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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータから送信されたＩＰ接続請求を受信するステップと、
　受信した前記ＩＰ接続請求に基づき、前記コンピュータのＩＰアドレスを取得するステ
ップと、
　スクリーンキャプチャの画像とスクリーンキャプチャの画像の方向情報を取得するステ
ップと、
　ＩＰ層を通して受信した前記ＩＰアドレスに基づき、前記スクリーンキャプチャの画像
と前記方向情報を前記コンピュータに送信するステップと
を含むことを特徴とする画像伝送の方法。
【請求項２】
　前記スクリーンキャプチャの画像の方向情報を取得するステップは、
　ローカルにプリセットされたスクリーンキャプチャの画像の方向情報を保存する保存場
所から方向情報を読み込むステップ、または、
　前記スクリーンキャプチャの画像の縦横の比率に基づき、スクリーンキャプチャの画像
の方向情報を確定するステップ、または、
　ローカルの方向センサで確定した方向情報に基づき、スクリーンキャプチャの画像の方
向情報を確定するステップ
を含むことを特徴とする請求項１に記載の画像伝送の方法。
【請求項３】
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　さらに、
　前記スクリーンキャプチャの画像を圧縮し、圧縮されたスクリーンキャプチャの画像を
取得するステップを含み、
　前記ＩＰ層を通して、前記スクリーンキャプチャの画像と前記スクリーンキャプチャの
画像の方向情報を前記コンピュータに送信するステップは、ＩＰ層を通して、前記圧縮さ
れたスクリーンキャプチャの画像と前記方向情報をコンピュータに送信するステップを含
むこと
　を特徴とする請求項１に記載の画像伝送の方法。
【請求項４】
　前記ＩＰ接続請求は、ＩＰ層に基づくリアルタイムストリーミングプロトコルのＲＴＳ
Ｐセッション接続請求であり、
　ＲＴＳＰセッション接続請求は、スクリーンキャプチャの画像を伝送するためのＵＤＰ
ポート番号を含み、
　前記ＩＰ層を通して受信した前記ＩＰアドレスに基づき、前記スクリーンキャプチャの
画像と前記スクリーンキャプチャの画像の方向情報を前記コンピュータに送信するステッ
プは、ＩＰ層のＲＴＳＰセッションを通して、前記ＩＰアドレスとＵＤＰポート番号を有
するコンピュータに前記スクリーンキャプチャの画像と前記方向情報を送信するステップ
を含むこと
　を特徴とする請求項１に記載の画像伝送の方法。
【請求項５】
　ローカルに保存されているモバイル端末のＩＰアドレスに基づき、モバイル端末にＩＰ
接続請求を送信するステップと、
　ＩＰ層を通して前記モバイル端末から送信されたスクリーンキャプチャの画像とスクリ
ーンキャプチャの画像の方向情報を受信するステップと、
　前記方向情報により前記スクリーンキャプチャの画像を表示するステップと
を含むことを特徴とする画像伝送の方法。
【請求項６】
　前記方向情報により前記スクリーンキャプチャの画像を表示するステップは、前記方向
情報により、前記スクリーンキャプチャの画像を表示するためのウィンドウの比率とサイ
ズを制御し、前記ウィンドウを通して前記スクリーンキャプチャの画像を表示するステッ
プを含むこと
　を特徴とする請求項５に記載の画像伝送の方法。
【請求項７】
　前記ＩＰ接続請求は、ＩＰ層に基づくＲＴＳＰセッション接続請求であり、
　ＲＴＳＰセッション接続請求は、スクリーンキャプチャの画像を伝送するためのＵＤＰ
ポート番号を含み、
　前記ＩＰ層を通して前記モバイル端末から送信されたスクリーンキャプチャの画像とス
クリーンキャプチャの画像の方向情報を受信するステップは、ＩＰ層のＲＴＳＰセッショ
ンを通して、前記ＵＤＰポート番号で、前記モバイル端末から送信されたスクリーンキャ
プチャの画像とスクリーンキャプチャの画像の方向情報を受信するステップを含むこと
　を特徴とする請求項５に記載の画像伝送の方法。
【請求項８】
　コンピュータから送信されたＩＰ接続請求を受信するための受信モジュールと、
　受信した前記ＩＰ接続請求に基づき、前記コンピュータのＩＰアドレスを取得するため
のＩＰモジュールと、
　スクリーンキャプチャの画像とスクリーンキャプチャの画像の方向情報を取得するため
の取得モジュールと、
　ＩＰ層を通して受信した前記ＩＰアドレスに基づき、前記スクリーンキャプチャの画像
と前記スクリーンキャプチャの画像の方向情報を前記コンピュータに送信するための送信
モジュールと、を含むこと
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　を特徴とする画像伝送の装置。
【請求項９】
　前記取得モジュールは、
　ローカルにプリセットされたスクリーンキャプチャの画像の方向情報を保存する保存場
所から方向情報を読み込むための読込手段、又は、
　スクリーンキャプチャの画像の縦横の比率に基づき、スクリーンキャプチャの画像の方
向情報を確定するための比例手段、又は、
　ローカルの方向センサで確定した方向情報に基づき、スクリーンキャプチャの画像の方
向情報を確定するためのセンサ手段
を含むことを特徴とする請求項８に記載の画像伝送の装置。
【請求項１０】
　前記装置は、さらに、前記スクリーンキャプチャの画像を圧縮し、圧縮されたスクリー
ンキャプチャの画像を取得するための圧縮手段を含み、
　前記送信モジュールは、ＩＰ層を通して、前記圧縮されたスクリーンキャプチャの画像
と前記方向情報をコンピュータに送信すること
　を特徴とする請求項８に記載の画像伝送の装置。
【請求項１１】
　前記ＩＰ接続請求は、ＩＰ層に基づくリアルタイムストリーミングプロトコルのＲＴＳ
Ｐセッション接続請求であり、
　ＲＴＳＰセッション接続請求は、スクリーンキャプチャの画像を伝送するためのＵＤＰ
ポート番号を含み、
　前記送信モジュールは、ＩＰ層のＲＴＳＰセッションを通して、前記ＩＰアドレスとＵ
ＤＰポート番号を有するコンピュータに前記スクリーンキャプチャの画像と前記方向情報
を送信する
ことを特徴とする請求項８に記載の画像伝送の装置。
【請求項１２】
　ローカルに保存されているモバイル端末のＩＰアドレスに基づき、モバイル端末にＩＰ
接続請求を送信するための送信モジュールと、
　ＩＰ層を通して、前記モバイル端末から送信されたスクリーンキャプチャの画像とスク
リーンキャプチャの画像の方向情報を受信するための受信モジュールと、
　前記方向情報により前記スクリーンキャプチャの画像を表示するための表示モジュール
と
を含むことを特徴とする画像伝送の装置。
【請求項１３】
　前記表示モジュールは、前記方向情報により、前記スクリーンキャプチャの画像を表示
するためのウィンドウの比率とサイズを制御し、前記ウィンドウを通して前記スクリーン
キャプチャの画像を表示すること
を特徴とする請求項１２に記載の画像伝送の装置。
【請求項１４】
　前記ＩＰ接続請求は、ＩＰ層に基づくリアルタイムストリーミングプロトコルのＲＴＳ
Ｐセッション接続請求であり、
　ＲＴＳＰセッション接続請求は、スクリーンキャプチャの画像を伝送するためのＵＤＰ
ポート番号を含み、
　前記受信モジュールは、ＩＰ層のＲＴＳＰセッションを通して、前記ＵＤＰポート番号
で、前記モバイル端末から送信されたスクリーンキャプチャの画像とスクリーンキャプチ
ャの画像の方向情報を受信すること
　を特徴とする請求項１２に記載の画像伝送の装置。
【請求項１５】
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能の命令を保存するメモリーと、を含み、
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　そのうち、前記プロセッサは、
　コンピュータから送信されたＩＰ接続請求を受信し、
　受信した前記ＩＰ接続請求に基づき、前記コンピュータのＩＰアドレスを取得し、
　スクリーンキャプチャの画像とスクリーンキャプチャの画像の方向情報を取得し、
　ＩＰ層を通して受信した前記ＩＰアドレスに基づき、前記スクリーンキャプチャの画像
と前記方向情報を前記コンピュータに送信する
ように構成されたことを特徴とする画像伝送の装置。
【請求項１６】
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能の命令を保存するメモリーと、を含み、
