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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータプログラムを統合するコンピュータ可読記憶媒体であって、
　前記コンピュータプログラムは、携帯機器に、それぞれデジタルメディアファイルに関
連付けられる複数のインジケータを表示させるように構成される第１のコンピュータ命令
セットを備え、
　前記複数のインジケータのうちの第１のインジケータは、該第１のインジケータに関連
付けられた第１のメディアファイルが前記携帯機器内に格納されていることを示し、
　前記複数のインジケータのうちの第２のインジケータは、該第２のインジケータに関連
付けられた第２のメディアファイルが前記携帯機器には格納されておらず、第１の機器に
格納されていることを示し、また前記第２のインジケータは、前記携帯機器が前記第１の
機器から前記第２のメディアファイルを取り込むべく該第１の機器との通信を確立する前
であっても表示されうるインジケータであり、
　さらに前記コンピュータプログラムは、前記携帯機器に、前記第２のインジケータに対
応するユーザインタフェース要素を提供するように構成される更なるコンピュータ命令セ
ットを備え、ここで前記ユーザインタフェース要素は、前記第２のインジケータに関連付
けられた前記第２のメディアファイルを前記第１の機器からダウンロードするための接続
を確立することと、前記第２のインジケータに関連付けられた前記第２のメディアファイ
ルを前記第１の機器から前記携帯機器へダウンロードすることに関連付けられ、
　前記コンピュータプログラムは、さらに、
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　前記携帯機器と前記第１の機器とのリンクを確立するように構成される、第２のコンピ
ュータ命令セットと、
　少なくとも一つのデジタルメディアファイルを再生リストに関連づけるように構成され
る第３のコンピュータ命令セットと、
　再生リスト名を表示する第４のコンピュータ命令セットと、
を備え、
　前記第１及び第２のインジケータは、前記再生リストに関連付けられている少なくとも
一つのメディアファイルに関連付けられ、
　前記再生リスト名と関連付けられたデジタルメディアインジケータと関連付けられたす
べてのデジタルメディアファイルが前記携帯機器内に格納されているとき、前記再生リス
ト名を第１の形態で表示し、
　前記再生リスト名と関連付けられた前記デジタルメディアインジケータと関連付けられ
た少なくとも１つの、但し、すべてではないデジタルメディアファイルが前記携帯機器内
に格納されているとき、前記再生リスト名を第２の形態で表示し、
　前記再生リスト名と関連付けられた前記デジタルメディアインジケータと関連付けられ
たデジタルメディアファイルが前記携帯機器内に格納されていないとき、前記再生リスト
名を第３の形態で表示する、
コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２】
　前記第４のコンピュータ命令セットが、それぞれ前記第１、第２および第３のいずれか
の形態で、少なくとも２つの再生リスト名を同時に表示するように構成される、請求項１
に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３】
　前記第１のコンピュータ命令セットが、前記複数のインジケータのうちの第３のインジ
ケータを、該第３のインジケータに関連づけられる第３のメディアファイルが前記携帯機
器及び前記第１の機器には格納されておらず、第２の機器に格納されていることを示すた
めに使用するように構成される、請求項１または２に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４】
　前記第２または第３の形態で表示される再生リストの選択と、前記携帯機器に格納する
新たなファイルの要求との双方をユーザが行うこととに応動して、データベースとの接続
を開始すると共に、前記選択した再生リストの前記デジタルメディアインジケータと関連
づけられるが前記携帯機器に格納されていない少なくとも１つの音楽ファイルを該データ
ベースからコピーするように構成される、第５のコンピュータ命令セットをさらに含む請
求項１または２に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項５】
　前記携帯機器へのユーザ入力に応答して、前記携帯機器が前記第２の機器から前記第２
のメディアファイルを購入し、前記第２のメディアファイルをコピーすることを可能にす
るように構成される第６のコンピュータ命令セットをさらに備える、請求項３または４に
記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項６】
　前記第１の機器はパーソナルコンピュータを含み、前記第２の機器はウェブサーバを含
む、請求項３または４に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項７】
　前記第１の機器はアップロードを行う機器を含み、前記第２の機器はダウンロードを行
う機器を含む、請求項３または４に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項８】
　前記携帯機器は、前記第２のインジケータを表示することに続いて前記第１の機器との
リンクを確立する、請求項１から４のいずれかに記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項９】
　前記携帯機器は、一定のデータ転送レートを得ることができなければ前記第１の機器と
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のリンクを確立しない、請求項１から４のいずれかに記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１０】
　前記第１の機器を介して前記第２の機器から前記携帯機器へダウンロードを行うための
要求を前記携帯機器にて行うように構成されるコンピュータ命令をさらに備える、請求項
３または４に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１１】
　前記第１，第２，第３のインジケータのそれぞれに異なるインジケータを提供するため
の第８のコンピュータ命令セットをさらに備え、前記インジケータは、色、テキストフォ
ント、前記インジケータに隣接するアイコン、背景の少なくともいずれかを含む、請求項
５から１０のいずれかに記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１２】
　携帯機器に、それぞれデジタルメディアファイルに関連付けられる複数のインジケータ
を表示させることを含む方法であって、
　　前記複数のインジケータのうちの第１のインジケータは、該第１のインジケータに関
連付けられた第１のメディアファイルが前記携帯機器内に格納されていることを示し、
　　前記複数のインジケータのうちの第２のインジケータは、該第２のインジケータに関
連付けられた第２のメディアファイルが前記携帯機器には格納されておらず、第１の機器
に格納されていることを示し、また前記第２のインジケータは、前記携帯機器が前記第１
の機器から前記第２のメディアファイルを取り込むべく該第１の機器との通信を確立する
前であっても表示されうるインジケータであり、
　さらに前記方法は、前記携帯機器に、前記第２のインジケータに対応するユーザインタ
フェース要素を提供することを含み、ここで前記ユーザインタフェース要素は、前記第２
のインジケータに関連付けられた前記第２のメディアファイルを前記第１の機器からダウ
ンロードするための接続を確立することと、前記第２のインジケータに関連付けられた前
記第２のメディアファイルを前記第１の機器から前記携帯機器へダウンロードすることに
関連付けられ、
　さらに前記方法は、
　前記携帯機器と前記第１の機器とのリンクを確立することと、
　少なくとも一つのデジタルメディアファイルを再生リストに関連づけることと、
　再生リスト名を表示することと、
を更に含み、
　前記第１及び第２のインジケータは、前記再生リストに関連付けられている少なくとも
一つのメディアファイルに関連付けられ、
　前記再生リスト名と関連付けられたデジタルメディアインジケータと関連付けられたす
べてのデジタルメディアファイルが前記携帯機器内に格納されているとき、前記再生リス
ト名を第１の形態で表示し、
　前記再生リスト名と関連付けられた前記デジタルメディアインジケータと関連付けられ
た少なくとも１つの、但し、すべてではないデジタルメディアファイルが前記携帯機器内
に格納されているとき、前記再生リスト名を第２の形態で表示し、
　前記再生リスト名と関連付けられた前記デジタルメディアインジケータと関連付けられ
たデジタルメディアファイルが前記携帯機器内に格納されていないとき、前記再生リスト
名を第３の形態で表示する、
方法。
【請求項１３】
　それぞれ前記第１、第２および第３のいずれかの形態で、少なくとも２つの再生リスト
名を同時に表示することを含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記複数のインジケータのうちの第３のインジケータを、該第３のインジケータに関連
づけられる第３のメディアファイルが前記携帯機器及び前記第１の機器には格納されてお
らず、第２の機器に格納されていることを示すことを含む、請求項１２または１３に記載
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の方法。
【請求項１５】
　前記第２または第３の形態で表示される再生リストの選択と、前記携帯機器に格納する
新たなファイルの要求との双方をユーザが行うこととに応動して、データベースとの接続
を開始すると共に、前記選択した再生リストの前記デジタルメディアインジケータと関連
づけられるが前記携帯機器に格納されていない少なくとも１つの音楽ファイルを該データ
