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(57)【要約】
　デジタルメディアコンテンツ再生転送方法、再生装置
及びシステムであって、第１装置が第１指示を識別し及
び／又は第２装置が第２指示を識別した後、第２装置は
第１装置が第２装置に指示したデジタルメディアコンテ
ンツを再生し、第１装置が第１指示を識別することは、
撮影モジュールがキャプチャしたビデオデータが事前定
義された送信ハンドジェスチャを合致し又は事前定義さ
れた送信身体動作を合致するビデオデータであることを
判断し、及び／又は、タッチスクリーン処理モジュール
がキャプチャしたタッチスクリーンタッチデータが事前
定義された送信操作イベントを合致するデータであるこ
とを判断することを指す。第２装置が第２指示を識別す
ることは、撮影モジュールがキャプチャしたビデオデー
タが事前定義された受信ハンドジェスチャを合致し又は
事前定義された受信身体動作を合致するビデオデータで
あることを判断し、及び／又は、タッチスクリーン処理
モジュールがキャプチャしたタッチスクリーンタッチデ
ータが事前定義された受信操作イベントを合致するデー
タであることを判断することを指す。上記案はデジタル
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１装置が第１指示を識別し、及び／又は第２装置が第２指示を識別した後、前記第２
装置は前記第１装置が前記第２装置に指示したデジタルメディアコンテンツを再生し、
　前記第１装置が第１指示を識別することは、前記第１装置が、撮影モジュールがキャプ
チャしたビデオデータに基づいて、前記ビデオデータが事前定義された送信ハンドジェス
チャに合致する又は事前定義された送信身体動作に合致するビデオデータであることを分
析すること、及び／又は、前記第１装置が、タッチスクリーン処理モジュールがキャプチ
ャしたタッチスクリーンポイントタッチデータに基づいて、前記タッチスクリーンポイン
トタッチデータが事前定義された送信操作イベントに合致するデータであることを分析す
ることを指し、
　前記第２装置が第２指示を識別することは、前記第２装置が、撮影モジュールがキャプ
チャしたビデオデータに基づいて、前記ビデオデータが事前定義された受信ハンドジェス
チャに合致する又は事前定義された受信身体動作に合致するビデオデータであることを分
析すること、及び／又は、前記第２装置が、タッチスクリーン処理モジュールがキャプチ
ャしたタッチスクリーンポイントタッチデータに基づいて、前記タッチスクリーンポイン
トタッチデータが事前定義された受信操作イベントに合致するデータであることを分析す
ることを指す、
　デジタルメディアコンテンツ再生転送の方法。
【請求項２】
　前記事前定義された送信ハンドジェスチャは、ユーザが、こすり、つまみ上げ、つかみ
取る、指を集め、又は両手を集める動作を指す、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記事前定義された送信操作に合致するイベントは、ワンタッチイベント、マルチタッ
チイベント、並進イベント、又はマルチポイント並進集めイベントを指す、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記事前定義された受信ハンドジェスチャは、投げ、リリース、指し、又は指開きの動
作を指す、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記事前定義された受信操作イベントは、ワンタッチイベント、マルチタッチイベント
、並進イベント、又はマルチポイント並進分散イベントである、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１装置が前記第１指示を識別した後デジタルメディアコンテンツ再生転送の要求
メッセージを送信し、前記第２装置が前記要求メッセージを受信して且つ前記第２指示を
識別した後、前記第１装置に要求メッセージ受信のレスポンスをフィードバックし、前記
第１装置が前記レスポンスを受信した後前記第２装置に前記デジタルメディアコンテンツ
を指示し、
　又は、
　前記第２装置が前記第２指示を識別した後前記第１装置にデジタルメディアコンテンツ
再生転送の要求メッセージを送信し、前記第１装置が前記要求メッセージを受信して且つ
前記第１指示を識別した後、前記第２装置に要求メッセージを受け入れるレスポンスをフ
ィードバックし、且つ前記第２装置に前記デジタルメディアコンテンツを指示するという
実行過程をさらに含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１装置が前記第１指示を識別した後、前記第２装置にデジタルメディアコンテン
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ツ再生転送の要求メッセージを送信し、且つ前記第２装置に前記デジタルメディアコンテ
ンツを指示するという実行過程をさらに含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２装置が前記第２指示を識別した後、前記第１装置にデジタルメディアコンテン
ツ再生転送の要求メッセージを送信し、前記第１装置が前記要求メッセージを受信した後
、前記第２装置に前記デジタルメディアコンテンツを指示するという実行過程をさらに含
む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記要求メッセージは、デジタルメディアコンテンツのカテゴリー指示を含み、
　前記カテゴリー指示は、画像、ビデオ、音声、デスクトップのパラメータのうちの１又
は複数種の組み合せを含む、
　請求項６、７又は８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１装置がデジタルメディアコンテンツを指示することは、前記第１装置が前記第
２装置に前記第１装置の再生しているデジタルメディアコンテンツを送信し、又は前記第
１装置が前記第２装置にデジタルメディアコンテンツのアドレスを送信することを指し、
　前記デジタルメディアコンテンツは、前記第１装置のローカルデジタルメディアコンテ
ンツ又は前記第１装置がネットワークにより取得したデジタルメディアコンテンツである
、
　請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　再生装置であって、
　前記再生装置は、撮影モジュール及び／又はタッチスクリーン処理モジュールを含み、
　前記再生装置は、データ伝送指示識別モジュール及びネットワークモジュールを更に含
み、
　前記データ伝送指示識別モジュールは、第１指示を識別し、具体的に、前記撮影モジュ
ールがキャプチャしたビデオデータに基づいて、前記ビデオデータが事前定義された送信
ハンドジェスチャに合致する又は事前定義された送信身体動作に合致するビデオデータで
あることを分析し、及び／又は、タッチスクリーン処理モジュールがキャプチャしたタッ
チスクリーンポイントタッチデータに基づいて前記データが事前定義された送信操作イベ
ントに合致するデータであることを分析することを指すように設置され、
　前記ネットワークモジュールは、前記データ伝送指示識別モジュールが第１指示を識別
した後、ターゲット再生装置にデジタルメディアコンテンツを指示するように設置される
、
　再生装置。
【請求項１２】
　前記事前定義された送信ハンドジェスチャは、ユーザが、こすり、つまみ上げ、つかみ
取る、指を集め、又は両手を集める動作を指す、
　請求項１１に記載の再生装置。
【請求項１３】
　前記事前定義された送信操作を合致するイベントは、ワンタッチイベント、マルチタッ
チイベント、並進イベント、又はマルチポイント並進集めイベントを指す、
　請求項１１に記載の再生装置。
【請求項１４】
　前記ネットワークモジュールは、前記ターゲット再生装置に前記再生装置の再生してい
るデジタルメディアコンテンツ又は前記デジタルメディアコンテンツのアドレスを送信し
、
　前記デジタルメディアコンテンツは、前記再生装置のローカルデジタルメディアコンテ
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ンツ又はネットワークにより取得されたデジタルメディアコンテンツであるように更に設
置される、
　請求項１１に記載の再生装置。
【請求項１５】
　再生装置であって、
　前記再生装置は、撮影モジュール及び／又はタッチスクリーン処理モジュールを含み、
　前記再生装置は、データ伝送指示識別モジュール、ネットワークモジュール、及び再生
コントロールモジュールを更に含み、
　前記データ伝送指示識別モジュールは、第２指示を識別する、つまり撮影モジュールが
キャプチャしたビデオデータに基づいて前記ビデオデータが事前定義された受信ハンドジ
