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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１端末と第２端末との間の接続方法において、
　前記第１端末が無線接続を切断せずにＰ２Ｐグループを構築することと、
　前記第１端末が、前記Ｐ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接続パスワードを確定することと
、
　ＷＩＦＩフレームを放送することにより前記第２端末が前記ＳＳＩＤ及び接続パスワー
ドによって前記第１端末に接続するように、前記ＷＩＦＩフレームの予定フィールド内に
付加されている前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを、前記第１端末が前記第２端末に送信
することと、
　前記第２端末が、前記第１端末から送信された前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信
することと、
　前記第２端末が、前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって前記第１端末に接続するこ
とと、を含み、
　前記第１端末から送信された前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信することは、
　前記ＷＩＦＩフレームをモニタリングし、モニタリングされたＷＩＦＩフレームを解析
することにより前記ＷＩＦＩフレームの予定フィールド内に付加されている前記ＳＳＩＤ
及び接続パスワードを取得することを含む、ことを特徴とする接続方法。
【請求項２】
　前記Ｐ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接続パスワードを確定することは、
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　前記Ｐ２Ｐグループを構築する時にランダムに生成されたＳＳＩＤ及び接続パスワード
を取得し、
　前記ランダムに生成されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを前記Ｐ２ＰグループのＳＳＩ
Ｄ及び接続パスワードとして確定すること、或いは、
　ユーザーにより入力されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得し、
　前記ユーザーにより入力されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを前記Ｐ２ＰグループのＳ
ＳＩＤ及び接続パスワードとして確定することを含むことを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　第１端末に用いられる接続装置において、
　前記第１端末が無線接続を切断せずにＰ２Ｐグループを構築するための構築モジュール
と、
　前記Ｐ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接続パスワードを確定するための確定モジュールと
、
　前記第２端末が前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって前記第１端末に接続するよう
に、前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末に送信するための送信モジュールと、を
含み、
　前記送信モジュールは、
　ＷＩＦＩフレームを放送することにより前記ＷＩＦＩフレームの予定フィールド内に付
加されている前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末に送信するように用いられるこ
とを特徴とする接続装置。
【請求項４】
　前記確定モジュールは、
　前記Ｐ２Ｐグループを構築する時にランダムに生成されたＳＳＩＤ及び接続パスワード
を取得するための第１取得サブモジュールと、
　前記ランダムに生成されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを前記Ｐ２ＰグループのＳＳＩ
Ｄ及び接続パスワードとして確定するための第１確定サブモジュールとを含み、或いは、
　ユーザーにより入力されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得するための第２取得サブ
モジュールと、
　前記ユーザーにより入力されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを前記Ｐ２ＰグループのＳ
ＳＩＤ及び接続パスワードとして確定するための第２確定サブモジュールとを含むことを
特徴とする請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　第２端末に用いられる接続装置において、
　第１端末から送信された、前記第１端末が無線接続を切断せずに前記第１端末に構築さ
れたＰ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接続パスワードとするＳＳＩＤ及び接続パスワードを
受信するための受信モジュールと、
　前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって前記第１端末に接続するための第１接続モジ
ュールとを含み、
　前記受信モジュールは、
　ＷＩＦＩフレームをモニタリングし、モニタリングされたＷＩＦＩフレームを解析する
ことにより前記ＷＩＦＩフレームの予定フィールド内に付加されている前記ＳＳＩＤ及び
接続パスワードを取得するように用いられることを特徴とする接続装置。
【請求項６】
　接続装置において、
　プロセッサーと、
　プロセッサーが実行可能なコマンドを記憶するためのメモリーと、を含み、
　その中に、前記プロセッサーは、
　第１端末が無線接続を切断せずにＰ２Ｐグループを構築し、
　前記Ｐ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接続パスワードを確定し、
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　ＷＩＦＩフレームを放送することにより第２端末が前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードに
よって前記接続装置に接続するように、前記ＷＩＦＩフレームの予定フィールド内に付加
されている前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末に送信するように配置されている
ことを特徴とする接続装置。
【請求項７】
　プロセッサーと、
　プロセッサーが実行可能なコマンドを記憶するためのメモリーと、を含み、
　その中に、前記プロセッサーは、
　第１端末から送信されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信し、
　前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって前記第１端末に接続するように配置されてお
り、
　前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードは、前記第１端末が無線接続を切断せずに前記第１端
末に構築されたＰ２Ｐグループのものであり、
　前記第１端末から送信されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信することは、
　ＷＩＦＩフレームをモニタリングし、モニタリングされたＷＩＦＩフレームを解析する
ことにより前記ＷＩＦＩフレームの予定フィールド内に付加されている前記ＳＳＩＤ及び
接続パスワードを取得することを含むことを特徴とする接続装置。
【請求項８】
　プロセッサに実行されることにより、請求項１又は請求項２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９】
　請求項８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】
　本願は、出願番号がＣＮ２０１４１０８１０６１６５．０であり、出願日が２０１４年
１２月２３日である中国特許出願に基いて出願されるもので、且つ該中国特許出願に基く
優先権が主張され、該中国特許出願の全部内容がここで参考として全て本願に取込まれた
ようになる。
【０００２】
　本発明が端末機器の間の無線接続という技術分野に関し、特に接続方法、装置、プログ
