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(57)【要約】
【課題】簡単なユーザインターフェースしか持たない電
子音楽装置であっても、ユーザ独自の選曲リストに基づ
いた楽曲データ提供サービスを受けること。
【解決手段】この楽曲データ提供システムでは、ＰＣ用
及び電子楽器用サイトＳＰ，ＳＭから成る楽曲データ提
供サイトに対して、ＰＣ端末ＴＰ及び電子楽器ＴＭは通
信ネットワークＣＮを介してＰＣ用及び電子楽器用ＷＥ
ＢサイトＳＰ，ＳＭと夫々通信可能であり、楽曲データ
ベースＤＢａには多数の楽曲データが蓄積されている。
ＰＣ端末ＴＰは、ＰＣ用サイトＳＰにアクセスして、ユ
ーザ所望の楽曲を順次指示するための選曲リストを設定
し、設定された選曲リストを楽曲再生用番組としてユー
ザデータベースＤＢｂに記憶させておく。電子楽器ＴＭ
は、電子楽器用サイトＳＭにアクセスし、ユーザデータ
ベースＤＢｂから読み出した選曲リストに従って順次提
供される楽曲データを再生する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワークに接続される第１サイト、第２サイト、クライアント端末及び電子音
楽装置から成る楽曲データ提供システムであって、第１サイト及び第２サイトが、選曲リ
スト記憶手段と多数の楽曲データを記憶した楽曲データ記憶手段とを備えるデータベース
を共用するシステムにおいて、
　第１サイトは、
　選曲画面データをクライアント端末へと送信する選曲画面送信手段と、
　クライアント端末から受信した楽曲指定情報に基づいて選曲リストを作成する選曲リス
ト作成手段と、
　選曲リスト作成手段により作成された選曲リストを選曲リスト記憶手段に記憶する記憶
制御手段と
を具備し、
　クライアント端末は、
　第１サイトから受信した選曲画面データに基づいて選曲画面を表示する選曲画面表示手
段と、
　選曲画面表示手段により表示された選曲画面に対するユーザ操作に基づいて選曲された
楽曲を指定する楽曲指定情報を第１サイトへと送信する楽曲指定情報送信手段と
を具備し、
　第２サイトは、
　電子音楽装置からの要求に応じて、選曲リスト記憶手段に記憶された選曲リストを電子
音楽装置へと送信する選曲リスト送信手段と、
　電子音楽装置からの要求に応じて、選曲リスト取得手段により送信した選曲リストによ
り特定される楽曲データを楽曲データ記憶手段から電子音楽装置へと送信する楽曲データ
送信手段と
を具備し、
　電子音楽装置は、
　選曲リストの提供を第２サイトに要求する選曲リスト要求手段と、
　第２サイトから受信した選曲リストに基づいて楽曲データの提供を第２サイトに要求す
る楽曲データ要求手段と、
　第２サイトから受信した楽曲データを再生する楽曲データ再生手段と
を具備する
ことを特徴とする楽曲データ提供システム。
【請求項２】
　前記楽曲データ再生手段は、第２サイトから受信した楽曲データに基づいて、音源、鍵
盤及び表示器の少なくとも何れか１つを駆動することを特徴とする請求項１に記載の楽曲
データ提供システム。
【請求項３】
　通信ネットワークを介してクライアント端末及び電子音楽装置とそれぞれ通信可能な第
１サイト及び第２サイトからなる楽曲データ提供サイトであって、第１サイト及び第２サ
イトが、選曲リスト記憶手段と多数の楽曲データを記憶した楽曲データ記憶手段とを備え
るデータベースを共用するサイトにおいて、
　第１サイトは、
　選曲画面データをクライアント端末へと送信する選曲画面送信手段と、
　クライアント端末から、選曲画面データを利用して選曲された楽曲を指定する楽曲指定
情報を受信する楽曲指定情報受信手段と、
　楽曲指定情報受信手段により受信された楽曲指定情報に基づいて選曲リストを作成する
選曲リスト作成手段と、
　選曲リスト作成手段により作成された選曲リストを選曲リスト記憶手段に記憶する選曲
リスト記憶制御手段と
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を具備し、
　第２サイトは、
　電子音楽装置からの要求に応じて、選曲リスト記憶手段に記憶された選曲リストを電子
音楽装置へと送信する選曲リスト送信手段と、
　電子音楽装置からの要求に応じて、選曲リスト送信手段により送信した選曲リストによ
り特定される楽曲データを楽曲データ記憶手段から電子音楽装置へと送信する楽曲データ
送信手段と
を具備する
ことを特徴とする楽曲データ提供サイト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電子楽器などの電子音楽装置のユーザが独自の選曲リストに基づいて楽曲
データ提供サービスを受けることができる楽曲データ提供システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、パーソナルコンピュータなどのクライアントからコンテンツ配信サーバにア
クセスしてコンテンツ配信サーバからクライアントに音楽などのコンテンツを配信するシ
ステムが知られている。例えば、特許文献１には、特に、クライアントＰＣ（パーソナル
コンピュータ）のユーザ毎に好みのコンテンツを選択して自分だけのオリジナル番組を作
成し、オリジナル番組の再生順にＭＩＤＩファイルやオーディオファイル等のコンテンツ
を再生することができる番組再生システムが開示されている。
【特許文献１】特開２００３－６０９６号公報
【０００３】
　しかしながら、この番組再生システムは、パーソナルコンピュータでユーザ自身の番組
を作成して音楽コンテンツを聞くようにしたシステムなので、楽曲データの再生利用に重
点が置かれてそのための装備を惜しまないが、番組作成のためには表示器や操作子の装備
に制約があって簡単なユーザインターフェース（ＵＩ）しか持たない電子楽器などの専用
の電子音楽装置では、ユーザ自身の番組を作成することが困難である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この発明は、このような事情に鑑み、簡単なユーザインターフェースしか持たない電子
音楽装置であっても、ユーザ独自の選曲リストに基づいた楽曲データ提供サービスを受け
ることができる楽曲データ提供システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明の主たる特徴に従うと、通信ネットワーク（ＣＮ）に接続される第１サイト（
ＳＰ）、第２サイト（ＳＭ）、クライアント端末（ＴＰ）及び電子音楽装置（ＴＭ）から
成る楽曲データ提供システムであって、第１サイト（ＳＰ）及び第２サイト（ＳＭ）が、
選曲リスト記憶手段（ＤＢｂ）と多数の楽曲データを記憶した楽曲データ記憶手段（ＤＢ
ａ）とを備えるデータベース（ＤＳ）を共用するシステムにおいて、第１サイト（ＳＰ）
は、選曲画面データをクライアント端末（ＴＰ）へと送信する選曲画面送信手段（Ｓｐ１
，Ｓｐ２）と、クライアント端末（ＴＰ）から受信した楽曲指定情報に基づいて選曲リス
ト（Ｓｅ； MySelection）を作成する選曲リスト作成手段（Ｓｐ３，Ｓｐ４）と、選曲リ
スト作成手段により作成された選曲リスト（ MySelection）を選曲リスト記憶手段（ＤＢ
ｂ）に記憶する選曲リスト記憶制御手段（Ｓｐ４）とを具備し、クライアント端末（ＴＰ
）は、第１サイト（ＳＰ）から受信した選曲画面データに基づいて選曲画面を表示する選
曲画面表示手段（Ｔｐ２）と、選曲画面表示手段により表示された選曲画面に対するユー
ザ操作に基づいて選曲された楽曲を指定する楽曲指定情報を第１サイト（ＳＰ）へと送信
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する楽曲指定情報送信手段（Ｔｐ３，Ｔｐ４）とを具備し、第２サイト（ＳＭ）は、電子
音楽装置（ＴＭ）からの要求に応じて、選曲リスト記憶手段（ＤＢｂ）に記憶された選曲
リスト（ MySelection）を電子音楽装置（ＴＭ）へと送信する選曲リスト送信手段（Ｓｍ
２，Ｓｍ３）と、電子音楽装置（ＴＭ）からの要求に応じて、選曲リスト送信手段により
