも１つの
既存のＤＬＮＡ管理コンソールを有する既存のＤＬＮＡ
ネットワークに携帯電子装置を接続するように構成され
る。ＤＬＮＡ管理コンソール回路は、既存のＤＬＮＡネ
ットワークと新たなＤＬＮＡネットワークの少なくとも
いずれかのための携帯管理コンソールとして携帯電子装
置を動作させるように構成される。ＤＬＮＡ対応の携帯
電子装置を動作させることに関連する管理コンソール及
び方法も提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタル・リビング・ネットワーク・アライアンス（ＤＬＮＡ）対応の携帯電子装置で
あって、
　前記携帯電子装置が少なくとも１つの既存のＤＬＮＡ管理コンソールを有する既存のＤ
ＬＮＡネットワーク上でのデータの発信源となるべく、該既存のＤＬＮＡネットワークへ
前記携帯電子装置を接続させるＤＬＮＡ装置回路と、
　前記既存のＤＬＮＡネットワーク及び新たなＤＮＬＡネットワークの少なくとも何れか
のための携帯管理コンソールとして前記携帯電子装置を動作させるＤＬＮＡ管理コンソー
ル回路と
の少なくとも何れかを備えることを特徴とするＤＬＮＡ対応の携帯電子装置。
【請求項２】
　前記ＤＬＮＡ装置回路は、さらに、
　前記携帯電子装置がＤＬＮＡ装置として前記既存のＤＬＮＡネットワークへ接続される
ように要求する要求を前記既存の管理コンソールへ送信し、
　前記ＤＮＬＡ管理コンソール回路は、さらに、
　前記携帯電子装置がＤＬＮＡ装置として前記既存のＤＬＮＡネットワークへ接続される
と、前記携帯電子装置に前記既存のＤＬＮＡネットワークにおいて第２の管理コンソール
として動作する権利を与えるよう要求する要求を前記既存のＤＬＮＡネットワークへ送信
することを特徴とする請求項１に記載のＤＮＬＡ対応の携帯電子装置。
【請求項３】
　前記既存のＤＬＮＡネットワークは、前記既存のＤＬＮＡ管理コンソール及び前記第２
の管理コンソールの少なくとも何れかから管理されることを特徴とする請求項２に記載の
ＤＮＬＡ対応の携帯電子装置。
【請求項４】
　前記ＤＬＮＡ管理コンソール回路は、さらに、
　前記既存のＤＬＮＡネットワークから離れた遠隔地から既存のＤＬＮＡネットワークに
接続し、前記遠隔地から既存のＤＬＮＡネットワークを管理することを特徴とする請求項
２又は３に記載のＤＬＮＡ対応の携帯電子装置。
【請求項５】
　前記ＤＬＮＡ管理コンソール回路は、
　無線ネットワーク及びＤＬＮＡプロキシを用いるインターネットを介して前記遠隔地か
ら前記既存のＤＬＮＡネットワークへ接続することを特徴とする請求項４に記載のＤＬＮ
Ａ対応の携帯電子装置。
【請求項６】
　前記ＤＬＮＡ管理コンソール回路は、
　前記ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置を含む前記新たなＤＬＮＡネットワークを定義し、前
記新たなＤＬＮＡネットワークのための前記携帯管理コンソールを含むことを特徴とする
請求項１乃至５の何れか１項に記載のＤＬＮＡ対応の携帯電子装置。
【請求項７】
　前記ＤＬＮＡ管理コンソール回路は、さらに、
　追加のＤＬＮＡ対応装置から前記新たなＤＬＮＡネットワークへ接続する要求を受信す
ることを特徴とする請求項６に記載のＤＬＮＡ対応の携帯電子装置。
【請求項８】
　前記ＤＬＮＡ管理コンソール回路は、さらに、
　前記新たなＤＬＮＡネットワークの管理及び監視の少なくとも一方を行うことを特徴と
する請求項７に記載のＤＬＮＡ対応の携帯電子装置。
【請求項９】
　前記ＤＬＮＡ装置回路は、
　一時的に又は永続的に、前記既存のＤＬＮＡネットワーク及び前記新たなＤＬＮＡネッ
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トワークの少なくとも一方に前記携帯電子装置を接続させることを特徴とする請求項１乃
至８の何れか１項に記載のＤＬＮＡ対応の携帯電子装置。
【請求項１０】
　デジタル・リビング・アライアンス（ＤＬＮＡ）ネットワークのための管理コンソール
であって、
　ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置がＤＬＮＡネットワーク上でのデータの発信源となるべく
、前記ＤＬＮＡ管理コンソールに関連付けられた前記ＤＬＮＡネットワークへ前記ＤＬＮ
Ａ対応の携帯電子装置を接続させる要求を該ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置から受信する装
置アタッチメント回路と、
　前記既存のＤＬＮＡネットワーク及び新たなＤＮＬＡネットワークの少なくとも何れか
のための携帯管理コンソールとして前記携帯電子装置を動作させる携帯管理コンソール回
路と
の少なくとも何れかを備えることを特徴とする管理コンソール。
【請求項１１】
　前記管理コンソールは、前記ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置に含まれることを特徴とする
請求項１０に記載の管理コンソール。
【請求項１２】
　前記管理コンソールは、さらに、
　前記ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置に、前記ＤＬＮＡネットワークから離れた遠隔地から
前記ＤＬＮＡネットワークに接続させ、前記遠隔地から前記ＤＬＮＡネットワークを管理
させることを特徴とする請求項１１に記載の管理コンソール。
【請求項１３】
　前記管理コンソールは、
　前記ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置を含む前記新たなＤＬＮＡネットワークを定義し、前
記新たなＤＬＮＡネットワークのための前記管理コンソールを含むことを特徴とする請求
項１１又は１２に記載の管理コンソール。
【請求項１４】
　前記管理コンソールは、さらに、
　追加のＤＬＮＡ対応装置から前記新たなＤＬＮＡネットワークへ接続する要求を受信す
ることを特徴とする請求項１３に記載の管理コンソール。
【請求項１５】
　デジタル・リビング・アライアンス（ＤＬＮＡ）ネットワークにおけるＤＬＮＡ対応の
携帯電子装置を動作させるための方法であって、
　前記携帯電子装置が少なくとも１つの既存のＤＬＮＡ管理コンソールを有する既存のＤ
ＬＮＡネットワーク上でのデータの発信源となるべく、該既存のＤＬＮＡネットワークへ
前記携帯電子装置を接続させるステップと、
　前記既存のＤＬＮＡネットワーク及び新たなＤＮＬＡネットワークの少なくとも何れか
のための携帯管理コンソールとして前記携帯電子装置を動作させるステップと
の少なくとも何れかを含むことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　前記既存のＤＬＮＡネットワークへ前記携帯電子装置を接続させる前記ステップは、さ
らに、
　前記携帯電子装置がＤＬＮＡ装置として前記既存のＤＬＮＡネットワークへ接続される
ように要求する要求を前記既存の管理コンソールへ送信するステップを含み、
　前記携帯管理コンソールとして前記携帯電子装置を動作させる前記ステップは、さらに
、
　前記携帯電子装置がＤＬＮＡ装置として前記既存のＤＬＮＡネットワークへ接続される
と、前記携帯電子装置に前記既存のＤＬＮＡネットワークにおいて第２の管理コンソール
として動作する権利を与えるよう要求する要求を前記既存のＤＬＮＡネットワークへ送信
するステップを含むことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
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【請求項１７】
　局所地及び遠隔地の少なくとも何れかの、前記既存のＤＬＮＡ管理コンソール及び前記
第２の管理コンソールの少なくとも何れかから、前記既存のＤＬＮＡネットワークを管理
するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記携帯管理コンソールとして前記携帯電子装置を動作させる前記ステップは、
　前記ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置を含む前記新たなＤＬＮＡネットワークを定義するス
テップを含み、
　前記携帯管理コンソールは、前記新たなＤＬＮＡネットワークのための前記携帯管理コ
ンソールを含むことを特徴とする請求項１５乃至１７の何れか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　追加のＤＬＮＡ対応装置から前記新たなＤＬＮＡネットワークへ接続する要求を受信す
るステップをさらに含むことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記携帯管理コンソールを用いて、前記新たなＤＬＮＡネットワークを管理するステッ
