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【出願番号】特願2006-200104(P2006-200104)
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   Ｇ１１Ｂ  27/10     (2006.01)
   Ｇ１１Ｂ  27/00     (2006.01)
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【手続補正書】
【提出日】平成21年7月13日(2009.7.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再生装置と接続可能な情報処理装置であって：
　複数のコンテンツデータを記憶するコンテンツ記憶部と；
　前記コンテンツ記憶部に記憶されたコンテンツデータの属性情報を有するホストデータ
ベースを記憶するホスト記憶部と；
　前記再生装置が記憶する複数のコンテンツデータを特定するコンテンツ特定部と；
　前記特定された各コンテンツデータの属性情報を，前記ホストデータベースから抽出す
る属性情報抽出部と；
　前記抽出された属性情報に基づき，前記特定された各コンテンツデータのコンテンツ名
を最下位階層とし，前記特定された各コンテンツデータが属するグループのグループ名を
上位階層として含む階層構造化された複数種類のテーブルを作成するテーブル作成部と；
　前記複数種類のテーブルは，前記特定された各コンテンツデータのコンテンツ名を第１
の規則で並べ替えた第１のテーブルと，前記特定された各コンテンツデータの属するグル
ープのグループ名単位で，前記特定された各コンテンツデータのコンテンツ名を第２の規
則で並べ替えた第２のテーブルとを含み，少なくとも当該第１及び第２のテーブルを前記
再生装置に転送する転送部と；
を備えることを特徴とする，情報処理装置。
【請求項２】
　前記第１の規則と前記第２の規則は，それぞれ，コンテンツ名の読み順又は文字列順，
コンテンツデータのトラック番号順，各コンテンツデータに付与された評価値が高い順，
前記再生装置に対するコンテンツデータの追加日時順，ユーザ定義順，コンテンツデータ
の再生日時順のうち，相異なるいずれかであることを特徴とする，請求項１に記載の情報
処理装置。
【請求項３】
　前記属性情報は，前記グループ名として各コンテンツデータに対応するアルバム名を含
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んでおり，
　前記第１のテーブルは，前記特定された各コンテンツデータのコンテンツ名を，当該コ
ンテンツ名の読み順又は文字列順で並べ替えたテーブルであり，
　前記第２のテーブルは，前記特定された各コンテンツデータの前記アルバム名単位で，
前記特定された各コンテンツデータをトラック番号順で並べ替えたテーブルであることを
特徴とする，請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記属性情報は，前記グループ名として各コンテンツデータに対応するアーティスト名
を含んでおり，
　前記テーブル作成部は，
　前記特定された各コンテンツデータの前記アーティスト名単位で，前記特定された各コ
ンテンツデータのコンテンツ名を，読み順又は文字列順で並べ替えた第３のテーブルを作
成することを特徴とする，請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記情報処理装置のコンテンツ記憶部に記憶されたコンテンツデータを前記再生装置の
コンテンツ記憶部に追加する，或いは，前記再生装置のコンテンツ記憶部に記憶されたコ
ンテンツデータを削除するコンテンツ更新部を備え，
　前記コンテンツ特定部は，前記コンテンツ更新部による追加／削除処理内容に基づき，
前記再生装置が記憶する複数のコンテンツデータを特定することを特徴とする，請求項１
に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記コンテンツ特定部は，前記再生装置にアクセスして，前記再生装置が記憶するコン
テンツデータの属性情報を取得し，当該取得した属性情報に基づき，前記再生装置が記憶
する複数のコンテンツデータを特定することを特徴とする，請求項１に記載の情報処理装
置。
【請求項７】
　前記テーブルは，前記再生装置におけるコンテンツデータ検索時に順次表示される複数