送信した選曲リスト（ MySelection）により特定される楽曲データを楽曲データ記憶手段
（ＤＢａ）から電子音楽装置（ＴＭ）へと送信する楽曲データ送信手段（Ｓｍ４）とを具
備し、電子音楽装置（ＴＭ）は、選曲リスト（ MySelection）の提供を第２サイト（ＳＭ
）に要求する選曲リスト要求手段（Ｔｍ１～Ｔｍ３）と、第２サイト（ＳＭ）から受信し
た選曲リスト（ MySelection）に基づいて楽曲データの提供を第２サイト（ＳＭ）に要求
する楽曲データ要求手段（Ｔｍ４）と、第２サイト（ＳＭ）から受信した楽曲データを再
生する楽曲データ再生手段（Ｔｍ５～Ｔｍ７）とを具備する楽曲データ提供システム〔請
求項１〕、並びに、通信ネットワーク（ＣＮ）を介してクライアント端末（ＴＰ）及び電
子音楽装置（ＴＭ）とそれぞれ通信可能な第１サイト（ＳＰ）及び第２サイト（ＳＭ）か
らなる楽曲データ提供サイトであって、第１サイト（ＳＰ）及び第２サイト（ＳＭ）が、
選曲リスト記憶手段（ＤＢｂ）と多数の楽曲データを記憶した楽曲データ記憶手段（ＤＢ
ａ）とを備えるデータベース（ＤＳ）を共用するサイトにおいて、第１サイト（ＳＰ）は
、選曲画面データをクライアント端末（ＴＰ）へと送信する選曲画面送信手段（Ｓｐ１，
Ｓｐ２）と、クライアント端末（ＴＰ）から、選曲画面データを利用して選曲された楽曲
を指定する楽曲指定情報を受信する楽曲指定情報受信手段（Ｓｐ３，Ｓｐ４）と、楽曲指
定情報受信手段により受信された楽曲指定情報に基づいて選曲リスト（Ｓｅ； MySelecti
on）を作成する選曲リスト作成手段（Ｓｐ３，Ｓｐ４）と、選曲リスト作成手段により作
成された選曲リスト（ MySelection）を選曲リスト記憶手段（ＤＢｂ）に記憶する選曲リ
スト記憶制御手段（Ｓｐ４）とを具備し、第２サイト（ＳＭ）は、電子音楽装置（ＴＭ）
からの要求に応じて、選曲リスト記憶手段（ＤＢｂ）に記憶された選曲リスト（ MySelec
tion）を電子音楽装置（ＴＭ）へと送信する選曲リスト送信手段（Ｓｍ２，Ｓｍ３）と、
電子音楽装置（ＴＭ）からの要求に応じて、選曲リスト送信手段により送信した選曲リス
ト（ MySelection）により特定される楽曲データを楽曲データ記憶手段（ＤＢａ）から電
子音楽装置（ＴＭ）へと送信する楽曲データ送信手段（Ｓｍ４）とを具備する楽曲データ
提供サイト〔請求項３〕が提供される。なお、括弧書きは、理解の便のために付記した実
施例の参照記号、用語等を表わし、以下においても同様である。
【０００６】
　この発明による楽曲データ提供システムにおいて、楽曲データ再生手段（Ｔｍ５，Ｔｍ
６）は、第２サイト（ＳＭ）から受信した楽曲データに基づいて、音源（８，９）、鍵盤
（１４）及び表示器の少なくとも何れか１つを駆動する〔請求項２〕ように構成すること
ができる。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明による楽曲データ提供システム及びサイトでは（請求項１，３）、第１サイト
（ＳＰ）及び第２サイト（ＳＭ）から成る楽曲データ提供サイトに対して、パーソナルコ
ンピュータなどのクライアント端末（ＴＰ）及び電子楽器などの電子音楽装置（ＴＭ）は
、通信ネットワーク（ＣＮ）を介して第１サイト（ＳＰ）及び第２サイト（ＳＭ）とそれ
ぞれ通信可能であり、第１及び第２サイト（ＳＰ，ＳＭ）は、選曲リスト記憶手段（ＤＢ
ｂ）と多数の楽曲データが蓄積された楽曲データ記憶手段（ＤＢａ）とを備えるデータベ
ース（ＤＳ）を共用することができる。まず、クライアント端末（ＴＰ）は、第１サイト
（ＳＰ）にアクセスして、ユーザ所望の楽曲を順次指示するための選曲リスト（ＳＥ； M
ySelection）を設定し、第１サイト（ＳＰ）は、設定された選曲リストを楽曲再生用の一
種の番組として選曲リスト記憶手段（ＤＢｂ）に記憶しておく。そして、電子音楽装置（
ＴＭ）は、第２サイト（ＳＭ）にアクセスし、選曲リスト記憶手段（ＤＢｂ）から読み出
された選曲リスト（ MySelection）に従って順次提供される楽曲データを再生する。
【０００８】
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　より具体的に説明すれば、第１サイト（ＳＰ）は、クライアント端末（ＴＰ）からのア
クセスに応じて選曲画面データを送信する（Ｓｐ１，Ｓｐ２）。クライアント端末（ＴＰ
）は、第１サイト（ＳＰ）から受信した選曲画面データに基づいて選曲画面を表示し、ユ
ーザの選曲操作により選曲画面上で所望の楽曲を指定して楽曲指定情報（選曲リスト設定
情報）を生成し、生成された楽曲指定情報を第１サイト（ＳＰ）へと送信する（Ｔｐ２，
Ｔｐ３）。第１サイト（ＳＰ）は、クライアント端末（ＴＰ）から受信した楽曲指定情報
に基づき選曲リスト（Ｓｅ； MySelection）を作成して選曲リスト記憶手段（ＤＢｂ）に
記憶する（Ｓｐ３，Ｓｐ４）。第２サイト（ＳＭ）は、電子音楽装置（ＴＭ）からのアク
セス（Ｔｍ１）に応じて、第１サイト（ＳＰ）により選曲リスト記憶手段（ＤＢｂ）に記
憶された選曲リスト（ MySelection）を取得して電子音楽装置（ＴＭ）に送信し（Ｓｍ２
，Ｓｍ３）、電子音楽装置（ＴＭ）から、送信した選曲リスト（ MySelection）に基づく
楽曲データの要求（Ｔｍ２，Ｔｍ３）があると、当該選曲リスト（ MySelection）により
特定される楽曲データを楽曲データ記憶手段（ＤＢａ）から電子音楽装置（ＴＭ）へと順
次送信する（Ｓｍ４）。そして、電子音楽装置（ＴＭ）は、第２サイト（ＳＭ）から受信
した楽曲データを順次再生する（Ｔｍ４～Ｔｍ７）。
【０００９】
　従って、この発明によれば、このように、選曲リスト（番組）の作成自体はパーソナル
コンピュータ等のクライアント端末で行い、選曲リストによる楽曲データの提供は電子音
楽装置で受けるようにしているので、簡単なユーザインターフェースしか持たない電子音
楽装置であっても、ユーザ独自の選曲リストに基づいた楽曲データ提供サービスを受ける
ことができ、簡単に所望の選曲リストに従った楽曲データの再生を楽しむことができる。
【００１０】
　また、この発明による楽曲データ提供システムでは、第２サイト（ＳＭ）から受信した
楽曲データを、音源部（８，９）の駆動、鍵盤（１４）の駆動、或いは、演奏用表示器の
駆動により再生するようにしているので（請求項２）、特に、ＭＩＤＩデータを利用する
電子楽器などの電子音楽装置において、所望の選曲リストに従った楽曲データの再生を楽
しむことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
〔システムの概要〕
　図１は、この発明の一実施例による楽曲データ提供システムの一構成例を示している。
図１（１）はシステム全体の構成を示し、この楽曲データ提供システムは、インターネッ
ト等の広域通信ネットワークＣＮに接続されるＷＥＢクライアント端末ＴＰ、電子音楽装
置ＴＭ、第１ＷＥＢサイトＳＰ及び第２ＷＥＢサイトＳＭから成る。ＷＥＢクライアント
端末ＴＰは、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）で構成され、第１ＷＥＢサイトＳＰから必
要なデータを受信し利用することができる。また、電子音楽装置ＴＭは、電子楽器で構成
され、第２ＷＥＢサイトＳＭから必要なデータを受信し利用することができる。
【００１２】
　第１ＷＥＢサイトＳＰは、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）端末ＴＰからのアクセスに
より、ユーザ毎の選曲リスト（Ｓｅ）を設定するためのサーバコンピュータであり、ＷＥ
Ｂクライアント端末用或いはパーソナルコンピュータ（ＰＣ）用ＷＥＢサイトと呼ばれる
。ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰは、楽曲データベースＤＢａ、ユーザデータベースＤＢｂ、既
存選曲リストデータベースＤＢｃ等から成るデータベースシステムＤＳを管理しており、
