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(57)【要約】
　無線通信ネットワークと通信するように構成された送
受信器を備えたモバイルデバイスを動作させる方法が、
モバイルデバイスに関連づけられたセンサを用いてモバ
イルデバイスの動きを検出するステップと、モバイルデ
バイスの動きを示す信号を生成するステップとを含む。
補助センサ信号がモバイルデバイスのセンサに関連づけ
られた補助デバイスから受信され、次いで、マルチメデ
ィアオブジェクトがモバイルデバイスの動きと補助セン
サ信号とに応答して生成され、保存される。モバイルデ
バイスは、モバイルデバイスの動きを検出し、かつ、該
モバイルデバイスの動きを示す信号を生成するセンサと
、無線通信ネットワークと通信するように構成された送
受信器と、補助デバイスから補助センサ信号を受信する
ように構成されたショートレンジの無線通信インタフェ
ースとを含む。本デバイスは、モバイルデバイスの動き
を示す信号と補助センサ信号とのうちの少なくともいず
れかの信号に応答してマルチメディアオブジェクトを生
成し、かつ、マルチメディアオブジェクトを保存するコ
ントローラをさらに含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイスを動作させる方法であって、
　前記モバイルデバイスに関連づけられたセンサを用いて、無線通信ネットワークと通信
するように構成された送受信器を有する前記モバイルデバイスの動きを検出し、前記モバ
イルデバイスの前記動きを示す信号を生成するステップと、
　前記モバイルデバイスに関連づけられた補助デバイスのセンサから補助センサ信号を受
信するステップと、
　前記モバイルデバイスの前記動きと、前記補助センサ信号との少なくともいずれかに応
答してマルチメディアオブジェクトを生成するステップと、
　前記マルチメディアオブジェクトを保存するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　合成入力信号を形成するために、前記モバイルデバイスの前記動きを示す信号を前記補
助センサ信号と合成するステップをさらに含み、
　前記マルチメディアオブジェクトを生成する前記ステップは、前記合成入力信号に応答
して実行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】
　前記モバイルデバイスの前記動きを示す信号及び前記補助センサ信号を遠隔端末へ送信
するステップをさらに含み、
　合成入力信号を形成するために、前記モバイルデバイスの前記動きを示す信号を前記補
助センサ信号と合成する前記ステップは、前記遠隔端末において実行されることを特徴と
する請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記補助センサ信号は前記補助デバイスの動きを示す信号を含むことを特徴とする請求
項１ないし３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記マルチメディアオブジェクトを生成する前記ステップは、前記モバイルデバイスの
前記動きと、前記補助センサ信号と、前記補助デバイスの動きを示す信号とに応答して、
前記マルチメディアオブジェクトを生成するステップを含むことを特徴とする請求項１な
いし４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記マルチメディアオブジェクトは、音声ファイル、画像ファイル、ビデオ・ファイル
のうちの少なくともいずれかのファイルを含み、
　前記方法は、前記モバイルデバイスと前記補助デバイスとの少なくともいずれかを用い
て、前記マルチメディアオブジェクトを再生するステップをさらに含むことを特徴とする
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】
　前記マルチメディアオブジェクトを遠隔端末へ送信するステップと、
　前記マルチメディアオブジェクトを前記遠隔端末に保存するステップと
をさらに含むことを特徴とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　ＲＦ又は赤外線の通信インタフェースを含むショートレンジの無線通信インタフェース
を用いて、前記補助センサ信号を前記モバイルデバイスへ送信するステップをさらに含む
ことを特徴とする請求項１ないし７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記モバイルデバイスの前記動きを検出する前記ステップに先立って、前記モバイルデ
バイスをマルチメディアコンテンツ生成モードとするステップを
さらに含むことを特徴とする請求項１ないし８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
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　前記マルチメディアコンテンツ生成モードにおいて、前記モバイルデバイスは、着呼の
通知に応答してビジー状態信号を前記ネットワークへ送信するためと、前記無線通信ネッ
トワークを介して受信した着呼を呼転送番号とボイスメールとの少なくともいずれかへ転
送するためとの少なくともいずれかのために、前記無線通信ネットワークからの着呼アラ
ートに応答しないように構成されることを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記マルチメディアオブジェクトのオブジェクトタイプを選択するステップと、
　前記モバイルデバイス及び前記補助デバイスの入力タイプを選択するステップとをさら
に含むことを特徴とする請求項１ないし１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　モバイルデバイスを動作させる方法であって、
　既存のマルチメディアオブジェクトを取得するステップと、
　前記モバイルデバイスに関連づけられたセンサを用いて、無線通信ネットワークと通信
するように構成された送受信器を備えた前記モバイルデバイスの動きを検出し、前記モバ
イルデバイスの前記動きを示す信号を生成するステップと、
　前記モバイルデバイスに関連づけられた補助デバイスの入力に応答して補助センサ信号
を受信するステップと、
　修正されたマルチメディアオブジェクトを生成するために、前記モバイルデバイスの前
記動きと前記補助センサ信号との少なくともいずれかに応答して前記既存のマルチメディ
アオブジェクトを修正するステップと、
　前記修正されたマルチメディアオブジェクトを保存するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　合成入力信号を形成するために、前記モバイルデバイスの前記動きを示す信号を前記補
助センサ信号と合成するステップをさらに含み、
　前記マルチメディアオブジェクトを修正する前記ステップは、前記合成入力信号に応答
して実行されることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記補助センサ信号は前記補助デバイスの動きを示す信号を含むことを特徴とする請求
項１２または１３に記載の方法。
【請求項１５】
　モバイルデバイスであって、
　前記モバイルデバイスの動きを検出し、前記モバイルデバイスの動きを示す信号を生成
するように構成されたセンサと、
　無線通信ネットワークと通信するように構成された送受信器と、
　補助デバイスから補助センサ信号を受信するように構成されたショートレンジの無線通
信インタフェースと、
　前記モバイルデバイスの前記動きを示す信号と、前記補助センサ信号とのうちの少なく
ともいずれかの信号に応答してマルチメディアオブジェクトを生成し、前記マルチメディ
アオブジェクトを保存するように構成されたコントローラと、
を備えることを特徴とするモバイルデバイス。
【請求項１６】
　前記コントローラは、合成入力信号を形成するために、前記モバイルデバイスの前記動
きを示す信号を前記補助センサ信号と合成し、前記合成入力信号に応答して前記マルチメ
ディアオブジェクトを生成するようにさらに構成されたことを特徴とする請求項１５に記
載のモバイルデバイス。
【請求項１７】
　前記コントローラは、前記モバイルデバイスをマルチメディアコンテンツ生成モードと
するように構成され、該生成モードにおいて、前記モバイルデバイスは、着呼の通知に応
答してビジー状態信号を前記無線通信ネットワークへ送信するためと、前記無線通信ネッ
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トワークを介して受信した着呼を呼転送番号とボイスメールとの少なくともいずれかへ転
送するためとの少なくともいずれかのために、前記無線通信ネットワークからの着呼アラ
ートに応答しないように構成されたことを特徴とする請求項１５または１６に記載のモバ
イルデバイス。
【請求項１８】
前記コントローラは、前記モバイルデバイスの前記動きを示す信号と、前記補助センサ信
号と、前記補助デバイスの動きを示す信号とに応答して、前記マルチメディアオブジェク
トを生成するように構成されたことを特徴とする請求項１５ないし１７のいずれか１項に
記載のモバイルデバイス。
【請求項１９】
　前記コントローラは、既存のマルチメディアオブジェクトを取得し、前記モバイルデバ