ベースからコピーすることを含む、請求項１２または１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１６】
　前記携帯機器へのユーザ入力に応答して、前記携帯機器が前記第２の機器から前記第２
のメディアファイルを購入し、前記第２のメディアファイルをコピーすることを含む、請
求項１４または１５のいずれかに記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１の機器はパーソナルコンピュータを含み、前記第２の機器はウェブサーバを含
む、請求項１４または１５のいずれかに記載の方法。
【請求項１８】
　前記第１の機器はアップロードを行う機器を含み、前記第２の機器はダウンロードを行
う機器を含む、請求項１４または１５のいずれかに記載の方法。
【請求項１９】
　前記携帯機器が、前記第２のインジケータを表示することに続いて前記第１の機器との
リンクを確立することを含む、請求項１２から１５のいずれかに記載の方法。
【請求項２０】
　前記携帯機器は、一定のデータ転送レートを得ることができなければ前記第１の機器と
のリンクを確立しない、請求項１２から１５のいずれかに記載の方法。
【請求項２１】
　前記第１の機器を介して前記第２の機器から前記携帯機器へダウンロードを行うための
要求を前記携帯機器にて行うことを含む、請求項１４または１５のいずれかに記載の方法
。
【請求項２２】
　前記第１，第２，第３のインジケータのそれぞれに異なるインジケータを提供すること
を含み、前記インジケータは、色、テキストフォント、前記インジケータに隣接するアイ
コン、背景の少なくともいずれかを含む、請求項１６から２１のいずれかに記載の方法。
【請求項２３】
　第１の複数のメディアファイルと、第１の複数のファイル名とを格納するための内部記
憶媒体と、
　前記第１の複数のメディアファイルの各々を前記第１の複数のファイル名の１つに対応
づける、前記内部記憶媒体と結合された制御部と、
　一連のファイル名を表示するための、前記制御部に組み合わされるディスプレイインタ
フェースと、
を備える携帯機器であって、
　前記制御部および前記ディスプレイインタフェースは、前記第１の複数のメディアファ
イルのうちのいずれかに対応付けられたファイル名をそれぞれ第１のインジケータと共に
表示し、前記携帯機器には格納されていないメディアファイルであって、前記携帯機器と
は異なる第１の機器に格納されているメディアファイルに対応付けられているファイル名
は第２のインジケータと共に表示するように構成され、また前記第２のインジケータは、
前記携帯機器が前記第１の機器から該第１の機器に対応付けられたメディアファイルを取
り込むべく該第１の機器との通信を確立する前であっても表示されうるインジケータであ
り、
　前記制御部および前記ディスプレイインタフェースは、前記第２のインジケータに対応
するユーザインタフェース要素を提供するようにさらに構成され、ここで前記ユーザイン
タフェース要素は、前記第２のインジケータに関連付けられた前記第２のメディアファイ
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ルを前記第１の機器からダウンロードするための接続を確立することと、前記第２のイン
ジケータに関連付けられた前記第２のメディアファイルを前記第１の機器から前記携帯機
器へダウンロードすることに関連付けられ、
　さらに前記携帯機器は、前記携帯機器と前記第１の機器とのリンクを確立するように構
成される第１のインタフェースを備えると共に、前記制御部は、前記リンクが確立できな
かった場合に、前記第１の機器に対応付けられたメディアファイルに対して、次に前記リ
ンクが確立できたときのアクションを指定するように構成され、
　前記第１の複数のメディアファイルの少なくとも一つは再生リストに関連づけられ、前
記第１及び第２のインジケータの少なくともいずれかは、前記再生リストに関連付けられ
ている少なくとも一つのメディアファイルに関連付けられ、
　再生リスト名が、
　　前記再生リスト名と関連付けられたデジタルメディアインジケータと関連付けられた
すべてのデジタルメディアファイルが前記携帯機器内に格納されているとき、前記再生リ
スト名が第１の形態で表示され、
　　前記再生リスト名と関連付けられた前記デジタルメディアインジケータと関連付けら
れた少なくとも１つの、但し、すべてではないデジタルメディアファイルが前記携帯機器
内に格納されているとき、前記再生リスト名が第２の形態で表示され、
　　前記再生リスト名と関連付けられた前記デジタルメディアインジケータと関連付けら
れたデジタルメディアファイルが前記携帯機器内に格納されていないとき、前記再生リス
ト名が第３の形態で表示される、
携帯機器。
【請求項２４】
　それぞれ前記第１、第２および第３のいずれかの形態で、少なくとも２つの再生リスト
名を同時に表示するように構成される、請求項２３に記載の携帯機器。
【請求項２５】
　第３のインジケータを、該第３のインジケータに関連づけられる第３のメディアファイ
ルが前記携帯機器及び前記第１の機器には格納されておらず、第２の機器に格納されてい
ることを示すために使用するように構成される、請求項２３または２４に記載の携帯機器
。
【請求項２６】
　前記第２または第３の形態で表示される再生リストの選択と、前記携帯機器に格納する
新たなファイルの要求との双方をユーザが行うことのための入力部であって、さらに、デ
ータベースとの接続を開始すると共に、前記選択した再生リストの前記デジタルメディア
インジケータと関連づけられるが前記携帯機器に格納されていない少なくとも１つの音楽
ファイルを該データベースからコピーするための入力部を備える、請求項２３又は２４に
記載の携帯機器。
【請求項２７】
　前記ディスプレイインタフェース及び前記入力部は、前記携帯機器へのユーザ入力に応
答して、前記携帯機器が前記第２の機器から前記第１の機器に対応付けられた前記メディ
アファイルを購入し、前記購入したメディアファイルをコピーすることを可能にするよう
に構成される、請求項２６に記載の携帯機器。
【請求項２８】
　前記第１の機器はパーソナルコンピュータを含み、前記第２の機器はウェブサーバを含
む、請求項２５または２６に記載の携帯機器。
【請求項２９】
　前記第１の機器はアップロードを行う機器を含み、前記第２の機器はダウンロードを行
う機器を含む、請求項２５または２６に記載の携帯機器。
【請求項３０】
　前記携帯機器は、前記第２のインジケータを表示することに続いて前記第１の機器との
リンクを確立する、請求項２３から２６のいずれかに記載の携帯機器。
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【請求項３１】
　前記携帯機器は、一定のデータ転送レートを得ることができなければ前記第１の機器と
のリンクを確立しない、請求項２３から２６のいずれかに記載の携帯機器。
【請求項３２】
　前記第１の機器を介して前記第２の機器から前記携帯機器へダウンロードを行うための
要求を行う、請求項２５または２６に記載の携帯機器。
【請求項３３】
　前記第１，第２，第３のインジケータのそれぞれに異なるインジケータを提供し、ここ
で前記インジケータは、色、テキストフォント、前記インジケータに隣接するアイコン、
背景の少なくともいずれかを含む、請求項２７から３２のいずれかに記載の携帯機器。
【請求項３４】
　前記制御部が、利用可能な最善のリンク及び接続を選択するように構成される、請求項
２６に記載の携帯機器。
【請求項３５】
　前記携帯機器は、一定のデータ転送レートを得ることができるときに限り、前記リンク
及び接続を選択する、請求項２６に記載の携帯機器。
【請求項３６】
　基地局を通して前記第２の機器と通信するように構成される、請求項２５から３３のい
ずれかに記載の携帯機器。
【請求項３７】
　前記第２の機器と通信しうるように構成される第２のインタフェースを備える、請求項
２５から３３のいずれかに記載の携帯機器。
【請求項３８】
　第１の複数のメディアファイルと、第１の複数のファイル名とを格納するように構成さ
れる記憶手段と、
　前記第１の複数のメディアファイルの各々を前記第１の複数のファイル名の１つに対応
づけるように構成される、前記記憶手段に組み合わされる制御手段と、
　一連のファイル名を表示するように構成される、前記制御部に組み合わされる表示手段
と、
を備える携帯機器であって、
　前記制御手段および前記表示手段は、前記第１の複数のメディアファイルのうちの１つ
に対応付けられたファイル名をそれぞれ第１のインジケータと共に表示し、前記携帯機器
には格納されていないメディアファイルであって、前記携帯機器とは異なる第１の機器に
格納されているメディアファイルに対応付けられているファイル名は第２のインジケータ
と共に表示するように構成され、また前記第２のインジケータは、前記携帯機器が前記第
１の機器から該第１の機器に対応付けられたメディアファイルを取り込むべく該第１の機
器との通信を確立する前であっても表示されうるインジケータであり、
　前記制御手段および前記表示手段は、前記第２のインジケータに対応するユーザインタ
フェース要素を提供するようにさらに構成され、ここで前記ユーザインタフェース要素は
、前記第２のインジケータに関連付けられた前記第２のメディアファイルを前記第１の機
器からダウンロードするための接続を確立することと、前記第２のインジケータに関連付
けられた前記第２のメディアファイルを前記第１の機器から前記携帯機器へダウンロード
することに関連付けられ、
　さらに前記携帯機器は、前記携帯機器と前記第１の機器とのリンクを確立するように構
成される第１のインタフェース手段を備えると共に、前記制御手段は、前記リンクが確立
できなかった場合に、前記第１の機器に対応付けられたメディアファイルに対して、次に
前記リンクが確立できたときのアクションを指定するように構成され、
　第１の複数のメディアファイルの少なくとも一つは再生リストに関連づけられ、前記第
１及び第２のインジケータの少なくともいずれかは、前記再生リストに関連付けられてい
る少なくとも一つのメディアファイルに関連付けられ、



(7) JP 5080520 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