ユーザ及び既存選曲リストデータベースＤＢｂ，ＤＢｃは、選曲リスト記憶手段として機
能し、再生すべき楽曲データを順次指示するための選曲リスト（Ｓｅ）を記憶する。
【００１３】
　楽曲データベースＤＢａには多数の楽曲データ（単に「楽曲」ともいう）が蓄積されて
おり、各楽曲データは、楽曲の実体を表わす演奏データ（ＭＩＤＩデータ）やオーディオ
データ（波形データ）等の楽曲データ本体に、楽曲の内容を説明した楽曲情報（Ｍｄ）が
付加されたものである。ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰは、ＰＣ端末ＴＰからのアクセスにより
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、楽曲データベースＤＢａに蓄積されている楽曲データの中からユーザ所望の楽曲データ
を個別に選択し、選択された１乃至複数（ｎ）の楽曲データの楽曲情報（Ｍｄ）が記述さ
れた選曲リスト（Ｓｅ）を作成し、個別選抜選曲リストとしてユーザデータベースＤＢｂ
にユーザ毎に登録しておくことができる。このようにしてユーザにより作成された個別選
抜選曲リストは、「ＭｙＳｅｌｅｃｔｉｏｎ」（マイセレクション）と呼ばれる。
【００１４】
　また、既存選曲リストデータベースＤＢｃには、予め、「ＡＬＬ」（オール）と総称さ
れる多数の既存選曲リスト（例えば、最大既存選曲リスト数＝ 1,000）が蓄積されている
。各既存選曲リストは、楽曲データベースＤＢａに蓄積された楽曲データの楽曲情報（Ｍ
ｄ）を複数の楽曲グループに分けて、各楽曲グループを構成する１乃至複数（ｎ）の楽曲
情報（Ｍｄ）を記述した選曲リスト（Ｓｅ）であり、これらの既存選曲リストは、例えば
、音楽ジャンル毎、アーティスト毎などで検索可能に区分されて保持される。
【００１５】
　ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰは、ＰＣ端末ＴＰからのアクセスによって、ユーザは既存選曲
リスト群（ＡＬＬ）の中から任意の選曲リスト（Ｓｅ）を任意の数（ｍ）だけ選択し、選
択された１乃至複数（ｍ）の選曲リストをグループ別選抜選曲リストとしてユーザデータ
ベースＤＢｂにユーザ毎に登録しておくことができる。登録された各グループ別選曲リス
トは「ＭｙＣｈａｎｎｅｌ」（マイチャンネル）と呼ばれ、ユーザ毎のグループ別選曲リ
スト群は「ＭｙＣｈａｎｎｅｌｓ」（マイチャンネルズ）と総称される。なお、必要に応
じて、例えば、予めＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰ側で編集したお薦め選曲リスト等のその他の
選曲リストを既存選曲リストデータベースＤＢｃに用意しておくこともできる。また、こ
れらの選曲リスト（ MySelection，MyChannels，ＡＬＬ，…）における個々の選曲リスト
は、「チャンネル」と呼ばれる情報単位で取り扱われる。
【００１６】
　第２ＷＥＢサイトＳＭは、ＰＣ端末ＴＰのユーザと同じユーザにより操作される電子楽
器ＴＭからのアクセスに応じて楽曲データを当該電子楽器ＴＭに提供するためのサーバコ
ンピュータであり、電子音楽装置用或いは電子楽器用ＷＥＢサイトと呼ばれる。電子楽器
用ＷＥＢサイトＳＭはデータベースシステムＤＳをＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰと共用し、Ｐ
Ｃ端末ＴＰ及び電子楽器ＴＭで共通するユーザＩＤを用いることにより、同一ユーザに対
して、ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰと電子楽器用ＷＥＢサイトＳＭは連携して動作（連動）す
ることができる。これにより、電子楽器用ＷＥＢサイトＳＭは、電子楽器ＴＭからのアク
セスに応じて、ユーザにより既に作成された個別選抜選曲リスト（ MySelection）や、多
数の既存選曲リスト（ＡＬＬ）の中から選択されたグループ別選曲リスト（MyChannels）
等のユーザ選曲リストに基づいて楽曲データを電子楽器ＴＭに提供することができる。
【００１７】
　図１（２）は、電子楽器（電子音楽装置）のハードウエア構成ブロック図を示す。この
発明の一実施例による楽曲データ提供システムにおける電子音楽装置ＴＭには、音楽情報
処理機能を有する専用機器として電子楽器が用いられる。電子楽器ＴＭは、中央処理装置
（ＣＰＵ）１、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）２、読出専用メモリ（ＲＯＭ）３、外
部記憶装置４、演奏操作検出回路５、設定操作検出回路６、表示回路７、音源回路８、効
果回路９、ＭＩＤＩインターフェース（Ｉ／Ｆ）１０、通信インターフェース（Ｉ／Ｆ）
１１などを備え、これらの要素１～１１はバス１２を介して互いに接続される。
【００１８】
　ＣＰＵ１は、ＲＡＭ２及びＲＯＭ３と共にデータ処理部として機能し、任意の制御プロ
グラムに従い、タイマ１３によるクロックを利用して楽曲データの再生処理を含む種々の
音楽情報処理を実行する。ＲＡＭ２は、これらの処理に際して必要な各種データを一時記
憶するためのワーク領域として用いられ、例えば、再生処理の際には、ＷＥＢサイトＳＭ
を通じて取得された楽曲データを一時的に保持しておくことができる。また、ＲＯＭ３に
は、これらの処理を実行するために必要な各種制御プログラムや制御データ等が予め記憶
され、制御プログラムには、再生処理を実行するための楽曲再生プログラムが含まれる。
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【００１９】
　外部記憶装置４は、ハードディスク（ＨＤ）やフラッシュメモリ等の内蔵記憶媒体の外
に、コンパクトディスク・リード・オンリィ・メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、フレキシブルデ
ィスク（ＦＤ）、光磁気（ＭＯ）ディスク、ディジタル多目的ディスク（ＤＶＤ）、スマ
ートメディア（登録商標）等の小型メモリカード、等々、種々の可搬性の外部記録媒体を
含み、制御プログラム、演奏データ（ＭＩＤＩデータ）やオーディオデータ（波形データ
）を含む任意の楽曲データを任意の外部記憶装置４に記憶しておくことができる。
【００２０】
　演奏操作検出回路５は、鍵盤などの演奏操作子１４と共に演奏操作部を構成し、演奏操
作子１４の演奏操作内容を検出し、これに対応する演奏データをデータ処理部に導入する
。また、鍵盤などの主演奏操作子には、演奏データ（ＭＩＤＩデータ）に基づいて作動す
る自動操作機構が設けられており、演奏データ（ＭＩＤＩデータ）に従って自動操作機構
により主演奏操作子を駆動することができる。また、設定操作検出回路６は、キースイッ
チ等の設定操作子１５と共に設定操作部を構成し、設定操作子１５の設定操作内容を検出
し、これに対応する設定データをデータ処理部に導入する。
【００２１】
　表示回路７は、これに接続される表示装置１６の表示／点灯内容をＣＰＵ１からの指令
に従って制御する。表示装置１６は、演奏操作や演奏データ（ＭＩＤＩデータ）の再生に
利用される演奏用表示要素と、種々の設定操作に利用される設定用表示要素を備える。例
えば、演奏用表示要素には、鍵盤近傍に設けられ演奏データに従って押鍵ガイド等の各種
表示を行う演奏用表示器（図示せず）があり、設定用表示要素には、ＬＣＤ等の文字表示
器（Ｄｐ）や各種確認ランプ（Ｌａ，Ｌｂ，…）がある。設定用表示要素及びその表示制
御部（７）は、設定操作部６，１５と共に、この電子楽器ＴＭにおけるユーザインターフ
ェース（ＵＩ）の入出力部として機能する。
【００２２】
　音源回路８及び効果回路９は、楽音信号生成部（音源部とも呼ばれる）として機能する
。例えば、演奏操作検出回路５から入力された演奏データやＲＡＭ２や外部記憶装置４か
らの演奏データに応じて、音源回路８では楽音データ（波形データ）を発生し、効果回路
