
JP 4670438 B2 2011.4.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者が電子掲示板に所定の題目でトピックを立てたとき、そのトピックに対して他の
利用者による書き込みを可能とし、
　電子掲示板を提供する掲示板サーバが、コンテンツに関連する情報を保持し、上記トピ
ックに他の利用者が上記題目に沿って前記コンテンツに関連する情報の中から推薦するコ
ンテンツに関連する情報を選択して書き込んだか否かを判断し、前記他の利用者がコンテ
ンツに関連する情報を選択して書き込んだと判断したとき、その推薦したコンテンツを示
すリストを、ネットワークを通じてプレイリストとして出力する
　ようにし、
　上記書き込みを行った利用者に信頼度を示す情報を付与し、
　上記トピックにおける書き込みに対して、その書き込みを行った利用者の上記信頼度の
情報に合わせて可視・不可視を設定する
　ようにし、
　上記推薦されたコンテンツと同じコンテンツを推薦している他の利用者と、その書き込
みとを閲覧できる
　ようにしたプレイリストの提供方法。
【請求項２】
　請求項１に記載のプレイリストの提供方法において、
　上記推薦されたコンテンツを含む他のトピックを閲覧できる
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　ようにしたプレイリストの提供方法。
【請求項３】
　電子掲示板を提供する掲示板サーバと、
　コンテンツを収容したコンテンツサーバと
をネットワーク上に用意し、
　上記掲示板サーバは、
　利用者が、上記電子掲示板に所定の題目でトピックを立てたとき、そのトピックに対し
て別の利用者による書き込みを可能とし、
　コンテンツに関連する情報を保持し、上記トピックに他の利用者が上記題目に沿って前
記コンテンツに関連する情報の中から推薦するコンテンツに関連する情報を選択して書き
込んだか否かを判断し、前記他の利用者がコンテンツに関連する情報を選択して書き込ん
だと判断したとき、その推薦したコンテンツを示すリストを、上記ネットワークを通じて
アクセスしてきた利用者の機器にプレイリストとして出力し、
　上記コンテンツサーバは、上記プレイリストに含まれるコンテンツが指定されたとき、
その指定されたコンテンツを上記プレイリストの出力された利用者の機器に出力する
　ようにし、
　上記書き込みを行った利用者に信頼度を示す情報を付与し、
　上記トピックにおける書き込みに対して、その書き込みを行った利用者の上記信頼度の
情報に合わせて可視・不可視を設定する
　ようにし、
　上記推薦されたコンテンツと同じコンテンツを推薦している他の利用者と、その書き込
みとを閲覧できる
　ようにしたプレイリストの提供方法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、楽曲などのコンテンツおよびそのプレイリストの提供方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　音楽再生機器として、ハードディスク装置や不揮発性メモリなどの大容量の記憶装置を
内蔵した再生機器が主流になりつつある。このような再生機器によれば、数千曲から数万
曲という膨大な数の楽曲を収容あるいは保存することができる。
【０００３】
　例えば、ハードディスク装置の容量が100GBの場合、楽曲の１曲の長さが３分であると
すれば、3000曲以上を保存することができる。さらに、楽曲のデジタルオーディオデータ
をＭＰ３方式やＡＴＲＡＣ（登録商標）方式などによりエンコードすれば、そのデータ量
を1/10～1/12に圧縮することができるので、３万曲以上を保存することができる。
【０００４】
　したがって、このような音楽再生装置によれば、利用者は常に身近に楽曲を用意してお
くことができ、あるいは携帯することができ、その中から好きな楽曲を聴くことが可能と
なる。
【０００５】
　しかしながら、１台の再生装置に上記のように多数の楽曲が保存されていると、その中
から特定の楽曲を探し出すことが困難になってしまう。また、自分の思い出せる楽曲以外
は、すべて曲名を表示させてみないと、何が保存されているかさえも把握できていないこ
とも多い。さらに、どんなに持ち歩ける楽曲の数が増えたとしても、自分の知らない楽曲
も多数あり、また、新曲も日々リリースされているので、そのすべてを把握したり、保存
したりすることは、ほとんど不可能である。



(3) JP 4670438 B2 2011.4.13

10

20

30

40

50

【０００６】
　そこで、プレイリストを用意する方法が考えられている。この場合、プレイリストは、
利用者が自分の好みで楽曲を選択し、その楽曲の曲名を集めたリストである。例えば、海
岸をドライブするときに聞きたい楽曲の曲名を集め、これをリスト化してプレイリストと
するものである。したがって、このプレイリストにしたがって、選曲を行えば、そのとき
の気分や状況などに適した楽曲を聴くことができる。
【０００７】
　また、プレイリストを友人や知人などとの間で交換や閲覧を可能とすれば、楽曲を選択
するときの手がかりとすることができる。したがって、この方法によれば、聴きたい楽曲
の選択が容易になる。
【０００８】
　さらに、同じような好みを有するメンバによりコミュニティを形成し、情報を交換する
