
JP 4944197 B2 2012.5.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯型電子装置（１０）からターゲット電子装置（６６）へデータを転送する方法であ
って、
　近距離無線通信（ＮＦＣ）チップセットを用いて前記携帯型電子装置と前記ターゲット
電子装置との近接した物理的関係を検出し、前記携帯型電子装置と前記ターゲット電子装
置との間に前記ＮＦＣチップセットのＮＦＣプロトコルを使用して開始される無線インタ
フェースを確立するステップと、
　前記ターゲット電子装置の方への前記携帯型電子装置の回転を含む前記携帯型電子装置
の転送モーションを検出するステップであって、前記ターゲット電子装置に対する相対的
かつ近接した前記携帯型電子装置の前記転送モーションに起因した信号の認識可能な変化
に反応して、前記ターゲット電子装置に対する前記携帯型電子装置の一部の近接状態の変
化を検出する単一の検出器として実装される複数の近接センサを使用する、ステップと、
　前記転送モーションを検出すると、前記無線インタフェースを介して前記携帯型電子装
置から前記ターゲット電子装置へ前記データを送信するステップと
を有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　ブルートゥース、ＷｉＦｉ、ＷＬＡＮ及び赤外線から前記無線インタフェースが選択さ
れることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】



(2) JP 4944197 B2 2012.5.30

10

20

30

40

50

　前記転送モーションは、前記ターゲット電子装置から離れる方向へ向いているのを前記
ターゲット電子装置の方向へ向けるよう前記携帯型電子装置の上部を回転させるステップ
を含むことを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記転送モーションは、前記携帯型電子装置の長さ方向の軸が水平面を横切るように前
記携帯型電子装置を動かすことを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項５】
　前記転送モーションは、前記携帯型電子装置の長さ方向の軸が水平面に対してなす角度
を所定の度数だけ変更することを含むことを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項６】
　前記データ転送中に、前記転送モーションの影響を受けた流体を視覚的に模倣するため
に、前記携帯型電子装置のディスプレイに表示される画像を画像処理するステップをさら
に備えることを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記携帯型電子装置は移動無線端末であることを特徴とする請求項１ないし６いずれか
１項に記載の方法。
【請求項８】
　データをターゲット電子装置（６６）へ転送するように構成された携帯型電子装置（１
０）であって、
　前記携帯型電子装置と前記ターゲット電子装置との近接した物理的関係を検出するよう
に構成された近距離無線通信（ＮＦＣ）チップセットと、
　前記近接した物理的関係の検出に応じて、前記携帯型電子装置と前記ターゲット電子装
置との間に前記近距離無線通信（ＮＦＣ）チップセットのＮＦＣプロトコルによって構成
されて開始される無線インタフェースを確立するように構成されたローカルな無線インタ
フェース（５２）と、
　前記ターゲット電子装置に対する相対的かつ近接した前記携帯型電子装置の転送モーシ
ョンに起因した信号の認識可能な変化に反応して、前記ターゲット電子装置に対する前記
携帯型電子装置の一部の近接状態の変化を検出する単一の検出器として実装される複数の
近接センサと
を備え、
　前記ターゲット電子装置の方への前記携帯型電子装置の予め指定された前記転送モーシ
ョンを検出したとき、前記携帯型電子装置は、前記無線インタフェースを介して前記ター
ゲット電子装置へ前記データを送信するように構成されていることを特徴とする携帯型電
子装置（１０）。
【請求項９】
　ブルートゥース、ＷｉＦｉ、ＷＬＡＮ及び赤外線から前記無線インタフェースが選択さ
れることを特徴とする請求項８に記載の携帯型電子装置。
【請求項１０】
　前記転送モーションは、前記ターゲット電子装置から離れる方向へ向いているのを前記
ターゲット電子装置の方向へ向けるよう前記携帯型電子装置の上部を回転させるステップ
を含むことを特徴とする請求項８または９に記載の携帯型電子装置。
【請求項１１】
　前記転送モーションは、前記携帯型電子装置の長さ方向の軸が水平面を横切るように前
記携帯型電子装置を動かすことを特徴とする請求項８または９に記載の携帯型電子装置。
【請求項１２】
　前記転送モーションは、前記携帯型電子装置の長さ方向の軸が水平面に対してなす角度
を所定の度数だけ変更することを含むことを特徴とする請求項８または９に記載の携帯型
電子装置。
【請求項１３】
　前記データ転送中に、前記転送モーションの影響を受けた流体を視覚的に模倣するため
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に、前記携帯型電子装置のディスプレイに表示される画像を画像処理するステップをさら
に備えることを特徴とする請求項８ないし１２のいずれか１項に記載の携帯型電子装置。
【請求項１４】
　前記携帯型電子装置は移動無線端末であることを特徴とする請求項８ないし１３いずれ
か１項に記載の携帯型電子装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、音声通信に係る電子機器のような携帯型電子機器に関する。さらに詳