９では楽音データから所定の効果が付与された楽音信号を生成する。また、効果回路９は
、ＲＡＭ２や外部記憶装置４からのオーディオデータに従った楽音信号を発生することも
できる。効果回路９に後続するサウンドシステム１７は、Ｄ／Ａ変換部やアンプ、スピー
カを備え、効果回路９からの楽音信号に基づく楽音を発生する。
【００２３】
　ＭＩＤＩＩ／Ｆ１０には、この電子楽器ＴＭと同様にＭＩＤＩ音楽情報処理機能を有す
る外部ＭＩＤＩ機器ＭＤが接続され、ＭＩＤＩＩ／Ｆ１１を通じてこの電子楽器ＴＭと外
部ＭＩＤＩ機器ＭＤとの間でＭＩＤＩデータを授受することができる。通信Ｉ／Ｆ１１に
は、インターネットやローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）などの通信ネットワークＣ
Ｎが接続され、外部のサーバコンピュータＳＶから制御プログラムや楽曲データを取得す
ることができる。サーバコンピュータＳＶには、インターネットＣＮに接続される電子楽
器用ＷＥＢサイトＳＭが含まれ、電子楽器ＴＭでは、電子楽器用ＷＥＢサイトＳＭからイ
ンターネットＣＮを介して配信される楽曲データを利用することができる。
【００２４】
　ＷＥＢクライアント端末ＴＰには、汎用の情報処理装置として機能するパーソナルコン
ピュータが用いられ、電子楽器ＴＭと同一のユーザにより利用される。ＰＣ端末ＴＰは、
図１（２）と同様のハードウエア構成を有するが、音楽情報処理機能、すなわち、演奏操
作部(5,14)、楽音信号生成部 (8,9)、サウンドシステム(17)及びＭＩＤＩＩ／Ｆ(10)につ
いては、装備する必要はない。また、設定操作部(6,15)及び表示部(7,16)については、電
子楽器ＴＭに比べて十分なＵＩ機能を有しており、通信Ｉ／Ｆ(11)及びインターネットＣ
Ｎを介してＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰと交信してユーザ選曲リスト（MySelection,MyChanne
ls）を編集することができる。また、出力装置としてプリンタを設け、ユーザ選曲リスト
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等の楽曲情報をプリントアウトさせることができる。
【００２５】
　ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰ、電子楽器用ＷＥＢサイトＳＭ及びデータベースシステムＤＳ
は、それぞれ、ＰＣ端末ＴＰと同様のハードウエア構成を有する。データベースシステム
ＤＳは、各サイトＳＰ，ＳＭとＬＡＮなどの通信ネットワークで接続され、上述した楽曲
データベースＤＢａ、ユーザデータベースＤＢｂ、既存選曲リストデータベースＤＢｃ等
が外部記憶装置に構築される。
【００２６】
　ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰは、選曲リスト設定画面データ（以下、選曲画面データという
）及び選曲リスト選択画面データを外部記憶装置に記憶している。ここで、選曲画面デー
タは、楽曲データベースＤＢａに記憶されている多数の楽曲に関する楽曲情報（Ｍｄ）か
ら抽出された必要な項目情報をクライアント端末に表示させるためのデータであり、検索
条件入力機能を有している。ＰＣ端末ＴＰでは、選曲画面データに基づいて、予め用意さ
れた楽曲或いはＷＥＢサイトＳＰで検索条件に従って検索された楽曲の項目情報が楽曲別
にリスト形式で表示され、ユーザ操作により任意の楽曲を選択的に指定することができる
。また、選曲リスト選択画面データは、既存選曲リストデータベースＤＢｃに記憶されて
いる多数の既存選曲リスト（ＡＬＬ）に基づいて作成され、ＰＣ端末ＴＰでは、選曲リス
ト選択画面データに基づいて、既存選曲リスト群（ＡＬＬ）を構成する各選曲リスト（Ｓ
ｅ）のヘッダ情報から抽出された必要な項目情報が夫々の選曲リスト別にリスト形式で表
示され、ユーザ操作により任意の選曲リスト（Ｓｅ）を選択的に指定することができる。
【００２７】
　電子楽器用ＷＥＢサイトＳＭは、ユーザデータベースＤＢｂや既存選曲リストデータベ
ースＤＢｃ等に記憶されたユーザ選曲リスト（MySelection,MyChannels）や既存選曲リス
ト（ＡＬＬ）に基づいて作成されたチャンネルリスト（Ｃｈ）を外部記憶装置に記憶して
いる。チャンネルリスト（Ｃｈ）はユーザ毎に配信可能であり、各チャンネルデータは、
これらの選曲リスト（ MySelection，MyChannels，ＡＬＬ，…）を構成する個々の選曲リ
スト（Ｓｅ）に対応する楽曲群を表わす。
【００２８】
〔楽曲データの提供動作と電子楽器のＵＩ〕
　この発明の一実施例による楽曲データ提供システムでは、ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰは、
ＰＣ端末ＴＰからのアクセスにより、データベースシステムＤＳの楽曲データベースＤＢ
ａに記憶されている多数の楽曲の中から当該ＰＣ端末ＴＰのユーザにより検索・選択され
た１乃至複数の楽曲に関する個別選抜選曲リスト（ MySelection）をユーザ毎に作成・設
定し、データベースシステムＤＳの既存選曲リストデータベースＤＢｃに保持されている
多数の既存選曲リスト（ＡＬＬ）の中から当該ＰＣ端末ユーザにより選択された１乃至複
数のグループ選抜選曲リスト（MyChannels）をユーザ毎に作成・設定し、それぞれ、デー
タベースシステムＤＳのユーザデータベースＤＢｂに登録する。
【００２９】
　これに対して、電子楽器用ＷＥＢサイトＳＭは、電子楽器ＴＭからのアクセスに応じて
、ユーザデータベースＤＢｂに登録された当該電子楽器ユーザ（＝ＰＣ端末ユーザ）の個
別選抜選曲リスト（ MySelection）及びグループ選抜選曲リスト（MyChannels）と、既存
選曲リストデータベースＤＢｃに予め保持されている既存選曲リスト（ＡＬＬ）とから成
るチャンネルリストを送信し、電子楽器ＴＭ側でのチャンネルリストに対する簡単なユー
ザ操作に応答して、チャンネルリストの中からユーザ所望の選曲リストを選択し、選択さ
れた選曲リストに基づく楽曲データを電子楽器ＴＭに対してストリーミング配信する。図
２は、この発明の一実施例による楽曲データ提供システムで用いられる楽曲情報、選曲リ
スト及びチャンネルリストの一例を表わす。
【００３０】
　まず、ＰＣ端末ＴＰからＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰにアクセスして「個別選抜」を要求す
ると、ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰは選曲画面データをＰＣ端末ＴＰへと送信する。楽曲デー
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タベースＤＢａには、各楽曲データと共に楽曲情報Ｍｄが記憶されており、楽曲情報Ｍｄ
は、一般的に、図２（１）に示すように、曲名、アーティスト名、作曲者名、作詞者名、
楽曲ＩＤ、…等々の項目情報で構成される。選曲画面データは、楽曲情報Ｍｄから抽出さ
れた必要な項目情報に基づいて作成され、選曲画面データの各楽曲の項目情報には、例え
ば、曲名、アーティスト名、作曲者名及び作詞者名などが含まれる。
【００３１】
　ＰＣ端末ＴＰは、ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰから受信した選曲画面データに基づいて選曲
画面を表示装置に表示し、ユーザによる選曲画面上での楽曲選択操作に従って、所望の楽
曲を順次選択的に指定する楽曲指定情報を生成する。楽曲の指定内容を確定する操作があ
り更に登録要求操作があると、ＰＣ端末ＴＰはＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰに楽曲指定情報を
送信し「 MySelection登録」を要求する。この要求に応じて、ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰは
、楽曲指定情報で指定された楽曲の楽曲情報Ｍｄから成り、楽曲指定情報で指定された順
に当該各楽曲を再生させるための個別選抜選曲リスト（ MySelection）を、設定（作成）
してユーザデータベースＤＢｂに登録する。
【００３２】
　個別選抜選曲リスト（ MySelection）を含む選曲リストＳｅは、再生すべき１乃至複数
（＝ｎ）の楽曲を特定するために用いられる番組データであり、一般的に、図２（２）に
示すように、ヘッダ情報と再生すべき楽曲に関する楽曲情報とにより構成される。ヘッダ
情報には、選曲リスト番号（ＩＤ）や、選曲リスト名、楽曲取得用ＵＲＬなどが含まれ、
これに続いて、再生すべき「楽曲１」～「楽曲ｎ」の楽曲情報：「楽曲１情報」～「楽曲
ｎ情報」が楽曲再生順に配列される。個別選抜選曲リスト（ MySelection）の場合には、
例えば、ヘッダ情報の選曲リスト番号（ＩＤ）に「Ｓ００」を与え、選曲リスト名に、ユ
ーザにより個別の楽曲が選抜された選曲リストであることを表わす「 MySelection」（或
いは、「 UserSelection」）を与えることができ、図示楽曲情報中の「楽曲１」～「楽曲
ｎ」はＰＣ端末ＴＰからの楽曲指定情報で指定された楽曲を示すことになる。
【００３３】
　次に、ＰＣ端末ＴＰからＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰにアクセスして「グループ選抜」を要
求すると、ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰは選曲リスト選択画面データをＰＣ端末ＴＰへと送信
する。既存選曲リストデータベースＤＢｃの既存選曲リスト群（ＡＬＬ）を構成する各選
曲リストＳｅも、図２（２）のとおりの構造を有し、例えば、ヘッダ情報の選曲リスト番
号（ＩＤ）については記号「０００」～「９９９」が与えられ、選曲リスト名については
、ジャンルやアーティスト等の区分名を冠したチャンネル番号が与えられる。選曲リスト
選択画面データは、このような既存選曲リストＳｅのヘッダ情報から抽出された必要な項
目情報に基づいて作成され、選曲リスト選択画面データの各選曲リストの項目情報には、
例えば、選曲リスト番号（ＩＤ）、選曲リスト名などが含まれる。なお、既存選曲リスト
Ｓｅ中の各楽曲情報も図２（１）のとおりの構造を有する。
【００３４】
　ＰＣ端末ＴＰは、ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰから受信した選曲リスト選択画面データに基
づいて選曲リスト選択画面を表示装置に表示し、ユーザによる選曲リスト選択画面上での
選曲リスト選択操作に従って、所望の選曲リストＳｅを順次選択的に指定する選曲リスト
指定情報を生成する。選曲リストの指定内容を確定する操作があり更に登録要求操作があ
ると、ＰＣ端末ＴＰはＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰに選曲リスト指定情報を送信し「MyChanne
ls登録」を要求する。この要求に応じて、ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰは、選曲リスト指定情
報で指定された選曲リストＳｅで構成されるグループ選抜選曲リスト（MyChannels）を設
定（作成）しユーザデータベースＤＢｂに登録する。この場合、登録される各グループ選
抜選曲リストＳｅのヘッダ情報の選曲リスト番号（ＩＤ）及び選曲リスト名が特定可能な
情報に変更され、例えば、当該選曲リストＳｅの指定順に対応して、選曲リスト番号（Ｉ
Ｄ）には記号「Ｃ００」～「Ｃ９９」を与え、選曲リスト名には、ユーザにより楽曲グル
ープで選抜された選曲リストであることを表わす「 MyChannel」（或いは、「 UserChann
el」）を冠したチャンネル番号を与えることができる。
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【００３５】
　電子楽器用ＷＥＢサイトＳＭは、定期的に或いは電子楽器ＴＭからのアクセス毎に、デ
ータベースシステムＤＳにアクセスし、既存選曲リストデータベースＤＢｃに記憶されて
いる多数の既存選曲リスト（ＡＬＬ）及びユーザデータベースＤＢｂに登録されているユ
ーザ選曲リスト〔MySelection,MyChannel(s)〕に基づいてユーザ毎のチャンネルリストＣ
ｈを自動生成し外部記憶装置４に記憶する。電子楽器ＴＭから電子楽器用ＷＥＢサイトＳ
Ｍにアクセスすると、電子楽器用ＷＥＢサイトＳＭは、まず、当該電子楽器ユーザに配信
可能な楽曲群をリストアップしたチャンネルリストＣｈを電子楽器ＴＭへと配信する。チ
ャンネルリストＣｈの各チャンネルデータは１つの選曲リストＳｅで構成される。
【００３６】
　上述したように個別選抜選曲リスト（ MySelection）乃至グループ選抜選曲リスト（My
Channels）が既に登録されている場合、例えば、図２（３）に示すようなチャンネルリス
トＣｈが電子楽器ＴＭに配信される。図２（３）の例では、チャンネルリストＣｈは、個
別選抜選曲リスト： MySelection、グループ選抜選曲リスト群（MyChannels）に含まれる
複数＝ｍのグループ選抜選曲リスト： MyChannel 1～ MyChannel m、及び、既存選曲リス
ト群（ＡＬＬ）に含まれる多数の既存選曲リスト：JAZZ Channel 1，JAZZ Channel 2，…
， CLASSIC Channel 1， CLASSIC Channel 2，…で構成される。
【００３７】
　電子楽器ＴＭでは、ユーザによる簡単なチャンネル選択操作によって、配信されたチャ
ンネルリストＣｈの中から所望の選曲リスト（チャンネル）を選択することができる。図
３は、この発明の一実施例による電子楽器（電子音楽装置）のユーザインターフェース（
ＵＩ）の一例を示す。電子楽器ＴＭの操作パネルには、設定操作子１５として、「MySele
ct」（マイセレクト）ボタンＢＡ、「ＭｙＣＨ」（マイチャンネル）ボタンＢＢ、「ＡＬ
Ｌ」（オール）ボタンＢＣ、アップボタンＢＵ、ダウンボタンＢＤ、「ＯＫ」（確定／要
求）ボタン等が設けられる。また、表示装置１６の表示要素としては、ボタンＢＡ，ＢＢ
，ＢＣに対応する位置に「MySelect」（マイセレクト）ランプＬＡ、「ＭｙＣＨ」（マイ
チャンネル）ランプＬＢ及び「ＡＬＬ」（オール）ランプＬＣが設けられ、アップ及びダ
ウンボタンＢＵ，ＢＤの近傍には設定用の表示器ＤＰが設けられる。表示器ＤＰは、チャ
ンネルリストＣｈの各チャンネルの案内情報〔例えば、選曲リストＳｅ中の選曲リスト番
号（ＩＤ）や選曲リスト名〕を表示することができ、図示の例では、３桁の７セグメント
式文字表示器であり、選曲リスト番号（ＩＤ）を表示することができる。
【００３８】
　電子楽器ＴＭは、チャンネルリストＣｈを受信すると、チャンネルリストＣｈの受信を
表わす文字「ＬＳＴ」を文字表示器ＤＰに表示する。以下、受信したチャンネルリストＣ
ｈが、例えば、図２（３）に示されるように、チャンネル群：「 MySelection」、「MyCh
annels」及び「ＡＬＬ」から成る場合について説明すると、ユーザにより「MySelect」ボ
タンＢＡが押圧操作されると、チャンネルリストＣｈから「 MySelection」チャンネルを
選択すると共に「MySelect」ランプＬＡを点灯する。そして、「ＯＫ」ボタンＢＫが押圧
操作されると、このチャンネルに対応する個別選抜選曲リスト（ MySelection）を、電子
楽器用ＷＥＢサイトＳＭに配信要求べき選曲リストに指定する。なお、「 MySelection」
チャンネルが選択された際、このチャンネルの案内情報である選曲リスト番号（ＩＤ）＝
「Ｓ００」を文字表示器ＤＰに表示するようにしてもよい。
【００３９】
　一方、「ＭｙＣＨ」ボタンが押されたときは、チャンネルリストＣｈからチャンネル群