方法もある。この方法によれば、コミュニティのメンバは、他のメンバの明示する好みに
よる幅の広い嗜好という恩恵を享受することができる。
【０００９】
　なお、先行技術文献として例えば以下のものがある。
【特許文献１】特開２００４－１３６５３号公報
【特許文献２】特開２００４－４６５７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところが、実際には、そのときの気分や状況などに合わせ、その場その場で自分でプレ
イリストを作成することは極めて困難である。また、プレイリストは自分の所有している
楽曲だけで作成することになり、新曲を含めることはできない。
【００１１】
　さらに、プレイリストを共有する方法の場合には、単にプレイリストを交換・閲覧可能
としているだけなので、自分の好みや趣味を他人に紹介しているに過ぎず、紹介された側
の好みや状況を考慮していない。
【００１２】
　この発明は、以上のような点にかんがみ、利用者の嗜好に合う楽曲を容易に選択できる
とともに、利用者同士で推薦曲の情報を交換し合える状況を提供し、人と人とのコミュニ
ケーションまでもを楽しむことを可能とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　この発明においては、
　利用者が電子掲示板に所定の題目でトピックを立てたとき、そのトピックに対して他の
利用者による書き込みを可能とし、
　上記トピックに他の利用者が上記題目に沿って推薦するコンテンツの情報を書き込んだ
とき、その推薦したコンテンツを示すリストを、ネットワークを通じてプレイリストとし
て出力する
　ようにしたプレイリストの提供方法
とするものである。
【発明の効果】
【００１４】
　この発明によれば、自分の知っている楽曲はもとより、自分の知らない楽曲であっても
自分の気分や状況にあった楽曲がプレイリストに登録される。また、プレイリストの内容
が、トピックの内容に合わせて時々刻々と動的に変化するので、飽きがこない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　〔１〕　用語および発明の概略について
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　この発明において、「楽曲」あるいは「音楽」には、一般の楽曲や音楽以外にも、詩や
物語りなどの朗読、落語や漫才などの演芸、スピーチ、ニュース、スポーツの実況など、
音響により表現される情報を含むものとする。
【００１６】
　また、この発明においては、一部の用語を原則として以下の意味で使用する。
【００１７】
●電子掲示板、掲示板
　端末機からネットワークを通じて書き込みや閲覧が可能とされた電子掲示板システムの
こと。
【００１８】
●トピック
　掲示板に書き込まれた書き込みを所定の順序で配列したもの。「スレッド」とも言う。
このトピックが電子掲示板の内容として端末機に表示される。１つの掲示板で複数のトピ
ックを扱えるものとする。一般に最初の書き込みを「トピックを立てる」と言う。
【００１９】
●プレイリスト
　楽曲の曲名を所定の規則にしたがって配列したリスト。アーティスト名などのように楽
曲に付随する情報を含んでいてもよい。
【００２０】
　そして、この発明は、以下のように電子掲示板システムを利用してプレイリストを生成
するものである。すなわち、
(A) インターネット上の掲示板に、利用者Ａが任意にトピックを立てる。このとき、その
トピックには、利用者Ａが自分の気分や状況、聴きたい楽曲の雰囲気などを主題として自
由な文章で書き込む。
【００２１】
(B) このトピックに、他の利用者Ｂ、Ｃ、・・・が、その主題にあった推薦曲を自由に書
き込む。あるいは、利用者Ｂ、Ｃ、・・・は、そのトピックの内容について自由にコメン
トを書き込む。
【００２２】
(C) そのトピックは、プレイリストとして利用者Ａ、Ｂ、Ｃ、・・・の端末機にダウンロ
ード可能とする。また、そのトピックは、これに書き込みを行わなかった利用者にも公開
する。
【００２３】
　〔２〕　システム全体の構成例
　図１は、この発明を利用したシステム全体の概略の一例を示し、この例においては、音
楽再生用の端末機としてパーソナルコンピュータ１１（１１Ａ、１１Ｂ、・・・）を使用
している場合である。パーソナルコンピュータ１１は、インターネット２０に接続され、
インターネット２０には、コンテンツサーバ３１と、掲示板サーバ３２とが接続されてい
る。
【００２４】
　コンテンツサーバ３１は、楽曲を提供するためのものである。このため、コンテンツサ
ーバ３１には、多数の楽曲がデジタルオーディオデータの状態で保存されている。また、
コンテンツサーバ３１は、これに保存されている楽曲について、曲名などの情報をデータ
ベースとして有している。なお、この例においては、コンテンツサーバ３１に保存されて
いるデジタルオーディオデータは、例えばＭＰ３形式によりエンコードされてデータ圧縮
されているものとする。
【００２５】
　また、掲示板サーバ３２は、パーソナルコンピュータ１１から閲覧および書き込みが可
能な電子掲示板３３を提供するものである。この掲示板３３には、複数のトピックが形成
され、そのトピックのそれぞれが複数の利用者によりアクセスされる。このとき、その利
