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(57)【要約】
移動デジタルラジオのプレイリストシステムを実現する
ための方法及び装置を開示する。このプレイリストは、
車両内に維持する必要はなく、コンピュータ、ＰＤＡ、
ＭＰ３プレーヤー等のようなユーザー装置上に維持する
ことが好ましい。このシステムは、こうしたプレイリス
トを都合良く更新する方法を可能にし、この方法は、例
えば車両で移動している間に、ユーザーのキャプチャー
入力に応答して、現在の歌の記述情報を移動デジタルラ
ジオ受信機内に捕捉し；捕捉した記述情報をデジタルラ
ジオ受信機から無線電気通信装置に送信し；無線電気通
信装置では、捕捉した記述情報をプレイリスト・サーバ
ーに転送し；そしてプレイリスト・サーバーでは、受信
した記述情報をユーザー装置に転送して、プレイリスト
を更新することによる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザー装置上に記憶されたプレイリストを更新する方法において、
　(a) ユーザーのキャプチャー入力に応答して、現在の歌の記述情報を、移動デジタルラ
ジオ受信機内に捕捉するステップと；
　(b) 前記捕捉した記述情報を、前記移動デジタルラジオ受信機から無線電気通信装置に
送信するステップと；
　(c) 前記無線電気通信装置において、前記捕捉した記述情報をプレイリスト・サーバー
に転送するステップと；
　(d) 前記プレイリスト・サーバーにおいて、前記受信した記述情報を前記ユーザー装置
に転送して、前記プレイリストを更新するステップと
を備えていることを特徴とするプレイリストの更新方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、前記捕捉した記述情報を前記プレイリスト・サーバー
に転送するステップが、無線ＳＭＳサービス上でデータを送信することを含むことを特徴
とする方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法において、前記捕捉した記述情報を前記プレイリスト・サーバー
に転送するステップが、帯域内信号方式を用いて、音声チャネル内のデジタル無線通話上
でデータを送信することを含むことを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法において、前記捕捉した記述情報を前記プレイリスト・サーバー
に転送するステップが、無線パケットデータサービス上でデータを送信することを含むこ
とを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法において、前記無線電気通信装置が、手持ち式携帯電話を含むこ
とを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法において、前記無線電気通信装置が、個人用携帯情報端末を含む
ことを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１に記載の方法において、さらに、前記移動デジタルラジオ受信機の現在位置を
示す位置データを、前記プレイリスト・サーバーに送信するステップを備えていることを
特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法において、さらに、前記位置データをＧＰＳ受信機から取得する
ことを含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法において、さらに、前記ユーザーのキャプチャー入力に応答して
、前記位置データを取得することを含むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　車両用のラジオシステムにおいて、
　車両内で現在の歌を受信して再生するためのデジタルラジオ受信機と；
　前記現在の歌を識別するメタデータを復号化する、前記デジタルラジオ受信機内のプロ
セッサと；
　前記デジタルラジオ受信機内のプロセッサに結合され、前記メタデータを前記車両内の
第２受信機に送信するための、前記車両内の短距離無線送信機と
を備えていることを特徴とする車両用ラジオシステム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の車両用ラジオシステムにおいて、前記短距離無線送信機が、ブルー
