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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信端末であって、
　通信インタフェースを介して複数の他の通信端末と通信を行う通信モジュールと、
　前記通信モジュールを介して前記複数の参加通信端末と接続を確立し、再生すべきマル
チメディアファイルを示す再生リストを保持し、前記複数の参加通信端末のうちのそれぞ
れに常駐しているそれぞれの参加者のマルチメディアファイルを特定する参加者のマルチ
メディアファイル識別子を前記複数の参加通信端末から受信し、前記参加者のマルチメデ
ィアファイル識別子の各々を再生リストに追加し、少なくとも１つの基準に従って自動的
に前記再生リストの優先順位を決定し、その後、再生を行う際に前記参加者のマルチメデ
ィアファイル識別子に対応するマルチメディアファイルを前記参加通信端末から取り出す
とともに、前記再生リストによって示される前記マルチメディアファイルの再生を実行す
る制御装置と、
を備えることを特徴とする通信端末。
【請求項２】
　前記制御装置は、前記マルチメディアファイルの中に含まれているメタデータに基づい
て自動的に前記再生リストの優先順位を決定することを特徴とする請求項１に記載の通信
端末。
【請求項３】
　前記制御装置は、作成された日付、ファイル形式、ファイルサイズ、コンテンツの格付
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け情報、又は前記再生リスト内のマルチメディアファイルリストに関連づけられたジャン
ルの比較に基づいて、自動的に前記再生リストの優先順位を決定することを特徴とする請
求項２に記載の通信端末。
【請求項４】
　前記制御装置は、前記マルチメディアファイルの速さに基づいて自動的に前記再生リス
トの優先順位を決定することを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の通信端末
。
【請求項５】
　前記制御装置は、前記参加通信端末のユーザの識別子に基づいて自動的に前記再生リス
トの優先順位を決定することを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の通信端末
。
【請求項６】
　前記制御装置によってアクセス可能であるとともに、前記参加通信端末の前記ユーザの
格付け情報を保存するデータベースをさらに備え、
　前記制御装置は、ユーザにより提示されたマルチメディアファイルの再生に応じて他の
通信端末から受信されるフィードバック情報に基づいて、前記参加通信端末の前記ユーザ
の前記格付け情報を更新することを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の通信
端末。
【請求項７】
　前記制御装置によってアクセス可能であるとともに、マルチメディアファイルの格付け
情報を保存するデータベースをさらに備え、
　前記制御装置は、前記マルチメディアファイルの再生に応じて他の通信端末から受信さ
れるフィードバック情報に基づいて、前記マルチメディアファイルの前記格付け情報を更
新することを特徴とする請求項１乃至６の何れか１項に記載の通信端末。
【請求項８】
　前記マルチメディアファイルは、第１のファイル形式で前記参加通信端末から受信され
、
　前記制御装置は、前記マルチメディアファイルを第２のファイル形式に変換するともに
、前記マルチメディアファイルの再生を前記第２のファイル形式で実行することを特徴と
する請求項１乃至７の何れか１項に記載の通信端末。
【請求項９】
　前記制御装置は、前記マルチメディアファイルが前記マルチメディアファイル識別子に
含まれている記述に一致するかどうかを判定するために前記マルチメディアファイルを検
査し、前記マルチメディアファイルが前記マルチメディアファイル識別子に一致していな
ければ、前記マルチメディアファイルを前記再生リストから取り除くことを特徴とする請
求項１乃至８の何れか１項に記載の通信端末。
【請求項１０】
　前記再生リストは、第１のタイプのマルチメディアファイルをリストする第１の再生リ
ストを備え、
　前記制御装置は、第１のタイプとは異なる第２のタイプのマルチメディアファイルをリ
ストする第２の再生リストを保持することを特徴とする請求項１乃至９の何れか１項に記
載の通信端末。
【請求項１１】
　前記制御装置は、前記第１の再生リストと前記第２の再生リストとから同時にマルチメ
ディアファイルを再生することを特徴とする請求項１０に記載の通信端末。
【請求項１２】
　前記制御装置は、前記第１の再生リストと前記第２の再生リストとから得られるマルチ
メディアファイルの再生を交互に行うことを特徴とする請求項１０に記載の通信端末。
【請求項１３】
　前記制御装置は、前記参加者のマルチメディアファイルをストリーミングファイルとし
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て前記参加通信端末から取り出し、実行することを特徴とする請求項１乃至１２の何れか
１項に記載の通信端末。
【請求項１４】
　前記制御装置は、前記参加者のマルチメディアファイルを前記参加通信端末から取り出
し、前記参加者のマルチメディアファイルを前記通信端末に保存し、その後、前記参加者
の保存済みマルチメディアファイルの再生を実行することを特徴とする請求項１乃至１３
の何れか１項に記載の通信端末。
【請求項１５】
　前記制御装置は、前記再生リストによって示される前記マルチメディアファイルをメデ
ィアセンタにおいて再生するために、再生信号を前記メディアセンタへ送信することを特
徴とする請求項１乃至１４の何れか１項に記載の通信端末。
【請求項１６】
　前記マルチメディアファイルのうちの少なくとも１つのファイルは第１のファイル形式
で前記参加通信端末から受信され、
　前記制御装置は、前記マルチメディアファイルを第２のファイル形式に変換し、該第２
のファイル形式で前記再生信号を前記メディアセンタへ送信することを特徴とする請求項
１５に記載の通信端末。
【請求項１７】
　前記再生信号は、アナログ信号を含むことを特徴とする請求項１５又は１６に記載の通
信端末。
【請求項１８】
　スピーカと表示画面とをさらに備え、
　前記制御装置は、前記再生リストによって示される前記マルチメディアファイルを前記
スピーカ及び前記表示画面の少なくとも何れかを用いて再生することを特徴とする請求項
１乃至１７の何れか１項に記載の通信端末。
【請求項１９】
　前記制御装置は、前記再生リストによって示される前記マルチメディアファイルを前記
少なくとも１つの参加通信端末において再生するために、少なくとも１つの参加通信端末
へ再生信号を送信することを特徴とする請求項１乃至１８の何れか１項に記載の通信端末
。
【請求項２０】
　前記制御装置は、前記参加通信端末に保存された、利用可能なマルチメディアファイル
を示すマルチメディアカタログリストを前記参加通信端末から受信し、前記利用可能なマ
ルチメディアファイルの中から選択するユーザ入力を受信し、選択された前記利用可能な
マルチメディアファイルを前記再生リストに追加することを特徴とする請求項１乃至１９
の何れか１項に記載の通信端末。
【請求項２１】
　前記制御装置は、前記参加通信端末の前記再生リストを表示するために前記再生リスト
を表すリスト信号を前記参加通信端末へ送信することを特徴とする請求項１乃至２０の何
れか１項に記載の通信端末。
【請求項２２】
　前記通信モジュールは、ダイレクト・ポイント・ツー・ポイント・インタフェースを介
して他の通信端末と通信を行い、
　前記制御装置は、前記通信モジュールを介して前記参加通信端末との前記接続を確立し
、前記参加者のマルチメディアファイル識別子を前記参加通信端末から受信し、前記ダイ
レクト・ポイント・ツー・ポイント・インタフェースを介してすべて再生するために、前
記参加者のマルチメディアファイルを前記参加通信端末から取り出すことを特徴とする請
求項１乃至２１の何れか１項に記載の通信端末。
【請求項２３】
　前記通信モジュールは、短距離通信用送信機を備え、
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　前記制御装置は、前記参加通信端末との前記接続を確立し、前記参加者のマルチメディ
アファイル識別子を前記参加通信端末から受信し、前記短距離通信用送信機を介してすべ
て再生するために、前記参加者のマルチメディアファイルを前記参加通信端末から取り出
すことを特徴とする請求項１乃至２２の何れか１項に記載の通信端末。
【請求項２４】
　前記通信モジュールは、無線通信モジュールを備え、
　前記制御装置は、前記無線通信モジュールを介して前記参加通信端末と無線接続を確立
することを特徴とする請求項１乃至２３の何れか１項に記載の無線通信端末。
【請求項２５】
　ホストの通信端末を用いてマルチメディア再生リストを提供する方法であって、
　前記ホストの通信端末と複数の参加通信端末との間で接続を確立するステップと、
　再生すべきマルチメディアファイルを示す再生リストを前記ホストの通信端末を用いて
保持するステップと、
　前記複数の参加通信端末のうちのそれぞれに保存されているそれぞれの参加者のマルチ
メディアファイルに対応する参加者のマルチメディアファイル識別子を前記ホストの通信
端末において前記複数の参加通信端末から受信するステップと、
　前記参加者のマルチメディアファイル識別子の各々を前記再生リストに追加するステッ
プと、
　少なくとも１つの基準に従って自動的に前記再生リストの優先順位を決定するステップ
と、
　前記参加者のマルチメディアファイルの再生を行う際に前記参加通信端末のそれぞれか
らマルチメディアファイル識別子に対応するマルチメディアファイルを取り出し、前記再
生リストによって示される前記マルチメディアファイルの再生を実行するステップと
を含むことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子装置に関し、特に、オーディオファイルと、ビデオファイルと、画像フ
ァイルとのうちの少なくとも何れかのようなマルチメディアファイルを再生するための電
子装置、方法、及びコンピュータプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信端末（セルラ電話機などの）のような電子装置は、デジタルオーディオファイ
ルの保存と再生を行うために広く使用されている。さらに、電子装置は、デジタル画像フ
ァイルとデジタルビデオファイルの少なくとも何れかのような他のタイプのマルチメディ
アファイルの保存に用いることができる。マルチメディアファイルは、オーディオ情報、
ビジュアル情報又はテキスト情報を含む任意の他のタイプのファイルを含むものであって
もよい。例えば、本明細書で使用されているように、「マルチメディア」ファイルは、オ
ーディオファイル、画像ファイル、ビデオファイルのうちの少なくとも何れかのような一
般的マルチメディアファイルに加えて、あるいは、これらの代わりに、ＭＭＳ又はＰＰＴ
メッセージファイルを含むものであってもよい。
【０００３】