プと、前記新たなＤＬＮＡネットワークを監視するステップとの少なくとも一方のステッ
プをさらに含むことを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電子装置、特に、デジタル・リビング・ネットワーク・アライアンス（
ＤＬＮＡ）対応の携帯電子装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、無線データ、娯楽及び移動通信に関連する技術が、特に家庭環境及びコンピュー
ティング環境においてますます優勢になってきている。家庭内及びその他の場所における
これら通信の集中状態によって、装置のすべての要件をシームレスにサポートし、かつ、
統合化することができる無線ネットワークアーキテクチャへこれら多くの異種装置をマー
ジする市場が形成された。相互の通話が行われず、かつ、行うことが不可能な種々のイン
タフェースに対応するケーブル及びワイヤ回線を混同することなく、シームレスな接続性
とデータの高速転送が可能であることは、広い市場を獲得するための説得力のある提案と
なる。
【０００３】
　この目的のために、マルチバンドＯＦＤＭアライアンス（ＭＢＯＡ）、デジタル・リビ
ング・ネットワーク・アライアンス（ＤＬＮＡ）及びＷｉＭｅｄｉａアライアンスのよう
な通信産業協会は設計ガイドラインを確立しつつある。例えば、無線１３９４、無線ＵＳ
Ｂ、及び固有のＩＰベースのアプリケーションは、ウルトラ広帯域（ＵＷＢ）無線又はＷ
ｉｍｅｄｉａコンバージェンスプラットフォームに基づいて開発されたものである。
【０００４】
　特に、デジタル・リビング・ネットワーク・アライアンス（ＤＬＮＡ）は消費者用電子
機器、コンピュータ業界及びモバイル通信装置会社からなる、業界を横断する国際的な協
力団体である。ＤＬＮＡの主要目的はパーソナルコンピュータ（ＰＣ）と、消費者用電子
機器（ＣＥ）と、モバイル通信装置との相互の運用が可能な有線及び無線のネットワーク
を家庭内において及び路上において確立することである。この確立によって新たなデジタ
ルメディアとコンテンツサービスとを共有するためのシームレスな環境が可能になる。Ｄ
ＬＮＡは、消費者用の対応製品の適合性と相互運用性とを公的に検証するために、国際的
に認められたオープンな業界標準に基づく設計ガイドラインの相互運用性の枠組みを認証
／ロゴプログラムと共に配信することに焦点を当てるものである。
【０００５】
　ＤＬＮＡは、ＤＬＮＡネットワーク内の装置に対して３つのタイプの役割、すなわち、
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デジタルメディアレンダラの役割、デジタルメディアコントローラ（コントロールポイン
ト）の役割、及びデジタルメディアサーバの役割を定義する。デジタルメディアサーバの
役割を有する装置として、メディアの保存と発信とを行うことができるコンポーネントが
ある。デジタルメディアサーバの役割を有することができる装置としては、例えば、セッ
トトップ・ボックス、デジタル・ビデオ・レコーダ、又はパーソナルコンピュータ（ＰＣ
）などがあり得る。デジタルメディアレンダラの役割を有する装置は、別の装置によって
当該装置に提供されるコンテンツをユーザに対して示すように構成されたものであっても
よい。デジタルメディアコントローラとして構成される装置（コントロールポイントの役
割）はデジタルメディアレンダラ装置上のサードパーティのコントローラとして動作を開
始することが可能であり、例えば、デジタルメディアサーバ装置からメディアの表示を開
始することが可能となる。すなわち制御ポイント装置はサーバによって提供されるコンテ
ンツをレンダリングする方法と場所とを制御するように構成される。装置は当然のことで
あるが１以上の役割を担うことができる。例えば、レンダラの役割とコントロールポイン
トの双方として構成される装置はデジタルメディアプレーヤと命名することができる。デ
ジタルメディアプレーヤはデジタルメディアサーバからメディアを得ると共に、ユーザに
対してこのメディアを再生する（レンダリングする）ことができる。デジタルメディアプ
レーヤは、例えばテレビやホームシアタシステムであってもよい。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明のいくつかの実施形態は、ＤＬＮＡ装置回路及びＤＬＮＡ管理コンソール回路を
含むデジタル・リビング・ネットワーク・アライアンス（ＤＬＮＡ）対応の携帯電子装置
を提供する。ＤＬＮＡ装置回路は、既存のＤＬＮＡネットワーク上でデータ用の発信源と
なるように、少なくとも１つの既存のＤＬＮＡ管理コンソールを設けて、既存のＤＬＮＡ
ネットワークに携帯電子装置を接続するように構成される。ＤＬＮＡ管理コンソール回路
は、既存のＤＬＮＡネットワークと新たなＤＬＮＡネットワークの少なくともいずれかの
ネットワークのための携帯管理コンソールとして携帯電子装置が動作できるように構成さ
れる。
【０００７】
　本発明のさらに別の実施形態では、携帯電子装置がＤＬＮＡ装置として既存のＤＬＮＡ
ネットワークに接続されるように要求する要求を既存の管理コンソールへ送信するように
ＤＬＮＡ装置回路をさらに構成してもよい。携帯電子装置がＤＬＮＡ装置として既存のＤ
ＬＮＡネットワークに接続されるとすぐに、既存のＤＬＮＡネットワークのための第２の
管理コンソールとして機能する権利が携帯電子装置に対して与えられるように要求する要
求を既存の管理コンソールへ送信するようにＤＬＮＡ管理コンソール回路をさらに構成す
ることができる。
【０００８】
　本発明のさらに別の実施形態では、既存のＤＬＮＡネットワークは既存の管理コンソー
ルと第２の管理コンソールの少なくともいずれかのコンソールから管理されてもよい。
【０００９】
　本発明のいくつかの実施形態では、ＤＬＮＡ管理コンソール回路は、既存のＤＬＮＡネ
ットワークから離れた遠隔地から既存のＤＬＮＡネットワークに接続すると共に、上記遠
隔地から既存のＤＬＮＡネットワークを管理するようにさらに構成されてもよい。ＤＬＮ
Ａ管理コンソール回路は、無線ネットワーク及びＤＬＮＡプロキシを用いてインターネッ
ト上で遠隔地から既存のＤＬＮＡネットワークに接続するように構成されてもよい。
【００１０】
　本発明のさらに別の実施形態では、ＤＬＮＡ管理コンソール回路は、ＤＬＮＡ対応の携
帯電子装置を含む新たなＤＬＮＡネットワークを定義するように構成されてもよい。ＤＬ
ＮＡ管理コンソール回路は新たなＤＬＮＡネットワーク用の携帯管理コンソールであって
もよい。
【００１１】
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　本発明のさらに別の実施形態では、ＤＬＮＡ管理コンソールは、新たなＤＬＮＡネット
ワークとの接続要求を追加のＤＬＮＡ対応装置から受信するようにさらに構成されてもよ
い。ＤＬＮＡ管理コンソール回路は新たなＤＬＮＡネットワークの管理と監視の少なくと
もいずれかを行うようにさらに構成されてもよい。
【００１２】
　本発明のいくつかの実施形態では、ＤＬＮＡ装置回路は、既存のＤＬＮＡネットワーク
と新たなＤＬＮＡネットワークの少なくともいずれかのネットワークに携帯電子装置を一
時的に又は永続的に接続するように構成されてもよい。
【００１３】
　携帯電子装置の実施形態に関連して主として本発明のいくつかの実施形態について上述
したが、ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置を動作させる管理コンソール及び方法も提供される
。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明のいくつかの実施形態に係るＤＬＮＡ管理コンソールとＤＬＮＡ対応の携
帯電子装置とを含むデジタル・リビング・ネットワーク・アライアンス（ＤＬＮＡ）ネッ
トワークを示す概略ブロック図である。
【図２】本発明のいくつかの実施形態に係るＤＬＮＡ対応の携帯電子装置及びセルラ通信
システムを示す概略ブロック図である。
【図３】本発明のいくつかの実施形態に係る管理コンソール及び複数のＤＬＮＡ対応装置
として構成される携帯電子装置を含むＤＬＮＡネットワークシステムを示す概略ブロック
図である。
【図４】本発明の種々の実施形態に係る方法を示すフローチャートである。
【図５】本発明の種々の実施形態に係る方法を示すフローチャートである。
【図６】本発明の種々の実施形態に係る方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の実施形態を示す添付図面を参照しながら、本発明について以下さらに詳細に説
明する。しかしながら、本発明は、多くの別の形態で実施することも可能であり、本明細
書で説明される実施形態に限定されるものとして解釈されるべきでない。
【００１６】
　従って、本発明は、様々な変形及び他の形式を許容することができ、その特定の実施形