細には、本発明は、携帯装置から別の装置へデータを転送する方法及びシステムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　移動電子装置と無線電子装置のうちの少なくともいずれかはますます大衆的なものにな
りつつある。例えば、移動電話機及び携帯用メディアプレイヤは現在広く普及し、使用さ
れている。さらに、或る種のタイプの電子装置と関連づけられる機能はますます多様にな
っている。２、３の例を挙げると、多くの電子装置は、カメラ、テキストメッセージ通信
機能、インターネット閲覧機能、電子メール機能、ビデオ再生機能、オーディオ再生機能
、画像表示機能及びハンズフリーヘッドセットインタフェースを備えている。
【０００３】
　理解されるように、多くの携帯型電子装置はデータを記憶する能力を備えている。デー
タは多くの形式をとり得るが、その例には、連絡先リストのエントリ、（音楽を含むＭＰ
３ファイルなどの）オーディオファイル、（写真を含むＪＰＧファイルなどの）画像ファ
イル、ビデオファイル、（ワープロ文書やスプレッドシートなどの）データファイル及び
実行可能なアプリケーション（プログラム）が含まれる。
【０００４】
　いくつかの携帯装置によってユーザは、ブルートゥースインタフェース、赤外線（ＩＲ
）インタフェース又は別のメカニズムのような無線インタフェースを用いる別の携帯装置
又は（デスクトップ型又はラップトップ型コンピュータなどの）別の電子機器のアイテム
へ記憶済みデータを転送することが可能になる。本明細書で使用されているように、用語
「転送する」は、発信側装置及びターゲット装置が、転送後、個々にデータを記憶するた
めに「データをコピーする」という意味を含むものとする。「データ転送」という用語は
、ターゲット装置のみが、転送後、データを記憶するために、データを移動することを意
味することもできる。
【０００５】
　しかし、データの転送の媒介が可能なインタフェースは、使用するには多少使い勝手が
悪く、あまり直感的なものではない。例えば、データを転送するためにブルートゥースに
よるアプローチを利用する場合、両方の装置が備えているブルートゥース機能のスイッチ
をオンにし、一方の装置が他方の装置を検出するために一定時間待機し、次いで、データ
転送ターゲット装置を選択し、データをターゲット装置へ送信するケースが考えられる。
ユーザの立場から見ると、どのようなステップを実行したり、どのような機能を使ったり
する必要があるのか、また、ユーザの携帯装置から別の装置へユーザのデータを転送する
ためにどのメニューの中を通過する必要があるのかは必ずしも明瞭ではなく、わかり易い
とも言えない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来のデータ転送アプローチに関連づけられる上述の欠点に照らして、１つの電子装置
から別の電子装置へのデータ転送を当分野において容易にする必要がある。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本発明の１つの側面によれば、携帯型電子装置からターゲット電子装置へのデータ転送
方法が、携帯型電子装置とターゲット電子装置との間で無線インタフェースを確立するス
テップと、携帯型電子装置の回転を含む、携帯型電子装置の転送モーションを検出するス
テップと、転送モーションの検出時に無線インタフェースを介して携帯型電子装置からタ
ーゲット電子装置へデータを送信するステップと、を含むことになる。
【０００８】
　本方法の１つの実施形態によれば、無線インタフェースの確立ステップは、携帯型電子
装置とターゲット電子装置との近接した物理的関係を局地的（ローカル）な通信リンクを
用いて検出するステップを含む。
【０００９】
　本方法の１つの実施形態によれば、ローカルな通信リンクは近距離無線通信（ＮＦＣ）
である。
【００１０】
　１つの実施形態によれば、本方法はさらに、ＮＦＣによって無線インタフェースを開始
し、構成するステップを備える。
【００１１】
　本方法の１つの実施形態によれば、無線インタフェースはブルートゥース、ＷｉＦｉ、
ＷＬＡＮ及び赤外線から選択される。
【００１２】
　本方法の１つの実施形態によれば、転送モーションは、ターゲット電子装置から離れる
方向を向いていたのをターゲット電子装置の方向を向くように携帯型電子装置の上部を回
転させるステップを含む。
【００１３】
　本方法の１つの実施形態によれば、転送モーションは、携帯型電子装置の長さ方向の軸
（縦軸）が水平面を貫通して横切るように携帯型電子装置を移動させるステップを含む。
【００１４】
　本方法の１つの実施形態によれば、転送モーションは、携帯型電子装置の縦軸の角度を
水平面に関して所定の度数だけ変化させるステップを含む。
【００１５】
　本方法の１つの実施形態によれば、この角度の変化は水平位置を貫通して縦軸を回転さ
せるステップを含むものではない。
【００１６】
　本方法の１つの実施形態によれば、上記角度の変化は水平位置を貫通して縦軸を回転さ
せるステップを含むものとなる。
【００１７】
　１つの実施形態によれば、本方法はさらに、データ転送中に携帯型電子装置のディスプ
レイに表示される画像を操作して、転送モーションの影響を受けた流体を視覚的に模倣す
るようにするステップを備える。
【００１８】
　本方法の１つの実施形態によれば、携帯型電子装置は移動無線端末である。
【００１９】
　本発明の別の側面によれば、携帯型電子装置は、ターゲット電子装置へデータを転送し
、携帯型電子装置とターゲット電子装置との近接した物理的関係を検出するためのローカ
ルなコミュニケータ（通信装置）と、近接した物理的関係の検出に応じて、携帯型電子装
置とターゲット電子装置との間で無線インタフェースを確立するためのローカルな無線イ
ンタフェースと、携帯型電子装置の動きを検出するセンサと、を含むように構成され、そ
の場合、携帯型電子装置の指定された転送モーションの検出時に、携帯型電子装置は無線
インタフェースを介してデータをターゲット電子装置へ送信する。