ェスチャに合致する又は事前定義された受信身体動作に合致するビデオデータであること
を分析し、及び／又は、タッチスクリーン処理モジュールがキャプチャしたタッチスクリ
ーンポイントタッチデータに基づいて前記データが事前定義された受信操作イベントに合
致するデータであることを分析するように設置され、
　前記ネットワークモジュールは、前記データ伝送指示識別モジュールが前記第２指示を
識別した後、相手端再生装置の指示を受信するように設置され、
　前記再生コントロールモジュールは、前記相手端再生装置が指示するデジタルメディア
コンテンツを再生するように設置される、
　再生装置。
【請求項１６】
　前記事前定義された受信ハンドジェスチャは、投げ、リリース、指し、又は指開きの動
作を指す、
　請求項１５に記載の再生装置。
【請求項１７】
　前記事前定義された受信操作イベントは、ワンタッチイベント、マルチタッチイベント
、並進イベント、又はマルチポイント並進分散イベントである、
　請求項１５に記載の再生装置。
【請求項１８】
　前記相手端再生装置の指示は、前記相手端再生装置が再生しているデジタルメディアコ
ンテンツ又はデジタルメディアコンテンツのアドレスを指し、
　前記再生コントロールモジュールは、前記相手端再生装置の指示が前記相手端再生装置
の再生しているデジタルメディアコンテンツを指す時、前記デジタルメディアコンテンツ
を再生し、前記相手端再生装置の指示がデジタルメディアコンテンツのアドレスを指す時
、前記アドレスに対応するデジタルメディアコンテンツを取得して再生するように更に設
置される、
　請求項１５に記載の再生装置。
【請求項１９】
　請求項１１～１４のいずれか一つに記載の再生装置を含み、
　請求項１５～１８のいずれか一つに記載の再生装置を更に含む、
　デジタルメディアコンテンツ再生転送システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信及び情報分野に関し、特にデジタルメディアコンテンツ再生転送の方法及
び再生装置及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルマルチメディア及びネットワークの発展は、人々の日常生活中のエンターテイ
ンメント体験を豊かにする。従来の技術により、人々は家でスーパーハイビジョンを見る
ことができる。テレビ番組の源は、デジタルディスク、ケーブルテレビ、インターネット
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等であり、ステレオ、５．１チャンネル、７．１チャンネル乃至もっとリアルな音声効果
を体験させることができる。且つ、人々は更にタブレット電子装置（ＰＡＤ）、携帯電話
を用いてこれらの体験を達成することができる。人々は、ネットワークにより異なる装置
の間にデジタルコンテンツの再生を転送し、及びリモコン、ハンドジェスチャにより一つ
の装置の再生をコントロールする。例えば、一つ前のチャネル、次のチャネル番組等をコ
ントロールして切り替えることができる。
【０００３】
　従来の複数の装置に対する制御方法において、それぞれ装置の各自のリモコンを使用し
てコントロールを行うことが普通である。これらのリモコンは互いに共通しないものであ
る。リモコン、例えば従来のテレビ、サウンドはほとんどネットワーク機能を具備しない
。しかし、ネットワークをバックアップするリモコンもあり、例えば計算及びネットワー
ク能力を有する装置（例えば携帯電話、ＰＡＤ）上にインターワーキングプロトコルをバ
ックアップするソフトウェアをロードすることにより、別の装置をコントロールする。
【０００４】
　技術の発展に伴って、複数の装置の間のコンテンツ再生共有、転送ニーズはますます多
くなり、上記操作方式は不便であることが明らかである。人々は多くのリモコンから装置
に対応する一つのリモコンを選択し、異なる装置をコントロールすることに伴ってリモコ
ンを差替する必要がある。又は、コンピュータの基本操作に精通した人々は、ＰＡＤ、携
帯電話を操作することで装置をコントロールして、単一の装置をコントロールする。人々
は、よりシンプルで、より自然な操作方式でコンテンツの共有再生、転送再生をコントロ
ールすることを希望している。
【０００５】
　よりシンプルで、より自然な操作方式を提供して装置間のコンテンツ再生転送、協力再
生等の機能のコントロールを達成することができれば、人々のエンターテインメント生活
をもっと簡単に、もっと楽しくすることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする技術問題は、デジタルメディアコンテンツ再生転送方法、再
生装置及びシステムを提供し、デジタルメディアコンテンツ装置の操作性に新たな解決手
段を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記技術問題を解決するために、本発明はデジタルメディアコンテンツ再生転送方法を
提供しており、第１装置が第１指示を識別し及び／又は第２装置が第２指示を識別した後
、前記第２装置は第１装置が前記第２装置に指示したデジタルメディアコンテンツを再生
することを含み、前記第１装置が第１指示を識別することは、前記第１装置は撮影モジュ
ールがキャプチャしたビデオデータに基づいて前記ビデオデータが事前定義された送信ハ
ンドジェスチャを合致する又は事前定義された送信身体動作を合致するビデオデータであ
ることを分析して得られ、及び／又は、前記第１装置はタッチスクリーン処理モジュール
がキャプチャしたタッチスクリーンタッチデータに基づいて前記データが事前定義された
送信操作イベントを合致するデータであることを分析して得られることを指し、前記第２
装置が第２指示を識別することは、前記第２装置は撮影モジュールがキャプチャしたビデ
オデータに基づいて前記ビデオデータが事前定義された受信ハンドジェスチャを合致する
又は事前定義された受信身体動作を合致するビデオデータであることを分析して得られ、
及び／又は、前記第２装置はタッチスクリーン処理モジュールがキャプチャしたタッチス
クリーンタッチデータに基づいて前記データが事前定義された受信操作イベントを合致す
るデータであることを分析して得られることを指す。
【０００８】
　好ましくは、上記方法は、前記事前定義された送信ハンドジェスチャはユーザがこすり
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又はつまみ上げ又はつかみ取る又は指を集め又は両手を集める動作を指す。
【０００９】
　好ましくは、上記方法は、前記の事前定義された送信操作を合致するイベントはワンタ
ッチイベント又はマルチタッチイベント又は並進イベント又はマルチポイント並進集めイ
ベントを指すことを更に特徴とする。
【００１０】
　好ましくは、上記方法は、前記事前定義された受信ハンドジェスチャは投げ、リリース
、指し又は指開きの動作を指すことを更に特徴とする。
【００１１】
　好ましくは、上記方法は、前記事前定義された受信操作イベントはワンタッチイベント
又はマルチタッチイベント又は並進イベント又はマルチポイント並進分散イベントである
ことを更に特徴とする。
【００１２】
　好ましくは、上記方法は、前記方法は、前記第１装置が前記第１指示を識別した後デジ
タルメディアコンテンツ再生転送の要求メッセージを送信し、前記第２装置が前記要求メ
ッセージを受信して且つ前記第２指示を識別した後、前記第１装置に要求メッセージ受信
のレスポンスをフィードバックし、前記第１装置が前記レスポンスを受信した後前記第２
装置に前記デジタルメディアコンテンツを指示し、又は、前記第２装置が前記第２指示を
識別した後前記第１装置にデジタルメディアコンテンツ再生転送の要求メッセージを送信
し、前記第１装置が前記要求メッセージを受信して且つ前記第１指示を識別した後、前記
第２装置に要求メッセージを受け入れるレスポンスをフィードバックし、且つ前記第２装
置に前記デジタルメディアコンテンツを指示するという実行過程をさらに含むことを更に
特徴とする。
【００１３】
　好ましくは、上記方法は、前記方法は、前記第１装置が前記第１指示を識別した後前記
第２装置にデジタルメディアコンテンツ再生転送の要求メッセージを送信し、且つ前記第
２装置に前記デジタルメディアコンテンツを指示するという実行過程をさらに含むことを
更に特徴とする。
【００１４】
　好ましくは、上記方法は、前記方法は、前記第２装置が前記第２指示を識別した後前記
第１装置にデジタルメディアコンテンツ再生転送の要求メッセージを送信し、前記第１装
置が前記要求メッセージを受信した後前記第２装置に前記デジタルメディアコンテンツを
指示するという実行過程をさらに含むことを更に特徴とする。
【００１５】
　好ましくは、上記方法は、前記要求メッセージはデジタルメディアコンテンツのカテゴ
リー指示を含み、前記カテゴリー指示は画像、ビデオ、音声、デスクトップのパラメータ