イスの前記動きを示す信号と前記補助センサ信号とに応答して前記既存のマルチメディア
オブジェクトを修正するように構成されたことを特徴とする請求項１５ないし１８のいず
れか１項に記載のモバイルデバイス。
【請求項２０】
　前記センサは、第１の軸線に沿った直線的動きと、前記第１の軸に直交する第２の軸線
に沿った回転する動きとを検知するように構成された一対の並列センサを含む動きセンサ
を備え、
　前記動きセンサは、前記モバイルデバイスの前記動きを示す信号を生成するように構成
されたことを特徴とする請求項１５ないし１９のいずれか１項に記載のモバイルデバイス
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子装置及びそれを操作する方法に関し、より詳細には、モバイルデバイス
のユーザ入力及びその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　モバイル端末等のモバイル電子装置は、ますます多様な通信、マルチメディア、及びデ
ータ処理機能の少なくとも１つを提供しつつある。例えば、携帯電話機、携帯情報端末、
ラップトップ・コンピュータ等のモバイル端末のうちの少なくともいずれかは、テキスト
、写真、音楽、及びビデオの少なくとも１つを含む多彩なマルチメディア形式のデータを
記憶したり、それにアクセスしたりすることができる。
【０００３】
　さらに、多くのモバイル端末が、マルチメディアコンテンツを作成するために用いるこ
とができるセンサを含んでいる。例えば、携帯電話機のような多くのモバイル端末は、デ
ジタル動画並びにデジタル静止画像を作成することができるデジタルカメラ機能を装備し
ている場合がある。デジタルカメラを使用して撮った画像をモバイル端末に表示する際に
キーパッドを使用する場合、表示画像の選択と操作との少なくともいずれかを行うことが
可能な場合もある。しかし、デジタル画像のようなコンテンツの操作を容易にするために
、モバイルデバイスが、接触、光、動きのうちの少なくとも１つに反応するセンサ装置等
の、従来とは異なる入力装置を含む場合もある。
【０００４】
　特に、モバイルデバイスは、傾きセンサ及び加速度計等の少なくとも１つの動きセンサ
を含む場合がある。この場合、モバイルデバイスには、それらの機能の操作とデータ操作
との少なくともいずれかの操作に活用するアプリケーションが含まれてもよい。例えば、
装置筐体を傾けたり振ったりすることにより、モバイルデバイスのメニューを辿ったり、
選択できるようにしたりすることが知られている。同様に、１以上の画面登場人物等を操
作するために装置筐体の予め定められた動きを利用する、モバイルデバイス上のビデオゲ
ームが知られている。さらに具体的には、装置筐体を傾けることにより、ユーザは、画面
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登場人物を８方向中の１つの方向へ移動させることができる。両方の場合において、動き
センサが装置筐体の運動を判断し、当該運動に対応した所望の行動を実行することができ
る。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明のいくつかの実施形態は、無線通信ネットワークと通信するように構成された送
受信器を備えたモバイルデバイスを動作させる方法を提供する。本方法は、モバイルデバ
イスに関連づけられたセンサを用いてモバイルデバイスの動きを検出するステップと、モ
バイルデバイスの動きを示す信号を生成するステップとを含む。補助センサ信号がモバイ
ルデバイスのセンサに関連づけられた補助デバイスから受信され、次いで、マルチメディ
アオブジェクトが、モバイルデバイスの動きと補助センサ信号との少なくともいずれかに
応答して生成される。マルチメディアオブジェクトは保存される。
【０００６】
　これらの方法は、合成入力信号を形成するために、モバイルデバイスの動きを示す信号
を補助センサ信号と合成するステップをさらに含むものであってもよく、マルチメディア
オブジェクトを生成するステップは、この合成済みの入力信号に応答して実行することが
できる。
【０００７】
　これらの方法は、モバイルデバイスの動きを示す信号と補助センサ信号とを遠隔端末へ
送信するステップをさらに含むものであってもよい。合成された入力信号を形成するため
に、モバイルデバイスの動きを示す信号を補助センサ信号と合成するステップは遠隔端末
において実行することができる。
【０００８】
　補助センサ信号は補助デバイスの動きを示す信号を含んでもよい。マルチメディアオブ
ジェクトを生成するステップは、モバイルデバイスの動きと、補助センサ信号と、補助デ
バイスの動きを示す信号とに応答してマルチメディアオブジェクトを生成するステップを
含んでもよい。
【０００９】
　上記マルチメディアオブジェクトは、音声ファイルと、画像ファイルと、ビデオ・ファ
イルとのうちの少なくともいずれかのファイルを含んでもよく、かつ、これらの方法は、
モバイルデバイスと補助デバイスとの少なくともいずれかのデバイスを用いてマルチメデ
ィアオブジェクトを再生するステップをさらに含むものであってもよい。
【００１０】
　これらの方法は、マルチメディアオブジェクトを遠隔端末へ送信するステップと、マル
チメディアオブジェクトを遠隔端末に保存するステップとをさらに含むものであってもよ
い。
【００１１】
　これらの方法は、ＲＦ又は赤外線通信インタフェースを含むショートレンジの無線通信
インタフェースを用いて、補助センサ信号をモバイルデバイスへ送信するステップをさら
に含むものであってもよい。
【００１２】
　これらの方法は、モバイルデバイスの動きを検出するステップに先立って、モバイルデ
バイスをマルチメディアコンテンツの生成モードに置くステップをさらに含むものであっ
てもよい。マルチメディアコンテンツ生成モードにおいて、モバイルデバイスは、着呼の
通知に応答して「ビジー」状態信号をネットワークへ送信するためと、無線通信ネットワ
ークを介して、受信済みの着呼を呼転送番号とボイスメールとの少なくともいずれかへ転
送するためとの少なくともいずれかを行うために、無線通信ネットワークからの着呼アラ
ートに応答しないように構成することができる。
【００１３】
　これらの方法はマルチメディアオブジェクトに対応するオブジェクトタイプを選択する
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ステップと、モバイルデバイス及び補助デバイスに対応する入力タイプを選択するステッ
プとをさらに含むものであってもよい。
【００１４】
　本発明の別の実施形態に係るモバイルデバイスを動作させる方法は、既存のマルチメデ
ィアオブジェクトを取り出すステップと、無線通信ネットワークと通信するように構成さ
れた送受信器を備えたモバイルデバイスの動きを検出するステップと、モバイルデバイス
に関連づけられたセンサを用いるステップと、モバイルデバイスの動きを示す信号を生成
するステップと、を含む。これらの方法は、モバイルデバイスに関連づけられた補助デバ
イスの入力信号に応答して補助センサ信号を受信するステップと、モバイルデバイスの動
きと、修正済みのマルチメディアオブジェクトを生成するための補助センサ信号とのうち
の少なくともいずれかに応答して、既存のマルチメディアオブジェクトを修正するステッ
プと、該修正済みのマルチメディアオブジェクトを保存するステップとをさらに含む。
【００１５】
　これらの方法は、合成入力信号を形成するために、モバイルデバイスの動きを示す信号
を補助センサ信号と合成するステップをさらに含むことができ、マルチメディアオブジェ
クトを修正するステップは、上記合成済みの入力信号に応答して実行することができる。
【００１６】
　補助センサ信号は補助デバイスの動きを示す信号を含んでもよい。
【００１７】
　いくつかの実施形態に係るモバイルデバイスは、モバイルデバイスの動きを検出し、か
つ、モバイルデバイスの動きを示す信号を生成するように構成されたセンサと、無線通信
ネットワークと通信するように構成された送受信器と、補助デバイスから補助センサ信号
を受信するように構成されたショートレンジの無線通信インタフェースとを含む。上記デ
バイスは、モバイルデバイスの動きを示す信号と補助センサ信号との少なくともいずれか
の信号に応答してマルチメディアオブジェクトを生成するように、かつ、マルチメディア
オブジェクトを保存するように構成されたコントローラをさらに含む。
【００１８】
　コントローラは、合成入力信号を形成するために、モバイルデバイスの動きを示す信号
を補助センサ信号と合成し、かつ、この合成済みの入力信号に応答してマルチメディアオ
ブジェクトを生成するようにさらに構成することができる。
【００１９】
　コントローラは、モバイルデバイスをマルチメディアコンテンツ生成モードに置くよう
に構成することができ、この生成モードにおいて、モバイルデバイスは、着呼の通知に応
答して「ビジー」状態信号をネットワークへ送信するためと、無線通信ネットワークを介
して受信された着呼を呼転送番号とボイスメールとの少なくともいずれかへ転送するため
との少なくともいずれかを行うために、無線通信ネットワークからの着呼アラートに応答
しないように構成される。
【００２０】
　コントローラは、マルチメディアオブジェクトを生成するステップが、モバイルデバイ
スの動きを示す信号と、補助センサ信号と、補助デバイスの動きを示す信号とに応答して