【００２０】
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　１つの実施形態によれば、携帯型電子装置はデータを記憶するためのメモリをさらに含
むものとなる。
【００２１】
　携帯型電子装置の１つの実施形態によれば、ローカルなコミュニケータは近距離無線通
信（ＮＦＣ）チップセットである。
【００２２】
　携帯型電子装置の１つの実施形態によれば、ＮＦＣチップセットによって無線インタフ
ェースは起動され、構成される。
【００２３】
　携帯型電子装置の１つの実施形態によれば、転送モーションは、ターゲット電子装置か
ら離れる方向を向いていたのをターゲット電子装置の方向を向くように携帯型電子装置の
上部を回転させるステップを含む。
【００２４】
　携帯型電子装置の１つの実施形態によれば、転送モーションは、携帯型電子装置の縦軸
の水平面に対してなす角度を所定の度数だけ変化させるステップを含むものとなる。
【００２５】
　１つの実施形態によれば、携帯型電子装置はディスプレイ及び制御装置をさらに含み、
該制御装置は、データ転送中にディスプレイに表示される画像を画像処理して、転送モー
ションの影響を受けた流体を視覚的に模倣するようにする。
【００２６】
　携帯型電子装置の１つの実施形態によれば、携帯型電子装置は移動無線端末である。
【００２７】
　本発明のこれらの特徴並びにさらなる特徴は、以下の説明及び添付図面を参照すること
で明らかになろう。以下の説明と図面において、本発明の原理を採用できる方法のうちの
いくつかの方法を示すものとして本発明の特定の実施形態を詳細に開示したが、これに対
応して本発明がこれらの実施形態に範囲を限定されるわけではないされるものではないこ
とは明らかである。逆に、本発明は、本明細書に添付の請求項の思想と文言に含まれるす
べての変更、修正及び均等物を含むものである。
【００２８】
　１つの実施形態に関して説明と例示の少なくともいずれかを行った上記特徴は、１以上
の別の実施形態において、若しくは、その他の実施形態の特徴との組み合わせた形か、そ
の他の実施形態の特徴の代わりかの少なくともいずれかの形で、同じ方法、もしくは、同
様の方法で利用することが可能である。
【００２９】
　本明細書で使用される場合、「備える／備えている（comprises／comprising）」とい
う用語は、言及された特徴、整数、ステップ又は構成の存在を特定するために用いられる
が、これら以外の特徴、整数、ステップ、構成、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、という点を強調しておく。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施形態による例示の電子機器としての移動電話機を示す概略図である
。
【図２】本発明の実施形態による図１の移動電話機の関連する部分の概略ブロック図であ
る。
【図３】図１の移動電話機が動作することができる通信システムを示す概略図である。
【図４】本発明に準拠する例示のデータ転送機能を示すフローチャートである。
【図５ａ】データ転送中の異なる段階において相対的な向きを有する２つの移動電話機を
示す概略図である。
【図５ｂ】データ転送中の種々の段階における相対的方向を有する２つの移動電話機を示
す概略図である。
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【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下図面を参照しながら本発明について説明する。同じ要素を指すために図面を通して
同じ参照番号を用いることにする。これらの図は必ずしも縮尺どおりではないことは理解
されよう。
【００３２】
　「電子機器」という用語は携帯用の無線通信機器を含むものとする。「携帯用無線通信
機器」という用語は、本明細書では以後、移動電話機、ページャ、電子手帳、パーソナル
・デジタル・アシスタント（ＰＤＡ）、スマートフォン、携帯用通信装置などのコミュニ
ケータのようなすべての機器を含む「移動無線端末」を意味するものとする。「電子機器
」という用語は、また（ＭＰ３プレイヤ及びビデオプレイヤなどの）携帯用オーディオビ
ジュアルプレイヤ、コンピュータ、などを含むものであってもよい。
【００３３】
　本願では、主として移動電話機に関連して本発明の説明を行う。しかし、本発明が移動
電話機に限定されることを意図するものではないこと、及び、任意の種類の電子機器であ
ってもよいことは理解できよう。
【００３４】
　まず図１と図２を参照すると本発明による電子機器１０が示されている。この電子機器
には、電子機器１０によって記憶されたデータを別の電子機器のアイテムへ転送するよう
に構成されたデータ転送機能部２２が含まれている。データを転送するためのデータ転送
機能部２２及び電子機器１０の動作について以下さらに詳述する。データの転送元である
装置は発信側装置と呼ぶこともできる。そして、データの転送先である装置はターゲット
装置と呼ぶこともできる。データ転送機能部２２は発信側装置によって実行されるプログ
ラム又はコードとして具現化することができる。ターゲット装置は発信側装置と協働して
データ転送機能部２２を実行することも可能である。上記とは別に、ターゲット装置は、
発信側装置がデータ転送機能部２２に従って動作するとき、発信側装置からのデータ転送
をサポートする別の論理ルーチンを実行することができる。したがって、発信側装置及び
ターゲット装置の各々は、データ転送機能部２２を含むものであってもよいし、あるいは
、いくつかの実施形態では、発信側装置がデータ転送機能部２２を含み、かつ、ターゲッ
ト装置が発信側装置と互換性のある処理ロジック回路を含む場合もある。
【００３５】
　発信側装置によりデータ転送機能部２２を実行して、（例えば、近距離無線通信、すな