の表示画面に１対１対応する階層構造を有する検索表示用テーブルであることを特徴とす
る，請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記検索表示用テーブルは，
　前記グループ名としてのイニシャル単位で，前記特定された各コンテンツデータのコン
テンツ名を，読み順又は文字列順で配列したイニシャル全コンテンツ検索表示用テーブル
；
　前記グループ名としてのアルバム名単位で，前記特定された各コンテンツデータのコン
テンツ名を，トラック番号順で配列したアルバム検索表示用テーブル；
　前記グループ名としてのアーティスト名単位及びアルバム名単位で，前記特定された各
コンテンツデータのコンテンツ名をトラック番号順で配列したアーティスト検索表示用テ
ーブル；
　前記グループ名としてのジャンル単位，アーティスト名単位及びアルバム名単位で，前
記特定された各コンテンツデータのコンテンツ名を，トラック番号順で配列したジャンル
検索表示用テーブル；
　前記グループ名としての評価値レベル単位で，前記特定された各コンテンツデータのコ
ンテンツ名を，各コンテンツデータに付与された評価値が高い順に配列したレーティング
検索表示用テーブル；
　前記グループ名として少なくともリリース日時単位で，前記特定された各コンテンツデ
ータのコンテンツ名を，読み順又は文字列順で配列した年代検索表示用テーブル；
　前記グループ名としての転送時期単位で，前記特定された各コンテンツデータのコンテ
ンツ名を，前記再生装置に対するコンテンツデータの追加日時順で配列した転送時期検索
表示用テーブル；
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　前記グループ名としてのアーティスト名単位で，前記特定された各コンテンツデータの
コンテンツ名を，読み順又は文字列順で配列したアーティスト全コンテンツ検索表示用テ
ーブル；
　前記グループ名としてのプレイリスト単位で，コンテンツ名をユーザ定義順で配列した
プレイリスト検索表示用テーブル；
　前記グループ名としての再生時期単位で，前記特定された各コンテンツデータのコンテ
ンツ名を，コンテンツデータの再生日時順で配列した再生履歴検索表示用テーブル；また
は，
　前記グループ名としてのアーティスト名単位で，前記特定された各コンテンツデータの
コンテンツ名を，各コンテンツデータに付与された評価値の大きさ順で配列したアーティ
ストリンク検索表示用テーブル；
の少なくともいずれかを含むことを特徴とする，請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　情報処理装置と接続可能な再生装置であって：
　複数のコンテンツデータを記憶するコンテンツ記憶部と；
　前記情報処理装置によって，前記コンテンツ記憶部が記憶する複数のコンテンツデータ
が特定され，前記特定された各コンテンツデータの属性情報が，前記情報処理装置のコン
テンツ記憶部に記憶された各コンテンツデータの属性情報を有するホストデータベースか
ら抽出され，前記抽出された属性情報に基づき作成された，前記特定された各コンテンツ
データのコンテンツ名を最下位階層とし，前記特定された各コンテンツデータが属するグ
ループのグループ名を上位階層として含む階層構造化された複数種類のテーブルを，前記
情報処理装置から取得する取得部と；
　前記取得された複数種類のテーブルは，前記特定された各コンテンツデータのコンテン
ツ名を第１の規則で並べ替えた第１のテーブルと，前記特定された各コンテンツデータの
属するグループのグループ名単位で，前記特定された各コンテンツデータのコンテンツ名
を第２の規則で並べ替えた第２のテーブルとを含み，少なくとも当該第１及び前記第２の
テーブルを記憶するターミナル記憶部と；
　第１の操作に応じて前記ターミナル記憶部から前記第１のテーブルを読み出して，前記
第１のテーブル内の前記第１の規則で並べ替えられたコンテンツ名を表示部に表示し，第
２の操作に応じて前記第２のテーブルを読み出して，前記第２のテーブル内の前記第２の
規則で並べ替えられたコンテンツ名を前記表示部に表示する表示制御部と；
　前記表示制御部により表示されたコンテンツ名から１のコンテンツ名を選択する選択部
と；
　前記再生装置のコンテンツ記憶部に記憶されているコンテンツデータのうち，前記選択
部により選択されたコンテンツ名に対応するコンテンツデータを再生する再生部と；