ラム及び記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　科学技術の発展につれて、人類が携帯電話、スマートテレビなどの機器の間を互いに接
続する時に必要である複雑なケーブル及び設定ステップから脱却して、機器の間の接続方
式を簡略化することができることを希望して、これにより、機器の間において画面などの
内容をより早く且つより便利に分かち合うことができる。係る技術において、携帯電話と
スマートテレビとの間で伝統的なＰ２Ｐ接続を確立して、そして、データを伝送するよう
にし、或いは、携帯電話でワイヤレスネットワークを構築して、そして、スマートテレビ
が該ワイヤレスネットワークにログインすることにより、データの伝送を実現する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、第１端末側の無線接続を切断しないことを前提にして、第１端末と第２端末
との間の接続過程を簡単化する接続方法、装置、プログラム及び記録媒体を提供した。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施例における第１方面によると、第１端末に用いられる接続方法が提供され
、該方法は、
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　Ｐ２Ｐグループを構築することと、
　前記Ｐ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接続パスワードを確定することと、
　前記第２端末が前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって前記第１端末に接続するよう
に前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末に送信することと、を含む。
【０００６】
　また、前記Ｐ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接続パスワードを確定することは、
　前記Ｐ２Ｐグループを構築する時にランダムに生成されたＳＳＩＤ及び接続パスワード
を取得し、
　前記ランダムに生成されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを前記Ｐ２ＰグループのＳＳＩ
Ｄ及び接続パスワードとして確定すること、或いは、
　ユーザーにより入力されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得し、
　前記ユーザーにより入力されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを前記Ｐ２ＰグループのＳ
ＳＩＤ及び接続パスワードとして確定することを含むことが好ましい。
【０００７】
　また、前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末に送信することは、
　同じＬＡＮ介して前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを直接に第２端末に送信すること、
或いは、
　ブルートゥース介して前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末に送信すること、或
いは、
　ＮＦＣで前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末に送信すること、或いは、
　ＷＩＦＩフレームを放送することにより前記ＷＩＦＩフレームの予定フィールド内に付
加されている前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末に送信することを含むことが好
ましい。
【０００８】
　本発明の実施例における第２方面によると、第２端末に用いられる接続方法が提供され
、該方法は、
　第１端末から送信された、前記第１端末に構築されたＰ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接
続パスワードとするＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信することと、
　前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって前記第１端末に接続することと、を含む。
【０００９】
　また、第１端末から送信されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信することは、
　同じＬＡＮ介して前記第１端末から直接に送信された前記ＳＳＩＤ及び接続パスワード
を受信すること、或いは、
　ブルートゥース介して前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信すること、或いは、
　ＮＦＣで前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信すること、或いは、
　ＷＩＦＩフレームをモニタリングし、モニタリングされたＷＩＦＩフレームを解析する
ことにより前記ＷＩＦＩフレームの予定フィールド内に付加されている前記ＳＳＩＤ及び
接続パスワードを取得することを含むことが好ましい。
【００１０】
　本発明の実施例における第３方面によると、第２端末に用いられる接続方法が提供され
、該方法は、
　ＳＳＩＤ及び接続パスワードを生成することと、
　第１端末が前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得するとともに、前記ＳＳＩＤ及び接
続パスワードによってＰ２Ｐグループを構築するように、前記ＳＳＩＤ及び接続パスワー
ドを予定の方式で表示することと、
　前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって前記第１端末に構築されたＰ２Ｐグループに
接続することと、を含む。
【００１１】
　また、前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを予定の方式で表示することは、
　前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを二次元コード形式で前記第２端末のスクリーンに表
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示することを含むことが好ましい。
【００１２】
　本発明の実施例における第４方面によると、第１端末に用いられる接続方法が提供され
、該方法は、
　第２端末により提供されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得することと、
　Ｐ２Ｐグループを構築することと、
　前記第２端末が前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって前記第１端末に接続するよう
に、前記Ｐ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接続パスワードを前記第２端末により提供された
ＳＳＩＤ及び接続パスワードに設定することと、を含む。
【００１３】
　また、前記第２端末により提供されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得することは、
　第２端末のスクリーンにおいて予定の方式で表示されている、前記第２端末により提供
されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを指示するための図形を撮影することと、
　撮影された前記図形から前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを抽出することと、を含むこ
とが好ましい。
【００１４】
　また、前記図形が二次元コードであることが好ましい。
【００１５】
　本発明の実施例における第５方面によると、第１端末に用いられる接続装置が提供され
、該装置は、
　Ｐ２Ｐグループを構築するための構築モジュールと、
　前記Ｐ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接続パスワードを確定するための確定モジュールと
、
　前記第２端末が前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって前記第１端末に接続するよう
に前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末に送信するための送信モジュールと、を含