　再生リスト名が、
　　前記再生リスト名と関連付けられたデジタルメディアインジケータと関連付けられた
すべてのデジタルメディアファイルが前記携帯機器内に格納されているとき、前記再生リ
スト名が第１の形態で表示され、
　　前記再生リスト名と関連付けられた前記デジタルメディアインジケータと関連付けら
れた少なくとも１つの、但し、すべてではないデジタルメディアファイルが前記携帯機器
内に格納されているとき、前記再生リスト名が第２の形態で表示され、
　　前記再生リスト名と関連付けられた前記デジタルメディアインジケータと関連付けら
れたデジタルメディアファイルが前記携帯機器内に格納されていないとき、前記再生リス
ト名が第３の形態で表示される、
携帯機器。
【請求項３９】
　それぞれ前記第１、第２および第３のいずれかの形態で、少なくとも２つの再生リスト
名を同時に表示するように構成される、請求項３８に記載の携帯機器。
【請求項４０】
　第３のインジケータを、該第３のインジケータに関連づけられる第３のメディアファイ
ルが前記携帯機器及び前記第１の機器には格納されておらず、第２の機器に格納されてい
ることを示すために使用するように構成される、請求項３９に記載の携帯機器。
【請求項４１】
　前記第２または第３の形態で表示される再生リストの選択と、前記携帯機器に格納する
新たなファイルの要求との双方をユーザが行うことのための入力手段であって、さらに、
データベースとの接続を開始すると共に、前記選択した再生リストの前記デジタルメディ
アインジケータと関連づけられるが前記携帯機器に格納されていない少なくとも１つの音
楽ファイルを該データベースからコピーするための入力手段を備える、請求項４０に記載
の携帯機器。
【請求項４２】
　前記表示手段及び前記入力手段は、前記携帯機器へのユーザ入力に応答して、前記携帯
機器が前記第２の機器から前記第１の機器に対応付けられた前記メディアファイルを購入
し、前記購入したメディアファイルをコピーすることを可能にするように構成される、請
求項４１に記載の携帯機器。
【請求項４３】
　前記第１の機器はパーソナルコンピュータを含み、前記第２の機器はウェブサーバを含
む、請求項４０または４１に記載の携帯機器。
【請求項４４】
　前記第１の機器はアップロードを行う機器を含み、前記第２の機器はダウンロードを行
う機器を含む、請求項４０または４１に記載の携帯機器。
【請求項４５】
　前記携帯機器は、前記第２のインジケータを表示することに続いて前記第１の機器との
リンクを確立する、請求項３８から４１のいずれかに記載の携帯機器。
【請求項４６】
　前記携帯機器は、一定のデータ転送レートを得ることができなければ前記第１の機器と
のリンクを確立しない、請求項３８から４１のいずれかに記載の携帯機器。
【請求項４７】
　前記第１の機器を介して前記第２の機器から前記携帯機器へダウンロードを行うための
要求を行う、請求項４０または４１に記載の携帯機器。
【請求項４８】
　前記第１，第２，第３のインジケータのそれぞれに異なるインジケータを提供し、ここ
で前記インジケータは、色、テキストフォント、前記インジケータに隣接するアイコン、
背景の少なくともいずれかを含む、請求項４２から４７のいずれかに記載の携帯機器。
【請求項４９】
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　前記制御手段が、利用可能な最善のリンク及び接続を選択するように構成される、請求
項４１に記載の携帯機器。
【請求項５０】
　前記携帯機器は、一定のデータ転送レートを得ることができるときに限り、前記リンク
及び接続を選択する、請求項４１に記載の携帯機器。
【請求項５１】
　基地局を通して前記第２の機器と通信するように構成される、請求項４０から４８のい
ずれかに記載の携帯機器。
【請求項５２】
　前記第２の機器と通信しうるように構成される第２のインタフェース手段を備える、請
求項４０から４８のいずれかに記載の携帯機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動局のようなメモリ搭載量が限定された装置、並びに、パーソナルコンピ
ュータのようなより大きなメモリを備えた装置の一方または双方に格納されたファイルの
同期および管理に関する。本発明は、特に、携帯用装置と非携帯用装置との間で音楽ファ
イルを管理するソフトウェアに関するものである。
【背景】
【０００２】
　ポピュラー音楽の著作権所有者たちは、やっと最近になって、インターネットのような
電子ネットワークを介して彼らが著作権を有する作品のデジタルコピーのダウンロードを
承認するようになった。ダウンロードを行う１つの人気のあるウェブサイトとして、http
://www.apple.com/itunes/があり、このウェブサイトで、ユーザはパーソナルコンピュー
タ（ＰＣ）等を介して音楽サービスのウェブサイトを訪問し、曲のタイトルを手動で選択
し、選択した曲のデジタルバージョンを用いてウェブサイトを訪問するのに使用したＰＣ
へダウンロードする。次いで、ユーザは、Ｒｉｏ（登録商標）、ｉＰｏｄ（登録商標）、
あるいは、別のこのような専用の携帯用デジタル音楽プレイヤーのような、これらの曲の
再生、転送、携帯用装置へのアップロードをＰＣで行う。
専用の携帯用デジタル音楽プレイヤーは、１００００曲またはそれ以上のデジタル曲のフ
ァイルと、これらの曲に関する索引情報とを格納する記憶容量を現在有している。ユーザ
は、移動中に、彼らのデジタル曲のコレクション全体を実質的に携帯し、再生リストを作
成し、編集することが可能ではあるが、結果として得られる再生リストは、専用の携帯用
装置に格納されたこれらの曲のみに限定される。このような専用装置には音楽サービスか
ら曲のダウンロードを直接行う機能が設けられていない。この機能は、ネットワーク接続
を有するＰＣや同様の装置の中に残っている。上記のようなネットワークからのダウンロ
ード機能を有する携帯用装置（インターネットブラウズ機能を有する移動局ＭＳなど）は
現在、その限られたメモリのうちの十分なメモリを、数千曲もの曲の格納と索引とを行う
ためのみの専用メモリとして充てることはできない（もっとも、このような制限は、科学
技術の進歩によってすぐに解決されることになるかもしれないものではあるが）。
【０００３】
　さらに、曲のファイルが削除された削除元の（ＭＡＣ　ＰＣなどの）コンパニオン装置
との同期が行われる際に、（ｉＰｏｄ（登録商標）およびＮｏｍａｄ（登録商標）のよう
な）少なくともいくつかの人気のある携帯用の専用音楽装置用同期ソフトウェアでは、（
専用の携帯用装置などの）一方の装置から曲のファイルの削除が行われる。言い換えれば
、いずれかの装置から曲のファイルを削除することは、ユーザがすでにその曲を購入して
所有しているという事実にもかかわらず、次の同期の間に、すべての装置におけるその曲
のコピーの残りすべての削除が生じることになる。その場合、ＰＣは、携帯用装置へ曲を
再アップロードする実行可能なライブラリソースとして機能することはできない。本願発
明者らの知る限りでは、特定の曲のファイルの唯一の残りのコピーがまさに削除されよう
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としていることについてユーザに注意を促すようなことは行われないため、同期ソフトウ
ェアによって、知らない間にユーザの曲のファイルライブラリが減らされることになる。
これらの特徴のため、ユーザは自分のデジタル音楽ファイルライブラリ全体の保守管理を
携帯用装置で行わざるを得なくなる。ＰＣは、曲のダウンロード及びおそらく再生リスト
の作成と編集とのためだけに利用されることになるが、音楽ファイルの収納場所としては
利用されなくなる。
【０００４】
　移動局を利用して音楽の格納と再生とを行う場合、ユーザは、移動中に新しい曲のダウ
ンロードを行うことができるという利点は得られるが、自分の音楽コレクション全体をユ
ーザが携帯して持ち歩けるという利点を失うことになる。その場合、ユーザはＭＳにアッ
プロードし、ＭＳに格納した曲の管理にさらに多くの精力を注ぐ必要がある。詳しく述べ
ると、ユーザは、自分の意図する音楽を選択し、ＭＳを介して聞き、再生リストの作成及
び／又は編集を行い、さらに、望まない曲をＭＳから削除し、ＭＳに予め格納されていな
い新たな再生リスト内の任意の曲（並びに新たな再生リスト自体）をＰＣからＭＳへアッ
プロードする必要がある。一般に、ＭＳへの曲のアップロードを望むとき、ユーザは、新
たな再生リストを作成したり、新しい曲をＰＣで選択したりする。そして、ユーザがアッ
プロードを開始すると、ＭＳのすべての曲は自動的に削除され、新しく選択した曲と再生
リストとがアップロードされることになる。これは、音楽ファイル用として利用可能な状
態で残っているＭＳ内のメモリに、ユーザが（ＰＣ側で）選択した曲を格納できるように
するためである。１つの曲がＭＳへアップロードされるとすぐに、再生リストにあるその
曲の保守管理を連続して行うために上述のような同期用ソフトウェアの利用が必要となる
。このような同期ソフトウェアを利用しなければ、その曲のすべてのコピーが失われてし
まうことになる。
【０００５】
　１つの代替例として、ユーザが２つの異種の装置、すなわち、移動中に音楽サービスか
ら曲をダウンロードするための移動電話用のＭＳと、ＭＳ単体で利用可能な場合よりもさ
らに多種多様の曲の格納と再生を行うための専用の携帯用音楽プレイヤーとを持ち運ぶ例
がある。この例は、利用可能なハードウェアおよびソフトウェアの現状に与えられる消費
者の支配的好みであるように思われる。
【０００６】
　本願発明者らは、移動中に個人用の音楽と移動電話機能との双方を望むユーザにとって
、上記オプションのいずれも最適なものではないと推量する。本発明は、ＭＳに格納され
、ＭＳにより再生される曲と再生リストとを管理するユーザの能力を能率的にしながら、
ネットワーク化された音楽サービスから新しい曲を直接ダウンロードする際にＭＳによっ
て提供される利点をそのまま保持することを目的とするものである。
【発明の概要】
【０００７】
　１つの実施形態では、本発明は、ホスト装置、好適には移動局ＭＳ内のコンピュータ可
読媒体に統合されたコンピュータプログラムである。このコンピュータプログラムは、デ