　そのうち、前記プロセッサは、
　ローカルに保存されているモバイル端末のＩＰアドレスに基づき、モバイル端末にＩＰ
接続請求を送信し、
　ＩＰ層を通して、前記モバイル端末から送信されたスクリーンキャプチャの画像とスク
リーンキャプチャの画像の方向情報を受信し、
　前記方向情報により前記スクリーンキャプチャの画像を表示する
ように構成されたことを特徴とする画像伝送の装置。
【請求項１７】
　プロセッサに実行されることにより、請求項１から請求項７のいずれかに記載の方法を
実現することを特徴とするプログラム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載のプログラムが記録された記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は出願番号が２０１４１０２０３５７０.０、出願日が２０１４年０５月１４日
である中国特許出願に基づき優先権を主張し、当該中国特許出願のすべての内容を本願に
援用する。
　本開示は、通信およびコンピュータ処理分野、特に画像伝送の方法、装置、プログラム
及び記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子技術の発展に伴い、ますます多くの端末設備が人々に様々なサービスを提供する。
例えば、エンターテインメントサービス、情報検索サービスやインタラクティブサービス
などがある。端末設備には携帯電話、コンピュータやテレビなどがある。関係技術は、携
帯電話とコンピュータ、携帯電話とテレビ、コンピュータとテレビをそれぞれ接続した通
信が実現できる。
【０００３】
　本開示の発明者は、関係技術には、携帯電話はディスプレイ自動回転機能があるので、
携帯電話にある画像が横向きディスプレイと縦向きディスプレイのいずれにも表示される
ことができる。同じ画像に対して、横向きディスプレイと縦向きディスプレイの比率が異
なるので、携帯電話にある画像をコンピュータに伝送するとき、コンピュータでの表示効
果が好ましくない、という問題を早急に解決すべきだと発見した。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　関係技術に存在する問題を克服するために、本開示は画像伝送の方法と装置、プログラ
ム及び記録媒体を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　本開示の実施例の第一の局面に基づき、一の画像伝送の方法を提供する。この方法は、
　コンピュータから送信されたＩＰ接続請求を受信するステップと、
　受信した前記ＩＰ接続請求に基づき、前記コンピュータのＩＰアドレスを取得するステ
ップと、
　スクリーンキャプチャの画像とスクリーンキャプチャの画像の方向情報を取得するステ
ップと、
　ＩＰ層を通して受信した前記ＩＰアドレスに基づき、前記スクリーンキャプチャの画像
と前記方向情報を前記コンピュータに送信するステップと
を含む。
【０００６】
　前記スクリーンキャプチャの画像の方向情報を取得するステップは、
　ローカルにプリセットされたスクリーンキャプチャの画像の方向情報を保存する保存場
所から方向情報を読み込むステップ、または、
　前記スクリーンキャプチャの画像の縦横の比率に基づき、スクリーンキャプチャの画像
の方向情報を確定するステップ、または、
　ローカルの方向センサで確定した方向情報に基づき、スクリーンキャプチャの画像の方
向情報を確定するステップ
を含む。
【０００７】
　前記方法は、さらに、前記スクリーンキャプチャの画像を圧縮し、圧縮されたスクリー
ンキャプチャの画像を取得するステップを含み、
　前記ＩＰ層を通して、前記スクリーンキャプチャの画像と前記スクリーンキャプチャの
画像の方向情報を前記コンピュータに送信するステップは、ＩＰ層を通して、前記圧縮さ
れたスクリーンキャプチャの画像と前記方向情報をコンピュータに送信するステップを含
む。
【０００８】
　前記ＩＰ接続請求は、ＩＰ層に基づくリアルタイムストリーミングプロトコルのＲＴＳ
Ｐセッション接続請求であり、
　ＲＴＳＰセッション接続請求は、スクリーンキャプチャの画像を伝送するためのＵＤＰ
ポート番号を含み、
　前記ＩＰ層を通して受信した前記ＩＰアドレスに基づき、前記スクリーンキャプチャの
画像と前記スクリーンキャプチャの画像の方向情報を前記コンピュータに送信するステッ
プは、ＩＰ層のＲＴＳＰセッションを通して、前記ＩＰアドレスとＵＤＰポート番号を有
するコンピュータに前記スクリーンキャプチャの画像と前記方向情報を送信するステップ
を含む。
【０００９】
　本開示の実施例の第二の局面に基づき、画像伝送の方法を提供する。この方法は、
　ローカルに保存されているモバイル端末のＩＰアドレスに基づき、モバイル端末にＩＰ
接続請求を送信するステップと、
　ＩＰ層を通して前記モバイル端末から送信されたスクリーンキャプチャの画像とスクリ
ーンキャプチャの画像の方向情報を受信するステップと、
　前記方向情報により前記スクリーンキャプチャの画像を表示するステップとを含む。
【００１０】
　前記方向情報により前記スクリーンキャプチャの画像を表示するステップは、前記方向
情報により、前記スクリーンキャプチャの画像を表示するためのウィンドウの比率とサイ
ズを制御し、前記ウィンドウを通して前記スクリーンキャプチャの画像を表示するステッ
プを含む。
【００１１】
　前記ＩＰ接続請求は、ＩＰ層に基づくＲＴＳＰセッション接続請求であり、
　ＲＴＳＰセッション接続請求は、スクリーンキャプチャの画像を伝送するためのＵＤＰ
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ポート番号を含み、
　前記ＩＰ層を通して前記モバイル端末から送信されたスクリーンキャプチャの画像とス
クリーンキャプチャの画像の方向情報を受信するステップは、ＩＰ層のＲＴＳＰセッショ
ンを通して、前記ＵＤＰポート番号で、前記モバイル端末から送信されたスクリーンキャ
プチャの画像とスクリーンキャプチャの画像の方向情報を受信するステップを含む。
【００１２】
　本開示の実施例の第三の局面に基づき、画像伝送の装置を提供する。この装置は、
　コンピュータから送信されたＩＰ接続請求を受信するための受信モジュールと、
　受信した前記ＩＰ接続請求に基づき、前記コンピュータのＩＰアドレスを取得するため
のＩＰモジュールと、
　スクリーンキャプチャの画像とスクリーンキャプチャの画像の方向情報を取得するため
の取得モジュールと、
　ＩＰ層を通して受信した前記ＩＰアドレスに基づき、前記スクリーンキャプチャの画像
と前記スクリーンキャプチャの画像の方向情報を前記コンピュータに送信するための送信
モジュールと、を含む。
【００１３】
　前記取得モジュールは、
　ローカルにプリセットされたスクリーンキャプチャの画像の方向情報を保存する保存場
所から方向情報を読み込むための読込手段、又は、
　スクリーンキャプチャの画像の縦横の比率に基づき、スクリーンキャプチャの画像の方
向情報を確定するための比例手段、又は、
　ローカルの方向センサで確定した方向情報に基づき、スクリーンキャプチャの画像の方
向情報を確定するためのセンサ手段を含む。
【００１４】
　前記装置は、さらに、前記スクリーンキャプチャの画像を圧縮し、圧縮されたスクリー
ンキャプチャの画像を取得するための圧縮手段を含み、
　前記送信モジュールは、ＩＰ層を通して、前記圧縮されたスクリーンキャプチャの画像
と前記方向情報をコンピュータに送信する。
【００１５】
　前記ＩＰ接続請求は、ＩＰ層に基づくリアルタイムストリーミングプロトコルのＲＴＳ
Ｐセッション接続請求であり、
　ＲＴＳＰセッション接続請求は、スクリーンキャプチャの画像を伝送するためのＵＤＰ
ポート番号を含み、
　前記送信モジュールは、ＩＰ層のＲＴＳＰセッションを通して、前記ＩＰアドレスとＵ
ＤＰポート番号を有するコンピュータに前記スクリーンキャプチャの画像と前記方向情報
を送信する。
【００１６】
　本開示の実施例の第四の局面に基づき、一の画像伝送の装置を提供する。この装置は、
　ローカルに保存されているモバイル端末のＩＰアドレスに基づき、モバイル端末にＩＰ
接続請求を送信するための送信モジュールと、
　ＩＰ層を通して、前記モバイル端末から送信されたスクリーンキャプチャの画像とスク
