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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作手段と、
　コンテンツが含まれる放送情報の受信中に、現在放送中の当該コンテンツに関連する関
連情報を受信する受信手段と、
　上記受信手段により受信された上記関連情報を一時記憶する一時記憶手段と、
　上記操作手段を介して上記関連情報の記録を要求する記録要求が入力されると、上記一
時記憶手段に一時記憶されている上記関連情報を保管手段に記録する関連情報記録手段と
、
　上記操作手段を介して上記記録要求が入力されると、当該記録要求が入力されたときに
受信中の上記放送情報を、上記保管手段に記録された上記関連情報と関連付けて当該保管
手段に記録する放送情報記録手段と、
　上記操作手段を介して表示命令が入力されると、上記記録要求の入力に応じて上記保管
手段に記録していた全ての上記関連情報を一覧表示する表示手段と、
　上記表示手段に一覧表示された上記関連情報の中から、上記操作手段を介して任意に１
つの当該関連情報が選択されると、上記保管手段から当該選択された上記関連情報に関連
付けて記録されている上記放送情報を再生する再生手段と
　を具える記録装置。
【請求項２】
　上記放送情報記録手段は、
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　上記操作手段を介して上記記録要求が入力されたときに受信中の上記放送情報を、当該
記録要求の入力時点から所定時間分、上記保管手段に記録された上記関連情報と関連付け
て当該保管手段に記録する
　請求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
　上記放送情報記録手段は、
　上記保管手段に、受信中の上記放送情報の現時点までの所定時間分を連続的に記録する
ようにして、上記操作手段を介して上記記録要求が入力されたとき、受信中の上記放送情
報について上記記録要求の入力時点の前後の部分を、上記保管手段に記録された上記関連
情報と関連付けて当該保管手段に記録する
　請求項１に記載の記録装置。
【請求項４】
　上記操作手段を介して上記記録要求が入力されたときに受信中の上記放送情報に対し、
当該記録要求の入力時点に音情報を合成する音声情報合成手段
　を具え、
　上記放送情報記録手段は、
　上記音情報が合成された上記放送情報を、上記保管手段に記録された上記関連情報と関
連付けて当該保管手段に記録する
　請求項３に記載の記録装置。
【請求項５】
　コンテンツが含まれる放送情報の受信中に、現在放送中の当該コンテンツに関連する関
連情報を受信する受信ステップと、
　上記受信した上記関連情報を一時記憶する一時記憶ステップと、
　操作手段を介して上記関連情報の記録を要求する記録要求が入力されると、上記一時記
憶している上記関連情報を保管手段に記録する関連情報記録ステップと、
　上記操作手段を介して上記記録要求が入力されると、当該記録要求が入力されたときに
受信中の上記放送情報を、上記保管手段に記録した上記関連情報と関連付けて当該保管手
段に記録する放送情報記録ステップと、
　上記操作手段を介して表示命令が入力されると、上記記録要求の入力に応じて上記保管
手段に記録していた全ての上記関連情報を一覧表示する表示ステップと、
　上記一覧表示した上記関連情報の中から、上記操作手段を介して任意に１つの当該関連
情報が選択されると、上記保管手段から当該選択された上記関連情報に関連付けて記録し
ている上記放送情報を再生する再生ステップと
　を具える記録方法。
【請求項６】
　上記放送情報記録ステップは、
　上記操作手段を介して上記記録要求が入力されたときに受信中の上記放送情報を、当該
記録要求の入力時点から所定時間分、上記保管手段に記録した上記関連情報と関連付けて
当該保管手段に記録する
　請求項５に記載の記録方法。
【請求項７】
　上記保管手段に、受信中の上記放送情報の現時点までの所定時間分を連続的に記録する
連続記録ステップ
　を具え、
　上記放送情報記録ステップは、
　上記操作手段を介して上記記録要求が入力されたとき、受信中の上記放送情報について
上記記録要求の入力時点の前後の部分を、上記保管手段に記録した上記関連情報と関連付
けて当該保管手段に記録する
　請求項５に記載の記録方法。
【請求項８】
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　上記操作手段を介して上記記録要求が入力されたときに受信中の上記放送情報に対し、
当該記録要求の入力時点に音情報を合成する音声情報合成ステップ
　を具え、
　上記放送情報記録ステップは、
　上記音情報が合成された上記放送情報を、上記保管手段に記録した上記関連情報と関連
付けて当該保管手段に記録する
　請求項７に記載の記録方法。
【請求項９】
　上記受信ステップは、
　認証機能を有する認証サーバ、及び上記コンテンツの関連情報を提供する関連情報提供
サーバと通信可能で、かつ上記コンテンツを受信中である端末装置が、
　上記受信中のコンテンツに関連する関連情報を要求する要求情報を、上記端末装置と上
記関連情報提供サーバ間のセッションＩＤであるサービスセッションＩＤと共に当該関連
情報提供サーバに送信し、
　上記関連情報提供サーバから、認証エラーを示す情報と当該関連情報提供サーバを識別
するサービス識別情報とを受信し、
　上記関連情報提供サーバへアクセスするための認証チケットの発行を要求する認証チケ
ット発行要求情報を、上記端末装置と上記認証サーバ間のセッションＩＤである認証セッ
ションＩＤと共に当該認証サーバに送信し、
　上記認証サーバにより認証許可されるとき、当該認証サーバにより発行された上記認証
チケットを受信し、上記関連情報提供サーバに対して認証要求情報を上記認証チケット共
に送信し、
　上記関連情報提供サーバにより認証許可されたとき、上記端末装置と上記関連情報提供
サーバ間のセッションＩＤであるサービスセッションＩＤを受信し、
　上記関連情報を要求する要求情報を、上記受信された上記サービスセッションＩＤと共
に、上記関連情報提供サーバに送信し、
　上記関連情報提供サーバにより認証されたとき、上記要求情報に応じた上記関連情報を
受信する
　請求項５に記載の記録方法。
【請求項１０】
　上記受信ステップは、
　上記端末装置が、
　上記認証サーバによる認証がエラーのとき、上記認証エラーを示す情報を受信し、ユー
ザＩＤとパスワードを上記認証サーバに送信し、
　上記認証サーバによる上記ユーザＩＤと上記パスワードの認証が許可されたとき、上記
端末装置と上記認証サーバ間のセッションＩＤである上記認証セッションＩＤを受信し、
　上記認証チケット発行要求情報を、上記認証セッションＩＤと共に上記認証サーバに送
信する
　請求項９に記載の記録方法。
【請求項１１】
　コンピュータに、
　コンテンツが含まれる放送情報の受信中に、現在放送中の当該コンテンツに関連する関
連情報を受信する受信ステップと、
　上記受信した上記関連情報を一時記憶する一時記憶ステップと、
　操作手段を介して上記関連情報の記録を要求する記録要求が入力されると、上記一時記
憶している上記関連情報を保管手段に記録する関連情報記録ステップと、
　上記操作手段を介して上記記録要求が入力されると、当該記録要求が入力されたときに
受信中の上記放送情報を、上記保管手段に記録した上記関連情報と関連付けて当該保管手
段に記録する放送情報記録ステップと、
　上記操作手段を介して表示命令が入力されると、上記記録要求の入力に応じて上記保管
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手段に記録していた全ての上記関連情報を一覧表示する表示ステップと、
　上記一覧表示した上記関連情報の中から、上記操作手段を介して任意に１つの当該関連
情報が選択されると、上記保管手段から当該選択された上記関連情報に関連付けて記録し
ている上記放送情報を再生する再生ステップと
　を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は記録装置、記録方法及びプログラムに関し、特にラジオ放送やテレビ（ＴＶ）
放送等で放送された番組の音や画像、ネットワークを介して提供される情報を取得するた
めの記録装置、記録方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ラジオ局やＴＶ局（以下、単に「放送局」という。）は、様々な番組を放送している。
視聴者は、各放送局から送信される放送信号をラジオ受信機やＴＶ受像機で受信すること
によって、番組を視聴する。一般視聴者は、放送局が放送する番組の音や映像等の放送情
報を、必要に応じ一定条件下で録音、録画して記録することが可能である。
【０００３】
　また、放送局は、放送された番組に関する情報、例えば放送された番組内容や番組内で
放送された楽曲に関する情報（曲名、アーティスト名、その楽曲が記録されているＣＤ（
Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）等の名称や番号、発表年、発売元、放送日時等）等をネット
ワーク上で公開し、ネットワーク接続されたパーソナルコンピュータ（ＰＣ）等を用いて
取得可能にしている。
【０００４】
　現在、このようにして取得された情報は、各種サービスに利用することが可能になって
いる。例えば、楽曲に関する情報を用い、その楽曲の配信を受けたり、その楽曲が記録さ
れているＣＤ等を購入したりすることができる。
【０００５】
　従来では、放送局から楽曲の曲データ（放送用）を放送すると共に、その楽曲について
のジャケット写真の画像データ、曲名等を含んだテキストデータ、サンプル音声や正式な
曲データの圧縮暗号化データ等の音声データを予め放送し、これらをユーザ端末で受信し
て音や画像を視聴可能にし、さらに、視聴中または視聴後にユーザ端末で所定の操作を行
うことにより、そのユーザ端末内に記録されている圧縮暗号化データを用いてユーザが正
式な曲データをＥＭＤ（Ｅｌｅｃ－ｔｒｉｃ　Ｍｕｓｉｃ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ）
サーバ等を介して取得することを可能にしたシステムも提案されている（例えば、特許文
献１参照）。
【特許文献１】特開２０００－１８３８３５号公報（段落番号〔００１９〕～〔００２６
〕、図１）。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、放送中に音や映像を視聴して楽曲に関する情報を記録しておき、後に、その情
報を用いて配信楽曲の検索やＣＤの物販検索等を行う場合には、情報が多数になると、曲
名、アーティスト名、放送日時等のみでは放送時のその楽曲の音や映像を思い出すことが
困難になる場合がある。その結果、例えば、１０曲の楽曲から予算に応じて選択してＣＤ
を購入するといった場合に、最も気になっている楽曲がいずれであるか選択することも困
難になる。
【０００７】
　また、上記のような従来システムを用いて正式曲データを取得しようとする場合には、
楽曲放送後であっても、放送データに含まれているサンプル音声を聴く等して楽曲の特定
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が可能であるが、システム構成や放送局からユーザ端末に送信する放送データの構成が複
雑になる。
【０００８】
　本発明はこのような点に鑑みてなされたものであり、システムを複雑化することなく、
かつ、複数の関連情報からの特定の関連情報の識別を容易に行うことができるようにした
記録装置、記録方法及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明では上記問題を解決するために、コンテンツが含まれる放送情報の受信中に、現
在放送中の当該コンテンツに関連する関連情報を受信して一時記憶し、操作手段を介して
関連情報の記録を要求する記録要求が入力されると、一時記憶している関連情報を保管手
段に記録すると共に、当該記録要求が入力されたときに受信中の放送情報を、保管手段に
記録した関連情報と関連付けて当該保管手段に記録するようにして、操作手段を介して表
示命令が入力されると、記録要求の入力に応じて保管手段に記録していた全ての関連情報
を一覧表示して、当該一覧表示した関連情報の中から、操作手段を介して任意に１つの当
該関連情報が選択されると、保管手段から当該選択された関連情報に関連付けて記録して
いる放送情報を再生するようにした。
【００１０】
　従って本発明では、記録要求の入力に応じて保管手段に記録していた関連情報を後で閲
覧するとき、その関連情報と関連付けていた放送情報を再生することで、当該関連情報が
どのようなコンテンツの関連情報であるのかを容易に識別させることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、コンテンツが含まれる放送情報の受信中に、現在放送中の当該コンテ
ンツに関連する関連情報を受信して一時記憶し、操作手段を介して関連情報の記録を要求
する記録要求が入力されると、一時記憶している関連情報を保管手段に記録すると共に、
当該記録要求が入力されたときに受信中の放送情報を、保管手段に記録した関連情報と関
連付けて当該保管手段に記録するようにして、操作手段を介して表示命令が入力されると
、記録要求の入力に応じて保管手段に記録していた全ての関連情報を一覧表示して、当該
一覧表示した関連情報の中から、操作手段を介して任意に１つの当該関連情報が選択され
ると、保管手段から当該選択された関連情報に関連付けて記録している放送情報を再生す
るようにしたことにより、記録要求の入力に応じて保管手段に記録していた関連情報を後
で閲覧するとき、その関連情報と関連付けていた放送情報を再生することで、当該関連情
報がどのようなコンテンツの関連情報であるのかを容易に識別させることができ、かくし