わちＮＦＣなどを用いることによって）ターゲット装置の存在を検出し、（例えば、ブル
ートゥース、ＷＬＡＮ、ＷｉＦｉ、赤外線又は、おそらくＮＦＣを用いて起動され、構成
される他のインタフェースなどの）無線インタフェースをターゲット装置と確立し、（例
えば、傾ける、すなわち「注ぐ」ようなモーションなどの）指定された発信側装置の動き
（モーション）を検知し、そして、この指定されたモーションを検知したとき、データの
転送を行うようにすることができる。この転送データは、グラフィック・ファイル構造や
連絡先リストから選択された連絡先に対応する連絡先情報、又は（例えば、グラフィック
画像、テキスト、オーディオファイルのヘッダ情報などの）現在表示されている画像に関
連づけられたデータを通じて操作（ナビゲート）を行うことによってユーザが選択するフ
ァイルであってもよい。
【００３６】
　例示の実施形態における電子機器は移動電話機であり、移動電話機１０として参照され
る。図示のように、電子機器としての移動電話機の説明及び例示は、本願に記載の発明概
念のための、本発明を限定するものではない例示の環境として役立てることを意図するも
のである。移動電話機１０は、「レンガ」又は「ブロック」フォームファクタのハウジン
グ１２を有するものとして示されているが、シェル型ハウジング又はスライド型ハウジン
グのような別のタイプのハウジングを用いてもよいことは理解できよう。
【００３７】
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　移動電話機１０はディスプレイ１４及びキーパッド１６を含む。一般に行われているよ
うに、ディスプレイ１４は、動作状態、時刻、電話番号、連絡先情報、種々のナビゲーシ
ョンメニューなどのような情報をユーザに対して表示する。これらの情報によってユーザ
は移動電話機１０の種々の特徴を利用することが可能になる。ディスプレイ１４は、移動
電話機１０により受信されるか、移動電話機１０のメモリ１８（図２）から検索されるか
の少なくともいずれかによって内容を視覚的に表示するために使用することができる。
【００３８】
　同様に、キーパッド１６は、それが種々のユーザ入力操作を提供するという点で従来方
式のものであってもよい。例えば、キーパッド１６は、電話番号、電話リスト、連絡先情
報、メモなどのような英数字情報の入力を可能にする典型的には英数字キー２０を含む。
さらに、キーパッド１６は、典型的には、呼を起動するか、呼に応答するかのいずれかを
行うための「呼送信」キー、及び、呼を終了するための「呼終了」キー、又は呼の「停止
」キーのような特別のファンクションキーを含むものとなる。特別のファンクションキー
としては、例えば、ディスプレイ１４に表示されるメニューを通じてナビゲートするため
のメニューナビゲーションキーを含むものも考えられる。このナビゲーションキーは、一
般に行われているように、各種の電話機能、プロファイル、設定値などを選択するための
ものである。移動電話機と関連づけられる別のキーとしては、音量キー、音声ミュートキ
ー、電源オン／オフキー、ウェブブラウザ開始キー、カメラ・キーなどを含むものも考え
られる。ディスプレイ１４と関連づけられたタッチスクリーンとして、キー又はキー様の
機能を具現化することもできる。実施形態によっては、データ転送機能部２２が、移動電
話機１０とのキーパッド１６ベースのユーザインタラクションを含まないものもなかには
あるが、別の実施形態によっては種々のオプション、データ選択などを設定するようなデ
ータ転送機能部２２との、キーパッド１６によるインタラクションを含むことができるも
のもある。
【００３９】
　移動電話機１０には、移動電話機１０が典型的には別の移動電話機か、有線電話機であ
る被呼／発信装置と呼を確立するか、信号を交換するかの少なくともいずれかを行うこと
を可能にする従来方式の発信回路が含まれる。しかし、被呼／発信装置は、別の電話機で
ある必要はなく、インターネットウェブサーバ、コンテンツ提供サーバなどのような別の
何らかの装置であってもよい。発信回路はまた、ユーザにより作成されたテキストメッセ
ージを送信する機能を果たすこともできる。
【００４０】
　図２は移動電話機１０の機能ブロック図である。簡潔さを旨として、移動電話機１０が
備えている特徴のうち一般に従来からある特徴については本明細書ではあまり詳細には記
載しない。移動電話機１０は、移動電話機１０の機能及び動作全体の制御を実行するよう
に構成される主制御回路２４を含む。制御回路２４はＣＰＵ、マイクロコントローラ又は
マイクロプロセッサのような処理装置２６を含むものであってもよい。処理装置２６は、
制御回路２４内のメモリ（図示せず）内か、メモリ１８のような独立のメモリ内かの少な
くともいずれかに記憶されたコードを実行して、移動電話機１０の動作を行うようにする
ものである。メモリ１８は、例えば、１つ以上のバッファ、フラッシュメモリ、ハードド
ライブ、取り外し可能媒体、揮発性メモリ、不揮発性メモリ又は他の好適な装置であって
もよい。音声通信処理に加えて、移動電話機１０は、（例えば、「ＳＭＳ」と呼ぶ人もい
る）テキストメッセージ、電子メールメッセージ、（例えば、「ＭＭＳ」と呼ぶ人もいる
）マルチメディアメッセージ、画像ファイル、ビデオファイル、オーディオファイル、着
信音、ストリーミングオーディオ、ストリーミングビデオ、（ポッドキャストを含む）デ
ータフィードなどのようなデータを送信し、受信し、処理するように構成することができ
る。このようなデータを処理するステップは、データをメモリ１８に記憶するステップと
、データとのユーザによる対話的な操作を可能にするためにアプリケーションを実行する
ステップと、データに関連づけられたビデオと画像内容とのうちの少なくともいずれかを
表示するステップと、データに関連づけられたオーディオサウンドを出力するステップ、