む。
【００１６】
　また、前記確定モジュールは、
　前記Ｐ２Ｐグループを構築する時にランダムに生成されたＳＳＩＤ及び接続パスワード
を取得するための第１取得サブモジュールと、
　前記ランダムに生成されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを前記Ｐ２ＰグループのＳＳＩ
Ｄ及び接続パスワードとして確定するための第１確定サブモジュールとを含み、或いは、
　ユーザーにより入力されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得するための第２取得サブ
モジュールと、
　前記ユーザーにより入力されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを前記Ｐ２ＰグループのＳ
ＳＩＤ及び接続パスワードとして確定するための第２確定サブモジュールとを含むことが
好ましい。
【００１７】
　また、前記送信モジュールは、
　同じＬＡＮ介して前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを直接に第２端末に送信し、或いは
、
　ブルートゥース介して前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末に送信し、或いは、
　ＮＦＣで前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末に送信し、或いは、
　ＷＩＦＩフレームを放送することにより前記ＷＩＦＩフレームの予定フィールド内に付
加されている前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末に送信するように用いられるこ
とが好ましい。
【００１８】
　本発明の実施例における第６方面によると、第２端末に用いられる接続装置が提供され
、該装置は、
　第１端末から送信された、前記第１端末に構築されたＰ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接
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続パスワードとするＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信するための受信モジュールと、
　前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって前記第１端末に接続するための第１接続モジ
ュールとを含む。
【００１９】
　また、前記受信モジュールは、
　同じＬＡＮ介して前記第１端末から直接に送信された前記ＳＳＩＤ及び接続パスワード
を受信し、或いは、
　ブルートゥース介して前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信し、或いは、
　ＮＦＣで前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信し、或いは、
　ＷＩＦＩフレームをモニタリングし、モニタリングされたＷＩＦＩフレームを解析する
ことにより前記ＷＩＦＩフレームの予定フィールド内に付加されている前記ＳＳＩＤ及び
接続パスワードを取得するように用いられることが好ましい。
【００２０】
　本発明の実施例における第７方面によると、第２端末に用いられる接続装置が提供され
、該装置は、
　生成されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得するための第１取得モジュールと、
　前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって予定の方式で図形を生成するための生成モジ
ュールと、
　第１端末が前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得するとともに、前記ＳＳＩＤ及び接
続パスワードによってＰ２Ｐグループを構築するように前記図形を前記第２端末のスクリ
ーンに表示するための表示モジュールと、
　前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって前記第１端末に構築されたＰ２Ｐグループに
接続するための第２接続モジュールと、を含む。
【００２１】
　また、前記図形が二次元コードであることが好ましい。
【００２２】
　本発明の実施例における第８方面によると、第１端末に用いられる接続装置が提供され
、該装置は、
　Ｐ２Ｐグループを構築するための構築モジュールと、
　第２端末により提供されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得するための第２取得モジ
ュールと、
　前記第２端末が前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって前記第１端末に接続するよう
に、前記Ｐ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接続パスワードを前記第２端末により提供された
ＳＳＩＤ及び接続パスワードに設定するための設定モジュールと、を含む。
【００２３】
　また、前記第２取得モジュールは、
　第２端末のスクリーンにおいて予定の方式で表示されている、前記第２端末により提供
されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを指示するための図形を撮影するための撮影サブモジ
ュールと、
　撮影された前記図形から前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを抽出するための抽出サブモ
ジュールと、を含むことが好ましい。
【００２４】
　また、前記図形が二次元コードであることが好ましい。
【００２５】
　本発明の実施例における第９方面によると、接続装置が提供され、該装置は、
　プロセッサーと、
　プロセッサーが実行可能なコマンドを記憶するためのメモリーと、を含み、
　その中に、前記プロセッサーは、
　Ｐ２Ｐグループを構築し、
　前記Ｐ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接続パスワードを確定し、
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　第２端末が前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって前記装置に接続するように、前記
ＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末に送信するように配置されている。
【００２６】
　本発明の実施例における第１０方面によると、接続装置が提供され、該装置は、
　プロセッサーと、
　プロセッサーが実行可能なコマンドを記憶するためのメモリーと、を含み、
　その中に、前記プロセッサーは、
　第１端末から送信された、前記第１端末に構築されたＰ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接
続パスワードとするＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信し、
　前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって前記第１端末に接続するように配置されてい
る。
【００２７】
　本発明の実施例における第１１方面によると、接続装置が提供され、該装置は、
　プロセッサーと、
　プロセッサーが実行可能なコマンドを記憶するためのメモリーと、を含み、
　その中に、前記プロセッサーは、
　ＳＳＩＤ及び接続パスワードを生成し、
　第１端末が前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得するとともに、前記ＳＳＩＤ及び接
続パスワードによってＰ２Ｐグループを構築するように、前記ＳＳＩＤ及び接続パスワー
ドを予定の方式で表示し、
　ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって前記第１端末に構築されたＰ２Ｐグループに接続
するように配置されている。
【００２８】
　本発明の実施例における第１２方面によると、接続装置が提供され、該装置は、
　プロセッサーと、
　プロセッサーが実行可能なコマンドを記憶するためのメモリーと、を含み、
　その中に、前記プロセッサーは、
　第２端末により提供されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得し、