てシステムを複雑化することなく、かつ、複数の関連情報からの特定の関連情報の識別を
容易に行うことができる記録装置、記録方法及びプログラムを実現することができる。
【００１２】
　また本発明によれば、関連情報の閲覧時には、気になっている楽曲をより正確に思い出
すことができるようになり、その関連情報による検索結果の信頼性が増し、関連情報を用
いた音楽配信やＣＤ物販等のサービスを安心して受けられるようになる。それによって音
楽マーケットの拡大を図り、新しい音楽文化の創造に寄与することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
【００１４】
（１）本発明による記録装置の原理構成
　図１は本発明による記録装置の原理構成の説明図である。
【００１５】
　この図１に示す記録装置１は、放送局３２ａからの放送情報を受信して記録し、さらに
、ネットワークを介して提供されるコンテンツに関連する関連情報を記録可能な装置であ
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る。
【００１６】
　記録装置１は、放送情報を受信し、音や映像を出力したり表示したりする機能を有する
と共に、受信する放送情報に含まれる楽曲等のコンテンツに関連する関連情報（例えば楽
曲の曲名やアーティスト名、楽曲が記録されているＣＤ等の名称や番号、発表年、発売元
、楽曲が放送された日時等）をインターネット等のネットワーク３０を介して受信する受
信手段２、及びこの受信手段２によって受信された関連情報を一時的に記憶する一時記憶
手段３を有している。なお、放送情報には関連情報の内容が含まれている場合もある。
【００１７】
　さらに、記録装置１は、一時記憶手段３によって一時的に記憶されている関連情報の記
録要求が記録装置１に入力されたときに、その関連情報を保管手段４に記録する関連情報
記録手段５を有し、受信中の放送情報を、保管手段４に記録される関連情報と関連付けて
保管手段４に記録する放送情報記録手段６を有している。
【００１８】
　また、記録装置１は、放送情報記録手段６によって記録される放送情報の記録時間を設
定する記録時間設定手段７、及び記録する放送情報に音情報を合成する音情報合成手段８
を有している。
【００１９】
　このような記録装置１において、一時記憶手段３及び保管手段４は、例えば、記録装置
１が有するあるいは記録装置１に接続された記憶装置や記憶領域の一部等である。
【００２０】
　上記構成を有する記録装置１において、楽曲等のコンテンツの関連情報を記録する際に
は、記録装置１は、例えば、その関連情報の記録要求時点から、受信中の放送情報をその
関連情報に関連付けて記録する。
【００２１】
　この場合、例えば、記録装置１のユーザが、放送された楽曲についての関連情報を記録
しておきたいときには、記録装置１に対して所定の操作を行うことで、記録装置１にその
楽曲の関連情報の記録要求が入力される。記録要求が入力されると、記録装置１は、受信
手段２で受信し一時記憶手段３に一時記憶している関連情報を、関連情報記録手段５によ
って保管手段４に記録する。それと共に、記録装置１は、受信中の放送情報の音や映像の
録音、録画を開始し、一定時間の放送情報を放送情報記録手段６によって保管手段４に記
録する。その際には、放送情報を、保管手段４に記録される関連情報と関連付けて記録す
る。従って、記録装置１には、関連情報の記録要求時点からの放送情報が、その関連情報
に関連付けられて記録される。
【００２２】
　また、記録装置１は、楽曲等のコンテンツの関連情報を記録する際に、記録要求時点前
後の放送情報をその関連情報に関連付けて記録するようにしてもよい。
【００２３】
　この場合、記録装置１は、ユーザが放送を聴き始めたとき等所定のタイミングで、受信
中の放送情報の音や映像の録音、録画を開始し、そこから一定時間の放送情報を放送情報
記録手段６によって保管手段４に記録する。そして、記録装置１は、その一定時間が経過
した時点で、ユーザによる関連情報の記録要求の有無を判定し、記録要求がないと判定す
れば、再びここから一定時間の放送情報を保管手段４に記録する。その際は、先に録音、
録画した内容の上に後から録音、録画する内容を上書きし、先の放送情報と後の放送情報
を環状に連続記録（リングバッファ記録）していく。
【００２４】
　一方、記録装置１は、一定時間が経過した時点で、その一定時間内に関連情報の記録要
求があったと判定すれば、一時記憶手段３に一時記憶されている記録要求時点の関連情報
を、関連情報記録手段５によって保管手段４に記録する。それと共に、記録装置１は、一
定時間が経過した時点から更に一定時間の放送情報を放送情報記録手段６によって保管手
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段４に記録する。その際には、放送情報を、保管手段４に記録される関連情報と関連付け
て記録する。従って、記録装置１には、関連情報の記録要求時点前後の放送情報が、その
関連情報に関連付けられて記録される。
【００２５】
　このように、関連情報を、その記録要求時の放送情報と関連付けて記録することにより
、記録した関連情報を後に閲覧するときに、その関連情報と関連付けられた放送情報を用
いてその関連情報を他の関連情報と容易に識別することが可能になる。
【００２６】
　なお、記録装置１が放送情報を記録する時間は、記録時間設定手段７によってユーザが
任意に設定することができる。
【００２７】
　また、保管手段４に記録される放送情報の内容と関連情報の内容は、必ずしも直接的な
関連性を有していなくてもよい。例えば、楽曲の関連情報を記録する場合には、その記録
要求に応じて一定時間記録される放送情報の中に、その楽曲の音のほか、その楽曲を放送
した番組の司会者の声等が含まれていてもよい。あるいはその放送情報の中に、その楽曲
が含まれていなかったり、その楽曲の前後に放送された楽曲の音が含まれていたりしても
構わない。関連情報の記録要求時の放送情報を記録しておくことで、関連情報の識別は十
分可能になる。
【００２８】
　また、上記記録装置１においては、音情報合成手段８によって、関連情報の記録が要求
された時点で、放送情報にビープ音等の音情報を合成し、このような音情報を合成した放
送情報を関連情報に関連付けて記録するようにすることもできる。これにより、特に関連
情報の記録要求時点前後の放送情報を記録する場合には、記録された一連の放送情報の中
のどこで記録要求が入力されたのか、すなわちユーザは放送のどの時点で関連情報を記録
しようとしていたのかが明確になる。そのため、ユーザは、関連情報と放送情報の間の関
連性を確認したり、より正確に関連情報を識別したりすることが可能になる。
【００２９】
　本実施の形態では、上記記録装置１を放送局等のサーバにネットワーク接続された端末
装置として用い、端末装置のユーザは、放送局から楽曲の放送情報を受信すると共に、放
送局のサーバがネットワークを介して提供する楽曲の関連情報を取得することができるネ
ットワークシステムを例にして述べる。
【００３０】
　ここで、楽曲の関連情報には、楽曲の曲名やアーティスト名のほか、その楽曲が記録さ
れているＣＤ等の名称や番号、発表年、発売元、楽曲が放送された日時等が含まれる。以
下、ユーザが楽曲の関連情報を取得するに当たり、関連情報を記録する処理を「クリップ
」と呼び、クリップされた関連情報を「クリップ情報」と呼ぶこととする。
【００３１】
（２）第１の実施の形態
　図２は本発明の実施の形態に係るネットワークシステムを示す図である。
【００３２】
　本ネットワークシステムにおいて、端末装置１０は、ネットワーク３０を介して各種サ
ーバに接続されている。ネットワーク３０は、例えば、インターネットである。サーバと
しては、例えば、ＣＤタイトル情報提供サーバ３１、放送局サーバ３２、音楽配信サーバ
３３、ＣＤショップサーバ３４等である。
【００３３】
　ＣＤタイトル情報提供サーバ３１は、市販されているＣＤに収録されている楽曲の関連
情報や楽曲の試聴用の音声データ等の配信サービスを行う。
【００３４】
　放送局サーバ３２は、ＦＭ放送やＴＶ放送等の放送局３２ａが管理するサーバであり、
放送する楽曲の関連情報の提供サービスを行う。放送局サーバ３２による関連情報の提供
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機能は、大別して次の２つに分かれる。第１の機能は、現在放送中の楽曲の関連情報を提
供する機能（ナウオンエア）である。第２の機能は、端末装置１０からの要求に応じて、
既に放送した楽曲の関連情報のリスト（オンエアリスト）を提供する機能である。例えば
、放送局サーバ３２は、指定された番組内で放送した楽曲の関連情報を提供したり、指定
された時間帯内に放送した楽曲の関連情報を提供したりする。
【００３５】
　音楽配信サーバ３３は、楽曲のディジタルデータ（楽曲データ）を配信するサービスを
行うサーバである。例えば、音楽配信サーバ３３は、楽曲の購入手続きを行ったユーザの
端末装置１０に対してのみ、楽曲データを提供する。また、音楽配信サーバ３３は、配信
する楽曲の関連情報を提供することができる。
【００３６】
　ＣＤショップサーバ３４は、ＣＤの通信販売のための注文受け付け等を行うサーバであ
る。ＣＤショップサーバ３４は、試聴用の音声データ等の配信サービスや、販売している
ＣＤに収録された楽曲の関連情報の提供サービスも行う。
【００３７】
　このように、複数のサーバが、ネットワーク３０上の楽曲または楽曲の集合に関する情
報の提供サービスを行っている。すなわち、各サーバが、ネットワーク３０上の楽曲また
は楽曲の集合のソースとして機能している。
【００３８】
　なお、図２に示したサーバは、楽曲または楽曲の集合のソースをネットワーク３０を介
して提供する装置の一例である。すなわち、ネットワーク３０上で楽曲または楽曲の集合
のソースを他の装置からアクセス可能にしている装置であれば、ネットワーク３０上の楽
曲または楽曲の集合のソースとして機能することができる。
【００３９】
　また、音楽配信サーバ３３とＣＤショップサーバ３４は、楽曲購入可能サーバであり、
楽曲の音声データや楽曲の集合の音声データをオンラインで販売する機能を備えている。
ユーザが端末装置１０を操作して楽曲購入可能サーバにアクセスすれば、ネットワーク３
０を介して実際に楽曲や楽曲の集合を購入できる。端末装置１０のユーザは、音楽配信サ
ーバ３３に対して購入手続きを行うことで、音楽配信サーバ３３から音声データをダウン
ロードできる。また、端末装置１０のユーザは、ＣＤショップサーバ３４に対して購入手
続きを行うことで、自宅にＣＤ等を宅配してもらうことが可能となる。
【００４０】
　端末装置１０は、ＣＤ１９ａ’、ＭＤ（Ｍｉｎｉ　Ｄｉｓｃ）１９ｂ’、ハードディス
クドライブ（ＨＤＤ）２１等の記録媒体に、ローカル上の楽曲または楽曲の集合のソース
を保持している。これらのソースは端末装置１０の種類、目的により異なる。
【００４１】
　なお、図２に示したローカル上の楽曲または楽曲の集合のソースは一例である。すなわ
ち、端末装置１０は、当該端末装置１０のローカルに存在する記録媒体であれば、かかる
記録媒体に楽曲または楽曲の集合を記録することで、その記録媒体をローカル上の楽曲ま
たは楽曲の集合のソースとして機能させることができる。
【００４２】
　また、端末装置１０は、クリップした関連情報を記録（保管）するためのクリップ情報
記憶装置２１ａを備えている。クリップ情報記憶装置２１ａは、端末装置１０の二次記憶
装置である。例えば、端末装置１０は、ＨＤＤ２１等の記憶領域の一部を、クリップ情報
記憶装置２１ａとして機能させることができる。なお、端末装置１０は、クリップを楽曲
に対しても、楽曲の集合に対しても行うことができる。これにより、端末装置１０は、ユ
ーザの気になる楽曲が多数含まれたＦＭ番組、ＣＤアルバム等については、まるごとクリ
ップすることで、１回のクリップ動作で、気になる楽曲群の関連情報を保管することがで
きる。
【００４３】
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　ところで、本実施の形態における端末装置１０は、楽曲の再生機能を有するオーディオ
機器としての機能を兼ね備えている。
【００４４】
　図３は端末装置の外観を示す図である。
【００４５】
　図３に示すように、本実施の形態に係る端末装置１０は、一般的なシステムコンポと同
様の外観をしている。端末装置１０は、装置本体１０ａ、スピーカ２５ａ，２５ｂ、及び
リモートコントローラ４０で構成される。装置本体１０ａには、ＣＤやＤＶＤ（Ｄｉｇｉ
ｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）の再生機能、ＭＤの録音再生機能、及びＦＭ放
送やＴＶ放送の受信機能を備えている。装置本体１０ａで生成した音声信号がスピーカ２
５ａ，２５ｂに送られることで、スピーカ２５ａ，２５ｂから音が出力される。
【００４６】
　また、装置本体１０ａには、表示装置１７が設けられている。表示装置１７には、再生
中の楽曲の関連情報や、クリップされた関連情報等が表示される。
【００４７】
　リモートコントローラ４０は、装置本体１０ａを遠隔操作するための入力装置である。
リモートコントローラ４０には複数の操作キーが設けられている。リモートコントローラ
４０は、ユーザによって操作キーが押されると、赤外線等の無線の通信手段により、押さ
れた操作キーに応じた信号を装置本体１０ａに送信する。
【００４８】
　操作キーとしては、方向キー４１ａ～４１ｄ，決定キー４２、ファンクション選択キー
４３ａ～４３ｃ、ツールキー４４、戻るキー４５等がある。
【００４９】
　方向キー４１ａ～４１ｄは、例えば、表示装置１７に表示されたカーソルや、フォーカ
スが当てられる場所を移動させるために使用される。４つの方向キー４１ａ～４１ｄは、
それぞれ上、下、左、右それぞれの方向に対応しており、押された方向キーに対応する方