マルチメディアオブジェクトを生成するように構成することができる。
【００２１】
　コントローラは、既存のマルチメディアオブジェクトを取り出すように、かつ、モバイ
ルデバイスの動きを示す信号と補助センサ信号とに応答して既存のマルチメディアオブジ
ェクトを修正するように構成することができる。
【００２２】
　センサは、第１の軸に沿った直線的動きと、第１の軸に直交する第２の軸線に沿った回
転する動きとを検知するように構成された一対の並列センサを含む動きセンサを含んでも
よい。そして、この動きセンサは、モバイルデバイスの動きを示す信号を生成するように
構成される。



(7) JP 2010-527188 A 2010.8.5

10

20

30

40

50

【００２３】
　上述では、主に、方法及び装置の観点から説明したが、本発明は、方法、電子装置、及
びコンピュータ・プログラムを記憶した記憶媒体の少なくとも１つとして実施してもよい
ことが理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一の実施形態に係るモバイル端末を示すブロック図である。
【図２】本発明のいくつかの実施形態に係る補助デバイスを示すブロック図である。
【図３Ａ】本発明のいくつかの実施形態に係るモバイル端末と補助装置との少なくともい
ずれかの接続と運動との少なくともいずれかを示す。
【図３Ｂ】本発明のいくつかの実施形態に係るモバイル端末と補助装置との少なくともい
ずれかの接続と運動との少なくともいずれかを示す。
【図４】本発明のいくつかの実施形態に係るモバイルデバイスと補助デバイスとの少なく
ともいずれかのデバイスを操作する例示の方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下では、本発明の具体的な実施形態の一例について、添付の図面を参照しながら説明
する。しかしながら、本発明は、多種多様な形態で実施することができ、ここで説明され
る実施形態に限定されるとみなされるべきではない。むしろ、これらの実施形態は、本開
示が徹底的かつ完全であることを期し、本発明の範囲を当業者に十分に伝えるために提示
するものである。添付の図面に示す特定の実施形態の例示について、この詳細な説明で使
用される用語は、本発明の限定を意図するものではない。図面では、同一の番号は同一の
要素を参照するものとする。
【００２６】
　ここでの使用において、単数形表現は、そうでない旨を明示して断らない限り、複数形
をも含むことを意図するものである。また、用語「含む」は、本明細書で使用された場合
、述べられた特徴、整数、工程（ステップ）、動作、要素、構成要素とのうちの少なくと
もいずれかが存在することを示す。しかし、１以上の他の特徴、整数、工程、動作、要素
、構成要素とそれらのグループの存在又は追加とのうちの少なくともいずれかを排除する
ものでないことを理解されたい。要素が他の要素に「接続される」と記載された場合、そ
れは他の要素に直接に接続されてもよく、途中に他の要素が介在してもよいことは理解さ
れよう。さらに、ここで使用される「接続される」という記載は、無線により接続される
ことを含む。ここでの使用において、用語「と～とのうちの少なくともいずれか」は、関
連してリストされた項目の１以上の任意の及び全ての組合せを含み、「／」と略される場
合もある。
【００２７】
　別段の定めがない限り、ここで使用される全ての用語（技術的及び科学的な用語を含む
）は、本発明が属する分野の当業者により一般に理解されるものと同様の意味を持つ。一
般に使用される辞書に定義されるような用語は、関連分野における意味と一貫した意味を
持つように解釈されるべきであり、ここで明示的にそのように定義されない限り、理想化
又は過度に形式的な意味合いでの解釈を期するものでないことも理解されよう。
【００２８】
　本発明は、方法、電子装置、コンピュータ・プログラムを記憶した記憶媒体のうちの少
なくともいずれかとして実施されてもよい。したがって、本発明は、ハードウェアとソフ
トウェア（ファームウェア、常駐ソフトウェア、マイクロコード等を含む）とのうちの少
なくともいずれかで実施されてもよい。さらに、本発明は、コンピュータで使用可能な又
はコンピュータ可読型の記憶媒体上のコンピュータ・プログラムの形態をとってもよい。
それは、媒体中に具体化されたコンピュータで使用可能な又はコンピュータ可読型のプロ
グラム・コードを有し、また、その媒体は、命令実行システムによって又はそれと接続し
て使用される。本文書の文脈において、コンピュータで使用可能な又はコンピュータ可読
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型の媒体は、プログラムを収容し、記憶し、又は運搬することができ、命令実行システム
や装置等により又はそれに接続して使用できる任意の媒体であってもよい。
【００２９】
　コンピュータで使用可能な又はコンピュータ可読型の媒体は、例えば、電子的、磁気的
、光学的、電気磁気的、赤外もしくは半導体のシステム、装置、又は伝搬用媒体であって
もよいが、これに限定されるものではない。コンピュータ可読型媒体のより具体的な事例
は（網羅的なリストではないが）以下のものを含む。１以上の線（ワイヤ）を有する電気
的接続、可搬型コンピュータ・ディスケット、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、
読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ（ＰＲＯＭ
又はフラッシュ・メモリ）、光ファイバ、及びコンパクト・ディスク読み出し専用メモリ
（ＣＤ－ＲＯＭ）である。
【００３０】
　コンピュータで使用可能な又はコンピュータ可読型の媒体は、プログラムを印刷できる
紙又はその他の適当な媒体であってもよいことに注意されたい。というのは、プログラム
は、例えば、紙又はその他の媒体を光学的に走査して電子的に読み取ることができ、それ
からコンパイルされ、解釈され、又は必要に応じてその他の適切な方法で処理され、そし
て、コンピュータ・メモリに記憶できるからである。モバイル端末はまた一般的なコンピ
ュータ装置を示してもよい。
【００３１】
　本書面において“無線端末”との語が使用される場合、マルチラインディスプレイを有
する（又は有しない）衛星或いはセルラー無線電話と、データ処理機能、ファクシミリ機
能及びデータ通信機能を携帯電話機と結合したところの個人用通信システム（Personal C
ommunications System:PCS）端末と、無線電話機能、ページャー機能、インターネット／
イントラネット接続機能、ウェブブラウザ機能、オーガナイザー機能、カレンダー機能及
びＧＰＳ受信機能の少なくとも何れかを含むことのできるＰＤＡ（Personal Digital Ass
istant）と、無線電話送受信機能を有する従来的なラップトップ及びパームトップ携帯型
コンピュータの少なくとも何れかと、のうち少なくとも何れかを含む概念として使用され
ることは、理解されるべきである。
【００３２】
　ここでは、本発明の実施形態を説明するために、モバイル端末について説明する。しか
し、本発明はこのような実施形態に限定されるものではなく、一般にはデータ記憶機能を
含む任意の電子装置として実施されてよいことは理解されよう。
【００３３】
　図１は、本発明の一の実施形態に係るモバイル端末１００を示すブロック図である。図
１に示すように、モバイル端末１００は、筐体１９５に含まれる、送受信器１２５、メモ
リ１３０、スピーカ１３５、コントローラ／プロセッサ１４０、動きセンサ１９０、カメ
ラ１９２、（液晶ディスプレイのような）ディスプレイ１１０、ショートレンジの通信イ
ンタフェース１１５、及びユーザ入力インタフェース１５５を含む。送受信器１２５は、
通常、送信回路１５０及び受信回路１４５を含み、それらが協働して、アンテナ１６５を
介して無線周波数信号を基地局送受信器へ送信し、そこから受信する。モバイル端末１０
０と基地局送受信器との間を伝送される無線周波数信号は、トラヒック信号及び制御信号
の両方（例えば、着呼用の呼び出し信号／メッセージ）を含んでもよく、それらは、相手
側又は宛先との通信を確立し維持するために使用される。無線周波数信号はまた、例えば
、汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）情報等のパケット・データ情報を含んでもよい
。
【００３４】
　ショートレンジの通信インタフェース１１５は、赤外線（ＩＲ）端子を介して赤外線信
号を他の電子装置へ／から送信／受信するように構成された赤外線送受信器と、ブルート
ゥース（登録商標）（ＢＴ）送受信器とのうちの少なくともいずれかを含んでもよい。シ
ョートレンジの通信インタフェースはまた、ＵＳＢインタフェースとＩＥＥＥ１３９４／
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ファイヤーワイヤ通信インタフェースとのうちの少なくともいずれかのような有線のデー
タ通信インタフェースを含むこともできる。
【００３５】
　メモリ１３０は、揮発性フラッシュ・メモリ及び、取り外し可能なフラッシュ・メモリ
、磁気メモリ、光学的メモリのうちの少なくともいずれかに書き換え可能な不揮発性メモ
リ等の不揮発性の少なくとも１つのメモリを含む場合もあるメモリ階層を表してもよい。
ユーザ入力インタフェース１５５は、マイク１２０、ジョイスティック１７０、キーボー