　Ｐ２Ｐグループを構築し、
　前記第２端末が前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって前記装置に接続するように、
前記Ｐ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接続パスワードを前記第２端末により提供されたＳＳ
ＩＤ及び接続パスワードに設定するように配置されている。
【００２９】
　本発明のその他の局面は、
　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。
【００３０】
　本発明のその他の局面は、
　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】
【００３１】
　本発明の実施例により提供された技術方案は、下記の有益な効果を含む。
【００３２】
　本発明の実施例において、第１端末（移動端末を例とする。）がＰ２Ｐグループ（Ｐ２
Ｐ　ｇｒｏｕｐ）を構築した後、該Ｐ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２
端末（スマートテレビを例とする。）に送信し、或いは、該Ｐ２ＰグループのＳＳＩＤ及
び接続パスワードをスマートテレビにより提供されたＳＳＩＤ及び接続パスワードに設定
する。このようにして、接続の前に、ＳＳＩＤ及び接続パスワードという情報が既に伝送
され、スマートテレビが移動端末に構築されたＰ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接続パスワ
ードを取得できるため、該ＳＳＩＤ及び接続パスワードを使用して該端末機器に直接に接
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続できるが、伝統的なＰ２Ｐ接続を確立する時に複雑な検知、協議などの過程が必要なく
、さらに、構築するのがＰ２Ｐグループであるため、移動端末側が元の無線接続を切断す
る必要がない。
【００３３】
　理解すべきは、上記の一般的な説明及び後述の詳細な説明は、例示及び解釈のためのも
のだけであり、本発明を限定するためのものではない。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
　ここの図面が明細書に取込まれて本明細書の一部になり、本発明に合致した実施例を示
すとともに、明細書と一緒に本発明の原理を解釈するために用いられる。
【図１】１つの例示するための実施例により示された接続方法のフローチャートである。
【図２】１つの例示するための実施例により示された接続方法のフローチャートである。
【図３】１つの例示するための実施例により示された接続方法のフローチャートである。
【図４】１つの例示するための実施例により示されたスマートテレビが携帯電話に接続さ
れるシーン概略図である。
【図５】１つの例示するための実施例により示された接続方法のフローチャートである。
【図６】１つの例示するための実施例により示された接続方法のフローチャートである。
【図７】１つの例示するための実施例により示されたスマートテレビが携帯電話に接続さ
れるシーン概略図である。
【図８】１つの例示するための実施例により示された接続方法のフローチャートである。
【図９】１つの例示するための実施例により示された接続方法のフローチャートである。
【図１０】１つの例示するための実施例により示された接続方法のシグナルマップである
。
【図１１】１つの例示するための実施例により示された接続装置のブロック図である。
【図１２】１つの例示するための実施例により示された接続装置のブロック図である。
【図１３】１つの例示するための実施例により示された接続装置のブロック図である。
【図１４】１つの例示するための実施例により示された接続装置のブロック図である。
【図１５】１つの例示するための実施例により示された接続装置のブロック図である。
【図１６】１つの例示するための実施例により示された接続装置のブロック図である。
【図１７】１つの例示するための実施例により示された接続装置のブロック図である。
【図１８】１つの例示するための実施例により示された接続のための装置のブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　ここで例示するための実施例を詳細に説明し、その例示が図面に示された。以下の説明
が図面に係る時に、別途に特に示されているもの以外に、異なる図面における同じ符号が
相同又は類似する要素を表す。以下の例示するための実施例に記載の実施の形態が本発明
と一致する全ての実施の形態を代表するものではない。逆に、これらが特許請求の範囲に
記載の本発明の一部の方面と一致する装置及び方法の例だけである。
【００３６】
　図１は、１つの例示するための実施例により示された接続方法のフローチャートである
。該方法が第１端末、例えば、携帯電話、タブレットＰＣなどの移動端末に用いられるこ
とが可能である。図１に示すように、該方法は、ステップＳ１０１と、ステップＳ１０２
と、ステップＳ１０３とを含む。
【００３７】
　ステップＳ１０１において、第１端末がＰ２Ｐグループを構築する。
【００３８】
　本実施例において、第１端末側が先にＰ２Ｐグループ（Ｐ２Ｐ　ｇｒｏｕｐ）を構築す
る必要がある。Ｐ２Ｐ　ｇｒｏｕｐがホットスポットとして理解されてもよい。但し、Ｐ
２Ｐ　ｇｒｏｕｐを構築するには元の無線接続を切断する必要がない。例えば、１つのシ
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ーンにおいて、第１端末がインターネットビデオを第２端末に共有するためにＷｉＦＩを
介してインターネットに接続される。第１端末がＡＰを構築して第２端末を登録させる場
合、第１端末が元に接続されているインターネットを切断するので、ビデオの共有の意味
がなくなる。本実施例において、第１端末の構築するものがＰ２Ｐグループであるため、
ネットワークを切断することがなくなるので、ビデオの共有に影響を与えない。
【００３９】
　ステップＳ１０２において、第１端末がＰ２ＰグループのＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　
Ｓｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ、サービスセット識別子）及び接続パスワードを確定する
。
【００４０】
　図２～図３に示すように、本実施例或は本発明の他の一部の実施例において、Ｐ２Ｐグ
ループのＳＳＩＤ及び接続パスワードを確定することは、
　第１端末が、Ｐ２Ｐグループを構築する時にランダムに生成されたＳＳＩＤ及び接続パ
スワードを取得するステップＳ２０１と、
　第１端末が、ランダムに生成されたＳＳＩＤ及び接続パスワードをＰ２ＰグループのＳ
ＳＩＤ及び接続パスワードとして確定するステップＳ２０２とを含む。
【００４１】
　或いは、
　第１端末が、ユーザーにより入力されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得するステッ
プＳ３０１と、
　第１端末が、ユーザーにより入力されたＳＳＩＤ及び接続パスワードをＰ２Ｐグループ
のＳＳＩＤ及び接続パスワードとして確定するステップＳ３０２とを含む。
【００４２】
　ステップＳ１０３において、第２端末がＳＳＩＤ及び接続パスワードによって第１端末
に接続するように、第１端末がＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末に送信する。
【００４３】
　該シーンは、図４に示すようである。図４において、４０１が第１端末、具体的には携
帯電話であり、４０２が第２端末、具体的にはスマートテレビボックスであり、４０３が
スマートテレビボックス４０２と接続している伝統的なテレビである。携帯電話４０１が
Ｐ２Ｐグループを構築した後、該Ｐ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接続パスワードをスマー
トテレビボックス４０２に送信し、スマートテレビボックス４０２を該ＳＳＩＤ及び接続
パスワードによって携帯電話４０１に接続することができる。
【００４４】
　接続を確立した後、両者が標準化されたＲＴＳＰ（リアルタイム・ストリーミング・プ
ロトコル）などのやり取りが始まることができる。接続を確立した後の後続データ伝送プ
ロセスについてＭｉｒａｃａｓｔ技術を参照することができ、本実施例において説明を省
略する。
【００４５】
　第１端末がどの方式でＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末に送信するかについて、