　デジタルオーディオファイルは一般に、ＭＰ３、ＡＩＦＦのような圧縮済みのデジタル
形式と、他のデジタル形式の少なくとも何れかの形式で保存される。移動電子装置にとっ
て利用可能な限られた電力量に起因して、デジタルオーディオファイルは、一般に、個人
用ヘッドホンと、電源が供給されないスピーカの少なくとも何れかを介して低出力レベル
で再生され、これによって、一人だけ又は比較的少数の人々がオーディオファイルを聴く
ことが可能となる。電源が供給される増幅スピーカ及びドッキング・ステーションを用い
て、より高いパワーレベルでオーディオファイルの再生を行うことも可能である。しかし
、このような装置は、専ら特別のハードウェアインタフェースにのみに適しているか、限
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られた数のリスナー用としてのみまだ有用なものと考えられる。
【０００４】
　移動電子装置によっては、デジタル画像ファイルとデジタルビデオファイルの少なくと
も何れかの表示／再生を行う能力を有するビデオ画面並びに関連するドライバ回路を含む
ものもある。しかし、小型、低出力、携帯性のうちの少なくとも何れかの一般的要件に起
因して、移動電子装置には、一般に、単独の個人又は多くても数人の人々によってしか視
聴できない狭いビデオ画面が含まれている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般的な移動電子装置に関連する制限を考慮して、このような装置のユーザは、（ＰＣ
やラップトップ、テレビ、オーディオ受信機などの）メディアセンタのような他の装置の
無線通信端末に保存されているマルチメディアファイルの再生を望む場合がある。他の例
では、移動通信端末のユーザが他の無線通信端末でマルチメディアファイルの再生を望ん
でいる場合もある。このマルチメディアファイルの再生は、相手方の装置が好適な通信モ
ジュールを装備していれば、ケーブル又は（ブルートゥース（登録商標）接続などの）無
線リンクを介して、相手方の装置と接続された電子装置により実現することが可能となる
。上記通信モジュールは、組込み型モジュールや補助（例えばプラグイン）モジュールで
あってもよい。１以上の移動電子装置から（単複の）再生装置へマルチメディアファイル
を１つずつ送信することが可能であり、この再生装置は、マルチメディアファイルが受信
されると、これらのマルチメディアファイルを再生するように構成することが可能である
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態によれば、通信端末は通信モジュールと制御装置とを備える。この通
信モジュールは通信インタフェースを介して他の通信端末と通信を行う。上記制御装置は
、通信モジュールを介して参加通信端末と接続を確立し、再生すべきマルチメディアファ
イルを示す再生リストを保持し、参加通信端末に常駐している参加者のマルチメディアフ
ァイルを特定する参加者のマルチメディアファイル識別子を参加通信端末から受信し、参
加者のマルチメディアファイル識別子を再生リストに追加し、少なくとも１つの基準に従
って自動的に再生リストの優先順位を決定し、その後、参加者のマルチメディアファイル
を再生用として参加通信端末から取り出して、再生リストによって示されるマルチメディ
アファイルの再生を実行する。いくつかの実施形態では、通信端末と参加通信端末との少
なくとも何れかは無線通信端末を含んでもよい。
【０００７】
　上記制御装置は、マルチメディアファイルの中に含まれているメタデータに基づいて自
動的に再生リストの優先順位を決定してもよい。例えば、上記制御装置は、作成された日
付、ファイル形式、ファイルサイズ、コンテンツの格付け、又は再生リスト内のマルチメ
ディアファイルリストに関連づけられたジャンルの比較に基づいて自動的に再生リストの
優先順位を決定してもよい。
【０００８】
　制御装置は、マルチメディアファイルの速さに基づくか、参加通信端末のユーザの識別
子に基づくかの少なくとも何れかに基づいて、自動的に再生リストの優先順位を決定して
もよい。
【０００９】
　通信端末は、制御装置によってアクセス可能であるとともに、参加通信端末のユーザの
格付けを保存するデータベースをさらに備えてもよく、さらに、制御装置は、ユーザによ
り提示されたマルチメディアファイルの再生に応じて、他の通信端末から受信したフィー
ドバック情報に基づいて参加通信端末のユーザの格付けを更新してもよい。
【００１０】
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　通信端末は制御装置によってアクセス可能であるとともに、マルチメディアファイルの
格付けを保存するデータベースをさらに備えてもよく、さらに、制御装置は、マルチメデ
ィアファイルの再生に応じて他の通信端末から受信されるフィードバック情報に基づいて
マルチメディアファイルの格付けを更新してもよい。
【００１１】
　マルチメディアファイルは第１のファイル形式で参加通信端末から受信してもよく、さ
らに、制御装置はこのマルチメディアファイルを第２のファイル形式に変換し、マルチメ
ディアファイルの再生を第２のファイル形式で実行してもよい。
【００１２】
　制御装置は、マルチメディアファイルを検査して、該マルチメディアファイルがマルチ
メディアファイル識別子に含まれている記述に一致しているかどうかを判定してもよい。
そして、制御装置は、マルチメディアファイルがマルチメディアファイル識別子に一致し
ていなければ、マルチメディアファイルを再生リストから取り除いてもよい。
【００１３】
　再生リストは、第１のタイプのマルチメディアファイルをリストする第１の再生リスト
を含んでもよく、制御装置は、第１のタイプとは異なる第２のタイプのマルチメディアフ
ァイルをリストする第２の再生リストを保持してもよい。制御装置は第１の再生リストと
第２の再生リストとから同時にマルチメディアファイルを再生してもよい。制御装置は、
第１の再生リストと第２の再生リストとから得られるマルチメディアファイルの再生を交
互に行ってもよい。
【００１４】
　制御装置は、複数の参加通信端末と接続を確立し、複数の参加通信端末のうちのそれぞ
れの参加通信端末に常駐しているそれぞれの参加者のマルチメディアファイルに対応する
複数の参加者のマルチメディアファイル識別子を複数の参加通信端末から受信し、参加者
のマルチメディアファイル識別子の各々を再生リストに追加し、再生用として参加者のマ
ルチメディアファイルをそれぞれの参加通信端末の各々から取り出してもよい。
【００１５】
　いくつかの実施形態によれば、制御装置は、参加者のマルチメディアファイルをストリ
ーミングファイルとして参加通信端末から取り出して、実行する。
【００１６】
　いくつかの実施形態によれば、制御装置は、参加者のマルチメディアファイルを参加通
信端末から取り出して、参加者のマルチメディアファイルを通信端末に保存し、参加者の
保存済みマルチメディアファイルの再生を実行する。
【００１７】
　制御装置は、メディアセンタにおいて再生リストにより示されるマルチメディアファイ
ルを再生するための再生信号をメディアセンタへ送信してもよい。上記マルチメディアフ
ァイルのうちの少なくとも１つのマルチメディアファイルを第１のファイル形式で参加通
信端末から受信し、制御装置はマルチメディアファイルを第２のファイル形式に変換し、
第２のファイル形式で再生信号をメディアセンタへ送信してもよい。いくつかの実施形態
では、再生信号はアナログ信号を含むものであってもよい。
【００１８】
　いくつかの実施形態によれば、通信端末はスピーカと表示画面とを備える。制御装置は
、再生リストによって示されるマルチメディアファイルをスピーカと表示画面の少なくと
も何れかを用いて再生する。
【００１９】
　制御装置は、少なくとも１つの参加通信端末において再生リストにより示されるマルチ
メディアファイルを再生するために、少なくとも１つの参加通信端末へ再生信号を送信し
てもよい。
【００２０】
　制御装置は、参加通信端末に保存された利用可能なマルチメディアファイルを示すマル
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チメディアファイル・カタログリストを参加通信端末から受信し、利用可能なマルチメデ
ィアファイルの中から選択するユーザ入力を受信し、この選択された利用可能なマルチメ
ディアファイルを再生リストに追加してもよい。
【００２１】
　いくつかの実施形態によれば、制御装置は、参加通信端末の再生リストを表示するため
に、再生リストを表すリスト信号を参加通信端末へ送信する。
【００２２】
　いくつかの実施形態によれば、通信モジュールは、ダイレクト・ポイント・ツー・ポイ
ント・インタフェースを介して他の通信端末と通信を行う。制御装置は、参加通信端末と
接続を確立し、参加者のマルチメディアファイル識別子を参加通信端末から受信し、ダイ
レクト・ポイント・ツー・ポイント・インタフェースを介して参加者のマルチメディアフ
ァイルをすべて再生するために参加通信端末から取り出す。
【００２３】
　いくつかの実施形態によれば、通信モジュールは短距離通信用送信機を備える。制御装
置は、参加通信端末と接続を確立し、参加者のマルチメディアファイル識別子を参加通信
端末から受信し、短距離通信用送信機を介してすべて再生するために参加者のマルチメデ
ィアファイルを参加通信端末から取り出す。短距離通信用送信機はブルートゥース（登録
商標）送信機であってもよい。
【００２４】
　本発明の他の実施形態によれば、ホストの通信端末を用いてマルチメディアファイルの
再生リストを提供する方法は、ホストの通信端末と参加通信端末との間で接続を確立する
ステップと、再生すべきマルチメディアファイルを示す再生リストをホストの通信端末を
用いて保持するステップと、参加通信端末に保存されている参加者のマルチメディアファ
イルに対応する参加者のマルチメディアファイル識別子をホストの通信端末において参加
通信端末から受信するステップと、参加者のマルチメディアファイル識別子を再生リスト
に追加するステップと、少なくとも１つの基準に従って自動的に再生リストの優先順位を
決定するステップと、参加者のマルチメディアファイルを再生用として参加通信端末から
取り出し、再生リストによって示されるマルチメディアファイルの再生を実行するステッ
プとを含む。
【００２５】
　図面及び以下の推奨実施形態についての詳細な説明を参照することにより、本発明のさ
らなる特徴、利点、及び詳細は当業者によって理解されよう。このような説明は本発明の
単なる例示にすぎない。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明のいくつかの実施形態に係る移動無線通信端末及び例示の基地局トランシ
ーバを示す概略図である。
【図２】本発明のいくつかの実施形態に係る方法を例示するフローチャートである。
【図３】図１の移動無線通信端末を含む本発明のいくつかの実施形態に係るマルチメディ
アファイル再生システムを示す概略図である。
【図４】本発明のいくつかの実施形態に係る図１の移動無線通信端末のディスプレイを示
す概略図である。
【図５】図１の移動無線通信端末を含む本発明の他の実施形態によるマルチメディアファ