向にカーソル等が移動する。
【００５０】
　決定キー４２は、例えば、表示装置１７に表示された内容を確定するために使用される
。
【００５１】
　ファンクション選択キー４３ａ～４３ｃは、機能の選択に使用される。例えば、３つの
ファンクション選択キー４３ａ～４３ｃは、それぞれ総合サービス利用機能、チューナ機
能、ローカルコンテンツ管理機能に対応付けられている。そして、ファンクション選択キ
ーのいずれか１つが押されると、装置本体１０ａは、押されたファンクション選択キーに
対応する機能の動作モードになる。
【００５２】
　ツールキー４４は、表示装置１７上にツールメニューを表示させるためのボタンである
。ツールメニュー内には、表示装置１７に表示されている内容に応じたコマンドが表示さ
れる。ツールメニューからユーザが任意のコマンドを選択し、そのコマンドに応じた処理
を端末装置１０に実行させることができる。例えば、ユーザが方向キー４１ａ～４１ｄを
操作して任意のコマンドを選択し、さらに決定キー４２を押すことで、選択されたコマン
ドに応じた処理が装置本体１０ａ内で実行される。例えば、端末装置１０のユーザは、放
送された楽曲がナウオンエア情報として表示装置１７に表示されている場合に、ツールキ
ー４４と方向キー４１ａ～４１ｄでクリップコマンドを選択し、決定キー４２を押せば、
表示中のその楽曲をクリップすることができる。
【００５３】
　戻るキー４５は、表示装置１７の表示内容を、直前の状態に戻すためのボタンである。
なお、リモートコントローラ４０には、図３に示したもの以外にも様々な操作キーを設け
ることができる。例えば、かかる操作キーとしては、音量調節キー、ＣＤ等の再生キー、
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停止キー等がある。
【００５４】
　次に、端末装置１０の内部構成を説明する。
【００５５】
　図４は端末装置のハードウェア構成を示すブロック図である。
【００５６】
　図４に示すような端末装置１０により、楽曲等の様々なソースの管理、記録、再生が可
能となる。
【００５７】
　ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１１は、起動されたプロ
グラムに基づいて端末装置１０の全体の制御、演算処理を行う。例えばネットワーク３０
を介した通信動作、ユーザに対する入出力動作、メディアからのコンテンツ再生やクリッ
プ、ＨＤＤ２１へのコンテンツ記憶やそのための管理、クリップした関連情報等に基づく
ネットワーク３０を介した情報検索等を行う。なお、本実施の形態の端末装置１０が対応
して記録再生可能なコンテンツデータとしては、オーディオのコンテンツデータや動画の
コンテンツデータである。ＣＰＵ１１はバス１２を介して各回路部との間で制御信号やデ
ータのやりとりを行う。
【００５８】
　ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１３は、ＣＰＵ１１が実行すべき動作プ
ログラム、プログラムローダーや、各種演算係数、プログラムで用いるパラメータ等が記
憶される。また、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）２０には、ＣＰ
Ｕ１１が実行すべきプログラムが展開される。また、ＲＡＭ２０は、ＣＰＵ１１が各種処
理を実行する際において必要となるデータ領域、タスク領域としても用いられる。例えば
、ＲＡＭ２０には、端末装置１０がサーバから受信した関連情報が一時的に記憶される。
【００５９】
　操作入力部１５は、端末装置１０の筐体に設けられた操作キーやジョグダイヤル、タッ
チパネル等の各種操作子等を有する。なお、端末装置１０には、ＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃ
ａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）操作のためのキーボードやマウスが操作入力部１
５として設けられてもよい。操作入力部１５で入力された情報は入力処理部１４において
所定の処理が施され、ＣＰＵ１１に対して操作コマンドとして伝送される。ＣＰＵ１１は
入力された操作コマンドに応答した機器としての動作が得られるように、所要の演算や制
御を行う。
【００６０】
　表示処理部１６には、表示装置１７として、例えば液晶ディスプレイ等の表示デバイス
が接続される。そして表示装置１７には、各種情報が表示される。ＣＰＵ１１が各種動作
状態や入力状態、通信状態に応じて表示データを表示処理部１６に供給すると、表示処理
部１６は供給された表示データに基づいて表示装置１７に表示動作を実行させる。例えば
、表示装置１７には、受信した放送情報、サーバから配信されたコンテンツやコンテンツ
の関連情報、クリップ情報等が表示される。また表示装置１７には、ネットワーク３０を
介した楽曲等の検索が行われた場合、検索結果が表示される。
【００６１】
　メディアドライブ１９ａ，１９ｂは、可搬型の記録媒体に記録された楽曲等のコンテン
ツを記録、再生（記録媒体によって再生のみの場合もある）することができるドライブで
ある。なお、メディアドライブ１９ａ，１９ｂそれぞれが記録、または再生可能な記録媒
体の種類は、１種類とは限らない。すなわち、メディアドライブ１９ａ，１９ｂは、複数
の種類の記録媒体に対して記録、再生を行うことも可能である。例えば、メディアドライ
ブ１９ａがＣＤ、ＤＶＤの再生を行い、メディアドライブ１９ｂがＭＤの記録再生を行う
。
【００６２】
　なお、楽曲等のコンテンツを記録する可搬型の記録媒体としては、ＣＤ、ＤＶＤ等の光
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学的な記録媒体に限定されるべきものではない。例えば、かかる記録媒体としては、コン
テンツを格納したフラッシュメモリ等の半導体メモリにより構成された記録媒体を用いる
ことができる。その場合、フラッシュメモリのリーダライタがバス１２に接続される。
【００６３】
　ユーザは、メディアドライブ１９ａ，１９ｂに、任意のコンテンツが記録された記録媒
体（ＣＤ，ＤＶＤ，ＭＤ等）を挿入し、リモートコントローラ４０あるいは操作入力部１
５に対して所定の操作を行うことで、楽曲を鑑賞することができる。例えば、ユーザがリ
モートコントローラ４０を操作し、メディアドライブ１９ａによる再生指示を行うと、Ｃ
ＰＵ１１はメディアドライブ１９ａに対してコンテンツの再生を指示する。これに応じて
、メディアドライブ１９ａは、装填されている記録媒体から、指定されたコンテンツにア
クセスして読み出しを実行する。
【００６４】
　このようにして読み出されたコンテンツが、オーディオコンテンツである場合には、必
要に応じてＣＰＵ１１の処理によってデコード処理等が施された後、オーディオデータ処
理部２４に転送される。オーディオデータ処理部２４は、オーディオデータに対し、イコ
ライジング等の音場処理や音量調整、Ｄ／Ａ変換、増幅等の処理を施し、スピーカ部２５
から出力する。なお、スピーカ部２５は、図３に示したような複数のスピーカ２５ａ，２
５ｂで構成され、ステレオで音声を出力することができる。
【００６５】
　また、メディアドライブ１９ａ，１９ｂにて再生されたコンテンツは、ＣＰＵ１１の制
御によって、ＨＤＤ２１にオーディオデータファイルとして蓄積することもできる。なお
、このオーディオデータファイルの形式としては、ＣＤフォーマットにおけるサンプリン
グ周波数４４．１ＫＨｚで１６ビット量子化のディジタルオーディオデータとしてもよい
。かかるコンテンツは、ＨＤＤ２１の容量を節約するために、所定方式に従って圧縮処理
が施された形式の圧縮オーディオデータとされてもよい。また、圧縮方式は、何ら限定さ
れるものではないが、ＡＴＲＡＣ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　ＴＲａｎｓｆｏｒｍ　Ａｃｏｕｓ
ｔｉｃ　Ｃｏｄｉｎｇ）方式やＭＰ３（ＭＰＥＧ　Ａｕｄｉｏ　Ｌａｙｅｒ－３）方式等
を採用することができる。
【００６６】
　チューナ２７は、例えばＡＭ・ＦＭラジオチューナとされ、ＣＰＵ１１の制御に基づい
てアンテナ２６で受信された放送信号を復調する。もちろんチューナ部２７は、テレビチ
ューナや衛星放送チューナ、ディジタル放送チューナ等としてのチューナでもよい。復調
された放送信号は、オーディオデータ処理部２４において所要の処理が施され、スピーカ
部２５から放送音声として出力される。あるいは、復調された放送信号は、表示処理部１
６において所要の処理が施され、表示装置１７に表示される。
【００６７】
　また、受信された放送信号（放送情報）は、ＣＰＵ１１の制御によって、オーディオデ
ータ処理部２４や表示処理部１６における所要の処理を経て、ＨＤＤ２１あるいはクリッ
プ情報記憶装置２１ａに記録される。その際、放送信号は、ＣＰＵ１１の制御に基づき、
クリップ情報記憶装置２１ａに記録される特定の関連情報と関連付けてクリップ情報記憶
装置２１ａ等に記録することができる。
【００６８】
　さらに、オーディオデータ処理部２４や表示処理部１６では、ＣＰＵ１１の制御により
、必要に応じて、受信された放送信号にビープ音等の適当な音情報の信号が付加される。
例えば、放送信号をＨＤＤ２１に記録すべき指示がＣＰＵ１１に入力されたときに、その
放送信号に音情報が付加され、音情報が付加されたその放送信号がクリップ情報記憶装置
２１ａ等に記録される。
【００６９】
　放送信号をクリップ情報記憶装置２１ａ等に記録する時間は、操作入力部１５やリモー
トコントローラ４０からユーザが設定可能であり、放送信号の記録の際には、ＣＰＵ１１
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は、その設定に基づいてオーディオデータ処理部２４や表示処理部１６での処理を実行す
る。
【００７０】
　通信処理部２２は、ＣＰＵ１１の制御に基づいて送信データのエンコード処理、受信デ
ータのデコード処理を行う。ネットワークインタフェース２３は、通信処理部２２でエン
コードされた送信データをネットワークを介して所定の外部ネットワーク対応機器に送信
する。また、ネットワークインタフェース２３は、ネットワークを介して外部ネットワー
ク対応機器から送信されてきた情報を通信処理部２２に受け渡す。通信処理部２２は受信
した情報をＣＰＵ１１に転送する。端末装置１０がネットワーク３０を介して送信する情
報には、コンテンツの関連情報、例えばＦＭラジオ等で放送された楽曲の関連情報を要求
する要求情報があり、また、端末装置１０が受信する情報には、そのようなコンテンツの
関連情報がある。
【００７１】
　赤外線通信部２８は、リモートコントローラ４０との間で、赤外線等の無線の通信手段
で通信を行う。そして、赤外線通信部２８は、リモートコントローラ４０から送られた信
号に所定の処理を施し、ＣＰＵ１１に対して操作コマンドとして伝送する。ＣＰＵ１１は
入力された操作コマンドに応答した機器としての動作が得られるように、所要の演算や制
御を行う。
【００７２】
　以上のようなハードウェア構成によって、本実施の形態の処理機能を実現することがで
きる。
【００７３】
　なお、端末装置１０の構成は、この図４の構成に限られるものではなく、更に多様に考
えられる。例えば端末装置１０には、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕ
ｓ）、ＩＥＥＥ１３９４、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ等の通信方式による周辺機器とのインタフ
ェースを設けるようにしてもよい。そして、端末装置１０は、上記ネットワークインタフ
ェース２３によりネットワーク３０を介してダウンロードしたオーディオコンテンツや、
上記ＵＳＢ、ＩＥＥＥ１３９４等のインタフェースを経由して転送されてきたオーディオ
コンテンツについても、ＨＤＤ２１に対して記憶させることができる。また端末装置１０
には、マイクロホンや外部のヘッドホンの接続に用いられる端子や、ＤＶＤ再生時に対応
するビデオ出力端子、ライン接続端子、光ディジタル接続端子等が設けられてもよい。ま
た端末装置１０は、ＰＣＭＣＩＡスロット、メモリカードスロット等が形成され、外部の
情報処理装置やオーディオ機器とデータのやりとりが可能とされてもよい。
【００７４】
　次に、本実施の形態のシステムにおけるプログラムモジュールの構成について説明する
。なお、プログラムモジュールは端末装置１０に実行させる処理を記述したデータであり
、プログラムモジュールに基づいて端末装置１０が所定の機能を実現することができる。
以下の説明では、プログラムモジュールを実行することで実現される機能を、そのプログ
ラムモジュールの名称で呼ぶこととする。
【００７５】
　図５は端末装置のプログラムモジュール構成を示す図である。
【００７６】
　図５に示すように端末装置１０のプログラムモジュールはＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　
Ｓｙｓｔｅｍ）上で動作するように構成されている。端末装置１０は、各プログラムモジ
ュールの機能によって、ＣＤタイトル情報提供サーバ３１、放送局サーバ３２、音楽配信
サーバ３３、ＣＤショップサーバ３４のほか、各種総合サービスを行う総合サービスサー
バ３５、インターネットラジオサーバ３６等、各種サーバと通信を行うことができる。
【００７７】
　ＨＴＴＰ（Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）メッセージ
プログラム１１１は、ＣＤタイトル情報提供サーバ３１、放送局サーバ３２、ＣＤショッ
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プサーバ３４、及び総合サービスサーバ３５等の各種サーバとの間のやりとりをＨＴＴＰ