態が図面の例示によって示され、また、本明細書で詳細に説明される。しかしながら、開
示される特定の実施形態に本発明を限定する意図はなく、それどころか、本発明は、特許
請求の範囲で定義されているような、本発明の精神及び範囲に含まれるあらゆる変形、等
価及び代替構成を含むものであることが理解されるべきである。同一の番号は図面の説明
を通じて同一の要素を示すものとする。
【００１７】
　本明細書で使用する用語は、特定の実施形態を説明する目的だけのものであって、本発
明を限定するものではない。以下の説明において、「ａ」「ａｎ」「ｔｈｅ」により単数
を表示したようになっているものでも、特に文脈上、別の記載がない限り、複数の内容を
表示している場合もある。本明細書で使用している「有する(comprise)」、「有している
(comprising)」、「含む(include)」、「含んでいる(including)」という用語は、記載さ
れている特徴、数値、ステップ、動作、要素、構成部品が存在するということを明記する
ものであるが、これらの特徴、数値、ステップ、動作、要素、それらのグループ以外のも
のの存在、それらへの追加事項を排除するものではない。さらに、要素が他の要素に「応
動する」あるいは、「接続する」と記載された場合、それは他の要素に対して直接応動あ
るいは接続してもよく、途中に他の要素が介在してもよい。反対に、要素が他の機構又は
要素に対して「直接応動する」あるいは「直接接続する」とされる時は、中間の要素は存
在しない。「～と～とのうちの少なくともいずれか」（and／or）と表示されている場合
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には、列挙された関連する項目のいずれか、及び、その項目全ての組み合わせであること
を示しており、このことが、略記号である「／」として示されている。
【００１８】
　別段の規定がない限り、本明細書で使用されている（技術的用語と科学的用語とを含む
）すべての用語は、本発明が属している技術分野の通常の当業者によって共通に理解され
るものと同じ意味を有するものとする。本明細書において用いられている用語は、本明細
書及び関連する技術分野の文脈における意味と一致する意味を有するものと解釈すべきで
あり、本明細書で明示的に別段の定義がない限り、理想化した意味に解釈したり、過度に
形式的な意味に解釈したりすべきでないことはさらに理解されよう。
【００１９】
　多様な要素を記述するために、各要素に第１、第２などの用語を付す場合があるが、要
素がこれらの第１、第２などの用語に限定されるわけではない。これらの用語は、要素と
要素を区別するためだけに使用したものである。例えば、本開示の教示から逸脱すること
なく、第１の要素を第２の要素と命名する場合もあれば、同様に、第２の要素を第１の要
素と命名する場合もある。線図のうちのいくつかには通信路上に情報伝達の主方向を示す
矢印が含まれてはいるが、描かれている矢印と逆方向に通信が行われ得ることを理解され
たい。
【００２０】
　個々のブロックが指定された論理的な（単複の）機能を実現する１以上の実行可能な命
令を備えた回路素子、モジュール、セグメント、又はコードの一部を表すフローチャート
に関していくつかの実施形態が説明された。また、別の実施構成では、ブロックに示され
ている（単複の）機能を図示の順序とは異なる順序で実行してもよいことも付記しておく
。例えば、続けて示される２つのブロックを、実際には、機能に応じてほぼ同時に実行し
、又は、逆の順序で実行することも時として可能であることも付記しておく。
【００２１】
　単に例示と説明を目的として、移動端末に関して本発明の様々な実施形態が本明細書で
説明される。しかしながら、本発明は、このような実施形態に限定されるものではなく、
本書面に記載の１以上の実施形態に基づいて動作するデジタル・リビング・ネットワーク
・アライアンス（ＤＬＮＡ）と接続することができる任意の携帯電子装置において一般的
に具現化され得るものであることは理解されよう。
【００２２】
　発明の背景において上述したように、ＤＬＮＡは、ＤＬＮＡネットワーク内の装置に対
して３つのタイプの役割、すなわち、デジタルメディアレンダラの役割、デジタルメディ
アコントローラ（コントロールポイント）の役割、及びデジタルメディアサーバの役割を
定義する。デジタルメディアサーバの役割を有する装置として、メディアの保存と発信と
を行うことができるコンポーネントがある。デジタルメディアサーバの役割を有すること
ができる装置としては、例えば、セットトップ・ボックス、デジタル・ビデオ・レコーダ
、又はパーソナルコンピュータ（ＰＣ）などがあり得る。デジタルメディアレンダラの役
割を有する装置は、別の装置によって当該装置に提供されるコンテンツをユーザに示すよ
うに構成されてもよい。デジタルメディアコントローラとして構成される装置（コントロ
ールポイントの役割）は、デジタルメディアレンダラ装置上のサードパーティのコントロ
ーラとして活動を開始することが可能であり、例えば、デジタルメディアサーバ装置から
メディアの表示を開始することが可能となる。すなわち制御ポイント装置はサーバによっ
て提供されるコンテンツをレンダリングする方法と場所とを制御するように構成される。
装置は当然のことであるが１以上の役割を担うことができる。例えば、レンダラの役割と
コントロールポイントの双方として構成される装置はデジタルメディアプレーヤと命名す
ることができる。デジタルメディアプレーヤはデジタルメディアサーバからメディアを得
ると共に、ユーザに対してこのメディアを再生する（レンダリングする）ことができる。
デジタルメディアプレーヤは、例えばテレビやホームシアタシステムであってもよい。
【００２３】
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　本明細書で以下説明するように、本発明のいくつかの実施形態はＤＬＮＡ装置の第４の
役割を提供する。本発明のいくつかの実施形態によれば、ＤＬＮＡネットワーク内のいく
つかの装置は「管理装置」という役割を有することができる。管理装置の役割を有する装
置は、ＤＬＮＡネットワークへのアクセス権を管理するように構成することができる。す
なわち、管理装置の役割を有する装置は、ＤＬＮＡネットワークとの接続をどの装置に対
して許可するかを管理すると共に、ＤＬＮＡネットワークのアクセス権とはどのようなも
のであるかを決定するように構成することができる。例えば、管理装置の役割を有する装
置は接続されている装置へ構成パラメータを提供することができる。上述したように、本
発明の範囲から逸脱することなく装置は２以上の役割を有することができる。
【００２４】
　図１～図６を参照して後述するように、本発明のいくつかの実施形態は、ＤＬＮＡネッ
トワークにおいて携帯電子装置を動作させる携帯電子装置、管理コンソール、及び方法を
提供するものである。本明細書において説明されているように、ＤＬＮＡのようなホーム
ネットワーキングのための汎用性の高い解決策に対する関心が急激に高まってきている。
そして最初のＤＬＮＡ対応の家庭用電子装置が市場へ導入されるようになってきた。した
がって、ＤＬＮＡネットワークの浸透はかなり大きくなることが想定され得ると共に、こ
れらのＤＬＮＡネットワークを管理するためのシンプルでかつ融通性のある手段に対する
要望が生じる可能性がある。
【００２５】
　したがって、本発明のいくつかの実施形態によれば、ＤＬＮＡ装置は「管理の役割」を
有するようにすることが可能となる。本明細書において用いられているように、本発明の
いくつかの実施形態に係る管理の役割を有するＤＬＮＡ装置は「管理コンソール」と呼ば
れる。したがって、本発明のいくつかの実施形態によれば、ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置
はＤＬＮＡ対応装置とＤＬＮＡ管理コンソールの少なくともいずれかとして構成され得る
ものとなる。例えば、携帯電子装置は、ストリーミングの発信ソースのようなＤＬＮＡネ
ットワークのデータソースなどの、ＤＬＮＡネットワークと接続できるＤＬＮＡ装置であ
ってもよい。さらに、ＤＬＮＡ装置は、ＤＬＮＡ管理コンソールとして携帯電子装置を動
作させるように構成された、本発明のいくつかの実施形態に係るＤＬＮＡ管理コンソール
回路を含んでもよい。ＤＬＮＡ管理コンソール回路は、ＤＬＮＡネットワークとの接続を
どの装置に対して許可するかを管理すると共に、ＤＬＮＡネットワークのアクセス権とは
どのようなものであるかを決定するように構成することができる。例えば、ＤＬＮＡ管理
コンソール回路は接続されている装置へ構成パラメータを提供することができる。したが
って、本発明のいくつかの実施形態では、図１～図６を参照してさらに後述するように、
一時的状況用として「アドホックなＤＬＮＡネットワーク」を携帯電子装置の周辺に確立
