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(57)【要約】
【課題】購入したコンテンツが削除された後にも、スト
リーミング再生によって再生すること。
【解決手段】受付部１０８によってコンテンツの再生指
示を受け付けた場合、検出部１０９によって、再生指示
の受け付けられたコンテンツが記録媒体１０２に記録さ
れているか否かを検出する。そして、記録媒体１０２に
記録されていないと検出され、取得部１１０によって、
再生指示の受け付けられたコンテンツの権利情報を取得
した場合、抽出部１１１によって、権利情報に関連付け
られたストリーミング再生情報を抽出したか否かを判断
する。そして、ストリーミング再生情報を抽出したと判
断された場合、再生制御部１１２の制御によって配信サ
ーバからのストリーミング再生をおこなう。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配信サーバから購入したコンテンツを記録媒体に記録するコンテンツ再生装置において
、
　前記コンテンツの再生指示を受け付ける受付手段と、
　前記受付手段によって再生指示を受け付けたコンテンツが前記記録媒体に記録されてい
るか否かを検出する検出手段と、
　前記コンテンツを配信サーバから購入したときに発行された権利情報を取得する取得手
段と、
　前記検出手段によって前記コンテンツが前記記録媒体に記録されていないと検出され、
前記取得手段によって前記権利情報が取得された場合、前記配信サーバからのストリーミ
ング再生をおこなう再生制御手段と、
　を備えることを特徴とするコンテンツ再生装置。
【請求項２】
　前記権利情報に関連付けられたストリーミング再生をおこなうか否かを示すストリーミ
ング再生情報を抽出する抽出手段を備え、
　前記再生制御手段は、前記抽出手段によってストリーミング再生情報が抽出された場合
、前記配信サーバからのストリーミング再生をおこなうことを特徴とする請求項１に記載
のコンテンツ再生装置。
【請求項３】
　前記配信サーバからコンテンツを購入する購入手段と、
　前記購入手段によって購入したコンテンツを記録媒体に記録するか否かを判断する判断
手段と、
　前記判断手段によって記録媒体に記録しないと判断された場合、前記購入手段によって
コンテンツを購入したときに発行される権利情報に、前記ストリーミング再生情報を関連
付ける関連付け手段と、
　を備えることを特徴とする請求項２に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項４】
　前記判断手段は、前記記録媒体の空き容量に基づいて、前記購入手段によって購入した
コンテンツを当該記録媒体に記録するか否かを判断することを特徴とする請求項３に記載
のコンテンツ再生装置。
【請求項５】
　前記記録媒体に記録されたコンテンツを削除する削除手段と、
　前記削除手段によって削除されたコンテンツを、削除した後に前記配信サーバからのス
トリーミング再生をおこなうか否かを決定する決定手段と、を備え、
　前記関連付け手段は、前記決定手段によって前記配信サーバからのストリーミング再生
をおこなうと決定された場合、前記権利情報に前記ストリーミング再生情報を関連付ける
ことを特徴とする請求項３に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項６】
　前記取得手段は、前記権利情報を、前記配信サーバまたは前記記録媒体から取得するこ
とを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載のコンテンツ再生装置。
【請求項７】
　配信サーバから購入したコンテンツを記録媒体に記録するコンテンツ再生装置における
コンテンツ再生方法において、
　前記コンテンツの再生指示を受け付ける受付工程と、
　前記受付工程によって再生指示を受け付けたコンテンツが前記記録媒体に記録されてい
るか否かを検出する検出工程と、
　前記コンテンツを配信サーバから購入したときに発行された権利情報を取得する取得工
程と、
　前記検出工程によって前記コンテンツが前記記録媒体に記録されていないと検出され、
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前記取得工程によって前記権利情報が取得された場合、前記配信サーバからのストリーミ
ング再生をおこなう再生制御工程と、
　を含むことを特徴とするコンテンツ再生方法。
【請求項８】
　請求項７に記載のコンテンツ再生方法をコンピュータに実行させることを特徴とするコ
ンテンツ再生プログラム。
【請求項９】
　請求項８に記載のコンテンツ再生プログラムを記録したことを特徴とするコンピュータ
に読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、削除したコンテンツをストリーミング再生するコンテンツ再生装置、コン
テンツ再生方法、コンテンツ再生プログラムおよび記録媒体に関する。ただし、この発明
の利用は、上述したコンテンツ再生装置、コンテンツ再生方法、コンテンツ再生プログラ
ムおよび記録媒体には限られない。
【背景技術】
【０００２】
　従来、保有しているコンテンツを削除したときに削除履歴を作成し、ユーザ指示があっ
たときに削除履歴を表示画面に表示し、この削除履歴の中から選択された削除コンテンツ
を外部の情報機器に対して転送要求する端末装置がある（たとえば、下記特許文献１参照
。）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２９４１７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した特許文献１の技術では、記録媒体から削除したコンテンツを他
の情報機器から転送させることで記録媒体に再び記録し、視聴または聴取することができ
るが、たとえば、記録媒体の容量に空きがなく、再び記録することができない場合、視聴