ジタルメディアファイルと個々に関連づけられた複数の識別子を表示するための第１のセ
ットのコンピュータ命令を備えるものである。識別子は曲のタイトル、アーティスト等で
あってもよい。第１の識別子は、上記第１の識別子と関連づけられた第１のメディアファ
イルが上記ホスト装置内に格納されていることを示す。第２の識別子は、上記第２の識別
子と関連づけられた第２のメディアファイルが上記ホスト装置内に格納されていないこと
を示す。好適には５つの識別子を設けることが望ましい。すなわち、１つの識別子は、メ
ディアファイルがホスト装置に格納されていることを示すものである。１つの識別子は、
メディアファイルが、ローカルリンクを介して時折ホスト装置と結合される別の装置に格
納されていることを示すものである。１つの識別子は、メディアファイルが、上記別の装
置における削除用としてマークされていることを示すものである。１つの識別子は、メデ
ィアファイルが、ホスト装置と別の装置の双方に格納されていることを示すものである。
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１つの識別子は、メディアファイルが、ホスト装置と、別の装置のいずれにも格納されて
いなくて、ユーザにより事前に購入されたものであることを示すものである。そして、最
後の１つの識別子は、メディアファイルが、ユーザにより購入されたものではなく、より
グローバルな非ローカル的なネットワークを介して利用可能であることを示すものである
。好適には、上記ホスト装置はＭＳであり、上記別の装置はＰＣであることが望ましい。
【０００８】
　別の実施形態では、本発明は、ＭＳやＰＣのようなホスト装置内のコンピュータ可読媒
体に統合されたコンピュータプログラムである。このコンピュータプログラムには、第１
のメディアファイルと、該第１のメディアファイルと関連づけられた第１の識別子とをホ
スト装置内に格納するための第１のセットのコンピュータ命令が含まれる。上記コンピュ
ータプログラムには、上記ホスト装置内に格納されていない第２のメディアファイルと関
連づけられた第２の識別子をホスト装置内に格納するための第２のセットのコンピュータ
命令も含まれる。さらに、上記コンピュータプログラムには、上記ホスト装置がネットワ
ークと結合されているかどうかにかかわりなく、上記第１および第２の識別子の双方を表
示するための第３のセットのコンピュータ命令が含まれる。このようにして、ホスト装置
が個々の表示された識別子と関連づけられたメディアファイルを該ホスト装置内に格納し
ているかどうかにかかわらず、上記コンピュータプログラムはメディアファイルのタイト
ルや別の識別子を表示することが可能である。
【０００９】
　さらに別の実施形態では、本発明は、内部格納媒体、プロセッサおよび表示インタフェ
ースを備えた移動局である。上記内部格納媒体は第１の複数のメディアファイルと第２の
複数のファイル名とを格納する。移動局内に格納された或る一定のオーディオ／ビジュア
ルタイプのすべてのメディアファイルは、例えば、すべての音楽ファイル、すべての静止
画像ファイル、すべてのビデオファイルなどからなる第１の複数ファイル内に存在する。
メディアファイルとは、再構成を行うことが可能な、人間が知覚できるオーディオ信号及
び／又はビデオ信号のソースであるデジタルファイルである。プロセッサは、第１の複数
のメディアファイルの各々を第２の複数のファイル名に対応づける。表示された第２の複
数のファイル名の個々のファイル名（これらファイル名のうちのいずれも個別にまたは組
み合わせて表示可能である）に対して、メディアファイルに対応づけられたファイル名は
第１の特徴を用いて表示され、メディアファイルに対応づけられたファイル名は第１の特
徴以外の特徴を用いて表示される。好適には、第１の特徴以外の特徴を用いて表示される
メディアファイルのうちのいくつかは、移動局から離れたところに在る別の格納位置に対
応づけられ、これらのメディアファイルは、フォントや、色や、シェーディングや、背景
、あるいは、ファイル名に隣接して表示されるアイコンの点で第１の特徴とは異なる第２
の特徴を用いて表示されることが望ましい。
【００１０】
　移動局は、ケーブルリンク、無線ピコネットリンク並びに無線光リンクを無線電話リン
クのうちの１つのリンクを介してリンクする手段をさらに備えたものであってもよい。こ
れらの手段は当業で公知のものである。本例では、プロセッサは、第１の複数のメディア
ファイル内に存在しない追加メディアファイルを求める要求を伝送する。上記追加メディ
アファイルは第２の特徴を用いて表示されるファイル名に対応するものであり、ユーザに
より選択される。ユーザが選択した上記ファイル名は内部格納媒体に格納してもよく、次
いで、プロセッサは、専らユーザコマンドの入力時や、（上記のように）移動局と別の格
納位置間での次のリンクの確立時に自動的に行われるような、その後行われるユーザのコ
マンド入力時に追加メディアファイルを求める要求を伝送する。上記別の格納位置は、Ｐ
Ｃまたはインターネットや別のネットワーク上のサーバであってもよい。ファイル名によ
っては、ＰＣに対応づけられるものもあれば、サーバに対応づけられるものもある。その
場合、サーバまたはＰＣのうちの一方に対応づけられたファイル名は第２の特徴を用いて
表示され、ＰＣまたはサーバの他方に対応づけられたファイル名は第３の特徴を用いて表
示される。移動局が、電子メールなどを介して新たなファイル名を受信したり、ＰＣとの
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同期などによって新たなメディアファイルを受信したり、あるいは、サーバから新たなメ
ディアファイルをダウンロードしたりすると、プロセッサが対応づけを更新し、表示イン
タフェースがその更新を反映することになる。
【００１１】
　ファイル名の場合と同様、内部格納媒体は再生リスト名と関連づけられた第３の複数の
ファイル名を格納することも可能であり、表示インタフェースがプロセッサの対応付けに
従って再生リスト名の表示を行う。上記第３の複数のファイル名は、第２の複数のファイ
ル名と共通のファイル名を有していてもよいし、有していなくてもよい。再生リストの個
々のファイル名が内部の記憶媒体に格納されたメディアファイルに対応している場合、再
生リスト名は第３の特徴を用いて表示される。この第３の特徴は、第１の特徴と同じもの
であってもよいし、同じでなくてもよい。いくつかのファイル名は対応するが、すべての
ファイル名が対応するわけではない場合には、再生リスト名は第４の特徴を用いて表示さ
れる。再生リスト名のいずれも対応しない場合には、再生リスト名は第５の特徴を用いて
表示される。再生リスト名に用いられる第４または第５の特徴のいずれかの（好適には第
４の）特徴は、ファイル名に用いられる第２の特徴と同じものであってもよい。ユーザは
再生リスト名を選択し、別の格納位置（この格納位置はＰＣまたはサーバであってもよい
）から個々のメディアファイルを受信することができる。上記個々のメディアファイルは
、プロセッサが再生リストと関連づけられたファイル名を別の格納位置に対応づけたファ
イルである。好適には、再生リスト名を選択するユーザから時間的に隔てることのできる
コマンド入力に応じて、上記制御処理を上記のように行うことが望ましい。
【００１２】
　添付図面と共に以下の説明を参照しながら、本発明の実施形態の上記特徴並びに別の特
徴、局面および利点を明らかにする。しかし、これらの図面は例示を目的として描かれた
ものであって、本発明を限定するために描かれたものではないことを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明が最も好適に作動する通信システムである。
【００１４】
【図２】本発明のコンピュータプログラムが格納されている移動局である。
【００１５】
【図３】音楽ファイルがどこに格納されているかを特定する音楽ファイルタイトルの再生
リストを示す、ＭＳ側での例示的な表示である。
【００１６】
【図４】再生リストのリストを示す、ＭＳ側での例示的な表示であり、個々の再生リスト
によって、タイトルに対応する曲の音楽ファイルが該再生リスト内のどこに格納されてい
るかが特定される。
【００１７】
【図５】１つのバンドによるＣＤのリストを示すＭＳ側での例示的な表示であり、個々の
ＣＤは、該ＣＤ内の音楽ファイルがどこに格納されているかによって特定される。
【００１８】
【図６】１つのＣＤのリスト並びにそのトラックのＭＳ側での例示的な表示であり、個々
のトラックは音楽ファイルがどこに格納されているかによって特定される。
【詳細な説明】
【００１９】
　本発明並びにその実施形態の説明時に以下の用語を用いることにする。移動局ＭＳは、
公衆交換電話ネットワークと結合された基地局の移動電話ネットワークを介して、インタ
ーネットのような非ローカル的ネットワークに無線でアクセス可能なハンドヘルド型携帯
用装置である。携帯電話、ＰＣＳ電話およびインターネット機能を備えた個人用情報機器
（ＰＤＡ）がＭＳの例として挙げられる。パーソナルコンピュータＰＣはハンドヘルド型
装置のサイズよりも大きな計算機であり、ネットワークにアクセスする能力を備えたもの
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である。このアクセスは有線接続または無線ローカルエリアネットワークを介して行うこ
とも可能である。場合よっては、ＰＣが、ＷＬＡＮおよびボイス・オーバーインターネッ
トプロトコルを利用するウェブ・フォンを経由する無線移動電話機能を備えているものも
あるが、ＰＣのサイズによって、並びに、ＰＣがより幅の広いネットワークにアクセスす
るのに基地局を利用しないことによって、ＰＣはＭＳと区別される。というのは、基地局
は、従来、移動電話というコンテキストで理解されているからである。デスクトップ型Ｐ
Ｃ、ラップトップ型ＰＣまたはパームトップ型ＰＣ、あるいはウェブ－ＴＶがＰＣの例と
して挙げられる。ほとんど全ての場合、ＰＣは、ＭＳには設けられていない標準キーボー
ドによって、ＭＳから区別される。デジタル音楽ファイルとは、ＣＤに記録された、ある
いは、ネットワークからダウンロードした人気曲のようなデジタル形式に縮小されたオー