することが可能となる。
【００２６】
　次に図１を参照しながら、ＤＬＮＡ管理コンソール１１０と、ＤＬＮＡ管理コンソール
１１０と結合された複数のＤＬＮＡ対応装置とを含むＤＬＮＡネットワーク１００につい
て説明する。ＤＬＮＡの主要目的はパーソナルコンピュータ（ＰＣ）と、消費者用電子機
器（ＣＥ）と、モバイル通信装置との相互の運用が可能な有線及び無線のネットワークを
家庭内において及び路上において確立することである。この確立によって新たなデジタル
メディアとコンテンツサービスとを共有するためのシームレスな環境が可能になる。ＤＬ
ＮＡは、消費者用の対応製品の適合性と相互運用性とを公的に検証するために、国際的に
認められたオープンな業界標準に基づく設計ガイドラインの相互運用性の枠組みを認証／
ロゴプログラムと共に配信することに焦点を当てるものである。ＤＬＮＡの詳細について
は当業者には公知のことなので、簡潔さを旨としてここでは詳述しない。
【００２７】
　図１に示すように、ネットワーク１００のＤＬＮＡ対応装置はパーソナルコンピュータ
１３０、テレビ１５０、ＤＶＲ／ＴＩＶＯ１６０及びラップトップ１７０を含む。これら
のすべては本発明のいくつかの実施形態に係るＤＬＮＡ管理コンソール１１０と通信を行
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う。図１にさらに示されているように、ネットワーク１００には本発明のいくつかの実施
形態に係る移動体端末などのＤＬＮＡ対応の携帯電子装置１９０もまた含まれている。こ
の移動体端末は例えばＤＬＮＡ管理コンソール１１０と通信を行う。ＤＬＮＡ対応装置１
３０、１５０、１６０、１７０は、無線（ＷＬＡＮ）で管理コンソール１１０と通信を行
うことができる。しかし、理解されるように、この接続は本発明の範囲から逸脱すること
なくＵｐｎＰをサポートする任意の接続であってもよい。例示のように、ＤＬＮＡ対応の
携帯電子装置１９０は無線リンクを介してＤＬＮＡ管理コンソール１１０と通信を行う。
図１に例示の本発明の実施形態には、パーソナルコンピュータ１３０、テレビ１５０、Ｄ
ＶＲ／ＴＩＶＯ１６０、ラップトップ１７０及び携帯電子装置１９０が含まれ、これらす
べてはＤＬＮＡ管理コンソール１１０と通信を行うものではあるが、本発明の実施形態は
この構成に限定されるわけではない。本発明の範囲から逸脱することなく、任意のＤＬＮ
Ａ対応装置がＤＬＮＡ管理コンソール１１０と結合することができる。例えば、オーディ
オコンテンツとビデオ画像コンテンツの少なくともいずれかの格納とレンダリングの少な
くともいずれかを行うことができる任意の装置が本発明のいくつかの実施形態に係るＤＬ
ＮＡ装置として機能することが可能である。
【００２８】
　さらに、図１のＤＬＮＡ対応装置はＤＬＮＡ管理コンソール１１０と結合されたものと
して示されてはいるが、当該装置はまた、本発明の範囲から逸脱することなく。１以上の
その他のＤＬＮＡ装置と結合されたものであってもよい。例えば、ＰＣ１３０はＤＶＲ／
ＴＩＶＯ１６０と結合されたものであってもよい。
【００２９】
　ここに用いられているように、「携帯電子装置」という用語は、セルラアクセス無線技
術とローカルアクセス無線技術の少なくともいずれかの技術を有する任意の装置を含んで
もよい。上記用語は、例えば、マルチライン・ディスプレイを有するもの、有しないもの
を含めたセルラ無線電話機と；セルラ無線電話機をデータ処理機能、ファクシミリ機能、
及びデータ通信機能と組み合わせたパーソナル・コミュニケーション・システム（ＰＣＳ
）端末と；ポケベル、インターネット／イントラネットアクセス、ウェブブラウザ、電子
手帳、カレンダ、全地球測位システム（ＧＰＳ）受信機のうちの少なくともいずれかを含
むパーソナル・データ・アシスタント（ＰＤＡ）と；無線電話トランシーバを含む従来型
のラップトップと、パームトップの携帯コンピュータとのうちの少なくともいずれかを含
むものであってもよい。本発明のいくつかの実施形態に従って動作させることができる任
意の携帯電子装置を本発明の範囲から逸脱することなく使用することも可能である。
【００３０】
　図１にさらに示されているように、ＤＬＮＡ管理コンソール１１０は、装置アタッチメ
ント回路（device attachment circuit）１１５及び携帯管理コンソール回路１１７を含
む。単一の管理コンソール１１０のみが図１に示されてはいるが、本発明の実施形態は本
発明の範囲から逸脱することなく２以上の管理コンソール１１０を含んでもよい。装置ア
タッチメント回路１１５は、ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置１９０から要求を受信して、Ｄ
ＬＮＡ管理コンソールに関連づけられたＤＬＮＡネットワーク１００にＤＬＮＡ対応の携
帯電子装置１９０を接続し、当該携帯電子装置１９０がＤＬＮＡネットワーク上でデータ
用の発信源となることができるように構成されてもよい。
【００３１】
　本書面においてさらに後述するように、本発明のいくつかの実施形態によれば、ＤＬＮ
Ａ対応の携帯電子装置１９０はＤＬＮＡネットワーク１００に永続的に追加（接続）され
てもよいし、あるいは、例えば、ゲスト装置としてＤＬＮＡネットワーク１００に一時的
に追加されてもよい。ＤＬＮＡ携帯電子装置１９０に対するアクセス権はＤＬＮＡ管理コ
ンソール１１０において定義され得る。装置アタッチメント回路はまた、ＤＬＮＡネット
ワーク１００からＤＬＮＡ対応装置を解除するか、ＤＬＮＡネットワーク１００において
ＤＬＮＡ対応装置を作動不能にするかの少なくともいずれかを行うように構成されてもよ
い。ＤＬＮＡネットワーク１００及び接続装置の状態を見ることができると共に、管理コ
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ンソール１１０を介してこの状態を変更することも可能である。
【００３２】
　さらに、携帯管理コンソール回路１１７は、ＤＬＮＡ携帯電子装置がＤＬＮＡネットワ
ーク用の携帯管理コンソールとして動作する許可を与える権利をＤＬＮＡ携帯電子装置１
９０に提供するように構成されてもよい。したがって、本発明のいくつかの実施形態によ
れば、ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置１９０は、本書面においてさらに後述するように、１
以上のＤＬＮＡネットワーク１００のローカルな管理又は遠隔管理を行うための携帯管理
コンソールとして使用することも可能である。
【００３３】
　特に、本発明のいくつかの実施形態では、図２を参照してさらに後述するように、管理
コンソール１１０はＤＬＮＡ対応の携帯電子装置１９０の中に含まれてもよい。携帯管理
コンソール回路１１７は、ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置がＤＬＮＡネットワークから離れ
た遠隔地からＤＬＮＡネットワークに接続すると共に、上記遠隔地からＤＬＮＡネットワ
ーク用の携帯管理コンソールとして機能するように構成されてもよい。したがって、本発
明のこれらの実施形態において、携帯電子装置１９０内に設けられた携帯管理コンソール
は、ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置１９０を含む新たなＤＬＮＡネットワークを定義するこ
とができると共に、携帯管理コンソールは新たなＤＬＮＡネットワーク用管理コンソール
を含むことが可能となる。次いで、携帯管理コンソールは、新たなＤＬＮＡネットワーク
との接続要求を追加のＤＬＮＡ対応装置（例えば図３を参照してさらに後述するような追
加の携帯電子装置）から受け取ることが可能となる。
【００３４】
　したがって、本発明のいくつかの実施形態によれば、ＤＬＮＡ管理コンソール１１０は
ＤＬＮＡネットワーク用の第４の役割（管理装置の役割）を提供することが可能となる。
上述したように、例えば携帯電子装置などのような管理装置の役割を有する装置は、ＤＬ
ＮＡネットワークへのアクセス権を管理するように構成することができる。すなわち、管
理装置の役割を有する装置は、ＤＬＮＡネットワークとの接続をどの装置に対して許可す
るかを管理すると共に、ＤＬＮＡネットワークのアクセス権とはどのようなものであるか
を決定するように構成され得る。例えば、本明細書に詳述されているように管理装置の役
割を有する装置は接続されている装置へ構成パラメータを提供することができる。
【００３５】
　次に図２を参照しながら、図１のＤＬＮＡ対応の携帯電子装置１９０のいくつかの実施
形態に関する詳細を図２の移動体端末に関して説明する。図２は本発明のいくつかの実施
形態に係るＤＬＮＡ対応の携帯電子装置２９０を示す概略ブロック図である。図２に示す
ように、携帯電子装置２９０はポータブルハウジング２００を含み、かつ、ディスプレイ