または聴取することができないといった問題が一例として挙げられる。また、記録媒体か
ら削除されたコンテンツの削除履歴を作成するため、たとえば、コンテンツを購入すると
きに、記録媒体に空き容量がないなどのため、記録媒体に記録しなかった場合、このコン
テンツを特定できず、記録媒体に再び記録することも、視聴または聴取することもできな
いといった問題が一例として挙げられる。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、請求項１の発明にかかるコンテンツ再生
装置は、配信サーバから購入したコンテンツを記録媒体に記録するコンテンツ再生装置に
おいて、前記コンテンツの再生指示を受け付ける受付手段と、前記受付手段によって再生
指示を受け付けたコンテンツが前記記録媒体に記録されているか否かを検出する検出手段
と、前記コンテンツを配信サーバから購入したときに発行された権利情報を取得する取得
手段と、前記検出手段によって前記コンテンツが前記記録媒体に記録されていないと検出
され、前記取得手段によって前記権利情報が取得された場合、前記配信サーバからのスト
リーミング再生をおこなう再生制御手段と、を備えることを特徴とする。
【０００６】
　また、請求項７の発明にかかるコンテンツ再生方法は、配信サーバから購入したコンテ
ンツを記録媒体に記録するコンテンツ再生装置におけるコンテンツ再生方法において、前
記コンテンツの再生指示を受け付ける受付工程と、前記受付工程によって再生指示を受け
付けたコンテンツが前記記録媒体に記録されているか否かを検出する検出工程と、前記コ
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ンテンツを配信サーバから購入したときに発行された権利情報を取得する取得工程と、前
記検出工程によって前記コンテンツが前記記録媒体に記録されていないと検出され、前記
取得工程によって前記権利情報が取得された場合、前記配信サーバからのストリーミング
再生をおこなう再生制御工程と、を含むことを特徴とする。
【０００７】
　また、請求項８の発明にかかるコンテンツ再生プログラムは、請求項７に記載のコンテ
ンツ再生方法をコンピュータに実行させることを特徴とする。
【０００８】
　また、請求項９の発明にかかる記録媒体は、請求項８に記載のコンテンツ再生プログラ
ムをコンピュータに読み取り可能な状態で記録したことを特徴とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下に添付図面を参照して、この発明にかかるコンテンツ再生装置、コンテンツ再生方
法、コンテンツ再生プログラムおよび記録媒体の好適な実施の形態を詳細に説明する。
【００１０】
（実施の形態）
（コンテンツ再生装置の機能的構成）
　まず、この発明の実施の形態にかかるコンテンツ再生装置１００の機能的構成について
説明する。図１は、本実施の形態にかかるコンテンツ再生装置の機能的構成を示すブロッ
ク図である。
【００１１】
　図１において、コンテンツ再生装置１００は、出力部１０１と、記録媒体１０２と、購
入部１０３と、判断部１０４と、削除部１０５と、決定部１０６と、関連付け部１０７と
、受付部１０８と、検出部１０９と、取得部１１０と、抽出部１１１と、再生制御部１１
２と、を備えている。出力部１０１は、コンテンツを出力する。コンテンツは、音声情報
、映像情報、文字情報などである。出力部１０１は、具体的には、たとえば、音声情報を
出力するスピーカ、映像情報や文字情報を出力する表示画面を備えている。
【００１２】
　記録媒体１０２は、配信サーバから購入したコンテンツを記録する。また、記録媒体１
０２は、コンテンツを購入したときに発行される権利情報を記録してもよい。権利情報は
、過去に購入したコンテンツの一覧の情報であり、記録媒体１０２からコンテンツ自体が
削除されても、一覧からは削除されないこととする。また、権利情報は、記録媒体１０２
には、記録されず、コンテンツを配信した配信サーバに記録される構成でもよい。ここで
、配信サーバに権利情報が記録される場合、コンテンツ再生装置１００毎または利用者毎
に権利情報を管理することができる。
【００１３】
　購入部１０３は、配信サーバからコンテンツを購入する。具体的には、たとえば、ネッ
トワークを介して、コンテンツ販売サービスやコンテンツ・サブスクリプションサービス
などを提供する配信サーバからコンテンツを購入することができる。これらのサービスは
、コンテンツを購入するときに権利情報を発行することとする。具体的には、たとえば、
コンテンツ販売サービスは、所定の金額を支払うことで、コンテンツを購入する。そして
、購入したコンテンツに対しては、ストリーミング再生ができることとする。また、たと
えば、コンテンツ・サブスクリプションサービスは、利用者が所定の契約料金を支払うこ
とで、契約期間中に限り、所定のコンテンツ群のコンテンツのダウンロードやストリーミ
ング再生をおこなうことができることとする。
【００１４】
　判断部１０４は、購入部１０３によって購入したコンテンツを記録媒体１０２に記録す
るか否かを判断する。具体的には、たとえば、購入したコンテンツを記録媒体１０２に記
録し、記録媒体１０２から読み出して再生するか、または、記録媒体１０２に記録せず、
ストリーミング再生によって再生するかを判断する。判断部１０４は、利用者からの指示
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によってコンテンツを記録媒体１０２に記録するか否かを判断してもよい。また、判断部
１０４は、記録媒体１０２の空き容量に基づいて、購入部１０３によって購入したコンテ
ンツを記録媒体１０２に記録するか否かを判断してもよい。具体的には、たとえば、記録
媒体１０２に、購入したコンテンツを記録する分の空き容量がある場合、記録媒体１０２
に記録すると判断する。また、たとえば、記録媒体１０２に、購入したコンテンツを記録
する分の空き容量がない場合、利用者に記録する分の空き容量がない旨を報知してもよい