リーンキャプチャの画像の方向情報を受信するための受信モジュールと、
　前記方向情報により前記スクリーンキャプチャの画像を表示するための表示モジュール
とを含む。
【００１７】
　前記表示モジュールは、前記方向情報により、前記スクリーンキャプチャの画像を表示
するためのウィンドウの比率とサイズを制御し、前記ウィンドウを通して前記スクリーン
キャプチャの画像を表示する。
【００１８】
　前記ＩＰ接続請求は、ＩＰ層に基づくリアルタイムストリーミングプロトコルのＲＴＳ
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Ｐセッション接続請求であり、
　ＲＴＳＰセッション接続請求は、スクリーンキャプチャの画像を伝送するためのＵＤＰ
ポート番号を含み、
　前記受信モジュールは、ＩＰ層のＲＴＳＰセッションを通して、前記ＵＤＰポート番号
で、前記モバイル端末から送信されたスクリーンキャプチャの画像とスクリーンキャプチ
ャの画像の方向情報を受信する。
【００１９】
　本開示の実施例の第五の局面に基づき、画像伝送の装置を提供する。この装置は、
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能の命令を保存するメモリーと、を含み、
　そのうち、前記プロセッサは、
　コンピュータから送信されたＩＰ接続請求を受信し、
　受信した前記ＩＰ接続請求に基づき、前記コンピュータのＩＰアドレスを取得し、
　スクリーンキャプチャの画像とスクリーンキャプチャの画像の方向情報を取得し、
ＩＰ層を通して受信した前記ＩＰアドレスに基づき、前記スクリーンキャプチャの画像と
前記方向情報を前記コンピュータに送信するように構成されている。
【００２０】
　本開示の実施例の第六の局面に基づき、画像伝送の装置を提供する。この装置は、
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能の命令を保存するメモリーと、を含み、
　そのうち、前記プロセッサは、
　ローカルに保存されているモバイル端末のＩＰアドレスに基づき、モバイル端末にＩＰ
接続請求を送信し、
　ＩＰ層を通して、前記モバイル端末から送信されたスクリーンキャプチャの画像とスク
リーンキャプチャの画像の方向情報を受信し、
　前記方向情報により前記スクリーンキャプチャの画像を表示するように構成されている
。
【００２１】
　本発明のその他の実施態様は、
　プロセッサに実行されることにより、前記方法を実現することを特徴とするプログラム
を提供する。
【００２２】
　本発明のその他の実施態様は、
　前記プログラムが記録された記録媒体を提供する。
【発明の効果】
【００２３】
　本開示の実施例によって提供される技術的方案は、以下の好ましい効果を含むことがで
きる。
　本実施例は、ＩＰ層を通してスクリーンキャプチャの画像を伝送し、物理層のハードウ
ェアに制限されなく、ＵＳＢと無線通信のいずれにも適用できる。そして、コンピュータ
にはモバイル端末のＩＰアドレスを保存し、アドレスを探す過程がなくてもモバイル端末
にＩＰ接続請求を送信することができ、モバイル端末が一度ＩＰ接続請求を受信すると、
コンピュータのＩＰアドレスを取得することができ、ＩＰ接続過程を簡潔化する。その他
、本実施例は、スクリーンキャプチャの画像を伝送する他に、スクリーンキャプチャの画
像の方向情報も伝送することで、受信側が方向情報によりスクリーンキャプチャの画像を
より良く表示し、表示効果を高めることを図る。
【００２４】
　以上の概要描写と後文の詳細な描写は例示的、解釈的なものであり、本開示を制限する
ことができないと理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
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【００２５】
　明細書に添付される添付図面は、明細書の一部として、本発明に合う実施例を示し、明
細書と共に本発明の原理を解釈することに用いられる。
【００２６】
【図１】図１は一の例示的な実施例により示された、スクリーンキャプチャの画像を表示
する模式図である。
【図２】図２は一の例示的な実施例により示された、スクリーンキャプチャの画像を表示
する模式図である。
【図３】図３は一の例示的な実施例により示された、スクリーンキャプチャの画像を表示
する模式図である。
【図４】図４は一の例示的な実施例により示された、画像伝送の方法のフローチャートで
ある。
【図５】図５は一の例示的な実施例により示された、モバイル端末方向の模式図である。
【図６】図６は一の例示的な実施例により示された、モバイル端末方向の模式図である。
【図７】図７は一の例示的な実施例により示された、接続過程の方法のフローチャートで
ある。
【図８】図８は一の例示的な実施例により示された、画像伝送の方法のフローチャートで
ある。
【図９】図９は一の例示的な実施例により示された、画像伝送の装置のブロック図である
。
【図１０】図１０は一の例示的な実施例により示された、スクリーンキャプチャの画像を
表示する模式図である。
【図１１】図１１は一の例示的な実施例により示された、画像伝送の装置のブロック図で
ある。
【図１２】図１２は一の例示的な実施例により示された、画像伝送の装置のブロック図で
ある。
【図１３】図１３は一の例示的な実施例により示された、取得モジュールのブロック図で
ある。
【図１４】図１４は一の例示的な実施例により示された、画像伝送の装置のブロック図で
ある。
【図１５】図１５は一の例示的な実施例により示された、画像伝送の装置のブロック図で
ある。
【図１６】図１６は一の例示的な実施例により示された、画像伝送の装置のブロック図で
ある。
【図１７】図１７は一の例示的な実施例により示された装置のブロック図である。
【図１８】図１８は一の例示的な実施例により示された装置のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
具体的な実施方式
　ここで例示的な実施例に対して詳細的な説明を行い、その例が添付図面に表示される。
以下の描写は添付図面に関するとき、他の表示があるのを除いて、異なった添付図面に同
じ符号が同じ或いは相似の要素を代表する。以下の例示的な実施例に描写された実施方式
が本発明に一致する全部の実施方式を代表するものではない。逆に、それらは添付特許請
求の範囲に詳細的に描写された本発明の一部に対応する装置と方法の例でしかない。
【００２８】
　モバイル端末は自身の向きにより、横向きディスプレイ或いは縦向きディスプレイのよ
うに自動的にディスプレイの表示方式を調整することができる。例えば、移動端末の横向
きディスプレイで表示するスクリーンキャプチャの画像が、図１に示したものであり、縦
向きディスプレイで表示するスクリーンキャプチャの画像が、図２で示したものである。
図１と図２を通して、横向きディスプレイと縦向きディスプレイで表示するスクリーンキ
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ャプチャの画像の縦横の比率が異なることが分かる。しかし、大部分のコンピュータは、
ディスプレイウィンドウの表示比率が１６：９である。コンピュータは、図１と図２で示
したスクリーンキャプチャの画像を受信すると、それらを１６：９のディスプレイウィン
ドウで表示するとき、横向きディスプレイのスクリーンキャプチャの画像の表示効果が図
１とほぼ同じであるが、縦向きディスプレイのスクリーンキャプチャの画像の表示効果は
、図３に示されたようになる。図３を通して、スクリーンキャプチャの画像が明らかに縮
小され、解像度が比較的悪いことが分かる。はっきり表示させるように、拡大する必要が
ある。本開示実施例において、モバイル端末は、スクリーンキャプチャの画像を伝送する
他に、スクリーンキャプチャの画像の方向情報も伝送し、伝送される情報量が多くなり、
コンピュータ側のディスプレイに参照情報を提供することができる。コンピュータは、方
向情報により適切にスクリーンキャプチャの画像を表示し、表示効果を高めることができ
る。
【００２９】
　図４は一の例示的な実施例により示された、画像伝送の方法のフローチャートであり、
図４が示したように、この方法がモバイル端末で実現でき、以下のステップを含む、
　ステップ４０１において、コンピュータから送信されたＩＰ接続請求を受信する。