２１４、マン・マシン・インタフェース（ＭＭＩ）２１６、スピーカ／マイク２１７、ウ
ェブブラウザ２１８、トランシーバ２１２及びメモリ２８０を含んでもよい。これらのう
ちのいずれもプロセッサ２９５と通信を行うことができる。さらに、本発明の複数の実施
形態に係る携帯電子装置２９０は、本発明のいくつかの実施形態に係るダウンロード制御
回路２５０をさらに含んでもよく、このダウンロード制御回路もまたプロセッサ２９５と
通信を行う。プロセッサ２９５は任意の市販のプロセッサ又はカスタムマイクロプロセッ
サであってもよい。
【００３６】
　図２にさらに示されているように、携帯電子装置２９０は、本発明のいくつかの実施形
態に係る移動体交換センタ（「ＭＳＣ」）２７０に接続された基地局トランシーバ２６０
と通信を行う。トランシーバ２１２は典型的には送信機回路と受信機回路とを含み、これ
らの回路はそれぞれ発信無線周波数信号を基地局トランシーバ２６０へ送信し、かつ、ア
ンテナ２０５を介して基地局トランシーバ２６０から音声信号とデータ信号のような着信
無線周波数信号を受信する。アンテナ２０５は、本発明の範囲から逸脱することのない埋
め込みアンテナ、伸縮自在アンテナ又は当業者に周知の任意のアンテナであってもよい。
携帯電子装置２９０と基地局トランシーバ２６０との間で送信される無線周波数信号は、
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相手又は宛先との通信を確立して、この通信を維持するのに使用されるトラフィック信号
と制御信号（例えば入電用のページング信号／メッセージ）との双方を含んでもよい。プ
ロセッサ２９５は、本書面においてさらに後述するように本発明のいくつかの実施形態に
係るＤＬＮＡ対応装置の追加及び解除を管理するように構成されるＤＬＮＡ回路２５０を
含む携帯電子装置の種々の機能をサポートすることができる。
【００３７】
　理解されるように、本発明のいくつかの実施形態では、トランシーバ２１２は短距離ト
ランシーバであってもよい。短距離トランシーバは、例えば、比較的短距離にわたって高
いデータ転送レートをサポートするブルートゥーストランシーバであってもよい。さらに
理解されるように、本発明のいくつかの実施形態に係る携帯電子装置２９０は無線トラン
シーバ及び短距離トランシーバ／送信機を含んでもよい。
【００３８】
　本発明のいくつかの実施形態では、基地局トランシーバ２６０は（単複の）無線トラン
シーバを含み、当該無線トランシーバは、セルラネットワークにおいて個々のセルを定義
し、かつ、無線リンクプロトコルを用いて携帯電子装置２９０及びセル内の他の携帯電子
装置と通信を行う。単一の基地局トランシーバ２６０のみが示されてはいるが、無線通信
ネットワークを定義するために、多くの基地局トランシーバが、例えば移動体交換センタ
２７０及び他の装置を介して接続され得ることは理解されよう。
【００３９】
　本発明は携帯電子装置２９０のような通信装置又は通信システムにおいて実施され得る
が、そのような装置とシステムの少なくともいずれかのみに本発明が限定されるわけでは
ない。むしろ本発明は、本発明の実施形態に係るＤＬＮＡネットワークに接続するように
構成され得る任意の装置において実施可能である。
【００４０】
　本発明のいくつかの実施形態に係るＤＬＮＡ対応の携帯電子装置２９０は汎用性の高い
ユーザインタフェース（ＵＩ）と汎用性の高いセキュリティツールボックスとを有しても
よい。これらの携帯電子装置はまた、例えば、ブルートゥース、赤外線（ＩＲ）、ＷｉＦ
ｉ、ＷｉＭＡＸ、移動通信ネットワークを介するインターネットアクセス等の大きなセッ
トの通信手段を備えてもよい。換言すれば、本発明のいくつかの実施形態に係るＤＬＮＡ
対応の携帯電子装置は、本明細書に説明されているようなＤＬＮＡネットワークの弾力的
な管理のための有用なプラットフォームを提供するものである。
【００４１】
　図２にさらに示されているように、ＤＬＮＡ回路２５０にはＤＬＮＡ管理コンソール回
路２５１及びＤＬＮＡ装置回路２５３が含まれる。これらの回路及びモジュールは独立の
回路／モジュールとして図２に示されてはいるが、本発明の範囲から逸脱することなく、
これらの回路／モジュールのうちのいずれかを合成又は分割して、複数の回路／モジュー
ルにすることも可能であることは理解されよう。ＤＬＮＡ管理コンソール回路２５１及び
ＤＬＮＡ装置回路２５３の各回路の機能についてさらに本書面において説明する。
【００４２】
　特に、ＤＬＮＡ装置回路２５３は、既存のＤＬＮＡネットワーク（１００、図１）上で
データ用の発信源とすることができるようにした１以上の既存のＤＬＮＡ管理コンソール
（１１０、図１）を設けて、既存のＤＬＮＡネットワークに携帯電子装置２９０を接続す
るように構成される。特に、携帯電子装置がＤＬＮＡ装置として既存のＤＬＮＡネットワ
ークに接続されるように要求する要求を既存の管理コンソール（１１０、図１）へ送信す
るように、ＤＬＮＡ装置回路２５３をさらに構成してもよい。上述のように、携帯電子装
置は、本発明の範囲から逸脱することなく、永続的に又は一時的にＤＬＮＡネットワーク
に接続することが可能である。
【００４３】
　ＤＬＮＡ管理コンソール回路２５１は、既存のＤＬＮＡネットワークと新たなＤＬＮＡ
ネットワークの少なくともいずれかのネットワークのための携帯管理コンソールとして携
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帯電子装置２９０が動作できるように構成することができる。携帯電子装置が「第２の」
管理コンソール（すなわち、図１の管理コンソール１１０に追加されるコンソールとして
）動作する本発明の実施形態では、携帯電子装置がＤＬＮＡ装置として既存のＤＬＮＡネ
ットワークに接続されるとすぐに、既存のＤＬＮＡネットワーク用の第２の管理コンソー
ルとして機能する権利が携帯電子装置２９０に与えられるように要求する要求を既存の管
理コンソール（１１０、図１）へ送信するようにＤＬＮＡ管理コンソール回路２５１を構
成することが可能である。
【００４４】
　したがって、既存の管理コンソール１１０と、携帯電子装置２９０によって提供される
第２の管理コンソールとの少なくともいずれかのコンソールから既存のＤＬＮＡネットワ
ーク（１００、図１）を管理することが可能となる。ＤＬＮＡ管理コンソール回路２５１
は、既存のＤＬＮＡネットワークから離れた遠隔地から既存のＤＬＮＡネットワークに接
続すると共に、上記遠隔地から既存のＤＬＮＡネットワークを管理するようにさらに構成
されてもよい。ＤＬＮＡ管理コンソール回路２５１は、例えば、無線ネットワーク及びＤ
ＬＮＡプロキシを用いてインターネット上で遠隔地から既存のＤＬＮＡネットワークに接
続するように構成されてもよい。
【００４５】
　携帯電子装置が新たなＤＬＮＡネットワーク用管理コンソールとして機能する（すなわ
ち、管理コンソールが携帯電子装置２９０において実行するアプリケーションである）本
発明の実施形態では、ＤＬＮＡ管理コンソール回路２５１は、ＤＬＮＡ対応の携帯電子装
置２９０を含む新たなＤＬＮＡネットワークを定義するように構成されてもよい。したが
って、ＤＬＮＡ管理コンソール回路２５１は新たなＤＬＮＡネットワークのための携帯管
理コンソールであってもよい。図３を参照して詳細に後述するように、新たなＤＬＮＡネ
ットワークが確立されるとすぐに、ＤＬＮＡ管理コンソール２５１は、新たなＤＬＮＡネ
ットワークとの接続要求を追加のＤＬＮＡ対応装置２８４から受信するように構成され得
る。本発明のこれらの実施形態では、ＤＬＮＡ管理コンソール回路は新たなＤＬＮＡネッ
トワークの管理と監視の少なくともいずれかを行うように構成されてもよい。
【００４６】
　理解されるように、ＤＬＮＡ回路２５０の回路とモジュールの各々が特定のタスクのた
めに構成されたものとして説明されてはいるが、本発明の範囲から逸脱することなく、こ
れらのタスクを１つの回路又はモジュールに合成したり、追加回路又はモジュールに分割
したりすることも可能である。
【００４７】
　本発明のいくつかの実施形態に係る詳細について図１及び図２を参照しながら説明する
。上述のように、既存のネットワーク１００には、ネットワーク１００と接続された既存
の管理コンソール１１０（例えばパーソナルコンピュータ）が含まれる。ＤＬＮＡ対応の
携帯電子装置１９０、２９０は、要求を管理コンソールへ送信して、ＤＬＮＡ装置として
ネットワークに追加されるように要求する。例えば、ＤＬＮＡ装置回路２５３の携帯電子
装置２９０は要求を管理コンソール１１０の装置アタッチメント回路１１５へ送信するこ
とができる。それによって、接続済みの携帯電子装置１９０、２９０は最初既存の管理コ
ンソール１１０から「管理される」ことになり、このコンソールにおいて、ネットワーク
の状態を見ること、種々の装置のアクセス権２８２を管理すること等を行うことが可能と