：「MyChannels」の内の最初のチャンネル：「 MyChannel 1」を選択すると共に、「MySe
lect」ランプＬＢを点灯し、当該群内の最初のチャンネルの案内情報である選曲リスト番
号（ＩＤ）＝「Ｃ００」を文字表示器ＤＰに表示する。ここで、表示器ＤＰに表示された
選曲リスト番号（ＩＤ）が所望のグループ選抜選曲リストを表わすチャンネルでないとき
は、アップ又はダウンボタンＢＵ，ＢＤのユーザ操作によりチャンネル群：「MyChannels
」内でチャンネル選択を変更することができ、これに応じて、文字表示器ＤＰの表示内容
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も変更される。そして、所望の選曲リスト番号（ＩＤ）が表示されたときに「ＯＫ」ボタ
ンＢＫが押されると、この選曲リスト番号（ＩＤ）のチャンネルに対応するグループ選抜
選曲リスト群（MyChannels）内の選曲リストを、要求すべき選曲リストに指定する。
【００４０】
　なお、前回アクセス時或いは今回アクセス時に既に或るグループ選抜選曲リストが指定
されていた場合は、最後に指定したグループ選抜選曲リストの選曲リスト番号（ＩＤ）を
履歴情報として記憶しておき、新たに「ＭｙＣＨ」ボタンが押された際に、履歴情報が示
す選曲リスト番号（ＩＤ）のチャンネルを選択すると共に、その選曲リスト番号（ＩＤ）
を表示するように設定してもよい。
【００４１】
　また、「ＡＬＬ」ボタンが押されると、チャンネルリストＣｈから「ＡＬＬ」チャンネ
ル群の内の最初のチャンネル：「JAZZ Channel 1」を選択すると共に、「ＡＬＬ」ランプ
ＬＣを点灯し、当該群内の最初のチャンネルの案内情報である選曲リスト番号（ＩＤ）＝
「０００」を文字表示器ＤＰに表示する。ここで、表示器ＤＰに表示された選曲リスト番
号（ＩＤ）が所望の既存選曲リストを表わすチャンネルでないときは、アップ又はダウン
ボタンＢＵ，ＢＤのユーザ操作により「ＡＬＬ」チャンネル群内でチャンネル選択を変更
することができ、これに応じて、文字表示器ＤＰの表示内容も変更される。そして、所望
の選曲リスト番号（ＩＤ）が表示されたときに「ＯＫ」ボタンＢＫが押されると、この選
曲リスト番号（ＩＤ）のチャンネルに対応する既存選曲リスト群（ＡＬＬ）内の選曲リス
トを、配信要求すべき選曲リストに指定する。
【００４２】
　なお、前回アクセス時或いは今回アクセス時に既に或る既存選曲リストが指定されてい
た場合は、最後に指定した既存選曲リストの選曲リスト番号（ＩＤ）を履歴情報として記
憶しておき、新たに「ＡＬＬ」ボタンが押された際に、履歴情報が示す選曲リスト番号（
ＩＤ）のチャンネルを選択すると共に、その選曲リスト番号（ＩＤ）を表示するように設
定してもよい。
【００４３】
　電子楽器ＴＭは、このようにして、チャンネルリストＣｈの中から選択されたチャンネ
ルに対応する個別選抜選曲リスト（ MySelection）、グループ選抜選曲リスト群（MyChan
nels）内の選曲リスト或いは既存選曲リスト群（ＡＬＬ）内の選曲リストを指定すると、
指定された選曲リストの配信を電子楽器用ＷＥＢサイトＳＭに要求する。電子楽器用ＷＥ
ＢサイトＳＭは、これに応じて、指定された選曲リストを電子楽器ＴＭへと配信する。そ
して、電子楽器ＴＭは、配信された選曲リストに基づく楽曲データの配信を電子楽器用Ｗ
ＥＢサイトＴＭに要求し、電子楽器用ＷＥＢサイトＳＭは、この要求を受けて当該選曲リ
ストにより特定される楽曲データを電子楽器ＴＭに配信する。
【００４４】
　なお、述した電子楽器ＴＭのＵＩ例では、設定用表示器ＤＰに最も簡単な３桁の文字表
示器を用いて選曲リスト番号（ＩＤ）を表示するようにしたが、表示サイズ及び機能（例
えば桁数やセグメント数）の許す範囲で、より詳細な案内情報を表示することができるよ
うに構成することが好ましい。例えば、８桁の文字表示器の場合には、選曲リスト番号（
ＩＤ）と選曲リスト名の略称（例：ＵＳＥＬＥ；ＵＣＨ００，ＵＣＨ０１，…；ＪＡＺ０
０，ＪＡＺ０１，…；ＣＬＳ００，ＣＬＳ０１，…）を表示するようにしてもよい。
【００４５】
　以上説明したように、この楽曲データ提供システムにおける楽曲の個別選択に基づく選
曲リスト設定（ MySelection）上の特徴によると、ＰＣ用及び電子楽器用サイトＳＰ，Ｓ
Ｍから成る楽曲データ提供サイトに対して、ＰＣ端末ＴＰ及び電子楽器ＴＭは通信ネット
ワークＣＮを介してＰＣ用及び電子楽器用ＷＥＢサイトＳＰ，ＳＭと夫々通信可能であり
、楽曲データベースＤＢａには、多数の楽曲データが蓄積されている。まず、ＰＣ端末Ｔ
Ｐは、ＰＣ用サイトＳＰにアクセスして、ユーザ所望の楽曲を順次指示するための選曲リ
ストを設定し、設定された選曲リスト（ MySelection）を楽曲再生用番組としてユーザデ
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ータベースＤＢｂに記憶させておく。そして、電子楽器ＴＭは、電子楽器用サイトＳＭに
アクセスし、ユーザデータベースＤＢｂから読み出した選曲リスト（ MySelection）に従
って電子楽器用サイトＳＭから順次提供される楽曲データを再生する。
【００４６】
　また、この楽曲データ提供システムにおける選曲リスト（楽曲グループ）の選択による
選曲リスト設定（MyChannels）上の特徴によると、ＰＣ用及び電子楽器用サイトＳＰ，Ｓ
Ｍから成る楽曲データ提供サイトに対して、ＰＣ端末ＴＰ及び電子楽器ＴＭは通信ネット
ワークＣＮを介して各サイトＳＰ，ＳＭと夫々通信可能である。楽曲データベースＤＢａ
には多数の楽曲データが蓄積され、既存選曲リストデータベースＤＢｃには、再生すべき
楽曲を順次指示するための既存選曲リスト（ＡＬＬ）が楽曲再生用番組として多数用意さ
れている。まず、ＰＣ端末ＴＰは、ＰＣ用サイトＳＰにアクセスして、既存選曲リスト（
ＡＬＬ）からユーザ所望の選曲リスト〔MyChannel(s)〕を選択し、ユーザデータベースＤ
Ｂｂに記憶させておく。そして、電子楽器ＴＭは、電子楽器用サイトＳＭにアクセスし、
ユーザデータベースＤＢｂから読み出した選曲リスト（MyChannels）に従って電子楽器用
サイトＳＭから順次提供される楽曲データを再生する。
【００４７】
〔登録処理フロー例〕
　図４は、この発明の一実施例による登録処理例を表わすフローチャートであり、図４（
１）は、ユーザ操作により任意の楽曲を選択して個別選抜選曲リストを設定する「ＭｙＳ
ｅｌｅｃｔｉｏｎ（個別選抜選曲リスト）登録処理」のフローチャートを示し、図４（２
）は、ユーザ操作により任意の選曲リスト（楽曲グループ）を選択してグループ選抜選曲
リストを設定する「ＭｙＣｈａｎｎｅｌｓ（グループ選抜選曲リスト）登録処理」のフロ
ーチャートを示す。
【００４８】
　 MySelection登録処理の際には、図４（１）の処理フローにおいて、まず、パーソナル
コンピュータ（ＰＣ）端末ＴＰは、ユーザ操作により、ユーザＩＤ及びパスワードをＰＣ
用ＷＥＢサイトＳＰに送信してアクセスし「個別選抜」を要求する（ステップＴｐ１）。
ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰは、受信したユーザＩＤ及びパスワードと事前に登録しておいた
ユーザＩＤ及びパスワードとの照合に基づいて当該ＰＣ端末ＴＰのユーザが正当なクライ
アントユーザであると認証し、「個別選抜」の要求を確認すると（ステップＳｐ１）、選
曲画面データをＰＣ端末ＴＰに送信する（Ｓｐ２）。
【００４９】
　ＰＣ端末ＴＰは、受信した選曲画面データに基づいて、予め定められた楽曲について楽
曲別に項目情報が展開された初期選曲画面を表示し、ユーザに選曲画面に対する操作を促
す（Ｔｐ２）。選曲画面は検索条件指定ウインドウを備えており、ユーザ操作により、検
索条件（例えば、ジャンル、アーティスト等）を指定して検索条件に合う楽曲の検索をＰ
Ｃ用ＷＥＢサイトＳＰに指示し、ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰで検索された楽曲で選曲画面を