。
【００１５】
　削除部１０５は、記録媒体１０２に記録されたコンテンツを削除する。具体的には、た
とえば、記録媒体１０２に記録されたコンテンツ自体のファイルを削除する。また、削除
部１０５は、購入部１０３によって購入されたコンテンツを削除した場合、権利情報は削
除されないこととする。
【００１６】
　決定部１０６は、削除部１０５によって削除されたコンテンツを、削除した後に配信サ
ーバからのストリーミング再生をおこなうか否かを決定する。具体的には、たとえば、配
信サーバからのストリーミング再生が可能な場合、記録媒体１０２から削除した後もコン
テンツをストリーミング再生するか否かを決定する。決定部１０６は、利用者からの指示
によって、コンテンツを削除した後に配信サーバからのストリーミング再生をおこなうか
否かを決定してもよい。そして、決定部１０６によってストリーミング再生をおこなうと
決定された場合、ストリーミング再生情報が生成される。ストリーミング再生情報は、記
録媒体１０２にコンテンツが記録されていなくても、配信サーバからのストリーミング再
生によってコンテンツを再生するか否かの情報である。また、ストリーミング再生情報は
、ストリーミング再生をおこなうコンテンツを特定する情報であり、権利情報に関連付け
られてもよい。
【００１７】
　関連付け部１０７は、判断部１０４によって記録媒体１０２に記録しないと判断された
場合、購入部１０３によってコンテンツを購入したときに発行される権利情報に、ストリ
ーミング再生情報を関連付ける。ストリーミング再生情報は、購入部１０３によって購入
されたコンテンツに対して、自動的に生成される構成でもよい。また、関連付け部１０７
は、決定部１０６によって配信サーバからのストリーミング再生をおこなうと決定された
場合、権利情報にストリーミング再生情報を関連付ける。したがって、記録媒体１０２に
記録されていたコンテンツを削除した場合も、権利情報にストリーミング再生情報を関連
付けることで、配信サーバからのストリーミング再生をおこなうことができる。これによ
って、たとえば、コンテンツの再生リスト内に、記録媒体１０２に記録されているコンテ
ンツと、購入後削除したコンテンツとが含まれていても、再生リストに沿って再生するこ
とができる。
【００１８】
　受付部１０８は、コンテンツの再生指示を受け付ける。具体的には、たとえば、利用者
からコンテンツの再生指示を受け付ける。再生指示を受け付けるコンテンツは、記録媒体
１０２に記録されたコンテンツや、記録媒体１０２からは削除したが権利情報のあるコン
テンツなどである。また、受付部１０８は、複数のコンテンツが含まれた再生リストの再
生指示を受け付けてもよい。
【００１９】
　検出部１０９は、受付部１０８によって再生指示を受け付けたコンテンツが記録媒体１
０２に記録されているか否かを検出する。具体的には、たとえば、コンテンツの特定情報
に基づいて、記録媒体１０２に記録されているか否かを検出する。特定情報は、たとえば
、コンテンツのタイトル名称や著作者名などのメタデ－タ、著作権ナンバーなどのコンテ
ンツＩＤ（ＩＤｅｎｔｉｆｉｅｒ）、各サービスにおける識別ナンバーであってもよい。
また、コンテンツの特徴量やコンテンツの一部を含む情報であってもよい。コンテンツの
特徴量や一部を含むことで、同一のコンテンツであっても録音環境などのバージョンの違
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いがある場合に容易に特定することができる。
【００２０】
　取得部１１０は、コンテンツを配信サーバから購入したときに発行された権利情報を取
得する。取得部１１０は、配信サーバまたは記録媒体１０２から権利情報を取得する。ま
た、取得部１１０は、同一の利用者が所有する他の装置から権利情報を取得してもよい。
【００２１】
　抽出部１１１は、権利情報に関連付けられた、ストリーミング再生をおこなうか否かを
示すストリーミング再生情報を抽出する。ストリーミング再生情報は、権利情報に関連付
けられていてもよいし、権利情報とは別に保管されていてもよい。また、ストリーミング
再生情報は、記録媒体１０２に記録されていてもよいし、配信サーバに記録されていても
よい。ここで、ストリーミング再生情報が配信サーバに記録される場合、コンテンツ再生
装置１００毎または利用者毎に、権利情報に関連付けられたストリーミング再生情報を管
理することができるため、購入したコンテンツを記録していた装置か否かに関わらずスト
リーミング再生をおこなうことができる。したがって、たとえば、購入したコンテンツを
記録していない装置であっても、利用者が他の装置において購入したコンテンツを記録し
ていた場合、ストリーミング再生をおこなうことができる。
【００２２】
　再生制御部１１２は、検出部１０９によってコンテンツが記録媒体１０２に記録されて
いないと検出され、取得部１１０によって権利情報が取得された場合、配信サーバからの
ストリーミング再生をおこなう。また、再生制御部１１２は、抽出部１１１によってスト
リーミング再生情報が抽出された場合、配信サーバからのストリーミング再生をおこなっ
てもよい。この場合、権利情報が取得されてもストリーミング再生情報が抽出されない場
合、コンテンツを再生しない構成としてもよい。
【００２３】
（コンテンツ再生装置のコンテンツ再生処理手順）
　つぎに、本実施の形態にかかるコンテンツ再生装置１００のコンテンツ再生処理手順に
ついて説明する。図２は、本実施の形態にかかるコンテンツ再生装置のコンテンツ再生処
理手順を示すフローチャートである。図２のフローチャートにおいて、まず、受付部１０
８によってコンテンツの再生指示を受け付けるまで待って（ステップＳ２０１：Ｎｏのル
ープ）、コンテンツの再生指示を受け付けた場合（ステップＳ２０１：Ｙｅｓ）、検出部
１０９によって、ステップＳ２０１において受け付けられたコンテンツが記録媒体１０２
に記録されているか否かを検出する（ステップＳ２０２）。
【００２４】