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などを含むことができる。さらに、処理装置２６は、データ転送機能部２２を実行するた
めにコードを実行する。
【００４１】
　本明細書に記載の諸機能を作動させ、実行するように移動電話機１０をプログラムする
方法は、コンピュータプログラミング、特に、移動電話機又はその他の電子装置用アプリ
ケーションプログラミングの当業者には明らかであろう。したがって、特定のプログラミ
ングコードに関する詳細については簡潔さを旨として省略した。また、本発明の好ましい
実施形態に従って処理装置２６によりデータ転送処理機能部２２を実行する一方で、専用
ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又はこれらの組み合わせを介して、本発
明の範囲から逸脱することなく上記のような機能を実行することも可能である。
【００４２】
　続けて図１と図２を参照すると、移動電話機１０は無線回路３０と結合されたアンテナ
２８を含む。無線回路３０は、一般に行われているように、アンテナ２８を介して信号を
送受信するための無線周波数送信機及び受信機を含むものである。無線回路３０は移動通
信システムにおいて動作し、並びに、データとオーディオビジュアルコンテンツとのうち
の少なくともいずれかを受信するように構成することができる。例えば、受信機は、移動
通信、及び、ＤＶＢ－Ｈ移動体用テレビと移動無線の少なくともいずれかのようなデジタ
ル放送サービスを提供するハイブリッドネットワーク構造と互換性を有するＩＰデータキ
ャスト受信機であってもよい。移動無線ネットワーク又は放送ネットワークとのインタラ
クションを行うための別の受信機が可能であり、これらの受信機には、例えば、ＧＳＭ、
ＣＤＭＡ、ＷＣＤＭＡ、ＭＢＭＳ、ＷｉＦｉ、ＷｉＭＡＸ、ＤＶＢ－Ｈ、ＩＳＤＢ－Ｔ、
など、のみならずこれらの規格の高度なバージョンなども含まれる。
【００４３】
　移動電話機１０は、無線回路３０により送信され／無線回路３０から受信されるオーデ
ィオ信号を処理するサウンド信号処理回路３２をさらに含む。一般に行われているように
、移動電話機１０を介してユーザが聴いたり、話したりすることができるように、スピー
カ３４及びマイク３６がサウンド処理回路３２と結合される。無線回路３０及びサウンド
処理回路３２は処理全体を実行するために制御回路２４と個々と結合される。音声データ
は、ユーザに対して再生するために制御回路２４から音響信号処理回路３２へ渡すことが
できる。音声データは、例えば、メモリ１８によって記憶されていて、制御回路２４によ
り取り出されるオーディオファイルから得られる音声データを含むものであってもよい。
サウンド処理回路３２は任意の適当なバッファ、デコーダ、増幅器などを含むものであっ
てもよい。
【００４４】
　移動電話機１０はまた、制御回路２４と結合された前述のディスプレイ１４及びキーパ
ッド１６も含む。ディスプレイ１４は、ディスプレイ１４を駆動するために用いられるビ
デオ信号にビデオデータを変換することによって、ビデオデコーダ３８により制御回路２
４と結合されたものであってもよい。ビデオデータは、制御回路２４によって生成される
か、メモリ１８内に記憶されているビデオファイルから取り出されるか、無線回路３０に
よって受信された着信ビデオデータストリームから導き出されるか、他の任意の好適な方
法によって取得することができる。デコーダ３８への送出に先立って、ビデオデータはバ
ッファ４０にバッファすることができる。
【００４５】
　移動電話機１０は１以上の（単複の）Ｉ／Ｏインタフェース４２をさらに含む。（単複
の）Ｉ／Ｏインタフェース４２は一般的な移動電話機用Ｉ／Ｏインタフェースの形のもの
であってもよく、１以上の電気コネクタを含むものであってもよい。一般に行われている
ように、（単複の）Ｉ／Ｏインタフェース４２を用いて移動電話機１０をバッテリ充電器
と結合して、移動電話機１０内の電力供給装置（ＰＳＵ）４４のバッテリを充電すること
ができる。さらに、あるいは、代替例において、（単複の）Ｉ／Ｏインタフェース４２は
、サウンド処理回路３２によってサウンド信号をユーザへ聴覚的に出力するために、（時
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にイアセットと呼ばれることもある）ヘッドセットのような、ブルートゥースベースのハ
ンズフリーアダプタと共に使用される有線の個人用ハンズフリーアダプタ（図示せず）と
移動電話機１０を接続する役割を果たすようにすることも可能である。さらに、あるいは
、代替例において、（単複の）Ｉ／Ｏインタフェース４２は、ブルートゥースベースのハ
ンズフリーアダプタと共に使用する有線の個人用ハンズフリーアダプタ（図示せず）と移
動電話機１０とをデータケーブルを介して接続する役割を果たすようにすることも可能で
ある。移動電話機１０は、車輌用電源アダプタ又は電気コンセントの電源アダプタに接続
されているとき、（単複の）Ｉ／Ｏインタフェース４２を介して動作電力を受け取るよう
にしてもよい。
【００４６】
　移動電話機１０はまた、時間計測機能を実行するためのタイマ４６を含むことができる
。このような機能は通話時間の計測機能や、時刻及び日付スタンプのコンテンツなどを生
成する機能を含むことができる。移動電話機１０は、デジタル画像と動画の少なくともい
ずれかを撮影するためのカメラ４８を含むことができる。画像と動画の少なくともいずれ
かに対応する画像とビデオファイルの少なくともいずれかをメモリ１８に記憶することが
できる。移動電話機１０は全地球測位システム（ＧＰＳ）受信機、ガリレオ衛星システム
受信機などのような位置データ受信装置５０を含むものであってもよい。
【００４７】
　移動電話機１０は、アクセサリ、（例えば、移動電話機１０からアダプタへデータ転送
