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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動端末に適用される画面ミラーリング方法であって、
　少なくとも１つの第２画面端末への接続を確立するステップと、
　操作指令を受信するステップと、
　前記操作指令に応じて前記移動端末のマルチメディアファイル又は画像信号を対応する
第２画面端末に伝送して、前記マルチメディアファイル又は前記画像信号を前記対応する
第２画面端末に瞬時に表示させるステップとを含み、
　前記移動端末が１つの第２画面端末のみに接続される場合、受信された操作指令に応じ
て、当該１つの第２画面端末に前記マルチメディアファイル又は画像信号を伝送し、
　前記移動端末が複数の第２画面端末に接続される場合、受信された操作指令に応じて、
前記複数の第２画面端末の中から選択された第２画面端末に前記マルチメディアファイル
又は画像信号を伝送し、
　前記複数の第２画面端末の中の１つを選択する操作は、前記複数の第２画面端末の中の
１つに向かってユーザの指をスライドする操作、又は、前記複数の第２画面端末の中の１
つに向かってアイコンをスイングする操作である
　ことを特徴とする画面ミラーリング方法。
【請求項２】
　前記操作指令に応じて前記移動端末のマルチメディアファイル又は画像信号を対応する
第２画面端末に伝送する前記ステップは、
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　前記第２画面端末によって送信された、前記第２画面端末の計算能力に関わるデータで
ある計算用データ、及び前記第２画面端末の記憶能力に関わるデータである記憶データを
含む文字情報を受信するステップと、
　前記第２画面端末の前記計算用データが第１所定値を超えるか否か、及び前記第２画面
端末の前記記憶データが第２所定値を超えるか否かを判定するステップと、
　前記第２画面端末の前記計算用データが前記第１所定値を超えず、且つ前記第２画面端
末の前記記憶データが前記第２所定値を超えない場合、前記操作指令に応じて前記マルチ
メディアファイルを前記対応する第２画面端末に伝送するステップと、
　前記第２画面端末の前記計算用データが前記第１所定値を超えるか、又は前記第２画面
端末の前記記憶データが前記第２所定値を超える場合、前記操作指令に応じて前記画像信
号を前記対応する第２画面端末に伝送するステップとを含む、ことを特徴とする請求項１
に記載の画面ミラーリング方法。
【請求項３】
　前記操作指令に応じて前記画像信号を前記対応する第２画面端末に伝送する前記ステッ
プの後に、
　入力信号を受信するステップと、
　第２画面端末を前記入力信号に応答させるように、前記入力信号を前記対応する第２画
面端末に伝送するステップとを含む、ことを特徴とする請求項２に記載の画面ミラーリン
グ方法。
【請求項４】
　前記操作指令は、クリック操作、スライド操作、又はスイング操作を含む、ことを特徴
とする請求項１に記載の画面ミラーリング方法。
【請求項５】
　前記画面ミラーリング方法は、
　少なくとも１つのマルチメディアファイルアイコンを表示するステップと、
　前記操作指令に応じて、前記少なくとも１つのマルチメディアファイルアイコンに対応
する少なくとも１つのマルチメディアファイルを、前記対応する第２画面端末に伝送する
ステップとを含む、ことを特徴とする請求項１又は２に記載の画面ミラーリング方法。
【請求項６】
　画面ミラーリング装置であって、
　少なくとも１つの第２画面端末との接続を確立するために構成された接続モジュールと
、
　操作指令を受信するために構成された入力モジュールと、
　前記第２画面端末にマルチメディアファイル又は画像信号を瞬時に表示させるために、
受信された前記操作指令に応じて、伝送モジュールが移動端末のマルチメディアファイル
又は画像信号を対応する第２画面端末に送信するように制御するために構成された制御モ
ジュールとを含み、
　前記制御モジュールは、
　１つの第２画面端末のみに接続される場合、受信された操作指令に応じて、当該１つの
第２画面端末に前記マルチメディアファイル又は画像信号を伝送するように前記伝送モジ
ュールを制御し、
　複数の第２画面端末に接続される場合、受信された操作指令に応じて、前記複数の第２
画面端末の中から選択された第２画面端末に前記マルチメディアファイル又は画像信号を
伝送するように前記伝送モジュールを制御し、
　前記複数の第２画面端末の中の１つを選択する操作は、前記複数の第２画面端末の中の
１つに向かってユーザの指をスライドする操作、又は、前記複数の第２画面端末の中の１
つに向かってアイコンをスイングする操作である
　ことを特徴とする画面ミラーリング装置。
【請求項７】
　前記画面ミラーリング装置は、前記第２画面端末によって送信された文字情報を受信す
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るために構成された受信モジュールを更に含み、前記文字情報は、前記第２画面端末の計
算能力に関わるデータである計算用データ、及び前記第２画面端末の記憶能力に関わるデ
ータである記憶データを含み、