　ステップＳ２０２において記録媒体１０２に記録されていないと検出された場合（ステ
ップＳ２０２：Ｎｏ）、取得部１１０によって、ステップＳ２０１において受け付けられ
たコンテンツの権利情報を取得したか否かを判断する（ステップＳ２０３）。ステップＳ
２０３において権利情報を取得したと判断された場合（ステップＳ２０３：Ｙｅｓ）、抽
出部１１１によって、ステップＳ２０３において取得したと判断された権利情報に関連付
けられたストリーミング再生情報を抽出したか否かを判断する（ステップＳ２０４）。
【００２５】
　ステップＳ２０４においてストリーミング再生情報を抽出したと判断された場合（ステ
ップＳ２０４：Ｙｅｓ）、再生制御部１１２の制御によって配信サーバからのストリーミ
ング再生をおこない（ステップＳ２０５）、一連の処理を終了する。一方、ステップＳ２
０２において記録媒体１０２に記録されていると検出された場合（ステップＳ２０２：Ｙ
ｅｓ）、記録媒体１０２からコンテンツを読み出して再生する、通常再生をおこない（ス
テップＳ２０６）、一連の処理を終了する。
【００２６】
　また、ステップＳ２０３において権利情報を取得できない場合（ステップＳ２０３：Ｎ
ｏ）、ステップＳ２０４においてストリーミング再生情報を抽出しない場合（ステップＳ
２０４：Ｎｏ）、コンテンツを再生せず、そのまま一連の処理を終了する。
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【００２７】
　なお、図２のフローチャートにおいては、ステップＳ２０２において記録媒体１０２に
記録されているか否かを判断し、ステップＳ２０３において権利情報を取得したか否かを
判断するとしているが、これに限るものではない。具体的には、たとえば、ステップＳ２
０２およびステップＳ２０３を省き、ステップＳ２０４に進み、ストリーミング再生情報
を抽出したか否かを判断する構成でもよい。そして、ステップＳ２０４：Ｎｏにおいてス
トリーミング再生情報を抽出しない場合、ステップＳ２０６に進み、通常再生をおこなっ
てもよい。
【００２８】
　また、図２のフローチャートにおいては、ステップＳ２０４においてストリーミング再
生情報を抽出したか否かを判断するとしているが、これに限るものではない。具体的には
、たとえば、ステップＳ２０４を省き、ステップＳ２０３：Ｙｅｓにおいて権利情報を取
得した場合、ステップＳ２０５に進み、ストリーミング再生をおこなってもよい。
【００２９】
　上述したように、本実施の形態のコンテンツ再生装置１００によれば、受付部１０８に
よって再生指示を受け付けたコンテンツが、検出部１０９によって記録媒体１０２に記録
されていないと検出され、取得部１１０によってコンテンツを配信サーバから購入したと
きに発行された権利情報が取得された場合、再生制御部１１２によって配信サーバからの
ストリーミング再生をおこなう。したがって、再生指示を受け付けたコンテンツが、購入
した後に削除したコンテンツの場合、ストリーミング再生をおこなうことができる。これ
によって、利用者は、たとえば、記録媒体１０２の空き容量が足りない場合に、コンテン
ツを削除しても、購入コンテンツであればストリーミング再生によって視聴または聴取す
ることができる。
【００３０】
　また、本実施の形態のコンテンツ再生装置１００によれば、再生制御部１１２は、抽出
部１１１によってストリーミング再生情報が抽出された場合、配信サーバからのストリー
ミング再生をおこなう。したがって、再生指示を受け付けたコンテンツが、記録媒体１０
２に記録されていない場合、ストリーミング再生情報が抽出されれば、ストリーミング再
生をおこなうことができる。これによって、利用者は、たとえば、ストリーミング再生情
報が抽出されれば、記録媒体１０２にコンテンツが記録されていなくても、ストリーミン
グ再生によって視聴または聴取することができる。
【００３１】
　また、本実施の形態のコンテンツ再生装置１００によれば、購入部１０３によって配信
サーバから購入したコンテンツを、判断部１０４によって記録媒体１０２に記録するか否
かを判断する。そして、判断部１０４によって記録媒体１０２に記録しないと判断された
場合、購入部１０３によってコンテンツを購入したときに発行される権利情報に、関連付
け部１０７によってストリーミング再生情報を関連付ける。したがって、購入したコンテ
ンツを記録媒体１０２に記録しなくても、権利情報にストリーミング再生情報を関連付け
ることで、ストリーミング再生をおこなうことができる。これによって、利用者は、たと
えば、記録媒体１０２の空き容量が足りない場合に、購入したコンテンツをダウンロード
しなくても、ストリーミング再生によって視聴または聴取することができる。
【００３２】
　また、本実施の形態のコンテンツ再生装置１００によれば、判断部１０４は、記録媒体
１０２の空き容量に基づいて、購入部１０３によって購入したコンテンツを記録媒体１０
２に記録するか否かを判断する。したがって、記録媒体１０２の空き容量がある場合、購
入したコンテンツを記録媒体１０２に記録し、記録媒体１０２の空き容量がない場合、購
入したコンテンツを記録媒体１０２に記録せず、ストリーミング再生をおこなうことがで
きる。これによって、利用者は、記録媒体１０２の空き容量を気にせずに、コンテンツを
購入することができる。
【００３３】
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　また、本実施の形態のコンテンツ再生装置１００によれば、削除部１０５によって削除
されたコンテンツを、決定部１０６によって削除した後に配信サーバからのストリーミン
グ再生をおこなうか否かを決定する。そして、決定部１０６によって配信サーバからのス
トリーミング再生をおこなうと決定された場合、関連付け部１０７によって権利情報にス
トリーミング再生情報を関連付ける。したがって、購入したコンテンツを削除する際に、
削除した後にストリーミング再生をおこなうか決定することができる。これによって、利