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トゥース型互換送信機であることを特徴とする車両用ラジオシステム。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の車両用ラジオシステムにおいて、前記短距離無線送信機が、ブルー
トゥース型トランシーバーの一部であることを特徴とする車両用ラジオシステム。
【請求項１３】
　請求項１０に記載の車両用ラジオシステムにおいて、前記短距離無線送信機が、前記デ
ジタルラジオ受信機内に統合されていることを特徴とする車両用ラジオシステム。
【請求項１４】
　請求項１０に記載の車両用ラジオシステムにおいて、前記短距離無線送信機が、前記デ
ジタルラジオ受信機内に統合されたブルートゥース互換トランシーバーで構成されること
を特徴とする車両用ラジオシステム。
【請求項１５】
　請求項１０に記載の車両用ラジオシステムにおいて、前記メタデータの捕捉及び送信を
開始するための、前記デジタルラジオ受信機へのユーザー入力手段を含むことを特徴とす
る車両用ラジオシステム。
【請求項１６】
　移動デジタルラジオ・プレイリストシステムにおいて、
　現在の歌を受信して再生するための移動デジタルラジオ受信機と；
　前記現在の歌を識別するメタデータを復号化する、前記移動デジタルラジオ受信機内の
プロセッサと；
　ユーザーアカウントを維持するためのリモートサーバーシステムであって、前記メタデ
ータを前記ユーザーアカウントに関連してバッファ記憶するためのデータ記憶装置に結合
されたサーバーシステムと；
　前記現在の歌の前記メタデータを、前記移動デジタルラジオ受信機から前記リモートサ
ーバーシステムに送信して、前記ユーザーアカウントに関連して前記データ記憶装置に記
憶するための手段と；
　前記メタデータを、前記リモートサーバーシステムからユーザー装置にダウンロードし
て、前記ユーザー装置上のユーザー・プレイリストを更新するための手段と
を備えていることを特徴とする移動デジタルラジオ・プレイリストシステム。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の移動デジタルラジオ・プレイリストシステムにおいて、前記現在の
歌の前記メタデータを、前記移動デジタルラジオ受信機から前記リモートサーバーシステ
ムに送信する手段が、無線電気通信トランシーバーを備えていることを特徴とする移動デ
ジタルラジオ・プレイリストシステム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の移動デジタルラジオ・プレイリストシステムにおいて、前記無線電
気通信トランシーバーが、前記移動デジタルラジオ受信機に結合された手持ち式携帯電話
で構成されることを特徴とする移動デジタルラジオ・プレイリストシステム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の移動デジタルラジオ・プレイリストシステムにおいて、前記手持ち
式携帯電話が、無線接続によって前記移動デジタルラジオ受信機に結合されていることを
特徴とする移動デジタルラジオ・プレイリストシステム。
【請求項２０】
　請求項１８に記載の移動デジタルラジオ・プレイリストシステムにおいて、前記手持ち
式携帯電話が、前記現在の歌の前記メタデータを、前記移動デジタルラジオ受信機から前
記リモートサーバーシステムに、帯域内信号方式、ショートメッセージサービス、及びパ
ケットデータサービスを介して送信することを特徴とする移動デジタルラジオ・プレイリ
ストシステム。
【請求項２１】
　ユーザー装置上に記憶されたプレイリストを更新する方法において、
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　(a) ユーザーのキャプチャー入力に応答して、現在の歌のメタデータを、移動デジタル
ラジオ受信機内に捕捉するステップと；
　(b) 前記捕捉したメタデータを、前記移動デジタルラジオ受信機から無線電気通信装置
に送信するステップと；
　(c) 前記無線電気通信装置において、前記捕捉したメタデータをプレイリスト・サーバ
ーに、無線ＳＭＳサービス上で転送するステップと；