本実施例において特に限定されない。例えば、本実施例或は本発明の他の一部の実施例に
おいて、ＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末に送信することは、
　第１端末が同じＬＡＮ介してＳＳＩＤ及び接続パスワードを直接に第２端末に送信する
こと、或いは、
　第１端末がブルートゥース介してＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末に送信するこ
と、或いは、
　第１端末がＮＦＣでＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末に送信すること、或いは、
　第１端末がＷＩＦＩフレームを放送することにより、ＷＩＦＩフレームの予定フィール
ド内に付加されているＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末に送信することを含む。
【００４６】
　その最後の情況に対して、例示として、ＷＩＦＩフレームがＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓ
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ｔ（プローブ要求）である。Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔが区域内で現在どのような８０
２．１１ネットワークを有するかをスキャンするように用いられ、機器はＰｒｏｂｅ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔを主動的に送信して、ＡＰ（アクセスポイント）の該プローブフレームに対
する応答（Ｐｒｏｂｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を待ち、この方式でＡＰに対する検知を実現
する。第１端末がＳＳＩＤ及び接続パスワードをＰｒｏｂｅ　ＲｅｑｕｅｓｔのＳＳＩＤ
フィールド内に付加した後に放送し、これにより第１端末と第２端末との間で事前に如何
なる接続を確立する必要がなく、第２端末がモニタリングするだけでよく、第１端に送信
されたＰｒｏｂｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔをモニタリングした後、ＳＳＩＤフィールド内からＳ
ＳＩＤ及び接続パスワードを解析する。
【００４７】
　図５は、１つの例示するための実施例により示された接続方法のフローチャートである
。該方法は、第２端末、例えば、スマートテレビ、スマートテレビボックス、インテリジ
ェントスピーカーなどに用いられる。図５に示すように、該方法は、ステップＳ５０１と
、ステップＳ５０２とを含み、
　ステップＳ５０１において、第２端末が、第１端末から送信された、第１端末に構築さ
れたＰ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接続パスワードとするＳＳＩＤ及び接続パスワードを
受信する。
【００４８】
　ステップＳ５０２において、第２端末がＳＳＩＤ及び接続パスワードによって第１端末
に接続する。
【００４９】
　本実施例或いは本発明の他の一部の実施例において、第１端末から送信されたＳＳＩＤ
及び接続パスワードを受信することは、
　同じＬＡＮ介して第１端末から直接に送信されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信す
ること、或いは、
　ブルートゥース介してＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信すること、或いは、
　ＮＦＣでＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信すること、或いは、
　ＷＩＦＩフレームをモニタリングし、モニタリングされたＷＩＦＩフレームを解析する
ことによりＷＩＦＩフレームの予定フィールド内に付加されているＳＳＩＤ及び接続パス
ワードを取得する。
【００５０】
　図６は、１つの例示するための実施例により示された接続方法のフローチャートである
。該方法が第２端末、例えばスマートテレビ、スマートテレビボックス、インテリジェン
トスピーカーなどに用いられる。図６に示すように、該方法は、ステップＳ６０１と、ス
テップＳ６０２と、ステップＳ６０３とを含む。
【００５１】
　ステップＳ６０１において、第２端末がＳＳＩＤ及び接続パスワードを生成する。
【００５２】
　本実施例において、依然として第１端末によりＰ２Ｐグループが構築されて、第２端末
を第１端末に接続させるようになる。但し、第１端末に構築されたＰ２ＰグループのＳＳ
ＩＤ及び接続パスワードが第１端末により決められるものではなく、第２端末により決め
られるものであり、言い換えれば、第１端末が第２端末により知られるＳＳＩＤ及び接続
パスワードでＰ２Ｐグループを構築し、このようにして、第２端末が第１端末に直接に接
続すればよく、両者の間の接続を確立する過程が簡単化され、検知、協議などのステップ
が要らない。
【００５３】
　第２端末のＳＳＩＤ及び接続パスワードがどうやって生成されたのかについて、例えば
、予定のランダムアルゴリズムを採用してランダムに生成されてよく、本実施例において
特に限定されない。
【００５４】
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　例示として、本実施例或いは本発明の他の一部の実施例において、ＳＳＩＤ及び接続パ
スワードを取得することは、
　第２端末が、予め設定され、或はランダムに生成されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを
取得すること、或いは、
　第２端末がユーザーにより入力されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信することを含
む。
【００５５】
　言い換えれば、該ＳＳＩＤ及び接続パスワードは、ユーザーにより第２端末において設
定されるものであってもよく、第２端末の内部で予め設定されるものであってもよく、例
えば、ＳＳＩＤが第２端末のシリアル番号であり、接続パスワードが予め１２３４５６に
設定されるなどのようにしてもよい。
【００５６】
　ステップＳ６０２において、第１端末が前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得すると
ともに、前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードによってＰ２Ｐグループを構築するように、第
２端末が前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを予定の方式で表示する。
【００５７】
　ステップＳ６０３において、第２端末が前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって前記
第１端末に構築されたＰ２Ｐグループに接続する。
【００５８】
　例えば、前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを予定の方式で表示することは、
　前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを二次元コードの形式で前記第２端末のスクリーンに
表示することを含む。
【００５９】
　第２端末が二次元コードを自体のスクリーンに表示して、第１端末が該二次元コードを
撮影して解析することにより、ＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得することができる。こ
のような方式によって、２つの端末の間で事前に如何なる接続を確立する必要がなく、Ｓ
ＳＩＤ及び接続パスワードを送信することができ、非常に便利である。
【００６０】
　例示として、該シーンが図７に示すようである。図７において、７０１が第１端末、具
体的には携帯電話であり、７０２が第２端末、具体的にはスマートテレビボックスであり
、７０３が伝統的なテレビである。スマートテレビボックス７０２が二次元コードを生成
した後、該二次元コードがテレビ７０３に表示され、携帯電話７０１が該二次元コードを
撮影することにより、ＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得できる。
【００６１】
　図８が１つの例示するための実施例により示された接続方法のフローチャートである。
該方法が第１端末、例えば、携帯電話、タブレットＰＣなどの移動端末に用いられる。図