用者は、購入したコンテンツを削除する場合、削除後にも視聴または聴取したいコンテン
ツをストリーミング再生によって再生するか否かを決定することができる。
【００３４】
　また、本実施の形態のコンテンツ再生装置１００によれば、取得部１１０は、権利情報
を、配信サーバまたは記録媒体１０２から取得することができる。したがって、権利情報
は、自装置に管理されてもよいし、配信サーバに管理されてもよい。これによって、利用
者は、たとえば、配信サーバに権利情報が管理されている場合も、購入したコンテンツで
あれば、記録媒体１０２にコンテンツが記録されていなくても、ストリーミング再生によ
って視聴または聴取することができる。
【実施例】
【００３５】
　以下に、本発明の実施例について説明する。本実施例では、たとえば、ネットワークを
介して配信サーバと接続可能な楽曲再生装置によって、本発明のコンテンツ再生装置を実
施した場合の一例について説明する。なお、本実施例においては、コンテンツを楽曲とし
て説明するが、これに限るものではない。たとえば、画像、映像、文字などでもよい。
【００３６】
（楽曲再生装置のハードウェア構成）
　つぎに、本実施例にかかる楽曲再生装置３００のハードウェア構成について説明する。
図３は、本実施例にかかる楽曲再生装置のハードウェア構成を示すブロック図である。図
３において、楽曲再生装置３００は、ＣＰＵ３０１と、ＲＯＭ３０２と、ＲＡＭ３０３と
、磁気ディスクドライブ３０４と、磁気ディスク３０５と、光ディスクドライブ３０６と
、光ディスク３０７と、音声Ｉ／Ｆ（インターフェース）３０８と、スピーカ３０９と、
入力デバイス３１０と、映像Ｉ／Ｆ３１１と、ディスプレイ３１２と、通信Ｉ／Ｆ３１３
と、を備えている。各構成部３０１～３１３は、バス３２０によってそれぞれ接続されて
いる。
【００３７】
　まず、ＣＰＵ３０１は、楽曲再生装置３００の全体の制御を司る。ＲＯＭ３０２は、ブ
ートプログラム、データ更新プログラムなどのプログラムを記録している。また、ＲＡＭ
３０３は、ＣＰＵ３０１のワークエリアとして使用される。すなわち、ＣＰＵ３０１は、
ＲＡＭ３０３をワークエリアとして使用しながら、ＲＯＭ３０２に記録された各種プログ
ラムを実行することによって、楽曲再生装置３００の全体の制御を司る。
【００３８】
　磁気ディスクドライブ３０４は、ＣＰＵ３０１の制御にしたがって磁気ディスク３０５
に対するデータの読み取り／書き込みを制御する。磁気ディスク３０５は、磁気ディスク
ドライブ３０４の制御で書き込まれたデータを記録する。磁気ディスク３０５としては、
たとえば、ＨＤ（ハードディスク）やＦＤ（フレキシブルディスク）を用いることができ
る。
【００３９】
　また、光ディスクドライブ３０６は、ＣＰＵ３０１の制御にしたがって光ディスク３０
７に対するデータの読み取り／書き込みを制御する。光ディスク３０７は、光ディスクド
ライブ３０６の制御にしたがってデータが読み出される着脱自在な記録媒体である。光デ
ィスク３０７は、書き込み可能な記録媒体を利用することもできる。着脱可能な記録媒体
として、光ディスク３０７のほか、ＭＯ、メモリカードなどであってもよい。
【００４０】
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　音声Ｉ／Ｆ３０８は、音声出力用のスピーカ３０９に接続される。スピーカ３０９から
は、所定の音声信号を音声Ｉ／Ｆ３０８内でＤ／Ａ変換した音声が出力される。
【００４１】
　入力デバイス３１０は、文字、数値、各種指示などの入力のための複数のキーを備えた
リモコン、キーボード、タッチパネルなどが挙げられる。入力デバイス３１０は、リモコ
ン、キーボード、タッチパネルのうちいずれか１つの形態によって実現されてもよいが、
複数の形態によって実現することも可能である。
【００４２】
　映像Ｉ／Ｆ３１１は、ディスプレイ３１２に接続される。映像Ｉ／Ｆ３１１は、具体的
には、たとえば、ディスプレイ３１２全体を制御するグラフィックコントローラと、即時
表示可能な画像情報を一時的に記録するＶＲＡＭ（Ｖｉｄｅｏ　ＲＡＭ）などのバッファ
メモリと、グラフィックコントローラから出力される画像データに基づいてディスプレイ
３１２を制御する制御ＩＣなどによって構成される。
【００４３】
　ディスプレイ３１２には、アイコン、カーソル、メニュー、ウインドウ、あるいは文字
や画像などの各種データが表示される。ディスプレイ３１２としては、たとえば、ＣＲＴ
、ＴＦＴ液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイなどを用いることができる。
【００４４】
　通信Ｉ／Ｆ３１３は、無線を介してネットワークに接続され、楽曲再生装置３００とＣ
ＰＵ３０１とのインターフェースとして機能する。通信Ｉ／Ｆ３１３は、さらに、無線を
介してインターネットなどの通信網に接続され、この通信網とＣＰＵ３０１とのインター
フェースとしても機能する。通信網には、ＬＡＮ、ＷＡＮ、公衆回線網や携帯電話網など
がある。具体的には、通信Ｉ／Ｆ３１３は、たとえば、ＦＭチューナーなどによって構成
される。
【００４５】
　図１に示したコンテンツ再生装置１００が備える出力部１０１、記録媒体１０２、購入
部１０３、判断部１０４、削除部１０５、決定部１０６、関連付け部１０７、受付部１０
８、検出部１０９、取得部１１０、抽出部１１１、再生制御部１１２は、図３に示した楽
曲再生装置３００におけるＲＯＭ３０２、ＲＡＭ３０３、磁気ディスク３０５、光ディス
ク３０７などに記録されたプログラムやデータを用いて、ＣＰＵ３０１が所定のプログラ
ムを実行し、楽曲再生装置３００における各部を制御することによってその機能を実現す
る。
【００４６】
　すなわち、実施例の楽曲再生装置３００は、楽曲再生装置３００における記録媒体とし
てのＲＯＭ３０２に記録されているコンテンツ再生プログラムを実行することにより、図
１に示したコンテンツ再生装置が備える機能を、図２に示したコンテンツ再生処理手順で
実行することができる。
【００４７】