イル再生システムを示す概略図である。
【図６】本発明の他の実施形態によるマルチメディアファイルの再生システムを示す概略
図であり、この再生システムにはメディアセンタのホスト端末が含まれている。
【図７】本発明の他の実施形態によるマルチメディアファイル再生システムの概略図であ
り、この再生システムには図１の移動無線通信端末が含まれている。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
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　次に、本発明の実施形態を示す添付図面を参照しながら、本発明についてさらに詳細に
説明する。しかしながら、本発明が本明細書の記載に限定されるものであると解釈すべき
ではない。むしろこれらの実施例は、この開示が完全で完璧なものとなるように、そして
、本発明の範囲を当業者に十分に伝えるために提供するものである。同一の参照番号は全
図面を通して同一の要素を示すものとする。
【００２８】
　本明細書で使用されているように、「を備えている（comprising）」又は「を備える（
comprises）」という用語はオープンエンドスタイルの用語であって、記述した１以上の
特徴、数値、エレメント、ステップ、構成要素を含むものであるが、１以上の他の特徴、
数値、構成要素、機能又はこれらのグループの存在又は追加を排除するものではない。
【００２９】
　本明細書で使用されているように、「～と～との少なくとも何れか（and／or）」とい
う用語は、１以上の関連づけられ、リストされた項目のうちの任意の、及び、すべての組
み合わせを含むものとする。
【００３０】
　本明細書で使用されているように、ラテン語のフレーズ「例えば（exempli gratia）」
に由来する通常用いられる略語「ｅ．ｇ．（例えば）」を用いて、一般的な例又は前述の
項目の例を導入したり、指定したりすることができるが、この略語はそのような項目の限
定を意図するものではない。ラテン語のフレーズ「id est（すなわち）」に由来する通常
用いられる略語「ｉ．ｅ．（即ち）」が本明細書で使用されている場合、この略語を用い
て、より一般的に列挙したもののなかから特定の項目を指定することができる。
【００３１】
　本明細書で使用されている用語法は特定の実施形態について単に説明することを目的と
するものであって、本発明を限定することを意図するものではない。本明細書で使用され
ているように、文脈が別様に示していない限り、単数形を示す「ａ」、「ａｎ」及び「ｔ
ｈｅ」は複数形も同様に含むことを意図するものとする。
【００３２】
　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。一般に使用される辞書に定義されているような用
語は、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はないことはさらに理解されよう。
【００３３】
　ある要素が、他の要素に対して「接続される（connected）」又は「結合される（coupl
ed）」と記載されている場合、それは、直接連結又は接続されていることも可能であるが
、他の要素が介在していてもよいことは理解されよう。逆に、ある要素が、他の要素に対
して「直接連結される（directly coupled）」又は「直接接続される（directly connect
ed）」と記載されている場合、他の要素が何も介在していないと理解すべきである。さら
に、「接続される（connected）」又は「結合される（coupled）」という記載は無線での
接続又は結合を含みうるものとする。
【００３４】
　よく知られた機能や構成は、簡潔で明快な説明とするために、本明細書では詳細には記
述しない。
【００３５】
　本発明は、方法と、電子装置と、コンピュータプログラムとのうちの少なくとも何れか
として実施することができる。したがって、本発明は、ハードウェアに組み込まれた構成
と、ソフトウェア（ファームウェア、常駐ソフトウェア、マイクロコードなどを含む。）
に組み込まれた構成との少なくとも何れかの構成で実施することができる。この構成は、
本明細書では一般に「回路」又は「モジュール」と呼ぶ場合がある。さらに、本発明は、
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命令実行システムにより使用するために又は命令実行システムに関連して使用するために
、コンピュータ使用可能プログラムコード又はコンピュータ可読プログラムコードを実装
したコンピュータで使用可能な記憶媒体又はコンピュータ可読記憶媒体上のコンピュータ
プログラムの形態をとってもよい。本明細書の文脈では、コンピュータで使用可能な媒体
又はコンピュータ可読媒体は、命令実行システム、設備、又は装置により又はこれらとと
もに使用されるプログラムを、収容し、保存し、通信し、伝播し、又は転送できるあらゆ
る媒体であってもよい。
【００３６】
　方法及び通信端末を示す概略図と動作説明図との少なくとも何れかの図を参照しながら
、本発明に係る実施形態について説明する。この点に関して、個々のブロックは、（単複
の）特定された論理機能を実現する１以上の実行可能な命令を備えたモジュール、セグメ
ント、又はコードの一部を表すことができる。理解すべきことだが、概略図と動作説明図
の少なくとも何れかの個々のブロックと、概略図と動作説明図の少なくとも何れかの図の
ブロックとの組み合わせは、無線周波数と、アナログハードウェアと、デジタルハードウ
ェアとのうちの少なくとも何れかと、プログラム命令との少なくとも何れかによって実現
することができる。これらのプログラム命令は制御装置へ提供される。この制御装置は、
１以上の汎用プロセッサと、特定用途のプロセッサと、ＡＳＩＣと、他のプログラム可能
なデータ処理装置とのうちの少なくとも何れかを含むことができ、それによって、制御装
置と他のプログラム可能なデータ処理装置との少なくとも何れかを介して実行される命令
によって、概略図と単複の動作ブロックの少なくとも何れかで指定される機能／動作を実
現する手段が生成される。代替の実施形態によっては、上記ブロックに記されているこの
機能／動作は動作説明図で述べた順序から行われるものもある。例えば、連続して示され
る２つのブロックは実際にはほぼ同時に実行することも可能であるし、あるいは、これら
のブロックが関係する機能／動作に応じて逆の順序で実行されることも時としてある。
【００３７】
　これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータで使用可能なメモリ又はコンピ
ュータ可読メモリに保存され、コンピュータ又は他のプログラム可能なデータ処理装置に
対して特定の方法で機能するように指示してもよい。それにより、コンピュータで使用可
能なメモリ又はコンピュータ可読メモリに保存された命令は、フローチャートと、概略図
のブロックとの少なくとも何れかにおいて特定された機能を実行する命令を含むコンピュ
ータプログラムを生成することになる。
【００３８】
　コンピュータで使用可能な媒体又はコンピュータ可読媒体は、たとえば、電子的、磁気
的、光学的、電磁的、赤外線の、又は半導体のシステム、設備、装置、又は伝播媒体であ
る。コンピュータ可読媒体のさらに詳細な例（非包括的なリスト）には以下の媒体が含ま
れる：ハードディスク、光記憶装置、インターネットやイントラネットをサポートするよ
うな送信媒体、磁気記憶装置、携帯用コンピュータのディスケット、ランダムアクセスメ
モリ（ＲＡＭ）、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、消去可能なプログラム可能リードオン
リメモリ（ＥＰＲＯＭ又はフラッシュメモリ）、及びコンパクトディスク・リードオンリ
メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）。
【００３９】
　本明細書で使用されているように、「電子部品」とは、受動的電気コネクタ等と対比さ
れるような能動素子を意味する。電子部品はプロセッサを含むものであってもよい。
【００４０】
　本明細書で使用されているように、「ストリームされる（streamed）」又は「ストリー
ムする（streaming）」とは、ソングファイルのようなファイルが、デジタル信号を介し
て受信装置へ連続して送られることを意味する。そして、この受信装置において、上記オ
ーディオファイル又はソングファイルは好適な受信側アプリケーションを介して同時に再
生される。このデジタル信号は通常バッファされる。
【００４１】
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　本明細書で使用されているように、「通信端末（communication terminal）」とは通信
信号を受信／送信するように構成された端末を含むが、これのみに限定されるわけではな
い。そして上記通信信号は、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、デジタル加入者回線（ＤＳＬ
）、デジタルケーブル、又はその他のデータ接続／ネットワークを介するような有線接続
を介する場合と、例えばセルラネットワーク、衛星ネットワーク、無線ローカルエリアネ
ットワーク（ＷＬＡＮ）とその他の通信端末との少なくとも何れかとつながる無線インタ
フェースとを介する場合との少なくとも何れかの接続を介して受信／送信が行われる。
【００４２】
　無線インタフェースを通じて通信を行うように構成されているとき、本願では通信端末
を「無線通信端末」又は「無線端末」と称する。
【００４３】
　本明細書で使用されているように、「移動端末」とは、携帯可能なものであってもよい
し、可搬性を有するものであってもよいし、（航空、海上又は陸上ベースの）輸送手段に
設置されているものであってもよいし、あるいは、地球上か、宇宙空間かの少なくとも何
れかにおける（単複の）他の任意の場所において、ローカルな形態か、分散された形態か
の何れかの形態で作動するように配置されているか、構成されているかの何れかの状態の
移動端末であってもよい。
【００４４】
　本明細書で使用されているように、マルチメディアファイルの「再生（play）」及び「
プレイバック（playback）」は一般的な意味で用いられ、スピーカを介してオーディオフ
ァイルを再生するステップか、表示画面上にデジタル画像を表示するか、表示画面上にビ
デオファイルを表示するかの少なくとも何れか、あるいは、ビデオファイルに関連づけら
れるか、ビデオファイルに組み込まれるかの少なくとも何れかの形のオーディオファイル
をスピーカを介して同時に再生するステップかの少なくとも何れかのステップを含むこと
ができる。
【００４５】
　図１乃至図７を参照しながら、本発明のいくつかの実施形態について以下で説明する。
本発明のいくつかの実施形態では、１以上のマルチメディアファイル識別子を含むマルチ
メディアファイルの再生リストにおいて特定されるマルチメディアファイルを再生し、管
理する能力を備えたホストのセンタ装置が提供される。１以上の遠方に配置された無線通