　(d) 前記プレイリスト・サーバーにおいて、受信した前記メタデータを前記ユーザー装
置に転送して、プレイリストを更新するステップと
を備えていることを特徴とするプレイリストの更新方法。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の方法において、さらに、前記移動デジタルラジオ受信機の現在位置
を示す位置データを、前記捕捉したメタデータと共に、前記プレイリスト・サーバーに送
信するステップを備えていることを特徴とする方法。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の方法において、さらに、前記位置データをＧＰＳ受信機から取得す
ることを含むことを特徴とする方法。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の方法において、前記ＧＰＳ受信機が、前記無線電気通信装置内に統
合されていることを特徴とする方法。
【請求項２５】
　ユーザー装置上に記憶されたプレイリストを更新する方法において、
　(a) ユーザーのキャプチャー入力に応答して、現在の歌のメタデータを、移動デジタル
ラジオ受信機内に捕捉するステップと；
　(b) 前記捕捉したメタデータを、前記移動デジタルラジオ受信機から無線電気通信装置
に送信するステップと；
　(c) 前記無線電気通信装置において、前記捕捉したメタデータを、帯域内信号方式を用
いて無線電気通信音声チャネル上で、プレイリスト・サーバーに転送するステップと；
　(d) 前記プレイリスト・サーバーにおいて、受信した前記メタデータを前記ユーザー装
置に転送して、プレイリストを更新するステップと
を備えていることを特徴とするプレイリストの更新方法。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の方法において、さらに、前記移動デジタルラジオ受信機の現在位置
を示す位置データを、前記捕捉したメタデータと共に、前記プレイリスト・サーバーに送
信するステップを備えていることを特徴とする方法。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の方法において、さらに、前記位置データをＧＰＳ受信機から取得す
ることを含むことを特徴とする方法。
【請求項２８】
　請求項２７に記載の方法において、前記ＧＰＳ受信機が、前記無線電気通信機器内に統
合されていることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願）
　本願は、同時係属中の米国特許仮出願第６０／８９４１６０号、２００７年３月９日出
願、及び係属中の米国特許出願第１２／０４３９３３号、２００８年３月６日出願に基づ
いて優先権を主張し、共に参考文献として本明細書に含める。
【０００２】
（著作権情報）
　(c) 2007-2008 Airbiquity Inc。本明細書の開示の一部は、著作権保護を受ける素材を
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含む。著作権所有者は、この素材が米国特許商標局の包袋または記録中に出現する際は、
何人による特許文献または特許開示の複写にも意義を唱えないが、さもなければ、一切の
著作権を留保する。37 CFR §1.71(d)
【０００３】
　本発明は、移動デジタルラジオに関するものであり、より具体的には、歌または他の記
録済みデジタルメディアのプレイリストを管理することに関連する。
【背景技術】
【０００４】
　衛星ラジオは一部の自動車に装備され、地上波放送デジタルラジオが、間もなくこれに
続くものと期待されている。移動衛星デジタルラジオ受信機は一般に、自動車用エンター
テイメント（娯楽）システムにおける、ＡＭ／ＦＭアナログラジオ、ＣＤプレーヤー、Ｍ
Ｐ３のような従来のオーディオ構成要素に統合されている。一部の場合には、無線通信（
携帯電話）も、例えば「ハンズフリー」操作用に、自動車用エンターテイメントシステム
に統合されている。単一装置にまとめられたこうした機能の全てが、複雑なユーザーイン
タフェースを生み出す。多くのユーザーはまだ、既に利用可能な何百もの衛星デジタルラ
ジオ局の中のうち１つの局を見出す方法すらまだ習得していない。
【０００５】
　時として、ユーザーが特定の歌を衛星ラジオで聴く際に、ユーザーはこの歌を録音して