のうちの１種又は複数種の組み合せを含むことを更に特徴とする。
【００１６】
　好ましくは、上記方法は、前記第１装置がデジタルメディアコンテンツを指示すること
は前記第１装置が前記第２装置に前記第１装置の再生しているデジタルメディアコンテン
ツを送信し、又は前記第１装置が前記第２装置にデジタルメディアコンテンツのアドレス
を送信することを指し、前記デジタルメディアコンテンツは前記第１装置のローカルデジ
タルメディアコンテンツ又は前記第１装置がネットワークにより取得したデジタルメディ
アコンテンツであることを更に特徴とする。
【００１７】
　上記技術問題を解決するために、本発明はソース装置としての再生装置を更に提供して
おり、前記再生装置は撮影モジュール及び／又はタッチスクリーン処理モジュールを含み
、前記再生装置はデータ伝送指示識別モジュール及びネットワークモジュールを更に含み
、前記データ伝送指示識別モジュールは、第１指示を識別し、具体的に、前記撮影モジュ
ールがキャプチャしたビデオデータに基づいて、前記ビデオデータが事前定義された送信
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ハンドジェスチャを合致する又は事前定義された送信身体動作を合致するビデオデータで
あることを分析して得られ、及び／又は、はタッチスクリーン処理モジュールがキャプチ
ャしたタッチスクリーンタッチデータに基づいて前記データが事前定義された送信操作イ
ベントを合致するデータであることを分析して得られることを指すように設置され、前記
ネットワークモジュールは、前記データ伝送指示識別モジュールが第１指示を識別した後
、ターゲット再生装置にデジタルメディアコンテンツを指示するように設置される。
【００１８】
　好ましくは、上記装置は、前記事前定義された送信ハンドジェスチャはユーザがこすり
又はつまみ上げ又はつかみ取る又は指を集め又は両手を集める動作を指すことを更に特徴
とする。
【００１９】
　好ましくは、上記装置は、前記の事前定義された送信操作を合致するイベントはワンタ
ッチイベント又はマルチタッチイベント又は並進イベント又はマルチポイント並進集めイ
ベントを指すことを更に特徴とする。
【００２０】
　好ましくは、上記装置は、前記ネットワークモジュールは、前記ターゲット再生装置に
前記再生装置の再生しているデジタルメディアコンテンツ又は前記デジタルメディアコン
テンツのアドレスを送信し、前記デジタルメディアコンテンツは前記再生装置のローカル
デジタルメディアコンテンツ又はネットワークにより取得されたデジタルメディアコンテ
ンツであるように更に設置されることを更に特徴とする。
【００２１】
　上記技術問題を解決するために、本発明はターゲット装置としての再生装置を更に提供
しており、前記再生装置は撮影モジュール及び／又はタッチスクリーン処理モジュールを
含み、前記再生装置はデータ伝送指示識別モジュール、ネットワークモジュール、再生コ
ントロールモジュールを更に含み、前記データ伝送指示識別モジュールは、第２指示を識
別し、具体的に、撮影モジュールがキャプチャしたビデオデータに基づいて前記ビデオデ
ータが事前定義された受信ハンドジェスチャを合致する又は事前定義された受信身体動作
を合致するビデオデータであることを分析して得られ、及び／又は、はタッチスクリーン
処理モジュールがキャプチャしたタッチスクリーンタッチデータに基づいて前記データが
事前定義された受信操作イベントを合致するデータであることを分析して得られることを
指すように設置され、前記ネットワークモジュールは、前記データ伝送指示識別モジュー
ルが前記第２指示を識別した後、相手端装置の指示を受信するように設置され、前記再生
コントロールモジュールは、前記相手端再生装置が指示するデジタルメディアコンテンツ
を再生するように設置される。
【００２２】
　好ましくは、上記装置は、前記事前定義された受信ハンドジェスチャは投げ、リリース
、指し又は指開きの動作を指すことを更に特徴とする。
【００２３】
　好ましくは、上記装置は、前記事前定義された受信操作イベントはワンタッチイベント
又はマルチタッチイベント又は並進イベント又はマルチポイント並進分散イベントである
ことを更に特徴とする。
【００２４】
　好ましくは、上記装置は、前記相手端装置の指示は前記相手端装置が再生しているデジ
タルメディアコンテンツ又はデジタルメディアコンテンツのアドレスを指し、前記再生コ
ントロールモジュールは、前記相手端装置の指示が前記相手端装置の再生しているデジタ
ルメディアコンテンツを指す時、前記デジタルメディアコンテンツを再生し、前記相手端
装置の指示がデジタルメディアコンテンツのアドレスを指す時、前記アドレスに対応する
デジタルメディアコンテンツを取得して再生するように更に設置されることを更に特徴と
する。
【００２５】
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　上記技術問題を解決するために、本発明はデジタルメディアコンテンツ再生転送システ
ムを更に提供しており、上記ソース装置及び前記ターゲット装置を含む。
【発明の効果】
【００２６】
　以上のように、本発明の実施例は、デジタルメディアコンテンツ装置をより操作しやす
く、デジタルメディアコンテンツ装置のユーザビリティを向上させ、ユーザ体験を向上さ
せる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本解決手段におけるデジタルメディアコンテンツ再生転送方法の案内図である。
【図２】本解決手段における例示中に第１装置に対するこすりハンドジェスチャ操作の案
内図である。
【図３】本解決手段における例示中に第１装置に対するつまみ上げハンドジェスチャ操作
の案内図である。
【図４】本解決手段における例示中に第２装置に対する投げハンドジェスチャ操作の案内
図である。
【図５】本解決手段における例示中に第２装置に対する放しハンドジェスチャ操作の案内
図である。
【図６】本解決手段における例示中に第２装置に対する指しハンドジェスチャ操作の案内
図である。
【図７】本解決手段における例示中に第２装置に対する開きハンドジェスチャ操作の案内
図である。
【図８】本解決手段中における再生装置の構造案内図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　図面及び実施例を参照しながら本発明を詳細に説明する。
【００２９】
　明確にするために、ここでは、装置のあらゆる通常の特徴を示し及び記述していない。
当然、理解すべきなのは、いかなる実際の装置の開発中に、開発者の特定したターゲット
を達成するように、特定した達成方式の決定を行う必要がある。例えば、応用及びサービ
スに関連する制約を合致し、これらの特定したターゲットは異なる達成方式に伴って変化
し、且つ異なる開発者に伴って変化する。且つ、理解すべきなのは、この開発作業は複雑
で時間がかかり、しかしながら、これにもかかわらず本発明が開示している内容に啓発さ
れた一般の技術者にとって、行った技術操作は通常のものである。
【００３０】
　ここで記述する主題に基づいて、各種のオペレーティングシステム、計算プラットフォ
ーム、コンピュータプログラム、及び／又は汎用機器を利用して各種の部材、システム、
装置、処理ステップ及び／又はデータ構造を製造、操作及び／又は実行することができる
。また、一般の当業者は、ここに開示されている発明発想の範囲及び趣旨実質を逸脱しな
いまま、あまり汎用しない装置を利用してもよいと分かる。そのうち、含まれる方法はコ
ンピュータ、装置又は機器において実行され、且つ該方法は機器読み取り可能なコマンド
として格納されてもよい。それらは確定したメディア、例えばコンピュータストレージデ
バイスに格納されてもよく、ＲＯＭ（読み出し専用メモリ、ＦＬＡＳＨメモリ、転送装置
等）、磁気記憶媒体（例えば、テープ、ディスクドライバ等）、光学記憶媒体（例えば、
ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、紙カード、テープ等）及びその他の既知のタイプのプロ
グラムメモリに格納されてもよいがそれらに限らない。また、該方法は人又は創造的な判
断を必要とせず、ソフトウェアツールの選択を利用して人類操作者により実行されてもよ
いと分かるべきである。
【００３１】
　ただし、衝突がない場合、本願における実施例及び実施例における特徴は互いに任意に
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組み合せることができる。
【００３２】
　図１に示すように、本方法は第１装置及び第２装置に関する。第１装置及び第２装置に
は撮影モジュール及び／又はタッチスクリーン処理モジュールが配置される。
【００３３】
　第１装置はデジタルメディアコンテンツを再生する能力を有する。撮影モジュールが更
に配置されてもよく、撮影モジュールがキャプチャしたデータに基づいて第１指示を識別