通信で行うものである。コミュニケータプログラム１１２は、総合サービスサーバ３５等
と各種通信を行う通信モジュールである。
【００７８】
　コミュニケータプログラム１１２の上位（ユーザインタフェースに近い機能）には、コ
ンテンツのコーデックを解釈して再生するコンテンツ再生モジュール１１３、著作権保護
に関する情報を取り扱う著作権保護情報管理モジュール１１４が位置する。コンテンツ再
生モジュール１１３の上位には、インターネットラジオの選局及び再生を行うインターネ
ットラジオ選局再生モジュール１１８が設けられている。著作権保護情報管理モジュール
１１４の上位には、楽曲購入及び試聴曲の再生を司る楽曲購入再生モジュール１１９が設
けられている。
【００７９】
　それらインターネットラジオ選局再生モジュール１１８、楽曲購入再生モジュール１１
９の上位にはＸＭＬ（ｅＸｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）ブラウ
ザ１５１が設けられている。ＸＭＬブラウザ１５１は、各種サーバから送られるＸＭＬフ
ァイルの内容を解釈し、表示装置１７に対して画面表示を行う。また、端末装置１０が総
合サービス利用モードのときにユーザが端末装置１０に対して行った入力内容はＸＭＬブ
ラウザ１５１で解釈される。そして、ＸＭＬブラウザ１５１から他のモジュールへ、入力
内容に応じた処理要求等が渡される。例えば、ＸＭＬブラウザ１５１を介してユーザに選
択された楽曲は楽曲購入再生モジュール１１９で購入され、ハードディスクコンテンツコ
ントローラ１１７を介してＨＤＤ２１に書き込まれる。
【００８０】
　コミュニケータプログラム１１２には、ライブラリ１３０の認証ライブラリ１３１が接
続されている。認証ライブラリ１３１は、総合サービスサーバ３５やその他の各種サーバ
の認証処理を行う。
【００８１】
　さらにコミュニケータプログラム１１２の上位には、データベースアクセスモジュール
１１５、コンテンツデータアクセスモジュール１１６及びハードディスクコンテンツコン
トローラ１１７が設けられている。データベースアクセスモジュール１１５は、ＨＤＤ２
１に構築された各種データベースにアクセスする。コンテンツデータアクセスモジュール
１１６はＨＤＤ２１に格納されたコンテンツにアクセスする。ハードディスクコンテンツ
コントローラ１１７はＨＤＤ２１に格納されたコンテンツを管理する。
【００８２】
　ハードディスクコンテンツコントローラ１１７の上位には、関連情報表示モジュール１
２０、チューナ選局再生／録音モジュール１２１、及び楽曲購入再生モジュール１１９が
設けられている。関連情報表示モジュール１２０は、ラジオ局が放送した楽曲の曲名及び
アーティスト名を表示装置１７に表示する。チューナ選局再生／録音モジュール１２１は
、ラジオ局を選局したり、当該ラジオ局から受信した楽曲のコンテンツをＨＤＤ２１に録
音したりする。
【００８３】
　例えば、オーディオユーザインタフェース（ＡｕｄｉｏＵＩ）１５２を介して選局され
たラジオ局から受信した楽曲は、コンテンツデータアクセスモジュール１１６を介してＨ
ＤＤ２１へ書き込まれる。
【００８４】
　関連情報表示モジュール１２０は、チューナ選局再生／録音モジュール１２１によって
ラジオ局が放送する楽曲の曲名やアーティスト名を関連情報としてＣＤタイトル情報提供
サーバ３１、放送局サーバ３２等からＨＴＴＰメッセージプログラム１１１経由で受信し
、これをオーディオユーザインタフェース１５２を介して表示装置１７に表示する。
【００８５】
　なお、オーディオユーザインタフェース１５２を介して表示装置１７に表示する関連情
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報は、ライブラリ１３０のクリップライブラリ１３２に一時的に記憶させることができる
。また、関連情報は、ユーザからの指示に従って最終的にはデータベースアクセスモジュ
ール１１５を介してＨＤＤ２１へ記憶させることもできる。
【００８６】
　さらに端末装置１０のプログラムモジュールとしては、ＣＤを再生するためのＣＤ再生
モジュール１４１と、ＨＤＤ２１を再生するためのＨＤＤ再生モジュール１４２とが含ま
れている。そしてＣＤ再生モジュール１４１やＨＤＤ再生モジュールは、ＣＤやＨＤＤの
再生結果をオーディオデータ処理部２４及びスピーカ部２５を介して出力する。
【００８７】
　このような構成の端末装置１０において、サーバから関連情報を受信し、その関連情報
をクリップすることができる。なお、クリップと同時に、楽曲の検索や購入処理を行うこ
ともできる。
【００８８】
　次に、上記端末装置１０を用い、放送局３２ａから受信する放送情報を関連付けて関連
情報をクリップする際の処理について説明する。
【００８９】
　端末装置１０のユーザは、その端末装置１０を用いて、放送局３２ａが放送する放送情
報を受信し、放送される楽曲の音や映像を視聴する。それと共に、端末装置１０のユーザ
は、その放送局３２ａの放送局サーバ３２から送信される楽曲等のコンテンツを受信し、
表示装置１７に表示する。このコンテンツは、放送局３２ａから送信される放送情報と対
応している。従って、端末装置１０のユーザは、放送情報を視聴しながらその放送情報に
応じたコンテンツ（例えば放送中の楽曲の曲名やアーティスト名等）を参照することがで
きる。その際、端末装置１０には、そのコンテンツに関連する関連情報（例えば楽曲の曲
名やアーティスト名のほか、楽曲が記録されているＣＤ等の名称や番号、発表年、発売元
、楽曲が放送された日時等）も受信される。このような関連情報は、端末装置１０内に一
時的に記憶される。
【００９０】
　端末装置１０のユーザは、放送情報を視聴している中で気になる楽曲を見つけ、その楽
曲のコンテンツ（ナウオンエア情報）が表示されているときには、リモートコントローラ
４０あるいは操作入力部１５の所定の操作によって、表示中の楽曲の関連情報をクリップ
することができる。
【００９１】
　端末装置１０は、このような関連情報のクリップ時、当該端末装置１０に対してクリッ
プが要求されたときに受信している放送情報を、その関連情報に関連付けて記録する。
【００９２】
　受信中の放送情報を関連付けて関連情報をクリップする方法には、例えば前述のような
２種類の方法がある。第１の方法は、端末装置１０に対してクリップが要求された時点か
ら一定時間の放送情報を記録する方法である。また第２の方法は、端末装置１０に対して
クリップが要求された時点の前後一定時間の放送情報を記録する方法である。
【００９３】
　まず、第１の方法について説明する。
【００９４】
　図６は端末装置１０に対するクリップ要求時点から放送情報を記録する方法のフローを
示す図である。
【００９５】
　端末装置１０のユーザによって、表示中のコンテンツの楽曲がリモートコントローラ４
０等を用いて選択されると（ステップＳ１）、端末装置１０にはその楽曲の関連情報をク
リップすべき要求が入力される。
【００９６】
　その入力に応じて、端末装置１０は、そのコンテンツの楽曲について一時的に記憶して
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いたその楽曲の関連情報をＨＤＤ２１に記録し、クリップする（ステップＳ２）。
【００９７】
　さらに、端末装置１０は、その関連情報のクリップと共に、クリップ要求が入力された
時点から、そのとき受信している放送情報の音や映像の録音、録画を開始し（ステップＳ
３）、放送情報を一定時間、例えば１００秒間、ＨＤＤ２１に記録する（ステップＳ４）
。その際、端末装置１０は、受信中の放送情報を、クリップする関連情報と関連付けて記
録する。
【００９８】
　これにより、端末装置１０には、関連情報のクリップ要求時点から一定時間の放送情報
が、その関連情報に関連付けられて記録される。
【００９９】
　続いて、第２の方法について説明する。
【０１００】
　図７は端末装置に対するクリップ要求時点の前後一定時間の放送情報を記録する方法の
フローを示す図である。
【０１０１】
　端末装置１０は、例えばユーザが放送を聴き始めたときから、受信中の放送情報の音や
映像の録音、録画を開始し（ステップＳ１０）、そこから一定時間、例えば１００秒間、
放送情報をＨＤＤ２１に記録する（ステップＳ１１）。
【０１０２】
　そして、端末装置１０は、その一定時間が経過した時点で、ユーザによる関連情報のク
リップ要求の有無を判定する（ステップＳ１２）。
【０１０３】
　このステップＳ１２において、端末装置１０が、クリップ要求がないと判定すれば、ス
テップＳ１０に戻り、再びこの時点から一定時間の放送情報をＨＤＤ２１に記録する。そ
の際は、先に録音、録画した内容の上に後から録音、録画する内容を上書きしていく。
【０１０４】
　上記ステップＳ１０～ステップＳ１２の間、端末装置１０のユーザは、表示中のコンテ
ンツの楽曲を、リモートコントローラ４０等を用いていつでも選択することができる。た
だし、端末装置１０は、ユーザによって楽曲が選択されてクリップ要求の入力があった場
合でも、すぐにはその楽曲の関連情報をクリップせず、放送情報が記録されている一定時
間内（判定が行われるまでの時間内）は、関連情報の記録処理を待機する。
【０１０５】
　ステップＳ１２において、端末装置１０は、一定時間が経過した時点でその一定時間内
にクリップ要求があったと判定すれば、そのコンテンツの楽曲について一時的に記憶して
いたその楽曲の関連情報をＨＤＤ２１に記録し、クリップする（ステップＳ１３）。
【０１０６】
　さらに、端末装置１０は、その関連情報のクリップと共に、ステップＳ１１の一定時間
が経過した時点から更に一定時間、例えば１００秒間の受信中の放送情報の音や映像の録
音、録画を開始し（ステップＳ１４）、一定時間の放送情報をＨＤＤ２１に記録する（ス
テップＳ１５）。その際、端末装置１０は、受信中の放送情報を、クリップする関連情報
と関連付けて記録する。
【０１０７】
　これにより、端末装置１０には、関連情報のクリップ要求時点前後、例えば２００秒間
の放送情報が、その関連情報に関連付けられて記録される。
【０１０８】
　上記第１，第２の方法によってクリップされた関連情報は、ユーザによるリモートコン
トローラ４０等の操作に基づき、一覧表の形式で表示装置１７に表示される。ユーザは、
その一覧表を閲覧し、例えば、リモートコントローラ４０でいずれかの関連情報を選択す
ると、選択されたその関連情報と関連付けられて記録されている放送情報が端末装置１０
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で再生される。
【０１０９】
　このように、関連情報を、そのクリップ要求時の放送情報と関連付けてクリップするこ
とにより、端末装置１０のユーザは、クリップした関連情報を後で閲覧するときに、その
関連情報と関連付けられて記録された音や映像を視聴して、その関連情報を他の関連情報
と容易に区別することができる。
【０１１０】
　クリップ情報は、端末装置１０からＣＤタイトル情報提供サーバ３１、音楽配信サーバ
３３、ＣＤショップサーバ３４等にアクセスして、楽曲の検索、音声データの購入、ＣＤ
やＤＶＤの購入等に利用することができる。
【０１１１】
　なお、上記処理機能は、端末装置１０のＣＰＵ１１が実行すべきプログラムによって実
現される。このようなプログラムは、例えばＨＤＤ２１やＲＯＭ１３にインストールする
ようにして格納される。
【０１１２】
　あるいは、プログラムは、フレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄ
ｉｓｋ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＭＯ（Ｍａｇｎｅｔｏ　Ｏｐｔｉｃａｌ
）ディスク、ＤＶＤ、磁気ディスク、半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体に、一時的
あるいは永続的に格納しておくことができる。このようなリムーバブル記録媒体は、いわ
ゆるパッケージソフトウェアとして提供することができる。
【０１１３】
　例えば、本実施の形態であれば、メディアドライブ１９ａ，１９ｂが対応するメディア
等にプログラムを記録し、パッケージソフトウェアとして提供することができる。これに
より、端末装置１０では、メディアドライブ１９ａ，１９ｂによりメディアからプログラ
ムを読み出し、ＨＤＤ２１やＲＯＭ１３に記憶させることでインストールできる。また、
このようなパッケージソフトウェアとすることで、例えば汎用のパーソナルコンピュータ
にも、本発明が適用されたシステムのプログラムをインストールすることは可能になる。
【０１１４】
　また、プログラムは、上記のようなリムーバブル記録媒体からインストールするほか、
プログラムを記憶しているサーバ等から、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ）やインターネット等のネットワークを介してダウンロードすることもできる。
【０１１５】
　さらには、本発明が適用された処理機能を後から追加するためのアップデートプログラ
ムを構成し、このアップデートプログラムをパッケージソフトウェアとして配布したり、
ネットワーク上で配信したりするようにしてもよい。ユーザは、このアップデートプログ
ラムを入手して、既存のシステムがインストールされている環境に対して、このアップデ
ートプログラムをインストールすればよい。
【０１１６】
（３）第２の実施の形態
　次に、上述したような、放送中の楽曲の関連情報を提供するサービスが、複数のサービ
スサーバのうちのひとつのサーバにより実現されるようなサービスシステムについて、第
２の実施の形態により詳細に説明する。本サービスシステムはシングルサインオン機能を
有している。
【０１１７】
（３－１）音楽関連サービス提供システムのシステム構成
　図８において、１０００は全体として音楽関連サービス提供システムを示し、この音楽
関連サービス提供システム１０００の運営業者と契約しているユーザのクライアント端末