（楽曲再生装置の再生処理の内容）
　つぎに、本実施例にかかる楽曲再生装置３００の処理の内容について説明する。図４は
、本実施例にかかる楽曲再生装置の再生処理の内容を示すフローチャートである。図４の
フローチャートにおいて、まず、入力デバイス３１０によって楽曲再生指示を受け付ける
まで待って（ステップＳ４０１：Ｎｏのループ）、楽曲再生指示を受け付けた場合（ステ
ップＳ４０１：Ｙｅｓ）、ステップＳ４０１において再生指示受け付けた楽曲が楽曲保管
リストにあるか否かを判断する（ステップＳ４０２）。ステップＳ４０２において、楽曲
保管リストは、磁気ディスク３０５または光ディスク３０７に記録されている楽曲のリス
トである。また、楽曲保管リストは、たとえば、通信Ｉ／Ｆ３１３によって他の機器と接
続されている場合、接続された機器に記録されている楽曲のリストでもよい。
【００４８】
　ステップＳ４０２において楽曲保管リストにないと判断された場合（ステップＳ４０２
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：Ｎｏ）、楽曲購入リストにあるか否かを判断する（ステップＳ４０３：Ｙｅｓ）。ステ
ップＳ４０３において、楽曲購入リストは、楽曲を販売している配信サーバから購入した
楽曲の一覧である。異なるサービスを提供する複数の配信サーバから楽曲を購入した場合
、それぞれの配信サーバごとに楽曲購入リストがあってもよい。また、ステップＳ４０３
においては、利用者が他の装置によって購入した楽曲購入リストにあるか否かを判断して
もよい。
【００４９】
　ステップＳ４０３において楽曲購入リストにある場合（ステップＳ４０３）、ストリー
ミング再生情報がＯＮか否かを判断する（ステップＳ４０４）。ステップＳ４０４におい
て、ストリーミング再生情報は、磁気ディスク３０５または光ディスク３０７に楽曲が記
録されていない場合、配信サーバからのストリーミング再生をおこなうか否かの情報であ
る。ストリーミング再生情報は、楽曲購入リストに関連付けられていてもよい。ステップ
Ｓ４０４においてストリーミング再生情報がＯＮの場合（ステップＳ４０４：Ｙｅｓ）、
この楽曲のストリーミング再生をおこない（ステップＳ４０５）、一連の処理を終了する
。
【００５０】
　一方、ステップＳ４０２において楽曲保管リストにある場合（ステップＳ４０２：Ｙｅ
ｓ）、磁気ディスク３０５または光ディスク３０７から読み出して、楽曲の通常再生をお
こない（ステップＳ４０６）、一連の処理を終了する。また、ステップＳ４０３において
楽曲購入リストにない場合（ステップＳ４０３：Ｎｏ）、ストリーミング再生情報がＯＦ
Ｆの場合（ステップＳ４０４：Ｎｏ）、楽曲の再生をおこなわず、そのまま一連の処理を
終了する。
【００５１】
　なお、図４のフローチャートにおいては、ステップＳ４０４においてストリーミング再
生情報がＯＮか否かを判断するとしているが、これに限るものではない。具体的には、た
とえば、ストリーミング再生情報がＯＮか否かを判断せず、ステップＳ４０３：Ｙｅｓに
おいて楽曲購入リストにある場合、ステップＳ４０５に進み、ストリーミング再生をおこ
なってもよい。
【００５２】
（楽曲再生装置の楽曲購入処理の内容）
　つぎに、図５を用いて、本実施例にかかる楽曲再生装置３００の楽曲購入処理の内容に
ついて説明する。図５は、本実施例にかかる楽曲再生装置の楽曲購入処理の内容について
示したフローチャートである。図５においては、まず、楽曲の購入指示を受け付けるまで
待って（ステップＳ５０１：Ｎｏのループ）、楽曲の購入指示を受け付けた場合（ステッ
プＳ５０１：Ｙｅｓ）、ステップＳ５０１において購入指示を受け付けた楽曲をストリー
ミング再生にするか否かを判断する（ステップＳ５０２）。ステップＳ５０２においては
、ストリーミング再生にするか否かの判断は、利用者による指示を受け付けることで判断
してもよいし、磁気ディスク３０５または光ディスク３０７の空き容量を検知し、楽曲を
記録する空き容量があるか否かで判断してもよい。
【００５３】
　ステップＳ５０２においてストリーミング再生にすると判断された場合（ステップＳ５
０２：Ｙｅｓ）、具体的には、たとえば、利用者からストリーミング再生にする指示を受
け付けた場合、または、磁気ディスク３０５または光ディスク３０７に、楽曲を記録する
空き容量がない場合、ストリーミング再生情報をＯＮにして（ステップＳ５０３）、一連
の処理を終了する。ストリーミング再生情報は、楽曲購入リストに関連付けられていても
よいし、楽曲購入リストとは、別に記録されていてもよい。ステップＳ５０３においては
、たとえば、磁気ディスク３０５または光ディスク３０７に、楽曲を記録する空き容量が
ない場合、利用者に報知してもよい。利用者への報知は、具体的には、たとえば、「空き
容量がありません。ストリーミング再生にしますか？」といった音声情報や文字情報でも
よい。
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【００５４】
　一方、ステップＳ５０２においてストリーミング再生にしないと判断された場合（ステ
ップＳ５０２：Ｎｏ）、具体的には、たとえば、利用者からストリーミング再生にしない
指示を受け付けた場合、または、磁気ディスク３０５または光ディスク３０７に、楽曲を
記録する空き容量がある場合、ストリーミング再生情報をＯＦＦにする（ステップＳ５０
４）。そして、配信サーバから楽曲をダウンロードして（ステップＳ５０５）、一連の処
理を終了する。ステップＳ５０５においては、ダウンロードされた楽曲は、磁気ディスク
３０５または光ディスク３０７に記録されることとする。
【００５５】
　なお、図５のフローチャートにおいては、ステップＳ５０３においてストリーミング再
生情報をＯＮにした楽曲を、図５の楽曲購入処理後にダウンロードしてもよい。この場合
、ダウンロードした楽曲に関しては、ストリーミング再生情報をＯＦＦに変更するように
してもよい。
【００５６】
　また、図５のフローチャートにおいては、楽曲再生装置３００によって図５の楽曲購入