してもよい。又はタッチスクリーン処理モジュールが配置され、タッチスクリーン処理モ
ジュールがキャプチャしたデータに基づいて第１指示を識別してもよい。第１装置は、更
に有線ネットワーク又はワイヤレスネットワークにより第２装置に接続される。例えば、
ＩＥＥＥ　８０２．１１ｂ／ｇ／ｎをバックアップするとともに、ＩＥＥＥ　８０２．３
をバックアップするネットワークインターフェースがあり、それによりＩＰネットワーク
に接続されることができる。
【００３４】
　第２装置はデジタルメディアコンテンツを再生する能力を有する。撮影モジュールが更
に配置されてもよく、撮影モジュールがキャプチャしたデータに基づいて第２指示を識別
してもよい。又はタッチスクリーン処理モジュールが配置され、タッチスクリーン処理モ
ジュールがキャプチャしたデータに基づいて第２指示を識別してもよい。第２装置は、更
に有線ネットワーク又はワイヤレスネットワークにより第１装置に接続される。例えば、
ＩＥＥＥ　８０２．１１ｂ／ｇ／ｎをバックアップするとともに、ＩＥＥＥ　８０２．３
をバックアップするネットワークインターフェースがあり、それによりＩＰネットワーク
に接続されることができる。
【００３５】
　デジタルメディアコンテンツ再生転送方法は、第１装置が第１指示を識別し及び／又は
第２装置が第２指示を識別した後、第２装置は第１装置が前記第２装置に指示したデジタ
ルメディアコンテンツを再生することを含み、第１装置が第１指示を識別することは、第
１装置は撮影モジュールがキャプチャしたビデオデータに基づいて前記ビデオデータが事
前定義された送信ハンドジェスチャを合致する又は事前定義された送信身体動作を合致す
るビデオデータであることを分析して得られ、及び／又は、第１装置はタッチスクリーン
処理モジュールがキャプチャしたタッチスクリーンタッチデータに基づいて前記データが
事前定義された送信操作イベントを合致するデータであることを分析して得られることを
指し、第２装置が第２指示を識別することは、第２装置は撮影モジュールがキャプチャし
たビデオデータに基づいて前記ビデオデータが事前定義された受信ハンドジェスチャを合
致する又は事前定義された受信身体動作を合致するビデオデータであることを分析して得
られ、及び／又は、第２装置はタッチスクリーン処理モジュールがキャプチャしたタッチ
スクリーンタッチデータに基づいて前記データが事前定義された受信操作イベントを合致
するデータであることを分析して得られることを指す。
【００３６】
　そのうち、第１装置が指示するデジタルメディアコンテンツは第１装置が第２装置に第
１装置の再生しているデジタルメディアコンテンツを送信し、又は第１装置が第２装置に
デジタルメディアコンテンツのアドレスを送信することを指し、デジタルメディアコンテ
ンツは第１装置のローカルデジタルメディアコンテンツ又は第１装置がネットワークによ
り取得したデジタルメディアコンテンツである。第２装置が第１装置の再生しているデジ
タルメディアコンテンツを受信する時、受信したデジタルメディアコンテンツを直接に再
生する。第２装置がデジタルメディアコンテンツのアドレスを受信する時、このアドレス
に基づいて対応するデジタルメディアコンテンツを取得して再生する。
【００３７】
　このデジタルメディアコンテンツは、画像、ビデオ、音声、デスクトップの一種又は複
数の組み合わせであってもよい。
【００３８】
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　事前定義された送信ハンドジェスチャはユーザがこすり又はつまみ上げ又はつかみ取る
又は指を集め又は両手を集める動作を指す。
【００３９】
　合致事前定義された送信操作イベントワンタッチイベント又はマルチタッチイベント又
は並進イベント又はマルチポイント並進集めイベントを指す。
【００４０】
　事前定義された受信ハンドジェスチャは投げ、リリース、指し又は指開きの動作を指す
。
【００４１】
　事前定義された受信操作イベントはワンタッチイベント又はマルチタッチイベント又は
並進イベント又はマルチポイント並進分散イベントである。
【００４２】
　第１装置及び第２装置は双方向の情報交換の協議を行うことができ、例えば、第１装置
が第１指示を識別した後第２装置にデジタルメディアコンテンツ再生転送の要求メッセー
ジを送信し、第２装置が前記要求メッセージを受信して前記第２指示を識別した後、第１
装置に再生要求受信のレスポンスをフィードバックし、第１装置が前記レスポンスを受信
した後第２装置に前記デジタルメディアコンテンツを指示する。又は、第２装置が前記第
２指示を識別した後前記第１装置にデジタルメディアコンテンツ再生転送の要求メッセー
ジを送信し、第１装置が前記要求メッセージを受信して前記第１指示を識別した後、第２
装置に再生要求受信のレスポンスをフィードバックし、且つ第２装置に前記デジタルメデ
ィアコンテンツを指示する。
【００４３】
　第１装置及び第２装置は単方向情報交換の協議を行うことができ、例えば、第１装置が
第１指示を識別した後第２装置にデジタルメディアコンテンツ再生転送及び要求メッセー
ジを送信し、且つ第２装置に前記デジタルメディアコンテンツを指示する。
【００４４】
　さらに例えば、第２装置が第２指示を識別した後第１装置にデジタルメディアコンテン
ツ再生転送の要求を送信し、第１装置が前記要求メッセージを受信した後、第２装置は前
記デジタルメディアコンテンツを指示する。
【００４５】
　上記協議過程中において、要求メッセージ中にはデジタルメディアコンテンツのカテゴ
リー指示を含んでもよく、前記カテゴリー指示は画像、ビデオ、音声、デスクトップのパ
ラメータのうちの１種又は複数種の組み合せを含む。
【００４６】
　第１装置及び第２装置は協議を行わなくてもよく、すなわち、両者が通信の双方である
とデフォルトした前提下（ひいては両者中におけるソース装置及びターゲット装置をデフ
ォルトした前提下）で、第１装置が第１指示を識別し及び／又は第２装置が第２指示を識
別した後、第２装置は第１装置が前記第２装置に指示したデジタルメディアコンテンツを
再生する。
【００４７】
　例を挙げて説明すると、例えば第１装置はＰＡＤであり、第２装置はＴＶである。
【００４８】
　ＰＡＤにおいてデジタルメディアコンテンツが再生される。デジタルメディアコンテン
ツはローカルに格納されているビデオファイル、又はＩＰネットワークからのビデオスト
リーム、又はローカルの音声ファイル、又はＩＰネットワークからの音声ストリームであ
ってもよく、オペレーティングシステムのデスクトップであってもよい。
【００４９】
　ＰＡＤは一つのタッチスクリーンを有し、一つのカメラも有する。ユーザは指でタッチ
スクリーン上において掴み、指すぼめ、又はこすりのような動作を行うことができる。更
に、カメラの前で、手でつかみ取る動作等を行うことができる。
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【００５０】
　ＰＡＤはデジタルメディアコンテンツ再生転送のトリガ能力を有する。ここでの意味は
、ＰＡＤがタッチスクリーン上の手の動作を受信し、又はカメラにより動き画像を取得す
ることができ、それにより、事前定義に従ってデジタルメディアコンテンツの転送再生を
用意する指示を識別判断する。
【００５１】
　ＰＡＤは、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｂ／ｇ／ｎをバックアップし、ＩＥＥＥ　８０２．
３をもバックアップするネットワークインターフェースを有し、それによりＩＰネットワ
ークに接続することができる。ＰＡＤ内のモジュールは、ネットワークサービス能力を更
に有し、ネットワークサービス能力は他の装置と互いに発見、接続することができ、再生
転送の用意をトリガした指示を受信した後、他の装置にメッセージを放送する。
【００５２】
　ＴＶは第２装置とし、一つのカメラを有する。ユーザは、カメラの前で、手で投げ、リ
リース、又は指し動作等を行うことができる。ＴＶはデジタルメディアコンテンツ再生の
転送を識別する能力を有する。ここでは、ＴＶがカメラにより動画像を取得することがで
き、それにより事前定義に基づいて、本ＴＶに転送して再生するデジタルメディアコンテ
ンツがあることを識別する。つまり、デジタルメディアコンテンツが間もなく本装置に転
送しようとしていることを知り、この識別は手の投げ動作、手のリリース動作の識別を含
むコンテキストシーンを結合する。ＴＶ上には一つのタッチスクリーンを有し、タッチス
クリーンによりユーザの手の指し動作又は手のタッチスクリーン上での開き動作をキャプ
チャすることができる。
【００５３】
　ＴＶは、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｂ／ｇ／ｎをバックアップし、バックアップＩＥＥＥ
　８０２．３をもバックアップするネットワークインターフェースを有し、それによりＩ