信端末からマルチメディアファイルを取り出すことが可能であり、ホストの装置はそれ自
体無線通信端末であってもよい。さらに、ホストの装置は、マルチメディアファイルの再
生リストにおけるマルチメディアファイルの自動か、手動かの少なくとも何れかによる優
先順位の決定を可能にする。ホストの装置に関連づけられたホストの装置側においてか、
メディアセンタ装置上においてかの少なくとも何れかにおいてマルチメディアファイルの
再生を行うことが可能である。
【００４６】
　ここで図１を参照してわかるように、本発明のいくつかの実施形態に係る例示の移動無
線通信端末１０Ａが示されている。本発明の実施形態は無線通信端末に関連して例示され
ているものであるとはいえ、本発明が有線モバイルと有線非モバイルの少なくとも何れか
の方式の通信端末及び方法を含むものであってもよいことは理解できよう。無線端末１０
Ａは、１以上の他の無線端末とデータを通信するように構成されるが、この構成には、上
記無線端末間での直接無線通信インタフェースを介する構成と、１以上のセルラ基地局を
経由して他の無線通信インタフェースを介する構成と、無線ローカルエリア・ネットワー
ク（ＷＬＡＮ）ルータを経由して他の無線通信インタフェースを介する構成とのうちの少
なくとも何れかの構成がある。
【００４７】
　上記無線端末１０Ａは、図１に示すように、無線電話通信システム２の一部を形成する
移動無線電話機であってもよい。このシステム２は移動無線通信端末１０Ａと基地局トラ
ンシーバとを含み、当該基地局トランシーバは無線通信ネットワーク５の一部である。本
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発明のいくつかの実施形態では、ネットワーク５は、セルラネットワークにおいて個々の
セルを定義する（単複の）無線トランシーバを含む基地局トランシーバを含み、さらに、
無線リンクプロトコルを用いて（インタフェース７を介して）セル内の移動端末１０Ａ及
び他の移動端末と通信を行う。本発明のいくつかの実施形態では、例えば、移動体交換セ
ンタや他の装置を経由して多くの基地局トランシーバを接続して、無線通信ネットワーク
５を定義できることは理解されよう。
【００４８】
　例示の実施形態の移動端末１０Ａは、携帯可能なハウジングアセンブリ１２、制御装置
３０、通信モジュール３２、メモリ３４を含む。移動端末１０Ａは、ディスプレイ２０、
スピーカ２４（すなわち、サウンドトランスデューサ）を含むユーザインタフェース２２
（すなわち、マン・マシンインタフェース）をさらに含む。移動端末１０Ａの上述の構成
要素は従来型の多くの移動端末の中に含まれているものであってもよく、前述の構成要素
の機能は当業者には一般に周知のものである。移動端末１０Ａは、マルチメディアファイ
ル管理モジュール４０をさらに含み、このモジュールはメモリ３４に保存することができ
る。
【００４９】
　ディスプレイ２０は、任意の好適な表示画面アセンブリであってもよい。例えば、表示
画面２８は、（ライティングパネルなどの）補助光源の有無にかかわらず液晶ディスプレ
イ（ＬＣＤ）であってもよい。場合に応じて、移動端末１０Ａは、ある特定品質のビデオ
コンテンツを再生する能力を備えるようにすることが可能である。例えば、移動端末１０
Ａは、１６：９又は４：３のような特別のアスペクト比を有するビデオストリームを表示
するように構成してもよい。複数の標準規格のビデオフォーマットが移動端末に対して提
案されているが、この中には、クォータＶＧＡ（ＱＶＧＡ、３２０×２４０画素）、共通
中間フォーマット（ＣＩＦ、３６０×２８８画素）及びクォータ共通中間フォーマット（
ＱＣＩＦ、１８０×１４４画素）が含まれている。さらに、移動端末によっては、種々の
表示能力を有する複数の表示画面を有することができるものもある。したがって、移動端
末１０Ａは１以上の各種表示フォーマットでビデオを表示することが可能である。
【００５０】
　上記ユーザインタフェース２２は任意の好適な（単複の）入力装置を含むものであって
もよい。該入力装置は、例えば、（タッチスクリーンなどの）タッチ起動式又はタッチパ
ネル式装置と、ジョイスティックと、キーボード／キーパッドと、ダイアルと、単複の指
向性キーと、ポインティング装置（マウス、トラックボール、タッチパッドなど）とのう
ちの少なくとも何れかを含むものとなる。スピーカ２４は入力されたオーディオ信号に応
答して音を生成する。ユーザインタフェース２２は、音声プロセッサに結合されたマイク
を含むものであってもよく、この音声プロセッサはマイクへの入射音に応答して音声デー
タストリームを生成するように構成される。
【００５１】
　制御装置３０は無線端末１０Ａの種々の機能をサポートすることも可能である。制御装
置３０は、例えば、任意の市販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。使用中、無線端末１０Ａの制御装置３０はディスプレイ２０に表示画像を生成するこ
とができる。しかし、いくつかの実施形態では、別個の信号プロセッサとビデオチップ（
不図示）の少なくとも何れかを無線端末１０Ａにおいて提供することができるとともに、
ディスプレイ２０上に表示画像を生成するように構成することができる。
【００５２】
　メモリ３４は、（デジタルオーディオファイルと、画像ファイルと、ビデオファイルと
のうちの少なくとも何れかのファイルなどの）デジタルマルチメディアファイルのような
デジタル情報信号及びデータを保存するように構成される。
【００５３】
　上記通信モジュール３２は、１以上の無線インタフェース（本明細書（図１及び図３）
に説明されているような無線インタフェース７、１１２、１１４、１１６、１２２、１３
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４など）を通じて、本明細書に説明されているような遠方にある他の無線端末へデータを
通信するように構成される。通信モジュール３２は、セルラ通信モジュールと、ダイレク
ト・ポイント・トゥー・ポイント接続モジュールと、ＷＬＡＮモジュールとのうちの少な
くとも何れかを含むものであってもよい。
【００５４】
　セルラ通信モジュールの場合、無線端末１０Ａは、１以上のセルラ通信プロトコルを用
いてネットワーク５の（単複の）基地局を介して通信を行うことが可能となる。上記のよ
うなセルラ通信プロトコルとして、例えば、最新型移動電話サービス（ＡＭＰＳ）、ＡＮ
ＳＩ－１３６、グローバル・スタンダード・フォー・モバイル（ＧＳＭ）通信、汎用パケ
ット無線サービス（ＧＰＲＳ）、次世代ＧＳＭ用拡張型データレート（ＥＤＧＥ）、符号
分割多元接続（ＣＤＭＡ）、広帯域ＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、及び汎用移動体通信シ
ステム（ＵＭＴＳ）がある。セルラ基地局は移動体電話中継局（ＭＴＳＯ）無線ネットワ
ークに接続することができ、ＰＳＴＮと他のネットワークの少なくとも何れかと接続する
ことが可能である。
【００５５】
　ダイレクト・ポイント・ツー・ポイント接続モジュールは、ダイレクトＲＦ通信モジュ
ール又はダイレクトＩＲ通信モジュールを含むものであってもよい。ダイレクトＲＦ通信
モジュールはブルートゥース（登録商標）・モジュールを含むものであってもよい。ブル
ートゥース（登録商標）・モジュールを用いて、無線端末１０Ａはダイレクト・ポイント
・ツー・ポイント・インタフェースを通じてアドホックなネットワークを介して通信を行
うことができる。
【００５６】
　ＷＬＡＮモジュールの場合、無線端末１０Ａは通信プロトコルを用いてＷＬＡＮルータ
（ルータ１２０（図３）など）を経由して通信を行うことができる。この通信プロトコル
は、８０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２．１１ｅ、８０２．１１ｇと、８０２．１
１ｉのうちの少なくとも何れかを含むものであってもよいが、これらのみに限定されるわ
けではない。
【００５７】
　通信モジュール３２は、一般には、送信機回路と受信機回路とを有するトランシーバを
含むことができる。これら送信機回路と受信機回路は、発信する無線周波数信号をそれぞ
れ（ネットワーク５、ルータあるいは他の端末装置などへ直接）送信し、音声信号とデー
タ信号のような無線周波数信号を、アンテナを介して（例えばネットワーク５やルータか
ら、あるいは、他の端末装置へ直接）受信する。通信モジュール３２は、ブルートゥース
（登録商標）送受信機とＷＬＡＮ送受信機のような短距離用送信機と受信機を含むもので
あってもよい。上記アンテナは、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。無線端末１０Ａ
とネットワーク５、ルータあるいは他の端末との間で送信される無線周波数信号は（着呼
用ページング信号／メッセージなどの）トラフィック信号と制御信号の双方の信号を含む
ものであってもよい。これらの信号を用いて他のパーティ又は宛先との通信が確立され、
保持される。上記無線周波数信号はまた、例えばセルラデジタルパケットデータ（ＣＤＰ
Ｄ）情報のようなパケットデータ情報を含むものであってもよい。さらに、上記トランシ
ーバは、ＩＲポートを介して他の電子装置へ／から赤外線信号を送信／受信するように構
成された赤外線（ＩＲ）トランシーバを含むものであってもよい。
【００５８】
　上記無線端末１０Ａは、有線又はケーブルを介して他の端末装置と電気的に結合して、
デジタル通信信号を上記端末間で送信するように構成されたものであってもよい。無線端
末１０Ａは、静止画像とビデオデータストリームの少なくとも何れかを入射光に基づいて
生成するように構成されたカメラ装置のようなさらに他の部品を含むものであってもよい
。
【００５９】
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　本発明のいくつかの実施形態に係る（無線端末１０Ａなどの）無線通信端末を用いてマ
ルチメディアファイルの再生リストを提供する方法について、図２のフローチャートを参
照しながら以下で説明する。図２の実施形態を参照してわかるように、本方法はホストの
無線通信端末と参加無線通信端末との間で無線接続を確立する（ブロック７０）ステップ
を含む。ホストの無線通信端末は、例えば、一般的なハンドヘルド型移動端末よりも多く
の視聴者のためにマルチメディアファイルを再生する機能を有する無線通信装置を含むも
のであってもよい。例えば、ホストの無線通信端末は、広いフォーマットの表示画面と高
出力スピーカの少なくとも何れかを含むか、広いフォーマットの表示画面と高出力スピー
カの少なくとも何れかに結合されたものであってもよい。しかし、他の実施形態では、ホ
ストの無線通信端末はハンドヘルド型移動端末を含む場合もある。
【００６０】
　再生リストはホストの無線通信端末を用いて保持される（ブロック７２）。再生リスト
は再生すべきマルチメディアファイルを示す。様々なタイプのマルチメディアファイル用
に、ホストの無線通信端末において別々の再生リストを保持してもよい。例えば、ホスト
の無線端末は、オーディオファイルと、ビデオファイルと、静止画像ファイルとのうちの