されるオーディオに対応する音を聴覚的に出力することができるヘッドセットなどの）ハ
ンズフリーアダプタ、コンピュータ又は他の装置との通信を確立するための赤外線トラン
シーバと、（例えば、ブルートゥースアダプタ、ＷＬＡＮアダプタ、ＷｉＦｉアダプタな
どの）ＲＦアダプタとのうちの少なくともいずれかのようなローカルな無線インタフェー
ス５２を含むものであってもよい。理解されるように、ローカルな無線インタフェース５
２は、移動電話機１０がデータ転送処理中に発信側装置として機能するとき、移動電話機
１０からデータを送信するのに用いてもよい。そして、移動電話機１０がデータ転送処理
中にターゲット装置として機能するとき、別の装置からデータを受信するのに用いてもよ
い。
【００４８】
　移動電話機１０は、両装置が互いに比較的近くまで接近すると、相手装置の互換性を持
つコンポーネントとローカルな通信リンクを確立するために、近距離無線通信（ＮＦＣ）
チップセット５４、又は（ローカルなコミュニケータなどの）同様の通信コンポーネント
を備えるようにすることも可能である。用語「ＮＦＣ」は、ソニーとフィリップス社とに
よって共同開発された磁界誘導方式の通信インタフェース兼プロトコルを意味するために
一般に用いられている用語であり、この通信インタフェース兼プロトコルは、標準規格と
して現在ＥＣＭＡ（ＥＣＭＡ－３４０）及びＩＳＯ／ＩＥＣ（ＩＳＯ／ＩＥＣ１８０９２
）により採用されている。ＮＦＣは、一般に約０センチメートルから約２０センチメート
ルの作動距離を有している。ＮＦＣは、イニシャル（起動）装置がキャリア磁界を提供す
るパッシブ（受動）通信モードであって、起動装置によって与えられる電磁界から動作電
力を取り出すことができる既存のトランスポンダにより現行の磁界を変調することによっ
て応答される受動通信モードで使用することができる。
【００４９】
　ＮＦＣはまた、起動装置とトランスポンダの双方が固有の磁界を発生することによって
通信を行うアクティブ（能動）通信モードで用いることも可能である。その場合、起動装
置とトランスポンダの双方は、通常電力を電力供給装置から受け取ることになる。ＮＦＣ
を用いて、ブルートゥースのような、複数の装置間での別の無線ネットワーク接続及びＷ
ｉＦｉ接続を構成し、起動するようにしてもよい。
【００５０】
　理解されるように、ＮＦＣチップセット５４の例示と説明は、近くに存在する通信装置
の１例を意図するものであるが、ローカルな通信リンクを確立するための任意の適当な装
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置を用いるようにしてもよく、さらに、容量結合技術、伝搬波（電磁気などの）技術、無
線周波数送信技術（例えば、ＲＦ識別（ＲＰＩＤ）装置に用いられる技術など）、磁界誘
導技術あるいは他の任意の適当な技術に依拠する装置を含むことも可能である。
【００５１】
　移動電話機１０はまた、移動電話機１０の動きと移動電話機１０が向いている方向の少
なくともいずれかを示す１つまたは複数の信号を出力する１つまたは複数のセンサ５６を
含むものであってもよい。センサ５６は未加工のセンサデータを調整して、このセンサデ
ータをデータ転送機能部２２への意味のある入力信号に変えるための信号処理回路を含む
ようにすることができる。センサ５６は、データ転送機能部２２へ情報を提供することが
でき、それによって、移動電話機１０が指定された態様で動かされたかどうかをデータ転
送機能部２２が検出できるようにする。例えば、センサ５６は、（移動電話機１０を振っ
たり、再配置したりするような）移動電話機１０の動きと、（例えば、直立位置から横方
向へあるいは逆の方向へ向けるなど、移動電話機１０を回転させるような）移動電話機１
０の方向の変化とのうちの少なくともいずれかを検出することが可能となる。
【００５２】
　センサ５６は任意の適当なトランスデューサ及び回路を含むものであってもよい。例示
のセンサには動きセンサ、加速度計、位置センサ、回転センサ、等々が含まれている。理
解されるように、適切なモーションと方向トランスデューサの少なくともいずれかは、任
意の装置、回路又は別のメカニズム又は、モーションが検知された旨を示すか、例えば、
加速、速度、方向、方向の変化又は任意の他のモーションの性質などのようなモーション
を示すかの少なくともいずれかを示すこれらの組み合わせであってもよい。上述のように
、一例として加速に応じて電気的出力（又は或る別の出力）を提供する加速度計がある。
別例として、速度を表す出力を供給する速度計がある。動きトランスデューサの１つの別
例として、モーションに応じて電気的出力を発生させるように構成された小型の電気発生
装置がある。（継続時間、振幅、周波数又は何らかの別の性質などの）このモーションの
性質は、移動電話機の動きを表すために用いることができる。さらに別の例では、移動電
話機１０が、データの転送先であるターゲット装置のような別の対象物の近傍に存在する
ことを検知するための近接感知センサを（単複の）センサ５６に実装することが可能であ
る。複数の近接感知センサを用いて、移動電話機１０のどの部分が、様々な時点において
ターゲット装置に最も近いか、あるいはターゲット装置の方へ向けられているかを決定す
ることも可能である。
【００５３】
　別の実施形態では、電気信号、無線周波数信号、あるいは、振幅や周波数のような何ら
かの別の信号の変化、または、これら振幅や周波数の変化、ドップラーシフト、あるいは
、モーションに起因して生じる何らかの別の識別可能な変化に応答する信号検出器として
センサ５６を実装することが可能である。例えば、モーション検出は（ＮＦＣ、ブルート
ゥースなどのような）インタフェースシステムを用いて、信号の変動又は関係を検出する
ことができる。ブルートゥースの例では、移動電話機１０とターゲット装置の双方におけ
るインタフェースのスイッチがオンにされた場合、動き信号処理回路を用いて、装置のう