１００２と、当該クライアント端末１００２を管理するポータルサーバ１００３と、当該
クライアント端末１００２に対して音楽に関する各種サービスを提供する複数のサーバ１
００４乃至１００８とを有している。
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【０１１８】
　この実施の形態の場合、音楽データ配信サーバ１００４は、ＡＴＲＡＣ３（Ａｄａｐｔ
ｉｖｅ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ　Ａｃｏｕｓｔｉｃ　Ｃｏｄｉｎｇ　３）、ＡＡＣ（Ａｄｖ
ａｎｃｅｄ　Ａｕｄｉｏ　Ｃｏｄｉｎｇ）、ＷＭＡ（Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｍｅ
ｄｉａ　Ａｕｄｉｏ）、ＲｅａｌＡＵＤＩＯ　Ｇ２　Ｍｕｓｉｃ　Ｃｏｄｅｃ、ＭＰ３（
ＭＰＥＧ　Ａｕｄｉｏ　Ｌａｙｅｒ－３）形式等でなる音楽データをクライアント端末１
００２に配信する音楽データ配信サービスを提供する。
【０１１９】
　また物販サーバ１００５は、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）やＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌ　Ｄｉｓｃ）等をクライアント端末１００２を介してユーザに販
売する物販サービスを提供する。
【０１２０】
　さらにラジオ放送情報配信サーバ１００６は、ラジオ局を介して放送されているラジオ
放送のラジオ番組や音楽等についてのラジオ放送情報をクライアント端末１００２に配信
するラジオ放送情報配信サービスを提供する。
【０１２１】
　さらにインターネットラジオサーバ１００７は、インターネットに相当するネットワー
クＮＴ１０００を介してラジオ放送データをストリーミング配信の形態でクライアント端
末１００２に向けて放送するインターネットラジオ放送サービスを提供する。
【０１２２】
　これに加えて課金サーバ１００８は、ポータルサーバ１００３等からの要求に応じてユ
ーザに対し様々な料金を課すための課金処理を実行するようになされている。
【０１２３】
（３－２）クライアント端末１００２の機能回路ブロック構成
　次にクライアント端末１００２の機能回路ブロックによるハードウェア構成を説明する
。図９に示すようにクライアント端末１００２は、その筐体表面やリモートコントローラ
（図示せず）に設けられた各種操作ボタンでなる操作入力部１０２０がユーザによって操
作されると、当該操作入力部１０２０でこれを認識し、当該操作に応じた操作入力信号を
入力処理部１０２１に送出する。
【０１２４】
　入力処理部１０２１は、操作入力部１０２０から与えられる操作入力信号を特定の操作
コマンドに変換しバス１０２２を介して制御部１０２３に送出する。
【０１２５】
　制御部１０２３は、バス１０２２を介して接続された各回路から与えられる操作コマン
ドや制御信号に基づいてこれら各回路の動作を制御する。
【０１２６】
　表示制御部１０２４は、バス１０２２を介して供給される映像データに対してディジタ
ルアナログ変換処理を施し、その結果得られるアナログ映像信号を表示部１０２５に送出
する。
【０１２７】
　表示部１０２５は、例えば液晶ディスプレイ等の表示デバイスであって、筐体表面に直
接取り付けられている場合や外付けされている場合がある。
【０１２８】
　そして表示部１０２５は、制御部１０２３による処理結果や各種映像データが表示制御
部１０２４を介してアナログ映像信号として供給されると、当該アナログ映像信号に基づ
く映像を表示する。
【０１２９】
　音声制御部１０２６は、バス１０２２を介して供給される音声データに対してディジタ
ルアナログ変換処理を施し、その結果得られるアナログ音声信号をスピーカ１０２７に送
出する。スピーカ１０２７は、音声制御部１０２６から供給されるアナログ音声信号に基
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づく音声を出力する。
【０１３０】
　外部記録媒体記録再生部１０２８は、ＣＤや、フラッシュメモリが外装ケースに内包さ
れたメモリスティック（登録商標）等の外部記録媒体に記録されているコンテンツデータ
を読み出して再生し、又は当該外部記録媒体に対し記録対象のコンテンツデータを記録す
る記録再生部である。
【０１３１】
　外部記録媒体記録再生部１０２８は、外部記録媒体からコンテンツデータとして映像デ
ータを読み出したとき、当該読み出した映像データをバス１０２２を介して表示制御部１
０２４に供給する。
【０１３２】
　これにより表示制御部１０２４は、外部記録媒体記録再生部１０２８により外部記録媒
体からコンテンツデータとして読み出された映像データをアナログ映像信号に変換して表
示部１０２５に供給する。
【０１３３】
　また外部記録媒体記録再生部１０２８は、外部記録媒体からコンテンツデータとして音
声データを読み出したとき、当該読み出した音声データをバス１０２２を介して音声制御
部１０２６に供給する。
【０１３４】
　これにより音声制御部１０２６は、外部記録媒体記録再生部１０２８により外部記録媒
体からコンテンツデータとして読み出された音声データをアナログ音声信号に変換してス
ピーカ１０２７に供給する。
【０１３５】
　さらに制御部１０２３は、外部記録媒体記録再生部１０２８により外部記録媒体から読
み出されたコンテンツデータをバス１０２２を介してクライアント端末１００２内部の記
憶媒体１０２９に送出し、その記憶媒体１０２９に対して当該コンテンツデータを記憶す
る（以下、このようにコンテンツデータを記憶媒体１０２９に記憶することをリッピング
と呼ぶ）ことができる。
【０１３６】
　そして制御部１０２３は、記憶媒体１０２９からコンテンツデータとしてイメージデー
タ又はビデオデータ等の映像データを読み出したときには、当該読み出した映像データを
バス１０２２を介して表示制御部１０２４に供給する。
【０１３７】
　また制御部１０２３は、記憶媒体１０２９からコンテンツデータとしてオーディオデー
タ等の音声データを読み出したときには、当該読み出した音声データをバス１０２２を介
して音声制御部１０２６に供給する。
【０１３８】
　これに加えて制御部１０２３は、記憶媒体１０２９から音楽データを読み出して外部記
録媒体記録再生部１０２８に転送することにより当該外部記録媒体記録再生部１０２８に
より外部記録媒体に対しその音楽データを記録させることもできる。
【０１３９】
　放送信号受信部１０３０は、各ラジオ局から送信されるラジオ放送波を受信し、チュー
ナ部１０３１に供給する。
【０１４０】
　チューナ部１０３１は、制御部１０２３の制御のもと、放送信号受信部１０３０を介し
て受信されたラジオ放送波の中から例えば操作入力部１０２０を介して指定されたラジオ
局に対応する放送周波数のラジオ放送信号を抽出して所定の受信処理を施し、この結果得
られる音声データをバス１０２２を介して音声制御部１０２６に送出する。
【０１４１】
　音声制御部１０２６は、チューナ部１０３１から与えられた音声データをアナログ音声
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信号に変換してスピーカ１０２７に送出することにより、当該スピーカ１０２７からラジ
オ局で放送されているラジオ番組の番組音声を出力させ、かくしてユーザに対しラジオ番
組の番組音声を聴取させることができる。
【０１４２】
　また制御部１０２３は、チューナ部１０３１で得られた音声データを記憶媒体１０２９
に送出して記憶することにより、ラジオ番組の番組音声を録音することもできる。
【０１４３】
　さらに制御部１０２３は、通信制御部１０３２及びネットワークインタフェース１０３
３を順次介してネットワークＮＴ１０００に接続し、当該ネットワークＮＴ１０００上の
ポータルサーバ１００３やその他サーバ１００４乃至１００７にアクセスすることができ
、これによりポータルサーバ１００３やその他サーバ１００４乃至１００７との間で各種
情報や各種データを送受信する。
【０１４４】
　エンコーダ／デコーダ部１０３４は、ネットワークＮＴ１０００からネットワークイン
タフェース１０３３及び通信制御部１０３２を順次介して受信された圧縮符号化されてい
るコンテンツデータ、あるいは記憶媒体１０２９や外部記録媒体から読み出された圧縮符
号化されているコンテンツデータを復号し表示制御部１０２４や音声制御部１０２６に送
出する。
【０１４５】
　またエンコーダ／デコーダ部１０３４は、外部記録媒体から読み出された圧縮符号化さ
れてはいないコンテンツデータや、チューナ部１０３１から与えられる音声データ等を圧
縮符号化し、当該圧縮符号化したコンテンツデータを記憶媒体１０２９に送出する。
【０１４６】
　これによりエンコーダ／デコーダ部１０３４で圧縮符号化されたコンテンツデータは、
制御部１０２３の制御のもと記憶媒体１０２９に記憶される。
【０１４７】
　著作権管理部１０３５は、ネットワークＮＴ１０００からネットワークインタフェース
１０３３及び通信制御部１０３２を順次介してダウンロードされるコンテンツデータに対
応する著作権管理情報や、外部記録媒体記録再生部１０２８により外部記録媒体から読み
出されたコンテンツデータに対応する著作権管理情報を生成する。
【０１４８】
　著作権管理部１０３５で生成された著作権管理情報は、制御部１０２３の制御のもとに
コンテンツデータと対応付けられて記憶媒体１０２９に登録される。
【０１４９】
　また著作権管理部１０３５は、記憶媒体１０２９と特定の外部記録媒体との間で著作権
管理情報を対応付けたコンテンツデータをチェックアウトするときや、当該特定の外部記
録媒体と記憶媒体１０２９との間で当該著作権管理情報を対応付けたコンテンツデータを
チェックインするときに、当該コンテンツデータに対応する著作権管理情報の内容を適切
に更新することにより、そのコンテンツデータに対する著作権を保護する。
【０１５０】
　ページ情報生成部１０３６は、ネットワークＮＴ１０００からネットワークインタフェ
ース１０３３及び通信制御部１０３２を順次介して受信されたＸＭＬ（ｅＸｔｅｎｓｉｂ
ｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）ファイル、あるいはＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒ　Ｔ
ｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）ファイル等のページ情報を解釈して表示部１
０２５に表示するための映像データを生成し、当該生成した映像データを表示制御部１０
２４に送出する。
【０１５１】
　認証処理部１０３７は、ネットワークインタフェース１０３３を介して接続されるネッ
トワークＮＴ１０００上のポータルサーバ１００３やその他サーバ１００４乃至１００７
に対し認証情報を通信制御部１０３２及びネットワークインタフェース１０３３を順次介
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して送信する等の認証処理を実行する。
【０１５２】
　認証情報記憶部１０３８は、認証処理部１０３７がポータルサーバ１００３やその他サ
ーバ１００４乃至１００７に対しアクセスするときに必要となる認証情報を記憶する。
【０１５３】
　ラジオ放送表示制御部１０３９は、現在、ユーザによる聴取用に受信中のラジオ放送に
関するラジオ放送情報を要求するための要求信号を通信制御部１０３２及びネットワーク
インタフェース１０３３を順次介して、当該受信中のラジオ放送を放送しているラジオ局
に対応するラジオ放送情報配信サーバ１００６に送信する。
【０１５４】
　その結果、ラジオ放送表示制御部１０３９は、ネットワークＮＴ１０００上のラジオ放
送情報配信サーバ１００６から送信されたラジオ放送情報をネットワークインタフェース
１０３３及び通信制御部１０３２を順次介して受信すると共に、当該受信したラジオ放送
情報を表示制御部１０２４に送出することにより表示部１０２５に対し、現在受信中のラ
ジオ番組の番組名や、当該受信中の楽曲のタイトル及びアーティスト名等からなるラジオ
放送情報を表示させる。
【０１５５】
　クライアント端末１００２の制御部１０２３は、記憶媒体１０２９に対して記憶するコ
ンテンツデータを、図１０に示すディレクトリ構成で管理する。まず「ｒｏｏｔ」ディレ
クトリの下層に対しては、規定範囲内での任意の数の「ｆｏｌｄｅｒ」ディレクトリが作
成される。この「ｆｏｌｄｅｒ」ディレクトリは、例えばコンテンツが属するジャンル、
又は所有ユーザ等に対応して作成される。
【０１５６】
　この「ｆｏｌｄｅｒ」ディレクトリの下層には、規定範囲内での任意の数の「ａｌｂｕ
ｍ」ディレクトリが作成され、当該「ａｌｂｕｍ」ディレクトリは例えば１つのアルバム
タイトル毎に対応するようになされている。この「ａｌｂｕｍ」ディレクトリの下層にお
いては、その「ａｌｂｕｍ」ディレクトリに属するとされる１以上の「ｔｒａｃｋ」ファ
イルが格納され、この「ｔｒａｃｋ」ファイルが１つの楽曲すなわちコンテンツとなるも
のである。
【０１５７】
　このようなコンテンツデータについてのディレクトリ管理は、記憶媒体１０２９に記憶
されているデータベースファイルによって行われる。
【０１５８】
（３－３）ポータルサーバ１００３の機能回路ブロック構成
　次に、図１１を用いてポータルサーバ１００３の機能回路ブロックによるハードウェア
構成を説明する。ポータルサーバ１００３内の制御部１０５０は、バス１０５１を介して
接続される各回路の動作を制御する。
【０１５９】
　通信制御部１０５２は、制御部１０５０の制御のもと、ネットワークインタフェース１
０５３を介してクライアント端末１００２やその他サーバ１００４乃至１００８と各種情
報を送受信する。
【０１６０】
　顧客データベース部１０５４には、音楽関連サービス提供システム１０００の運営業者