少なくとも何れかに対して別々の再生リストを保持することができる。これらの別々の再
生リストはホストの無線端末において個々に管理することが可能であり、このホストの無
線端末は、例えば、同時的にか、連続的にか、同時と連続との組み合わせかの少なくとも
何れかの形態で別々の再生リストからマルチメディアファイルを再生することができる。
例えば、ホストの無線通信端末は、オーディオファイルをスピーカで再生しながら、ビデ
オ画面上に静止画像を表示するように構成することができる。同様に、ホストの無線通信
端末は、別々の静止画像表示画面に静止画像を同時に表示しながらビデオファイルを表示
するための専用のビデオ画面を含むか、専用のビデオ画面に結合されたものであってもよ
い。オーディオファイル内の音響部分と、ビデオファイル内の音響部分との間の干渉を減
らすために、ホストの無線通信端末は、静止画像再生リストから静止画像を同時に表示し
ながら、オーディオとビデオの少なくとも何れかのファイルをそれぞれのビデオ及びオー
ディオの再生リストから順番に再生してもよい。
【００６１】
　ホストの無線通信端末において参加者のマルチメディアファイル識別子を参加無線通信
端末から受信する（ブロック７４）。参加者のマルチメディアファイル識別子は、参加無
線通信端末に保存された参加者のマルチメディアファイルに対応するか、この参加者のマ
ルチメディアファイルを示す。ホストの無線通信端末は、マルチメディアファイル識別子
によって示されるマルチメディアファイルのタイプを決定する（ブロック７５）。例えば
、ホストの無線通信端末は、マルチメディアファイル識別子がオーディオファイル、ビデ
オファイル又は静止画像ファイルを示しているかどうかの判定を行う。続いて、参加者の
マルチメディアファイル識別子は対応する再生リストに追加される（ブロック７６）。
【００６２】
　次に、以下でさらに詳細に記載するように、１以上の優先順位基準に従うホスト端末の
マルチメディアファイル管理モジュールによって、自動的に再生リストの優先順位を決定
することが可能となる（ブロック７８）。その後、再生リストによって示されるマルチメ
ディアファイルの再生が実行される（ブロック８０）。マルチメディアファイルの再生の
実行には、参加者の再生用マルチメディアファイルを参加無線通信端末から取り出すステ
ップが含まれる。
【００６３】
　いくつかの実施形態によれば、ホストの無線通信端末と複数の参加無線通信端末との間
で接続が確立され、ホストの無線通信端末は、複数の参加者のマルチメディアファイル識
別子を複数の参加無線通信端末から受信するとともに、参加者のマルチメディアファイル
識別子の各々を再生リストに追加し、参加者の再生用マルチメディアファイルをそれぞれ
の参加無線通信端末の各々から取り出す。いくつかの実施形態によれば、ホストの無線通
信端末と参加無線通信端末間での通信は、ブルートゥース（登録商標）無線ＲＦ接続のよ
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うなダイレクト・ポイント・ツー・ポイント・インタフェースを介して達成される。いく
つかの実施形態によれば、ホストの無線通信端末と参加無線通信端末間での通信は、ＷＬ
ＡＮ又はセルラベースのシステムを経由して行われるような間接インタフェースを介して
達成される。他の実施形態についての以下の説明から本発明のさらなる側面及び実施形態
が明らかになる。
【００６４】
　図３を参照してわかるように、マルチメディアファイル再生システム１００Ａがこの図
に示されている。システム１００Ａは、移動無線通信端末１０Ａ（本明細書において「ホ
ストの無線通信端末」又は「ホスト端末」とも称する。）と、複数の追加の参加無線通信
端末１０Ｂ、１０Ｃ、１０Ｄ、１０Ｅ（本明細書において「参加無線通信端末」又は「参
加通信端末」とも称する。）とを含む。
【００６５】
　端末１０Ａに関して上述したように端末１０Ｂ～Ｅを構成することができる。端末１０
Ｂ～Ｅは個々に無線通信モジュール３２とマルチメディアファイル管理モジュール４０と
を含むものである。しかし、それぞれのマルチメディアファイル管理モジュール４０は、
装置の意図する機能に対応して個々の端末１０Ａ～Ｅについて別様に構成することも可能
である。いくつかの実施形態によれば、端末１０Ｂ～Ｅのすべて又はいくつかは移動無線
通信端末である。いくつかの実施形態によれば、端末１０Ａ～Ｅのすべて又はいくつかは
ハンドヘルド型移動無線通信端末である。
【００６６】
　メディアセンタ１３０は、オーディオ信号（デジタルオーディオ信号など）を対応する
サウンドに変換する装置と、静止画と動画の少なくとも何れかを表示するための装置との
少なくとも何れかを含むものであってもよい。メディアセンタ１３０は、例えば、ＰＣ又
はラップトップ、テレビ、オーディオ受信機、ステレオ機器などを含むものであってもよ
い。例示のメディアセンタ１３０は、無線通信モジュール１３２、１以上のビデオ表示画
面１３８、及びサウンドトランスデューサ（スピーカ）１３６を含む。無線通信モジュー
ル１３２は、メディアセンタ１３０と一体化することができるか、あるいはスウェーデン
のソニーエリクソン社から個々に入手可能なブルートゥース（登録商標）・メディアビュ
ーアＭＭＶ－１００モジュール又はブルートゥース（登録商標）・メディアビューアＭＭ
Ｖ－２００モジュールのような補助用又は差込み式のプラグイン無線通信モジュールであ
ってもよい。ホストの無線通信端末１０Ａ及びメディアセンタ１３０が、システム１００
の別個のエレメントとして図３に示されてはいるが、いくつかの実施形態では、メディア
センタ１３２においてホストの無線通信端末１０Ａの機能を提供することが可能であり、
これによってメディアセンタ１３２は追加の参加無線通信端末１０Ｂ～Ｅと直接通信する
ことが可能となる。
【００６７】
　例示の使用例を用いてシステム１００Ａについて以下で説明する。ある集まりのユーザ
グループが個々に端末１０Ａ～Ｅのうちの１台の端末を有しているものとする。種々のマ
ルチメディアファイルが１以上の（一般に２以上の）端末１０Ａ～Ｅに保存されている。
ユーザは、自分のマルチメディアファイルをメディアセンタ１３０で再生することによっ
て、自分の移動端末に保存されている音楽ビデオと、歌と、静止画像とのうちの少なくと
も何れかを含むマルチメディアファイルを集まりにいるその他のユーザたちと共有したい
と思う場合がある。利用可能な公知の技術によって、（ブルートゥース（登録商標）など
を介して）自分のマルチメディアファイル（すなわち音楽オーディオファイル）を個々の
ユーザに一度に１ファイルずつメディアセンタ１３０へ送信させることによって上記を達
成することが可能となる。しかし、この方法は、マルチメディアファイルを提供する個々
のユーザからの極めて大きなかつアクティブなインタラクションを必要することが考えら
れる。このような関与は、（通信相手などの）設定側にとって不便なものとなるか、役立
たないものとなるかの少なくとも何れかになる可能性がある。
【００６８】
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　本発明の実施形態によれば、マルチメディアファイルの再生リストを作成し、保持する
とともに、ホスト端末１０Ａを用いてファイルの再生を実行することによって上述の欠点
を解決することが可能となる。一般に、個々の端末１０Ａ～Ｅは、（ソフトウェア又はフ
ァームウェアアプリケーションなどの）端末にインストールされた適当なマルチメディア
ファイル管理モジュール４０を有している。
【００６９】
　ホスト端末１０Ａは、マスタ端末すなわちホスト端末となるように選択され、参加通信
端末１０Ｂ～Ｅはスレーブ端末すなわち参加通信端末として個々に指定される。ホスト端
末１０Ａの制御装置３０は、参加通信端末１０Ｂ～Ｅの各端末と無線接続を確立する（す
なわち通信結合を行う）。いくつかの実施形態によれば、この無線接続は、無線通信イン
タフェース接続であり、いくつかの実施形態によれば、ＲＦ接続であり、いくつかの実施
形態によれば、ブルートゥース（登録商標）接続である。これらの接続は公知の方法で確
立することができる。例えば、ブルートゥース（登録商標）接続の場合、参加（スレーブ
）端末１０Ｂ～Ｅをサーチ可能な／発見可能な状態に設定することができ、ホスト（マス
タ）端末１０Ａは問い合わせを送出して、利用可能な参加（スレーブ）端末１０Ｂ～Ｅを
識別して、ピコネット又はパーソナルエリアネットワークを形成する。
【００７０】
　例示のように、ホスト端末１０Ａは、ダイレクト・ポイント・ツー・ポイント無線イン
タフェースを通じて、又は、リンク１１２、１１４、１１６をそれぞれ通じて、参加通信
端末１０Ｂ、１０Ｃ、１０Ｄと通信を行い、さらに、ＷＬＡＮルータ１２０を経由して無
線インタフェース又はリンク１１８、１２２を介して参加通信端末１０Ｅと通信を行う。
いくつかの実施形態によれば、インタフェースは、（ブルートゥース（登録商標）などの
）直接的なインタフェース、又は（ＷＬＡＮルータ又はセルラネットワーク５などを介す
るような）間接的なインタフェースである種々の無線インタフェースの組み合わせであっ
てもよいことは理解できよう。いくつかの想定される実施形態によれば、マルチメディア
ファイル共有処理手順を実行するためにホスト端末１０Ａと参加通信端末１０Ｂ～Ｅとの
間で提供される信号のすべては、ダイレクト・ポイント・ツー・ポイント無線インタフェ
ースを通じて提供される。いくつかの想定される実施形態によれば、マルチメディアファ
イル共有処理手順を実行するために、ホスト端末１０Ａと参加通信端末との間で提供され
る信号のすべては、ブルートゥース（登録商標）・インタフェースのような無線周波数（
ＲＦ）インタフェースを通じて提供される。
【００７１】
　これらの接続の確立前又は確立後に、ホスト端末１０Ａは任意の好適な方法によって有
効な参加通信端末を識別し、指定することができる。いくつかの実施形態によれば、ホス
ト端末１０Ａは、送信勧誘（invitation）のポーリング（poll）を行うか、（ホスト端末
のブルートゥース（登録商標）信号の処理範囲内に在る潜在的参加通信端末などの）潜在
的参加通信端末のうちの選択したグループへ送信勧誘を送信する。潜在的参加通信端末は
勧誘を受け入れる旨の応答を行うことによりグループに加わる選択を行うことができる。
上記とは別に、又は、上記に加えて、ホスト端末１０Ａは、参加通信端末から頼んでいな
いのに送りつけられた参加要求を受け入れる場合がある。ホスト端末１０Ａを用いて、参
加すること（すなわち、マルチメディアファイルを再生リストに提供すること）が許され
る潜在的参加通信端末のリストのような特定のグループを規定するようにしてもよい。ホ
スト端末１０Ａはまた、潜在的参加通信端末によって発信が許されるマルチメディアファ
イルのタイプを規定するようにしてもよい。
【００７２】
　図３に例示の実施形態において、ホスト端末１０Ａは、無線インタフェース又はリンク
１３４を介してメディアセンタ１３０とも通信可能に結合され、無線マルチメディアファ
イルデータ信号を通信モジュール１３２へ提供する。上記とは別に、ホスト端末１０Ａは
、有線ケーブル又は信号ケーブルを用いてメディアセンタ１３０と接続することができる