更新することができる。そこで、ＰＣ端末ＴＰは、ユーザ操作に応じて、指定された検索
条件に合う楽曲の検索をＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰに指示したり、初期選曲画面或いは更新
された選曲画面から所望の楽曲を順次個別選抜の楽曲に指定して当該楽曲の選択をＰＣ用
ＷＥＢサイトＳＰに指示する（Ｔｐ３）。ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰは、これに対して、楽
曲検索を行い検索結果を返信したり、指示された選曲内容を受け付ける（Ｓｐ３）。
【００５０】
　このような交信を繰り返し（Ｔｐ３，Ｓｐ３）、全ての楽曲の指定（再生順の指定を含
む）を終えてユーザによる確定及び登録要求操作があると、ＰＣ端末ＴＰは、楽曲の指定
内容を確定する楽曲指定情報を生成し、ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰに楽曲指定情報を送って
「 MySelection登録」を要求し（Ｔｐ４）、今回のアクセスを終了する。また、ＰＣ用Ｗ
ＥＢサイトＳＰは、この要求を受けて、確定した指定内容で個別選抜選曲リスト（ MySel
ection）を生成しユーザデータベースＤＢｂに保存する（Ｓｐ４）。そして、今回のＰＣ
端末ＴＰに対する応答を終了し新たなアクセスを待機する。
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【００５１】
　MyChannels登録処理の際には、図４（２）の処理フローにおいて、まず、ＰＣ端末ＴＰ
は、ユーザ操作により、ユーザＩＤ及びパスワードをＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰに送信して
アクセスし「グループ選抜」を要求する（ステップＴｐ５）。ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰは
、受信したユーザＩＤ及びパスワードと事前に登録しておいたユーザＩＤ及びパスワード
との照合に基づいて当該ＰＣ端末ＴＰのユーザが正当なクライアントユーザであると認証
し、「グループ選抜」の要求を確認すると（ステップＳｐ５）、選曲リスト選択画面デー
タをＰＣ端末ＴＰに送信する（Ｓｐ６）。
【００５２】
　ＰＣ端末ＴＰは、受信した選曲リスト選択画面データに基づいて、選曲リスト別に項目
情報を展開した選曲リスト選択画面を表示してユーザに選曲リスト選択画面に対する操作
を促す（Ｔｐ６）。ユーザ操作に従って、選曲リスト選択画面から所望の選曲リストを順
次グループ選抜選曲リストに指定して当該選曲リストの選択をＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰに
指示する（Ｔｐ７）。これに対して、ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰは、選択指示された選曲リ
ストをグループ個別選抜選曲リストとして受け付ける（Ｓｐ７）。
【００５３】
　このような交信を繰り返し（Ｔｐ７，Ｓｐ７）、全ての選曲リストの指定を終えてユー
ザによる確定及び登録要求操作があると、ＰＣ端末ＴＰは、選曲リストの指定内容を確定
する選曲リスト指定情報を生成し、ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰに選曲リスト指定情報を送っ
て「MyChannels登録」を要求し（Ｔｐ８）、今回のアクセスを終了する。また、ＰＣ用Ｗ
ＥＢサイトＳＰは、この要求を受けて、確定した指定内容でグループ選抜選曲リスト（群
）〔MyChannel(s)〕を生成しユーザデータベースＤＢｂに保存し（Ｓｐ８）、今回のＰＣ
端末ＴＰに対する応答を終了し新たなアクセスを待機する。
【００５４】
〔再生処理フロー例〕
　電子楽器ＴＭにおいては、登録処理によりユーザデータベースＤＢｂに登録された選曲
リスト〔MySelection,MyChannel(s)〕或いは既存選曲リストデータベースＤＢｃに用意さ
れている選曲リスト（ＡＬＬ）を利用して所望の楽曲データを再生することができる。図
５は、この発明の一実施例による再生処理の一例を表わすフローチャートである。
【００５５】
　再生処理の際には、まず、電子楽器ＴＭは、ユーザ操作により、ユーザＩＤ及びパスワ
ードを電子楽器用ＷＥＢサイトＳＭに送信してアクセスする（ステップＴｍ１）。なお、
ここで送信するユーザＩＤ及びパスワードは、ＰＣ端末ＴＰが送信したものと同じもので
ある。電子楽器用ＷＥＢサイトＳＭは、受信したユーザＩＤ及びパスワードと事前に登録
しておいたユーザＩＤ及びパスワードとの照合に基づいて、当該電子楽器ＴＭのユーザが
ＰＣ端末ＴＰと同一の正当なクライアントユーザであると認証すると（ステップＳｍ１）
、チャンネルリストＣｈを電子楽器ＴＭに送信する（Ｓｍ２）。
【００５６】
　電子楽器ＴＭは、受信したチャンネルリストＣｈをＲＡＭ２に保持すると共に、チャン
ネルリストＣｈが受信されたことを示す「ＣｈＬ」を表示器ＤＰに表示し、選曲リスト（
チャンネル）指定操作を待機する。なお、初めて電子楽器用ＷＥＢサイトＳＭにアクセス
した際は、ＲＡＭ２のグループ選抜及び既存選曲リスト番号記憶レジスタに、夫々の初期
値（例えば、選曲リスト番号「Ｃ００」或いは「０００」）をセットしておき、２回目以
降の場合は、外部記憶装置４の選曲リスト番号記憶領域に保存しておいた夫々の選曲リス
ト番号をロードしておく。そして、ユーザによる指定操作があると、操作に応じて何れか
の選曲リスト（チャンネル）を再生対象に指定する（Ｔｍ２）。
【００５７】
　例えば、ボタンＢＡ，ＢＫが順次操作されると、ランプＬＡを点灯して個別選抜選曲リ
スト（ MySelection）を指定する。ボタンＢＢ；ＢＵ，ＢＤ；ＢＫが順次操作されると、
ランプＬＢを点灯してグループ選抜選曲リスト群（MyChannels）からのリスト選択である
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ことをユーザに知らせ、ボタンＢＵ，ＢＤの操作に応じたグループ選抜の選曲リスト番号
「Ｃ××」を表示器ＤＰに表示して当該選曲リスト番号に対応するグループ選抜選曲リス
トを指定する。また、ボタンＢＣ；ＢＵ，ＢＤ；ＢＫが順次操作されると、ランプＬＣを
点灯して既存選曲リスト群（ＡＬＬ）からのリスト選択であることをユーザに知らせ、ボ
タンＢＵ，ＢＤの操作に応じた既存の選曲リスト番号「×××」を表示器ＤＰに表示して
この選曲リスト番号に対応する既存選曲リストを指定する。ここで、グループ選抜選曲リ
ストを指定した場合或いは既存選曲リストを指定した場合には、ＲＡＭ２のグループ選抜
或いは既存選曲リスト番号記憶レジスタの内容を、選曲リスト番号「Ｃ××」或いは「×
××」で更新する。そして、更にボタンＢＫが操作されると、指定された選曲リストの配
信を電子楽器用ＷＥＢサイトＳＭに要求する（Ｔｍ３）。
【００５８】
　電子楽器用ＷＥＢサイトＳＭは、この要求に応じて、要求された選曲リストをデータベ
ースシステムＤＳから取得し電子楽器ＴＭに配信する（Ｓｍ３）。つまり、ユーザデータ
ベースＤＢｂを参照して個別選抜選曲リスト（ MySelection）又はグループ選抜選曲リス
ト群（MyChannels）の対応する選曲リストを配信するか、或いは、既存選曲リストデータ
ベースＤＢｂを参照して既存選曲リスト群（ＡＬＬ）の対応する選曲リストを配信する。
電子楽器ＴＭは、配信されてきた選曲リストをＲＡＭ２に保持し、この選曲リストに含ま
れる楽曲情報を先頭から順に読み出し、選曲リストのヘッダ情報にある楽曲取得用ＵＲＬ
に従って、まず、先頭の楽曲情報が指示する楽曲データの配信を電子楽器用ＷＥＢサイト
ＳＭに要求する（Ｔｍ４）。ＷＥＢサイトＳＭは、これに応答して、要求された楽曲デー
タを楽曲データベースＤＢａから読み出して電子楽器ＴＭに配信する（Ｓｍ４）。
【００５９】