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用者は大きく分けて次の４種類に分類される。
【００２６】
(1) トピック主
　掲示板３３に主題となる書き込みを行ってトピックを立てた利用者。つまり、このトピ
ック主が最初に書き込みを行うことによりトピックが形成される。このトピック主は、１
つのトピックにつき１人である。図１においては、パーソナルコンピュータ１１Ａを使用
している利用者１２Ａがトピック主の場合である。
【００２７】
(2) 楽曲推薦者
　トピックの主旨にあった楽曲を推薦する利用者。推薦された楽曲の曲名がプレイリスト
に含まれて再生用の端末機にダウンロードされる。この楽曲推薦者は一人であっても複数
であってよい。図１においては、パーソナルコンピュータ１１Ｂを使用している利用者１
２Ｂが楽曲推薦者の場合である。
【００２８】
(3) コメント記入者
　楽曲の推薦はしないが、コメントだけを書き込む利用者。このコメント記入者も一人で
あっても複数であってよい。図１においては、パーソナルコンピュータ１１Ｃを使用して
いる利用者１２Ｃがコメント記入者の場合である。
【００２９】
(4) 掲示板閲覧者
　楽曲の推薦もコメントの記入もせず、そのトピックの閲覧とプレイリストのダウンロー
ドをするだけの利用者。この掲示板閲覧者も一人であっても複数であってよい。図１にお
いては、パーソナルコンピュータ１１Ｄを使用している利用者１２Ｄが掲示板閲覧者の場
合である。
【００３０】
　掲示板３３の利用者が上記(1)～(4)うちのどの役割になるかは、たとえ同一利用者であ
ってもそのときどきで変化する。また、例えば楽曲推薦者が、あるときはトピック主にな
ったり、コメント記入者になったりすることもある。
【００３１】
　そして、トピックが立つと、楽曲推薦者１２Ｂおよびコメント記入者１２Ｃの書き込み
によって掲示板３３の内容が更新され、時間とともに楽曲の推薦量およびコメントの量は
増加していき、この結果、プレイリストも動的に変化していくことになる。
【００３２】
　〔３〕　トピック（電子掲示板の内容）の表示例
　パーソナルコンピュータ１１を掲示板サーバ３２に接続し、掲示板３３のトピックの１
つを選択した場合、パーソナルコンピュータ１１のディスプレイには、例えば図２に示す
ように、その選択されたトピックが表示される。
【００３３】
　このトピックにおいては、書き込みは、書き込みにつれて上から下に向かって追加され
ていくものであり、図２においては、書き込み４０から書き込み４５までが、この順番に
書き込まれた場合である。また、このトピックは、トピック主１２Ａが「恋の歌ない？」
というタイトルでトピックを立てた場合である。
【００３４】
　すなわち、先頭の書き込み４０がトピック主１２Ａによる書き込みであり、以後の書き
込み４１～４５は、書き込み４０の示す主題や内容に対して、他の利用者１２Ｂ、１２Ｃ
（およびトピック主１２Ａ自身）が書き込んだ結果である。
【００３５】
　そして、この書き込み４０～４５のそれぞれは、利用者名５１、信頼度ポイント５２、
書き込み日時５３および本文５４を有するとともに、書き込み４０はタイトル５０も有す
る。ここで、項目５０～５４は、以下のような意味を持つ。



(6) JP 4670438 B2 2011.4.13

10

20

30

40

50

【００３６】
●タイトル５０
　トピック主１２Ａが書き込んだ最初の書き込み４０のみ、その先頭に付加されるもので
、そのトピック主１２Ａにより書き込まれた表題である。
【００３７】
●利用者名５１
　その書き込みを行った利用者の名前（ハンドルなど）である。
【００３８】
●信頼度ポイント５２
　その書き込みを行った利用者がどの程度信頼のおける人物であるかを示す数値である。
インターネットの掲示板では、誹謗中傷やいたずら書きなどが行われることは珍しくない
。これを避けるために、その書き込みを行った利用者について、第三者が評価した結果が
信頼度ポイント５２であり、誰でも閲覧できるものである。
【００３９】
　この信頼度ポイント５２は、例えば推薦した楽曲の数、推薦した楽曲がダウンロードさ
れた回数、利用者からの直接の評価などから点数化することができる。あるいは、インタ
ーネット上のオークションサービスなどで実施されている手法を利用することもできる。
さらに、トピックを表示するとき、信頼度ポイント５２が一定値以上の書き込みだけを表
示することもできる。そのようにすれば、信頼度の低い楽曲推薦者やコメント記入者の書
き込みを表示しないようにすることできる。なお、表示されない書き込みはプレイリスト
にも反映されないものとされる。
【００４０】
●書き込み日時５３
　その書き込みが行われた（登録された）日付および時刻である。
【００４１】
●コメント５４
　利用者名５１の利用者が、書き込み４０の表題や内容について書き込んだコメントであ
る。このコメント５４がそれぞれの書き込みにおける本文であり、一般には、推薦する楽
曲の曲名、感想などを含むことになる。
【００４２】
　さらに、図２の場合、書き込み４１、４２、４５は、別々の楽曲推薦者１２Ｂにより書
き込れたものであり、推薦曲が含まれ、書き込み４３、４４は、コメント記入者１２Ｃお
よびトピック主１２Ａ自身により書き込まれたものであり、推薦曲は含まれていない場合
である。
【００４３】
　この結果、トピック主１２Ａにより書き込まれた最初の書き込み４０には、プレイリス