８に示すように、該方法は、ステップＳ８０１と、ステップＳ８０２と、ステップＳ８０
３とを含む。
【００６２】
　ステップＳ８０１において、第１端末が第２端末により提供されたＳＳＩＤ及び接続パ
スワードを取得する。
【００６３】
　ステップＳ８０２において、第１端末がＰ２Ｐグループを構築する。
【００６４】
　説明すべきは、ステップＳ８０１、Ｓ８０２の前後順番は、本実施例において特に限定
されない。
【００６５】
　ステップＳ８０３において、第２端末がＳＳＩＤ及び接続パスワードによって第１端末
に接続するように、第１端末がＰ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末
により提供されたＳＳＩＤ及び接続パスワードに設定する。
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【００６６】
　図９に示すように、本実施例或いは本発明の他の一部の実施例において、第２端末によ
り提供されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得することは、ステップＳ９０１と、ステ
ップＳ９０２とを含む。
【００６７】
　ステップＳ９０１において、第１端末が第２端末のスクリーンにおいて予定の方式で表
示された、第２端末により提供されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを指示するための図形
を撮影する。例示として、該図形が二次元コードである。
【００６８】
　ステップＳ９０２において、第１端末が撮影された図形からＳＳＩＤ及び接続パスワー
ドを抽出する。
【００６９】
　以下、１つの具体的なシーンを結合しながら、本発明の方案を更に説明する。
【００７０】
　図１０は、１つの例示するための実施例により示された接続方法のシグナルマップであ
る。本実施例において、第１端末が具体的には携帯電話であり、第２端末が具体的にはス
マートテレビである。
【００７１】
　ステップＳ１００１において、携帯電話がＰ２Ｐ　ｇｒｏｕｐ　１を構築する。
【００７２】
　例えば、ＬｉｎｕｘにおけるＰ２Ｐ＿ＧＲＯＵＰ＿ＡＤＤ　ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔコマ
ンドを利用してＰ２Ｐ　ｇｒｏｕｐを構築することができる。ａｎｄｒｏｉｄシステムの
携帯電話に対して、アッパーインターフェースｐ２ｐＧｒｏｕｐＡｄｄを呼び出すことに
よりＰ２Ｐグループの構築を実現することができる。
【００７３】
　ステップＳ１００２において、携帯電話がＰ２Ｐ　ｇｒｏｕｐ　１のＳＳＩＤ及び接続
パスワードを確定する。
【００７４】
　ステップＳ１００３において、携帯電話がＰ２Ｐ　ｇｒｏｕｐ　１のＳＳＩＤ及び接続
パスワードをスマートテレビに送信する。
【００７５】
　ステップＳ１００４において、スマートテレビが該ＳＳＩＤ及び接続パスワードによっ
て携帯電話との接続を確立する。
【００７６】
　ステップＳ１００５において、もう１回接続する必要がある時に、携帯電話がＰ２Ｐ　
ｇｒｏｕｐ　２を構築した。
【００７７】
　ステップＳ１００６において、スマートテレビがＰ２Ｐ　ｇｒｏｕｐ　２のＳＳＩＤ及
び接続パスワードを提供するとともに、それを二次元コードの形式で自体のスクリーンに
表示する。
【００７８】
　ステップＳ１００７において、携帯電話が該二次元コードを撮影することにより該ＳＳ
ＩＤ及び接続パスワードを取得した。
【００７９】
　ステップＳ１００８において、携帯電話がＰ２Ｐ　ｇｒｏｕｐ　２を該ＳＳＩＤ及び接
続パスワードとして設定する。
【００８０】
　ステップＳ１００９において、スマートテレビが該ＳＳＩＤ及び接続パスワードによっ
て携帯電話との接続を確立した。
【００８１】
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　図１１が１つの例示するための実施例により示された接続装置のブロック図である。該
装置が第１端末に用いられる。図１１に示すように、該装置は、
　Ｐ２Ｐグループを構築するための構築モジュール１１０１と、
　Ｐ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接続パスワードを確定するための確定モジュール１１０
２と、
　第２端末がＳＳＩＤ及び接続パスワードによって第１端末に接続するように、ＳＳＩＤ
及び接続パスワードを第２端末に送信するための送信モジュール１１０３とを含む。
【００８２】
　図１２及び図１３に示すように、本実施例或いは本発明の他の一部の実施例において、
確定モジュールは、
　Ｐ２Ｐグループを構築する時にランダムに生成されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを取
得するための第１取得サブモジュール１２０１と、
　ランダムに生成されたＳＳＩＤ及び接続パスワードをＰ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接
続パスワードとして確定するための第１確定サブモジュール１２０２とを含み、
　或いは、
　ユーザーにより入力されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得するための第２取得サブ
モジュール１３０１と、
　ユーザーにより入力されたＳＳＩＤ及び接続パスワードをＰ２ＰグループのＳＳＩＤ及
び接続パスワードとして確定するための第２確定サブモジュール１３０２とを含む。
【００８３】
　本実施例或いは本発明の他の一部の実施例において、送信モジュールは、
　同じＬＡＮ介してＳＳＩＤ及び接続パスワードを直接に第２端末に送信し、或いは、
　ブルートゥース介してＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末送信し、或いは、
　ＮＦＣでＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末に送信し、或いは、
　ＷＩＦＩフレームを放送することによりＷＩＦＩフレームの予定フィールド内に付加さ
れているＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末に送信するように用いられる。
【００８４】
　上記した実施例における装置に関して、その各モジュールが操作を実行する具体的な方
式が既に該方法に関する実施例において詳細に説明されたが、ここで詳細に説明しない。
【００８５】
　図１４が１つの例示するための実施例により示された接続装置のブロック図である。該
装置が第２端末に用いられる。図１４に示すように、該装置は、
　第１端末から送信された、第１端末に構築されたＰ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接続パ
スワードとするＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信するための受信モジュール１４０１と
、
　ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって第１端末に接続するための第１接続モジュール１
４０２とを含む。
【００８６】
　本実施例或いは本発明の他の一部の実施例において、受信モジュールは、
　同じＬＡＮ介して第１端末から直接に送信されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信し
、或いは、
　ブルートゥース介してＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信し、或いは、
　ＮＦＣでＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信し、或いは、
　ＷＩＦＩフレームをモニタリングし、モニタリングされたＷＩＦＩフレームを解析する
ことによりＷＩＦＩフレームの予定フィールド内に付加されているＳＳＩＤ及び接続パス
ワードを取得するように用いられる。
【００８７】
　上記した実施例における装置に関して、その各モジュールが操作を実行する具体的な方
式が既に該方法に関する実施例において詳細に説明されたが、ここで詳細に説明しない。
【００８８】
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　図１５が１つの例示するための実施例により示された接続装置のブロック図である。該
装置が第２端末に用いられる。図１５に示すように、該装置は、
　生成されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得するための第１取得モジュール１５０１