。上述したように、メディアセンタ１３０はそれ自体、潜在的参加者に問合せを行うか、
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直接的にか、間接的にかの少なくとも何れかの形態で参加要求を参加移動端末から受け入
れるかの少なくとも何れかを行うように構成されたホスト端末として機能することができ
る。
【００７３】
　ホスト端末１０Ａと参加通信端末１０Ｂ～Ｅとの間で接続が確立されるとすぐに、個々
の参加者は参加者の端末１０Ｂ～Ｅに保存されている対応するマルチメディアファイルを
示す、参加者の１以上のマルチメディアファイル識別子を送信することができる。追加の
又は代替の例において、ホスト端末１０Ａは、参加通信端末１０Ｂ～Ｅをポールして、参
加通信端末１０Ｂ～Ｅに保存されている１以上の利用可能なマルチメディアファイルのリ
ストを得ることができる。参加通信端末１０Ｂ～Ｅを送信するマルチメディアファイル管
理モジュール４０は、（単複の）マルチメディアファイル識別子の選択と送信とを容易に
するユーザインタフェースを提供することができる。例えば、モジュール４０は、ホスト
端末１０Ａへ送信するための（単複の）マルチメディアファイルを選択するための、利用
可能な保存済みマルチメディアファイルとチェックボックスのリストを生成することがで
きる。さらに、又は、代替例において、参加通信端末１０Ｂ～Ｅのユーザがホスト端末と
共有することを望むマルチメディアファイルは、共有フォルダ又はディレクトリのような
指定フォルダ又はディレクトリに保存することができる。その場合、ホスト端末１０Ａと
接続が行われる度に参加通信端末１０Ｂ～Ｅのユーザが共有ファイルを示す必要はなくな
ることが考えられる。
【００７４】
　ホスト端末１０Ａは参加者のマルチメディアファイル識別子を参加通信端末１０Ｂ～Ｅ
から受信し、マルチメディアファイル識別子の各々が示すマルチメディアファイルのタイ
プを決定する。このタイプ決定処理は、例えば、ファイル名のファイルタイプの拡張子を
検査することにより達成することができる。いくつかの実施形態では、マルチメディアフ
ァイル識別子には、この識別子によって示されるマルチメディアファイルのタイプを示す
明白な表示が含まれている。ホスト端末１０Ａのマルチメディアファイル管理モジュール
４０は、ホスト端末１０Ａによって受け入れられる個々のマルチメディアファイルのタイ
プを示すこれらのマルチメディアファイル識別子のホスト側再生リストを作成し、保持す
る。ホスト端末１０Ａとメディアセンタ１３０との少なくとも何れかによってサポートさ
れていないマルチメディアのタイプをマルチメディアファイル識別子が示している場合、
ホスト端末１０Ａは、マルチメディアファイル識別子を発信した参加通信端末１０Ｂ～Ｅ
へエラーメッセージを返信することができる。ホストの再生リストは、ホスト端末１０Ａ
か、関連するメディアセンタ１３０かの少なくとも何れかにおいて再生されるマルチメデ
ィアファイルを示すリストである。
【００７５】
　個々のマルチメディアファイル管理モジュール４０によって、図４に示すように関連づ
けられた端末１０Ａ～Ｅにディスプレイ１５０が設けられる。ホスト端末１０Ａに設けら
れたディスプレイは参加通信端末１０Ｂ～Ｅに設けられたディスプレイとは異なるもので
あってもよい。例えば、機能管理に関係するディスプレイ１５０の一部は参加通信端末の
ディスプレイから省くことができる。上記とは別に、マルチメディアファイル管理モジュ
ール４０は、参加通信端末１０Ｂ～Ｅにディスプレイを設けないようにすることもできる
。
【００７６】
　例示の実施形態では、ディスプレイ１５０には再生リストフィールド１５２と制御ボタ
ン１５４（ソフトキーなど）とが含まれる。制御ボタン１５４は一般にホストの端末ディ
スプレイに表示される。例示のオーディオファイル再生リスト１５６は再生リストフィー
ルド１５２に表示される。再生リスト１５６は一列ずつの一連のマルチメディアファイル
識別子１５６Ａを含み、個々の識別子は、それぞれのマルチメディアファイルに対応する
。オーディオファイルの場合、個々のマルチメディアファイル識別子には、アーティスト
と、ファイル名と、関連づけられたマルチメディアファイルに対応する再生時間と、識別
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子を発信した参加者の識別子とが含まれる。さらに多量の情報か、さらに少量の情報か、
異なる情報かのうちの少なくとも何れかの情報も同様に提供できることは理解できよう。
【００７７】
　ホストは、例えば、制御ボタン１５４を用いて、マルチメディアファイルリスト１５６
により示されるマルチメディアファイルの再生を選択的に管理することができる。例えば
、「再生」及び「停止」ボタンを用いて、メディアセンタ１３０へのマルチメディアファ
イルの送信の開始及び停止を行うことができる。「移動」ボタンは、再生リスト１５６内
のマルチメディアファイル識別子１５６Ａの順序を手動で変更（すなわち、関連づけられ
たマルチメディアファイルの再生順序を変更）するのに用いることができる。「削除」ボ
タンはマルチメディアファイル識別子１５６Ａを再生リスト１５６から削除するのに用い
ることができる。「詳細」ボタンは、マルチメディアファイル識別子１５６Ａによって識
別されるファイルについての追加の情報を表示するために用いることができる。「ランダ
ム・ミックス」ボタンは、ランダムにすなわち他の非シーケンシャルな順序でマルチメデ
ィアファイルの再生をホスト端末１０Ａに実行させる（すなわち、マルチメディアファイ
ルをメディアセンタ１３０へ送信する）のに用いることができる。
【００７８】
　他の機能性を提供することも可能である。例えば、ホスト端末１０Ａによって、ユーザ
は（マルチメディアファイル提供参加者、マルチメディアファイルの長さなどの）１以上
の選択された属性に基づいてマルチメディアファイル識別子１５６Ａの順序を変更するこ
とが可能となる。ホスト端末１０Ａは、参加通信端末１０Ｂ～Ｅのうちのどの参加通信端
末がマルチメディアファイル識別子を再生リスト１５６に追加することが許されているか
を示すように構成することができる。参加通信端末１０Ｂ～Ｅは、マルチメディアファイ
ル識別子の追加に加えてマルチメディアファイルリスト１５６の編集か、修正を可能にす
ることができる。この場合、ホスト端末１０Ａは、当該ホストが参加通信端末１０Ｂ～Ｅ
のうちのどの参加通信端末にマルチメディアファイルの再生リスト１５６の修正権限（す
なわち、参加通信端末の再生リストの編集機能のオン／オフを行う権限）を与えるか、ど
の参加通信端末に上記修正権限を与えないかの選択を行うことができるように構成するこ
とができる。
【００７９】
　本発明のいくつかの実施形態では、ホスト端末１０Ａは、再生リストの順序を自動的に
管理する。例えば、ホスト端末１０Ａは、ホスト端末１０Ａのユーザによって設定された
好みに基づいて、特定の再生リスト内のマルチメディアファイル識別子を自動的にリオー
ダするようにしてもよい。
【００８０】
　特に、ホストのマルチメディアファイル管理モジュールは、参加移動端末１０Ｂ～Ｅか
らマルチメディアファイル識別子を受信した順序から再生リストの順序を変更するように
構成することができる。場合に応じて、ホスト端末１０Ａのマルチメディアファイル管理
モジュール４０は、１またはそれ以上の基準に基づいて或る種のメディアファイルを完全
に省くようにしてもよい。例えば、マルチメディアファイル管理モジュールは、（芸術的
な好みに基づいて）或る種の再生順序がより適切なものになるように決定することができ
る。さらに、マルチメディアファイル管理モジュールは、ファイルが再生に適していない
と判断した場合、再生リストからそのファイルを省くことができる。例えば、オーディオ
ファイル又はビデオファイルは、（万人向けを表すＥ、１０代向けを表すＴ、成人向けを
表すＡなどのような）そのファイル向けの適当な視聴者を特定するための、当該ファイル
に関する格付け情報を有することができる。オーディオファイルの形でメタデータとして
この格付け情報を保存するか、遠方の場所にあったり、ローカルな場所にあったりするデ
ータベース１２７から、ホスト端末１０Ａが、マルチメディアファイル識別子の形で提供
される情報に基づいてこの格付け情報を取り出すかの少なくとも何れかを行うことが可能
である。ホスト端末１０Ａのユーザは許容できる格付けを確立することが可能となり、マ
ルチメディアファイル識別子の形で特定されたファイルが許容できる格付けの限界を超え
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ていれば、再生リストからそのファイルを除去／除外することができる。
【００８１】
　いくつかの実施形態では、メディアファイル及び参加ユーザに割り当てられた特徴に基
づくか、ホスト端末１０Ａが作成し、準拠することができる１組の原則に基づくかの少な
くとも何れかに基づいて再生リストの自動的優先順位づけを決定することができる。
【００８２】
　ある特定の実施形態では、ホスト端末１０Ａは、自動的優先順位づけのオンとオフを行
うか、異なるオペレーティングプロファイル（operating profile）を所望のタイプの優
先順位に応じてユーザが選択できるようにするかの少なくとも何れかのように構成される
。
【００８３】
　マルチメディアファイルに関連する利用可能な任意のメタデータを用いて、作成した日
付、ファイル形式、ファイルサイズ、（画像用の）オリエンテーション、（クラシック、
ハードロックなどの音楽上の）分類、保存位置、ユーザによる格付けなどの優先順位づけ
を実行することができる。さらに、この優先順位づけはマルチメディアファイル自体から
抽出されるデータに基づいて行うことも可能である。例えば、オーディオファイルを分析
して、歌の速さ（テンポ）を決定することができ、再生する歌の順序づけを行う際にこの
情報を用いることができる。
【００８４】
　ユーザの個々の特徴に基づいてさらに優先順位づけを行うようにすることも可能である
。例えば、ユーザのアクション又はユーザに関する他の特徴に基づいて参加移動端末１０
Ｂ～Ｅのユーザに異なる特徴を割り当てるようにしてもよい。例えば、特定の参加者が非
常にアクティブであれば、その参加者たちの‘予想される’専門的知識は高いものである
可能性がある。同様に、自分の装置により多くの音楽を保存している人々はさらに多くの
‘専門的知識’を有していると考えられる。歌の順序づけを行う際に、ユーザの信頼性も
考慮する場合がある。例えば、ユーザが不適切と考えられなかった複数のファイルを事前
に送信していた場合、このユーザはより高い信頼性を有していると見なすことができる。
【００８５】
　参加者の特徴は、時間の経過に伴って蓄積され、ホスト端末１０Ａによってアクセス可
能なデータベース１２７のようなデータベースに保存することができる。いくつかの実施
形態では、参加者の特徴は参加通信端末１０Ｂ～Ｅからのインタラクティブな応答／フィ
ードバック情報を用いて蓄積することができる。例えば、参加通信端末１０Ｂ～Ｅのマル
チメディアファイル管理モジュールは現在の選択に関するフィードバック情報をホスト端