Ｐネットワークに接続することができる。ＴＶ内のモジュールは、ネットワークサービス
能力を更に有し、ネットワークサービス能力は他の装置と互いに発見、接続することがで
きる。且つ、ＰＡＤの放送メッセージ、レスポンス放送メッセージを受信することができ
、更にユーザが送信した転送動作意図を識別した後、ＰＡＤに確認メッセージを送信し、
最終にＰＡＤとデジタルメディアコンテンツの再生転送を行うことができる。
【００５４】
　ＰＡＤ及びＴＶはネットワークにより互いに接続される。ＰＡＤ及びＴＶのネットワー
クサービス能力は以下を含む。
　１）ＰＡＤ及びＴＶは、ネットワークにより互いに通信する。
　２）ネットワークによりデジタルメディアコンテンツ再生のコントロール操作を協議す
る。
　３）デジタルメディアコンテンツの伝送を行うことができる。
【００５５】
　ＰＡＤが識別できる動作はそれぞれ、以下のとおりである。
　１）こすり：図２に示すように、ユーザは、ＰＡＤタッチスクリーン上におけるデジタ
ルメディアコンテンツの対応ウィンドウ又はアイコン上においてこすり動作を行う。
　ＰＡＤは、こすりという動作について、タッチスクリーンにより抵抗又は電流を検出し
、触点及び運動軌跡を識別し、更に操作のハンドジェスチャを判断する。
　２）つまみ上げ：図３に示すように、ユーザは、３本の指又は４本の指又は５本の指で
スクリーン上においてつまみ上げ動作を行う。
【００５６】
　ＴＶが識別できる動作はそれぞれ、以下のとおりである。
　１）投げ：図４に示すように、ユーザはＴＶカメラに向かって手で投げ動作を行う。
　２）リリース：図５に示すように、ユーザは、つかみ取る又はつまみ上げハンドジェス
チャを保持し、次にＴＶカメラに向かって手でリリース動作を行う。
　３）指し：図６に示すように、ユーザはＴＶカメラに向かって手で指し動作を行う。
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　４）開き：図７に示すように、ユーザは、ＴＶスクリーンのタッチスクリーン上におい
て、まず５本の指を集め、次に指の開き動作を行う。
【００５７】
　ハンドジェスチャ動作の識別は、ヒストグラム法又は隠れマルコフモデル法を用いるこ
とができる。まずユーザのハンドジェスチャ動作は、カメラキャプチャ範囲内に落ちるべ
きである。このように、カメラはハンドジェスチャビデオを生成して識別モジュールに提
供することができる。識別モジュールは、ビデオ中におけるハンドジェスチャ画像を色、
アウトライン、又は構造光により分析する等の方法で手の位置を識別し、検査してハンド
ジェスチャオブジェクトを区分し、ハンドジェスチャ特徴を抽出し、ハンドジェスチャ動
きを追跡し、次に指し方向、運動方向配列を処理し、最後にハンドジェスチャ動作を完全
に識別する。この時、事前定義されたハンドジェスチャ動作空間と対比する等の方法を用
いて、ユーザの動作操作意図を確定する。
【００５８】
　上記のハンドジェスチャ動作以外に、更に目の動き、体の姿勢等の動作を用いてもよい
。
【００５９】
　上記２組の動作はそれぞれ各組から一つを選択して組み合せ、デジタルメディアコンテ
ンツの転送コントロールを完成することができる。例えば、第１組の１）を選択してＰＡ
Ｄ上に動作を行い、次にＴＶカメラに向かって第２組における動作２）を行う。ＰＡＤは
再生しているデジタルメディアコンテンツをＴＶに送信し、ＴＶはこのデジタルメディア
コンテンツを再生する。
【００６０】
　以下、具体的な実施例により詳細に説明する。
【００６１】
　具体的な実施例１
　第１装置はＰＡＤであり、第２装置はＴＶである。本実施例において、デジタルメディ
アコンテンツはＰＡＤ上にあり、ユーザは操作してデジタルメディアコンテンツをＰＡＤ
からＴＶに転送する。ユーザにとって、使用シーン及び体験は、住戸のリビングルーム内
に、ユーザがソファに座って、ＰＡＤを用いてＰＡＤ上でホームビデオを見て、指でビデ
オを再生しているＰＡＤディスプレイスクリーン上において１回掴む。次に、手を上げて
更にＴＶカメラ方向に向けて投げ動作を行い、そこで元にＰＡＤ上に再生しているデジタ
ルメディアコンテンツが、現在ＴＶ上に再生される。これにより、ユーザはビデオコンテ
ンツをＴＶ上で見ることができる。この過程は、ユーザがディスプレイスクリーン上での
メニューを識別することを必要とせず、ユーザがディスプレイスクリーンボタンをクリッ
クする等を必要とせず、ユーザがリモコンを使用することも必要としない。
【００６２】
　本具体的な実施例において、装置ＰＡＤ、ＴＶの間はネットワークにより互いに接続し
、且つ互いに通信することができる。本具体的な実施例の実行過程はステップ１～ステッ
プ５を含む。
【００６３】
　ステップ１：ユーザはＰＡＤ上で第１動作を実演し、ＰＡＤはこの動作の意図を識別し
、カレントに再生しているビデオを別の装置上に再生する必要がある。
【００６４】
　ここでの第１動作は、前記実施例中における第１組動作中におけるいずれかの動作であ
ってもよい。ＰＡＤはそのうちの一つの動作をバックアップしてもよく、且つ少なくとも
そのうちの一つの動作をバックアップする。これらの動作の識別に対して、ＰＡＤ中にコ
ンテキストを結合して事前定義されたものであってもよい。部分動作識別は、画像識別ア
ルゴリズムを結合使用し、それによりＰＡＤは動作が表す意味、すなわち、カレントに再
生しているビデオを別の装置上に再生する必要があることを識別することができる。
【００６５】
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　このステップにおいて、ＡＤすなわち第１装置のデジタルメディアコンテンツ再生転送
のトリガ能力に依存する。トリガ能力は、再生転送用意の指示を受信又は識別することが
できることを指す。ＰＡＤは一つのタッチスクリーンを有し、これらの指示は手によるタ
ッチスクリーン上での掴み、つまみ又はこすりのような動作等を含み、トリガして第１装
置にデジタルメディアコンテンツの再生転送意図を取得させる。
【００６６】
　このステップが終了すると、第１装置がデジタルメディアコンテンツ再生転送用意の指
示（例えばタッチスクリーン操作）を受信し、又は、第１装置がデジタルメディアコンテ
ンツの再生転送用意の指示を識別する。
【００６７】
　ステップ２：ＰＡＤ装置は、ＲＥＡＤＹ　ＰＬＥＡＳＥメッセージという放送メッセー
ジを送信する。
【００６８】
　ＰＡＤは動作を識別し、デジタルメディアコンテンツ再生転送意図を識別した後、ネッ
トワークサービス機能を起動する。そして、あらかじめ規定されたアドレス及びポート上
に放送／マルチキャストメッセージを送信する。メッセージ中に含まれる情報は、ほかの
装置に識別受信用意動作を通知することに用いられる。
【００６９】
　このメッセージは本発明中においてＲＥＡＤＹ　ＰＬＥＡＳＥと称され、メッセージは
以下を含む。
【００７０】
　本装置の名称、アドレス、ポートであって、これはデジタルメディアコンテンツ再生の
ＲＥＡＤＹ　ＰＬＥＡＳＥメッセージを送信するアドレス、及び後続のレスポンスメッセ
ージを受信するアドレスであり、デジタルメディアコンテンツカテゴリーの指示であって
、画像、又は動き画像、又は音声、又はデスクトップのうちの一つの又は複数の組み合せ
であってもよく、デジタルメディアコンテンツプロパティであって、カテゴリーが画像で
ある時、画像コーディング方式を含み、カテゴリーが動き画像である時、画像コーディン
グ方式、フレーム率等を含み、カテゴリーが音声である時、音声コーディング方式、及び
／又はサンプリングレート等を含み、カテゴリーがデスクトップである時、デスクトップ
の大きさ、解像度等を含み、カテゴリーが組み合せ方式である時、組み合せのうちの各種
別の対応するパラメータを含み、デジタルメディアコンテンツを送信する伝送プロトコル
パラメータであって、アドレス、ポート、及び他のプロトコルパラメータ集を含み、最終
にデジタルメディアコンテンツの転送を確認したと、ここで表示したパラメータを用いて
デジタルメディアコンテンツを送信し、タイムアウト時間であって、このＲＥＡＤＹ　Ｐ
ＬＥＡＳＥメッセージの有効時間を表し、つまり指定された時間を経た後、今回の転送意
図が無効（キャンセル）になる。
【００７１】
　このステップを終了する前、ＰＡＤとＴＶのネットワーク能力はＰＡＤとＴＶの相互接
続を完成させ、同様に装置のネットワーク能力に依存し、本装置上にデジタルメディアコ
ンテンツの再生転送用意をトリガした指示を受信した後、ＰＡＤはネットワークにより、
ＴＶを含む他の装置にハンドジェスチャ動作を受信又は識別用意させるメッセージ指示を
送信する。つまり、他の装置はデジタルメディアコンテンツの転送を受信することができ
るかどうかを確認する必要がある。
【００７２】
　要するに、このステップにおいて、第１装置は他の装置にデジタルメディアコンテンツ
の転送を受信することができるかどうかを確認させる指示を送信する。
【００７３】
　ステップ３：ＴＶは第２動作を識別する。