とすでに契約を完了しているユーザのユーザＩＤ（Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）情報
とパスワード情報とが対応付けられて顧客情報として登録されている。
【０１６１】
　ページ情報記憶部１０５５には、音楽関連サービス提供システム１０００の運営業者が
管理するページ情報等が記憶されている。
【０１６２】
　なおページ情報は、ＸＭＬ等の言語によって記述されており、音楽データ配信サーバ１
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００４、物販サーバ１００５、ラジオ放送情報配信サーバ１００６及びインターネットラ
ジオサーバ１００７等にアクセスするためのＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　Ｌｏｃａｔｏｒ）情報を含んでいる。
【０１６３】
　認証処理部１０５６は、クライアント端末１００２から送信されたユーザＩＤ情報及び
パスワード情報をネットワークインタフェース１０５３及び通信制御部１０５２を順次介
して受信すると、ユーザ認証処理として、当該受信したユーザＩＤ情報及びパスワード情
報が顧客データベース部１０５４に顧客情報として登録されているか否かを確認する。
【０１６４】
　そして認証処理部１０５６は、ユーザ認証処理を終了すると、当該ユーザ認証処理の結
果を示したポータル認証結果情報（後述する認証セッションＩＤ情報）を発行し、当該発
行したポータル認証結果情報を認証情報記憶部１０５７に一時記憶する。
【０１６５】
　このとき制御部１０５０は、認証処理部１０５６によるユーザ認証処理の結果、ユーザ
が正規ユーザであると認証されると、ページ情報記憶部１０５５に記憶されている契約者
用のページ情報をポータル認証結果情報と共に通信制御部１０５２及びネットワークイン
タフェース１０５３を順次介してクライアント端末１００２に送信する。
【０１６６】
　なお制御部１０５０は、認証処理部１０５６によるユーザ認証処理の結果、ユーザが正
規ユーザであると認証されなかったときには、認証エラー情報を、ページ情報記憶部１０
５５に記憶されている認証の失敗を示す認証失敗通知ページ情報と共に通信制御部１０５
２及びネットワークインタフェース１０５３を順次介してクライアント端末１００２に送
信するように構成しても良い。
【０１６７】
　また認証処理部１０５６は、音楽データ配信サーバ１００４、物販サーバ１００５及び
ラジオ放送情報配信サーバ１００６からユーザに対する認証処理が実行された結果、当該
ユーザのクライアント端末１００２から取得して送信されるポータル認証結果情報（後述
する認証チケット）をネットワークインタフェース１０５３及び通信制御部１０５２を順
次介して受信すると、当該受信したポータル認証結果情報と、認証情報記憶部１０５７に
一時記憶していた当該ユーザに対応するポータル認証結果情報とを比較する。
【０１６８】
　これにより認証処理部１０５６は、音楽データ配信サーバ１００４、物販サーバ１００
５及びラジオ放送情報配信サーバ１００６から受信したポータル認証結果情報に対する認
証処理として、正規のポータル認証結果情報であるか否かを確認する確認処理を実行し、
その確認結果を示す確認結果情報を通信制御部１０５２及びネットワークインタフェース
１０５３を順次介して当該音楽データ配信サーバ１００４、物販サーバ１００５及びラジ
オ放送情報配信サーバ１００６に返信する。
【０１６９】
　周波数情報記憶部１０５８には、地域を特定可能な郵便番号等の地域コードと、その地
域コードの示す地域で受信可能なラジオ放送の放送周波数を示す周波数情報、当該ラジオ
放送を放送するラジオ局の名称（以下、これをラジオ局名と呼ぶ）及び当該ラジオ局毎の
ユニークな識別情報であるコールサインとが対応付けられて記憶されている。
【０１７０】
　ＵＲＬ記憶部１０５９には、ラジオ放送用のラジオ局毎のコールサインと、当該コール
サインに対応するラジオ局で提供する現在放送中のラジオ番組に関し当該ラジオ番組の番
組名やそのラジオ番組内で現時点に流されている楽曲のタイトル等からなるラジオ放送情
報（以下、これを特にナウオンエア情報と呼ぶ）を取得可能なＵＲＬ情報とが対応付けら
れて記憶されている。
【０１７１】
（３－４）音楽データ配信サーバ１００４の機能回路ブロック構成
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　次に、図１２を用いて音楽データ配信サーバ１００４の機能回路ブロックによるハード
ウェア構成を説明する。音楽データ配信サーバ１００４内の制御部１０７０は、バス１０
７１を介して接続される各回路の動作を制御する。
【０１７２】
　通信制御部１０７２は、制御部１０７０の制御のもと、ネットワークインタフェース１
０７３を介してクライアント端末１００２やポータルサーバ１００３等と各種情報や、コ
ンテンツデータ等の各種データを送受信する。
【０１７３】
　顧客データベース部１０７４には、音楽データ配信サーバ１００４の運営業者とすでに
契約を完了しているユーザのユーザＩＤ情報とパスワード情報とが対応付けられて顧客情
報として登録されている。ただし認証処理部１０７５が、クライアント端末１００２から
送信される、ポータルサーバ１００３によって発行されたポータル認証結果情報に基づい
てユーザを認証処理する機能を有する場合には、顧客データベース部１０７４を設けなく
てもよい。
【０１７４】
　ページ情報記憶部１０７６には、音楽データ配信サーバ１００４が管理する、ダウンロ
ード可能な音楽データを紹介する音楽データ配信用のページ情報等が記憶されている。
【０１７５】
　因みに音楽データ配信用のページ情報は、ＸＭＬ等の言語によって記述されており、ク
ライアント端末１００２を利用するユーザに対してダウンロードを希望する音楽データを
選択させることができる。
【０１７６】
　そして制御部１０７０は、クライアント端末１００２から送信される、音楽データ配信
用のページ情報を要求するページ情報取得要求信号をネットワークインタフェース１０７
３及び通信制御部１０７２を順次介して受信すると、当該受信したページ情報取得要求信
号に応じて、ページ情報記憶部１０７６に記憶された音楽データ配信用のページ情報を通
信制御部１０７２及びネットワークインタフェース１０７３を順次介してクライアント端
末１００２に送信する。
【０１７７】
　認証処理部１０７５は、クライアント端末１００２から送信される、当該クライアント
端末１００２を利用するユーザのユーザＩＤ情報及びパスワード情報をネットワークイン
タフェース１０７３及び通信制御部１０７２を順次介して受信すると、ユーザ認証処理と
して、当該受信したユーザＩＤ情報及びパスワード情報が顧客データベース部１０７４に
顧客情報として登録されているか否かを確認する。
【０１７８】
　また認証処理部１０７５は、ユーザＩＤ情報及びパスワード情報を用いるユーザ認証処
理とは異なるユーザ認証手法として、クライアント端末１００２から送信される、ポータ
ルサーバ１００３で発行されたポータル認証結果情報（後述する認証チケット）をネット
ワークインタフェース１０７３及び通信制御部１０７２を順次介して受信し、当該受信し
たポータル認証結果情報を通信制御部１０７２及びネットワークインタフェース１０７３
を順次介してポータルサーバ１００３に送信する。
【０１７９】
　そして認証処理部１０７５は、ポータルサーバ１００３へのポータル認証結果情報の送
信に応じて、当該ポータルサーバ１００３からそのポータル認証結果情報に対する認証処
理（すなわち、上述の確認処理）が実行された結果返信される確認結果情報をネットワー
クインタフェース１０７３及び通信制御部１０７２を順次介して受信し、当該受信した確
認結果情報に基づいてユーザが音楽関連サービス提供システム１０００の運営業者とすで
に契約を完了している正規ユーザであるか否かを確認する。
【０１８０】
　このようにして認証処理部１０７５は、ユーザ認証処理が終了すると、そのユーザ認証
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処理の結果を示したサーバ認証結果情報（後述するサービスセッションＩＤ情報）を発行
する。
【０１８１】
　このとき制御部１０７０は、認証処理部１０７５によるユーザ認証処理の結果、ユーザ
が正規ユーザであると認証されると、ページ情報記憶部１０７６に契約者用として記憶さ
れている音楽データ配信用のページ情報をサーバ認証結果情報と共に通信制御部１０７２
及びネットワークインタフェース１０７３を順次介してクライアント端末１００２に送信
する。
【０１８２】
　これに対して制御部１０７０は、認証処理部１０７５によるユーザ認証処理の結果、ユ
ーザが正規ユーザであると認証されなかったときには、認証エラー情報を、ページ情報記
憶部１０７６に記憶されている認証の失敗を示す認証失敗通知ページ情報と共に通信制御
部１０７２及びネットワークインタフェース１０７３を順次介してクライアント端末１０
０２に送信する。
【０１８３】
　ところで認証情報記憶部１０７７には、認証処理部１０７５により発行されたサーバ認
証結果情報が一時記憶されると共に、当該認証処理部１０７５により、クライアント端末
１００２を利用するユーザをユーザ認証処理するときに必要とされる各種認証情報が記憶
されている。
【０１８４】
　音楽データ記憶部１０７８には、上述のＡＴＲＡＣ３形式やＭＰ３形式等で圧縮符号化
された複数の音楽データが各々のコンテンツＩＤ情報等の検索キーと対応付けられて記憶
されている。
【０１８５】
　検索部１０７９は、クライアント端末１００２に対し音楽データ配信用のページ情報が
送信された結果、当該クライアント端末１００２から送信される、ダウンロード希望の音
楽データ検索用の検索キーが格納されそのダウンロード希望の音楽データをダウンロード
要求するダウンロード要求信号がネットワークインタフェース１０７３及び通信制御部１
０７２を順次介して受信されると、当該受信されたダウンロード要求信号からその検索キ
ーを取り出す。
【０１８６】
　そして検索部１０７９は、かかる検索キーに基づいて、音楽データ記憶部１０７８内の
複数の音楽データの中から当該検索キーの示す検索条件に該当するダウンロード希望の音
楽データを検索する。
【０１８７】
　これにより制御部１０７０は、その検索されたダウンロード希望の音楽データを通信制
御部１０７２及びネットワークインタフェース１０７３を順次介してクライアント端末１
００２に送信する。
【０１８８】
　また制御部１０７０は、このときクライアント端末１００２への音楽データのダウンロ
ードに伴うユーザに対する課金処理用の課金情報を通信制御部１０７２及びネットワーク
インタフェース１０７３を順次介して課金サーバ１００８に送信することにより、課金サ
ーバ１００８に対し当該ユーザに対する音楽データのダウンロードに応じた課金処理を実
行させる。
【０１８９】
（３－５）物販サーバ１００５の機能回路ブロック構成
　次に、図１３を用いて物販サーバ１００５の機能回路ブロックによるハードウェア構成
を説明する。物販サーバ１００５内の制御部１０９０は、バス１０９１を介して接続され
る各回路の動作を制御する。
【０１９０】
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　通信制御部１０９２は、制御部１０９０の制御のもと、ネットワークインタフェース１
０９３を介してクライアント端末１００２やポータルサーバ１００３等と各種情報を送受
信する。
【０１９１】
　顧客データベース部１０９４には、物販サーバ１００５の運営業者とすでに契約を完了
しているユーザのユーザＩＤ情報とパスワード情報とが対応付けられて顧客情報として登
録されている。ただし認証処理部１０９５が、クライアント端末１００２から送信される
、ポータルサーバ１００３によって発行されたポータル認証結果情報に基づいてユーザを
認証処理する機能を有する場合には、顧客データベース部１０９４を設けなくてもよい。
【０１９２】
　ページ情報記憶部１０９６には、物販サーバ１００５が管理する、販売対象のＣＤやＤ
ＶＤ等のパッケージメディアを紹介するパッケージメディア販売用のページ情報等が記憶
されている。
【０１９３】
　因みにパッケージメディア販売用のページ情報は、ＸＭＬ等の言語によって記述されて
おり、クライアント端末１００２を利用するユーザに対して購入を希望するＣＤやＤＶＤ
等のパッケージメディアを選択させることができる。
【０１９４】
　そして制御部１０９０は、クライアント端末１００２から送信される、パッケージメデ
ィア販売用のページ情報を要求するページ情報取得要求信号をネットワークインタフェー
ス１０９３及び通信制御部１０９２を順次介して受信すると、当該受信したページ情報取
得要求信号に応じて、ページ情報記憶部１０９６に記憶されたパッケージメディア販売用
のページ情報を通信制御部１０９２及びネットワークインタフェース１０９３を順次介し
てクライアント端末１００２に送信する。
【０１９５】
　認証処理部１０９５は、クライアント端末１００２から送信される、当該クライアント
端末１００２を利用するユーザのユーザＩＤ情報及びパスワード情報をネットワークイン
タフェース１０９３及び通信制御部１０９２を順次介して受信すると、ユーザ認証処理と
して、当該受信したユーザＩＤ情報及びパスワード情報が顧客データベース部１０９４に
顧客情報として登録されているか否かを確認する。
【０１９６】
　また認証処理部１０９５は、ユーザＩＤ情報及びパスワード情報を用いるユーザ認証処
理とは異なるユーザ認証手法として、クライアント端末１００２から送信される、ポータ
ルサーバ１００３で発行されたポータル認証結果情報（後述する認証チケット）をネット
ワークインタフェース１０９３及び通信制御部１０９２を順次介して受信し、当該受信し
たポータル認証結果情報を通信制御部１０９２及びネットワークインタフェース１０９３