後に再生したいことがある。この目的のために、図１の「ＸＭラジオレコーダー」１０の
ような市販装置が知られている。ＸＭラジオレコーダーは、本質的にデジタルオーディオ
レコーダーであり、市販され、（図１に示すように）衛星ラジオ受信機に接続して、衛星
ラジオで受信した歌を録音することができる。こうした装置は専用装置であり、他の目的
に使用することができないので、比較的高価である。
【０００６】
　衛星ラジオで放送される歌（またはスピーチ、討論、または他のオーディオ放送アイテ
ム）を捕捉するか、あるいは、少なくともこうした歌を記述するメタデータを捕捉し、こ
のメタデータをプレイリストに組み入れて、この歌を再生するか、さもなければ後に他の
場所でこの歌にアクセスすることができるための、より良い方法の必要性がまだ存在する
。自動車の運転者または他の乗員が、こうした情報を非常に容易かつ安価に捕捉すること
ができるべきである。　
【発明の概要】
【０００７】
　以下の説明は、例えば自動車内のデジタルラジオ受信機で聴取される歌を含む歌のプレ
イリストを管理するための改善された方法及びシステムを例示する好適例を開示する。本
発明の追加的態様及び利点は、以下の好適な実施例の詳細な説明より明らかになり、この
説明は、図面を参照しながら進める。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】ブルートゥース（登録商標）または有線インタフェースを有する移動デジタルラ
ジオシステムの一例を例示する簡略化したブロック図である。
【図２】携帯電話の構成要素を例示する簡略化したブロック図である。
【図３】本発明の実施例による、衛星ラジオ、携帯電話、及びリモート・プレイリスト・
ポータルシステムの相互間の通信を例示する通信の流れ図である。
【図４】本発明の一実施例によるプレイリスト管理システムの簡略化したシステムレベル
図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下の説明では、選択した「歌」及び歌の「プレイリスト」の選択及び取り扱いを、本
発明の原理を１つの応用において例示するための一例として用いる。本発明の原理は、デ
ジタルコンテンツの他の例、例えば他の音声スピーチ、グラフィックスまたはビデオ資料
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にも適用することができる。例えば、特定のニュース放送をラジオで配信することができ
、ユーザーはこのニュース放送を捕捉して、後に家で聴取したいことがある。歌のような
こうしたメディアアイテムは、本発明のパラメータに十分該当する。
【００１０】
　本開示によると、図１に示す「ＸＭラジオレコーダー」１０は不要になる。その代わり
に、本発明の一実施例では、衛星ラジオ・ユーザーインタフェースを修正して「キャプチ
ャー（捕捉）」ボタン２０を設け、このボタンはユーザーインタフェースにおける専用ボ
タンまたはソフトウェア構成可能なボタンとすることができる。ユーザーが、自分が捕捉
したい歌を聴く際に、ユーザーは単に、衛星ラジオ・ユーザーインタフェース上のボタン
２０を押す。一実施例によれば、この歌の音楽（音声内容）は文字通りに捕捉されないが
、その代わりに、歌の名前及び／またはこの歌を後に識別するのに適した他のメタデータ
を捕捉し、これについては本明細書でさらに詳細に説明する。
【００１１】
　一部の自動車は、「自動車ブルートゥース内蔵」２２に示すような、内蔵ブルートゥー
スシステムを有する。例えば、自動車は、携帯電話に接続してハンズフリー通話するため
のマイクロホン２４を備えるブルートゥースシステムを有することができる。一実施例で
は、ブルートゥース・トランシーバー２２は、衛星ラジオ１２に有線接続することができ
る。ここで「有線」とは、直接的な電気接続に限定されない。むしろ、一部の実施例では
、ＢＴ（ブルートゥース）トランシーバーは、１つ以上の車内ネットワークまたはコント
ローラを経由してラジオに結合することができる。代案実施例では、衛星ラジオ１２自体
が、同様の目的でラジオに内蔵したブルートゥース・トランシーバー２８を有することが
できる。独立したＢＴ受信機２２またはラジオＢＴ受信機２８のいずれも、本明細書で説
明するように、ユーザーの携帯電話と通信するために使用することができる。
【００１２】