処理をおこなうとしているが、これに限るものではない。たとえば、図示しない配信サー
バによって楽曲購入処理をおこなってもよい。この場合、ステップＳ５０５においては、
楽曲再生装置３００に楽曲を配信することとする。
【００５７】
（楽曲再生装置の楽曲削除処理の内容）
　つぎに、図６を用いて、本実施例にかかる楽曲再生装置３００の楽曲削除処理の内容に
ついて説明する。図６は、本実施例にかかる楽曲再生装置の楽曲削除処理の内容について
示したフローチャートである。図６においては、まず、楽曲の削除指示を受け付けるまで
待って（ステップＳ６０１：Ｎｏのループ）、楽曲の削除指示を受け付けた場合（ステッ
プＳ６０１：Ｙｅｓ）、削除後に楽曲をストリーミング再生するか否を判断する（ステッ
プＳ６０２）。ステップＳ６０２においては、楽曲をストリーミング再生するか否かの判
断は、利用者による指示を受け付けることで判断してもよい。
【００５８】
　ステップＳ６０２において削除後に楽曲をストリーミング再生すると判断された場合（
ステップＳ６０２：Ｙｅｓ）、具体的には、たとえば、利用者から、削除後に楽曲をスト
リーミング再生する指示を受け付けた場合、ストリーミング再生情報をＯＮにして（ステ
ップＳ６０３）、一連の処理を終了する。
【００５９】
　一方、ステップＳ６０２において削除後に楽曲をストリーミング再生しないと判断され
た場合（ステップＳ６０２：Ｎｏ）、具体的には、たとえば、利用者から、削除後に楽曲
をストリーミング再生する指示を受け付けない場合、ストリーミング再生情報をＯＦＦに
して（ステップＳ６０４）、一連の処理を終了する。
【００６０】
　なお、図６のフローチャートにおいては、ステップＳ６０１：Ｙｅｓにおいて楽曲の削
除指示を受け付けた場合、ステップＳ６０２において削除後に楽曲をストリーミング再生
するか否かを判断するとしているが、これに限るものではない。具体的には、たとえば、
ステップＳ６０２を省き、ステップＳ６０３に進み、削除指示を受け付けた楽曲全てのス
トリーミング再生情報をＯＮにしてもよい。
【００６１】
　また、図６のフローチャートにおいて削除された楽曲は、ストリーミング再生情報がＯ
ＮでもＯＦＦでも、楽曲の再ダウンロードが可能であってもよい。また、たとえば、ステ
ップＳ６０４においてストリーミング再生情報をＯＦＦにした場合、楽曲の再ダウンロー
ドができない構成でもよい。
【００６２】
（楽曲購入リストの内容）
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　つぎに、図７を用いて、本実施例にかかる楽曲購入リストの内容について説明する。図
７は、本実施例にかかる楽曲購入リストの内容について示した説明図である。図７におい
ては、楽曲購入リスト７０１と、ストリーミング再生情報７０２と、楽曲保管リスト７１
０と、を示している。また、ストリーミング再生情報７０２は、楽曲購入リスト７０１に
関連付けられていてもよいし、楽曲購入リスト７０１とは異なるリストであってもよい。
また、楽曲購入リスト７０１および楽曲保管リスト７１０は、楽曲再生装置３００の磁気
ディスク３０５または光ディスク３０７に記録されていてもよいし、楽曲を配信する図示
しない配信サーバに記録されていてもよい。
【００６３】
　楽曲購入リスト７０１は、配信サーバから楽曲を購入したときに発行される権利情報の
一例である。具体的には、たとえば、利用者が配信サーバから購入した楽曲に関する情報
の一覧である。したがって、たとえば、楽曲購入リスト７０１は、購入後に削除された楽
曲に関する情報も記録されていることとする。楽曲に関する情報は、たとえば、楽曲のタ
イトル名称、著作者名などのメタデ－タ、著作権ナンバーなどの楽曲ＩＤ、各サービスに
おける識別ナンバーである。楽曲購入リスト７０１は、それぞれの配信サーバが提供する
各サービスごとに区別されていてもよい。また、楽曲購入リスト７０１は、同一の利用者
によって他の装置（楽曲再生装置３００以外の装置）から購入した楽曲に関する情報を一
覧に加えてもよい。楽曲購入リスト７０１は、具体的には、たとえば、楽曲販売サービス
から購入した楽曲に関する情報の一覧や、楽曲サブスクリプションサービスとの契約期間
中に、同サービスからダウンロードした楽曲に関する情報の一覧などである。
【００６４】
　ストリーミング再生情報７０２は、上述した図５のフローチャートにおけるステップＳ
５０３、および図６のフローチャートにおけるステップＳ６０３において、ストリーミン
グ再生情報７０２をＯＮにした場合、楽曲購入リスト７０１などの一覧内の該当する楽曲
情報に付加される。また、ストリーミング再生情報７０２は、たとえば、楽曲購入リスト
７０１内における楽曲保管リスト７１０にある楽曲に関しては、ＯＦＦにしてもよい。
【００６５】
　楽曲保管リスト７１０は、磁気ディスク３０５または光ディスク３０７に記録されてい
る楽曲に関する情報の一覧である。具体的には、たとえば、楽曲保管リスト７１０は、同
一の利用者が、楽曲再生装置３００および他の装置によって、異なる楽曲を保管している
場合、楽曲再生装置３００に保管されている楽曲のみに関する情報の一覧である。
【００６６】
　上述したように、本実施例の楽曲再生装置３００によれば、受付部１０８によって再生
指示を受け付けたコンテンツが、検出部１０９によって記録媒体１０２に記録されていな
いと検出され、取得部１１０によってコンテンツを配信サーバから購入したときに発行さ
れた権利情報が取得された場合、再生制御部１１２によって配信サーバからのストリーミ
ング再生をおこなう。したがって、再生指示を受け付けたコンテンツが、購入した後に削
除したコンテンツの場合、ストリーミング再生をおこなうことができる。これによって、
利用者は、たとえば、記録媒体１０２の空き容量が足りない場合に、コンテンツを削除し
ても、購入コンテンツであればストリーミング再生によって視聴または聴取することがで
きる。
【００６７】
　また、本実施例の楽曲再生装置３００によれば、再生制御部１１２は、抽出部１１１に