を備えることを特徴とする，再生装置。
【請求項１０】
　前記第１の規則と前記第２の規則は，それぞれ，コンテンツ名の読み順又は文字列順，
コンテンツデータのトラック番号順，各コンテンツデータに付与された評価値が高い順，
前記再生装置に対するコンテンツデータの追加日時順，ユーザ定義順，コンテンツデータ
の再生日時順のうち，相異なるいずれかであることを特徴とする，請求項９に記載の再生
装置。
【請求項１１】
　前記属性情報は，前記グループ名として各コンテンツデータに対応するアルバム名を含
んでおり，
　前記第１のテーブルは，前記特定された各コンテンツデータのコンテンツ名を，当該コ
ンテンツ名の読み順又は文字列順で並べ替えたテーブルであり，
　前記第２のテーブルは，前記特定された各コンテンツデータの前記アルバム名単位で，
前記特定された各コンテンツデータをトラック番号順で並べ替えたテーブルであることを
特徴とする，請求項９に記載の再生装置。
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【請求項１２】
　前記属性情報は，前記グループ名として各コンテンツデータに対応するアーティスト名
を含んでおり，
　前記複数種類のテーブルは，前記特定された各コンテンツデータの前記アーティスト名
単位で，前記特定された各コンテンツデータのコンテンツ名を，読み順又は文字列順で並
べ替えた第３のテーブルを含むことを特徴とする，請求項９に記載の再生装置。
【請求項１３】
　前記テーブルは，前記再生装置におけるコンテンツデータ検索時に順次表示される複数
の表示画面に１対１対応する階層構造を有する検索表示用テーブルであることを特徴とす
る，請求項９に記載の再生装置。
【請求項１４】
　前記検索表示用テーブルは，
　前記グループ名としてのイニシャル単位で，前記特定された各コンテンツデータのコン
テンツ名を，読み順又は文字列順で配列したイニシャル全コンテンツ検索表示用テーブル
；
　前記グループ名としてのアルバム名単位で，前記特定された各コンテンツデータのコン
テンツ名を，トラック番号順で配列したアルバム検索表示用テーブル；
　前記グループ名としてのアーティスト名単位及びアルバム名単位で，前記特定された各
コンテンツデータのコンテンツ名をトラック番号順で配列したアーティスト検索表示用テ
ーブル；
　前記グループ名としてのジャンル単位，アーティスト名単位及びアルバム名単位で，前
記特定された各コンテンツデータのコンテンツ名を，トラック番号順で配列したジャンル
検索表示用テーブル；
　前記グループ名としての評価値レベル単位で，前記特定された各コンテンツデータのコ
ンテンツ名を，各コンテンツデータに付与された評価値が高い順に配列したレーティング
検索表示用テーブル；
　前記グループ名として少なくともリリース日時単位で，前記特定された各コンテンツデ
ータのコンテンツ名を，読み順又は文字列順で配列した年代検索表示用テーブル；
　前記グループ名としての転送時期単位で，前記特定された各コンテンツデータのコンテ
ンツ名を，前記再生装置に対するコンテンツデータの追加日時順で配列した転送時期検索
表示用テーブル；
　前記グループ名としてのアーティスト名単位で，前記特定された各コンテンツデータの
コンテンツ名を，読み順又は文字列順で配列したアーティスト全コンテンツ検索表示用テ
ーブル；
　前記グループ名としてのプレイリスト単位で，コンテンツ名をユーザ定義順で配列した
プレイリスト検索表示用テーブル；
　前記グループ名としての再生時期単位で，前記特定された各コンテンツデータのコンテ
ンツ名を，コンテンツデータの再生日時順で配列した再生履歴検索表示用テーブル；また
は，
　前記グループ名としてのアーティスト名単位で，前記特定された各コンテンツデータの
コンテンツ名を，各コンテンツデータに付与された評価値の大きさ順で配列したアーティ
ストリンク検索表示用テーブル；
の少なくともいずれかを含むことを特徴とする，請求項１３に記載の再生装置。
【請求項１５】
　再生装置と接続可能な情報処理装置における通信方法であって：
　前記再生装置が記憶する複数のコンテンツデータを特定するコンテンツ特定ステップと
；
　前記特定された各コンテンツデータの属性情報を，前記情報処理装置のコンテンツ記憶
部に記憶された複数のコンテンツデータの属性情報を有するホストデータベースから抽出
する属性情報抽出ステップと；