ちの１つの信号の変動（又は該変動の不足）を検出することができる。例えば、移動電話
機１０が片手に把持されていて、ターゲット装置の方向へ相対的に動かされた場合、送受
信される信号の関係に変化が生じて、装置の一方の動きを示すことになることが予想され
る。
【００５４】
　さらに図３を参照すると、移動電話機１０は、通信システム５８の一部として動作する
ように構成することができる。システム５８は、移動電話機１０から送信する呼と、移動
電話機１０へ向けて送られてくる呼とを管理し、移動電話機１０へデータを送信し、さら
に、他の任意のサポート機能を実行するための１つまたは複数のサーバ６２を有する通信
ネットワーク６０を含むことができる。サーバは、送信媒体を介して移動電話機１０と通
信を行う。送信媒体は、例えば、（セルラタワーなどの）通信タワー、他の移動電話機、
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無線アクセスポイント、衛星などを含む任意の適当な装置か、アセンブリであってもよい
。ネットワーク部は無線送信経路を含むものであってもよい。ネットワーク６０は多数の
移動電話機１０の通信活動をサポートすることも可能である。但し、図３の例図には唯一
の移動電話機１０が示されているのみである。
【００５５】
　１つの実施形態では、サーバ６２はネットワーク６０の別のサーバに対して相対的にス
タンドアロン型の構成で動作することができるか、あるいは、複数の通信ネットワーク６
０の機能を実行するように構成することができる。理解されるように、サーバ６２は、サ
ーバ機能を実行するために用いられる一般的なコンピュータシステムとして構成すること
が可能であり、サーバ６２の機能を具現化する論理演算命令を含むソフトウェアを実行す
るように構成されたプロセッサを含むことができる。
【００５６】
　論理ブロックを示す図４をさらに参照すると、データ転送機能部２２を構成するフロー
チャートが示されている。このフローチャートは方法ステップを描くものと考えることが
できる。図４は、機能論理ブロックを実行するある特定の順序を示すものではあるが、ブ
ロックの実行指令の順序は、示される順序に対応して変更することも可能である。また、
連続して示される２以上のブロックは同時に又は部分的一致によって実行。或る種のブロ
ックは省くことも可能である。さらに、強化されたユーティリティ、課金、パフォーマン
ス、測定、トラブル・シューティング等を目的として、任意の数のコマンド、状態変数、
セマフォ、又はメッセージを論理フローに追加することが可能である。すべてのこのよう
な変更例は本発明の範囲内に属するものであることを理解されたい。
【００５７】
　図５ａも参照すると、移動電話機１０が、別の電子機器のアイテム又はターゲット装置
６６の存在を検出する発信側装置として機能するブロック６４において、論理フローが開
始される。理解されるように、ターゲット装置６６の存在を検出する移動電話機１０の代
わりに、あるいは、ターゲット装置６６の存在を検出する移動電話機１０に加えて、ター
ゲット装置６６は移動電話機１０の存在を検出することが可能である。例示の実施形態で
は、ターゲット装置６６は別の１つの移動電話機であるが、ターゲット装置６６は、デー
タが（例示の実施形態の移動電話機１０のような）発信側装置から転送される他の任意の
装置であってもよいことは理解できよう。
【００５８】
　ターゲット装置６６の検出は、任意の好適なローカルな通信リンクを用いて達成するこ
とができる。好適な実施形態では、移動電話機１０がターゲット装置６６のＮＦＣ通信範
囲内に入ったときに、ＮＦＣチップは移動電話機１０を検出することになる。
【００５９】
　次にブロック６８の処理へ進むと、移動電話機１０とターゲット装置６６との間の無線
インタフェースを確立することができる。無線インタフェースは、効率的なデータ転送を
サポートすることができる任意の無線通信接続又はネットワーク接続であってもよい。そ
のような接続として、ブルートゥース、（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１規格などの下で
動作する）ＷｉＦｉ、赤外線、又は他のＷＬＡＮ接続などのような接続方式がある。図示
のように、ＮＦＣは、移動電話機１０とターゲット装置６６との間で無線インタフェース
を構成し、この無線インタフェースを起動するのに用いることができる。したがって、２
つの装置１０、６６が互いに比較的近接した範囲内に配置されると、装置１０、６６は互
いの存在を自動的に認識できるようになり（ブロック６４）、次いで、無線インタフェー
スを自動的に起動させ、該無線インタフェースを介して、データを交換することができよ
うになる（ブロック６８）。本実施形態では、インタフェースを構成するために、移動電
話機１０又はターゲット装置６６とのユーザの対話的な操作はまったく必要ないか、ある
いは最低限度で必要とされるにすぎない。１つの実施形態では、無線インタフェースを確
立するためのユーザ認証がブロック６８の一部として要求される場合がある。手動又は部
分的に手動によるインタフェースの確立が上記とは別にブロック６８において用いられる
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場合がある。
【００６０】
　次に、ブロック７０において、論理フローは、発信側装置（移動電話機１０）の指定さ
れた動きが検出されるまで待機する。指定されたモーションは、転送モーション（矢印７
２によって表されている動き）と呼ぶことができるが、この転送モーションを移動電話機
１０の直感的な動きにすることができる。１つの実施形態では、転送モーションは、傾け
るモーション、すなわちピッチャからグラスの中へ液体を注ぐ動きに似ている「注ぐ」モ
ーションとなる。ピッチャからグラスへ液体を注ぐ動きは、重力及びグラス上でのピッチ