ド／キーパッド１０５、タッチパネル・ディスプレイ１６０、ダイヤル１７５、方向キー
１８０、ポインティング・デバイス１８５（マウス、トラックボール、タッチパッド等）
のうちの少なくともいずれかを含む場合もある。しかし、モバイル端末１００が提供する
特有の機能によっては、ユーザインタフェース１５５は、実際にはさらに別の構成要素と
より少ない構成要素とのうちの少なくともいずれかの構成要素を装備する場合もある。例
えば、タッチパネル・ディスプレイ１６０は、ディスプレイ１１０、キーボード１０５、
ポインティング・デバイス１８５のうちの少なくともいずれかを含まないＰＤＡに装備さ
れてもよい。
【００３６】
　コントローラ／プロセッサ１４０は、送受信器１２５、メモリ１３０、スピーカ１３５
、動きセンサ１９０及びユーザインタフェース１５５に接続される。コントローラ／プロ
セッサ１４０は、例えば、市販の又は特注のマイクロプロセッサ（又は複数プロセッサ）
であってもよい。コントローラ／プロセッサ１４０は、送受信器１２５、メモリ１３０、
スピーカ１３５、動きセンサ１９０とユーザインタフェース１５５のうちの少なくともい
ずれかの動作を調整及び管理するように構成される。モバイル端末１００の多様な通常操
作におけるそれらの役割に関しては、モバイル端末１００の上述の構成要素は多くの通常
のモバイル端末に含まれるものであり、それらの機能は当業者に広く知られている。
【００３７】
　コントローラ１４０は、メモリ１３０及び動きセンサ１９０をアドレス／データ・バス
を介して通信するように構成される。メモリ１３０は、オペレーティング・システム、ア
プリケーション・プログラム、入出力装置ドライバ及びデータ等、幾つかのカテゴリのソ
フトウェア、データのうちの少なくともいずれかを記憶するように構成することができる
。オペレーティング・システムは、システム資源の管理と操作との少なくともいずれかを
制御し、また、コントローラ１４０によりアプリケーションとその他のプログラムとの少
なくともいずれかの実行を調整してもよい。入出力装置ドライバは、通常、ユーザインタ
フェース１５５に含まれるような入出力装置と、メモリ１３０のその他の構成要素のよう
な入出力装置とのうちの少なくともいずれかと通信するために、アプリケーション・プロ
グラムによりオペレーティング・システムを通してアクセスされるソフトウェア・ルーチ
ンを含む。データは、アプリケーション・プログラムとオペレーティング・システムとの
少なくともいずれかによって使用される多様なデータを含んでもよい。より具体的には、
本発明の一の実施形態によれば、データは、例えば、動きセンサ１９０によって生成され
る動きデータを含んでもよい。
【００３８】
　さらに図１を参照すると、動きセンサ１９０は、筐体１９５の予め定義された局所運動
を検知するように構成される。特に、動きセンサ１９０は、１以上の軸線に沿うか、１以
上の軸線の周りかの少なくともいずれかに配置された１以上の加速度計の動きを検出する
ように構成されたモバイル端末１００を含んでもよい。
【００３９】
　例えば、動きセンサ１９０は、モバイルデバイスの筐体１９５の動き、捻じれ、傾き、
振動、揺らぎ、スナップのうちの少なくともいずれかを検知するように構成された１以上
の加速度計センサと傾きセンサとのうちの少なくともいずれかのセンサを含むものであっ
てもよい。モバイルデバイスの筐体１９５の運動は、モバイルデバイス１００のメモリ１
３０に記憶されたデフォルトの予め定義された運動に対応するものであってもよく、又は
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、ユーザが定義した運動であってもよい。動きセンサ１９０は、予め定義された局所運動
を検知するように構成されたものであってもよい。
【００４０】
　例えば、モバイルデバイスの筐体１９５の予め定義された局所運動の検知時に、動きセ
ンサ１９０は検知済みの予め定義された局所運動に対応する１以上のパラメータを生成し
てもよい。これらのパラメータは、一次デバイスの動きデータとしてメモリ１３０に記憶
されてもよい。
【００４１】
　図１は、モバイルデバイスとその他の電子装置とのうちの少なくともいずれかにおいて
その動作を制御するために使用できる例示のハードウェア／ソフトウェアの構成を示すが
、本発明は、そのような構成に限定されるものではなく、ここに説明される動作を遂行で
きる任意の構成を包含することを意図するものであることは理解されよう。例えば、メモ
リ１３０は、コントローラ１４０とは別物として示されているが、メモリ１３０又はその
一部は、コントローラ１４０の一部とみなされてもよい。より一般的には、説明のために
特定の機能が特定のブロック中に示されているが、他のブロックの機能とその一部とのう
ちの少なくともいずれかの組み合わせと、分割と、抹消とのうちの少なくともいずれかが
行われてもよい。さらに、図１のハードウェア／ソフトウェア構成の機能は、本発明の多
様な実施形態によれば、単一プロセッサ又は多重プロセッサ・システムとして実現されて
もよい。
【００４２】
　図２は本発明のいくつかの実施形態に係る補助デバイス２００を例示するブロック図で
ある。いくつかの実施形態によれば、補助デバイス２００は、モバイル端末１００と共に
使用されて、マルチメディアオブジェクトをマルチメディアオブジェクト生成モードで生
成するために組み合わせることができる座標動き／センサデータを作成するようにしても
よい。
【００４３】
　図２に示すように、補助デバイス２００は、筐体２９５に含まれる、メモリ２３０、ス
ピーカ２３５、コントローラ／プロセッサ２４０、動きセンサ２９０、カメラ２９２、（
液晶ディスプレイのような）ディスプレイ２２０、ショートレンジの通信インタフェース
２１５、及びユーザ入力インタフェース２５５を含んでもよい。
【００４４】
　ショートレンジの通信インタフェース２１５は、赤外線（ＩＲ）端子を介して赤外線信
号を他の電子装置へ／から送信／受信するように構成された赤外線送受信器と、ブルート
ゥース（登録商標）（ＢＴ）送受信器とのうちの少なくともいずれかを含んでもよい。シ
ョートレンジの通信インタフェースはまた、ＵＳＢインタフェースとＩＥＥＥ１３９４／
ファイヤーワイヤ通信インタフェースとのうちの少なくともいずれかのような有線のデー
タ通信インタフェース又は他の有線の通信インタフェースを含むこともできる。特に、シ
ョートレンジの通信インタフェース２１５は、補助デバイス２００がショートレンジにわ
たってモバイル端末１００と通信することを可能にすることができる。
【００４５】
　メモリ２３０は、揮発性フラッシュ・メモリ及び、取り外し可能なフラッシュ・メモリ
、磁気メモリ、光学的メモリのうちの少なくともいずれかのメモリに書き換え可能な不揮
発性メモリ等の不揮発性メモリの少なくとも１つのメモリを含む場合もあるメモリ階層を
表してもよい。ユーザ入力インタフェース２５５は、マイク２２０、ジョイスティック２
７０、キーボード／キーパッド２０５、タッチパネル式ディスプレイ２６０、ダイヤル２
７５、（単複の）指向性キー２８０、ギターアーム２８７、（マウス、トラックボール、
タッチパッドのような）ポインティング・デバイス２８５のうちの少なくともいずれかの
ようなセンサを含む入力装置を含んでもよい。しかし、モバイル端末２００が提供する特
有の機能によっては、ユーザインタフェース２５５は、実際にはさらに別の構成要素と、
より少ない構成要素との少なくともいずれかの構成要素を装備する場合もある。例えば、
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タッチパネル・ディスプレイ２６０は、ディスプレイ２１０、キーボード２０５、ポイン
ティング・デバイス２８５のうちの少なくともいずれかを含まないＰＤＡに装備されても
よい。
【００４６】
　コントローラ／プロセッサ２４０は、送受信器２２５、メモリ２３０、スピーカ２３５
、動きセンサ２９０及びユーザインタフェース２５５に接続される。コントローラ／プロ
セッサ２４０は、例えば、市販の又は特注のマイクロプロセッサ（又は複数プロセッサ）
であってもよい。コントローラ／プロセッサ２４０は、送受信器２２５、メモリ２３０、
スピーカ２３５、動きセンサ２９０とユーザインタフェース２５５のうちの少なくともい
ずれかの動作を調整及び管理するように構成される。
【００４７】
　コントローラ２４０は、メモリ２３０及び動きセンサ２９０をアドレス／データ・バス
を介して通信するように構成される。メモリ２３０は、ソフトウェアとデータとの少なく
ともいずれかを記憶するように構成することができる。例えば、メモリ２３０は、動きセ
ンサ２９０などによって生成される補助デバイス２００の局所運動を示す動きデータを記
憶するように構成することができる。
【００４８】
　さらに図２を参照すると、動きセンサ２９０は、筐体２９５の予め定義された局所運動
を検知するように構成される。特に、動きセンサ２９０は、１以上の軸線に沿うか、１以
上の軸線の周りかの少なくともいずれかに配置された１以上の加速度計の動きを検出する
ように構成されたモバイル端末２００を含んでもよい。
【００４９】
　例えば、動きセンサ２９０は、モバイルデバイスの筐体２９５の動き、捻じれ、傾き、
振動、揺らぎ、スナップのうちの少なくともいずれかを検知するように構成された加速度
計センサと、傾きセンサとの少なくともいずれかのセンサを含むものであってもよい。モ