　ステップ４０２において、受信した前記ＩＰ接続請求に基づき、前記コンピュータのＩ
Ｐアドレスを取得する。
　ステップ４０３において、スクリーンキャプチャの画像とスクリーンキャプチャの画像
の方向情報を取得する。
　ステップ４０４において、ＩＰ層（レイヤ）を通して、受信した前記ＩＰアドレスに基
づき、前記スクリーンキャプチャの画像と前記方向情報を前記コンピュータに送信する。
【００３０】
　本実施例において、モバイル端末は、スクリーンキャプチャの画像を取得し伝送する他
に、スクリーンキャプチャの画像の方向情報も取得し伝送する。その目的として、方向情
報を相手の側のコンピュータに提供することで、コンピュータが、方向情報によりスクリ
ーンキャプチャの画像をより良く表示し、モバイル端末の横向きディスプレイ或いは縦向
きディスプレイにおける画像の表示効果が好ましくないという問題を解決することにある
。さらに、モバイル端末が一度ＩＰ接続請求を受信すると、コンピュータのＩＰアドレス
を取得することができ、後続のスクリーンキャプチャの画像の伝送が実現でき、ＩＰ接続
過程を簡潔化し、効率を高める。
【００３１】
　モバイル端末とコンピュータは、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ
、ユニバーサル・シリアル・バス）或いは無線で接続でき、無線接続は、ｗｉｆｉ（Ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ、ワイヤレス・フィディリティー）接続、ブルートゥー
ス（登録商標）接続とＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ、近
距離無線通信）接続などを含む。関係技術では、モバイル端末とコンピュータは、前記接
続を通して情報を送信し伝送する。前記の接続送信は、全て物理層でなされ、相互の互換
性が比較的悪い。スクリーンキャプチャの画像の伝送が各接続方式に適用され得るために
、本実施例では、ＩＰ層を用いて、ＩＰ層を通してスクリーンキャプチャの画像を伝送し
、各物理接続方式に互換できる。
【００３２】
　本実施例では、モバイル端末は、携帯電話、タブレットＰＣなど自動回転機能を持つ電
子設備であることができる。コンピュータは、ノートパソコン、デスクトップＰＣなど自
動回転機能を持たない電子設備であることができる。
【００３３】
　ステップ４０３において、スクリーンキャプチャの画像を取得するための多種の実現方
式があり、例えば、方式Ａ１－方式Ａ３である。
【００３４】
　方式Ａ１：モバイル端末は、専用の状況符号で目下のディスプレイ方向をマークし、そ
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して、その状況符号をプリセットの保存場所（メモリー）に保存する。本実施例において
、この状況符号をスクリーンキャプチャの画像の方向情報とすることができる。したがっ
て、ローカルにプリセットされたスクリーンキャプチャの画像の方向情報を保存する保存
場所から方向情報を読み込むことができる。
【００３５】
　方式Ａ２：図１に示したように、横向きディスプレイはスクリーンキャプチャの画像の
横縦の比率（アスペクト比）が１６：９であり、長さが幅より大きい。図２に示したよう
に、縦向きディスプレイはスクリーンキャプチャの画像の横縦の比率が９：１６であり、
長さが幅より小さい。したがって、スクリーンキャプチャの画像の長さが幅より大きいこ
とを通して、スクリーンキャプチャの画像が横向きディスプレイのスクリーンキャプチャ
の画像と確定することができる。そして、スクリーンキャプチャの画像の長さが幅より小
さいことを通して、スクリーンキャプチャの画像が縦向きディスプレイのスクリーンキャ
プチャの画像と確定することができる。したがって、スクリーンキャプチャの画像の横縦
の比率に基づき、スクリーンキャプチャの画像の方向情報を確定することができる。
【００３６】
　方式Ａ３：モバイル端末がローカルの方向センサを通して、自身の回転が発生すること
を感知し、そして、自動的にディスプレイを回転するので、モバイル端末がローカルの方
向センサを通して目下の方向を確定でき、また、方向センサが提供する方向情報により目
下のディスプレイが横向きディスプレイか或いは縦向きディスプレイかを確定できる。し
たがって、ローカルの方向センサが確定する方向情報に基づき、スクリーンキャプチャの
画像の方向情報を確定することができる。例えば、図５と図６を参照する。モバイル端末
の方向が（０，４５）、（１２５，２２５）或いは（３１５，３６０）にあるとき、横向
きディスプレイであり、スクリーンキャプチャの画像の方向情報が横向きディスプレイの
方向情報である。モバイル端末の方向が（４５，１２５）、或いは（２２５，３１５）に
あるとき、縦向きディスプレイであり、スクリーンキャプチャの画像の方向情報が縦向き
ディスプレイの方向情報である。
【００３７】
　本実施例の方向情報には、横向きディスプレイの方向情報と縦向きディスプレイの方向
情報が含まれ、多種の表現形式があることができる。例えば、「０」が横向きディスプレ
イの方向情報を示し、「１」が縦向きディスプレイの方向情報を示す。
【００３８】
　ステップ４０３において、スクリーンキャプチャの画像を取得する過程は応用場面によ
って実現方式が異なってもよい。例えば、方式Ｂ１と方式Ｂ２である。
【００３９】
　方式Ｂ１：スクリーンキャプチャと伝送の命令を受けると、スクリーンキャプチャの操
作を行い、スクリーンキャプチャの画像を取得する。その後、取得したスクリーンキャプ
チャの画像を送信する。この方式はワンタイムのスクリーンキャプチャの画像の取得と伝
送に適用できる。
【００４０】
　方式Ｂ２：ローカルの画面をスクリーンキャプチャし、スクリーンキャプチャの画像を
取得する。取得したスクリーンキャプチャの画像をフレームバッファー（Ｆｒａｍｅｂｕ
ｆｆｅｒ）に保存する。フレームバッファーからスクリーンキャプチャの画像を取得する
。この方式はリアルタイムのデュアルスクリーンの同期（２画面を同期にすること）に適
用できる。同期命令を受けた後、スクリーンキャプチャを連続的に行い、一枚のスクリー
ンキャプチャの画像を取得すると、このスクリーンキャプチャの画像をフレームバッファ
ーに保存する。それから、フレームバッファーからスクリーンキャプチャの画像を読み込
んで伝送し、そうすると、スクリーンキャプチャと送信が同期ではない問題を緩和するこ
とができる。それに、一枚のスクリーンキャプチャの画像を送信してから、このスクリー
ンキャプチャの画像をフレームバッファーから削除することで、引き続き新たなスクリー
ンキャプチャの画像を保存することができる。
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【００４１】
　伝送効率を高めるために、前記スクリーンキャプチャの画像を圧縮し、圧縮されたスク
リーンキャプチャの画像を取得する。ＩＰ層を通して、前記圧縮されたスクリーンキャプ
チャの画像と前記方向情報をコンピュータに送信する。
【００４２】
　ステップ４０１において、モバイル端末がＩＰ接続請求を受信することで、ＩＰ接続を
構築することとなり、ＩＰ接続を構築する過程を簡潔化する。後続のスクリーンキャプチ
ャの画像を伝送するために、本実施例ではセッションプロトコル（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ）を用いて伝送を行う。したがって、前記ＩＰ接続請求はＩＰ層に基づくＲ
ＴＳＰ（Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ、リアルタイムス
トリーミングプロトコル）セッション接続請求であり、ＲＴＳＰセッション接続請求はス
クリーンキャプチャの画像を伝送するためのＵＤＰポート番号を含む。以下にＲＴＳＰセ
ッション接続の過程について説明する。
【００４３】
　モバイル端末は、ＲＴＳＰサービスが起動する状態にある。コンピュータから接続請求
を送信することを例として、図７を参照する。コンピュータは予めモバイル端末のＩＰア
ドレスを取得し、たとえば、ＵＳＢ接続とｗｉｆｉスキャニングなどの方式を通して、モ
バイル端末のＩＰアドレスを取得する。
【００４４】
　ステップ７０１において、コンピュータは、モバイル端末のＩＰアドレスに基づき、モ