を順次介してポータルサーバ１００３に送信する。
【０１９７】
　そして認証処理部１０９５は、ポータルサーバ１００３へのポータル認証結果情報の送
信に応じて、当該ポータルサーバ１００３からそのポータル認証結果情報に対する認証処
理（すなわち、上述の確認処理）が実行された結果返信される確認結果情報をネットワー
クインタフェース１０９３及び通信制御部１０９２を順次介して受信し、当該受信した確
認結果情報に基づいてユーザが音楽関連サービス提供システム１０００の運営業者とすで
に契約を完了している正規ユーザであるか否かを確認する。
【０１９８】
　このようにして認証処理部１０９５は、ユーザ認証処理が終了すると、そのユーザ認証
処理の結果を示したサーバ認証結果情報（後述するサービスセッションＩＤ情報）を発行
する。
【０１９９】
　このとき制御部１０９０は、認証処理部１０９５によるユーザ認証処理の結果、ユーザ
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が正規ユーザであると認証されると、ページ情報記憶部１０９６に契約者用として記憶さ
れているパッケージメディア販売用のページ情報をサーバ認証結果情報と共に通信制御部
１０９２及びネットワークインタフェース１０９３を順次介してクライアント端末１００
２に送信する。
【０２００】
　これに対して制御部１０９０は、認証処理部１０９５によるユーザ認証処理の結果、ユ
ーザが正規ユーザであると認証されなかったときには、認証エラー情報を、ページ情報記
憶部１０９６に記憶されている認証の失敗を示す認証失敗通知ページ情報と共に通信制御
部１０９２及びネットワークインタフェース１０９３を順次介してクライアント端末１０
０２に送信する。
【０２０１】
　ところで認証情報記憶部１０９７には、認証処理部１０９５により発行されたサーバ認
証結果情報が一時記憶されると共に、当該認証処理部１０９５により、クライアント端末
１００２を利用するユーザをユーザ認証処理するときに必要とされる各種認証情報が記憶
されている。
【０２０２】
　パッケージメディア情報記憶部１０９８には、販売対象のＣＤやＤＶＤ等の複数のパッ
ケージメディアに関する情報（以下、これをパッケージメディア情報と呼ぶ）が各々のパ
ッケージメディアＩＤ情報等の検索キーと対応付けられて記憶されている。
【０２０３】
　検索部１０９９は、クライアント端末１００２に対しパッケージメディア販売用のペー
ジ情報が送信された結果、当該クライアント端末１００２から送信される、特定のＣＤや
ＤＶＤ等のパッケージメディアに関するパッケージメディア情報を要求するメディア情報
要求信号がネットワークインタフェース１０９３及び通信制御部１０９２を順次介して受
信されると、当該受信されたメディア情報要求信号から当該特定のパッケージメディア検
索用の検索キーを取り出す。
【０２０４】
　そして検索部１０９９は、かかる検索キーに基づいて、パッケージメディア情報記憶部
１０９８内の複数のパッケージメディア情報の中から当該検索キーの示す検索条件に該当
する特定のパッケージメディアのパッケージメディア情報を検索する。
【０２０５】
　これにより制御部１０９０は、その検索されたパッケージメディア情報を通信制御部１
０９２及びネットワークインタフェース１０９３を順次介してクライアント端末１００２
に送信し、かくしてユーザに対し特定のパッケージメディアに関するパッケージメディア
情報を提示する。
【０２０６】
　その結果、制御部１０９０は、クライアント端末１００２から送信される、上述の特定
のパッケージメディアを購入要求する購入要求信号をネットワークインタフェース１０９
３及び通信制御部１０９２を順次介して受信すると、当該クライアント端末１００２を利
用するユーザへの当該特定のパッケージメディアの引き渡し手続等の購入処理を実行する
。
【０２０７】
　また制御部１０９０は、特定のパッケージメディアの購入に伴うユーザに対する課金処
理用の課金情報を通信制御部１０９２及びネットワークインタフェース１０９３を順次介
して課金サーバ１００８に送信することにより、課金サーバ１００８に対し当該ユーザに
対する特定のパッケージメディアの購入に応じた課金処理を実行させる。
【０２０８】
　さらに制御部１０９０は、課金サーバ１００８によるユーザに対する課金処理が完了す
ると、パッケージメディアの購入処理が完了したことを示す購入完了ページ情報を通信制
御部１０９２及びネットワークインタフェース１０９３を順次介してクライアント端末１
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００２に送信する。
【０２０９】
（３－６）ラジオ放送情報配信サーバ１００６の機能回路ブロック構成
　次に、図１４を用いてラジオ放送情報配信サーバ１００６の機能回路ブロックによるハ
ードウェア構成を説明する。ラジオ放送情報配信サーバ１００６内の制御部１１１０は、
バス１１１１を介して接続される各回路の動作を制御する。
【０２１０】
　通信制御部１１１２は、制御部１１１０の制御のもと、ネットワークインタフェース１
１１３を介してクライアント端末１００２やポータルサーバ１００３等と各種情報を送受
信する。
【０２１１】
　顧客データベース部１１１４には、ラジオ放送情報配信サーバ１００６の運営業者とす
でに契約を完了しているユーザのユーザＩＤ情報とパスワード情報とが対応付けられて顧
客情報として登録されている。ただし認証処理部１１１５が、クライアント端末１００２
から送信される、ポータルサーバ１００３によって発行されたポータル認証結果情報に基
づいてユーザを認証処理する機能を有する場合には、顧客データベース部１１１４を設け
なくてもよい。
【０２１２】
　ページ情報記憶部１１１６には、ラジオ放送情報配信サーバ１００６が管理し、当該ラ
ジオ放送情報配信サーバ１００６に対応するラジオ局によってすでに放送されたラジオ番
組に関するラジオ放送情報（以下、これを特にオンエアリスト情報と呼ぶ）の取得に利用
させるオンエアリスト情報配信用のページ情報等が記憶されている。
【０２１３】
　因みにオンエアリスト情報配信用のページ情報は、ＸＭＬ等の言語によって記述され、
クライアント端末１００２を利用するユーザに対し、ラジオ番組の放送日時情報や番組名
等を、取得希望のオンエアリスト情報に対する検索キーとして入力させるための入力ボッ
クス等が設けられている。
【０２１４】
　オンエアリスト情報記憶部１１１７には、ラジオ放送情報配信サーバ１００６に対応す
るラジオ局ですでに放送されたラジオ番組に対する番組名、番組放送開始時刻及び番組放
送終了時刻等と、当該ラジオ番組内で流された楽曲に対するタイトル、アーティスト名、
楽曲放送開始時刻等とをリスト化して生成されたオンエアリスト情報が記憶されている。
【０２１５】
　そして制御部１１１０は、クライアント端末１００２から送信される、オンエアリスト
情報配信用のページ情報を要求するページ情報取得要求信号をネットワークインタフェー
ス１１１３及び通信制御部１１１２を順次介して受信すると、当該受信したページ情報取
得要求信号に応じて、ページ情報記憶部１１１６に記憶されたオンエアリスト情報配信用
のページ情報を通信制御部１１１２及びネットワークインタフェース１１１３を順次介し
てクライアント端末１００２に送信する。
【０２１６】
　その結果、検索部１１１８は、クライアント端末１００２からオンエアリスト情報配信
用のページ情報上で入力された取得希望のオンエアリスト情報検索用の検索キーが格納さ
れオンエアリスト情報をダウンロード要求するオンエアリスト情報要求信号が送信される
ことにより、そのオンエアリスト情報要求信号をネットワークインタフェース１１１３及
び通信制御部１１１２を順次介して受信すると、当該受信したオンエアリスト情報要求信
号から検索キーを取り出す。
【０２１７】
　そして検索部１１１８は、かかる検索キーに基づいて、オンエアリスト情報記憶部１１
１７内のオンエアリスト情報全体に対し当該検索キーの示す検索条件に該当する所定範囲
部分を取得希望のオンエアリスト情報として検索する。
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【０２１８】
　これにより制御部１１１０は、その検索された取得希望のオンエアリスト情報を通信制
御部１１１２及びネットワークインタフェース１１１３を順次介してクライアント端末１
００２に送信する。
【０２１９】
　またナウオンエア情報記憶部１１１９には、ラジオ放送情報配信サーバ１００６に対応
するラジオ局で現在放送中のラジオ番組に対する番組名、番組放送開始時刻、番組放送終
了時刻、当該ラジオ番組内で現時点に流されている楽曲に対するタイトル、アーティスト
名、楽曲放送開始時刻等からなるナウオンエア情報が記憶されている。
【０２２０】
　そして認証処理部１１１５は、クライアント端末１００２からナウオンエア情報を取得
要求するナウオンエア情報要求信号と共に送信される、当該クライアント端末１００２を
利用するユーザのユーザＩＤ情報及びパスワード情報をネットワークインタフェース１１
１３及び通信制御部１１１２を順次介して受信すると、ユーザ認証処理として、当該受信
したユーザＩＤ情報及びパスワード情報が顧客データベース部１１１４に顧客情報として
登録されているか否かを確認する。
【０２２１】
　また認証処理部１１１５は、ユーザＩＤ情報及びパスワード情報を用いるユーザ認証処
理とは異なるユーザ認証手法として、クライアント端末１００２から送信される、ポータ
ルサーバ１００３で発行されたポータル認証結果情報（後述する認証チケット）をネット
ワークインタフェース１１１３及び通信制御部１１１２を順次介して受信し、当該受信し
たポータル認証結果情報を通信制御部１１１２及びネットワークインタフェース１１１３
を順次介してポータルサーバ１００３に送信する。
【０２２２】
　そして認証処理部１１１５は、ポータルサーバ１００３へのポータル認証結果情報の送
信に応じて、当該ポータルサーバ１００３からそのポータル認証結果情報に対する認証処
理（すなわち、上述の確認処理）が実行された結果返信される確認結果情報をネットワー
クインタフェース１１１３及び通信制御部１１１２を順次介して受信し、当該受信した確
認結果情報に基づいてユーザが音楽関連サービス提供システム１０００の運営業者とすで
に契約を完了している正規ユーザであるか否かを確認する。
【０２２３】
　このようにして認証処理部１１１５は、ユーザ認証処理が終了すると、そのユーザ認証
処理の結果を示したサーバ認証結果情報（後述するサービスセッションＩＤ情報）を発行
する。
【０２２４】
　このとき制御部１１１０は、認証処理部１１１５によるユーザ認証処理の結果、ユーザ
が正規ユーザであると認証されると、ナウオンエア情報記憶部１１１９に記憶されている
ナウオンエア情報をサーバ認証結果情報と共に通信制御部１１１２及びネットワークイン
タフェース１１１３を順次介してクライアント端末１００２に送信する。
【０２２５】
　これに対して制御部１１１０は、認証処理部１１１５によるユーザ認証処理の結果、ユ
ーザが正規ユーザであると認証されなかったときには、認証エラー情報を、ページ情報記
憶部１１１６に記憶されている認証の失敗を示す認証失敗通知ページ情報と共に通信制御
部１１１２及びネットワークインタフェース１１１３を順次介してクライアント端末１０
０２に送信する。
【０２２６】
　このようにして制御部１１１０は、ユーザからナウオンエア情報の取得が要求されたと
き、当該ユーザを正規ユーザであると認証したときには、ナウオンエア情報を配信するも
のの、ユーザを正規ユーザであると認証することができなかったときには、そのユーザに
対してナウオンエア情報の配信サービスのようなラジオ放送情報配信サーバ１００６が提
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供するラジオ放送情報配信サービスを受けさせないようにしている。
【０２２７】
　ところで認証情報記憶部１１２０には、認証処理部１１１５により発行されたサーバ認
証結果情報が一時記憶されると共に、当該認証処理部１１１５により、クライアント端末
１００２を利用するユーザをユーザ認証処理するときに必要とされる各種認証情報が記憶
されている。
【０２２８】
（３－７）各サーバの処理概要
　次に図１５乃至図２０に示すシーケンスチャートを用いて、クライアント端末１００２
とポータルサーバ１００３との間で実行される処理や、クライアント端末１００２とその
他の音楽データ配信サーバ１００４、物販サーバ１００５及びラジオ放送情報配信サーバ
１００６との間で実行される処理の概要を説明する。
【０２２９】
（３－７－１）クライアント端末１００２及びポータルサーバ１００３間のユーザ認証処
理手順
　まず図１５を用いて、クライアント端末１００２とポータルサーバ１００３との間で実
行されるユーザ認証処理手順について説明する。
【０２３０】
　音楽関連サービス提供システム１０００の運営業者と契約しているユーザのクライアン
ト端末１００２において制御部１０２３は、例えばクライアント端末１００２に対して電
源を投入する操作が行われ、又はユーザにより操作入力部１０２０の特定の操作ボタンが
押下されたことに応じてその操作入力部１０２０で認識された操作入力信号が入力処理部
１０２１で操作コマンドに変換されて与えられると、認証要求処理を開始する。
【０２３１】
　クライアント端末１００２で認証要求処理を開始すると、ステップＳＰ１０００におい
て、制御部１０２３は、認証情報記憶部１０３８に対し予め一時記憶している認証セッシ
ョンＩＤ情報等を格納した接続要求信号を生成し、当該生成した接続要求信号を通信制御
部１０３２及びネットワークインタフェース１０３３を順次介してポータルサーバ１００
３に送信する。
【０２３２】
　因みに認証セッションＩＤ情報は、クライアント端末１００２とポータルサーバ１００
３とがユーザ認証処理等の各種処理の実行用に通信接続する毎に、個々の通信接続状態（