なる。
【００４８】
　本発明のいくつかの実施形態では、元の管理コンソール１１０を経由して、ネットワー
ク１００用の第２の管理コンソールとして機能する権利２８２を携帯電子装置１９０、２
９０に与えることが可能となる。したがって、携帯電子装置１９０、２９０はネットワー
ク１００の内部において２つの異なる役割を有することになる。特に、携帯電子装置１９
０、２９０は、ネットワーク１００に接続されたＤＬＮＡ対応装置と、ネットワーク１０
０用の第２の管理コンソールとの両方になり得る。したがって、本発明のいくつかの実施
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形態によれば、携帯電子装置１９０、２９０は、ＤＬＮＡネットワーク１００から離れた
遠隔地からＤＬＮＡネットワーク１００に接続する機能を有することが可能となる。例え
ば、携帯電子装置１９０、２９０は、無線ネットワークとＤＬＮＡプロキシとを用いて、
インターネット上でＤＬＮＡネットワーク１００に接続するように構成されてもよい。し
たがって、本明細書において説明されているように、本発明のいくつかの実施形態は遠隔
地からＤＬＮＡネットワーク１００を管理する機能を提供することが可能である。
【００４９】
　図２と図３を参照しながら本発明のいくつかの実施形態に関して詳細を説明する。図３
は、本発明のいくつかの実施形態に係る管理コンソール３９０及び当該管理コンソール３
９０に接続された複数のＤＬＮＡ対応装置３９１として構成される携帯電子装置を含むＤ
ＬＮＡネットワーク３００を示す概略ブロック図である。図３は第２のＤＬＮＡネットワ
ーク３００’をさらに示す図である。第１のＤＬＮＡネットワーク３００において管理コ
ンソールとしてサービスを提供している携帯電子装置３９０はネットワーク３００’に接
続されたＤＬＮＡ対応装置のみである場合がある。したがって、携帯電子装置は本発明の
いくつかの実施形態に係る２以上のネットワーク３００、３００’に接続され得ることに
なる。
【００５０】
　図３に示すように、ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置３９０は新たなＤＬＮＡネットワーク
３００を定義する。当該ＤＬＮＡネットワーク３００には、（一体型管理コンソールを有
する（すなわち携帯電子装置（ＤＬＮＡ管理コンソール回路３５１）の内部にアプリケー
ションを有する））ＤＬＮＡ対応装置３９０が含まれている。上述のように、携帯電子装
置３９０は２以上のＤＬＮＡネットワーク３００、３００’を管理しているため、２以上
のＤＬＮＡネットワーク３００、３００’の一部となり得る。したがって、図３に示すよ
うに、携帯電子装置３９０の周りに柔軟性のある「アドホックなＤＬＮＡネットワーク」
を一時的状況用として確立することが可能となる。
【００５１】
　特に、追加のＤＬＮＡ対応装置（例えば図３のＤＬＮＡ対応の携帯電子装置３９１）は
、装置に接続するための標準的ＤＬＮＡ処理手順に基づいて、新たなＤＬＮＡネットワー
ク３００用の管理コンソールとして携帯電子装置が機能する新たなＤＬＮＡネットワーク
３００に追加されるように要求することができる。本発明のこれらの実施形態では、管理
コンソールアプリケーションを実行するＤＬＮＡ管理コンソール回路２５１からネットワ
ーク３００の監視及び管理を行うように携帯電子装置３９０を構成することが可能となる
。
【００５２】
　本発明のいくつかの実施形態では、２つのＤＬＮＡネットワーク間の論理接続が提供さ
れてもよい。例えば、ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置３９０の管理コンソール３５１は、Ｄ
ＬＮＡ携帯電子装置３９１に対してＤＬＮＡネットワーク３００へのアクセスを認可する
ことができる。換言すれば、携帯電子装置３９０は本発明のいくつかの実施形態に係る「
管理装置」という役割を有している。いくつかの実施形態では、ＤＬＮＡ対応の携帯電子
装置３９１のユーザは、ゲートウェイというコンセプトによってユーザのネットワーク内
のコンテンツにアクセスすることが可能となる。
【００５３】
　次に図４～図６を参照しながら、本発明の様々な実施形態に従ってＤＬＮＡネットワー
クにおいてＤＬＮＡ対応の携帯電子装置を動作させる方法について説明する。まず図４を
参照すると、１以上の既存のＤＬＮＡ管理コンソールを設けて、既存のＤＬＮＡネットワ
ーク上でデータ用の発信源とすることができるようにした携帯電子装置を既存のＤＬＮＡ
ネットワークに接続することによってブロック４００から処理が開始する。いくつかの実
施形態では、既存のＤＬＮＡネットワークと新たなＤＬＮＡネットワークの少なくともい
ずれかのネットワークのための携帯管理コンソールとして携帯電子装置を動作可能にする
ことができる（ブロック４２０）。
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【００５４】
　次に図５を参照すると、携帯電子装置がＤＬＮＡ装置として既存のＤＬＮＡネットワー
クに接続されるように要求する要求を既存の管理コンソールへ送信することができる（ブ
ロック５１０）。携帯電子装置がＤＬＮＡネットワークに接続されるとすぐに、既存のＤ
ＬＮＡネットワーク用の第２の管理コンソールとして機能する権利が携帯電子装置に与え
られるように要求する要求を既存の管理コンソールへ送信することができる（ブロック５
１５）。既存の管理コンソールと、ローカルな場所及び遠隔地にある場所の少なくともい
ずれかの場所から得られる第２の管理コンソールとの少なくともいずれかの管理コンソー
ルから既存のＤＬＮＡネットワークを管理することができる（ブロック５１７）。
【００５５】
　図６に示すように、ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置を含む新たなＤＬＮＡネットワークが
定義され得る（ブロック６３０）。携帯管理コンソールは新たなＤＬＮＡネットワーク用
の管理コンソールであってもよい。新たなＤＬＮＡネットワークとの接続要求を追加のＤ
ＬＮＡ対応装置から受信することができる（ブロック６３５）。携帯管理コンソールを用
いて、新たなＤＬＮＡネットワークの管理と監視の少なくともいずれかを行うことができ
る（ブロック６３７）。
【００５６】
　図面及び明細書において本発明の例示の実施形態を開示した。しかしながら、これらの
実施形態については、本発明の原理から実質的に逸脱することなく、多くの変形や変更を
行うことが可能である。したがって、具体的な用語を使用したが、それらは、総称的で説
明的意味合いでのみ、また限定を目的とはせずに、使用されたものであり、本発明の範囲
は添付の特許請求の範囲により定義される。
【００５７】
　本願は２００７年１０月２２日出願の米国仮出願特許第６０／９８１，５６９号（代理
人整理番号９３４２－４０６ＰＲ）の優先権を主張するものである。同出願の開示はその
全体が参照により本願に援用されている。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】

【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成21年8月19日(2009.8.19)
【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】
　デジタル・リビング・ネットワーク・アライアンス（ＤＬＮＡ）対応の携帯電子装置で
あって、
　前記携帯電子装置が少なくとも１つの既存のＤＬＮＡ管理コンソールを有する既存のＤ
ＬＮＡネットワーク上でのデータの発信源となるべく、該既存のＤＬＮＡネットワークへ
前記携帯電子装置を接続させるＤＬＮＡ装置回路と、
　前記既存のＤＬＮＡネットワーク及び新たなＤＮＬＡネットワークの少なくとも何れか
のための携帯管理コンソールとして前記携帯電子装置を動作させるＤＬＮＡ管理コンソー
ル回路と
の少なくとも何れかを備え、
　前記ＤＬＮＡ管理コンソール回路は、
　前記ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置を含む前記新たなＤＬＮＡネットワークを定義し、前
記新たなＤＬＮＡネットワークのための前記携帯管理コンソールを含むことを特徴とする
ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置。
【請求項２】
　前記ＤＬＮＡ装置回路は、さらに、
　前記携帯電子装置がＤＬＮＡ装置として前記既存のＤＬＮＡネットワークへ接続される
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ように要求する要求を前記既存の管理コンソールへ送信し、
　前記ＤＮＬＡ管理コンソール回路は、さらに、