ディオ作品である。デジタルメディアファイルと関連づけられた識別子とは、曲のタイト
ル、アーティスト、アルバム／ＣＤ、ジャンル等のような索引付けと類別とが可能な任意
の手段である。埋め込まれたＩＳＲＣ（国際標準レコーディングコード）、ＵＰＣ（一般
製品コード）あるいはＥＡＮ（ヨーロッパ製品番号）を利用して、ある特定のレコーディ
ングやデジタル音楽あるいはメディアファイルを一意に特定することも可能である。メデ
ィアファイルとは、人間が知覚できるオーディオ信号及び／又はビデオ信号から得られる
デジタルファイルであり、このデジタルファイルは再構成されたものであってもよい。（
ｉＰｏｄ（登録商標）やＲｉｏ（登録商標）装置で再生が可能であるような）人気曲のデ
ジタルバージョンやミュージックビデオがメディアファイルの例として挙げられる。
【００２０】
　図１は、本発明の最大の柔軟性が示されている通信システム２０を描く図である。ユー
ザインタフェースの表示画面２４並びに一連のボタン２６や他の入力手段がＭＳ２２によ
って画定され、これらの手段によってユーザはＭＳへの入力を行うことが可能となる。ボ
タン等を介して入力されるような上記ユーザ入力は音声コマンドを介して入力することも
可能であり、その場合、ＭＳ２２は上記のように動作可能となる。ＭＳ２２は移動電話機
能を有し、この機能によってＭＳ２２は無線電話リンク３０を介し、基地局２８を経由す
る無線電話コールの送受信が可能となる。基地局３０は、好適には、当業で公知のように
コミュニケーション・サーバ３４とつながる有線接続（図示のように）を介して非ローカ
ル化ネットワーク３２と結合され、ＭＳ２２は、上記コミュニケーション・サーバ３４を
介して音楽サービス用サーバ３６のような、デジタル音楽ファイルの商用プロバイダにア
クセスすることが可能となる。ネットワーク３２はインターネットであり、かつ、ＭＳが
互換性を有するブラウザプログラムを備えている場合、ＭＳ２２は、移動リンク３０を介
して音楽サービス３６からデジタル音楽ファイルを直接ダウンロードすることも可能であ
る。
【００２１】
　システム内には、標準型キーボードのような入力用キーボード４０および表示画面４２
を有するパーソナルコンピュータＰＣ３８も設けられている。ＭＳ２２とＰＣ３８とは、
ローカルリンク４４を介して時折通信状態になる。このローカルリンク４４は無線ブルー
トゥースリンク、はめ込み型プラグ構成装置を介して、あるいは、クレイドル等を介して
ＭＳ２２と結合可能な有線ケーブル接続であってもよい。ローカルリンク４４は短距離リ
ンクであり、一般に約５０フィートに制限される。移動電話リンク３０は、ローカルリン
ク４４よりもずっと長い距離を介しても動作可能であり、タイプと電波の到達距離の双方
の点でローカルリンク４４とは異なるものである。ＰＣ３８は、（図示のような）有線接
続やＷＬＡＮ接続などを介するインターネットサービスプロバイダのサーバ４６を介して
非ローカルネットワーク３２とコンタクトを行う。この場合、ＷＬＡＮにはネットワーク
３２へのアクセスポイントが含まれる。
【００２２】
　概要として述べれば、本発明は、識別子の基礎となる関連づけられた音楽ファイルがＭ
Ｓ２２に格納されているかどうかにかかわりなく、ユーザが、ＭＳにおいてデジタル音楽
ファイル用識別子の管理を行うことを可能にするものである。この基礎となるファイルは
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ＰＣ３８または音楽サービス用サーバ３６のみに格納することも可能である。このように
して、ユーザは、どの音楽ファイルがＭＳ２２に格納されているか、どの音楽ファイルが
ＰＣ３８に格納されているか、そして、音楽サービス用サーバ３８にのみ格納されている
かをＭＳ２２の表示画面２４で容易に見ることによって、ＭＳ２２を用いて自分の音楽フ
ァイルライブラリを移動中に動的に管理することも可能となる。ユーザは、曲のタイトル
の再生リスト（または別の識別子）をＭＳ２２側で作成し、編集し、ＭＳ２２にまだ格納
されていない新たな再生リストにリストされた任意の音楽ファイル、または、すべての音
楽ファイルをローカルリンク４４を介してＰＣ３８からアップロードすることができる。
ＭＳ２２が音楽サービス用サーバ３６に格納されたデジタル音楽のタイトルリストを格納
する場合、ユーザは、ＭＳ２２またはＰＣ３８にまだ格納されていない任意のまたはすべ
てのリストされた音楽ファイルを移動電話リンク３０を介して音楽用サーバ３６からダウ
ンロードすることも可能である。このようにして、ユーザがすでに購入しているデジタル
音楽ファイルの１つのデータベースとしてのＰＣ３８の機能、並びに、ユーザがまだ購入
していない他の音楽ファイルのデータベースとしての音楽用サーバ３６の機能がＭＳ２２
の表示画面２４によって可能となる。タイトルまたは基礎となる音楽ファイルの別の識別
子は、表示されたタイトルの色分けや、タイトルに隣接する特定のアイコンの表示を行う
ことなどによって、基礎となる音楽ファイルの所在位置に基づいて、違った形でＭＳ２２
の表示画面２４に表示される。（再生リスト１；再生リスト２；女性ボーカリスト；スキ
ーミュージックなどの）再生リスト名を違った形で表示して、すべての基礎となる音楽フ
ァイルがＭＳ２２内にあるか、或る音楽ファイルがＰＣ３８内にあるか、或る音楽ファイ
ルが音楽用サーバ３６内にあるか、あるいは、音楽ファイルがＭＳ２２内に１つもないか
どうかを示すようにすることも可能である。以下の詳細な説明はＭＳ２２の表示画面２４
に言及するものであるが、本発明はＰＣ３８の表示画面４２にも同様に適用されるもので
ある。
【００２３】
　図２は、図１のＭＳ２２をブロック図の形で示す図である。これらのブロックは機能ブ
ロックであり、以下に説明する機能は、図２に描かれているように単一の物理的エンティ
ティにより実行してもよいし、実行しなくてもよい。表示画面２４とユーザ入力手段２６
とは上述したようなものである。ＭＳは、ＭＳ２２内の諸機能を制御するプロセッサ５０
へ電力を供給する内蔵バッテリのような電源４８をさらに備えている。音声入力は、バッ
ファメモリ５４を通じてプロセッサ５０と結合されたものであってもよいマイク５２で受
信される。表示ドライバ、変調用アルゴリズム、符号化および復号アルゴリズム等のよう
なコンピュータプログラムがメモリ格納媒体５６に格納される。このメモリ格納媒体５６
は、コンピュータ可読命令とプログラムとを格納するための、本発明の技術分野で公知の
電子メモリ格納媒体、光メモリ格納媒体あるいは磁気メモリ格納媒体であってもよい。Ｍ
Ｓ２２は、第１のＴ／Ｒスイッチ６０を介して一次送信機６２および一次受信機６４と選
択的に結合された第１のアンテナ５８を経由し、移動電話リンク３０を介して通信を行う
。ＭＳ２２は、第２のＴ／Ｒスイッチを介してブルートゥース（登録商標）送信機７０お
よびブルートゥース受信装置７２と選択的に結合された第２のアンテナ６６を介してロー
カルリンク４４を経由して通信を行う。一次アンテナ５８は、マルチチャネル通信用とし
て２以上あってもよく、さらに、第２のアンテナ６６用として機能するものであってもよ
い。ブルートゥース送信機７０および受信装置７２は、一次送信機６２および一次受信機
６４から分離していることが望ましいが、分離している必要はない。ＭＳ２２からの可聴
出力はスピーカ７４側で変換される。
【００２４】
　本発明によれば、１以上のセットのコンピュータ命令を担持するコンピュータプログラ
ムがコンピュータ可読格納媒体５６に統合される。第１のセットのコンピュータ命令は、
複数のデジタル音楽ファイル用識別子を表示し、個々のデジタル音楽ファイル用識別子は
基礎となるデジタル音楽ファイルと関連づけられる。図３は、この第１のセットのコンピ
ュータ命令によって指示されるようなＭＳ２２の表示画面３２４（共通の水平線に沿って
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個々に曲のタイトルと曲のアーティストとをリストする再生リスト名３１０並びに一連の
音楽ファイル用識別子３１１～３１５）を描く図である。ファイル"曲ＡＢＣ"用の（単複
の）識別子は、該識別子と関連づけられた音楽ファイルがＭＳ２２内に格納されているこ
とを示すように表示される。ファイル"曲ＤＥＦ"用の（単複の）識別子は、該識別子と関
連づけられた音楽ファイルがＰＣ３８内に格納されていることを示すように表示される。
【００２５】
　好適には、コンピュータ命令は５つの異なるインジケータを提供するものであることが
望ましく、５つのカテゴリのうちのどのカテゴリに個々のファイル識別子が含まれている
かを示すものである。これらのインジケータは、識別子テキスト用の異なる色、テキスト
用の異なるフォント、テキストファイル識別子に隣接するアイコン、異なる背景等であっ
てもよい。第１のカテゴリまたはインジケータは、音楽ファイルがＭＳ２２内に格納され
ていることを示すものであり、図３の行３１１および３１５によって表されている。第２
のカテゴリまたはインジケータは、音楽ファイルがＰＣ３８内に格納されているが、ＭＳ
２２内には格納されていないことを示すものであり、図３の行３１４によって表されてい
る。ボタン３２６Ａは、ユーザが、第２のカテゴリの選択曲または第２のカテゴリのすべ
ての表示曲をＰＣ３８からＭＳ２２へアップロードすることを可能とする。ボタン３２６
Ａは、ソフトファンクション識別子３１６によってフラグがつけられることが望ましい。
ボタン３２６Ａを押下することによって、ＭＳ２２によるＰＣ３８とのローカル接続４４
の開始と、カテゴリ２の識別子と関連づけられた曲の音楽ファイルの自動アップロードと
が行われる。（電波の範囲外などで）直接のローカル接続４４を確立できない場合、次の
同期時にまたはＰＣ３８との接続時に、関連づけられた音楽ファイルのアップロードが行
われることになる。第３のカテゴリまたはインジケータは、曲の音楽ファイルがＭＳ２２
とＰＣ３８の双方に格納されていることを示すものである。このカテゴリでは、ＭＳ２２
側で音楽ファイルを削除することが可能である。その場合、ＭＳ２２側でのその音楽ファ
イルの識別子は、カテゴリ２の識別子およびファイルの場合と同様、リンク４４が確立さ
れた時点か、次の同期時かのいずれかの時点にＰＣ３８側の音楽ファイルが削除されるも