【００７４】
　ここの第２動作は、前記実施例中における第２組動作のうちのいずれかの動作であって
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もよい。ＴＶはそのうちの一つの動作をバックアップしてもよく、且つ少なくともそのう
ちの一つの動作をバックアップする。これらの動作の識別に対して、ＴＶ中にコンテキス
トを結合して事前定義されたものであり、このコンテキストはＴＶがＰＡＤの放送メッセ
ージを受信した後カメラが識別機能を起動することを含む。動作識別は、画像識別アルゴ
リズムを結合使用し、それによりＴＶは動作が表す意味、すなわち、カレントに再生して
いるビデオを本装置上に転送して再生することを識別する。
【００７５】
　このステップにおいて、第２装置はデジタルメディアコンテンツを本装置に転送するこ
とを識別した。
【００７６】
　ステップ４：ＴＶは識別した後メッセージ（このメッセージは放送メッセージであって
もよい）、すなわちＰＡＩＲＥＤ　ＯＫを送信する。
【００７７】
　ＴＶは、本装置に対する動作を識別し、すなわちデジタルメディアコンテンツ再生の本
装置への転送意図を識別した後、本装置は前記ＰＡＤが送信した放送メッセージ中におけ
るデジタルメディアコンテンツを受信すると、ネットワークサービス機能を起動させ、あ
らかじめ規定されたアドレス及びポート上にＰＡＤにレスポンスメッセージ、すなわち本
発明中にＰＡＩＲＥＤ　ＯＫと称されるメッセージを送信する。メッセージ中に含まれる
情報は、ＰＡＤに本装置がデジタルメディアコンテンツを受けることができると確認した
ことを回答することに用いられる。
【００７８】
　メッセージには以下が含まれる。
　本装置の名称、アドレス、ポートであって、これはＰＡＩＲＥＤ　ＯＫメッセージを送
信するアドレス、及び後続のメッセージ交換のアドレスであり、受信できるデジタルメデ
ィアコンテンツカテゴリーの指示であって、画像、又は動き画像、又は音声、又はデスク
トップ又はその組み合せのうちの一つであってもよく、これはＴＶがＰＡＤへコンテンツ
カテゴリーを確認することであり、デジタルメディアコンテンツプロパティであって、画
像カテゴリーである時、画像コーディング方式を含み、動き画像カテゴリーである時、画
像コーディング方式、フレーム率等を含み、音声カテゴリーである時、コーディング方式
、及び／又はサンプリングレート等を含み、デスクトップカテゴリーである時、デスクト
ップの大きさ、解像度等を含み、これはＴＶがＰＡＤへコンテンツプロパティを確認する
ことであり、送信して来たデジタルメディアコンテンツを受信する伝送プロトコルであっ
て、アドレス、ポート、及び他のプロトコルパラメータ集を含み、最終にデジタルメディ
アコンテンツの転送を作成したと、ここで表示しているパラメータを用いて受信し、これ
はＴＶがＰＡＤへコンテンツ伝送プロトコルを確認することであり、タイムアウト時間で
あって、このメッセージの有効時間を表し、つまり指定された時間を経た後、今回のデジ
タルメディアコンテンツを受信できる意図が無効（キャンセル）になる。
【００７９】
　このステップにおいて、第２装置は第１装置へデジタルメディアコンテンツの受信を用
意したことを確認する。
【００８０】
　ステップ５：デジタルメディアコンテンツ転送。
【００８１】
　ＰＡＤとＴＶの間はネットワークメッセージにより確認された後、ＰＡＤとＴＶの間は
完了する又は中止されるまでデジタルメディアコンテンツを転送する。
【００８２】
　デジタルメディアコンテンツの転送は、前記ＰＡＤとＴＶの間のメッセージ協議のメデ
ィア伝送プロトコルを用い、例えば、リアルタイム伝送プロトコル／リアルタイム伝送制
御プロトコル（Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／Ｒｅａｌ
　Ｔｉｍｅ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ、ＲＴＰ／ＲＴＣ
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Ｐ）、ＨＴＴＰ方式のアダプティブストリームメディア（ＨＴＴＰ　Ａｄａｐｔｉｖｅ　
Ｓｔｒｅａｍｉｎｇ、ＨＡＳ）、ファイル伝送プロトコル（Ｆｉｌｅ　Ｔｒａｎｓｐｏｒ
ｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ、ＦＴＰ）、ＷｉＦｉアライアンスの表示技術（ＷｉＦｉ　Ｄｉｓ
ｐｌａｙ）、無線ホームデジタルインターフェース（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｈｏｍｅ　Ｄｉ
ｇｉｔａｌ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ、ＷＨＤＩ）、無線ハイデフィニションプロトコル（Ｗ
ｉｒｅｌｅｓｓ　Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ、ＷｉＨＤ）等を用いてもよい。
【００８３】
　デジタルメディアの再生、例えば早送り早戻し、音量の機能をコントロールすることは
、前記のメディア伝送プロトコル中における機能を利用して、ＰＡＤ又はＴＶ上にコント
ロールを行い、完全にＴＶにコントロールされてもよい。この時、ここにＴＶは伝送して
来たデジタルメディアコンテンツをキャッシュする必要がある。
【００８４】
　ＰＡＤ上においてデジタルメディアコンテンツ再生が終わる又は伝送が終わる時、ＰＡ
ＤはメッセージをＴＶに送信し、ＴＶに再生が終わることを通知し、ネットワーク接続を
閉じる。
【００８５】
　ＰＡＤ上におけるデジタルメディアコンテンツがネットワーク上における別のコンテン
ツソース装置からのものであると、三者協議の方式により、別のコンテンツソース装置上
でのデジタルメディアコンテンツをＴＶに転送して再生してもよい。この状況では、ＰＡ
Ｄはデジタルメディアコンテンツの再生、コントロール等に関与しない。
【００８６】
　具体的な実施例２
　ユーザは、まずＴＶにハンドジェスチャ操作を施し、すなわち目的装置を指し示す。次
に、ＰＡＤにハンドジェスチャ操作を施し、すなわちソース装置を指し示す。両者は転送
協議を完了し、ＰＡＤはＴＶにデジタルメディアコンテンツを指示し、ＴＶは再生する。
具体的な実行方式は実施例１と同じであるため、ここでは重複説明しない。
【００８７】
　具体的な実施例３
　ＰＡＤをソース装置としてデフォルトし、ユーザはＴＶのみにハンドジェスチャして、
デジタルメディアコンテンツをＴＶ上に転送して再生する必要があることを指示する。Ｔ
Ｖはこの指示を識別した後、ＰＡＤにメッセージを放送する。ＰＡＤはこの放送メッセー
ジをレスポンスし、両者は転送協議を完成させる。ＰＡＤはＴＶにデジタルメディアコン
テンツを指示し、ＴＶは再生する。具体的な実行方式は実施例１と同じであるため、ここ
では重複説明しない。
【００８８】
　具体的な実施例４
　ＴＶをターゲット装置としてデフォルトし、ユーザはＰＡＤのみにハンドジェスチャし
て、デジタルメディアコンテンツを転送再生する必要があることを指示する。ＰＡＤはこ
の指示を識別した後、ＴＶにメッセージを放送する。ＴＶはこの放送メッセージをレスポ
ンスし、両者は転送協議を完成させる。ＰＡＤはＴＶにデジタルメディアコンテンツを指
示し、ＴＶは再生する。具体的な実行方式は実施例１と同じであるため、ここでは重複説
明しない。
【００８９】
　具体的な実施例５
　ＰＡＤをソース装置としてデフォルトし、ＴＶをターゲット装置としてデフォルトし、
ユーザは２つの装置のいずれか一つの装置上にハンドジェスチャ指示を行う。両装置は協
議を行った後、ＰＡＤはＴＶにデジタルメディアコンテンツを指示し、ＴＶは再生する。
具体的な実行方式は実施例１と同じであるため、ここでは重複説明しない。
【００９０】
　上記具体的な実施例中において、いずれも、両装置がリバーシブルインタラクションを
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行う協議過程を含む。ただし、上記具体的な実施例は更に単方向インタラクションの協議
過程を用いてもよい。両者が通信両方であるとデフォルトした前提下（ひいては両者のう
ちのソース装置及びターゲット装置をデフォルトした前提下）では、協議過程を省略して
もよい。
【００９１】
　上記具体的な実施例中において、第１装置としてＰＡＤを用いたが、本発明は第１装置
がＰＡＤ装置であることに限定されず、携帯電話、タッチスクリーン付きメディアプレー
ヤ、携帯電話又はタッチスクリーンをリモコンとして用いる再生装置、ひいてはコンピュ
ータ等を第１装置としてもよい。前記フロー中におけるトリガ機能は、コンピュータ上に
おいてキーボード、マウスにより達成されてよい。
【００９２】
　上記具体的な実施例中において、第２装置としてＴＶを用いたが、本発明は第２装置が