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　前記抽出された属性情報に基づき，前記特定された各コンテンツデータのコンテンツ名
を最下位階層とし，前記特定された各コンテンツデータが属するグループのグループ名を
上位階層として含む階層構造化された複数種類のテーブルを作成するテーブル作成ステッ
プと；
　前記複数種類のテーブルは，前記特定された各コンテンツデータのコンテンツ名を第１
の規則で並べ替えた第１のテーブルと，前記特定された各コンテンツデータの属するグル
ープのグループ名単位で，前記特定された各コンテンツデータのコンテンツ名を第２の規
則で並べ替えた第２のテーブルとを含み，少なくとも当該第１及び第２のテーブルを前記
再生装置に転送する転送ステップと；
を含むことを特徴とする，通信方法。
【請求項１６】
　情報処理装置と接続可能な再生装置における再生方法であって：
　前記情報処理装置によって，前記再生装置が記憶する複数のコンテンツデータが特定さ
れ，前記特定された各コンテンツデータの属性情報が，前記情報処理装置のコンテンツ記
憶部に記憶された各コンテンツデータの属性情報を有するホストデータベースから抽出さ
れ，前記抽出された属性情報に基づき作成された，前記特定された各コンテンツデータの
コンテンツ名を最下位階層とし，前記特定された各コンテンツデータが属するグループの
グループ名を上位階層として含む階層構造化された複数種類のテーブルを，前記情報処理
装置から取得する取得ステップと；
　前記取得された複数種類のテーブルは，前記特定された各コンテンツデータのコンテン
ツ名を第１の規則で並べ替えた第１のテーブルと，前記特定された各コンテンツデータの
属するグループのグループ名単位で，前記特定された各コンテンツデータのコンテンツ名
を第２の規則で並べ替えた第２のテーブルとを含み，少なくとも当該第１及び前記第２の
テーブルをターミナル記憶部に記録するステップと；
　第１の操作に応じて前記ターミナル記憶部から前記第１のテーブルを読み出して，前記
第１のテーブル内の前記第１の規則で並べ替えられたコンテンツ名を表示部に表示し，第
２の操作に応じて前記第２のテーブルを読み出して，前記第２のテーブル内の前記第２の
規則で並べ替えられたコンテンツ名を前記表示部に表示する表示制御ステップと；
　前記表示制御ステップで表示されたコンテンツ名から１のコンテンツ名を選択する選択
ステップと；
　前記再生装置のコンテンツ記憶部に記憶されているコンテンツデータのうち，前記選択
ステップで選択されたコンテンツ名に対応するコンテンツデータを再生する再生ステップ
と；
を含むことを特徴とする，再生方法。
【請求項１７】
　再生装置と接続可能な情報処理装置をして：
　前記再生装置に記憶されている複数のコンテンツデータ，又は，前記再生装置に記憶さ
れる予定の複数のコンテンツデータを特定するコンテンツ特定処理と；
　前記特定された各コンテンツデータの属性情報を，前記情報処理装置のコンテンツ記憶
部に記憶された複数のコンテンツデータの属性情報を有するホストデータベースから抽出
する属性情報抽出処理と；
　前記抽出された属性情報に基づき，前記特定された各コンテンツデータのコンテンツ名
を最下位階層とし，前記特定された各コンテンツデータが属するグループのグループ名を
上位階層として含む階層構造化された複数種類のテーブルを作成するテーブル作成処理と
；
　前記複数種類のテーブルは，前記特定された各コンテンツデータのコンテンツ名を第１
の規則で並べ替えた第１のテーブルと，前記特定された各コンテンツデータの属するグル
ープのグループ名単位で，前記特定された各コンテンツデータのコンテンツ名を第２の規
則で並べ替えた第２のテーブルとを含み，少なくとも当該第１及び第２のテーブルを前記
再生装置に転送する転送処理と；
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を実行させることを特徴とする，コンピュータプログラム。
【請求項１８】
　情報処理装置と接続可能な再生装置をして：
　前記情報処理装置によって，前記再生装置が記憶する複数のコンテンツデータが特定さ
れ，前記特定された各コンテンツデータの属性情報が，前記情報処理装置のコンテンツ記
憶部に記憶された各コンテンツデータの属性情報を有するホストデータベースから抽出さ
れ，前記抽出された属性情報に基づき作成された，前記特定された各コンテンツデータの