バイルデバイスの筐体２９５の運動は、モバイルデバイス２００のメモリ２３０に記憶さ
れたデフォルトの予め定義された運動に対応するものであってもよく、又は、ユーザが定
義した運動であってもよい。動きセンサ２９０は、予め定義された局所運動を検知するよ
うに構成されたものであってもよい。
【００５０】
　例えば、モバイルデバイスの筐体２９５の予め定義された局所運動の検知時に、動きセ
ンサ２９０は検知済みの予め定義された局所運動に対応する１以上のパラメータを生成し
てもよい。補助デバイスの動きデータを含むことができるこれらのパラメータは、メモリ
２３０に記憶されるか、ショートレンジの通信インタフェース２９５を介してモバイルデ
バイス１００へ送信されることができる。
【００５１】
　図１及び図２を参照して上述した装置の動作を遂行するためのコンピュータ・プログラ
ム・コードは、開発の便宜上、Ｊａｖａ（登録商標）、Ｃ、Ｃ＋＋等の高級プログラミン
グ言語のうちの少なくともいずれかで記述されてもよい。さらに、本発明の実施形態の動
作を遂行するためのコンピュータ・プログラム・コードは、インタープリタ言語等の、こ
れに限定されるものではないが、他のプログラミング言語で記述されてもよい。あるモジ
ュール又はルーチンは、性能及びメモリ使用効率の向上のため、アセンブリ言語又はマイ
クロコードで記述されてもよい。いずれかの又は全てのプログラム・モジュールの機能は
また、個別ハードウェア部品、１以上の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、又はプログ
ラムされたデジタル信号プロセッサ又はマイクロコントローラを使用して実現されてもよ
いことは理解されよう。
【００５２】
　図３Ｂに示すように、モバイル端末１００と補助デバイス２００とは無線のショートレ
ンジ通信リンク３１０を介して互いに通信することができる。いくつかの実施形態におい
て、無線ショートレンジ通信リンク３１０は、モバイル端末１００と補助デバイス２００
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とが非見通し線通信リンクを介する通信を許可することができるブルートゥースリンクの
ようなショートレンジのＲＦ通信リンクを含んでもよい。モバイル端末１００は、図３に
示すように表示画面１１０とキーパッド１０５とを含んでもよい。しかし、モバイル端末
１００は図１に示すＩ／Ｏ装置のような他のＩ／Ｏ装置を含んでもよい。補助デバイス２
００はカメラ２９２と指向性制御ボタン２８０とを含んでもよい。しかし、補助デバイス
２００は図２に示すＩ／Ｏ装置のような他のＩ／Ｏ装置を含んでもよい。
【００５３】
　モバイル端末１００と補助デバイス２００とは、ユーザが片手にそれぞれ１つの装置を
同時に把持できるような大きさにすることができる。
【００５４】
　モバイル端末１００はまた、通信リンク３１２をマルチメディア端末３０５と確立する
ことができる。送受信器１２５と、ショートレンジの通信インタフェース１１５との少な
くともいずれかを用いて、通信リンク３１２を確立することができる。したがって、マル
チメディア端末３０５の所在位置をモバイル端末１００と、補助端末２００との少なくと
もいずれかの近くで検知できる場合もあれば、検知できない場合もある。
【００５５】
　図３に示すように、モバイル端末１００と補助デバイス２００とは有線のショートレン
ジの通信リンク３２０を介して互いに通信することができる。いくつかの実施形態におい
て、有線のショートレンジの通信リンク３２０は、ＵＳＢとファイヤーワイヤ（Firewire
）接続との少なくともいずれかを含むか、あるいは、モバイル端末１００と補助デバイス
２００とに接続されているアダプタ３１５を介して作成することができる他の有線の通信
リンクを含んでもよい。
【００５６】
　図３Ｂは、モバイル端末１００の動きセンサ１９０と、補助デバイス２００の動きセン
サ２９０との少なくともいずれかのセンサによって検出できるいくつかの生じる可能性の
ある運動を示す図である。例えば、モバイル端末１００と補助デバイス２００との少なく
ともいずれかは、ｘ軸、ｙ軸、ｚ軸に沿った並進運動と、ｘ軸、ｙ軸、ｚ軸の周りでの回
転する動きとの少なくともいずれかの運動を行うことができ、このような運動は動きセン
サ１９０、２９０によって検出することができる。
【００５７】
　軸線に沿った動きを検出するために、モバイル端末と、補助デバイスの筐体との少なく
ともいずれかにおいて加速度計のような動きセンサを設けることができ、軸線に沿って位
置合わせを行うことができる。したがって、３つの座標軸に沿って直線的動きを検出する
ために３つのセンサを用いることができる。しかし、軸線の周りの回転する動きを検出す
るためには、軸線に対して垂直な平面に２つの並列の直線一次加速度計を設けることが望
ましい場合がある。例えば、ｚ軸の周りでの回転運動を検出するために、ｘ－ｙ平面にお
いて加速度計を配置することができる。したがって、ｘ軸、ｙ軸、ｚ軸に対する相対的な
回転運動と並進運動の双方を検出するために、モバイル端末１００と補助デバイス２００
との少なくともいずれかに６つの加速度計（すなわち、各軸毎に２つの並列な加速度計）
を設けることが望ましい場合がある。
【００５８】
　上述したように、モバイル端末１００の運動はメモリ１３０に記憶することができるモ
バイル端末１００の一次デバイスの動きデータに変換することができる。ユーザ入力デバ
イスの起動と補助デバイス２００の運動との少なくともいずれかは、補助デバイスのセン
サデータに変換することが可能であり、該補助デバイスのセンサデータは、補助デバイス
２００のメモリ２３０に記憶することができるか、ショートレンジの通信リンク３１０、
３２０を介してモバイル端末１００へ送信することができるかの少なくともいずれかを行
うことができる。補助デバイスのセンサデータは、モバイル端末１００によってメモリ１
３０に記憶することができる。いくつかの実施形態では、補助デバイスのセンサデータは
一次デバイスの動きデータと組み合わせることができ、この組み合わされたモバイル端末
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１００のデータはメモリ１３０に記憶することができる。
【００５９】
　一次デバイスの動きデータと、補助デバイスのセンサデータ（又は組み合されたデータ
）とは、オーディオオブジェクト、画像オブジェクト、ビデオオブジェクトのうちの少な
くともいずれかのオブジェクトのようなマルチメディアオブジェクトを生成するためにア
プリケーション・プログラムによって使用されてもよい。マルチメディアオブジェクトは
単に動きデータから生成されるか、以前から存在するマルチメディアオブジェクトを動き
データに基づいて修正することによって生成されるかの少なくともいずれかを行うことが
可能である。例えば、音楽の和音のようなオーディオオブジェクトは動きデータに応答し
て変調されることができる。同様に、ビデオオブジェクトは、動きデータに応答して生成
と、操作と、修正とのうちの少なくともいずれかを行うこができる。例えば、ビデオオブ
ジェクトのカラー、ズーム、透視図、スキューのようなビデオオブジェクトの属性は動き
データに応答して修正されることができる。
【００６０】
　次いで、マルチメディアオブジェクトは、例えば、モバイル端末１００、補助デバイス
２００、マルチメディアサーバ３０５、他の位置／デバイスのうちの少なくともいずれか
における保存と、表示／再生とのうちの少なくともいずれかを行うことができる。いくつ
かの実施形態では、マルチメディアオブジェクトは、例えば、モバイル端末１００と、補
助デバイス２００と、マルチメディアサーバ３０５とのうちの少なくともいずれかにおい
て同時に生成と、再生／表示とを行うことができる。例えば、いくつかの実施形態では、
モバイル端末１００においてマルチメディアオブジェクトの生成を行うと同時に再生を行
って、即時フィードバックをユーザへ提供するようにすることができる。いくつかの実施
形態では、マルチメディアオブジェクトはモバイル端末１００において生成され、通信イ
ンタフェース３１０、３２０を介して、該マルチメディアオブジェクトを同時に再生する
ことができる補助デバイス２００へ送信されるか、通信インタフェース３１２を介して、
該マルチメディアオブジェクトを同時に再生することができるマルチメディアサーバ３０
５へ送信されるかの少なくともいずれかの送信を行うことができる。
【００６１】
　いくつかの実施形態は、モバイル端末１００と補助デバイス２００との少なくともいず
れかの運動に基づいて、音声パターンと、画像パターンとの少なくともいずれかのパター
ンのような複雑なマルチメディアパターンの作成をユーザに許可することができる。特に
、いくつかの実施形態は、モバイル端末１００と補助デバイス２００との座標運動に基づ
く複雑なマルチメディアオブジェクトの生成をユーザに許可することができる。
【００６２】
　本発明のいくつかの実施形態は、モバイル端末１００の座標化された運動と補助デバイ
ス２００への入力信号とに応答してオーディオオブジェクトを生成するように構成するこ
とができる。例えば、装置のうちの１つの運動は、ビート又はテンポの制御を提供するこ
とができるのに対して、その他の装置の運動とセンサへの入力信号との少なくともいずれ
かはトーン／ピッチ制御を提供することができる。別例として、装置の運動／センサの入
力信号はドラム、シンバル、鈴のような個々のパーカッション楽器に対応することができ