のとしてマークされることを示す。第４のカテゴリまたはインジケータは、曲の音楽ファ
イルがユーザによって以前に購入されたものではあるが、（削除、データの紛失、破損フ
ァイルなどで）もはやＰＣ３８内あるいはＭＳ２２内のいずれにも格納されていないため
、その音楽ファイルを、それが格納されている音楽サービス用サーバ３６から再ダウンロ
ードすることが可能であることを示すものである。第５のカテゴリまたはインジケータは
、曲の音楽ファイルが音楽サービス用サーバ３６内に格納されてはいるが、ユーザがまだ
購入していないことを示す。ソフトファンクション・インジケータ３１７によってフラグ
された別のボタン３２６Ｃを押下することによって、音楽サービス用サーバ３６にアクセ
スして、選択したカテゴリ４または５のいずれかの識別子と関連づけられた音楽ファイル
をダウンロードするために、あるいは、複数の選択された識別子に関する複数の音楽ファ
イルをダウンロードするために無線電話リンク３０が開始される。
【００２６】
　他のコンポーネントとつながるリンク３０や４４の存在に関係なく、上記５つのカテゴ
リのうちの任意のカテゴリ用インジケータを表示することも可能である。というのは、音
楽ファイル用識別子がＭＳ２２内に格納されているからである。ユーザはどの音楽ファイ
ルがＭＳ２２に存在しているか、どの音楽ファイルがＰＣ３８に存在しているか、さらに
、ユーザがどの音楽ファイルを事前に購入しているか、そして、当該曲の使用許諾の範囲
内で別のコピーをさらにダウンロードすることも可能であるかをひと目で見ることができ
る。購入した音楽ファイルのコピーの使用許諾期限が切れた場合、ファイル識別子をカテ
ゴリ４からカテゴリ５へ自動的に変化させることも可能である。（購入した音楽ファイル
には、一般に、ダウンロード期間に制限が設けられているか、ダウンロード回数に制限が
設けられている。）図３の行３１１および３１５がカテゴリ１の識別子を表す場合、ユー
ザがＭＳ２２で再生するために"再生リスト１"を選択すると、上記音楽ファイルのみが再
生されることになる。
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【００２７】
　ＭＳ２２は、音楽ファイルとは独立に識別子を格納することによって、ＭＳ２２内に格
納されていない音楽ファイルに関連付けられるファイル識別子の表示を可能とする。例え
ば、ＰＣ３８との同期時に、ＰＣ３８内の音楽ファイルのデータベース用のすべての識別
子がＭＳ２２へアップロードされる。アップロードした上記識別子のデータベースと、Ｍ
Ｓ２２内の音楽ファイルのデータベースとの間で単純な比較を行うことによって、カテゴ
リ１のファイルとカテゴリ２のファイルとの分析が行われる。カテゴリ３のファイルは説
明を要しないだろう。ユーザは、自分がその同一の音楽ファイルのコピーをＭＳ２２に格
納しているか、いないかにかかわらず、識別子と関連づけられた音楽ファイルをＭＳ２２
側で削除用としてマークすることができる。カテゴリ４のファイルは以前に削除されてい
て、ＭＳ２２またはＰＣ３８に関連づけられた音楽ファイルは存在しなくなっている。こ
の削除処理によって、関連づけられた識別子の除去を行う必要はなく、カテゴリ４のファ
イルとして記録しておいてよい。カテゴリ５のファイルは音楽サービス用サーバ３６に格
納されている。ＰＣ３８に格納された音楽ファイル用識別子をＰＣ３８からアップロード
する場合と同様、ＭＳ２２は、音楽サービス用サーバ３６から音楽ファイル用識別子のデ
ータベースをダウンロードすることも可能である。このデータベース用として、サーバ３
６には関連づけられた音楽ファイルが格納されている。サーバ３６からダウンロードされ
た上記データベースは、サーバ３６に格納されているすべての音楽ファイルを含むもので
あってもよく、該データベースはユーザの好みに合わせて個別に作成することも可能であ
る。ユーザが希望する識別子の対象となる特定のサブセットの音楽ファイルをユーザが明
示的に選択するとき、ユーザがダウンロードする音楽ファイルに基づいて、サーバ３６が
ユーザの好みを推論することにより行われるか、ユーザがすでにブラウズしたり、ダウン
ロードしたりしたことのある同じアーティストまたは同じアルバム／ＣＤから得られる識
別子のみにするように識別子を設定するかのいずれかによって上記個別データベースの作
成を行うようにすることも可能である。約５００，０００曲の音楽ファイル用識別子を担
持する１つのファイルでさえ、わずか数曲の音楽ファイル自体を担持する場合とほぼ同量
の格納媒体５６しか占有しないため、上記オプションは現在利用可能なＭＳ２２用として
実行可能である。上記に関係なく、識別子データベースと、基礎となる音楽ファイルのデ
ータベースとは、ＭＳ２２とＰＣとが同期する度に、そして、ＭＳ２２とサーバ３６とが
通信を行う度に更新される。上述したように、同じ表示とカテゴリとをＰＣ３８の表示画
面４２に表示することも可能である。その場合、上述のコンピュータプログラムは上記説
明に対する明白な修正が行われた状態でＰＣ３８に常駐することになる。
【００２８】
　本発明では、上述のコンセプトは、図４に例示のような再生リスト自体と、再生リスト
のリストを示すＭＳ２２の表示画面４２４とに対しても拡張される。以下に５つの再生リ
スト名を示す：行４１１の"再生リスト１"；行４１２の"ドライブミュージック"；行４１
３の"スキーミュージック"；行４１４の"ロマンティック"；および、行４１５の"再生リ
スト２"。"再生リスト１"には、例えば、図３に図示のようなカテゴリ１およびカテゴリ
２の双方用の音楽ファイル用識別子が含まれる。このような再生リスト名は、例えば橙色
によって示すようにしてもよい。橙色の特定のシェードはＭＳ２２対ＰＣ３８及び／又は
サーバ３６における基礎となるファイルの量を示すものであってもよい。"ドライブミュ
ージック"と"ロマンティック"とは、代わりに、ＭＳ２２に存在している音楽ファイル用
の音楽用識別子のみを含むものであってもよい。そのため、これらの再生リスト名を緑色
で示すようにしてもよい。"スキーミュージック"は、例えば識別子のみを含むものであっ
てもよく、該識別子が付けられた曲の音楽ファイルはＰＣ３８のみに存在する。そのため
、"スキーミュージック"は黄色で示すようにしてもよい。"再生リスト２"はファイル識別
子のみを含むものであってもよく、該ファイル識別子が付けられた曲の音楽ファイルはサ
ーバ３６のみに格納され、ＰＣ３８あるいはＭＳ２２には格納されていない。そして上記
音楽ファイルは赤色によって示すようにしてもよい。表示画面４２４に同時に表示できる
数よりも多数の再生リストが存在する場合、当業で公知のようにスクロール・バー４１８
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を追加してもよい。
【００２９】
　"再生リスト１"は、ＭＳ２２に存在する音楽ファイル用のファイル識別子をいくつか含
み、ＰＣ３８には存在するが、ＭＳ２２には存在しない音楽ファイル用のファイル識別子
をいくつか含み、さらに、サーバ３６には存在するが、ＰＣ３８またはＭＳ２２には存在
しない音楽ファイル用のファイル識別子をいくつか含むものと仮定する。図４に示すよう
に、ユーザは、再生リスト名の背後にあるシェードされた背景によって該再生リスト名の
選択を行うことも可能である。ソフトファンクション・インジケータ４１６により特定さ
れる単一のボタン４２６Ａを押下することによって、ＰＣ３８とのローカル接続４４の開
始と、再生リストで識別子と関連づけられたすべての音楽ファイルのＰＣ３８からのアッ
プロードと、ＭＳ２２に予め格納された音楽ファイルの保存とをＭＳ２２に行わせること
になる（上記とは別に、すべてのこのようなファイルをアップロードし、ＭＳ２２に予め
格納されているファイルを上書きするようにしてもよい）。接続４４が直接利用できない
場合、音楽ファイルは次の同期時のアップロードのためにマークされることになる。別の
ソフトファンクション・インジケータ４１７によって特定されるような別の単一ボタン４
２６Ｃを押下することによって、音楽サービス用サーバ３６との移動電話接続３０の開始
処理と、ＰＣ３８またはＭＳ２２に格納されていないものとしてマークされた識別子であ
って、上記再生リストに載っている識別子と関連づけられたすべての音楽ファイルをサー
バ３６からダウンロードする処理とをＭＳ２２に行わせることになる。ユーザ課金データ
は、前回の取引から取得されてサーバ３６側に格納され、ユーザからのより少数のキース
トロークによって取引の実行が可能となる。
【００３０】
　図５に図示のように、ある特定のアーティスト用として類似の機能を利用することも可
能である。アーティスト名は、アルバム／ＣＤ名または他の識別子のリストと共に表示画
面５２４に表示される。たとえ音楽ファイルが上記アルバム／ＣＤからＭＳ２２に格納さ
れない場合であっても、上記記載のようにこれらの識別子をＭＳ２２に格納することが可
能である。上記アルバム／ＣＤ名は、図４の再生リスト名の場合と同様に表示される。赤
色は、上記アルバム／ＣＤから得られるすべての音楽ファイルまたはトラックが、サーバ
３６で利用可能であるが、ＭＳ２２またはＰＣ３８には格納されていないことを示す。橙
色のシェードは、上記アルバム／ＣＤ用の音楽ファイルのある割合のものが、ＭＳ２２と
、ＰＣ３８と、サーバ３６とを任意にミックスした装置に格納されていることを示す。黄
色は、上記アルバム／ＣＤ用のすべての音楽ファイルがＰＣ３８に格納されているが、Ｍ
Ｓ２２には格納されていないことを示す。そして、緑色は、上記アルバム／ＣＤ用のすべ
ての音楽ファイルがＭＳ２２に格納されていることを示す。ユーザは、アルバム／ＣＤ識
別子用の、行５１３に図示のような特別のアルバム／ＣＤ"ライブ・イン・オウル"を強調
表示することも可能である。ソフトファンクション・インジケータ５１６により特定され
た単一のボタン５２６Ａを押下することによって、ＰＣ３８とのローカル接続４４の開始
と、選択済みアルバム／ＣＤ名と関連づけられたすべての音楽ファイルのＰＣ３８からの
アップロードと、ＭＳ２２に予め格納された音楽ファイルの保存とをＭＳ２２に行わせる
ことになる（上記とは別に、すべてのこのようなファイルをアップロードし、ＭＳ２２に