　動作中には、ユーザーがキャプチャーボタン２０を押すと、ブルートゥースシステム（
車載システム２２でも、衛星ラジオ１２に統合したシステム２８でも）が、図２のユーザ
ーの携帯電話２００へのメッセージを送信開始する。衛星ラジオは、トランスポートの層
ソフトウェアを提供することが好ましく、このソフトウェアは、ＢＴインタフェースを利
用して、歌の情報を携帯電話に配信し、そこからウェブポータルまたはサーバーに、ＩＢ
Ｓ（in-band signaling：帯域内信号方式）、ＳＭＳ（short message service：ショート
メッセージサービス）またはパケットデータ伝送チャネル上で送達する。他の実施例では
、メタデータをサーバーに、帯域内または音声チャネル接続経由で送信する。ウェブポー
タル（図４の４３０）及びサーバー４１０は、以下でさらに説明する。
【００１３】
　一般的な携帯電話２００を、簡略化したブロック図形式で図２に例示する。この携帯電
話は、ブルートゥース・トランシーバー２０２を含む。無線ブルートゥース・チャネル上
の既定の起動信号に対応して、携帯電話は（内蔵ソフトウェアと共に）、現在の歌を記述
するメタデータ（図１の参照番号４０を参照）を衛星ラジオ１２からダウンロードし、そ
して、このメタデータを、ユーザーが後に使用するためにサーバーまたはウェブポータル
に送信し、これについては以下でさらに説明する。「現在の歌」とは、デジタルラジオで
現在放送中であるか最後に放送された歌を称する。
【００１４】
　図４に、本発明の一実施例によるプレイリスト管理システムのシステムレベル図を示す
。図では、音楽のオンラインベンダー（供給元）４０２（Amazon.com（登録商標）、iTun
es（登録商標）、等）は、公衆がインターネット４００経由で利用可能なウェブサイトを
有する。こうした接続、ウェブサイト、クライアント側のウェブブラウザ、等の詳細は周
知である。一般に、ユーザーは参照番号４０４で示すように、所望の音楽を「オンライン
で」購入しダウンロードすることができる。このことは、ベンダー４０２に有線または無
線でウェブアクセスできるあらゆる適切な家庭または職場のコンピュータ４０６、ＰＣ、
ラップトップ・コンピュータ、ＰＤＡ、等を用いて行う。ユーザーマシン４０６はデータ
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記憶装置４０８（ディスクドライブ、フラッシュドライブ、ネットワーク記憶装置、等）
を有し、この記憶装置に、捕捉した音楽、他のメディアアイテム、及び関連するメタデー
タを記憶する。例えば、音楽メタデータは、アイテム毎に、歌（トラック番号）、アーテ
ィスト（演奏者）、タイトル（曲目）、アルバム、年、ジャンル、コーディング（符号化
）、及びデジタル著作権管理（ＤＲＭ）要素、のうち１つ以上を含むことができる。
【００１５】
　本発明に整合するウェブポータル４３０は、例えばウェブページ・インタフェースを用
いてインターネット４００経由でもアクセス可能である。ウェブポータル４３０はサーバ
ー４１０に結合され、サーバー４１０は、本明細書で説明するユーザーサービスを提供す
る。サーバー４１０は、適切なインタフェース（図示せず）を介して電気通信網４１２に
結合し、地上通信線（ＰＳＴＮ：公衆電話網）及び／または無線接続経由で、ユーザーに
サービス提供することもできる。特に、好適な実施例では、ユーザーの携帯電話２００を
用いてサーバー４１０と通信し、これについては以下で図３を参照してさらに説明する。
携帯電話は、図１の移動デジタルラジオ１２とサーバー４１０との間の導管として機能す
る。前記のように、それは望ましくはＩＢＳ、ＳＭＳまたはパケットデータ輸送チャネル
を用いる。しかし、同じ原理を、無線データ通信における将来の技術の進歩に追従すべく
適応させることができ、従って、本明細書に記載する規格及びプロトコルは、本発明の範
囲を限定するものと解釈すべきでない。
【００１６】
　サーバー４１０は、ユーザー名及びアカウント、ログイン、パスワード、及び実際のプ
レイリストを記憶するためのデータ記憶装置４２０に結合されている。プレイリストには
、対応するユーザーが、このユーザーに関連した名前を付けることができ、そしてユーザ
ーが選択したプレイリスト名もデータ記憶装置に記憶されることが好ましい。これに加え
て、データ記憶装置４２０は、音楽または他のメディアアイテムを記述するメタデータを