バイル端末にＲＴＳＰセッション接続請求を送信する。そのうち、ＲＴＳＰセッション接
続請求がコンピュータのＩＰアドレスとＵＤＰポート番号を含み、ＵＤＰポート番号がス
クリーンキャプチャの画像の伝送に用いられる。
【００４５】
　ステップ７０２において、モバイル端末が、コンピュータにＲＴＳＰセッション接続応
答を送信する。ＲＴＳＰセッション接続応答を通して、コンピュータと各パラメーターの
ネゴシエーション（ｐａｒａｍｅｔｅｒ　ｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎ）を行い、これは応答
過程とパラメーターのネゴシエーションの過程を合併することに相当し、接続過程をさら
に簡潔化する。
【００４６】
　ステップ７０３において、モバイル端末は、コンピュータのＩＰアドレスとＵＤＰポー
ト番号を保存する。これは、後続のクリーンキャプチャの画像を伝送するためである。
【００４７】
　図７が示した接続過程の後に、ステップ４０４において、ＩＰ層のＲＴＳＰセッション
を通して、前記ＩＰアドレスとＵＤＰポート番号を有するコンピュータに前記スクリーン
キャプチャの画像と前記方向情報を送信する。
【００４８】
　モバイル端末がコンピュータとの接続を構築した後、オフラインが生じる可能性がある
。オフラインになる情況は二つある。情況１：異常オフライン、その原因はモバイル端末
の故障或いはコンピュータの故障にあるかもしれない。情況２：正常オフライン、例えば
、モバイル端末がコンピュータにオフラインメッセージ或いは一時停止メッセージを送信
し、コンピュータがオフラインメッセージ或いは一時停止メッセージを受信してから、オ
フラインの操作を行う。
【００４９】
　以上はモバイル端末の角度からスクリーンキャプチャの画像を伝送する過程を説明し、
スクリーンキャプチャの画像を受信するのはコンピュータであった。以下はコンピュータ
の角度からスクリーンキャプチャの画像を伝送する過程を説明する。
【００５０】
　図８は一の例示的な実施例により示された、画像伝送の方法のフローチャートであり、
図８が示したように、この方法はコンピュータで実現でき、以下のステップが含まれる：



(12) JP 5982079 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

　ステップ８０１において、ローカルに保存しているモバイル端末のＩＰアドレスに基づ
き、モバイル端末にＩＰ接続請求を送信する。
　ステップ８０２において、ＩＰ層を通して、前記モバイル端末から送信されたスクリー
ンキャプチャの画像とスクリーンキャプチャの画像の方向情報を受信する。
　ステップ８０３において、前記方向情報により前記スクリーンキャプチャの画像を表示
する。
【００５１】
　本実施例において、コンピュータがスクリーンキャプチャの画像を受信する他に、スク
リーンキャプチャの画像の方向情報も受信し、受信した情報量が増える。それに、コンピ
ュータが受信した方向情報に基づき、スクリーンキャプチャの画像をより良く表示し、表
示効果を高めることができる。また、コンピュータがＩＰ層を通してスクリーンキャプチ
ャの画像と方向情報を受信するので、各物理接続に互換でき、物理接続の形に制限されな
い。
【００５２】
　ステップ８０３において、前記方向情報により前記スクリーンキャプチャの画像を表示
することについては、多種の実現方式があり得る。例えば方式Ｃ１と方式Ｃ２である。
【００５３】
　方式Ｃ１：一般的に、コンピュータのディスプレイは１６：９であり、したがって、デ
ィスプレイウィンドウも１６：９である。こういうディスプレイウィンドウが横向きディ
スプレイのスクリーンキャプチャされた画像を表示することに比較的合致する。それ故、
方向情報によりスクリーンキャプチャの画像が横向きディスプレイのスクリーンキャプチ
ャの画像であることを確定すると、そのままスクリーンキャプチャの画像を表示すること
ができる。方向情報によりスクリーンキャプチャの画像が縦向きディスプレイのスクリー
ンキャプチャの画像であることを確定すると、ディスプレイウィンドウの長さ方向にスク
リーンキャプチャの画像を拡大して表示する。
【００５４】
　方式Ｃ２：コンピュータが前記方向情報により前記スクリーンキャプチャの画像を表示
するウィンドウの比率とサイズを制御し、前記ウィンドウを通して前記スクリーンキャプ
チャの画像を表示する。方式Ｃ２において、ディスプレイウィンドウの比率とサイズは固
定ではなく、スクリーンキャプチャの画像の情況によって調整される。例えば、方向情報
によりスクリーンキャプチャの画像が横向きディスプレイのスクリーンキャプチャの画像
であることを確定すると、ディスプレイウィンドウの比率が１６：９であり、ディスプレ
イウィンドウのサイズがスクリーンキャプチャの画像の解像度によって調整される。方向
情報によりスクリーンキャプチャの画像が縦向きディスプレイのスクリーンキャプチャの
画像であることを確定すると、ディスプレイウィンドウの比率が９：１６であり、ディス
プレイウィンドウのサイズがスクリーンキャプチャの画像の解像度によって調整される。
【００５５】
　ステップ８０１において、コンピュータは、モバイル端末のＩＰアドレスを保存してい
る。例えば、コンピュータには「携帯電話アシスタント」のアプリがインストールされ、
このアプリを通してモバイル端末のＩＰアドレスを取得することで、アドレスを探す過程
が不要となる。コンピュータは、直接、保存したＩＰアドレスを通してモバイル端末にＩ
Ｐ接続請求を送信することができる。そして、スクリーンキャプチャの画像を便利に伝送
するために、前記ＩＰ接続請求はＩＰ層に基づくＲＴＳＰセッション接続請求であり、Ｒ
ＴＳＰセッション接続請求はスクリーンキャプチャの画像を伝送するためのＵＤＰポート
番号を含む。接続過程は前文の説明を参照でき、ここでは省略する。そして、ステップ８
０２において、ＩＰ層を通してのＲＴＳＰセッションは、前記ＵＤＰポート番号で前記モ
バイル端末から送信されたスクリーンキャプチャの画像とスクリーンキャプチャの画像の
方向情報を受信する。
【００５６】
　以上の説明を通して、スクリーンキャプチャの画像を伝送する複数の段階については、
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多種の実現方式があり、以下において、幾つかの実施例を通して、実現過程を詳細的に説
明する。
【００５７】
　図９は一の例示的な実施例により示された、画像伝送の方法のフローチャートであり、
図９に示したように、以下のステップが含まれる：
　ステップ９０１において、モバイル端末がスクリーンキャプチャと伝送の命令を受ける
と、スクリーンキャプチャの操作を行い、スクリーンキャプチャの画像を取得する。
　ステップ９０２において、モバイル端末が、ローカルにプリセットされたスクリーンキ
ャプチャの画像の方向情報を保存する保存場所から方向情報を読み込む。
　ステップ９０３において、モバイル端末が、ＩＰ層を通してスクリーンキャプチャの画
像と方向情報をコンピュータに送信する。
　ステップ９０４において、コンピュータは、ＩＰ層を通してモバイル端末から送信され
たスクリーンキャプチャの画像と方向情報を受信する。方向情報によりスクリーンキャプ
チャの画像が横向きディスプレイのスクリーンキャプチャの画像であることを確定すると
、ステップ９０５を行い、一方、方向情報によりスクリーンキャプチャの画像が縦向きデ
ィスプレイのスクリーンキャプチャの画像であることを確定すると、ステップ９０６を行
う。
　ステップ９０５において、コンピュータがそのままディスプレイウィンドウでスクリー
ンキャプチャの画像を表示する。
　ステップ９０６において、コンピュータがディスプレイウィンドウの長さに基づき、ス
クリーンキャプチャの画像を拡大して表示する。
【００５８】
　例えば、モバイル端末が伝送したスクリーンキャプチャの画像を図２に示し、コンピュ
ータが拡大して表示したスクリーンキャプチャの画像を図１０に示す。拡大された後の画
像が、比較的鮮明である。
【００５９】
　図１１は一の例示的な実施例により示された、画像伝送の方法のフローチャートであり
、図１１に示したように、以下のステップが含まれる：
　ステップ１１０１において、モバイル端末が、ローカルの画面をスクリーンキャプチャ
し、スクリーンキャプチャの画像を取得する。