　前記制御モジュールは、前記第２画面端末の前記計算用データが第１所定値を超えず且
つ前記第２画面端末の前記記憶データが第２所定値を超えない場合、前記伝送モジュール
が前記操作指令に応じて前記マルチメディアファイルを前記対応する第２画面端末に伝送
するように制御するか、又は前記第２画面端末の前記計算用データが前記第１所定値を超
えるか若しくは前記第２画面端末の前記記憶データが前記第２所定値を超える場合、前記
伝送モジュールが前記操作指令に応じて前記画像信号を前記対応する第２画面端末に伝送
するように制御するために構成される、ことを特徴とする請求項６に記載の画面ミラーリ
ング装置。
【請求項８】
　前記入力モジュールはさらに入力信号を受信するために構成され、前記伝送モジュール
はさらに、第２画面端末を前記入力信号に応答させるように、前記入力信号を前記対応す
る第２画面端末に伝送するために構成される、ことを特徴とする請求項７に記載の画面ミ
ラーリング装置。
【請求項９】
　前記操作指令は、クリック操作、スライド操作、又はスイング操作を含む、ことを特徴
とする請求項６又は７に記載の画面ミラーリング装置。
【請求項１０】
　前記画面ミラーリング装置は、ディスプレイモジュールを更に含み、前記ディスプレイ
モジュールは、前記入力モジュールによって受信された操作指令に応じて前記伝送モジュ
ールが少なくとも１つのマルチメディアファイルアイコンに対応する少なくとも１つのマ
ルチメディアファイルを前記対応する第２画面端末に伝送するように、前記少なくとも１
つのマルチメディアファイルアイコンを表示するために構成される、ことを特徴とする請
求項６又は７に記載の画面ミラーリング装置。
【請求項１１】
　請求項６～１０のいずれか一項に記載の画面ミラーリング装置を含む、ことを特徴とす
る、ことを特徴とする移動端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　＜関連出願の相互参照＞
　本願は、２０１６年２月１９日に出願された第２０１６１００９２１６３．６号の中国
特許出願に基づくものであり、その優先権を主張する。明細書、図面及び特許請求の範囲
を含む上記出願の全開示内容は、全体として参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、インターネット技術に関し、特に画面ミラーリングのための画面ミラーリン
グ方法、装置及び移動端末に関する。
【背景技術】
【０００３】
　端末技術の急速な発展に伴い、携帯電話やタブレットコンピュータなどの移動端末は、
より多くの人々によって、グラフィック、ドキュメント、スライド及びビデオなどのマル
チメディアファイルを開くために使用されている。
【０００４】
　移動端末の画面が小さいため、ユーザーが移動端末によってマルチメディアファイルを
開く際にフォントサイズが小さすぎるなどの問題が発生する。これは、移動端末が仕事と
生活の中でコミュニケーションするために使用されるときに不都合をもたらす。そのため
、画面ミラーリング技術が生成される。画面ミラーリング技術は、一般的に、コンピュー
タの画面をテレビ（ＴＶ）に表示したり、携帯電話の画面をテレビに表示したりするなど
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、画面上に表示されるコンテンツを別の画面に瞬時に表示することを指す。表示されるコ
ンテンツは、ビデオ、オーディオ及び他のマルチメディア情報を含む。しかしながら、現
在の画面ミラーリング技術は、操作が複雑であり柔軟性が不十分である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の理由から、本発明は、簡単な操作と良好な柔軟性を有する画面ミラーリング方法
を提供する。
【０００６】
　本発明の実施形態は、移動端末に適用される画面ミラーリング方法を提供する。画面ミ
ラーリング方法は、少なくとも１つの第２端末デバイスへの接続を確立するステップと、
操作指令を受信するステップと、操作指令に応じて移動端末のマルチメディアファイル又
は画像信号を対応する第２端末デバイスに伝送して、マルチメディアファイル又は画像信
号を対応する第２画面端末に瞬時に表示させるステップとを含む。
【０００７】
　本発明は、画面ミラーリング装置を更に提供する。画面ミラーリング装置は、接続モジ
ュール、入力モジュール、制御モジュール及び伝送
　モジュールを含む。接続モジュールは、少なくとも１つの第２画面端末との接続を確立
するために構成される。入力モジュールは、操作指令を受信するために構成される。制御
モジュールは、第２画面端末にマルチメディアファイル又は画像信号を瞬時に表示させる
ために、受信された操作指令に応じて伝送モジュールが移動端末のマルチメディアファイ
ル又は画像信号を対応する第２画面端末に伝送するように制御するために構成される。
【０００８】
　本発明は、画面ミラーリング装置を有する移動端末を更に提供する。画面ミラーリング
装置は、接続モジュール、入力モジュール、制御モジュール及び伝送モジュールを含む。
接続モジュールは、少なくとも１つの第２画面端末との接続を確立するために構成される
。入力モジュールは、操作指令を受信するために構成される。制御モジュールは、第２画