　前記携帯電子装置がＤＬＮＡ装置として前記既存のＤＬＮＡネットワークへ接続される
と、前記携帯電子装置に前記既存のＤＬＮＡネットワークにおいて第２の管理コンソール
として動作する権利を与えるよう要求する要求を前記既存のＤＬＮＡネットワークへ送信
することを特徴とする請求項１に記載のＤＮＬＡ対応の携帯電子装置。
【請求項３】
　前記既存のＤＬＮＡネットワークは、前記既存のＤＬＮＡ管理コンソール及び前記第２
の管理コンソールの少なくとも何れかから管理されることを特徴とする請求項２に記載の
ＤＮＬＡ対応の携帯電子装置。
【請求項４】
　前記ＤＬＮＡ管理コンソール回路は、さらに、
　前記既存のＤＬＮＡネットワークから離れた遠隔地から既存のＤＬＮＡネットワークに
接続し、前記遠隔地から既存のＤＬＮＡネットワークを管理することを特徴とする請求項
２又は３に記載のＤＬＮＡ対応の携帯電子装置。
【請求項５】
　前記ＤＬＮＡ管理コンソール回路は、
　無線ネットワーク及びＤＬＮＡプロキシを用いるインターネットを介して前記遠隔地か
ら前記既存のＤＬＮＡネットワークへ接続することを特徴とする請求項４に記載のＤＬＮ
Ａ対応の携帯電子装置。
【請求項６】
　前記ＤＬＮＡ管理コンソール回路は、さらに、
　追加のＤＬＮＡ対応装置から前記新たなＤＬＮＡネットワークへ接続する要求を受信す
ることを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載のＤＬＮＡ対応の携帯電子装置。
【請求項７】
　前記ＤＬＮＡ管理コンソール回路は、さらに、
　前記新たなＤＬＮＡネットワークの管理及び監視の少なくとも一方を行うことを特徴と
する請求項６に記載のＤＬＮＡ対応の携帯電子装置。
【請求項８】
　前記ＤＬＮＡ装置回路は、
　一時的に又は永続的に、前記既存のＤＬＮＡネットワーク及び前記新たなＤＬＮＡネッ
トワークの少なくとも一方に前記携帯電子装置を接続させることを特徴とする請求項１乃
至７の何れか１項に記載のＤＬＮＡ対応の携帯電子装置。
【請求項９】
　デジタル・リビング・アライアンス（ＤＬＮＡ）ネットワークのための管理コンソール
であって、
　ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置がＤＬＮＡネットワーク上でのデータの発信源となるべく
、前記ＤＬＮＡ管理コンソールに関連付けられた前記ＤＬＮＡネットワークへ前記ＤＬＮ
Ａ対応の携帯電子装置を接続させる要求を該ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置から受信する装
置アタッチメント回路と、
　前記既存のＤＬＮＡネットワーク及び新たなＤＮＬＡネットワークの少なくとも何れか
のための携帯管理コンソールとして前記携帯電子装置を動作させる携帯管理コンソール回
路と
の少なくとも何れかを備え、
　前記管理コンソールは、
　前記ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置を含む前記新たなＤＬＮＡネットワークを定義し、前
記新たなＤＬＮＡネットワークのための前記管理コンソールを含むことを特徴とする管理
コンソール。
【請求項１０】
　前記管理コンソールは、前記ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置に含まれることを特徴とする
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請求項９に記載の管理コンソール。
【請求項１１】
　前記管理コンソールは、さらに、
　前記ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置に、前記ＤＬＮＡネットワークから離れた遠隔地から
前記ＤＬＮＡネットワークに接続させ、前記遠隔地から前記ＤＬＮＡネットワークを管理
させることを特徴とする請求項１０に記載の管理コンソール。
【請求項１２】
　前記管理コンソールは、さらに、
　追加のＤＬＮＡ対応装置から前記新たなＤＬＮＡネットワークへ接続する要求を受信す
ることを特徴とする請求項９乃至１１の何れか１項に記載の管理コンソール。
【請求項１３】
　デジタル・リビング・アライアンス（ＤＬＮＡ）ネットワークにおけるＤＬＮＡ対応の
携帯電子装置を動作させるための方法であって、
　前記携帯電子装置が少なくとも１つの既存のＤＬＮＡ管理コンソールを有する既存のＤ
ＬＮＡネットワーク上でのデータの発信源となるべく、該既存のＤＬＮＡネットワークへ
前記携帯電子装置を接続させるステップと、
　前記既存のＤＬＮＡネットワーク及び新たなＤＮＬＡネットワークの少なくとも何れか
のための携帯管理コンソールとして前記携帯電子装置を動作させるステップと
の少なくとも何れかを含み、
　前記携帯管理コンソールとして前記携帯電子装置を動作させる前記ステップは、前記Ｄ
ＬＮＡ対応の携帯電子装置を含む前記新たなＤＬＮＡネットワークを定義するステップを
含み、
　前記携帯管理コンソールは、前記新たなＤＬＮＡネットワークのための前記携帯管理コ
ンソールを含むことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　前記既存のＤＬＮＡネットワークへ前記携帯電子装置を接続させる前記ステップは、さ
らに、
　前記携帯電子装置がＤＬＮＡ装置として前記既存のＤＬＮＡネットワークへ接続される
ように要求する要求を前記既存の管理コンソールへ送信するステップを含み、
　前記携帯管理コンソールとして前記携帯電子装置を動作させる前記ステップは、さらに
、
　前記携帯電子装置がＤＬＮＡ装置として前記既存のＤＬＮＡネットワークへ接続される
と、前記携帯電子装置に前記既存のＤＬＮＡネットワークにおいて第２の管理コンソール
として動作する権利を与えるよう要求する要求を前記既存のＤＬＮＡネットワークへ送信
するステップを含むことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　局所地及び遠隔地の少なくとも何れかの、前記既存のＤＬＮＡ管理コンソール及び前記
第２の管理コンソールの少なくとも何れかから、前記既存のＤＬＮＡネットワークを管理
するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　追加のＤＬＮＡ対応装置から前記新たなＤＬＮＡネットワークへ接続する要求を受信す
るステップをさらに含むことを特徴とする請求項１３乃至１５の何れか１項に記載の方法
。
【請求項１７】
　前記携帯管理コンソールを用いて、前記新たなＤＬＮＡネットワークを管理するステッ
プと、前記新たなＤＬＮＡネットワークを監視するステップとの少なくとも一方のステッ
プをさらに含むことを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　ＤＬＮＡは、ＤＬＮＡネットワーク内の装置に対して３つのタイプの役割、すなわち、
デジタルメディアレンダラの役割、デジタルメディアコントローラ（コントロールポイン
ト）の役割、及びデジタルメディアサーバの役割を定義する。デジタルメディアサーバの
役割を有する装置として、メディアの保存と発信とを行うことができるコンポーネントが
ある。デジタルメディアサーバの役割を有することができる装置としては、例えば、セッ
トトップ・ボックス、デジタル・ビデオ・レコーダ、又はパーソナルコンピュータ（ＰＣ
）などがあり得る。デジタルメディアレンダラの役割を有する装置は、別の装置によって
当該装置に提供されるコンテンツをユーザに対して示すように構成されたものであっても
よい。デジタルメディアコントローラとして構成される装置（コントロールポイントの役
割）はデジタルメディアレンダラ装置上のサードパーティのコントローラとして動作を開
始することが可能であり、例えば、デジタルメディアサーバ装置からメディアの表示を開
始することが可能となる。すなわち制御ポイント装置はサーバによって提供されるコンテ
ンツをレンダリングする方法と場所とを制御するように構成される。装置は当然のことで
あるが１以上の役割を担うことができる。例えば、レンダラの役割とコントロールポイン
トの双方として構成される装置はデジタルメディアプレーヤと命名することができる。デ
ジタルメディアプレーヤはデジタルメディアサーバからメディアを得ると共に、ユーザに
対してこのメディアを再生する（レンダリングする）ことができる。デジタルメディアプ
レーヤは、例えばテレビやホームシアタシステムであってもよい。米国特許出願２００７
／２１１７３４号明細書には、外部のネットワーク・コネクションへ接続される第１のポ
ートを含むネットワーク・ゲートウェイが提案されている。ウェブサーバ・モジュールは
、上記外部のネットワーク・コネクションを通じてリモートユーザにウェブページを提供
するための第１のポートへ接続される。デジタル・リビング・アライアンス（ＤＬＮＡ）