末１０Ａへ提供するためのインタフェースを含むことができる。例えば、マルチメディア
ファイル管理モジュールは、現在の選択に対するユーザの承認又は不承認を示すユーザ（
１～１０など）による格付け情報を提供できるインタフェースを含むことができる。特定
のマルチメディアの選択に対する応答を収集し、これを表にして、マルチメディアファイ
ルと、マルチメディアファイルを発信した参加者の少なくとも何れかに関連づけられるメ
トリックを提供することができる。特定のマルチメディアファイルが高い格付けを受けた
場合、そのファイルは、たとえそれが後で提示されたものであっても、再生リストにおい
て優先権を与えるようにするものと仮定することができる。同様に、特定のユーザがその
発信するマルチメディアファイルに対して高い格付けを一貫して受けている場合、このユ
ーザによるその後の発信に対するより高い優先順位を再生リストの中で与えるようにする
ことができる。逆に、特定のマルチメディアファイルが低い格付けを受けた場合、そのフ
ァイルに対して以前より低い優先順位をそれ以降与えるようにすることができ、そして、
ユーザがその発信するマルチメディアファイルに対して低い格付けを一貫して受けるよう
になれば、そのユーザによる以降の発信に対して低い優先順位が与えられるようになるこ
とが考えられる。
【００８６】
　再生リストを動的にソートするために他の原則を用いることも可能である。例えば、ホ
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スト端末のマルチメディアファイル管理モジュールは、再生される歌の速さ（テンポ）の
反復が過多になるのを避けるために再生リストファイルをソートするように構成すること
ができる。例えば、ホスト端末は、アップビート（高いテンポ）とダウンビート（低いテ
ンポ）の歌とを散在させるか、高いテンポと低いテンポの歌の所望の比率を提供するかの
少なくとも何れかを行うように構成することができる。いくつかの実施形態では、自分の
スタイルの分類とテンポとの少なくとも何れかに基づいて歌を自動的にリオーダすること
が可能であり、それによってテンポの変化に伴う論理的フローを生じるようにすることが
できる。さらに、スタイル分類に基づいてファイルを受け入れたり、拒絶したりすること
も可能である。
【００８７】
　さらに、ホスト端末１０Ａは、ファイルを発信する参加者の過去の発信の実施に基づい
てマルチメディアファイルの優先順位を上下させるように構成することができる。例えば
、さらなる参加を奨励するために比較的アクティブでない参加者による発信を優先させる
方が望ましい場合もある。場合に応じて、マルチメディアファイルを優先させ、それによ
って特定の参加者から出されるほんのわずかしかない一定数のファイルを続けて再生する
方が望ましい場合もある。さらに、信頼できないユーザを完全に禁じるようにすることも
可能である。
【００８８】
　いくつかの実施形態では、作成された時刻に基づいてホスト端末１０Ａへ送信される画
像を自動的にリオーダし、（これらの画像を再生するためにユーザが要求を送信した時点
とは対照的に）時系列順に画像を再生することができる。不適切な画像を事前に送信した
ユーザからの画像は自動的に禁止してもよい。同様に、ビデオクリップを自動的にリオー
ダすることができ、それによってより長いクリップとより短いクリップとが散在するよう
にしてもよい。
【００８９】
　本明細書を読むとき、マルチメディア再生リストを動的にリオーダする他の規則、メカ
ニズム及びアプローチが当業者にとって明らかになる。
【００９０】
　ホスト端末１０Ａが再生モードのとき、ホスト端末１０Ａの制御装置３０は、その後再
生すべきマルチメディアファイルの識別子１５６Ａを識別することになる。特定されるマ
ルチメディアファイル識別子は、次に再生すべきマルチメディアファイル識別子であって
もよい。次いで、ホスト端末１０Ａはマルチメディアファイル要求を対応する参加通信端
末１０Ｂ～Ｅのうちの１つへ送信して、マルチメディアファイル識別子に対応するマルチ
メディアファイルを取り出す。
【００９１】
　続いて、対応する参加通信端末は、（参加通信端末に保存されている）識別済みマルチ
メディアファイルのコピーをホスト端末１０Ａへ送信する。いくつかの実施形態によれば
、参加通信端末は、その時ホスト端末１０Ａに（メモリ３４内などに）一時的に保存され
ているマルチメディアファイルのコピーとしてマルチメディアファイルをホスト端末１０
Ａへ送信する。他の実施形態によれば、参加通信端末は、ストリーミングマルチメディア
ファイルとしてマルチメディアファイルをホスト端末１０Ａへ送信する。いくつかの実施
形態によれば、ホスト端末と参加通信端末間での要求信号及びマルチメディアファイル信
号は無線で送信され、また、いくつかの実施形態によれば、ブルートゥース（登録商標）
のような直接無線ＲＦ接続を介して送信される。
【００９２】
　ホスト端末１０Ａはマルチメディアファイルを検査して、ファイルに関連づけられたマ
ルチメディアファイル識別子の形で提供される記述に上記マルチメディアファイルが一致
しているかどうかの判定を行うことができる。例えば、ホスト端末１０Ａは、ファイルが
正しいファイルであるか、正しいサイズのファイルであるかを調べるためのチェックを行
うことができる。場合に応じて、そして、特にオーディオファイルの場合、ホスト端末１
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０Ａは、デジタル音楽ファイルのような種々のオーディオファイルに関する情報を含むロ
ーカルな場所にあるか、遠方にあるデータベース１２７を調べて、マルチメディアファイ
ルが適当な長さと、ファイルタイプと、ファイル名とのうちの少なくとも何れかを有して
いるかどうかの判定を行うことができる。ホスト端末１０Ａがマルチメディアファイル識
別子と実際のファイルとの間に不一致情報を検出した場合、ホスト端末１０Ａは、例えば
、ファイルを再生する前にファイルを拒絶するか、ホストにより承認を受けるためにファ
イルにフラグを立てることができる。
【００９３】
　次いで、ホスト端末１０Ａの制御装置３０は、参加通信端末からホスト端末へ、又は、
ホスト端末からメディアセンタ１３０へ送信を行うことによって取り出されたマルチメデ
ィアファイルの再生を実行することができる。メディアセンタ１３０にこのマルチメディ
アファイルを保存して、再生することができる。上記とは別に、マルチメディアファイル
は、例えば、発呼側参加通信端末からホスト端末１０Ａへストリームされるマルチメディ
アファイルとして、メディアセンタ１３０へストリームすることができる。ホスト端末１
０Ａに割り当てられたメモリ空間が不十分であるか、ホスト端末１０Ａ上へのマルチメデ
ィアファイルの保存が防止されているか、あるいは不正な操作になっているかの少なくと
も何れかの状態になっている場合、参加通信端末からホスト端末へ、あるいは、ホスト端
末からメディアセンタ１３０への少なくとも何れかの方向にマルチメディアファイルをス
トリームすることが望ましいか、又は必要となる場合がある。いくつかの実施形態によれ
ば、このマルチメディアファイルは、ストリームされるか、全体として保存されるかにか
かわらず、再生中又は再生後に、ホスト端末１０Ａから自動的に（すなわちユーザの介在
を伴うことなく）消去される。いくつかの実施形態では、ホスト端末１０Ａはマルチメデ
ィアファイルに関連するデジタル権利管理（ＤＲＭ）情報のチェックを行うことができる
。マルチメディアファイルに付与されている著作権が、ホスト端末１０Ａとメディアセン
タ１３０の少なくとも何れかによる媒体の再生を十分にサポートしていなければ、ホスト
端末１０Ａは適当な通知をマルチメディアファイルを発信した参加通信端末１０Ｂ～Ｅへ
送信することができ、マルチメディアファイルを再生リストから取り除くことができる。
【００９４】
　いくつかの実施形態では、メディアセンタ１３０への送信用として、マルチメディアフ
ァイルをホスト端末１０Ａによってアナログ信号に変換することができるが、その場合メ
ディアセンタ１３０はデジタル処理回路を含む必要はない。他の実施形態では、メディア
センタ１３０は、特定のフォーマットを有するマルチメディアファイルを処理する能力を
備えたものであってもよい。例えば、メディアセンタ１３０は、ＭＰ３、ＷＭＦ、ＪＰＥ
Ｇ、ＭＰＥＧなどのような複数の標準化ファイル形式のうちの何れかのファイル形式を有
するマルチメディアファイルを処理できるようにしてもよい。しかし、１以上の参加通信
端末１０Ｂ～Ｅが、メディアセンタ１３０によってサポートされていないファイル形式で
保存されたファイルを有している場合がある。その場合、ホスト端末１０Ａは、マルチメ
ディアファイルをメディアセンタ１３０へ送信する前に、参加通信端末１０Ｂ～Ｅによっ
て提供されている形式から、メディアセンタ１３０によりサポートされている形式へマル
チメディアファイルのファイル形式を変換するための適切なコーダ／デコーダ（コーデッ
ク）ソフトウェアによって構成することができる。
【００９５】
　ホスト端末１０Ａの制御装置３０は、前述の個々のマルチメディアファイル識別子１５
６Ａに対して、上述のステップを順番にかつ自動的に（すなわちユーザの介在を伴うこと
なく）実行することができる。ホスト端末１０Ａが上記のようにマルチメディアファイル
１５６を実行するとき、ホストは再生リスト１５６を所望のように変更することができる
。また、いくつかの実施形態によれば、ホスト端末１０Ａの制御装置３０が再生リスト１
５６を通じて実行する場合に、参加通信端末１０Ｂ～Ｅは新しいマルチメディアファイル
識別子をマルチメディアファイルリスト１５６に追加することができる。いくつかの実施
形態によれば、新規の参加通信端末がグループに参加し、ホスト端末１０Ａが再生リスト
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１５６を通じて実行する場合、参加通信端末はマルチメディアファイル識別子を発信する
ことが可能となる。例えば、上述の１以上の基準に従ってこのような新たな発信を自動的
に優先させるようにしてもよい。
【００９６】
　上述したように、ホスト端末１０Ａは、例えば個々のマルチメディアファイルタイプに
対する１つの再生リストとして複数の再生リストを保持することができる。ホスト端末１
０Ａは、同時に再生するか、連続的に再生するかの少なくとも何れかの形態で再生リスト
内のマルチメディアファイルの再生を行う（あるいはメディアセンタ１３０に再生させる
）ことができる。例えば、ホスト端末１０Ａは、静止画像の再生リストと、オーディオフ
ァイルの再生リストとを保持することができる。ホスト端末は２つの再生リストを同時に
処理することが可能であり、例えば、スピーカシステムを用いて、メディアセンタ１３０
に（歌などの）オーディオファイルを同時に順番に再生させながら、画像再生リストから
得られる画像をディスプレイ上に順番にメディアセンタ１３０に表示させるようにするこ
とができる。いくつかの実施形態では、ホスト端末１０Ａは２つの再生リストを順番に処
理することができる。例えば、ホスト端末１０Ａは、オーディオファイルの再生リストか