面端末にマルチメディアファイル又は画像信号を瞬時に表示させるために、受信された操
作指令に応じて伝送モジュールが移動端末のマルチメディアファイル又は画像信号を対応
する第２画面端末に伝送するように制御するために構成される。
【０００９】
　本発明の画面ミラーリング方法及び画面ミラーリング装置並びに移動端末によれば、受
信された操作指令により、移動端末のマルチメディアファイル又は画像信号が対応する第
２画面端末に伝送されて、マルチメディアファイル又は画像信号が対応する第２画面端末
に瞬時に表示される。それにより、操作が簡単になり、且つ柔軟性が良好となる。
【００１０】
　上記の目的、特徴及び利点がより明らかになり且つ理解できるようにするために、好ま
しい実施形態及び図面に伴う詳細な説明を以下に示す。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態に係る移動端末のブロック図を示す。
【図２】本発明の第１実施形態に係る画面ミラーリング方法のフローチャートを示す。
【図３】図２に示される画面ミラーリング方法のアプリケーション環境の模式図を示す。
【図４】本発明の第２実施形態に係る画面ミラーリング方法のフローチャートを示す。
【図５】本発明の第３実施形態に係る画面ミラーリング装置のブロック図を示す。
【図６】本発明の第４実施形態に係る画面ミラーリング装置のブロック図を示す。
【図７】本発明の第５実施形態に係る移動端末のブロック図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施形態は、実施形態の図面を参照して、より明らかに完全に説明される。明
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らかに、例示された実施形態は、本発明の一部の実施形態に過ぎず、すべてではない。例
示された実施形態による、当業者によって創造性なしに得ることができる他のすべての実
施形態は、本発明の範囲内で請求される。
【００１３】
　図１は、本発明の実施形態に係る移動端末のブロック図を示す。図１を参照すると、移
動端末１０は、記憶ユニット１０２、記憶コントローラ１０４、１つ以上の処理ユニット
１０６（図１には１つしか示されていない）、周辺インターフェース１０８、無線周波数
モジュール１１０、位置モジュール１１２、カメラモジュール１１４、オーディオモジュ
ール１１６、画面１１８及びキーパッドモジュール１２０を含む。上記構成要素は、１つ
以上の通信バス又は信号線１２２を介して相互通信する。
【００１４】
　図１に示される構造は概略的な説明のためのものに過ぎず、携帯端末１０は、図１に示
される構造より多い構成要素又は少ない構成要素を含んでもよく、又は異なる構成要素及
び配置を有してもよいことを理解されたい。図１に示される構成要素は、ハードウェア、
ソフトウェア、及びそれらの組み合わせによって実現することができる。
【００１５】
　記憶ユニット１０２は、画面ミラーリング方法及び／又は装置に対応するプログラム／
モジュールなどのソフトウェアプログラム及びモジュールを記憶するために使用されても
よい。記憶ユニット１０２に記憶されているソフトウェアプログラム及びモジュールを処
理することにより、処理ユニット１０６は、異なる機能及びデータ処理の各種のアプリケ
ーションを実行して、画面ミラーリング方法を実現する。
【００１６】
　記憶ユニット１０２は、高速ＲＡＭメモリ、及び１つ以上の磁気記憶デバイス、フラッ
シュメモリ又は他の不揮発性メモリなどの不揮発性メモリ（ＮＶＭ）を含んでもよい。幾
つかの実施形態では、記憶ユニット１０２は、処理ユニット１０６から離れた複数のスト
レージを更に含んでもよい。リモートストレージは、ネットワークを介して移動端末１０
に接続されてもよい。ネットワークは、インターネット、イントラネット、無線ローカル
エリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、移動通信ネットワーク、又はそれらの組み合わせを含
むが、これらに限定されない。処理ユニット１０６及び他の可能な構成要素は、記憶コン
トローラ１０４の制御下で記憶ユニット１０２にアクセスすることができる。
【００１７】
　周辺インターフェース１０８は、様々な入力／入力デバイスをＣＰＵ及び記憶ユニット
１０２に結合する。処理ユニット１０６は、移動端末１０の様々な機能及びデータ処理を
実行するように、記憶ユニット１０２に記憶されている様々なソフトウェア及び／又は指
令を行う。
【００１８】
　幾つかの実施形態では、周辺インターフェース１０８、処理ユニット１０６及び記憶コ
ントローラ１０４は、１つのチップに一体化されてもよい。別の実施形態では、周辺イン
ターフェース１０８、処理ユニット１０６及び記憶コントローラ１０４は、個別のチップ
に配置されてもよい。
【００１９】
　無線周波数モジュール１１０は、電磁波を伝送及び受信並びに電磁波と電気信号の間の
転換を実現して、通信ネットワーク及び他のデバイスと通信するために使用される。無線
周波数モジュール１１０は、上述の機能を実行するために、アンテナ、ＲＦレシーバ及び
トランスミッタ、デジタル信号プロセッサ、暗号化／復号化チップ、ＳＩＭ（加入者識別
モジュール）カード、メモライザーなどの複数の電流回路構成要素を含んでもよい。無線