ト取得ボタン５５Ａ、プレイリスト詳細ボタン５６Ａ、試聴ボタン５７が表示され、推薦
曲の曲名を含む書き込み４１、４２、４５には、取得ボタン５５、詳細ボタン５６、試聴
ボタン５７が表示される。なお、試聴ボタン５７は、対応する楽曲が購入済みの場合には
、再生ボタン５７に変更される。
【００４４】
　そして、各操作ボタンの意味あるいは用途は、次のとおりである。
【００４５】
●プレイリスト取得ボタン５５Ａ
　このボタン５５Ａを操作すると、プレイリストが、コンテンツサーバ３１からパーソナ
ルコンピュータ１１にダウンロードされる。このダウンロードは、そのプレイリストに含
まれる楽曲を購入していない場合でも、可能とされる。
【００４６】
　また、詳細は後述するが、プレイリストを使った再生時には試聴用の楽曲（通常は楽曲
の一部）が再生され、パーソナルコンピュータからの操作によってあとから各々の楽曲を
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購入することが可能である。なお、このボタン５５Ａには、そのプレイリストに含まれる
楽曲の曲数も表示される。図２の場合には、そのプレイリストに18曲が含まれていること
を示している。
【００４７】
●取得ボタン５５
　プレイリストに含まれる曲名のうち、購入済み（料金の支払い済み）の楽曲の曲名を選
択してボタン５５を操作したときには、その楽曲のデジタルオーディオデータが、コンテ
ンツサーバ３１からパーソナルコンピュータ１１にダウンロードされる。
【００４８】
●プレイリスト詳細ボタン５６Ａ、詳細ボタン５６
　プレイリスト詳細ボタン５６Ａを操作したときには、対応するプレイリストがサーバ３
２からダウンロードされ、その内容が表示される。また、詳細ボタン５６を操作したとき
には、その詳細ボタン５６が表示されている書き込みに含まれる楽曲について、そのデー
タがコンテンツサーバ３２からダウンロードされ、内容が表示される。
【００４９】
　これらのボタン５６Ａ、５６を操作した場合の表示内容については、次の〔４〕、〔５
〕において詳述する。なお、プレイリスト詳細ボタン５６Ａには、そのプレイリストに含
まれる楽曲の楽曲数も表示される（図２の場合、18楽曲を表示）。
【００５０】
●試聴ボタン５７（楽曲の購入前のとき）、再生ボタン５７（購入後のとき）
　プレイリストに含まれる楽曲のうち、購入前の楽曲のボタン５７を操作したときには、
その楽曲のデジタルオーディオデータの一部が、コンテンツサーバ３１からストリーミン
グ形式でパーソナルコンピュータ１１に提供され、その楽曲の試聴が可能とされる。購入
済みの楽曲のボタン５７を操作したときには、その楽曲（これはパーソナルコンピュータ
１１内にある）の再生が可能とされる。
【００５１】
　なお、プレイリストを使用しないで楽曲を選択した場合も同様とされる。また、掲示板
３３のトピックを表示する場合、複数のトピックを階層化してツリー形式で表示すること
ができる。
【００５２】
　〔４〕　プレイリスト詳細ボタン５６Ａを操作した場合の表示画面の例
　図２におけるトピックのプレイリスト詳細ボタン５６Ａを操作した場合、そのトピック
が整形されてプレイリストとされ、このプレイリストがパーソナルコンピュータ１１にダ
ウンロードされて表示される。
【００５３】
　図３は、そのプレイリストの表示例を示し、その表示内容は以下のとおりである。なお
、図３は、図２のトピックに対応して推薦された楽曲の曲数が３曲の場合である。
【００５４】
●プレイリストタイトル
　このプレイリストの主題であり、書き込み４０のトピックタイトル５０と同じものであ
る。ただし、このプレイリストタイトルは、パーソナルコンピュータ１１において、利用
者により変更できてもよい。
【００５５】
●トピックオーナー
　書き込み４０における利用者名５１、信頼度ポイント５２、書き込み日時５３である。
したがって、このトピックを立てた利用者１２Ａの名前、信頼度およびこのトピックが立
てられた日時を示すことになる。
【００５６】
●最終更新日時
　利用者１２Ａ～１２Ｃによって最後に書き込みの行われた日時を示す。
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【００５７】
●現在楽曲数
　楽曲推薦者１２Ｂがそのトピックに対して推薦した楽曲の総数を示す。トピックがなく
ならない限り増加の可能性がある。トピックがなくなる場合については後述する。
【００５８】
●ダウンロード回数
　このプレイリストがダウンロードされた回数を示す。
【００５９】
●レーティング
　このプレイリストに対する現在の利用者の評価値を、☆の数で示す。
【００６０】
●全コメント表示ボタン６１
　このボタン６１を操作すると、そのプレイリストのもととなっているトピックの内容（
すべての書き込み）が、例えば図２のように表示され、閲覧可能とされる。なお、この場
合の表示は、別の見せ方をすることも可能である。
【００６１】
●まとめて購入ボタン６２
　プレイリストに含まれる未購入の楽曲をまとめて購入するモードに移行する。
【００６２】
●楽曲情報６３
　この楽曲情報６３は、そのプレイリストのもととなっているトピックに含まれている楽
曲についての情報である。この楽曲情報６３は、楽曲ごとに表示されるもので、その楽曲
について、アルバムのジャケット写真、曲名、アーティスト名、演奏時間などの基本的な