と、
　前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって予定の方式で図形、例えば、二次元コードと
する図形を生成するための生成モジュール１５０２と、
　第１端末が前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得するとともに、前記ＳＳＩＤ及び接
続パスワードによってＰ２Ｐグループを構築するように、該図形を前記第２端末のスクリ
ーンに表示するための表示モジュール１５０３と、
　前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって前記第１端末に構築されたＰ２Ｐグループに
接続するための第２接続モジュール１５０４とを含む。
【００８９】
　本実施例或いは本発明の他の一部の実施例において、第１取得モジュールは、
　予め設定されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得し、或いは、
　ユーザーにより入力されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信するように用いられる。
【００９０】
　上記した実施例における装置に関して、その各モジュールが操作を実行する具体的な方
式が既に該方法に関する実施例において詳細に説明されたが、ここで詳細に説明しない。
【００９１】
　図１６が１つの例示するための実施例により示された接続装置のブロック図である。該
装置が第１端末に用いられる。図１６に示すように、該装置は、
　Ｐ２Ｐグループを構築するための構築モジュール１６０１と、
　第２端末により提供されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得するための第２取得モジ
ュール１６０２と、
　第２端末がＳＳＩＤ及び接続パスワードによって第１端末に接続するように、Ｐ２Ｐグ
ループのＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末により提供されたＳＳＩＤ及び接続パス
ワードに設定するための設定モジュール１６０３とを含む。
【００９２】
　図１７に示すように、本実施例或いは本発明の他の一部の実施例において、第２取得モ
ジュールは、
　第２端末のスクリーンにおいて予定の方式で表示されている、第２端末により提供され
たＳＳＩＤ及び接続パスワードを指示するための図形を撮影するための撮影サブモジュー
ル１７０１と、
　撮影された図形からＳＳＩＤ及び接続パスワードを抽出するための抽出サブモジュール
１７０２とを含む。
【００９３】
　上記した実施例における装置に関して、その各モジュールが操作を実行する具体的な方
式が既に該方法に関する実施例において詳細に説明されたが、ここで詳細に説明しない。
【００９４】
　本発明には下記の接続装置がさらに公開されて、該接続装置は、
　プロセッサーと、
　プロセッサーが実行可能なコマンドを記憶するためのメモリーと、を含み、
　その中に、プロセッサーが、
　Ｐ２Ｐグループを構築し、
　Ｐ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接続パスワードを確定し、
　第２端末がＳＳＩＤ及び接続パスワードによって装置に接続するように、ＳＳＩＤ及び
接続パスワードを第２端末に送信するように配置されている。
【００９５】
　本発明には非一時的コンピュータ可読記憶媒体がさらに公開され、前記記憶媒体におけ
るコマンドが第１端末のプロセッサーにより実行される時に、第１端末が下記の方法を実
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行することができ、前記方法は、
　Ｐ２Ｐグループを構築することと、
　Ｐ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接続パスワードを確定することと、
　第２端末がＳＳＩＤ及び接続パスワードによって装置に接続するようにＳＳＩＤ及び接
続パスワードを第２端末に送信することとを含む。
【００９６】
　本発明に下記の接続装置がさらに公開され、該接続装置は、
　プロセッサーと、
　プロセッサーが実行可能なコマンドを記憶するためのメモリーとを含み、
　その中に、プロセッサーが、
　第１端末から送信された、第１端末にセットカップされたＰ２ＰグループのＳＳＩＤ及
び接続パスワードとするＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信し、
　ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって第１端末に接続するように配置されている。
【００９７】
　本発明に下記の非一時的コンピュータ可読記憶媒体がさらに公開され、前記記憶媒体に
おけるコマンドが第２端末のプロセッサーにより実行される時に、第２端末が下記の接続
方法を実行することができ、前記方法は、
　第１端末から送信された、第１端末に構築されたＰ２ＰグループのＳＳＩＤ及び接続パ
スワードとするＳＳＩＤ及び接続パスワードを受信することと、
　ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって第１端末に接続することとを含む。
【００９８】
　本発明に下記の接続装置がさらに公開され、該接続装置が、
　プロセッサーと、
　プロセッサーが実行可能なコマンドを記憶するためのメモリーとを含み、
　その中に、プロセッサーが、
　ＳＳＩＤ及び接続パスワードを生成し、
　第１端末が前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得するとともに、前記ＳＳＩＤ及び接
続パスワードによってＰ２Ｐグループを構築するように、前記ＳＳＩＤ及び接続パスワー
ドを予定の方式で表示し、
　前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって前記第１端末に構築されたＰ２Ｐグループに
接続するように配置されている。
【００９９】
　本発明に下記の非一時的コンピュータ可読記憶媒体がさらに公開され、前記記憶媒体に
おけるコマンドが第２端末のプロセッサーにより実行される時に、第２端末が下記の接続
方法を実行することができ、前記方法は、
　ＳＳＩＤ及び接続パスワードを生成することと、
　第１端末が前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得するとともに、前記ＳＳＩＤ及び接
続パスワードによってＰ２Ｐグループを構築するように、前記ＳＳＩＤ及び接続パスワー
ドを予定の方式で表示することと、
　前記ＳＳＩＤ及び接続パスワードによって前記第１端末に構築されたＰ２Ｐグループに
接続することとを含む。
【０１００】
　本発明に下記の接続装置がさらに公開され、該接続装置が、
　プロセッサーと、
　プロセッサーが実行可能なコマンドを記憶するためのメモリーとを含み、
　その中に、プロセッサーが、
　第２端末により提供されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得し、
　Ｐ２Ｐグループを構築し、
　第２端末がＳＳＩＤ及び接続パスワードによって装置に接続するように、Ｐ２Ｐグルー
プのＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末により提供されたＳＳＩＤ及び接続パスワー
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ドに設定するように配置されている。
【０１０１】
　本発明に下記の非一時的コンピュータ可読記憶媒体がさらに公開され、前記記憶媒体に
おけるコマンドが第１端末のプロセッサーにより実行される時に、第１端末が下記の接続
方法を実行することができ、前記方法は、
　第２端末により提供されたＳＳＩＤ及び接続パスワードを取得することと、
　Ｐ２Ｐグループを構築することと、
　第２端末がＳＳＩＤ及び接続パスワードによって第１端末に接続するように、Ｐ２Ｐグ
ループのＳＳＩＤ及び接続パスワードを第２端末により提供されたＳＳＩＤ及び接続パス
ワードに設定することとを含む。
【０１０２】
　図１８が１つの例示するための実施例により示された接続するための装置のブロック図
である。例えば、装置２８００が携帯電話、コンピュータ、デジタル放送端末、情報送受
信機、ゲームコンソール、タブレット、医療機器、フィットネスマシン、携帯情報端末な
どであっても良い。
【０１０３】
　図１８に示すように、装置２８００は、処理アセンブリー２８０２、メモリー２８０４
、電力アセンブリー２８０６、マルチメディア・アセンブリー２８０８、オーディオ・ア