る。
【００６３】
　したがって、１つの例として、ユーザはモバイルデバイス１００をマルチメディア生成
モードに置くことができる。次いで、ユーザは、モバイル端末１００と、補助デバイス２
００との少なくともいずれかの座標化された動きと、いずれかの装置からセンサへの入力
信号とのうちの少なくともいずれかを通じて、オーディオオブジェクトのようなマルチメ
ディアオブジェクトを生成することができる。すなわち、ユーザは、モバイル端末１００
を移動させることができると共に、補助デバイス２００への入力信号の移動と、該入力信
号の座標の形での提示との少なくともいずれかを行うことができる。さらに、モバイル端
末１００の運動と、補助デバイス２００への運動と、センサの入力信号とのうちの少なく
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ともいずれかは、それぞれの動きセンサ１９０、２９０と、ユーザ入力装置２５５との少
なくともいずれかによって動きデータに変換することができる。この動きデータを用いて
、オーディオオブジェクトを生成するために合成することができる対応するオーディオ信
号を生成することができる。オーディオオブジェクトは、次いで、モバイルデバイス１０
０においてローカルに記憶されるか、将来アクセスするためにマルチメディアサーバ３０
５などの遠隔地において記憶されるかの少なくともいずれかの記憶を行うことが可能であ
る。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、ユーザはローカルにモバイル端末に記憶された、又は、遠隔
操作によってサーバに記憶されたソングファイルのような既存のオーディオオブジェクト
を選択することができ、かつ、スピーカ１３５を用いて歌を再生することができる。歌が
再生されているとき、ユーザは、モバイル端末１００と補助デバイス２００との運動に応
答してオーディオトラックを歌に追加することができる。すなわち、ユーザは、モバイル
端末１００を動かすことができると共に、補助デバイス２００への入力信号の移動と、該
入力信号の座標の形での提示との少なくともいずれかを行うことができる。さらに、モバ
イル端末１００の運動と、補助デバイス２００への運動と、入力信号とのうちの少なくと
もいずれかを、それぞれのセンサ１９０、２９０と、ユーザ入力装置２５５との少なくと
もいずれかによって動きデータに変換することができる。この動きデータを用いて、修正
済みのオーディオオブジェクトを生成するために、既存のオーディオオブジェクトと合成
することができる対応するオーディオ信号を生成することができる。この修正済みのオー
ディオオブジェクトは、次いで、モバイルデバイス１００においてローカルに記憶される
か、将来アクセスするためにマルチメディアサーバ３０５などの遠隔地において記憶され
るかの少なくともいずれかを行うことが可能である。
【００６５】
　したがって、例えば、モバイル端末１００は、歌に追加することができるドラム音に動
きデータを変換するように構成することができ、それによって、ユーザはドラムのトラッ
クを歌に追加することが可能となる。同様に、モバイル端末１００は、歌に追加すること
ができるギター音に動きデータを変換するように構成することができ、それによって、ユ
ーザはギターのトラックを歌に追加することが可能となる。
【００６６】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、個々に記憶され、その後合成することができる
音声オブジェクトに動きデータを変換できることは理解できよう。同様に、動きデータを
用いて、オーディオオブジェクトを反復して修正し、修正済みのオーディオオブジェクト
を生成するようにすることができる。
【００６７】
　例えば、ドラム生成モードにおいて、ユーザは、モバイル端末１００と補助デバイス２
００とを用いて、これらデバイスの運動に応答してドラムのトラックを生成してもよい。
ユーザは、次いで、ドラムのトラックを保存し、ドラムのトラックをギター生成モードへ
切り替えることができる。ギター生成モードで、ユーザは、モバイル端末１００と補助デ
バイス２００とを用いて、これらデバイスの運動に応答してギタートラックを生成し、ギ
タートラックを事前に保存されたドラムのトラックと組み合わせることができる。このよ
うにして、ユーザは種々の楽器に対応するオーディオをオブジェクトトラックに反復して
追加して、最終的に完全な歌を構成することが可能となる。
【００６８】
　上述したように、モバイル端末１００と補助デバイス２００との少なくともいずれかに
よって、例えば、図１及び図２に関連して上述した１以上のＩ／Ｏ装置を用いて動きデー
タ以外のデータを検知することができる。このような追加データは、マルチメディア信号
に変換するか、マルチメディア信号を生成するために用いるかの少なくともいずれかを行
うことができる。このマルチメディア信号は、動きデータに応答して生成済みのマルチメ
ディア信号と組み合わせることができる。例えば、補助デバイス２００を動かす操作に加
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えて、ユーザは、動作モード、トーン、ピッチ、音量、又は生成中のオーディオオブジェ
クトの他の属性を変更できる１以上の指向性ボタン２８０を操作することができる。
【００６９】
　マルチメディアコンテンツ処理は、モバイル端末１００においてと、マルチメディアサ
ーバ３０５のような遠隔局においてとの少なくともいずれかにおいて行うことができる。
マルチメディアコンテンツ処理はＪａｖａマルチメディアＡＰＩに従って実行することが
可能であり、このＪａｖａマルチメディアＡＰＩは、Ｊａｖａマルチメディア規格ＪＳＲ
－０００１３５と、Ｊａｖａ対応デバイス用のオーディオオブジェクト、ビデオオブジェ
クト及び静止画像のようなマルチメディアオブジェクトの再生及び記録を行うための標準
インタフェースを規定するＪａｖａマルチメディア規格ＪＳＲ－０００２３４との少なく
ともいずれかの規格に規定されている。
【００７０】
　動きイベントは、例えば、Ｊａｖａ対応デバイスに対応するセンサ情報の送受信用標準
インタフェースを規定するＪａｖａマルチメディア規格ＪＳＲ－０００２５６を用いて、
モバイル端末１００のセンサと補助デバイス２００のセンサとの少なくともいずれかのセ
ンサから取り出すことができる。
【００７１】
　以下では、本発明の一の実施形態による、方法、モバイル端末、電子装置、データ処理
システム、コンピュータ・プログラムのうちの少なくともいずれかのフローチャートと、
ブロック図との少なくともいずれかを参照しながら本発明について説明する。これらのフ
ローチャートとブロック図との少なくともいずれかはさらに、本発明の多様な実施形態に
よるモバイルデバイスの操作方法を示す。フローチャートとブロック図との少なくともい
ずれかの各ブロック、及びフローチャートとブロック図との少なくともいずれかのブロッ
クの組合せは、コンピュータ・プログラム命令と、ハードウェア動作との少なくともいず
れかにより実現されてもよいことは理解されよう。これらのコンピュータ・プログラム命
令は、汎用コンピュータ、特殊用途コンピュータ、又はその他の機械を作るためのプログ
ラム可能なデータ処理装置のプロセッサに対して提供されてもよい。これにより、コンピ
ュータ又はその他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサを介して実行されるそ
れらの命令は、フローチャートとブロック図との少なくともいずれかのブロック又はブロ
ック群で指定された機能を実現する手段を創出する。これらのコンピュータ・プログラム
命令はまた、コンピュータ又はその他のプログラム可能なデータ処理装置に、特定の方法
で機能／動作するよう指令できるコンピュータで使用可能な又はコンピュータ可読型のメ
モリに記憶されてもよい。
【００７２】
　コンピュータ・プログラム命令はまた、コンピュータで実現されるプロセスを創出する
ために、一連の動作工程がコンピュータ又はその他のプログラム可能なデータ処理装置上
で実行されるようにするため、コンピュータ又はその他のプログラム可能なデータ処理装
置にロードされてもよい。
【００７３】
　図４は本発明の一の実施形態に係るモバイルデバイスを操作するための例示の方法を示
すフローチャートである。図４に示すように、モバイル端末１００がマルチメディアコン
テンツ生成モードに置かれると、ブロック４０５から処理を開始する。マルチメディアコ
ンテンツ生成モードでは、モバイル端末１００は、モバイル端末が登録されているセルラ
通信ネットワークのようなネットワークからの着呼アラートに応答しないように構成する
ことができる。同様に、マルチメディアコンテンツ生成モードにおいて、モバイル端末１
００は、「ビジーな」状態信号を着呼の通知に応答してネットワークへ送信するように構
成することができ、それによって、着呼がマルチメディアコンテンツの生成を中断しない
ようにすることができる。別の実施形態では、モバイル端末１００は、呼転送番号とボイ
スメールとの少なくともいずれかへ着呼を転送するように構成することができる。いくつ
かの実施形態では、モバイル端末１００は、着呼の受信時に無音リングトーンへ自動的に
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切り替えるか、マルチメディアコンテンツ生成モードに置かれている間、振動信号と、点