予め格納されているファイルを上書きするようにしてもよい）。接続４４が直接利用でき
ない場合、音楽ファイルは次の同期時のアップロードのためにマークされることになる。
別のソフトファンクション・インジケータ５１７によって特定されるような別の単一ボタ
ン５２６Ｃを押下することによって、音楽サービス用サーバ３６との移動電話接続３０の
開始処理と、ＰＣ３８またはＭＳ２２に格納されていないものとしてマークされた選択済
みアルバム／ＣＤ識別子であって、選択済みアルバム／ＣＤ識別子と関連づけられたすべ
ての音楽ファイルをサーバ３６からダウンロードする処理とをＭＳ２２に行わせることに
なる。
【００３１】
　しかし、ユーザは、図５に記載のように、アルバム／ＣＤの残りのトラックすべてのア
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ップロードまたはダウンロードを常に行わないように望むことも可能である。図６によれ
ば、表示画面６２４は、唯一の特別のアルバム／ＣＤと関連づけられた音楽ファイルをさ
らにリストするようにしてもよい。図５の"ガールバンド"の"ライブ・イン・オウル"アル
バム／ＣＤ識別子を続けると、図６は上記アルバム／ＣＤから（必要な場合、スクロール
・バー６１８を用いて）すべての音楽ファイル６１１～６１５をリストする図である。こ
れらの音楽識別子は、図３の再生リストの音楽ファイルと関連して、上記記載のように曲
の音楽ファイルが属するカテゴリ表示を保持する。ユーザ入力に後続するファイル識別子
のうちの１つの識別子のみをボタン６１６、６１７を介して選択することによって、上記
ケースのような、関連づけられた音楽ファイルのローカルリンク４４を介するアップロー
ドまたは無線電話リンク３０を介するダウンロードが実行される。
【００３２】
　これまで説明したコンピュータ命令セットは、特に説明したようにＭＳ２２に存在して
もよいし、あるいは、当業者であれば容易である簡単な修正を行ってＰＣ３８に存在する
ようにしてもよい。ローカルリンク４４を確立できない場合、コンピュータプログラムは
、第１の試行時に上記ファイル識別子をマークすることが好ましく、それによって、別の
装置（ＰＣ３８またはＭＳ２２）との次の同期時に（アップロード、削除などの）意図さ
れた操作を実施する。移動電話リンク３０を確立できない場合、コンピュータプログラム
は、第１の試行時に上記ファイル識別子を好適にマークして、サーバ３６との同期後であ
って、しかも、サーバ３６の次のアクセスの前に、現在の装置２２、３８か、別の装置３
８、２２かのいずれかを介してユーザがサーバ３６にアクセスする次回に、（ダウンロー
ドなどの）意図された操作を実施する。
【００３３】
　表示画面２４、４２のいずれかをほんの２、３回ちょっと見るだけで、ユーザがＭＳ２
２とＰＣ３８との双方における自分の音楽ライブラリの状態をより良好に確認できること
に加えて、本発明は、ユーザが再生リストの作成と、編集と、自分のＭＳ２２からの削除
とを行うこと可能にし、それによって、ユーザが移動中に入力した変更に基づいて、リン
ク３０、４４を介して再生リストを動的に更新するようにするものである。例えば、友人
が、自分の推奨する新しい曲のタイトルについて電子メールやＳＭＳを行うようにするこ
とも可能である。ユーザは電子メールした曲のタイトルを再生リストに張りつけ、ユーザ
が、ＭＳ２２かＰＣ３８かのいずれかにその曲用の音楽ファイルのコピーを所有している
かどうかを直接調べることが可能となる。
【００３４】
　友人が再生リスト全体を電子メールする場合に似たような機能を達成することも可能で
ある。再生リスト内の個々のタイトルは、適切なものとして、ＭＳ２２及び／又はＰＣ３
８に格納された曲の音楽ファイルに対応づけられている。しかし、ＭＳ２２とＰＣ３８間
にデータ接続が存在していない場合、ＭＳ２２へ再生リストを電子メールする際に、対応
する曲のファイルが（ＰＣ３８などの）別の装置に格納されている旨が再生リストの或る
種のタイトルによって正確に示されない場合もある。上記の不正確さはＭＳ２２とＰＣ３
８との次の同期時に訂正されることになる。一般に、本発明の改善されたユーザ環境によ
って、ユーザは、本発明のプログラムを利用するＭＳ用の携帯用専用音楽プレイヤおよび
ＭＳを携帯せずに済ますことが可能となる。
【００３５】
　本発明を限定するものではない例示の実施例による上記の説明によって、本発明を構成
するために本願発明者らが現在想定する十分でかつ最善の方法および装置についての情報
に富む記載を行った。しかし、添付図面および添付の請求項と共に本明細書を読むとき、
上記説明に鑑み、当業者には種々の変更および適合化が明らかになるかもしれない。例え
ば、ブルートゥースやケーブルリンクのような、ＭＳとＰＣとがそれらの間で一体に機能
するアクティブなリンクを有しているとき、ＭＳはネットワークベースのサーバからのダ
ウンロードをＰＣを介して要求するかもしれない。ＭＳが、データベースとつながる２つ
の異なるリンク用のオプションを有することも可能な場合、（より高いデータ転送レート
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能力を示すリンクのような）利用可能な最善のリンクを介して、選択済みの曲をダウンロ
ードすることが可能となり、それによってＭＳまでＰＣリンクとつながるブロードバンド
のケーブルを選択して、移動電話リンクを介してメディアファイルのダウンロードが行わ
れることになる。さらに、ＭＳは、或る一定の予め定めたデータ転送レートの測定が行わ
れるまでは、そして、該測定が行われなければ、ユーザが選択したタイトルの曲をダウン
ロードすることを目的とするリンクが確立されないようにすることも可能であり、これに
よって、良好でない、あるいは低スループットのリンクのみが利用可能なとき、ユーザ要
求に自動的に応じることがないようにされる。本発明の教示のすべての上記のような変更
、並びに、同様の変更はそれでも本発明の範囲に属することになる。さらに、本発明の特
徴のいくつかを利用して、他の特徴の対応する利用を伴うことなく、利益をもたらすよう
にすることが可能である。したがって、上述の説明は、本発明の原理の単に例示的な記載
と考えることが望ましく、本発明を限定するものと考えるべきではない。
【００３６】
　最後に、本願の親出願である特願２００７－５０４４９７の出願当初の特許請求の範囲
に記載されていた、本発明の実施形態を次に示す。
（１）移動局ＭＳ内においてコンピュータ可読媒体に統合されるコンピュータプログラム
であって、
　デジタルメディアファイルと個々に関連づけられた複数の識別子を表示するための第１
のセットのコンピュータ命令を備え、
　第１の識別子が、前記第１の識別子と関連づけられた第１のメディアファイルが前記Ｍ
Ｓ内に格納されていることを示し、
　第２の識別子が、前記第２の識別子と関連づけられた第２のメディアファイルが前記Ｍ
Ｓ以外のロケーションに格納されていることを示すコンピュータプログラム。
（２）前記識別子がメディアファイルのタイトルを含み、前記タイトルの異なるフォント
と、前記タイトルの異なる色と、前記タイトルの異なるシェードと、前記タイトルに隣接
して表示される異なるアイコンと、のうちの少なくとも１つによって前記第１の識別子と
第２の識別子とを区別する（１）に記載のコンピュータプログラム。
（３）データベースとの接続を確立し、ユーザ入力に応じて前記第２のメディアファイル
を前記ＭＳへコピーするための第２のセットのコンピュータ命令をさらに備えた（１）に
記載のコンピュータプログラム。
（４）前記データベースがネットワーク上にサーバを有し、前記移動局を電子的に結合し
たパーソナルコンピュータを介して前記移動局から前記サーバへの接続が行われる（３）
に記載のコンピュータプログラム。
（５）前記第２の識別子と関連づけられた第２のメディアファイルがＰＣ内に格納されて
いて、前記ＭＳ内には格納されていないことを前記第２の識別子によって示し、
　前記第１のセットのコンピュータ命令が第３の識別子をさらに表示し、該第３の識別子
と関連づけられた第３のメディアファイルが前記ＭＳまたは前記ＰＣ内に格納されていな
いことを前記第３の識別子によって示す（３）に記載のコンピュータプログラム。
（６）前記対応するユーザ入力が前記第２の識別子を選択するとき、前記第２のメディア
ファイルをアップロードするために、前記第２のセットのコンピュータ命令が前記ＰＣと
のローカル接続を開始し、次いで、ユーザ入力が前記第３の識別子を選択するとき、デー
タ通信ネットワークを介して前記第３のメディアファイルをダウンロードするために、該
第２のセットのコンピュータ命令がメディアサービス用サーバとの移動電話接続を開始す
る（５）に記載のコンピュータプログラム。
（７）複数のデジタルメディア識別子と関連づけられた再生リスト名を表示する第３のセ
ットのコンピュータ命令を備え、
　　前記第１の再生リスト名と関連づけられた前記デジタルメディア識別子と関連づけら
れたすべてのデジタルメディアファイルを前記ＭＳ内に格納するとき、前記再生リスト名
を第１の形態で表示し、
　　前記第１の再生リスト名と関連づけられた前記デジタルメディア識別子と関連づけら
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れた少なくとも１つの、但し、すべてではないデジタルメディアファイルを前記ＭＳ内に
格納するとき、前記再生リスト名を第２の形態で表示し、
　　前記第１の再生リスト名と関連づけられた前記デジタルメディア識別子と関連づけら
れたデジタルメディアファイルが前記ＭＳ内に格納されていないとき、前記再生リスト名
を第３の形態で表示する（１）に記載のコンピュータプログラム。
（８）前記第３のセットのコンピュータ命令が、前記第１、第２および第３の形態で、個
々に、少なくとも２つの再生リスト名を同時に表示し、かつ、前記少なくとも２つの再生
リストのいずれかと関連づけられたデジタルメディア識別子を同時には表示しない（７）
に記載のコンピュータプログラム。
（９）前記第２または第３の形態で表示される再生リストの選択と、前記ＭＳに格納する
新たなファイルの要求との双方をユーザが行うこととに応動して、データベースとの接続