周波数モジュール１１０は、インターネット、イントラネット又は無線ネットワークなど
の様々なネットワークと通信してもよく、無線ネットワークを介して他のデバイスと通信
してもよい。無線ネットワークは、セルラー電話ネットワーク、無線ローカルエリアネッ
トワーク又はメトロポリタンエリアネットワーク（ＭＡＮ）であってもよい。無線ネット
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ワークは、様々な通信標準、プロトコル及び技術を使用してもよく、グローバル移動通信
システム（ＧＳＭ（登録商標））、拡張データＧＳＭ環境（ＥＤＧＥ）、広帯域符号分割
多元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）、符号分割接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、
ブルートゥース（登録商標）、ワイヤレスフィデリティ（ＷｉＦｉ）（米国電気電子学会
標準ＩＥＥＥ８０２．１１ａ、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇ及び／
又はＩＥＥＥ８０２．１１ｎ）、ボイスオーバインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）、
ワールドワイド・インターオペラビリティ・フォー・マイクロウェーブ・アクセス（Ｗｉ
－Ｍａｘ）、並びにメール、インスタントメッセージ（ＩＭ）、及びショートメッセージ
サービス（ＳＭＳ）のための他のプロトコル、並びに他の適切な通信プロトコル、未開発
のプロトコルでさえも含んでもよいが、それらに限定されない。
【００２０】
　位置モジュール１１２は、移動端末１０の現在の位置を取得するために使用される。位
置モジュール１１２は、全地球測位システム（ＧＰＳ）、及び無線ローカルエリアネット
ワーク（ＷＬＡＮ）又は移動通信ネットワークに基づく位置決め技術を含むが、それらに
限定されない。
【００２１】
　カメラモジュール１１４は、写真の撮影又はビデオの撮影のために使用される。写真又
はビデオは、記憶ユニット１０２に記憶され、無線周波数モジュール１１０によって伝送
される。
【００２２】
　オーディオモジュール１１６は、１つ以上のマイクロホン、１つ以上のスピーカー、及
び音声周波数回路を含んでもよいユーザー用のオーディオインターフェースを提供するた
めに使用される。音声周波数回路は、周辺インターフェース１０８から音声データを受信
し、音声データを電気信号に変換し、電気信号をスピーカーに伝送する。スピーカーは、
電気信号を人間の耳に聞こえる音波に変換する。音声周波数回路は、マイクロホンから電
気信号を受信し、電気信号を音声データに変換し、更なる処理のために音声データを周辺
インターフェース１０８に伝送することもできる。音声データは、記憶ユニット１０２か
ら又は無線周波数モジュール１１０を介して取得することができる。あるいは、音声デー
タはまた、記憶ユニット１０２に記憶するか又は無線周波数モジュール１１０を介して伝
送することもできる。幾つかの実施形態では、オーディオモジュール１１６は、イヤホン
又は他のデバイス用のオーディオインターフェースを提供するためのイヤホンジャックを
さらに含んでもよい。
【００２３】
　画面１１８は、移動端末１０とユーザーとの間の出力インターフェースを提供する。よ
り具体的には、画面１１８は、ユーザーのためにビデオ出力を表示する。ビデオ出力は、
テキスト、グラフィック、ビデオ及びそれらの組み合わせを含んでもよい。出力の一部は
、ユーザーインターフェースオブジェクトに対応する。画面１１８はタッチ画面をさらに
含んでもよいことが理解される。タッチ画面は、移動端末１０とユーザーとの間の入力及
び出力インターフェースを提供する。ビデオ出力を表示することに加えて、タッチ画面は
、クリック、スライド、及び他の操作ジェスチャーなどのユーザー入力を受け入れて、ユ
ーザーインターフェースオブジェクトがユーザー入力に応答できるようにすることもでき
る。ユーザー入力をテストするための技術は、抵抗性、容量性、又は他の実行可能なタッ
チテスト技術であってもよい。タッチ画面は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）又は高分子発
光ディスプレイ（ＰＬＥＤ）を含むが、それらに限定されない。
【００２４】
　キーパッドモジュール１２０はまた、ユーザー用の入力インターフェースを移動端末１
０に提供する。ユーザーは、異なるキーを押して、移動端末１０が異なる機能を行うよう
にすることができる。
【００２５】
　＜実施形態１＞
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　図２は、本発明の第１実施形態に係る画面ミラーリング方法のフローチャートを示す。
図３は、図２に示される画面ミラーリング方法のアプリケーション環境の模式図を示す。
図２を参照すると、画面ミラーリング方法は、図１に示される移動端末２０に適用されて
もよいが、それに限定されない。移動端末２０は、携帯電話、タブレットコンピュータ、
及び他の電子デバイスであってもよい。図２及び３を参照すると、画面ミラーリング方法