よってストリーミング再生情報が抽出された場合、配信サーバからのストリーミング再生
をおこなう。したがって、再生指示を受け付けたコンテンツが、記録媒体１０２に記録さ
れていない場合、ストリーミング再生情報が抽出されれば、ストリーミング再生をおこな
うことができる。これによって、利用者は、たとえば、ストリーミング再生情報が抽出さ
れれば、記録媒体１０２にコンテンツが記録されていなくても、ストリーミング再生によ
って視聴または聴取することができる。
【００６８】
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　また、本実施例の楽曲再生装置３００によれば、購入部１０３によって配信サーバから
購入したコンテンツを、判断部１０４によって記録媒体１０２に記録するか否かを判断す
る。そして、判断部１０４によって記録媒体１０２に記録しないと判断された場合、購入
部１０３によってコンテンツを購入したときに発行される権利情報に、関連付け部１０７
によってストリーミング再生情報を関連付ける。したがって、購入したコンテンツを記録
媒体１０２に記録しなくても、権利情報にストリーミング再生情報を関連付けることで、
ストリーミング再生をおこなうことができる。これによって、利用者は、たとえば、記録
媒体１０２の空き容量が足りない場合に、購入したコンテンツをダウンロードしなくても
、ストリーミング再生によって視聴または聴取することができる。
【００６９】
　また、本実施例の楽曲再生装置３００によれば、判断部１０４は、記録媒体１０２の空
き容量に基づいて、購入部１０３によって購入したコンテンツを記録媒体１０２に記録す
るか否かを判断する。したがって、記録媒体１０２の空き容量がある場合、購入したコン
テンツを記録媒体１０２に記録し、記録媒体１０２の空き容量がない場合、購入したコン
テンツを記録媒体１０２に記録せず、ストリーミング再生をおこなうことができる。これ
によって、利用者は、記録媒体１０２の空き容量を気にせずに、コンテンツを購入するこ
とができる。
【００７０】
　また、本実施例の楽曲再生装置３００によれば、削除部１０５によって削除されたコン
テンツを、決定部１０６によって削除した後に配信サーバからのストリーミング再生をお
こなうか否かを決定する。そして、決定部１０６によって配信サーバからのストリーミン
グ再生をおこなうと決定された場合、関連付け部１０７によって権利情報にストリーミン
グ再生情報を関連付ける。したがって、購入したコンテンツを削除する際に、削除した後
にストリーミング再生をおこなうか決定することができる。これによって、利用者は、購
入したコンテンツを削除する場合、削除後にも視聴または聴取したいコンテンツをストリ
ーミング再生によって再生するか否かを決定することができる。
【００７１】
　また、本実施例の楽曲再生装置３００によれば、取得部１１０は、権利情報を、配信サ
ーバまたは記録媒体１０２から取得することができる。したがって、権利情報は、自装置
に管理されてもよいし、配信サーバに管理されてもよい。これによって、利用者は、たと
えば、配信サーバに権利情報が管理されている場合も、購入したコンテンツであれば、記
録媒体１０２にコンテンツが記録されていなくても、ストリーミング再生によって視聴ま
たは聴取することができる。
【００７２】
　以上説明したように、本発明のコンテンツ再生装置、コンテンツ再生方法、コンテンツ
再生プログラムおよび記録媒体によれば、楽曲再生装置３００において、再生指示を受け
付けた楽曲が、楽曲保管リスト７１０になくても、楽曲購入リスト７０１にあり、ストリ
ーミング再生情報がＯＮであれば、ストリーミング再生をおこなうことができる。これに
よって、利用者は、たとえば、磁気ディスク３０５または光ディスク３０７の空き容量が
足りない場合に楽曲を削除しても、購入した楽曲であればストリーミング再生によって視
聴または聴取することができる。
【００７３】
　なお、本実施の形態で説明したコンテンツ再生方法は、あらかじめ用意されたプログラ
ムをパーソナル・コンピュータ、ワークステーション、携帯端末装置（携帯電話）などの
コンピュータで実行することにより実現することができる。このプログラムは、ハードデ
ィスク、フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤなどのコンピュータで読み
取り可能な記録媒体に記録され、コンピュータによって記録媒体から読み出されることに
よって実行される。またこのプログラムは、インターネットなどのネットワークを介して
配布することが可能な伝送媒体であってもよい。
【図面の簡単な説明】
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【００７４】
【図１】本実施の形態にかかるコンテンツ再生装置の機能的構成を示すブロック図である
。
【図２】本実施の形態にかかるコンテンツ再生装置のコンテンツ再生処理手順を示すフロ
ーチャートである。
【図３】本実施例にかかる楽曲再生装置のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図４】本実施例にかかる楽曲再生装置の再生処理の内容を示すフローチャートである。
【図５】本実施例にかかる楽曲再生装置の楽曲購入処理の内容について示したフローチャ
ートである。
【図６】本実施例にかかる楽曲再生装置の楽曲削除処理の内容について示したフローチャ
ートである。
【図７】本実施例にかかる楽曲購入リストの内容について示した説明図である。
【符号の説明】
【００７５】
　１００　コンテンツ再生装置
　１０１　出力部
　１０２　記録媒体
　１０３　購入部
　１０４　判断部
　１０５　削除部
　１０６　決定部
　１０７　関連付け部
　１０８　受付部
　１０９　検出部
　１１０　取得部
　１１１　抽出部
　１１２　再生制御部
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