滅光信号との少なくともいずれかの信号を出力するかの少なくともいずれかを行うように
構成することができる。
【００７４】
　ひとたび、モバイル端末１００がマルチメディアコンテンツ生成モードに置かれると、
ユーザは、例えば、メニュースクリーン上で適当なオプションを選択することによって、
新たなマルチメディアファイルの作成又は既存のマルチメディアオブジェクトの修正を選
択することができる（ブロック４１０）。ユーザが新たなマルチメディアオブジェクトの
生成を選択した場合、ユーザは（音声オブジェクト、映像オブジェクト、ビデオオブジェ
クトなどの）オブジェクトタイプを選択するように促される場合がある（ブロック４１２
）。ユーザはまた、一次及び補助デバイス１００、２００を通じて作成される入力のタイ
プを選択してもよい。例えば、ユーザはドラムとして一次デバイス１００の使用を選択し
、シンバルとして補助デバイス２００の使用を選択することができる。次に、一次デバイ
ス１００と補助デバイス２００とは、ユーザによるこれらのデバイスの運動と入力装置の
起動とに応答して一次入力信号及び補助入力信号の生成を開始する（ブロック４１５）。
補助入力信号は補助デバイス２００によって一次デバイス１００へ送信される。
【００７５】
　一次入力信号及び補助入力信号はオプションとして合成することができる（ブロック４
２０）。いくつかの実施形態では、一次入力信号及び補助入力信号は、一次デバイス１０
０において合成入力信号を形成することができる。別の実施形態では、一次入力信号及び
補助入力信号は、マルチメディア端末３０５を用いて通信リンク３１２を介して一次デバ
イス１００により転送されることができ（図３）、一次動き入力信号及び補助動き入力信
号は、マルチメディア端末３０５において合成されるか、解釈されるかの少なくともいず
れかが行われ得る。
【００７６】
　次いで、マルチメディアオブジェクトは一次及びニ次入力信号に応答して、又は合成済
みの入力信号に応答して生成される（ブロック４２５）。次いで、マルチメディアオブジ
ェクトは保存される（ブロック４３０）。例えば、マルチメディアオブジェクトの保存と
再生とは、一次デバイス１００とマルチメディア端末３０５との少なくともいずれかにお
いて行うことができる。
【００７７】
　ブロック４１０においてユーザが既存のオブジェクトの修正を選択した場合、既存のオ
ブジェクトは記憶装置から取り出される（ブロック４３５）。マルチメディアオブジェク
トは、例えば一次デバイスの揮発性メモリと不揮発性メモリ２３０との少なくともいずれ
かのメモリに保存されるか、マルチメディアサーバの揮発性メモリと不揮発性メモリとの
少なくともいずれかのメモリに保存されるかの少なくともいずれかが行われ得る。
【００７８】
　次いで、ユーザは、上述したように一次入力タイプ及び補助入力タイプを選択すること
ができる（ブロック４３７）。次いで、既存のオブジェクトは、例えば、一次デバイス１
００のディスプレイ２１０と、スピーカ２３５との少なくともいずれかを用いて一次デバ
イス１００において再生される。
【００７９】
　次に、一次デバイス１００と補助デバイス２００とは、ユーザによるこれらのデバイス
の運動と、該デバイスの入力装置の起動とに応答して一次入力信号及び補助入力信号の生
成を開始する（ブロック４４５）。補助入力信号は補助デバイス２００によって一次デバ
イス１００へ送信される。
【００８０】
　一次入力信号及び補助入力信号はオプションとして合成することができる（ブロック４
５０）。例えば、一次入力信号及び補助入力信号は、マルチメディア端末３０５を用いて
、通信リンク３１２を介して一次デバイス１００によって転送されることができ（図３）
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、一次入力信号及び補助入力信号は、マルチメディア端末３０５において合成されるか、
解釈されるかの少なくともいずれかを行うことができる。
【００８１】
　次いで、既存のマルチメディアオブジェクトは一次及び二次入力信号に応答して、又は
、合成済みの入力信号に応答して修正される（ブロック４５５）。最後に修正済みのマル
チメディアオブジェクトは保存される（ブロック４３０）。
【００８２】
　図面及び明細書において、本発明の例示の実施形態が開示された。しかしながら、これ
らの実施形態については、本発明の原理から実質的に逸脱することなく、多くの変形や変
更を行うことができる。したがって、具体的な用語を使用したが、それらは、総称的で説
明的意味合いでのみ、また限定を目的とはせずに、使用されたものであり、本発明の範囲
は添付の特許請求の範囲により規定される。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図４】

【手続補正書】
【提出日】平成21年3月11日(2009.3.11)
【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】
　モバイルデバイスを動作させる方法であって、
　前記モバイルデバイスに関連づけられたセンサを用いて、無線通信ネットワークと通信
するように構成された送受信器を有する前記モバイルデバイスの動きを検出し、前記モバ
イルデバイスの前記動きを示す信号を生成するステップと、
　前記モバイルデバイスに関連づけられた補助デバイスのセンサから、前記補助デバイス
の並進及び回転の少なくともいずれかの動きを示す加速度計の信号を含む補助センサ信号
を受信するステップと、
　前記モバイルデバイスの前記動きと、前記補助センサ信号との少なくともいずれかに応
答してマルチメディアオブジェクトを生成するステップと、
　前記マルチメディアオブジェクトを保存するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　合成入力信号を形成するために、前記モバイルデバイスの前記動きを示す信号を前記補
助センサ信号と合成するステップをさらに含み、
　前記マルチメディアオブジェクトを生成する前記ステップは、前記合成入力信号に応答
して実行されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記モバイルデバイスの前記動きを示す信号及び前記補助センサ信号を遠隔端末へ送信
するステップをさらに含み、
　合成入力信号を形成するために、前記モバイルデバイスの前記動きを示す信号を前記補
助センサ信号と合成する前記ステップは、前記遠隔端末において実行されることを特徴と
する請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記マルチメディアオブジェクトを生成する前記ステップは、前記モバイルデバイスの
前記動きと、前記補助センサ信号と、前記補助デバイスの動きを示す信号とに応答して、
前記マルチメディアオブジェクトを生成するステップを含むことを特徴とする請求項１な
いし３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記マルチメディアオブジェクトは、音声ファイル、画像ファイル、ビデオ・ファイル
のうちの少なくともいずれかのファイルを含み、
　前記方法は、前記モバイルデバイスと前記補助デバイスとの少なくともいずれかを用い
て、前記マルチメディアオブジェクトを再生するステップをさらに含むことを特徴とする
請求項１ないし４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記マルチメディアオブジェクトを遠隔端末へ送信するステップと、
　前記マルチメディアオブジェクトを前記遠隔端末に保存するステップと
をさらに含む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】
　ＲＦ又は赤外線の通信インタフェースを含むショートレンジの無線通信インタフェース
を用いて、前記補助センサ信号を前記モバイルデバイスへ送信するステップをさらに含む
ことを特徴とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記モバイルデバイスの前記動きを検出する前記ステップに先立って、前記モバイルデ
バイスをマルチメディアコンテンツ生成モードとするステップを
さらに含むことを特徴とする請求項１ないし７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記マルチメディアコンテンツ生成モードにおいて、前記モバイルデバイスは、着呼の
通知に応答してビジー状態信号を前記ネットワークへ送信するためと、前記無線通信ネッ
トワークを介して受信した着呼を呼転送番号とボイスメールとの少なくともいずれかへ転
送するためとの少なくともいずれかのために、前記無線通信ネットワークからの着呼アラ
ートに応答しないように構成されることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記マルチメディアオブジェクトのオブジェクトタイプを選択するステップと、
　前記モバイルデバイス及び前記補助デバイスの入力タイプを選択するステップとをさら
に含むことを特徴とする請求項１ないし９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　モバイルデバイスを動作させる方法であって、
　既存のマルチメディアオブジェクトを取得するステップと、