記憶するメタデータバッファ４２２を含む。メタデータバッファは、物理的に同じデータ
記憶装置上にある必要はない。メタデータを含む音楽データは、バッファ４２２からユー
ザー装置４０６に、例えばサーバー４１０、ウェブポータル４３０及びインターネット４
００を経由して送信することができる。
【００１７】
　再び図３を参照すれば、この図は、一実施例の主たる通信の流れ図を簡略化した形式で
示す。図に示すように、時刻「Ａ」から始まり、ユーザーが衛星ラジオ上のキャプチャー
ボタンを押し、そして携帯電話は、既に「オン」状態である（ＢＴチャネルを監視してい
る）間に、時刻「Ｂ」でブルートゥース（ＢＴ）捕捉信号を受信する。（図中の時刻表示
「Ａ」～「Ｍ」は、一連の事象を、時間的に図の上から下に向かって伝えることを意図す
るに過ぎない。これらの文字は、信号の持続時間、遅延、等については何ら暗示しない。
）そして時刻「Ｃ」に、衛星ラジオは、現在の歌のメタデータを、ブルートゥース・チャ
ネル上で携帯電話に伝達する。そして携帯電話は、時刻Ｄから始めて、デジタル無線電気
通信網の音声チャネル上で、ウェブポータルまたは他の所定の宛先電話番号（例えば図４
のサーバー４１０）への音声通話を確立する。回線が話中であれば、時刻「Ｅ」まで発呼
を順番待ちまたは反復することができる。
【００１８】
　時刻「Ｆ」に、携帯電話とプレイリスト・ウェブポータルシステムまたはサーバーとの
間の通話が確立される。そして時刻「Ｇ」に、携帯電話は、好適には帯域内信号方式（「
ＩＢＳ」）を用いて、ウェブポータルとのログイン及びパスワード手続きを行う。帯域内
信号方式とは、無線電気通信網の音声チャネル上でデータを送信することを称する。この
ことは、他の箇所で説明したように、デジタルデータチャネルに対する利点を有する。ロ
グインに成功した後の時刻「Ｈ」に、携帯電話のソフトウェアは、捕捉したメタデータを
ウェブポータルに送信する。随意的に、携帯電話のソフトウェアは、歌を捕捉した時点の
車両の位置も送信することができる。位置データは、携帯電話に搭載されたＧＰＳ受信機
（図２の２１０）を用いるか、車載ネットワークを通して車両ナビゲーションシステムか
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応答した後に、携帯電話は通話を停止する。
【００１９】
　ウェブポータルまたはサーバーでは、メタデータをユーザーのプレイリスト（４２０）
に追加する（時刻「Ｊ」参照）。例えば、このことは、ユーザーの車両に関連するプレイ
リストに対するデフォルトにすることができる。ユーザーが自分の家または職場、あるい
はウェブポータルシステムまたはi-Tunesのような音楽管理ソフトウェアにアクセスでき
る他の場所に戻ると（時刻「Ｋ」参照）、ユーザーは自分のプレイリストに現在追加され
たメタデータに基づいて、対応する歌をダウンロードする手段をとることができる。一実
施例では、プレイリストのアップデートは、図４の４４０に示すようにユーザー装置に送
信される。実際には、１つの場合に、このデータはインターネットを横断する。そしてユ
ーザーは、アップデートされたプレイリストを、任意時刻（「Ｍ」）に実行して、以前に
衛星ラジオを通して初めて聞いた歌または他のメディアアイテムを、車両で移動する間に
楽しむことができる。
【００２０】
　なお、好適な実施例では、前述したメタデータのダウンロードを実現するために、衛星
ラジオに対するソフトウェア変更以外には、特別な装置を自動車内に必要としない。さら
に、内蔵ブルートゥース無線システムを有しない自動車では、ブルートゥース無線システ
ムを衛星ラジオ内に設けることができる。そして最後に、本明細書で説明するように、図
２の携帯電話の機能は、既知の多くの携帯電話に対する単なるソフトウェア変更によって
実現することができる。さらに、これらのソフトウェア変更は、無線通話を介して、ある
いはウェブポータルのような他のリソースからユーザー装置４０６を介して、電話機にダ
ウンロードすることができる。
【００２１】
　本発明の基の原理から逸脱することなしに、上述した実施例の詳細に対して多くの変更
を行うことができることは、当業者にとって明らかである。従って、本発明の範囲は以下
の請求項のみによって定められるべきである。
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