　ステップ１１０２において、モバイル端末が、取得したスクリーンキャプチャの画像を
フレームバッファーに保存する。
　ステップ１１０３において、モバイル端末が、フレームバッファーからスクリーンキャ
プチャの画像を取得する。
　ステップ１１０４において、モバイル端末が、前記スクリーンキャプチャの画像の縦横
の比率に基づき、スクリーンキャプチャの画像の方向情報を確定する。
　ステップ１１０５において、コンピュータは、ＩＰ層を通してモバイル端末から送信さ
れたスクリーンキャプチャの画像と方向情報を受信する。方向情報によりスクリーンキャ
プチャの画像が横向きディスプレイのスクリーンキャプチャの画像であることを確定する
と、ステップ１１０６を行う、方向情報によりスクリーンキャプチャの画像が縦向きディ
スプレイのスクリーンキャプチャの画像であることを確定すると、ステップ１１０７を行
う。
　ステップ１１０６において、横向きディスプレイに合うディスプレイウィンドウを選び
、ディスプレイウィンドウでスクリーンキャプチャの画像を表示する。例えば、１６：９
のディスプレイウィンドウを選び、ディスプレイウィンドウのサイズがスクリーンキャプ
チャの画像の解像度により調整される。
　ステップ１１０７において、縦向きディスプレイに合うディスプレイウィンドウを選び
、ディスプレイウィンドウでスクリーンキャプチャの画像を表示する。例えば、９：１６
のディスプレイウィンドウを選び、ディスプレイウィンドウのサイズがスクリーンキャプ
チャの画像の解像度により調整される。
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【００６０】
　本実施例において、ディスプレイウィンドウの比率を調整することを通して、スクリー
ンキャプチャの画像に合致させるので、モバイル端末がスクリーンキャプチャした画像の
表示効果はコンピュータでの表示効果とほぼ一致であり、表示効果が比較的に良く、図３
に示した表示効果より優れている。
【００６１】
　以上の説明でスクリーンキャプチャの画像の伝送を実現する過程が分かり、この過程が
モバイル端末とコンピュータによって実現され、以下は二つの設備の内部構造と機能に関
し、それぞれ説明する。
【００６２】
　図１２は一の例示的な実施例により示された、画像伝送の装置の模式図である。図１２
を参照し、この装置は、受信モジュール１２０１、ＩＰモジュール１２０２、取得モジュ
ール１２０３及び送信モジュール１２０４を含む。例えば、前記装置は、モバイル端末で
ある。
【００６３】
　受信モジュール１２０１は、コンピュータから送信されたＩＰ接続請求を受信する、
　ＩＰモジュール１２０２は、受信した前記ＩＰ接続請求に基づき、前記コンピュータの
ＩＰアドレスを取得する、
　取得モジュール１２０３は、スクリーンキャプチャの画像とスクリーンキャプチャの画
像の方向情報を取得する。
　送信モジュール１２０４は、ＩＰ層を通して前記スクリーンキャプチャの画像と前記方
向情報をコンピュータに送信する。
【００６４】
　好ましくは、図１３を参照し、前記取得モジュール１２０３は、読込手段１２０３１、
比例手段１２０３２或いはセンサ手段１２０３３を含む。
【００６５】
　読込手段１２０３１は、ローカルにプリセットされたスクリーンキャプチャの画像の方
向情報を保存する保存場所から方向情報を読み込む。
【００６６】
　比例手段１２０３２は、スクリーンキャプチャの画像の縦横の比率に基づき、スクリー
ンキャプチャの画像の方向情報を確定する。
【００６７】
　センサ手段１２０３３は、ローカルの方向センサで確定した方向情報に基づき、スクリ
ーンキャプチャの画像の方向情報を確定する。
【００６８】
　好ましくは、図１４を参照し、前記装置は、さらに、前記スクリーンキャプチャの画像
を圧縮し、圧縮されたスクリーンキャプチャの画像を取得するための圧縮モジュール１２
０５を含む。前記送信モジュール１２０４は、ＩＰ層を通して、前記圧縮されたスクリー
ンキャプチャの画像と前記方向情報をコンピュータに送信する。
【００６９】
　好ましくは、前記ＩＰ接続請求は、ＩＰ層に基づくリアルタイムストリーミングプロト
コルＲＴＳＰセッション接続請求であり、ＲＴＳＰセッション接続請求は、スクリーンキ
ャプチャの画像を伝送するためのＵＤＰポート番号を含む。前記送信モジュール１２０４
は、ＩＰ層のＲＴＳＰセッションを通して、前記ＩＰアドレスとＵＤＰポート番号を有す
るコンピュータに前記スクリーンキャプチャの画像と前記方向情報を送信する。
【００７０】
　好ましくは、図１５を参照し、前記装置は、さらに、スクリーンキャプチャモジュール
１２０６と書込モジュール１２０７を含む。スクリーンキャプチャモジュール１２０６は
、ローカルの画面に対してスクリーンキャプチャの操作を行い、スクリーンキャプチャの
画像を取得する。書込モジュール１２０７は、取得したスクリーンキャプチャの画像をフ



(15) JP 5982079 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

レームバッファーに保存する。前記取得モジュール１２０３は、フレームバッファーから
スクリーンキャプチャの画像を取得する。
【００７１】
　図１６は一の例示的な実施例により示された、画像伝送の装置の模式図である。図１６
を参照し、この装置は、送信モジュール１６０１、受信モジュール１６０２と表示モジュ
ール１６０３を含む。例えば、前記装置は、コンピュータである。
【００７２】
　送信モジュール１６０１は、ローカルに保存されているモバイル端末のＩＰアドレスに
基づき、モバイル端末にＩＰ接続請求を送信する。
　受信モジュール１６０２は、ＩＰ層を通して前記モバイル端末から送信されたスクリー
ンキャプチャの画像とスクリーンキャプチャの画像の方向情報を受信する。
　表示モジュール１６０３は、前記方向情報により前記スクリーンキャプチャの画像を表
示する。
【００７３】
　好ましくは、前記表示モジュール１６０３は、前記方向情報により、前記スクリーンキ
ャプチャの画像を表示するためのウィンドウの比率とサイズを制御し、前記ウィンドウを
通して前記スクリーンキャプチャの画像を表示する。
【００７４】
　好ましくは、前記ＩＰ接続請求はＩＰ層に基づくリアルタイムストリーミングプロトコ
ルＲＴＳＰセッション接続請求であり、ＲＴＳＰセッション接続請求は、スクリーンキャ
プチャの画像を伝送するためのＵＤＰポート番号を含む。
【００７５】
　前記送信モジュールは、ＩＰ層のＲＴＳＰセッションを通して、前記ＩＰアドレスとＵ
ＤＰポート番号を有するコンピュータに前記スクリーンキャプチャの画像と前記方向情報
を送信する。
【００７６】
　以上の実施例の装置について、各モジュールが操作を実行する具体的な方式については
、すでに当該方法に関する実施例において詳細な描写をしたので、ここでは詳細な説明を
省略する。
【００７７】
　図１７は一の例示的な実施例により示された、画像伝送の装置１７００のブロック図で
ある。例えば、装置１７００は、モバイルフォン、コンピュータ、デジタル放送端末、メ
ッセージ送受信設備、ゲーム制御プラットフォーム、タブレット設備、医療設備、フィッ
トネス設備や個人デジタルアシスタントなどであり得る。
【００７８】
　図１７を参照し、装置１７００は、以下の一つ或いは幾つかのアセンブリ：プロセスア
センブリ１７０２、メモリー１７０４、電源アセンブリ１７０６、マルチメディアアセン
ブリ１７０８、音声アセンブリ１７１０、入力／出力（Ｉ／Ｏ）のインターフェース１７
１２、センサアセンブリ１７１４および通信アセンブリ１７１６を含むことができる。
【００７９】
　プロセスアセンブリ１７０２は、一般的に、装置１７００の全体的な操作を制御し、そ
の操作は、例えば、ディスプレイ、電話呼び出し、データ通信、カメラ操作と記録操作に
関する操作である。プロセスアセンブリ１７０２は、一つ或いは幾つかのプロセッサ１７
２０を含むことができ、命令を実行し、上述方法の全部或いは一部のステップを完成する
。その他、プロセスアセンブリ１７０２は、一つ或いは幾つかのモジュールを含むことが
でき、プロセスアセンブリ１７０２が他のアセンブリとのアクセスを行う。例えば、プロ
セスアセンブリ１７０２は、マルチメディアモジュールを含むことができ、マルチメディ
アモジュール１７０８とプロセスアセンブリ１７０２とのアクセスを行う。
【００８０】