　電子楽器ＴＭは、配信されてきた楽曲データをＲＡＭ２に保持して当該楽曲データを再
生する（Ｔｍ５）。この楽曲データが演奏データ（ＭＩＤＩデータ）の場合、その再生に
は、音源部（８、９）の駆動、自動操作機構による鍵盤（１４）の駆動及び演奏表示器（
１５）の駆動の何れか１又は複数を利用することができる。なお、これらの駆動について
は、１つの電子楽器（電子音楽装置）ＴＭ内に複数の駆動部を含むものでもよいし、１つ
のみでもよい。また、複数の駆動部を有する場合、何れの駆動部を有効とするかをユーザ
が設定できるようにするとよい。例えば、音源部を有効とする設定がなされた場合、ＲＡ
Ｍ２に保持された楽曲データを音源部（楽音信号生成部）８，９に供給してサウンドシス
テム１７から放音する。
【００６０】
　楽曲データの再生が始まると、当該楽曲データの再生が終了したか否かを調べ（Ｔｍ６
）、再生が終了しない間は（Ｔｍ６＝ＮＯ）当該楽曲データの再生を持続し、再生が終了
すると（Ｔｍ６＝ＹＥＳ）、選曲リストからの音楽情報の読出しが最後の音楽情報まで達
していたかを調べる（Ｔｍ７）。ここで、選曲リストの最後まで達していないときは（Ｔ
ｍ７＝ＮＯ）、楽曲データ配信要求ステップ（Ｔｍ４）に戻る。
【００６１】
　楽曲データ配信要求ステップ（Ｔｍ４）では、楽曲取得用ＵＲＬに従って次の楽曲情報
が指示する楽曲データの配信をＷＥＢサイトＳＭに要求し、次の楽曲データの配信（Ｓｍ
４）を受けて次の楽曲データの再生を行い（Ｔｍ５，Ｔｍ６）、選曲リストの終りまで達
したかを調べる（Ｔｍ７）。選曲リストの最後まで達していない間は（Ｔｍ７＝ＮＯ）こ
のような動作（Ｔｍ４～Ｔｍ７）を繰り返し、選曲リストに含まれる全楽曲情報が指示す
る全ての楽曲データの再生が終了すると（Ｔｍ７＝ＹＥＳ）、再生終了ボタン（図示せず
）の操作による再生処理終了の指示があったか否かを調べる（Ｔｍ８）。
【００６２】
　ここで、再生処理終了の指示がないときは（Ｔｍ８＝ＮＯ）、選曲リスト指定ステップ
（Ｔｍ２）に戻り、チャンネルリストＣｈから選曲リストを新たに指定し、新たな選曲リ
ストの配信（Ｓｍ３）を受けてその楽曲データを順次再生して行き（Ｔｍ２～Ｔｍ７）、
再生処理終了の指示を調べる（Ｔｍ８）。再生処理終了の指示がない間は（Ｔｍ８＝ＮＯ
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）このような動作（Ｔｍ２～Ｔｍ８）を繰り返し、再生処理終了の指示があると（Ｔｍ８
＝ＹＥＳ）、ＲＡＭ２の選曲リスト番号記憶レジスタの記憶内容を外部記憶装置４の選曲
リスト番号記憶領域に保存し、再生処理の終了を電子楽器用ＷＥＢサイトＳＭに通知した
上、この再生処理を終了する。また、ＷＥＢサイトＳＭは、この通知を受けて新たなアク
セスの待機状態に戻る。
【００６３】
〔システム全体の他の構成例〕
　データベースシステムＤＳは、ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰと電子楽器用ＷＥＢサイトＳＭ
とで共用するものに限らず、どちらか一方のＷＥＢサイトのみに属し、互いのＷＥＢサイ
トで連携をするような構成としてもよい。例えば、図６に示すように、データベースシス
テムＤＳは電子楽器用ＷＥＢサイトＳＭに属し、ユーザ選曲リスト（MySelection,MyChan
nels）を作成する際、ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰが電子楽器用ＷＥＢサイトＳＭに問い合わ
せて必要な情報を取得してもよい。また、データベースシステムＤＳの各データベースＤ
Ｂａ～ＤＢｃのうち、全てのデータベースＤＢａ～ＤＢｃがＷＥＢサイトの一方に属する
ものに限らず、ＰＣ用ＷＥＢサイトＳＰと電子楽器用ＷＥＢサイトＳＭとに分かれて属し
てもよい。
【００６４】
〔種々の実施態様〕
　以上、図面を参照しつつ、この発明の好適な実施の形態について詳述したが、これは単
なる一例であって、この発明の精神を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば
個人用に作成されたユーザ選曲リスト（MySelection,MyChannels）は、他のユーザと共用
可能にしてもよい。例えば、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）の一部にユ
ーザ選曲リスト（MySelection,MyChannels）のサービスがあり、ＳＮＳにおいてユーザと
友達関係に設定されている他のユーザが作成したユーザ選曲リスト（MySelection,MyChan
nels）を利用可能としてもよい。
【００６５】
　電子音楽装置ＴＭにおいてユーザＩＤとパスワードを入力し設定する方法としては、装
置本体上に設けられた表示器と操作子を駆使して入力・設定する方法でもよいが、表示能
力や操作子数の制約などから、これらの入力・設定は比較的困難である。そこで、ＰＣな
どの外部装置で入力・設定した情報を、着脱可能記憶媒体経由或いは通信ＩＦ経由で電子
音楽装置ＴＭに送り込むのがよい。
【００６６】
　電子音楽装置ＴＭに提供される楽曲データは、ＭＩＤＩデータ、楽譜データ、オーディ
オデータ、音楽ビデオデータ、これらの複合データなど、音楽データを含むデータであれ
ば、どのような種類のデータであってもよい。
【００６７】
　楽曲データの提供（配信）については、ストリーミング形式（本来のストリーミングで
もよいし、一旦ファイル全体をダウンロードして再生後、ファイルを削除するような擬似
ストリーミングでもよい）でもよいし、外部記憶装置４に保存可能なダウンロード形式で
もよい。また、提供サービスを有料としてもよいし、無料としてもよい。有料の場合、配
信される楽曲ごとの課金でもよいし、月単位などの固定料金課金でもよい。無料の場合は
、個別選抜選曲リスト（ MySelection）の選曲可能曲数に上限を設け、有料の場合には、
その上限を撤廃（或いは有限ではあるが上限より十分に大きい数）としてもよい。
【００６８】
　電子音楽装置ＴＭは、電子楽器以外の機器でもよい。例えば、音楽再生機能と通信機能
を備えた携帯電話等の携帯通信端末、ゲーム機器、カラオケ装置、オーディオ機器などの
機器でもよい。また、ＷＥＢクライアント端末については、ＰＣ以外の同様の機能を有す
る機器を用いることができ、例えば、比較的大きな表示器と多彩な操作子、通信機能を備
えたＰＤＡ、携帯通信端末、ゲーム機器などの機器を用いることができる。
【００６９】
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　第１ＷＥＢサイトＳＰと第２ＷＥＢサイトＳＭは、実施例のように別のコンピュータで
構成されていてもよいし、同一コンピュータ内において個別の処理プログラムによって構
成されていてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】この発明の一実施例による楽曲データ提供システムの構成例を表わす。
【図２】この発明の一実施例による楽曲データ提供システムで用いられる楽曲情報、選曲
リスト及びチャンネルリストの一例を表わす。
【図３】この発明の一実施例による電子楽器（電子音楽装置）のユーザインターフェース
の一例を表わす。
【図４】この発明の一実施例による登録処理例を表わすフローチャートである。
【図５】この発明の一実施例による再生処理例を表わすフローチャートである。
【図６】この発明の一実施例によるシステム全体の他の構成例を表わす。
【符号の説明】
【００７１】
ＤＳ　データベースシステム、
Ｍｄ，Ｓｅ，Ｃｈ　楽曲情報、選曲リスト及びチャンネルリスト、
ＢＡ，ＢＢ，ＢＣ　マイセレクト、マイチャンネル及びオールボタン、
ＢＵ，ＢＤ　アップ及びダウンボタン、
ＬＡ，ＬＢ，ＬＣ　マイセレクト、マイチャンネル及びオールランプ、
ＤＰ　設定用表示器。

【図１】 【図２】
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