ＴＶ装置であることに限定されず、一つのカメラが配置され、実施例中に記述した各種能
力を有する限り、携帯電話、セットトップボックス、投影機、コンピュータ等を第２装置
としてもよい。
【００９３】
　上記実施例は、ネットワークに関連するものが、ＩＥＥＥ　８０２．３、ＩＥＥＥ　８
０２．１１ｂ／ｇ／ｎ、ＰＯＷＥＬＩＮＥ、ＣＡＢＬＥ、ＰＳＴＮ、３ＧＰＰ（３ｒｄ　
Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ、第３世代パートナー
シッププロジェクト）に基づくネットワーク、３ＧＰＰ２　ネットワーク等の通信ネット
ワークがバックアップするＩＰネットワークに適用できる。各装置のオペレーティングシ
ステムは、ＵＮＩＸ（登録商標）類オペレーティングシステム、ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商
標）類オペレーティングシステム、ＡＮＤＲＯＩＤ（登録商標）類オペレーティングシス
テム、ＩＯＳ（登録商標）オペレーティングシステムが適用でき、消費者向けのインター
フェースはＪＡＶＡ（登録商標）言語インターフェース等が適用できる。
【００９４】
　上記フローは、本発明を達成する実施例であり、実施例しか達成できないことに限定さ
れず、具体的なフローの実行方法を限定するものでもない。本発明は、更に類似する方式
で達成してもよい。例えば、モジュールを表す名称、各種メッセージのタイプ等は、命名
の形式に過ぎず、具体的なメッセージコンテンツ等は異なる。
【００９５】
　図８に示すように、ソース装置としてもよい再生装置は、デジタルメディアコンテンツ
再生を行うための再生コントロールモジュールを含む。再生装置は、撮影モジュール及び
／又はタッチスクリーン処理モジュールを更に含む。また、再生装置は、データ伝送指示
識別モジュール及びネットワークモジュールを更に含む。
【００９６】
　前記データ伝送指示識別モジュールは、第１指示を識別し、具体的に、前記撮影モジュ
ールがキャプチャしたビデオデータに基づいて、前記ビデオデータが事前定義された送信
ハンドジェスチャを合致する又は事前定義された送信身体動作を合致するビデオデータで
あることを分析して得られ、及び／又は、タッチスクリーン処理モジュールがキャプチャ
したタッチスクリーンタッチデータに基づいて前記データが事前定義された送信操作イベ
ントを合致するデータであることを分析して得られることを指し、前記事前定義された送
信ハンドジェスチャはユーザがこすり又はつまみ上げ又はつかみ取る又は指を集め又は両
手を集める動作を指すことに用いられる。
【００９７】
　前記の事前定義された送信操作を合致するイベントはワンタッチイベント又はマルチタ
ッチイベント又は並進イベント又はマルチポイント並進集めイベントを指す。
【００９８】
　前記ネットワークモジュール、前記データ伝送指示識別モジュールが第１指示を識別し
た後、ターゲット再生装置にデジタルメディアコンテンツを指示することに用いられる。
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前記ネットワークモジュールは、前記ターゲット再生装置に前記再生装置の再生している
デジタルメディアコンテンツ、又は前記デジタルメディアコンテンツのアドレスを送信す
ることに更に用いられ、前記デジタルメディアコンテンツは前記再生装置のローカルデジ
タルメディアコンテンツ又はネットワークにより取得されたデジタルメディアコンテンツ
である。
【００９９】
　図８に示すように、ターゲット装置としてもよい再生装置は、撮影モジュール及び／又
はタッチスクリーン処理モジュールを含み、前記再生装置はデータ伝送指示識別モジュー
ル、ネットワークモジュール、再生コントロールモジュールを更に含む。
【０１００】
　前記データ伝送指示識別モジュールは、第２指示を識別し、具体的には、撮影モジュー
ルがキャプチャしたビデオデータに基づいて前記ビデオデータが事前定義された受信ハン
ドジェスチャを合致する又は事前定義された受信身体動作を合致するビデオデータである
ことを分析して得られ、及び／又は、タッチスクリーン処理モジュールがキャプチャした
タッチスクリーンタッチデータに基づいて前記データが事前定義された受信操作イベント
を合致するデータであることを分析して得られることを指すことに用いられ、前記事前定
義された受信ハンドジェスチャは投げ、リリース、指し又は指開きの動作を指す。
【０１０１】
　前記事前定義された受信操作イベントはワンタッチイベント又はマルチタッチイベント
又は並進イベント又はマルチポイント並進分散イベントである。
【０１０２】
　前記ネットワークモジュールは、前記データ伝送指示識別モジュールが前記第２指示を
識別した後、相手端装置の指示を受信することに用いられ、前記再生コントロールモジュ
ールは、前記相手端再生装置が指示するデジタルメディアコンテンツを再生することに用
いられる。
【０１０３】
　前記相手端装置の指示は前記相手端装置が再生しているデジタルメディアコンテンツ又
はデジタルメディアコンテンツのアドレスを指し、前記再生コントロールモジュールは、
前記相手端装置の指示が前記相手端装置の再生しているデジタルメディアコンテンツを指
す時、前記デジタルメディアコンテンツを再生し、前記相手端装置の指示がデジタルメデ
ィアコンテンツのアドレスを指す時、前記アドレスに対応するデジタルメディアコンテン
ツを取得して再生することに更に用いられる。
【０１０４】
　本発明の再生転送システムは、同時に上記ソース装置及びターゲット装置を含み、両者
のモジュール機能はここで重複説明しない。
【０１０５】
　本発明の再生転送システムは、上記ソース装置及び上記ターゲット装置の機能を合せ持
つ１つの装置を含んでいてもよい。必要に応じて、ソース装置としての装置又はターゲッ
ト装置としての装置をさらに含んでいてもよい。両者のモジュール機能はここで重複説明
しない。
【０１０６】
　本発明はデジタルメディアコンテンツ装置をより操作しやすく、デジタルメディアコン
テンツ装置のユーザビリティを向上させ、ユーザ体験を向上させる。
【０１０７】
　当然ながら、本発明は更にその他の複数種の実施例を有してもよく、本発明の趣旨とそ
の実質を逸脱しない場合に、本分野に詳しい当業者は本発明に基づいて各種の相応する改
定又は変形を行うことができる。これらの改定又は変形はいずれも本発明の請求の範囲の
保護範囲に含まれる。
【０１０８】
　一般の当業者は、上記方法における全部又は一部のステップをプログラムによって関連
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ハードウェアに命令を出して完成させることができる。前記プログラムはコンピュータ読
み取り可能な記憶媒体、例えば読取り専用メモリ、ディスク又は光ディスク等に記憶して
もよいと理解することができる。選択肢として、上記実施例の全部又は一部のステップが
１つ又は複数のＩＣにより実現されてもよい。それに対応して、上記実施例における各モ
ジュール／ユニットはハードウェアの形式で実現されてもよく、ソフトウェア機能モジュ
ールの形式で実現されてもよい。本発明はあらゆる特定形式のハードウェアとソフトウェ
アの組合せに限らない。
【産業上の利用可能性】
【０１０９】
　本発明の実施例はデジタルメディアコンテンツ装置をより操作しやすく、デジタルメデ
ィアコンテンツ装置のユーザビリティを向上させ、ユーザ体験を向上させる。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年11月7日(2014.11.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１装置が第１指示を識別し、及び／又は第２装置が第２指示を識別した後、前記第２
装置は前記第１装置が前記第２装置に指示したデジタルメディアコンテンツを再生し、
　前記第１指示は、ハンドジェスチャ又は身体動作、及び/又は、タッチスクリーン操作
イベントを指し、
　前記第２指示は、ハンドジェスチャ又は身体動作、及び/又は、タッチスクリーン操作
イベントを指す、
　デジタルメディアコンテンツ再生転送の方法。
【請求項２】
　前記第１装置が第１指示を識別することは、前記第１装置が、撮影モジュールがキャプ
チャしたビデオデータに基づいて、前記ビデオデータが事前定義された送信ハンドジェス
チャに合致する又は事前定義された送信身体動作に合致するビデオデータであることを分
析すること、及び／又は、前記第１装置が、タッチスクリーン処理モジュールがキャプチ
ャしたタッチスクリーンポイントタッチデータに基づいて、前記タッチスクリーンポイン
トタッチデータが事前定義された送信操作イベントに合致するデータであることを分析す
ることを指し、
　前記第２装置が第２指示を識別することは、前記第２装置が、撮影モジュールがキャプ
チャしたビデオデータに基づいて、前記ビデオデータが事前定義された受信ハンドジェス