は以下のステップを含む。
【００２６】
　ステップＳ２１では、少なくとも１つの第２画面端末３０への接続を確立する。
【００２７】
　第２画面端末３０は、携帯電話、タブレットコンピュータ、デスクトップコンピュータ
、テレビ、ディスプレイ、及び他の電子デバイスを含んでもよいが、これらに限定されな
い。
【００２８】
　１つ以上の第２画面端末３０への接続は、インターネット、イントラネット、無線ネッ
トワークなどの様々なネットワークを介して確立される。より具体的には、第２画面端末
３０への接続は、無線ホットスポット技術、ブルートゥース通信技術又は赤外線通信技術
によって直接確立される。これは、トランジットルータの使用を回避し、移動端末２０と
第２画面端末３０との間の高速信号伝送を可能にし、信号遅延を低減する。
【００２９】
　移動端末２０が１つ以上の第２画面端末３０をサーチした場合、接続は、第２画面端末
３０の識別に応じて、選択的に１つ以上の第２画面端末３０に確立されてもよいが、それ
に限定されない。移動端末２０は、信号伝送のための接続が対応する第２画面端末３０に
確立されるように、赤外線信号を対応する第２画面端末３０に送信するために、移動端末
２０をスイング又は揺動することによってトリガーされてもよいが、それに限定されない
。
【００３０】
　ステップＳ２２では、操作指令を受信する。
【００３１】
　操作指令は、クリック、スライド、スイング又はそれらの組み合わせを含んでもよいが
、これらに限定されない
【００３２】
　ステップＳ２３では、操作指令に応じて、移動端末２０のマルチメディアファイル又は
画像信号を対応する第２画面端末３０に伝送して、マルチメディアファイル又は画像信号
を対応する第２画面端末３０に瞬時に表示させる。
【００３３】
　より具体的には、操作指令に応じて、移動端末２０上に表示されるすべてのマルチメデ
ィアファイルを対応する第２画面端末３０に伝送することができる。又は、操作指令に応
じて、選択された少なくとも１つのマルチメディアファイルのみを対応する第２画面端末
３０に伝送することができる。例えば、画面ミラーリングキーをクリックする操作指令を
受信した場合、操作指令に応じて、移動端末２０上に表示される全てのマルチメディアフ
ァイルは、対応する第２画面端末３０に伝送される。さらに、例えば、画面ミラーリング
キーをスライドする操作指令を受信した場合、操作指令に応じて、移動端末２０上に表示
される全てのマルチメディアファイルは、対応する第２画面端末３０に伝送される。画面
ミラーリングキーは実際のキーを含むが、これに限定されない。
【００３４】
　より具体的には、第２画面端末３０は、マルチメディアファイルを受信した後、マルチ
メディアファイルを処理して瞬時に表示する。第２画面端末３０は、画像情報を受信した
後、画像情報を直接表示する。
【００３５】
　マルチメディアファイルは、グラフィック、ドキュメント、ビデオ、オーディオ、ウェ
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ブページ情報などであってもよいが、これらに限定されない。マルチメディアファイルは
、インスタント通信システムなどを介して他の端末から移動端末２０によって受信された
情報であってもよいが、これに限定されない。マルチメディアファイルはまた、移動端末
２０のカメラなどを介して生成された情報であってもよい。グラフィック情報は、画面シ
ョット技術又は他の手段により移動端末２０から取得されたグラフィックであってもよい
。グラフィック情報はまた、マルチメディアファイルが移動端末２０によって処理された
後のマルチメディアファイルに対応するディスプレイ制御信号であってもよい。
【００３６】
　より具体的には、移動端末２０が１つの第２画面端末３０のみに接続される場合、受信
された操作指令に応じて、移動端末２０の少なくとも１つのマルチメディアファイル又は
画像信号は第２画面端末３０に伝送される。
【００３７】
　例えば、マルチメディアファイルアイコンを長時間押す操作指令が受信されると、画面
ミラーリングキーを含むメニューが生成され、画面ミラーリングキーをクリックする操作
指令が更に受信されると、マルチメディアファイルアイコンに対応するマルチメディアフ
ァイルが第２画面端末３０に伝送される。さらに、例えば、表示されている移動端末２０
の画面ミラーリングキーをクリックする操作指令が受信されると、少なくとも１つのマル
チメディアファイルアイコンが表示され、マルチメディアファイルアイコンをクリックす
る操作指令がさらに受信されると、クリックされたマルチメディアファイルアイコンに対
応するマルチメディアファイルが第２画面端末３０に送信される。
【００３８】
　より具体的には、移動端末２０が複数の第２画面端末３０に接続される場合、受信され
た操作指令に応じて、移動端末２０の少なくとも１つのマルチメディアファイル又は画像
信号は、選択された第２画面端末３０に伝送される。
【００３９】
　例えば、画面ミラーリングアイコンをクリックする操作指令が受信され、ユーザーの指
が第２画面端末３０の１つに向かってスライドする操作指令がさらに受信されると、マル
チメディアファイルアイコンに対応するマルチメディアファイルは、スライド方向に位置