情報が含まれる。さらに、楽曲情報６３には、楽曲推薦者の利用者名５１、信頼度ポイン
ト５２、書き込み日時（推薦日時）５３も含まれる。
【００６３】
　また、書き込まれたコメント５４を読むためのコメントボタン６４、試聴ボタン５７、
購入ボタン６５も表示される、そして、試聴ボタン５７を操作すると、その楽曲の試聴が
可能とされ、試聴の結果、その楽曲を購入するのであれば、購入ボタン６５を操作すると
、その楽曲のデジタルオーディオデータが、コンテンツサーバ３１からパーソナルコンピ
ュータ１１にダウンロードされる。したがって、この購入ボタン６５を操作すれば、楽曲
を楽曲単位で購入することができる。
【００６４】
●信頼度フィルタ６６
　楽曲情報６３を表示するとき、楽曲推薦者の信頼度を示す信頼度ポイント５２が一定値
以上のものだけを表示するためのフィルタである。図３は、信頼度が５ポイント以上の楽
曲推薦者１２Ｂの提供した楽曲情報６３を表示している場合である。
【００６５】
　この信頼度フィルタ５５を設定することにより、信頼度の低い楽曲推薦者の楽曲をプレ
イリストに含まないようにすることできる。なお、いわゆる荒らしや嫌がらせなどを防ぐ
ために、特定の個人の推薦は含まないように無視リストを作成してフィルタリングするこ
とも可能である。
【００６６】
　〔５〕　詳細ボタン５６を操作した場合の表示画面の例
　図２において、書き込み４１、４２、４５に付加されている詳細ボタン５６を操作した
とき、その詳細ボタン５６を含む書き込みに含まれる楽曲について、内容が詳細に表示さ
れる。
【００６７】
　図４は、その表示例を示し、該当する楽曲について、図３の場合と同様に楽曲情報６３
が表示されるとともに、ボタン６７、６８が表示される。
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【００６８】
●この楽曲を推薦しているトピック一覧ボタン６７
　該当する楽曲を推薦しているトピックが他にもあれば、そのトピックの一覧を表示する
。同じ楽曲楽曲を他のトピックでも推薦しているということは、このトピックと関連して
いる可能性が高く、そこで推薦されている別の楽曲も関連性が高い可能性がある。
【００６９】
●この楽曲を推薦している人一覧ボタン６８
　トピックに関係なく、この楽曲を推薦している利用者を一覧する。これによってその楽
曲を推薦している利用者が他にどんな楽曲を推薦しているかを知ることができる。例えば
、ロック系に偏った人が推薦しているのか、まんべんなく楽曲を聴く人が推薦しているの
かなどを知ることができる。あるいは、それぞれのコメントと照らし合わせることもでき
る。したがって、推薦曲に対する購入前の有益な判断材料を得ることができる。
【００７０】
　〔６〕　楽曲を推薦するときの表示例および操作手順
　図５は、利用者（楽曲推薦者１２Ｂ）が楽曲の推薦時に利用する表示画面の一例を示す
。この表示画面への遷移は、例えば図２に示したトピックの表示画面に「楽曲を推薦」ボ
タンや「コメントを記入」ボタンなどを配置し、そのボタンを操作したとき、実行すれば
よい。
【００７１】
　そして、図５の画面において、楽曲推薦者１２Ｂは、入力欄７１にコメント５４を入力
し、書き込みボタン７２を操作する。すると、この入力したコメント５４がトピックに新
たな書き込みとして追加される。
【００７２】
　続いて、楽曲推薦者１２Ｂは推薦する楽曲の曲名を入力する。この曲名の入力は、文字
列を記入するのではなく、サーバ３２にあらかじめ登録されている曲名を検索して選択す
ることにより行う。
【００７３】
　すなわち、検索語入力欄７３に、アーティスト名、アルバム名、曲名（あるいはそれら
の一部）の少なくとも１つを入力し、検索ボタン７４を操作する。すると、検索語入力欄
７３に入力した文字を検索語としてサーバ３２のデータベースに対して検索が実行される
。そして、検索がヒットすると、該当する曲名および関連する情報がリスト７５として一
覧表示される。そこで、そのリスト７５の中から目的の曲名に付加されている推薦ボタン
７６を操作する。すると、その曲名をサーバ３２が特定し、内部的にリンクを張る。
【００７４】
　以上で、楽曲の推薦を終了し、画面は図２に示したトピックの表示画面に復帰する。そ
して、このときの書き込みは、楽曲推薦者１２Ｂによる書き込みの扱いとなり、例えば図
２における書き込み４１、４２、４５のように、入力欄７１に入力したコメント５４と、
ボタン５５～５７とが表示される。
【００７５】
　なお、上記のように、楽曲の推薦時、曲名を検索して選択するのは、コンテンツデータ
ベースと掲示板のボタンとを内部的に関連付けて管理するために識別符号などでコンテン
ツを特定する必要があるからである。また、コメント入力欄７１の横に「詳細」ボタンや
「試聴」ボタンを表示したり、専用の端末機からコメントとは分離した形で楽曲のデジタ
ルオーディオデータにアクセスしたりするとき、それを容易にするためでもある。
【００７６】
　さらに、この選択方法は、曲名を検索して選択する方法は、課金や再生回数、ダウンロ
ード回数などをカウントするためにも有効である。また、曲名の検索手法および内部的な
リンクの張り方は、インターネットのオークションやショッピングのサイトなどで実用化
されている手法を用いればよい。
【００７７】