を開始すると共に、ユーザが選択した再生リストの前記デジタルメディア識別子と関連づ
けられるが前記ＭＳに格納されていない音楽ファイルを該データベースからコピーする、
第４のセットのコンピュータ命令をさらに含む（８）に記載のコンピュータプログラム。
（１０）前記データベースがＰＣ内に格納され、前記接続が前記ＰＣとのローカル接続を
含む（９）に記載のコンピュータプログラム。
（１１）前記データベースがメディアサービス用サーバ内に格納され、前記接続がインタ
ーネットを介する移動電話接続を含む（９）に記載のコンピュータプログラム。
（１２）前記第２の識別子と関連づけられた前記第２のメディアファイルが、前記ＭＳと
事前に同期されたＰＣ内に格納されていることを前記第２の識別子が示す（１）に記載の
コンピュータプログラム。
（１３）前記複数の識別子が、
　第３の識別子を含み、前記ＭＳ内に、並びに、ローカルリンクを介して前記ＭＳと結合
されたＰＣ内に、第３の識別子と関連づけられた第３のメディアファイルが格納されてい
ることを該第３の識別子が示す（１２）に記載のコンピュータプログラム。
（１４）前記複数の識別子が、
　第４の識別子を含み、前記ＭＳ内に、あるいは、前記ＭＳから離れたところに在る、ロ
ーカルリンクを介して前記ＭＳとリンクされた装置に第４の識別子と関連づけられた第４
のメディアファイルが格納されず、移動電話リンクを介して前記ＭＳとリンクされたサー
バ内に、該第４のメディアファイルが格納されていることを該第４の識別子が示す（１３
）に記載のコンピュータプログラム。
（１５）ホスト装置内のコンピュータ可読媒体に統合されたコンピュータプログラムであ
って、
　第１のメディアファイルと、前記第１のメディアファイルと関連づけられた第１の識別
子とをホスト装置内に格納するための第１のセットのコンピュータ命令と、
　前記ホスト装置内に格納されていない第２のメディアファイルと関連づけられた第２の
識別子をホスト装置内に格納するための第２のセットのコンピュータ命令と、
　前記ホスト装置がネットワークと結合されているかどうかにかかわりなく、前記第１お
よび第２の識別子の双方を表示するための第３のセットのコンピュータ命令と、を含むコ
ンピュータプログラム。
（１６）特定の音楽識別子と関連づけられたメディアファイルが前記ホスト装置内に格納
されているかどうかにかかわりなく、前記ホスト装置内に格納されたメディア識別子の再
生リストをユーザが作成し、編集できるようにするための第４のセットのコンピュータ命
令をさらに含む（１５）に記載のコンピュータプログラム。
（１７）前記ホスト装置とパーソナルコンピュータとの間で音楽ファイルと再生リストと
を同期させるための第５のセットのコンピュータ命令をさらに含むコンピュータプログラ
ムであって、前記ホスト装置から削除されたメディアファイルが、ローカルリンクを介し
て前記ホスト装置と選択的に結合された別の装置から自動的に削除されない（１６）に記
載のコンピュータプログラム。
（１８）前記第２のセットのコンピュータ命令が、別の装置からローカル接続を介して識
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別子のデータベースをアップロードし、該識別子のデータベースを前記別の装置に格納さ
れたメディアファイルと個々に関連づけて格納する（１５）に記載のコンピュータプログ
ラム。
（１９）前記別の装置がＰＣである（１８）に記載のコンピュータプログラム。
（２０）前記第２のセットのコンピュータ命令が、移動電話接続とインターネットとを介
して、メディアサービス用サーバから識別子のデータベースをダウンロードし、該識別子
のデータベースを前記サーバ側に格納されているメディアファイルと個々に関連づけて格
納する（１５）に記載のコンピュータプログラム。
（２１）前記識別子のデータベースが前記サーバ側に格納されているすべての識別子のサ
ブセットであり、少なくとも１つのユーザの好みによって前記サブセットが画定される（
２０）に記載のコンピュータプログラム。
（２２）前記ホスト装置が移動局である（１５）に記載のコンピュータプログラム。
（２３）第１の複数のメディアファイルと、第２の複数のファイル名とを格納するための
内部格納媒体と、
　前記第１の複数のメディアファイルの各々をファイル名に対応づける、前記内部格納媒
体と結合されたプロセッサと、
　一連のファイル名を表示するための、前記プロセッサと結合された表示インタフェース
であって、前記第１の複数のメディアファイルのうちの１つのメディアファイルに対応づ
けられた個々のファイル名を第１の特徴と共に表示し、前記第１の複数のメディアファイ
ルのうちの１つのメディアファイルに対応づけられていない個々のファイル名を前記第１
の特徴以外の特徴と共に表示する表示インタフェースと、を備える移動局。
（２４）前記プロセッサが、前記第１の複数のメディアファイルのうちの１つのメディア
ファイルに対応づけられていない少なくとも１つのファイル名を前記移動局から離れたと
ころに在る別の格納位置とさらに対応づけるようにする移動局であって、
　前記表示インタフェースが、第２の特徴と共に前記別の格納位置に対応づけられた個々
のファイル名を表示する（２３）に記載の移動局。
（２５）無線電話リンクと、無線ピコネットリンクと、無線ＬＡＮと、無線光リンクとの
うちの１つを介して前記別の格納位置とリンクする手段を備える移動局であって、前記プ
ロセッサが、前記第１の複数のメディアファイル内に存在しない追加メディアファイルを
求める要求を伝送し、前記追加メディアファイルが、前記第２の特徴を含む表示ファイル
名に対応し、ユーザにより選択される（２４）に記載の移動局。
（２６）ユーザにより選択された前記ファイル名が前記内部格納媒体に格納され、前記プ
ロセッサが、ユーザのコマンド入力時に前記追加メディアファイルを求める要求を伝送す
る（２５）に記載の移動局。
（２７）ユーザのコマンド入力時に通信リンクが確立されていないとき、前記ユーザのコ
マンド入力に応じて、次の通信リンクの確定時に前記プロセッサが前記要求を伝送する（
２５）に記載の移動局。
（２８）予想リンクが最低限のデータ交換速度を満たしていると前記移動局が判断したと
き、前記リンクの次の確定が自動的に確立される（２７）に記載の移動局。
（２９）前記移動局が、前記リンクのうちの少なくとも２つのリンクにわたってリンクす
る手段をさら備え、さらに、前記プロセッサが、前記リンクのうちの１つのリンクを選択
して、データスループットの比較に基づいて前記リンクにわたる確立を行うようにする（
２５）に記載の移動局。
（３０）前記表示インタフェースが、前記内部格納媒体または前記別の格納位置のいずれ
にも対応づけられていない個々のファイル名に対して第３の特徴と共にさらに表示を行う
表示インタフェースである（２４）に記載の移動局。
（３１）前記第１および第２の特徴が、フォント、色、シェード、背景、並びに、前記フ
ァイル名に隣接して表示されるアイコンのうちの少なくとも１つの点で異なる（２４）に
記載の移動局。
（３２）無線リンクを介して追加ファイル名を受信する受信装置をさらに備えた移動局で
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あって、前記プロセッサが、前記追加ファイル名を反映するために前記対応付けを更新し
、前記表示インタフェースが、前記第１の特徴と、前記第１の特徴以外の特徴とのうちの
一方の特徴を含む前記追加ファイル名を前記プロセッサによる対応付けと一致して表示す
る（２３）に記載の移動局。
（３３）前記無線リンクを介して受信した追加ファイル名の再生リスト内に前記追加ファ
イル名が含まれる移動局であって、前記プロセッサが、前記再生リスト内の個々のファイ
ル名に対する更新を行い、さらに、前記表示インタフェースが、前記第１の特徴と、前記
第１の特徴以外の特徴とのうちの一方の特徴を含む前記再生リスト内の個々のファイル名
を前記プロセッサによる対応付けと一致して表示する（３２）に記載の移動局。
（３４）前記内部格納媒体が第３の複数のファイル名と関連づけられた再生リスト名をさ
らに格納し、前記表示インタフェースが、
　前記第３の複数のファイル名の個々のファイル名が、前記プロセッサによって前記第１
の複数のメディアファイルのうちの１つのメディアファイルに対応づけられている場合に
は、第３の特徴を、
　前記第３の複数のファイル名のうちのいくつかのファイル名ではあるが、すべてではな
いファイル名が、前記プロセッサによって前記第１の複数のメディアファイルのうちの１
つのメディアファイルに対応づけられている場合には、第４の特徴を、
　前記第３の複数のファイル名のうちのいずれのファイル名も、前記プロセッサによって
前記第１の複数のメディアファイルのうちの１つのメディアファイルにも対応づけられて
いない場合には、第５の特徴を含む前記再生リスト名をさらに表示するようになっている
移動局であって、
　前記第１および第３の特徴が同一であってもよく、さらに、前記第４および第５の特徴
のうちの一方の特徴が前記第２の特徴と同一であってもよい（２３）に記載の移動局。
（３５）前記第３の複数のファイル名のうちのいくつかのファイル名であるが、すべてで
はないファイル名が、前記プロセッサによって前記第１の複数のメディアファイルのうち
の１つのメディアファイルに対応づけられ、かつ、前記第３の複数のファイル名のうちの
いくつかのファイル名ではあるが、すべてではないファイル名が、前記プロセッサによっ
て前記移動局から離れたところに在る記憶位置に対応づけられている場合には、前記第４
の特徴を含む前記再生リスト名を前記表示インタフェースが表示する（３４）に記載の移
動局。
（３６）無線電話リンクと、ケーブルリンクと、無線ピコネットリンクと、無線ＬＡＮと
、無線光リンクとのうちの１つを介して前記別の格納位置とリンクする手段をさらに備え
、
　前記プロセッサが、コマンド入力および前記再生リスト名のユーザ選択に応じて個々の
メディアファイルを求める要求を伝送し、前記プロセッサが、該個々のメディアファイル
に対して前記第３の複数のファイル名のうちの前記ファイル名を前記別の格納位置に対応
づける（３５）に記載の移動局。
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