する第２画面端末３０に伝送される。さらに、例えば、マルチメディアファイルアイコン
をクリックする操作指令が受信され、第２画面端末３０の１つに向かってマルチメディア
ファイルアイコンをスイングする操作指令がさらに受信されると、スイングされたマルチ
メディアファイルアイコンに対応するマルチメディアファイルは、スイング方向に位置す
る第２画面端末３０に伝送される。第２画面端末３０の位置は、第２画面端末３０の物理
的な位置であってもよいし、ユーザーにより手動で設定された仮想的な位置であってもよ
い。
【００４０】
　本発明の画面ミラーリング方法によれば、受信された操作指令により、移動端末２０の
マルチメディアファイル又は画像信号が対応する第２画面端末３０に伝送されて、第２画
面端末３０は、マルチメディアファイル又は画像信号を瞬時に表示することができる。そ
れにより、操作が簡単になり、且つ柔軟性が良好となる。
【００４１】
　＜実施形態２＞
　図４は、本発明の第２実施形態に係る画面ミラーリング方法のフローチャートを示す。
図４を参照すると、画面ミラーリング方法は以下のステップを含む。
【００４２】
　ステップＳ４１では、少なくとも１つの第２画面端末への接続を確立する。
【００４３】
　１つ以上の第２画面端末への接続は、インターネット、イントラネット、無線ネットワ
ークなどの様々なネットワークを介して確立されるが、これらに限定されない。より具体
的には、第２画面端末への接続は、無線ホットスポット技術、ブルートゥース通信技術又
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は赤外線通信技術によって直接確立される。これは、トランジットルータの使用を回避し
、移動端末と第２画面端末との間の高速信号伝送を可能にし、信号遅延を低減する。
【００４４】
　移動端末が１つ以上の第２画面端末をサーチした場合、接続は、第２画面端末の識別に
応じて、選択的に１つ以上の第２画面端末に確立されてもよいが、それに限定されない。
移動端末は、信号伝送のための接続が第２画面端末に確立されるように、赤外線信号を対
応する第２画面端末に送信するために、移動端末をスイング又は揺動することによってト
リガーされてもよいが、それに限定されない。
【００４５】
　ステップＳ４２では、操作指令を受信する。
【００４６】
　操作指令は、クリック、スライド、スイング又はそれらの組み合わせを含んでもよいが
、これらに限定されない
【００４７】
　ステップＳ４３では、第２画面端末により送信された文字情報を受信する。文字情報は
、第２画面端末の計算用データ及び記憶データを含む。
【００４８】
　ステップＳ４２及びステップＳ４３の順序は、上述した順序に限定されないことは、当
業者には理解できよう。即ち、移動端末は、まず、第２画面端末により送信された文字情
報を受信し、次に、操作指令を受信してマルチメディアファイル及び画像情報を第２画面
端末に伝送することができる。あるいは、第２画面端末の文字情報は、移動端末からの要
求を受信した後に送信されてもよいし、第２画面端末が画面ミラーリングのために使用で
きることを通知するための第２画面端末の放送信号に直接含まれてもよい。
【００４９】
　ステップＳ４４では、第２画面端末の計算用データが第１所定値を超えるか否か、及び
第２画面端末の記憶データが第２所定値を超えるか否かを判定する。
【００５０】
　第２画面端末の計算用データが第１所定値を超えておらず、第２画面端末の記憶データ
が第２所定値を超えていない場合、方法はステップＳ４５に進む。ステップＳ４５では、
操作指令に応じて、マルチメディアファイルを対応する第２画面端末に送信する。
【００５１】
　本発明の実施形態において、マルチメディアファイルが対応する第２画面端末に伝送さ
れた後、移動端末は、第２画面端末のマウス、キーボード又はタッチパッドなどの入力デ
バイスとして使用されて、入力信号を受信して、対応する第２画面端末に入力信号を伝送
することができる。それにより、第２画面端末は入力信号に応答し、ユーザーの操作を容
易にすることができる。
【００５２】
　第２画面端末の計算用データが第１所定値を超えるか、又は第２画面端末の記憶データ
が第２所定値を超える場合、方法はステップＳ４６に進む。ステップＳ４６では、操作指
令に応じて、画像信号を対応する第２画面端末に伝送する。
【００５３】
　当業者であれば、マルチメディアファイル又は画像信号は、移動端末の計算能力又は記
憶能力に従って選択的に第２画面端末に送信されてもよいが、これに限定されないことは
理解できよう。
【００５４】
　本発明の画面ミラーリング方法によれば、第２画面端末からの計算及び記憶データのフ
ィードバックにより、移動端末のマルチメディアファイル又は画像信号は、対応する第２
画面端末に伝送される。従って、第２画面端末が良好な計算及び記憶能力を有する場合、
マルチメディアファイルは第２画面端末に直接伝送され、これは移動端末の計算、記憶及
び電力資源を節約するのに役立つ。第２画面端末の計算及び記憶能力が良くない場合、画
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像信号は、第２画面端末に直接伝送される。従って、移動端末と第２画面端末との画面ミ