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　さらに、入力欄７１にコメント５４を入力して書き込みボタン７２を操作したが、推薦
曲を入力しないで図２に示したトピックの表示画面に復帰した場合には、そのときの書き
込みは、コメント記入者による書き込みの扱いとなり、例えば図２における書き込み４３
、４４のように、入力欄７１に入力したコメント５４の書き込みのみが表示される。
【００７８】
　〔７〕　プレイリストの記述内容および記述方法
　図６は、プレイリストを記述するための方法の一例を示す。このプレイリストはＸＭＬ
をベースに、掲示板のトピックにおける記入者情報、コメント内容、推薦曲情報などを構
造化して提供している。
【００７９】
　このプレイリストは、
●トピックブロック
　主としてトピックの表示に使用されるブロック
●プレイリストブロック
　トピックおよびプレイリストの表示に使用されるとともに、パーソナルコンピュータ１
１において、プレイリストとして使用されるブロック
とから構成される。
【００８０】
　そして、このプレイリストに使用されるタグの意味は以下のとおりである。
【００８１】
●<topic>タグ
　トピックの詳細ブロックを表す。
【００８２】
●<title>タグ
　トピックのタイトルを示す。このタグで示される内容は、原則として、トピック（図２
）においてはタイトル５０として表示され、プレイリスト（図３）においては、プレイリ
ストタイトルとして表示される。
【００８３】
●<comment>タグ
　コメントブロックを表す。このコメントブロックは、トピックブロックにおいては、書
き込み４０に対応して１つのみ存在し、プレイリストブロックにおいては、書き込みごと
に形成され、プレイリストブロックの最後に追加されていく。
【００８４】
●<name>タグ
　そのコメントブロックを記述した利用者の名前を表す。このタグで示される内容は、ト
ピックおよびプレイリストにおいて、利用者名５１として表示される。
【００８５】
●<eva>タグ
　そのコメントブロックを記述した利用者の信頼度ポイントを表す。このタグで示される
内容は、トピックおよびプレイリストにおいて、信頼度ポイント５２として表示される。
【００８６】
●<date>タグ
　そのコメントブロックが記述された日時を表す。このタグで示される内容は、トピック
およびプレイリストにおいて、書き込み日時５３として表示される。
【００８７】
●<body>タグ
　コメントの本文を表す。このタグで示される内容は、トピックおよびプレイリストにお
いて、コメント５４として表示される。
【００８８】
●<playlist>タグ
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　プレイリストブロックを表す。
【００８９】
●<rating>タグ
　このプレイリストに対する現在の利用者の評価値を表す。このタグで示される内容が、
トピックおよびプレイリストにおける☆の数を表す。
【００９０】
●<recommend>タグ
　推薦された楽曲のデジタルオーディオデータにアクセスするときのＵＲＬが入る。図１
の場合であれば、コンテンツサーバ３１において、デジタルオーディオデータの保存され
ているディレクトリを示す。コメント記入者１２Ｃがコメント５４を書き込んだだけのと
きは、この<recommend>タグはコメントブロックに含まれない。なお、楽曲がすでにダウ
ンロードされている場合には、パーソナルコンピュータ１１におけるローカルのファイル
パスや楽曲ＩＤとすることもできる。
【００９１】
　以上のタグにより、トピックおよびプレイリストが表示され、あるいは楽曲の選択用の
プレイリストが形成される。
【００９２】
　〔８〕　再生装置の構成例
　上述においては、再生用の端末機がパーソナルコンピュータ１１の場合であるが、図７
は専用の携帯端末１００に構成した場合である。
【００９３】
　図７において、この携帯端末１００は全体が偏平の直方体状に構成され、その前面の上
部にディスプレイ１１１を有し、下部に操作キー１１２と、モードキー１１３と、入力キ
ー１１４とを有する。ディスプレイ１１１は、例えばカラーＬＣＤパネルにより構成され
、ドットの組み合わせにより各種の文字（数字、記号などを含む。以下同様）をカラー表
示するものである。そして、このディスプレイ１１１には、選曲時には、プレイリストな
どが表示され、再生中は、その楽曲に関する情報が表示される。
【００９４】
　また、操作キー１１２は、ポインティングデバイスを構成するもので、ディスプレイ１
１１にカーソル１１１Ｄが表示されているとき、そのカーソル１１１Ｄを上下および左右
方向に移動させるためのカーソルキー１１２Ａと、カーソル位置の項目の選択あるいは実
行を決定するための決定キー１１２Ｂとが含まれる。さらに、操作キー１１３は、音楽の
再生や停止などを制御するためのキーである。また、入力キー１１４は、コメント５４な
どの文字を入力するためのキーである。
【００９５】
　さらに、携帯端末１００の上部には、伸縮式のアンテナ１１５と、ヘッドホンジャック
１１６とを有する。アンテナ１１５は、コンテンツサーバ３１、３２に対して無線により
データのアクセスを実現するためのものであり、ジャック１１６にはヘッドホン１１７が
接続される。
【００９６】
　〔９〕　携帯端末１００の回路の例