ら得られるオーディオファイルの再生と、ビデオファイルの再生リストから得られるビデ
オファイルの再生との間で再生を交互に行うことができ、一般に、オーディオトラックを
含むビデオファイルをオーディオのみのファイルと同時に再生しないようにすることが実
質的に可能になる。しかしながら、ホスト端末１０Ａは、（クロスフェードなどの場合の
ように）１つのファイルが終了し、他のファイルが開始するとき、オーディオファイルか
ら得られるオーディオを他のオーディオファイル又はビデオファイルから得られるオーデ
ィオとミックスするように構成することも可能であることは理解されよう。
【００９７】
　ホスト端末１０Ａは、再生リスト間でファイルを１つずつ交互に再生するように構成す
ることができる。上記とは別に、ホスト端末１０Ａは、例えば、個々のビデオファイル間
で一定数のオーディオファイルを再生するように構成することも可能である。いくつかの
実施形態では、ビデオファイルと比較されるオーディオファイルの相対的再生回数は、そ
れぞれの再生リストの中で待ち行列に入れられているコンテンツが再生される分の数に基
づいて決められる。例えば、ビデオ再生リストが、待ち行列に入れられている２０分のビ
デオファイルを含み、オーディオ再生リストが１００分の待ち行列に入れられている歌を
含んでいるとすると、オーディオ再生リストから得られる歌の方がビデオ再生リストから
得られるビデオファイルよりも約５倍長い時間再生することができることになる。歌とビ
デオファイルがほぼ同じ長さの再生時間を有していると仮定すると、ホスト端末１０Ａは
、ビデオファイルを再生するためにビデオ再生リストへ切り替わる前にオーディオ再生リ
ストからほぼ５つの歌を再生することが可能となる。
【００９８】
　その間、ホスト端末１０Ａは、オーディオファイルとビデオファイルとの再生が交互に
行われるとき、静止画像ファイルを表示するように構成することができる。いくつかの実
施形態では、ホスト端末１０Ａは、一方でオーディオファイルの再生と静止画像の表示と
を行うステップと、他方でビデオファイルを再生するステップとの間で交互再生と表示と
を行うように構成することができる。
【００９９】
　システム１００Ａは、１グループの人々によって選択されたマルチメディアファイルを
再生するのに使い勝手のよい、楽しめるメカニズムであって、異なるタイプのマルチメデ
ィアファイルを含むメカニズムを提供することができるシステムである。システム１００
Ａは、再生実行機能を提供し、さらに、ホスト端末（場合によっては参加通信端末）が、
マルチメディアファイルの再生リストを作成し、調整し、制御し、管理する操作のうちの
少なくとも何れかの操作を許可する。実際には、例えば、パーティ参加者は、ホスト端末
（パーティのホスト自身の移動端末など）に保持されているマルチメディアファイルを自
身の参加通信端末からマルチメディアファイルの再生リストへ追加することができる。再
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生シーケンス時にパーティ参加者のマルチメディアファイルの順番になると、マルチメデ
ィアファイルのコピーがホスト端末へ自動的に送信され、再生される。したがって、パー
ティ参加者は、他のアクションを何も実行する必要はないことになる。いくつかの実施形
態に従って、要求信号及びマルチメディアファイル転送信号が（ブルートゥース（登録商
標）接続のようなＲＦインタフェースなどの）直接無線接続を介してホスト端末と参加通
信端末との間で通信されるとき、パーティ参加者はポケット又はハンドバッグの中に自分
の参加通信端末を入れておくだけでよいことになる。処理手順の実行の際に、参加者を追
加したり、除去したりすることができる。例えば、参加者がブルートゥース（登録商標）
の到達範囲から出ると、ユーザのマルチメディアファイルを再生リストから削除したり、
下ろしたりすることができる。
【０１００】
　ここで図５を参照してわかるように、ホスト端末１０Ａ及び参加通信端末１０Ｂ～Ｅを
含む、本発明の他の実施形態によるシステム１００Ｂがこの図に示されている。システム
１００Ｂは、メディアセンタ１３０が省かれ、ホスト端末１０Ａのスピーカ２４を介して
、マルチメディアファイルの再生リスト１５６から得られるマルチメディアファイルの再
生が行われるという点でシステム１００Ａ（図２）とは異なるシステムである。
【０１０１】
　ここで図６を参照してわかるように、メディアセンタ１３０及び参加通信端末１０Ｂ～
Ｅを含む、本発明の他の実施形態によるシステム１００Ｃがこの図に示されている。シス
テム１００Ｃは、再生リストが確立され、参加通信端末１０Ｂ～Ｅと通信するメディアセ
ンタ１３０によって再生リストが保持されるという点でシステム１００Ｂ（図５）とは異
なるシステムである。さらに、マルチメディアファイルの再生リスト１５６から得られる
マルチメディアファイルの再生はスピーカ１３６とメディアセンタ１３０のビデオ表示画
面１３８とを介して行われる。
【０１０２】
　ここで図７を参照してわかるように、ホスト端末１０Ａ及び参加通信端末１０Ｂ～Ｅを
含む本発明の他の実施形態によるシステム１００Ｄがこの図に示されている。システム１
００Ｄは、マルチメディアファイルの再生リスト１５６から得られるマルチメディアファ
イルの再生が、ホスト端末１０Ａのスピーカ２４を介して、さらに、参加通信端末１０Ｂ
～Ｅのそれぞれのスピーカを介するか、参加通信端末１０Ｂ～Ｅと動作可能に接続される
（例えば、インイヤ型ステレオヘッドセットなどの）１以上のヘッドセットを経由するか
の少なくとも何れかによって、行われるという点でシステム１００Ｂ（図５）とは異なる
システムである。さらに詳細には、ホスト端末１０Ａの制御装置３０は、上述の場合と同
様に個々のマルチメディアファイルを再生し、さらに、同時再生を行うためにマルチメデ
ィアファイルを参加通信端末１０Ｂ～Ｅへ送信する操作も行う。したがって、ホスト端末
１０Ａは、参加通信端末１０Ｂ～Ｅから得られるマルチメディアファイル識別子を含むマ
ルチメディアファイルの再生リストを作成し、この再生リストを管理し、必要に応じて、
マルチメディアファイルのコピーを適当な参加通信端末１０Ｂ～Ｅから取り出し、マルチ
メディアファイルのコピーを再生するために参加通信端末１０Ｂ～Ｅへ配信することにな
る。いくつかの実施形態によれば、マルチメディアファイル転送信号はホスト端末１０Ａ
から参加通信端末１０Ｂ～Ｅへ無線で、そして、いくつかの実施形態によれば、ブルート
ゥース（登録商標）のような直接無線ＲＦ接続を介して送信される。いくつかの実施形態
によれば、マルチメディアファイルは参加通信端末１０Ｂ～Ｅへストリームされる。ホス
ト端末１０Ａは、参加通信端末１０Ｂ～Ｅのうちのどの参加通信端末が再生信号を受信す
るかをホストが示すことができるように構成してもよく、さらに、マルチメディアファイ
ル識別子を再生リスト１５６へ発信する権限が参加通信端末１０Ｂ～Ｅのうちのどの参加
通信端末によって与えられるかをホストが示すことができるように構成してもよい。そし
て、これら２つの参加通信端末グループは異なるものであってもよい。
【０１０３】
　ホスト端末１０Ａは、ユーザが上述の種々のオプションの中から再生を行うための装置
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又は装置の組み合わせを選択的に選ぶことを可能にするように構成することができる。例
えば、ホスト端末１０Ａは、ホスト端末１０Ａのスピーカ２４のみを介して、ホスト端末
１０Ａのスピーカ及び参加通信端末１０Ｂ～Ｅのスピーカを介して、参加通信端末１０Ｂ
～Ｅのスピーカ及びメディアセンタ１３０などを介して、再生を行うように構成すること
ができる。参加通信端末１０Ｂ～Ｅのスピーカを介してマルチメディアファイルが再生さ
れるとき、参加通信端末のうちの所定の１人のユーザが当該参加通信端末のスピーカを作
動不能にすることができるか、（関連付けられたさらに他のメディアセンタ等などの）他
の装置上で再生を行うためにマルチメディアファイルを中継するかの少なくとも何れかを
行うことが可能であることは理解できよう。
【０１０４】
　ホスト端末１０Ａのさらに他の実施形態によれば、制御装置３０は、参加通信端末から
得られるマルチメディアファイルのカタログリストを要求するか、頼んでいないのに送り
つけられたこのカタログリストを受け入れるかの少なくとも何れかを行うことができる。
マルチメディアファイルのカタログリストには、参加通信端末のマルチメディアファイル
の各ファイルを示すマルチメディアファイル識別子か、参加者が利用できるようにしたい
と望むこのようなすべてのマルチメディアファイルを示すマルチメディアファイル識別子
が含まれている。ホスト端末１０Ａは、その後、ホストが再生リストに追加したいと望む
マルチメディアファイルのカタログリストのマルチメディアファイル識別子をホストが選
択できるようにすることも可能である。
【０１０５】
　本明細書に記載のアプリケーションプログラムは、マルチメディアファイル管理モジュ
ール４０を含む、種々の機能を実現するプログラムを本発明の複数の実施形態によって例
示するものである。他のアプリケーションプログラムと追加のアプリケーションプログラ
ムの少なくとも何れかのプログラムを本発明の実施形態に従って利用できることは理解で
きよう。
【０１０６】
　図１は、マルチメディアファイルの管理及び再生を行うために移動端末と他の電子装置
との少なくとも何れかにおいて使用できる例示のハードウェア／ソフトウェアのアーキテ
クチャを例示するものではあるが、本発明がこのような構成のみに限定されるわけではな
く、本明細書で説明した処理を実行できる任意の構成を包含することを意図するものであ
ることは理解されよう。例えば、メモリ３４は制御装置３０から分離したものとして示さ
れてはいるが、メモリ３４あるいはその一部は制御装置３０の一部であってもよい。さら
に一般的に言えば、特定の諸機能が例示として特定のブロックに示されてはいるが、異な
るブロックの機能と該機能の一部の少なくとも何れかの組み合わせと、分割と、削除との
うちの少なくとも何れかを行うことも可能である。さらに、本発明の種々の実施形態に従
って、図１のハードウェア／ソフトウェアのアーキテクチャの機能を単一のプロセッサシ
ステム又は複数のプロセッサシステムとして実装することも可能である。
【０１０７】
　本開示のおかげで、本発明の精神と範囲から逸脱することなく、当業者が多くの改造や
変更を行うことが可能である。したがって、当然のことながら、例示された実施例は単に
例示を目的として開示されたものであり、この開示が請求項によって規定される本発明を
限定すると考えるべきではないしたがって、請求項は文字通りに記載されている要素の組
み合わせだけでなく、実質的に同じ結果を得るために、実質的に同じ方法で、実質的に同
じ機能を果たす、等価な全ての要素を含むものとして読まれるべきものである。請求項は
このように、上記に具体的に例示したものや記載したもの、概念的に等価なもの、及び本
発明の本質的な概念を取り込んだものを含むものと理解されるべきである。
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