　メモリー１７０４は、各種のデータを保存し、設備１７００の操作を支持するために構
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成される。これらのデータの例は、装置１７００に用いられるすべてのアプリプログラム
或いは方法の命令、連絡先データ、連絡帳データ、メッセージ、画像、ビデオなどを含む
。メモリー１７０４は、あらゆる揮発性或いは不揮発性メモリ設備或いはそれらの組み合
わせによって実現でき、例えばＳＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＲＯＭ
、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク或いは光レーザによって実現できる。
【００８１】
　電源アセンブリ１７０６は、装置１７００の各アセンブリに電力を提供する。電源アセ
ンブリ１７０６は、電源管理システム、一つ或は幾つかの電源、および他の装置１７００
に電力を発生、管理、分配する関連アセンブリを含むことができる。
【００８２】
　マルチメディアアセンブリ１７０８は、前記装置１７００とユーザーとの間に出力イン
ターフェースを提供するディスプレイを含む。一部の実施例において、ディスプレイは、
液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）とタッチパネル（ＴＰ）を含むことができる。ディスプレイ
がタッチパネルを含むと、ディスプレイがタッチディスプレイとして実現でき、ユーザー
の入力シグナルを受信する。タッチパネルは、一つ或いは幾つかのタッチセンサを含み、
タッチ、スリップ（ドラッグ）といったタッチパネルでの手振りを感知することができる
。前記タッチセンサは、タッチ、スリップ操作のエッジを感知するだけではなく、前記タ
ッチ或いはスリップ操作に関する持続時間と圧力をチェックすることもできる。一部の実
施例において、マルチメディアアセンブリ１７０８は、一つの内側カメラと外側カメラを
含む。設備１７００は、操作モデル、例えば撮影モデル或いはビデオモデルにあるとき、
内側カメラ及び／或いは外側カメラは、外部からのマルチメディアデータを受信すること
ができる。どの内側カメラも外側カメラも、固定的な光学レンズ或いは焦点と光学ズーム
機能を持つことができる。
【００８３】
　音声アセンブリ１７１０は、入力及び／或いは出力の音声シグナルによって構成される
。例えば、音声アセンブリ１７１０が一つのマイク（ＭＩＣ）を含み、装置１７００が操
作モデル、例えばダイヤルモデル、記録モデルと音声識別モデルにあるとき、マイクが外
部からの音声シグナルを受信するように構成される。受信した音声シグナルはさらにメモ
リー１７０４に保存され、或いは通信アセンブリ１７１６を通して送信され得る。一部の
実施例において、音声アセンブリ１７１０は、また、一つのスピーカーを含み、音声シグ
ナルを出力する。
【００８４】
　Ｉ／Ｏインターフェース１７１２は、プロセスアセンブリと周辺インターフェースモジ
ュールとの間にインターフェースを提供し、前記周辺インターフェースモジュールは、キ
ーボード、クリックホイール、ボタンなどであり得る。これらのボタンは、ホームボタン
、音量ボタン、起動ボタンとロックボタンであり得るが、それらに限定されない。
【００８５】
　センサアセンブリ１７１４は、一つ或いは幾つかのセンサを含み、装置１７００に各方
面の状態評価を提供する。例えば、センサアセンブリ１７１４は、装置１７００のオン／
オフ状態、アセンブリの相対位置をチェックすることができる。例えば前記アセンブリが
装置１７００のディスプレイと小キーボードであると、センサアセンブリ１７１４は、ま
た、装置１７００或いは装置１７００の一のアセンブリの位置変化、ユーザーと装置１７
００との間に接触があるかどうか、装置１７００の位置或いは加速／減速、及び、装置１
７００の温度変化をチェックすることもできる。センサアセンブリ１７１４は、近距離セ
ンサを含むことができ、何の物理接触がないとき周辺の物体の存在をチェックするために
構成される。センサアセンブリ１７１４はまた、オプトセンサを含むことができ、例えば
ＣＭＯＳ或はＣＣＤ画像センサであり、イメージングアプリに用いられる。一部の実施例
において、当該センサアセンブリ１７１４は、加速度センサ、ジャイロスコプックセンサ
、磁気センサ、圧力センサ或は温度センサを含むこともできる。
【００８６】
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　通信アセンブリ１７１６は、装置１７００と他の設備との有線或いは無線方式の通信の
ために配置される。装置１７００は、通信標準に基づく無線ネットワーク、例えばｗｉｆ
ｉ、２Ｇ或は３Ｇ、或いはそれらの組み合わせに接続することができる。一の例示的な実
施例において、通信アセンブリ１７１６は、放送チャンネルを通して外部の放送管理シス
テムからの放送シグナル或いは放送に関する情報を受信する。一の例示的な実施例におい
て、前記通信アセンブリ１７１６は、近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールも含み、近距
離通信を促進することを図る。例えば、ＮＦＣモジュールは、ＲＦＩＤ技術、ＩｒＤＡ技
術、ＵＷＢ技術、ＢＴ技術と他の技術によって実現できる。
【００８７】
　例示的な実施例において、装置１７００は、一つ又は複数の特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理デバイス（ＤＳＰＤ）
、プログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ
（ＦＰＧＡ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ又はその他の
電子デバイスにより実現することができ、上述した方法を実行するために使用される。
【００８８】
　例示的な実施例において、一の命令を含む非テンポラリコンピュータ読み出し可能なメ
モリ、例えば命令を含むメモリー１７０４も提供され、上述命令が装置１７００のプロセ
ッサ１７２０で実行されて上述方法を実現する。例えば、前記非テンポラリコンピュータ
読み出し可能なメモリーは、ＲＯＭ、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ＣＤ－ＲＯＭ
、磁気テープ、フロッピー（登録商標）ディスク及び光データ記憶装置などであってもよ
い。
【００８９】
　画像伝送の装置は、
　プロセッサと、
　プロセッサによって実行可能な命令を保存するメモリーと、を含み、
　そのうち、前記プロセッサは、
　コンピュータから送信されたＩＰ接続請求を受信し、
　受信した前記ＩＰ接続請求に基づき、前記コンピュータのＩＰアドレスを取得し、
　スクリーンキャプチャの画像とスクリーンキャプチャの画像の方向情報を取得し、
　ＩＰ層を通して受信した前記ＩＰアドレスに基づき、前記スクリーンキャプチャの画像
と前記方向情報を前記コンピュータに送信する
ように構成されている。
【００９０】
　前記プロセッサは、さらに、
　ローカルに保存されているモバイル端末のＩＰアドレスに基づき、モバイル端末にＩＰ
接続請求を送信し、
　ＩＰ層を通して、前記モバイル端末から送信されたスクリーンキャプチャの画像とスク
リーンキャプチャの画像の方向情報を受信し、
　前記方向情報により前記スクリーンキャプチャの画像を表示する
ように構成されている。
【００９１】
　前記方法はさらに、
　前記スクリーンキャプチャの画像を圧縮し、圧縮されたスクリーンキャプチャの画像を
取得するステップを含み、
　前記ＩＰ層を通して、前記スクリーンキャプチャの画像と前記スクリーンキャプチャの
画像の方向情報を前記コンピュータに送信するステップは、ＩＰ層を通して、前記圧縮さ
れたスクリーンキャプチャの画像と前記方向情報をコンピュータに送信するステップを含
む。
【００９２】
　前記プロセッサは、さらに、以下のように構成され、
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　前記ＩＰ接続請求は、ＩＰ層に基づくリアルタイムストリーミングプロトコルのＲＴＳ
Ｐセッション接続請求であり、
　ＲＴＳＰセッション接続請求は、スクリーンキャプチャの画像を伝送するためのＵＤＰ