コンテンツ名を最下位階層とし，前記特定された各コンテンツデータが属するグループの
グループ名を上位階層として含む階層構造化された複数種類のテーブルを，前記情報処理
装置から取得する取得処理と；
　前記取得された複数種類のテーブルは，前記特定された各コンテンツデータのコンテン
ツ名を第１の規則で並べ替えた第１のテーブルと，前記特定された各コンテンツデータの
属するグループのグループ名単位で，前記特定された各コンテンツデータのコンテンツ名
を第２の規則で並べ替えた第２のテーブルとを含み，少なくとも当該第１及び前記第２の
テーブルをターミナル記憶部に記録する処理と；
　第１の操作に応じて前記ターミナル記憶部から前記第１のテーブルを読み出して，前記
第１のテーブル内の前記第１の規則で並べ替えられたコンテンツ名を表示部に表示し，第
２の操作に応じて前記第２のテーブルを読み出して，前記第２のテーブル内の前記第２の
規則で並べ替えられたコンテンツ名を前記表示部に表示する表示制御処理と；
　前記表示制御処理で表示されたコンテンツ名から１のコンテンツ名を選択する選択処理
と；
　前記再生装置のコンテンツ記憶部に記憶されているコンテンツデータのうち，前記選択
処理で選択されたコンテンツ名に対応するコンテンツデータを再生する再生処理と；
を実行させることを特徴とする，コンピュータプログラム。
【請求項１９】
　再生装置と接続可能な情報処理装置であって：
　前記情報処理装置が管理する記憶媒体に記憶されるコンテンツデータの属性情報を有す
るホストデータベースと；
　前記再生装置から，当該再生装置が管理する記憶媒体に記憶されるコンテンツデータの
属性情報を有するターミナルデータベースを取得する取得部と；
　前記ホストデータベースと前記ターミナルデータベースとを比較する比較部と；
　前記比較部による比較結果に応じて，前記ターミナルデータベースを更新するために必
要なレコードを生成するレコード生成部と；
　前記レコードの各々は，前記属性情報として，各コンテンツデータのコンテンツ名及び
当該各コンテンツデータが属するグループ名を少なくとも有し，前記レコード生成部によ
り生成された前記レコード内のコンテンツ名を第１の規則で並べ替えた結果に基づき前記
ターミナルデータベースの一部を更新する第１の更新部と；
　前記レコード生成部により生成された前記レコード内のグループ名が示すグループ単位
で，前記レコード内のコンテンツ名を第２の規則で並べ替えた結果に基づき前記ターミナ
ルデータベースの一部を更新する第２の更新部と；
　前記第１の更新部と前記第２の更新部により更新された前記ターミナルデータベースを
前記再生装置に転送する転送部と；
を備えることを特徴とする，情報処理装置。
【請求項２０】
　情報処理装置と接続可能な再生装置であって：
　前記再生装置が管理する記憶媒体に記憶されるコンテンツデータの属性情報を有するタ
ーミナルデータベースと；
　前記情報処理装置に，前記ターミナルデータベースを転送する転送部と；
　前記情報処理装置が，当該情報処理装置が管理するコンテンツデータの属性情報を有す
るホストデータベースと前記ターミナルデータベースとを比較し，当該比較結果に応じて
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，前記ターミナルデータベースを更新するために必要な，各コンテンツデータのコンテン
ツ名及び当該各コンテンツデータが属するグループ名を前記属性情報として各々有するレ
コードを生成し，当該レコード内のコンテンツ名を第１の規則で並べ替えた結果に基づき
前記ターミナルデータベースの一部を更新すると共に，当該レコード内のグループ名が示
すグループ単位で，前記レコード内のコンテンツ名を第２の規則で並べ替えた結果に基づ
き当該ターミナルデータベースの一部を更新することにより得られるターミナルデータベ
ースを，前記情報処理装置から取得する取得部と；
　第１の操作に応じて前記ターミナルデータベース内の前記第１の規則で並べ替えた結果
を出力し，第２の操作に応じて前記ターミナルデータベース内の前記第２の規則で並べ替
えられた結果を出力する出力制御部と；
　前記出力された結果から一のコンテンツ名を選択する選択部と；
　前記選択部により選択されたコンテンツ名に対応する前記記憶媒体に記憶されるコンテ
ンツデータを再生する再生部と；
を備えることを特徴とする，再生装置。
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