コントローラは、ウェブサーバ・モジュールに接続され、第２のポートがデジタル・リビ
ング・アライアンス（ＤＬＮＡ）とデジタル・リビング・アライアンス（ＤＬＮＡ）対応
の内部ネットワークとに接続される。デジタル・リビング・アライアンス（ＤＬＮＡ）コ
ントローラは、リモートユーザから受信したコマンドを利用して、ネットワーク・ゲート
ウェイに接続されたデジタル・リビング・アライアンス（ＤＬＮＡ）対応の周辺装置を制
御するためのものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　従って、本発明は、様々な変形及び他の形式を許容することができ、その特定の実施形
態が図面の例示によって示され、また、本明細書で詳細に説明される。しかしながら、開
示される特定の実施形態に本発明を限定する意図はなく、それどころか、本発明は、特許
請求の範囲で定義されているような、本発明の範囲に含まれるあらゆる変形、等価及び代
替構成を含むものであることが理解されるべきである。同一の番号は図面の説明を通じて
同一の要素を示すものとする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正書】
【提出日】平成22年5月20日(2010.5.20)
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【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】
　デジタル・リビング・ネットワーク・アライアンス（ＤＬＮＡ）対応の携帯電子装置で
あって、
　前記携帯電子装置が少なくとも１つの既存のＤＬＮＡ管理コンソールを有する既存のＤ
ＬＮＡネットワーク上でのデータの発信源となるべく、該既存のＤＬＮＡネットワークへ
前記携帯電子装置を接続させるＤＬＮＡ装置回路と、
　前記既存のＤＬＮＡネットワーク及び新たなＤＮＬＡネットワークの少なくとも何れか
のための携帯管理コンソールとして前記携帯電子装置を動作させるＤＬＮＡ管理コンソー
ル回路と
の少なくとも何れかを備えることを特徴とするＤＬＮＡ対応の携帯電子装置。
【請求項２】
　前記ＤＬＮＡ装置回路は、さらに、
　前記携帯電子装置がＤＬＮＡ装置として前記既存のＤＬＮＡネットワークへ接続される
ように要求する要求を前記既存の管理コンソールへ送信し、
　前記ＤＮＬＡ管理コンソール回路は、さらに、
　前記携帯電子装置がＤＬＮＡ装置として前記既存のＤＬＮＡネットワークへ接続される
と、前記携帯電子装置に前記既存のＤＬＮＡネットワークにおいて第２の管理コンソール
として動作する権利を与えるよう要求する要求を前記既存のＤＬＮＡネットワークへ送信
し、
　前記既存のＤＬＮＡネットワークは、前記既存のＤＬＮＡ管理コンソール及び前記第２
の管理コンソールの少なくとも何れかから管理されることを特徴とする請求項１に記載の
ＤＮＬＡ対応の携帯電子装置。
【請求項３】
　前記ＤＬＮＡ管理コンソール回路は、さらに、
　前記既存のＤＬＮＡネットワークから離れた遠隔地から既存のＤＬＮＡネットワークに
接続し、前記遠隔地から既存のＤＬＮＡネットワークを管理し、無線ネットワーク及びＤ
ＬＮＡプロキシを用いるインターネットを介して前記遠隔地から前記既存のＤＬＮＡネッ
トワークへ接続することを特徴とする請求項２に記載のＤＬＮＡ対応の携帯電子装置。
【請求項４】
　前記ＤＬＮＡ管理コンソール回路は、
　前記ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置を含む前記新たなＤＬＮＡネットワークを定義し、前
記新たなＤＬＮＡネットワークのための前記携帯管理コンソールを含み、
　前記ＤＬＮＡ管理コンソール回路は、さらに、
　追加のＤＬＮＡ対応装置から前記新たなＤＬＮＡネットワークへ接続する要求を受信し
、
　前記新たなＤＬＮＡネットワークの管理及び監視の少なくとも一方を行い、
　前記ＤＬＮＡ装置回路は、
　一時的に又は永続的に、前記既存のＤＬＮＡネットワーク及び前記新たなＤＬＮＡネッ
トワークの少なくとも一方に前記携帯電子装置を接続させることを特徴とする請求項１に
記載のＤＬＮＡ対応の携帯電子装置。
【請求項５】
　デジタル・リビング・アライアンス（ＤＬＮＡ）ネットワークのための管理コンソール
であって、
　ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置がＤＬＮＡネットワーク上でのデータの発信源となるべく
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、前記ＤＬＮＡ管理コンソールに関連付けられた前記ＤＬＮＡネットワークへ前記ＤＬＮ
Ａ対応の携帯電子装置を接続させる要求を該ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置から受信する装
置アタッチメント回路と、
　前記既存のＤＬＮＡネットワーク及び新たなＤＮＬＡネットワークの少なくとも何れか
のための携帯管理コンソールとして前記携帯電子装置を動作させる携帯管理コンソール回
路と
の少なくとも何れかを備えることを特徴とする管理コンソール。
【請求項６】
　前記管理コンソールは、前記ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置に含まれ、
　前記管理コンソールは、さらに、
　前記ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置に、前記ＤＬＮＡネットワークから離れた遠隔地から
前記ＤＬＮＡネットワークに接続させ、前記遠隔地から前記ＤＬＮＡネットワークを管理
させることを特徴とする請求項５に記載の管理コンソール。
【請求項７】
　前記管理コンソールは、
　前記ＤＬＮＡ対応の携帯電子装置を含む前記新たなＤＬＮＡネットワークを定義し、前
記新たなＤＬＮＡネットワークのための前記管理コンソールを含み、
　前記管理コンソールは、さらに、
　追加のＤＬＮＡ対応装置から前記新たなＤＬＮＡネットワークへ接続する要求を受信す
ることを特徴とする請求項６に記載の管理コンソール。
【請求項８】
　デジタル・リビング・アライアンス（ＤＬＮＡ）ネットワークにおけるＤＬＮＡ対応の
携帯電子装置を動作させるための方法であって、
　前記携帯電子装置が少なくとも１つの既存のＤＬＮＡ管理コンソールを有する既存のＤ
ＬＮＡネットワーク上でのデータの発信源となるべく、該既存のＤＬＮＡネットワークへ
前記携帯電子装置を接続させるステップと、
　前記既存のＤＬＮＡネットワーク及び新たなＤＮＬＡネットワークの少なくとも何れか
のための携帯管理コンソールとして前記携帯電子装置を動作させるステップと
の少なくとも何れかを含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　前記既存のＤＬＮＡネットワークへ前記携帯電子装置を接続させる前記ステップは、さ
らに、
　前記携帯電子装置がＤＬＮＡ装置として前記既存のＤＬＮＡネットワークへ接続される
ように要求する要求を前記既存の管理コンソールへ送信するステップを含み、
　前記携帯管理コンソールとして前記携帯電子装置を動作させる前記ステップは、さらに
、
　前記携帯電子装置がＤＬＮＡ装置として前記既存のＤＬＮＡネットワークへ接続される
と、前記携帯電子装置に前記既存のＤＬＮＡネットワークにおいて第２の管理コンソール
として動作する権利を与えるよう要求する要求を前記既存のＤＬＮＡネットワークへ送信
するステップを含み、
　前記方法は、
　局所地及び遠隔地の少なくとも何れかの、前記既存のＤＬＮＡ管理コンソール及び前記
第２の管理コンソールの少なくとも何れかから、前記既存のＤＬＮＡネットワークを管理
するステップをさらに含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記携帯管理コンソールとして前記携帯電子装置を動作させる前記ステップは、前記Ｄ
ＬＮＡ対応の携帯電子装置を含む前記新たなＤＬＮＡネットワークを定義するステップを
含み、
　前記携帯管理コンソールは、前記新たなＤＬＮＡネットワークのための前記携帯管理コ
ンソールを含み、
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　前記方法は、
　追加のＤＬＮＡ対応装置から前記新たなＤＬＮＡネットワークへ接続する要求を受信す
るステップと、
　前記携帯管理コンソールを用いて、前記新たなＤＬＮＡネットワークを管理するステッ
プと、前記新たなＤＬＮＡネットワークを監視するステップとの少なくとも一方のステッ
プと
をさらに含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
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