ャの適切な位置合わせに依拠する。無線データ転送がこれらのパラメータに依拠するもの
ではないことは理解できよう。したがって、移動電話機１０はターゲット装置６６の上方
に位置していてもよいし、上方に位置していなくてもよい。例えば、移動電話機１０は、
転送モーション７２が行われるとき、ターゲット装置６６よりも下方に位置していてもよ
いし、あるいはターゲット装置６６の側方に位置していてもよい。また、特に転送モーシ
ョン７２が傾斜運動以外の動きである場合、ピッチャが液体を注げる程、移動電話機１０
を回転させる必要はない。
【００６１】
　図５ａと図５ｂに示されている例では、転送モーション７２の１つは、例えば、ターゲ
ット電子装置から離れる方向を向いていたのを、ターゲット電子装置の方向へ向けるよう
に、移動電話機１０の頂部又は上端部を回転させることである。この回転ステップは、移
動電話機１０の長さ方向の軸（縦軸）７４が水平面７６を貫通して横切るように移動電話
機１０を動かすステップを含むものであってもよい（例えば、縦軸７４は、移動電話機１
０の底部から頂部へ描かれる場合、水平面７６に対して正の角度から始まり、水平面７６
に対して負の角度で終ることになる）。水平面７６はターゲット装置６６を貫通して延伸
した平面であってもよいし、ターゲット装置６６内にとどまる大きさの平面であってもよ
い。
【００６２】
　他の実施形態において、転送モーション７２は、水平面７６に対して縦軸７４がなす角
度を所定の度数だけ動かすステップを含むことができる。そして、このような角度の変化
は水平位置を貫通して縦軸７４を回転させるステップを含んでもよいし、含まなくてもよ
い。例えば、度数は９０度以上であってもよいし、別の実施形態では、度数は６０度以上
であってもよい。
【００６３】
　上記記載の実施形態には、移動電話機１０のある形の回転を含む一方で、別の転送モー
ション７２が意図される場合もある。別の転送モーション７２としては、例えば、（塩入
れを振るアクションと同じ様な）振り動かすモーション、ターゲット装置６６の方へ向け
て動かすモーション、（圧力変換器により検出することができる、スポンジを絞るときの
ようなモーションなどの）移動電話機１０を絞るモーションを含むことができる。また、
これらのモーション又は別のモーションを移動電話機１０の回転と共に互いに組み合わせ
ることができる。
【００６４】
　次に、ブロック７８において、転送モーション７２が検出されると、移動電話機１０か
らターゲット装置６６へデータを転送することができる。１つの実施形態では、転送対象
データはユーザにより選択することができる。例えば、転送モーション７２の実行に先立
って、ユーザは、（音楽ファイル、画像ファイル、ビデオファイル、着信音、ワープロフ
ァイル、スプレッドシートファイル、電子メールメッセージ、プログラム、などのような
）メモリ１８によって記憶された所望のファイルへナビゲートすることができるか、ある
いは、所望の連絡先リストのエントリへナビゲートして、所望のファイル又は転送用エン
トリを選択することができる。別の実施形態では、データ転送機能部２２は、ディスプレ
イ１４上に現在表示されている画像に関連するデータを転送するように構成することがで
きる。例えば、コンタクト入力がディスプレイ上に強調表示されているか、示されていれ
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転送を含むことができる。別例として、データファイルから得られる（例えば、テキスト
、画像などの）内容が表示されているか、あるいは、データファイル用のファイル管理情
報が表示されているか、強調表示されていれば、ブロック７８のデータ転送は、関連付け
られたデータファイルをターゲット装置６６へ転送するステップを含むことができる。
【００６５】
　データ転送機能の１つの実施形態を要約するために、発信側装置６６とターゲット装置
１０とがブロック６４～６８を通じて一対で用いられ、次いで、転送モーションが発信側
装置のセンサ５６によって検出されると（７２）、選択されたデータ又はディスプレイ１
４上の現在の１つまたは複数の画像に関連づけられたデータをターゲット装置６６へ転送
することができる。
【００６６】
　１つの実施形態では、データ転送中にディスプレイ１４に表示される画像は（画像モー
フィングなどの）画像処理を行うことで、転送モーション７２の影響を受けた流体を模倣
するよう画像を表示してもよい。例えば、転送モーション７２が、傾けるモーション、す
なわちピッチャから液体を注ぐ動きに似た「注ぐ」モーションであれば、あたかも画像が
流れ出て、ディスプレイの頂部から注がれているかのように見えるように、ディスプレイ
上で画像処理を行うことができる。本実施形態では、表示画像は、転送モーション７２と
一致する態様で、データの動きを流体の形で視覚的に表現するように制御される。
【００６７】
　同様に、これらの技術を利用して、固定装置又は移動装置から、転送モーションに従っ
て動かされる装置へデータを転送することが可能となる。例えば、ブロック６４及び６８
に続いて、移動電話機１０がターゲット装置６６から離れた方向へ引っ張られる（例えば
、引っ張られるか、引き出されるモーションを模倣するような）場合、（今回の場合発信
側装置として機能する）ターゲット装置６６はデータを（今回の場合、データ転送ターゲ
ット装置として機能する）移動電話機１０へ転送することができるようになる。
【００６８】
　或る好ましい実施形態に関連して本発明について図示し、説明したが、本明細書を読み
、理解するとき、当業者の心に均等物及び変更が思い浮かぶことは理解されよう。本発明
は、すべてのこのような均等物並びに変更を含むものであり、さらに、請求項の範囲によ
ってのみ限定されるものである。
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