　図８は、携帯端末１００の回路構成の一例を示す。この例においては、携帯端末１００
は、一般的なバスアーキテクチャに構成されているとともに、制御回路１２０がマイクロ
コンピュータにより構成されている。すなわち、ＣＰＵ１２１がバス１２９に接続され、
このバス１２９に、各種のプログラムの書き込まれたＲＯＭ１２２と、ワークエリア用の
ＲＡＭ１２３と、例えばフラッシュメモリにより構成された不揮発性メモリ１２４とが接
続される。
【００９７】
　また、楽曲を保存するための大容量記憶装置として、この例においてはハードディスク
装置１２６が設けられ、これがハードディスクコントローラ１２５を通じてバス１２９に
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接続される。この場合、楽曲は、ハードディスク装置１２６にデジタルオーディオデータ
の状態で保存されるが、この例においては、そのデジタルオーディオデータは、例えばＭ
Ｐ３形式によりエンコードされてデータ圧縮されているものとする。そして、ハードディ
スクコントローラ１２５は、ＣＰＵ１２１からの指示にしたがってハードディスク装置１
２６にデジタルオーディオデータを読み書きするものである。
【００９８】
　さらに、送受信回路１２８が設けられ、これがインターフェイス回路１２７を通じてバ
ス１２９に接続される。この送受信回路１２８は、無線により携帯端末１００をサーバ（
あるいはそのアクセスポイント）３１、３２に接続し、楽曲のデジタルオーディオデータ
のダウンロードおよびストリーミング形式での受信、プレイリストのダウンロード、電子
掲示板へのアクセスなどを実現するためのものである。なお、送受信回路１２８にはアン
テナ１１５が接続される。
【００９９】
　さらに、ディスプレイ１１１がディスプレイコントローラ１３１を通じてバス１２９に
接続されるとともに、キー１１２～１１４がインターフェイス回路１３１を通じてバス１
２９に接続される。この場合、ディスプレイコントローラ１３１は、ＣＰＵ１２１から表
示用のデータが供給されると、これを表示信号に変換してディスプレイ１１１に供給する
ものであり、その結果、ディスプレイ１１１には、ＣＰＵ１２１から供給された表示用の
データに対応した文字が表示されるものである。
【０１００】
　また、バス１２９にデコーダ回路１３３が接続され、このデコーダ回路１３３が出力回
路１３４を通じてジャック１１６に接続される。デコーダ回路１３３は、これにＭＰ３形
式のデジタルオーディオデータが供給されたとき、そのデジタルオーディオデータをもと
のリニアなデジタルオーディオデータにデコードして出力回路１３４に供給するものであ
る。また、出力回路１３４は、Ｄ／Ａコンバータ回路および出力アンプを有し、この出力
回路１３４に供給されたデジタルオーディオデータをアナログオーディオ信号にＤ／Ａ変
換してジャック１１６に出力するものである。
【０１０１】
　〔１０〕　再生端末１００の動作
　図２あるいは図３に示すように、トピックあるいはプレイリストが表示される場合、ハ
ードディスク装置１２６に保存されている楽曲が検索され、表示されたトピックあるいは
プレイリストに含まれている楽曲がハードディスク装置１２６に保存されているときには
、ボタン５７は再生ボタンとされる。
【０１０２】
　そして、この再生ボタン５７を操作すると、ハードディスクコントローラ１２５により
ハードディスク装置１２６から指定した楽曲のデジタルオーディオデータが読み出される
。この読み出されたデジタルオーディオデータが、ハードディスクコントローラ１２５か
らＣＰＵ１２１を通じてデコーダ回路１３３に供給されてもとのリニアなデジタルオーデ
ィオデータにデコードされる。
【０１０３】
　そして、このデコードされたデジタルオーディオデータが出力回路１３４においてアナ
ログオーディオ信号にＤ／Ａ変換されてからジャック１１６を通じてヘッドホン１１７に
供給される。したがって、ハードディスク装置１２６に保存されている楽曲をヘッドホン
１１７により聴取することができる。なお、このとき、表示されているプレイリストの楽
曲のうち、ハードディスク装置１２６に保存されている楽曲は、モードキー１１３により
選択や再生をスキップすることができる。
【０１０４】
　一方、図２あるいは図３に示すように、トピックあるいはプレイリストが表示される場
合、そのトピックあるいはプレイリストに含まれている楽曲がハードディスク装置１２６
に保存されていないときには、ボタン５７は試聴ボタンとされる。
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【０１０５】
　そして、この試聴ボタン５７を操作すると、該当する楽曲の試聴がコンテンツサーバ３
１に通知され、その楽曲のデジタルオーディオデータがコンテンツサーバ３１から取り出
され、無線によりストリーミング形式で送信されてくる。
【０１０６】
　この送信信号がアンテナ１１５により受信されて送受信回路１２８に供給され、送受信
回路１２８からは指定した楽曲のデジタルオーディオデータが出力され、このデジタルオ
ーディオデータが、インターフェイス回路１２７からＣＰＵ１２１を通じてデコーダ回路
１３３に供給されてもとのリニアなデジタルオーディオデータにデコードされる。
【０１０７】
　したがって、このデコードされたデジタルオーディオデータが出力回路１３４において