　前記モバイルデバイスに関連づけられたセンサを用いて、無線通信ネットワークと通信
するように構成された送受信器を備えた前記モバイルデバイスの動きを検出し、前記モバ
イルデバイスの前記動きを示す信号を生成するステップと、
　前記モバイルデバイスに関連づけられた補助デバイスの入力に応答して、前記補助デバ
イスの並進及び回転の少なくともいずれかの動きを示す加速度計の信号を含む補助センサ
信号を受信するステップと、
　修正されたマルチメディアオブジェクトを生成するために、前記モバイルデバイスの前
記動きと前記補助センサ信号との少なくともいずれかに応答して前記既存のマルチメディ
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アオブジェクトを修正するステップと、
　前記修正されたマルチメディアオブジェクトを保存するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　合成入力信号を形成するために、前記モバイルデバイスの前記動きを示す信号を前記補
助センサ信号と合成するステップをさらに含み、
　前記マルチメディアオブジェクトを修正する前記ステップは、前記合成入力信号に応答
して実行されることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　モバイルデバイスであって、
　前記モバイルデバイスの動きを検出し、前記モバイルデバイスの動きを示す信号を生成
するように構成されたセンサと、
　無線通信ネットワークと通信するように構成された送受信器と、
　補助デバイスから、前記補助デバイスの並進及び回転の少なくともいずれかの動きを示
す加速度計の信号を含む補助センサ信号を受信するように構成されたショートレンジの無
線通信インタフェースと、
　前記モバイルデバイスの前記動きを示す信号と、前記補助センサ信号とのうちの少なく
ともいずれかの信号に応答してマルチメディアオブジェクトを生成し、前記マルチメディ
アオブジェクトを保存するように構成されたコントローラと、
を備えることを特徴とするモバイルデバイス。
【請求項１４】
　前記コントローラは、合成入力信号を形成するために、前記モバイルデバイスの前記動
きを示す信号を前記補助センサ信号と合成し、前記合成入力信号に応答して前記マルチメ
ディアオブジェクトを生成するようにさらに構成されたことを特徴とする請求項１３に記
載のモバイルデバイス。
【請求項１５】
　前記コントローラは、前記モバイルデバイスをマルチメディアコンテンツ生成モードと
するように構成され、該生成モードにおいて、前記モバイルデバイスは、着呼の通知に応
答してビジー状態信号を前記無線通信ネットワークへ送信するためと、前記無線通信ネッ
トワークを介して受信した着呼を呼転送番号とボイスメールとの少なくともいずれかへ転
送するためとの少なくともいずれかのために、前記無線通信ネットワークからの着呼アラ
ートに応答しないように構成されたことを特徴とする請求項１３または１４に記載のモバ
イルデバイス。
【請求項１６】
　前記コントローラは、既存のマルチメディアオブジェクトを取得し、前記モバイルデバ
イスの前記動きを示す信号と前記補助センサ信号とに応答して前記既存のマルチメディア
オブジェクトを修正するように構成されたことを特徴とする請求項１３ないし１５のいず
れか１項に記載のモバイルデバイス。
【請求項１７】
　前記センサは、第１の軸線に沿った直線的動きと、前記第１の軸に直交する第２の軸線
に沿った回転する動きとを検知するように構成された一対の並列センサを含む動きセンサ
を備え、
　前記動きセンサは、前記モバイルデバイスの前記動きを示す信号を生成するように構成
されたことを特徴とする請求項１３ないし１６のいずれか１項に記載のモバイルデバイス
。
【手続補正書】
【提出日】平成22年1月13日(2010.1.13)
【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
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイスを動作させる方法であって、
　前記モバイルデバイスに関連づけられたセンサを用いて、無線通信ネットワークと通信
するように構成された送受信器を有する前記モバイルデバイスの動きを検出し、前記モバ
イルデバイスの前記動きを示す信号を生成するステップと、
　前記モバイルデバイスに関連づけられた補助デバイスのセンサから、前記補助デバイス
の並進及び回転の少なくともいずれかの動きを示す加速度計の信号を含む補助センサ信号
を受信するステップと、
　前記モバイルデバイスの前記動きと、前記補助センサ信号との少なくともいずれかに応
答してマルチメディアオブジェクトを生成するステップと、
　前記マルチメディアオブジェクトを保存するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　合成入力信号を形成するために、前記モバイルデバイスの前記動きを示す信号を前記補
助センサ信号と合成するステップをさらに含み、
　前記マルチメディアオブジェクトを生成する前記ステップは、前記合成入力信号に応答
して実行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】
　前記モバイルデバイスの前記動きを示す信号及び前記補助センサ信号を遠隔端末へ送信
するステップをさらに含み、
　合成入力信号を形成するために、前記モバイルデバイスの前記動きを示す信号を前記補
助センサ信号と合成する前記ステップは、前記遠隔端末において実行されることを特徴と
する請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記マルチメディアオブジェクトを生成する前記ステップは、前記モバイルデバイスの
前記動きと、前記補助センサ信号と、前記補助デバイスの動きを示す信号とに応答して、
前記マルチメディアオブジェクトを生成するステップを含むことを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
　ＲＦ又は赤外線の通信インタフェースを含むショートレンジの無線通信インタフェース
を用いて、前記補助センサ信号を前記モバイルデバイスへ送信するステップをさらに含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記モバイルデバイスの前記動きを検出する前記ステップに先立って、前記モバイルデ
バイスをマルチメディアコンテンツ生成モードとするステップを
さらに含み、
　前記マルチメディアコンテンツ生成モードにおいて、前記モバイルデバイスは、着呼の
通知に応答してビジー状態信号を前記ネットワークへ送信するためと、前記無線通信ネッ
トワークを介して受信した着呼を呼転送番号とボイスメールとの少なくともいずれかへ転
送するためとの少なくともいずれかのために、前記無線通信ネットワークからの着呼アラ
ートに応答しないように構成されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　既存のマルチメディアオブジェクトを取得するステップと、
　修正されたマルチメディアオブジェクトを生成するために、前記モバイルデバイスの前
記動きと前記補助センサ信号との少なくともいずれかに応答して前記既存のマルチメディ
アオブジェクトを修正するステップと、
を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
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【請求項８】
　モバイルデバイスであって、
　前記モバイルデバイスの動きを検出し、前記モバイルデバイスの動きを示す信号を生成
するように構成されたセンサと、
　無線通信ネットワークと通信するように構成された送受信器と、
　補助デバイスから、前記補助デバイスの並進及び回転の少なくともいずれかの動きを示
す加速度計の信号を含む補助センサ信号を受信するように構成されたショートレンジの無
線通信インタフェースと、
　前記モバイルデバイスの前記動きを示す信号と、前記補助センサ信号とのうちの少なく
ともいずれかの信号に応答してマルチメディアオブジェクトを生成し、前記マルチメディ
アオブジェクトを保存するように構成されたコントローラと、
を備えることを特徴とするモバイルデバイス。
【請求項９】
　前記コントローラは、合成入力信号を形成するために、前記モバイルデバイスの前記動
きを示す信号を前記補助センサ信号と合成し、前記合成入力信号に応答して前記マルチメ
ディアオブジェクトを生成するようにさらに構成されたことを特徴とする請求項８に記載
のモバイルデバイス。
【請求項１０】
　前記コントローラは、前記モバイルデバイスをマルチメディアコンテンツ生成モードと
するように構成され、該生成モードにおいて、前記モバイルデバイスは、着呼の通知に応
答してビジー状態信号を前記無線通信ネットワークへ送信するためと、前記無線通信ネッ
トワークを介して受信した着呼を呼転送番号とボイスメールとの少なくともいずれかへ転
送するためとの少なくともいずれかのために、前記無線通信ネットワークからの着呼アラ
ートに応答しないように構成されたことを特徴とする請求項９に記載のモバイルデバイス
。
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