センブリー２８１０、入力／出力（Ｉ／Ｏ）のポート２８１２、センサー・アセンブリー
２８１４及び通信アセンブリー２８１６のうちの１つ又は複数を含むことが可能である。
【０１０４】
　処理アセンブリー２８０２は、通常、装置２８００の全体の操作、例えば、表示、電話
の呼び出し、データ通信、カメラ操作及び記録操作と関連する操作をコントロールするも
のである。処理アセンブリー２８０２が１つ又は複数のプロセッサー２８２０を含むこと
が可能であり、上記の方法の全部又は一部のステップを行うようにコマンドを実行する。
この以外に、処理アセンブリー２８０２が処理アセンブリー２８０２と他のアセンブリー
との間のやりとりを便利にするように１つ又は複数のモジュールを含むことが可能である
。例えば、処理アセンブリー２８０２がマルチメディア・アセンブリー２８０８と処理ア
センブリー２８０２との間のやりとりを便利にするようにマルチメディアモジュールを含
むことが可能である。
【０１０５】
　メモリー２８０４が装置２８００の操作をサポートするように各種タイプのデータを記
憶するように構成されている。これらのデータの例としては、装置２８００において操作
されるいずれのアプリケーションプログラム或いは方法のコマンド、連絡先データ、電話
帳データ、メッセージ、ピクチャー、ビデオなどを含む。メモリー２８０４は、例えば、
スタティックランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、電気的に消去可能なＰＲＯＭ（ＥＥ
ＰＲＯＭ）、消去可能なプログラマブルリードオンリーメモリー（ＥＰＲＯＭ）、プログ
ラマブルリードオンリーメモリー（ＰＲＯＭ）、リードオンリーメモリー（ＲＯＭ）、磁
気メモリー、フラッシュメモリー、磁気ディスク或いは光ディスクなど、いずれかのタイ
プの揮発性又は不揮発性メモリーデバイス或いはこれらの組合せにより実現できる。
【０１０６】
　電力アセンブリー２８０６は、装置２８００の各種のアセンブリーに電力を提供するも
のである。電力アセンブリー２８０６が電源管理システム、１つ又は複数の電源、及び装
置２８００のための電力の生成、管理及び分配に関連する他のアセンブリーを含むことが
可能である。
【０１０７】
　マルチメディア・アセンブリー２８０８は、装置２８００とユーザーとの間で出力ポー
トを提供するスクリーンを含む。一部の実施例において、スクリーンが液晶表示器（ＬＣ
Ｄ）とタッチパネル（ＴＰ）とを含むことが可能である。スクリーンがタッチパネルを含
む場合、スクリーンがユーザーからの入力信号を受取るようにタッチスクリーンとして実
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現されてもよい。タッチパネルは、タッチ、滑動及びタッチパネル上の手まねを感知する
ように１つ又は複数のタッチセンサーを含む。タッチセンサーとしては、タッチ又は滑動
という動作の境界を感知できるだけではなく、タッチ又は滑動操作に関連する継続時間及
び圧力を検出することもできる。一部の実施例において、マルチメディア・アセンブリー
２８０８は、前置きカメラ及び／或は後置ききカメラを含む。装置２８００が操作モード
、例えば、撮像モード或はビデオモードになる時に、前置きカメラ及び／或は後置きカメ
ラが外部のマルチメディア・データを受取ることが可能である。それぞれの前置きカメラ
及び後置きカメラが一定の光学レンズシステムであってもよいし、或は焦点距離及び光学
的焦点距離可変機能を備えるものであってもよい。
【０１０８】
　オーディオ・アセンブリー２８１０がオーディオ信号を出力及び／或は入力するように
配置されている。例えば、オーディオ・アセンブリー２８１０がマイク（ＭＩＣ）を含み
、装置２８００が操作モード、例えば、呼び出すモード、記録モード或は音声識別モード
になる時に、マイクが外部のオーディオ信号を受取るように配置されている。受取られた
オーディオ信号がさらにメモリー２８０４に記憶され、或は通信アセンブリー２８１６を
経由して送信する。一部の実施例において、オーディオ・アセンブリー２８１０がオーデ
ィオ信号を出力するためのスピーカーをさらに含む。
【０１０９】
　Ｉ／Ｏポート２８１２は、処理アセンブリー２８０２と周辺のポート・モジュールとの
間でポートを提供するためのものであり、上記の周辺のポート・モジュールがキーボード
、クリックホイール、ボタンなどにしてもよい。これらのボタンがホームページボタンと
、音量ボタンと、起動ボタンと、ロックボタンとを含むが、これに限らない。
【０１１０】
　センサー・アセンブリー２８１４は、１つ又は複数のセンサーを含み、装置２８００に
様々な面の状態を評価するためのものである。例えば、センサー・アセンブリー２８１４
が装置２８００のＯＮ／ＯＦＦ状態、例えばアセンブリーが装置２８００の表示器及び小
さいキーボードである場合のアセンブリーの相対的な位置決めを検出することができ、セ
ンサー・アセンブリー２８１４が装置２８００或は装置２８００における１つのアセンブ
リーの位置変化と、ユーザーが装置２８００と接触することがあるか否かのことと、装置
２８００の方向と位置或は加速／減速及び装置２８００の温度変化とを検出することもで
きる。センサー・アセンブリー２８１４が何れの物理接触のない時に付近の物品の存在を
検出するために配置される近接センサーを含むことが可能である。センサー・アセンブリ
ー２８１４が結像応用に用いられる、例えば、ＣＭＯＳ或はＣＣＤ図像センサーのような
光センサーを含むことも可能である。一部の実施例において、該センサー・アセンブリー
２８１４が加速度センサー、ジャイロセンサー、磁気センサー、圧力センサー或は温度セ
ンサーを含むこともできる。
【０１１１】
　通信アセンブリー２８１６は、装置２８００と他の機器との間の有線或は無線方式での
通信を便利にするために配置されている。装置２８００が通信標準に準ずる無線ネットワ
ーク、例えば、ＷｉＦｉ、２Ｇ又は３Ｇ、或はこれらの組合せに接続することが可能であ
る。１つの例示するための実施例において、通信アセンブリー２８１６がラジオチャンネ
ルによって外部のラジオ管理システムからのラジオ信号又はラジオ関連の情報を受取るよ
うになる。１つの例示するための実施例において、通信アセンブリー２８１６が短距離通
信を促進するための近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールを含むことも可能である。例え
ば、ＮＦＣモジュールは、無線周波識別（ＲＦＩＤ）技術、赤外線データ団体（ＩｒＤＡ
）技術、超広帯域無線通信（ＵＷＢ）技術、ブルートゥース（ＢＴ）技術及び他の技術で
実現されることが可能である。
【０１１２】
　例示するための実施例において、装置２８００が１つ又は複数の特定用途向け集積回路
（ＡＳＩＣ）、デジタルシグナルプロセッサー（ＤＳＰ）、デジタル信号処理デバイス（
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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）、コントローラー、マイクロコントローラー、マイクロプロセッ
サー或は他の電子素子で実現され、端末側の上記の方法を実行するために用いられる。
【０１１３】
　例示するための実施例において、コマンドを含む非一時的コンピュータ可読記録媒体、
例えば、コマンドを含むメモリー２８０４がさらに提供され、上記のコマンドは、上記方
法を完成するように、装置２８００のプロセッサー２８２０で実行される。前記非一時的
コンピュータ可読記録媒体は、例えば、ＲＯＭ、ランダムアクセスメモリー（ＲＡＭ）、
ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピーディスク及び光データ記憶装置などにしてもよい
。
【０１１４】
　当業者が明細書を考慮するとともに、ここで開示された発明を実行した後、本発明の他
の実施の形態を容易に想到できる。本願が本発明の全ての変形、用途或は適応的な変化を
全て包括するべきである。これらの変形、用途或は適応的な変化は、本発明において開示
されていない本技術分野の公知常識又は慣用技術手段を含む本発明の一般的な原理に従う
ものである。明細書及び実施例は、例示のものだけであり、本発明の本当の範囲及び主旨
が特許請求の範囲により現れるべきである。
【０１１５】
　本発明は、上記により既に説明されて、且つ図面に示された具体的な構造に限定されて
いなく、その範囲から逸脱しない限り、各種の修正及び変更をすることができる。本発明
の範囲がその特許請求の範囲により限定される。
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