ポート番号を含み、
　前記ＩＰ層を通して受信した前記ＩＰアドレスに基づき、前記スクリーンキャプチャの
画像と前記スクリーンキャプチャの画像の方向情報を前記コンピュータに送信するステッ
プは、ＩＰ層のＲＴＳＰセッションを通して、前記ＩＰアドレスとＵＤＰポート番号を有
するコンピュータに前記スクリーンキャプチャの画像と前記方向情報を送信するステップ
を含む。
【００９３】
　不揮発のコンピュータ読み出し可能な記録媒体であって、モバイル端末のプロセッサで
前記記録媒体に記録されている命令を実行するとき、モバイル端末に画像伝送の方法を実
行させる。前記方法は、
　コンピュータから送信されたＩＰ接続請求を受信するステップと、
　受信した前記ＩＰ接続請求に基づき、前記コンピュータのＩＰアドレスを取得するステ
ップと、
　スクリーンキャプチャの画像とスクリーンキャプチャの画像の方向情報を取得するステ
ップと、
　ＩＰ層を通して受信した前記ＩＰアドレスに基づき、前記スクリーンキャプチャの画像
と前記方向情報を前記コンピュータに送信するステップと
を含む。
【００９４】
　前記記録媒体に記録されている命令は、さらに以下のことを含む。
　前記スクリーンキャプチャの画像の方向情報を取得するステップは、
　ローカルにプリセットされたスクリーンキャプチャの画像の方向情報を保存する保存場
所から方向情報を読み込むステップ、または、
　前記スクリーンキャプチャの画像の縦横の比率に基づき、スクリーンキャプチャの画像
の方向情報を確定するステップ、または、
　ローカルの方向センサで確定した方向情報に基づき、スクリーンキャプチャの画像の方
向情報を確定するステップ
を含む。
【００９５】
　前記記録媒体に記録されている命令は、さらに以下のことを含む。
　前記方法は、さらに、
　前記スクリーンキャプチャの画像を圧縮し、圧縮されたスクリーンキャプチャの画像を
取得するステップを含み、
　前記ＩＰ層を通して、前記スクリーンキャプチャの画像と前記スクリーンキャプチャの
画像の方向情報を前記コンピュータに送信するステップは、ＩＰ層を通して、前記圧縮さ
れたスクリーンキャプチャの画像と前記方向情報をコンピュータに送信するステップを含
む。
【００９６】
　前記ＩＰ接続請求は、ＩＰ層に基づくリアルタイムストリーミングプロトコルのＲＴＳ
Ｐセッション接続請求であり、
　ＲＴＳＰセッション接続請求は、スクリーンキャプチャの画像を伝送するためのＵＤＰ
ポート番号を含み、
　前記ＩＰ層を通して受信した前記ＩＰアドレスに基づき、前記スクリーンキャプチャの
画像と前記スクリーンキャプチャの画像の方向情報を前記コンピュータに送信するステッ
プは、ＩＰ層のＲＴＳＰセッションを通して、前記ＩＰアドレスとＵＤＰポート番号を有
するコンピュータに前記スクリーンキャプチャの画像と前記方向情報を送信するステップ
を含む。
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【００９７】
　図１８は、一の例示的な実施例により示された、画像伝送の装置１８００のブロック図
である。例えば、装置１８００は、一つのコンピュータとして提供できる。図１８を参照
し、装置１８００は、プロセスアセンブリ１８２２を含み、さらに一つ或いは幾つかのプ
ロセッサ、およびメモリー１８３２等に代表される記憶装置資源を含み、プロセスアセン
ブリ１８２２で実行可能な命令、例えばアプリプログラムを保存する。メモリー１８３２
に保存されたアプリプログラムは、一つ或いは一つ以上の１対１組命令のモジュールを含
むことができる。その他、プロセスアセンブリ１８２２は、実行命令によって構成され、
上述方法を実行し画像を伝送する。
【００９８】
　装置１８００はまた、装置１８００の電源管理を実行するように構成される一つの電源
アセンブリ１８２６、装置１８００をインターネットに接続するように構成される一つの
有線或いは無線のネットワークインタフェース１８５０、及び、一つの入力／出力（Ｉ／
Ｏ）インターフェース１８５８を含む。装置１８００は、メモリー１８３２に保存された
操作システム、例えばＷｉｎｄｏｗｓ　Ｓｅｖｅｒ　ＴＭ、Ｍａｃ　ＯＳ　ＸＴＭ、Ｕｎ
ｉｘＴＭＬｉｎｕｘＴＭ、ＦｒｅｅＢＳＤＴＭ或いは相似システムを操作することができ
る。
【００９９】
　画像伝送の装置は、
　プロセッサと、
　プロセッサによって実行可能な命令を保存するメモリーと、を含み、
　そのうち、前記プロセッサは、
　コンピュータから送信されたＩＰ接続請求を受信し、
　受信した前記ＩＰ接続請求に基づき、前記コンピュータのＩＰアドレスを取得し、
　スクリーンキャプチャの画像とスクリーンキャプチャの画像の方向情報を取得し、
　ＩＰ層を通して受信した前記ＩＰアドレスに基づき、前記スクリーンキャプチャの画像
と前記方向情報を前記コンピュータに送信する
ように構成されている。
【０１００】
　前記プロセッサは、さらに、
　ローカルに保存されているモバイル端末のＩＰアドレスに基づき、モバイル端末にＩＰ
接続請求を送信し、
　ＩＰ層を通して、前記モバイル端末から送信されたスクリーンキャプチャの画像とスク
リーンキャプチャの画像の方向情報を受信し、
　前記方向情報により前記スクリーンキャプチャの画像を表示する
ように構成されている。
【０１０１】
　前記プロセッサは、さらに、
　前記ＩＰ接続請求は、ＩＰ層に基づくＲＴＳＰセッション接続請求であり、
　ＲＴＳＰセッション接続請求は、スクリーンキャプチャの画像を伝送するためのＵＤＰ
ポート番号を含み、
　前記ＩＰ層を通して、前記モバイル端末から送信されたスクリーンキャプチャの画像と
スクリーンキャプチャの画像の方向情報を受信するステップは、ＩＰ層のＲＴＳＰセッシ
ョンを通して、前記ＵＤＰポート番号で、前記モバイル端末から送信されたスクリーンキ
ャプチャの画像とスクリーンキャプチャの画像の方向情報を受信するステップを含むよう
に構成される。
【０１０２】
　不揮発のコンピュータ読み出し可能な記録媒体であって、モバイル端末のプロセッサで
前記記録媒体に記録されている命令を実行するとき、モバイル端末に画像伝送の方法を実
行させる。前記方法は、
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　ローカルに保存されているモバイル端末のＩＰアドレスに基づき、モバイル端末にＩＰ
接続請求を送信するステップと、
　ＩＰ層を通して、前記モバイル端末から送信されたスクリーンキャプチャの画像とスク
リーンキャプチャの画像の方向情報を受信するステップと、
　前記方向情報により前記スクリーンキャプチャの画像を表示するステップとを含む。
【０１０３】
　前記記録媒体に記録されている命令は、さらに以下のことを含む。
　前記方向情報により前記スクリーンキャプチャの画像を表示するステップは、前記方向
情報により、前記スクリーンキャプチャの画像を表示するためのウィンドウの比率とサイ
ズを制御し、前記ウィンドウを通して前記スクリーンキャプチャの画像を表示するステッ
プを含む。
【０１０４】
　前記ＩＰ接続請求は、ＩＰ層に基づくＲＴＳＰセッション接続請求であり、
　ＲＴＳＰセッション接続請求は、スクリーンキャプチャの画像を伝送するためのＵＤＰ
ポート番号を含み、
　前記ＩＰ層を通して、前記モバイル端末から送信されたスクリーンキャプチャの画像と
スクリーンキャプチャの画像の方向情報を受信するステップは、ＩＰ層のＲＴＳＰセッシ
ョンを通して、前記ＵＤＰポート番号で、前記モバイル端末から送信されたスクリーンキ
ャプチャの画像とスクリーンキャプチャの画像の方向情報を受信するステップを含む。
【０１０５】
　当業者は明細書を考慮に入れてここに開示された発明を実践した後、本発明のその他の
実施態様を容易に想到できる。本願は、本発明に開示されていない本技術分野の公知常識
あるいは慣用の技術手段を含む、本発明の一般的な原則内の、本発明のいかなる変形、用
途または適応的な変化をカバーする。明細書と実施例はただ例示的なものに過ぎず、本発
明の真の範囲と精神は、次の請求の範囲により示される。
【０１０６】
　本発明は、上記記述した、且つ図面に示される正確な構造に限られていなく、しかもそ
の範囲を逸脱しない限り、各種の修正と変化を取ることができる。本発明の範囲は、添付
される請求の範囲により制限される。
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