チャに合致する又は事前定義された受信身体動作に合致するビデオデータであることを分
析すること、及び／又は、前記第２装置が、タッチスクリーン処理モジュールがキャプチ
ャしたタッチスクリーンポイントタッチデータに基づいて、前記タッチスクリーンポイン
トタッチデータが事前定義された受信操作イベントに合致するデータであることを分析す
ることを指す、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記事前定義された送信ハンドジェスチャは、ユーザが、こすり、つまみ上げ、つかみ
取る、指を集め、又は両手を集める動作を指す、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記事前定義された送信操作に合致するイベントは、ワンタッチイベント、マルチタッ
チイベント、並進イベント、又はマルチポイント並進集めイベントを指す、
　請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記事前定義された受信ハンドジェスチャは、投げ、リリース、指し、又は指開きの動
作を指す、
　請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記事前定義された受信操作イベントは、ワンタッチイベント、マルチタッチイベント
、並進イベント、又はマルチポイント並進分散イベントである、
　請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１装置が前記第１指示を識別した後デジタルメディアコンテンツ再生転送の要求
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メッセージを送信し、前記第２装置が前記要求メッセージを受信して且つ前記第２指示を
識別した後、前記第１装置に要求メッセージ受信のレスポンスをフィードバックし、前記
第１装置が前記レスポンスを受信した後前記第２装置に前記デジタルメディアコンテンツ
を指示し、
　又は、
　前記第２装置が前記第２指示を識別した後前記第１装置にデジタルメディアコンテンツ
再生転送の要求メッセージを送信し、前記第１装置が前記要求メッセージを受信して且つ
前記第１指示を識別した後、前記第２装置に要求メッセージを受け入れるレスポンスをフ
ィードバックし、且つ前記第２装置に前記デジタルメディアコンテンツを指示するという
実行過程をさらに含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１装置が前記第１指示を識別した後、前記第２装置にデジタルメディアコンテン
ツ再生転送の要求メッセージを送信し、且つ前記第２装置に前記デジタルメディアコンテ
ンツを指示するという実行過程をさらに含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２装置が前記第２指示を識別した後、前記第１装置にデジタルメディアコンテン
ツ再生転送の要求メッセージを送信し、前記第１装置が前記要求メッセージを受信した後
、前記第２装置に前記デジタルメディアコンテンツを指示するという実行過程をさらに含
む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記要求メッセージは、デジタルメディアコンテンツのカテゴリー指示を含み、
　前記カテゴリー指示は、画像、ビデオ、音声、デスクトップのパラメータのうちの１又
は複数種の組み合せを含む、
　請求項７、８又は９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１装置がデジタルメディアコンテンツを指示することは、前記第１装置が前記第
２装置に前記第１装置の再生しているデジタルメディアコンテンツを送信し、又は前記第
１装置が前記第２装置にデジタルメディアコンテンツのアドレスを送信することを指し、
　前記デジタルメディアコンテンツは、前記第１装置のローカルデジタルメディアコンテ
ンツ又は前記第１装置がネットワークにより取得したデジタルメディアコンテンツである
、
　請求項１～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　再生装置であって、
　前記再生装置は、撮影モジュール及び／又はタッチスクリーン処理モジュールを含み、
　前記再生装置は、データ伝送指示識別モジュール及びネットワークモジュールを更に含
み、
　前記データ伝送指示識別モジュールは、第１指示を識別し、具体的に、前記撮影モジュ
ールがキャプチャしたビデオデータに基づいて、前記ビデオデータが事前定義された送信
ハンドジェスチャに合致する又は事前定義された送信身体動作に合致するビデオデータで
あることを分析し、及び／又は、タッチスクリーン処理モジュールがキャプチャしたタッ
チスクリーンポイントタッチデータに基づいて前記データが事前定義された送信操作イベ
ントに合致するデータであることを分析することを指すように設置され、
　前記ネットワークモジュールは、前記データ伝送指示識別モジュールが第１指示を識別
した後、ターゲット再生装置にデジタルメディアコンテンツを指示するように設置される
、
　再生装置。



(22) JP 2015-519653 A 2015.7.9

【請求項１３】
　前記事前定義された送信ハンドジェスチャは、ユーザが、こすり、つまみ上げ、つかみ
取る、指を集め、又は両手を集める動作を指す、
　請求項１２に記載の再生装置。
【請求項１４】
　前記事前定義された送信操作を合致するイベントは、ワンタッチイベント、マルチタッ
チイベント、並進イベント、又はマルチポイント並進集めイベントを指す、
　請求項１２に記載の再生装置。
【請求項１５】
　前記ネットワークモジュールは、前記ターゲット再生装置に前記再生装置の再生してい
るデジタルメディアコンテンツ又は前記デジタルメディアコンテンツのアドレスを送信し
、
　前記デジタルメディアコンテンツは、前記再生装置のローカルデジタルメディアコンテ
ンツ又はネットワークにより取得されたデジタルメディアコンテンツであるように更に設
置される、
　請求項１２に記載の再生装置。
【請求項１６】
　再生装置であって、
　前記再生装置は、撮影モジュール及び／又はタッチスクリーン処理モジュールを含み、
　前記再生装置は、データ伝送指示識別モジュール、ネットワークモジュール、及び再生
コントロールモジュールを更に含み、
　前記データ伝送指示識別モジュールは、第２指示を識別する、つまり撮影モジュールが
キャプチャしたビデオデータに基づいて前記ビデオデータが事前定義された受信ハンドジ
ェスチャに合致する又は事前定義された受信身体動作に合致するビデオデータであること
を分析し、及び／又は、タッチスクリーン処理モジュールがキャプチャしたタッチスクリ
ーンポイントタッチデータに基づいて前記データが事前定義された受信操作イベントに合
致するデータであることを分析するように設置され、
　前記ネットワークモジュールは、前記データ伝送指示識別モジュールが前記第２指示を
識別した後、相手端再生装置の指示を受信するように設置され、
　前記再生コントロールモジュールは、前記相手端再生装置が指示するデジタルメディア
コンテンツを再生するように設置される、
　再生装置。
【請求項１７】
　前記事前定義された受信ハンドジェスチャは、投げ、リリース、指し、又は指開きの動
作を指す、
　請求項１６に記載の再生装置。
【請求項１８】
　前記事前定義された受信操作イベントは、ワンタッチイベント、マルチタッチイベント
、並進イベント、又はマルチポイント並進分散イベントである、
　請求項１６に記載の再生装置。
【請求項１９】
　前記相手端再生装置の指示は、前記相手端再生装置が再生しているデジタルメディアコ
ンテンツ又はデジタルメディアコンテンツのアドレスを指し、
　前記再生コントロールモジュールは、前記相手端再生装置の指示が前記相手端再生装置
の再生しているデジタルメディアコンテンツを指す時、前記デジタルメディアコンテンツ
を再生し、前記相手端再生装置の指示がデジタルメディアコンテンツのアドレスを指す時
、前記アドレスに対応するデジタルメディアコンテンツを取得して再生するように更に設
置される、
　請求項１６に記載の再生装置。
【請求項２０】
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　請求項１２～１５のいずれか一つに記載の再生装置を含み、
　請求項１６～１９のいずれか一つに記載の再生装置を更に含む、
　デジタルメディアコンテンツ再生転送システム。
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【要約の続き】
メディアコンテンツ装置のユーザビリティを向上させ、ユーザ体験を向上させることができる。
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