ラーリング機能が柔軟に実現される。
【００５５】
　＜実施形態３＞
　図５は、本発明の第３実施形態に係る画面ミラーリング装置のブロック図を示す。図５
を参照すると、画面ミラーリング装置５００は、接続モジュール５１０、入力モジュール
５２０、伝送モジュール５３０及び制御モジュール５４０を含む。
【００５６】
　接続モジュール５１０は、少なくとも１つの第２画面端末への接続を確立するために使
用される。
【００５７】
　１つ以上の第２画面端末への接続は、インターネット、イントラネット、無線ネットワ
ークなどの様々なネットワークを介して確立されてもよいが、これらに限定されない。よ
り具体的には、第２画面端末への接続は、無線ホットスポット技術、ブルートゥース通信
技術又は赤外線通信技術によって直接確立されてもよいが、これらに限定されない。これ
は、トランジットルータの使用を回避し、移動端末と第２画面端末との間の高速信号伝送
を可能にし、信号遅延を低減する。
【００５８】
　移動端末が１つ以上の第２画面端末をサーチした場合、接続は、第２画面端末の識別に
応じて、選択的に第２画面端末の１つ以上に確立されてもよいが、それに限定されない。
移動端末は、第２画面端末に対する信号伝送のための接続を確立するために、赤外線信号
を対応する第２画面端末に送信するように、移動端末をスイング又は揺動することによっ
てトリガーされてもよいが、それに限定されない。
【００５９】
　入力モジュール５２０は、操作指令を受信するために使用される。操作指令は、クリッ
ク、スライド、スイング又はそれらの組み合わせを含んでもよいが、これらに限定されな
い
【００６０】
　制御モジュール５４０は、第２画面端末にマルチメディアファイル又は画像信号を瞬時
に表示させるために、受信された操作指令に応じて伝送モジュール５３０が移動端末のマ
ルチメディアファイル又は画像信号を対応する第２画面端末に送信するように制御するた
めに使用される。
【００６１】
　より具体的には、操作指令に応じて、移動端末上に表示されるすべてのマルチメディア
ファイルを対応する第２画面端末に伝送することができる。又は、操作指令に応じて、選
択された少なくとも１つのマルチメディアファイルのみを対応する第２画面端末に伝送す
ることができる。例えば、画面ミラーリングキーをクリックする操作指令を受信した場合
、操作指令に応じて、移動端末上に表示される全てのマルチメディアファイルは、対応す
る第２画面端末に伝送される。さらに、例えば、画面ミラーリングキーをスライドする操
作指令を受信した場合、操作指令に応じて、移動端末上に表示される全てのマルチメディ
アファイルは、対応する第２画面端末に伝送される。画面ミラーリングキーは実際のキー
を含むが、これに限定されない。
【００６２】
　より具体的には、マルチメディアファイルは、ビデオ、オーディオ、ウェブページ情報
などであってもよいが、これらに限定されない。マルチメディアファイルは、インスタン
ト通信システムなどを介して他の端末から移動端末によって受信された情報であってもよ
いが、これに限定されない。マルチメディアファイルはまた、移動端末のカメラなどを介
して生成された情報であってもよい。グラフィック情報は、画面ショット技術又は他の手
段により移動端末から取得されたグラフィックであってもよい。
【００６３】
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　より具体的には、移動端末が１つの第２画面端末のみに接続される場合、受信された操
作指令に応じて、移動端末の少なくとも１つのマルチメディアファイル又は画像信号は第
２画面端末に伝送される。
【００６４】
　本発明の実施形態では、画面ミラーリング装置はディスプレイモジュールをさらに含む
。ディスプレイモジュールは、入力モジュール５２０によって受信された操作指令に応じ
て伝送モジュール５３０が少なくとも１つのマルチメディアファイルアイコンに対応する
少なくとも１つのマルチメディアファイルを対応する第２画面端末に伝送するように、少
なくとも１つのマルチメディアファイルアイコンを表示するために使用される。
【００６５】
　例えば、マルチメディアファイルアイコンを長時間押す操作指令が受信されると、画面
ミラーリングキーを含むメニューが生成され、画面ミラーリングキーをクリックする操作
指令が更に受信されると、マルチメディアファイルアイコンに対応するマルチメディアフ
ァイルが第２画面端末に伝送される。さらに、例えば、表示されている移動端末の画面ミ
ラーリングキーをクリックする操作指令が受信されると、少なくとも１つのマルチメディ
アファイルアイコンが表示され、マルチメディアファイルアイコンをクリックする操作指
令がさらに受信されると、クリックされたマルチメディアファイルアイコンに対応するマ
ルチメディアファイルが第２画面端末に送信される。
【００６６】
　より具体的には、移動端末が複数の第２画面端末に接続される場合、受信された操作指
令に応じて、移動端末の少なくとも１つのマルチメディアファイル又は画像信号は、選択
された第２画面端末に伝送される。
【００６７】
　例えば、画面ミラーリングアイコンをクリックする操作指令が受信され、ユーザーの指
が第２画面端末の１つに向かってスライドする操作指令がさらに受信されると、マルチメ