アナログオーディオ信号にＤ／Ａ変換されてからヘッドホン１１７に供給されるので、コ
ンテンツサーバ３１に保存されている楽曲をヘッドホン１１７により試聴することができ
る。この場合、試聴は、対象とする楽曲の一部、例えば冒頭の30秒の部分やサビの部分と
される。したがって、利用者はその楽曲を購入するかどうかを検討できることになる。
【０１０８】
　そして、購入する場合には、取得ボタン５５あるいは購入ボタン６５を操作する。する
と、その曲名の楽曲のデジタルデータがコンテンツサーバ３１からダウンロードされ、ハ
ードディスク装置１２６に保存される。なお、この購入時に必要とされる利用者認証や料
金の支払いなどの方法については、一般に実用化されている方法を採用することができる
。
【０１０９】
　したがって、以後、図２あるいは図３のボタン５７は再生ボタンとして表示される。ま
た、その再生を決定すると、ハードディスク装置１２６に保存されている楽曲の再生が実
行される。
【０１１０】
〔１１〕　まとめ
　上述の再生装置１１あるいは携帯端末１００、すなわち、再生端末機によれば、例えば
、「クリスマスに恋人との時間を演出するいい楽曲教えて」というような書き込みを行う
と、それを読んだ多数の第三者がコメントとともに楽曲を推薦し、それがそのまま再生端
末機のプレイリストとなる。したがって、自分の知らない楽曲であっても自分の気分や状
況にあった楽曲がプレイリストに登録されることになる。また、プレイリストの内容が、
トピックへの書き込みに合わせて時々刻々と動的に変化し、新しい楽曲が追加されていく
ので、その内容に飽きがこない。
【０１１１】
　さらに、掲示板形式によるコメントのやりとりは新たな人と人とのコミュニケーション
にも発展し、信用する人からの推薦曲なら安心して聴ける、意外な楽曲を推薦してくれた
人と仲良くなるなど、従来のプレイヤーでは味わえなかった新たな楽しみが広がる。
【０１１２】
　また、実際の人間である第三者が自分のために楽曲を推薦してくれるという喜びを得る
ことができる。さらに、音楽愛好家は、人に楽曲を推薦して感謝されることによって満足
感を得ることができる。また、自分の知らない楽曲がプレイリストに登録されるという意
外性や新たな楽曲を知る喜びを得ることもできる。
【０１１３】
　さらに、掲示板３３におけるトピックの数を制限したり、プレイリストのダウンロード
回数などをもとにして人気のある定番のトピックは常に掲示板３３の上位に表示したりす
ることにより、アクセスされないプレイリストを淘汰することができるので、プレイリス
ト全体の質が向上し、利用者の満足度も向上する。
【０１１４】
　また、楽曲の再生と同時に、その楽曲を推薦してくれた人やコメントしてくれた人の書
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ションが生まれる。さらに、新たな音楽配信のビジネスモデルを創成し、音楽業界自体を
活性化させることができる。また、楽曲推薦者にアフィリエイトを適用することもでき、
これにより楽曲推薦者の楽曲推薦モチベーションが向上し、結果的に掲示板が活性化し、
掲示板プレイリストという文化が産まれ音楽業界、ネットワークビジネス業界が活性化す
る。
【０１１５】
　〔１２〕　その他
　上述において、コンテンツサーバ３１および掲示板サーバ３２を利用できる利用者を会
員制にすることもできる。また、サーバ３１、３２をイントラネット上に構築することも
できる。さらに、上述においては、コンテンツが楽曲などの音響の場合であるが、動画や
静止画などの映像をコンテンツとする場合、あるいはプログラムやデータベースのデータ
などをコンテンツとする場合も、同様にこの発明を適用することができる。
【０１１６】
　〔略語の一覧〕
　　ＡＴＲＡＣ（登録商標）：Adaptive TRansform Acoustic Coding
　　ＣＰＵ：Central Processing Unit
　　Ｄ／Ａ：Digital to Analog
　　ＩＤ　：IDentification
　　ＬＣＤ：Liquid Crystal Display
　　ＭＰ３：MPEG-1/Audio Layer 3
　　ＲＡＭ：Random Access Memory
　　ＲＯＭ：Read Only Memory
　　ＵＲＬ：Uniform Resource Locator
　　ＸＭＬ：eXtensible Markup Language
【図面の簡単な説明】
【０１１７】
【図１】システム全体の構成の一形態を示す系統図である。
【図２】トピックの表示例を示す図である。
【図３】プレイリストの表示例を示す図である。
【図４】推薦曲の表示例を示す図である。
【図５】推薦曲の入力時の表示例を示す図である。
【図６】プレイリストの記述例を示す図である。
【図７】この発明の一形態の外観を示す正面図である。
【図８】この発明の一形態を示す系統図である。
【符号の説明】
【０１１８】
　１１（１１Ａ、１１Ｂ、・・・）…パーソナルコンピュータ、２０…インターネット、
３１…コンテンツサーバ、３２…掲示板サーバ、３３…電子掲示板、４０～４５…書き込
み、１００…携帯端末、１１１…ディスプレイ、１１２～１１４…操作キー、１１７…ヘ
ッドホン、１２０…制御回路
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