ディアファイルアイコンに対応するマルチメディアファイルは、スライド方向に位置する
第２画面端末に伝送される。さらに、例えば、マルチメディアファイルアイコンをクリッ
クする操作指令が受信され、第２画面端末の１つに向かってマルチメディアファイルアイ
コンをスイングする操作指令がさらに受信されると、スイングされたマルチメディアファ
イルアイコンに対応するマルチメディアファイルは、スイング方向に位置する第２画面端
末に伝送される。第２画面端末の位置は、第２画面端末の物理的な位置であってもよいし
、ユーザーにより手動で設定された仮想的な位置であってもよい。
【００６８】
　本発明の画面ミラーリング装置によれば、受信された操作指令により、移動端末のマル
チメディアファイル又は画像信号が対応する第２画面端末に伝送されて、第２画面端末は
、マルチメディアファイル又は画像信号を瞬時に表示することができる。それにより、操
作が簡単になり、且つ柔軟性が良好となる。
【００６９】
　＜実施形態４＞
　図６は、本発明の第４実施形態に係る画面ミラーリング装置のブロック図を示す。図６
を参照すると、画面ミラーリング装置６００は、接続モジュール６１０、入力モジュール
６２０、伝送モジュール６３０、制御モジュール６４０及び受信モジュール６５０を含む
。
【００７０】
　受信モジュール６５０は、第２画面端末により送信された文字情報を受信するために使
用される。文字情報は、第２画面端末の計算用データ及び記憶データを含む。
【００７１】
　制御モジュール６４０は、第２画面端末の計算用データが第１所定値を超えず且つ第２
画面端末の記憶データが第２所定値を超えない場合、伝送モジュール６３０が操作指令に
応じてマルチメディアファイルを対応する第２画面端末に伝送するように制御するか、又
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タが第２所定値を超える場合、伝送モジュール６３０が操作指令に応じて画像信号を対応
する第２画面端末に伝送するように制御するために使用される。
【００７２】
　本発明の実施形態では、入力モジュール６２０はさらに入力信号を受信するために使用
される。伝送モジュール６３０はさらに、第２画面端末を入力信号に応答させるように、
入力信号を対応する第２画面端末に伝送するために使用される。
【００７３】
　＜実施形態５＞
　図７は、本発明の第５実施形態に係る移動端末のブロック図を示す。図７を参照すると
、移動端末は、画面ミラーリング装置７００を含む。画面ミラーリング装置７００は、図
５の画面ミラーリング装置５００又は図６の画面ミラーリング装置６００であってもよく
、詳細な説明は省略する。あるいは、移動端末は図１の移動端末１０であってもよい。
【００７４】
　本発明の画面ミラーリング方法、画面ミラーリング装置及び移動端末よれば、受信され
た操作指令により、移動端末のマルチメディアファイル又は画像信号が対応する第２画面
端末に伝送されて、第２画面端末は、マルチメディアファイル又は画像信号を瞬時に表示
することができる。それにより、操作が簡単になり、且つ柔軟性が良好となる。
【００７５】
　なお、本発明の実施形態は、漸進的に記載されている。各実施形態の説明は他の実施形
態との相違点に集中し、実施形態の同一又は類似の部分を相互参照することができる。装
置の実施形態は、方法の実施形態に類似しているため、その説明は比較的簡単であり、関
連する説明は、方法の実施形態の対応する説明を参照することができる。
【００７６】
　なお、第１や第２のような本発明における関係用語は、１つのエンティティ又は操作と
別のエンティティ又は操作とを区別するためにのみ使用されるが、エンティティ又は操作
がこのような実際の関係又は順に配置されることを主張又は暗示するものではない。さら
に、用語「含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」、「包含する（ｃｏｎｔａｉｎ）」又は任意の他の
変化形は、非排他的な含みを意味する。それにより、一連の要素を含む手順、方法、項目
又は装置は、前記要素を含むだけでなく、示されていない他の要素も含み、又は手順、方
法、項目又は装置に本来的に含まれる幾つかの要素も含む。更なる制限がない限り、用語
「…を含む」によって請求される要素は、同じ要素を更に含む請求された要素を有する手
順、方法、項目又は装置を排除するものではない。
【００７７】
　前述した実施形態のステップのすべて又は一部をハードウェアによって直接行い、又は
手順によって命令されるハードウェアによって行うことができることを、当業者は理解す
べきである。この手順は、コンピュータ可読記憶媒体に記憶されてもよく、記憶媒体は、
読み出し専用メモリ、磁気ディスク又はＣＤ－ＲＯＭであってもよい。
【００７８】
　本発明は、現在最も現実的で好ましい実施形態と考えられるものに関してのみ記載され
ているが、本発明は開示された実施形態に限定される必要がないことを理解されたい。逆
に、すべてのそのような修正及び類似の構造を包含するように最も広義の解釈に従う、従
属請求項の趣旨及び範囲内に含まれる様々な修正及び類似の配置を含むことが意図される
。
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