すなわち、セッション）の識別用としてポータルサーバ１００３によって発行される識別
情報である。
【０２３３】
　なおかかる認証セッションＩＤ情報については、ユーザ認証処理等に利用するうえで、
ポータルサーバ１００３による発行時点を基準とした所定の有効期限（例えば１分程度）
が設定されている。
【０２３４】
　従ってポータルサーバ１００３から認証セッションＩＤ情報を取得したクライアント端
末１００２は、その認証セッションＩＤ情報を有効期限以内にポータルサーバ１００３に
対して提示することができない場合、ポータルサーバ１００３により、当該認証セッショ
ンＩＤ情報で特定される通信接続状態が切断されたと判断される。
【０２３５】
　これによりポータルサーバ１００３は、過去に発行した認証セッションＩＤ情報が、音
楽関連サービス提供システム１０００の運営業者と契約してはいないユーザによりユーザ
認証処理等に対し不当に利用されることを防止している。
【０２３６】
　また認証情報記憶部１０３８に一時記憶されている認証セッションＩＤ情報は、クライ
アント端末１００２とポータルサーバ１００３とが以前にユーザ認証処理等の実行用に通



(29) JP 4609723 B2 2011.1.12

10

20

30

40

50

信接続したとき、そのポータルサーバ１００３によって発行されたものである。
【０２３７】
　クライアント端末１００２から接続要求信号が送信されると、これに応じてステップＳ
Ｐ１００１においてポータルサーバ１００３の制御部１０５０は、ネットワークインタフ
ェース１０５３及び通信制御部１０５２を順次介してその接続要求信号を受信し、当該受
信した接続要求信号に格納されている認証セッションＩＤ情報等を認証処理部１０５６に
送出する。
【０２３８】
　そして認証処理部１０５６は、制御部１０５０の制御のもと、クライアント端末１００
２から接続要求信号として受信された認証セッションＩＤ情報等に基づいてユーザ認証処
理を実行する。
【０２３９】
　その結果、制御部１０５０は、認証処理部１０５６により、クライアント端末１００２
から受信した認証セッションＩＤ情報等の有効期限が切れる等して、当該クライアント端
末１００２を利用するユーザを正規ユーザであると認証することができなかったときには
、認証エラーを示す認証エラー情報を通信制御部１０５２及びネットワークインタフェー
ス１０５３を順次介してクライアント端末１００２に送信する。
【０２４０】
　ステップＳＰ１００２において、クライアント端末１００２の制御部１０２３は、ポー
タルサーバ１００３から送信された認証エラー情報をネットワークインタフェース１０３
３及び通信制御部１０３２を順次介して受信すると、これに応じて認証情報記憶部１０３
８に記憶しているユーザＩＤ情報及びパスワード情報等を読み出し、当該読み出したユー
ザＩＤ情報及びパスワード情報等を通信制御部１０３２及びネットワークインタフェース
１０３３を順次介してポータルサーバ１００３に送信する。
【０２４１】
　ステップＳＰ１００３において、ポータルサーバ１００３の制御部１０５０は、クライ
アント端末１００２から送信されたユーザＩＤ情報及びパスワード情報等をネットワーク
インタフェース１０５３及び通信制御部１０５２を順次介して受信し、当該受信したユー
ザＩＤ情報及びパスワード情報等を認証処理部１０５６に送出する。
【０２４２】
　これにより認証処理部１０５６は、制御部１０５０の制御のもとにユーザ認証処理とし
て、そのクライアント端末１００２から受信されたユーザＩＤ情報及びパスワード情報等
が、顧客データベース部１０５４に登録されている顧客情報に含まれているか否かを検出
する。
【０２４３】
　その結果、認証処理部１０５６は、クライアント端末１００２を利用するユーザを正規
ユーザであると認証すると、制御部１０５０の制御のもとにポータル認証結果情報として
、現時点のクライアント端末１００２とポータルサーバ１００３との通信接続状態に対す
る認証セッションＩＤ情報等を発行すると共に、当該クライアント端末１００２に対して
発行した認証セッションＩＤ情報等を認証情報記憶部１０５７に一時記憶する。
【０２４４】
　そして制御部１０５０は、認証処理部１０５６によりそのクライアント端末１００２に
対して発行された認証セッションＩＤ情報等を通信制御部１０５２及びネットワークイン
タフェース１０５３を順次介してクライアント端末１００２に送信する。
【０２４５】
　ステップＳＰ１００４において、クライアント端末１００２の制御部１０２３は、ポー
タルサーバ１００３から送信された認証セッションＩＤ情報等をネットワークインタフェ
ース１０３３及び通信制御部１０３２を順次介して受信し、当該受信した認証セッション
ＩＤ情報等を認証処理部１０３７に送出する。
【０２４６】
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　そして認証処理部１０３７は、制御部１０２３の制御のもとに、ポータルサーバ１００
３から受信されたその認証セッションＩＤ情報等を認証情報記憶部１０３８に一時記憶す
る。
【０２４７】
　これにより制御部１０２３は、ポータルサーバ１００３に対しページ情報を要求するた
めのページ情報取得要求信号を、ポータルサーバ１００３から受信して認証情報記憶部１
０３８に一時記憶されたその認証セッションＩＤ情報等と共に通信制御部１０３２及びネ
ットワークインタフェース１０３３を順次介してポータルサーバ１００３に送信する。
【０２４８】
　ステップＳＰ１００５において、ポータルサーバ１００３の制御部１０５０は、クライ
アント端末１００２から送信されたページ情報取得要求信号及び認証セッションＩＤ情報
等をネットワークインタフェース１０５３及び通信制御部１０５２を順次介して受信し、
当該受信した認証セッションＩＤ情報等を認証処理部１０５６に送出する。
【０２４９】
　これにより認証処理部１０５６は、制御部１０５０の制御のもと、クライアント端末１
００２から受信された認証セッションＩＤ情報等と、上述のステップＳＰ１００３におい
てクライアント端末１００２に対し発行して認証情報記憶部１０５７に一時記憶していた
認証セッションＩＤ情報等とを比較するようにしてユーザ認証処理を実行する。
【０２５０】
　その結果ステップＳＰ１００６において、認証処理部１０５６は、クライアント端末１
００２を利用するユーザを正規ユーザであると認証すると、当該クライアント端末１００
２からのページ情報の取得要求が正当な要求であると判断し、そのクライアント端末１０
０２に対して発行していた認証セッションＩＤ情報等の有効期限を延長する。
【０２５１】
　これにより制御部１０５０は、ページ情報記憶部１０５５から、ユーザによって取得要
求されたページ情報を読み出すと共に、当該読み出したページ情報を、認証処理部１０５
６により有効期限の延長された認証セッションＩＤ情報等と共に通信制御部１０５２及び
ネットワークインタフェース１０５３を順次介してクライアント端末１００２に送信する
。
【０２５２】
　ステップＳＰ１００７において、クライアント端末１００２の制御部１０２３は、ポー
タルサーバ１００３から送信されたページ情報と、有効期限の延長された認証セッション
ＩＤ情報等とをネットワークインタフェース１０３３及び通信制御部１０３２を順次介し
て受信し、当該受信したページ情報をページ情報生成部１０３６に送出すると共に、その
有効期限の延長された認証セッションＩＤ情報等を認証処理部１０３７に送出する。
【０２５３】
　ページ情報生成部１０３６は、制御部１０２３から与えられたページ情報に基づいて、
音楽データ配信サーバ１００４、物販サーバ１００５及びラジオ放送情報配信サーバ１０
０６へのリンクが埋め込まれたページの映像データを生成し、当該生成した映像データを
表示制御部１０２４に送出する。
【０２５４】
　これにより表示制御部１０２４は、ページ情報生成部１０３６から与えられた映像デー
タに対してディジタルアナログ変換処理を施し、得られたアナログ映像信号を表示部１０
２５に送出することにより当該表示部１０２５にそのアナログ映像信号に基づく映像とし
てポータルサーバ１００３のページを表示させる。
【０２５５】
　また認証処理部１０３７は、制御部１０２３の制御のもと認証情報記憶部１０３８にお
いて、ポータルサーバ１００３から受信された、有効期限の延長された認証セッションＩ
Ｄ情報等をその有効期限が延長される前の認証セッションＩＤ情報等に上書きするように
して一時記憶することにより、上述のステップＳＰ１００４において一時記憶していた認
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証セッションＩＤ情報等を有効期限の延長された認証セッションＩＤ情報等に更新する。
【０２５６】
（３－７－２）クライアント端末１００２及び各サーバ１００４乃至１００６間のユーザ
認証処理手順
　次に、図１６において、クライアント端末１００２と、音楽データ配信サーバ１００４
、物販サーバ１００５及びラジオ放送情報配信サーバ１００６との間で実行するユーザ認
証処理について以下に説明する。
【０２５７】
　この場合、かかるユーザ認証処理としては、クライアント端末１００２が図１５につい
て上述したようにポータルサーバ１００３からページ情報を一旦取得し、引き続きそのペ
ージ情報に埋め込まれたリンクにより音楽データ配信サーバ１００４、物販サーバ１００
５及びラジオ放送情報配信サーバ１００６にアクセスして実行されるユーザ認証処理（以
下、これを間接アクセス認証処理と呼ぶ）がある。
【０２５８】
　またかかるユーザ認証処理としては、クライアント端末１００２がポータルサーバ１０
０３のページ情報を取得せずに、予めブックマークとして登録しているＵＲＬ情報等によ
り音楽データ配信サーバ１００４、物販サーバ１００５及びラジオ放送情報配信サーバ１
００６に直接アクセスして実行されるユーザ認証処理（以下、これを直接アクセス認証処
理と呼ぶ）もある。
【０２５９】
　ただし間接アクセス認証処理については、クライアント端末１００２と、音楽データ配
信サーバ１００４、物販サーバ１００５及びラジオ放送情報配信サーバ１００６とが何れ
の組合せであっても同様の手順で実行することができる。
【０２６０】
　また直接アクセス認証処理についても、クライアント端末１００２と、音楽データ配信
サーバ１００４、物販サーバ１００５及びラジオ放送情報配信サーバ１００６とが何れの
組合せであっても同様の手順で実行することができる。
【０２６１】
　そして間接アクセス認証処理及び直接アクセス認証処理では、クライアント端末１００
２において音楽データ配信サーバ１００４、物販サーバ１００５及びラジオ放送情報配信
サーバ１００６へのアクセスに使用するＵＲＬ情報の取得の仕方のみが異なるだけで、当
該ＵＲＬ情報の取得以降には、間接アクセス認証処理及び直接アクセス認証処理の両方共
に同様の手順で実行することができる。
【０２６２】
　従って以下には、クライアント端末１００２のアクセス先として、説明を簡略化するう
えで音楽データ配信サーバ１００４を代表として用い、さらに間接アクセス認証処理及び
直接アクセス認証処理をまとめて１つのユーザ認証処理として説明する。
【０２６３】
　まず、ステップＳＰ１０１０において、クライアント端末１００２の制御部１０２３は
、ページ情報にリンクとして埋め込まれたＵＲＬ情報、又はすでにブックマークとして登
録しているＵＲＬ情報等に従って、音楽データ配信用のページ情報（他の物販サーバ１０
０５やラジオ放送情報配信サーバ１００６では、パッケージメディア販売用のページ情報
やオンエアリスト情報配信用のページ情報等となる）を取得要求するページ情報取得要求
信号と共に、認証情報記憶部１０３８から読み出したサービスセッションＩＤ情報等を通
信制御部１０３２及びネットワークインタフェース１０３３を順次介して音楽データ配信
サーバ１００４に送信する。
【０２６４】
　因みにサービスセッションＩＤ情報は、クライアント端末１００２と音楽データ配信サ
ーバ１００４、物販サーバ１００５及びラジオ放送情報配信サーバ１００６とがユーザ認
証処理等の各種処理の実行用に通信接続する毎に、個々の通信接続状態（すなわち、セッ
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ション）の識別用として、クライアント端末１００２がアクセスした音楽データ配信サー
バ１００４、物販サーバ１００５及びラジオ放送情報配信サーバ１００６によって発行さ
れる識別情報である。
【０２６５】
　なおかかるサービスセッションＩＤ情報については、上述した認証セッションＩＤ情報
と同様に、ユーザ認証処理等に利用するうえで音楽データ配信サーバ１００４、物販サー
バ１００５及びラジオ放送情報配信サーバ１００６による発行時点を基準とした所定の有
効期限（例えば１分程度）が設定されている。
【０２６６】
　従って各サーバ１００４乃至１００６からサービスセッションＩＤ情報を取得したクラ
イアント端末１００２は、そのサービスセッションＩＤ情報を有効期限以内に発行元の音
楽データ配信サーバ１００４、物販サーバ１００５及びラジオ放送情報配信サーバ１００
６に対して提示することができない場合、これら発行元の音楽データ配信サーバ１００４
、物販サーバ１００５及びラジオ放送情報配信サーバ１００６により、当該サービスセッ
ションＩＤ情報で特定される通信接続状態が切断されたと判断される。
【０２６７】
　これにより音楽データ配信サーバ１００４、物販サーバ１００５及びラジオ放送情報配
信サーバ１００６は、過去に発行したサービスセッションＩＤ情報が、音楽関連サービス
提供システム１０００の運営業者と契約してはいないユーザによりユーザ認証処理等に対
し不当に利用されることを防止している。
【０２６８】
　また認証情報記憶部１０３８に一時記憶されているサービスセッションＩＤ情報は、ク
ライアント端末１００２と音楽データ配信サーバ１００４、物販サーバ１００５及びラジ
オ放送情報配信サーバ１００６とが以前にユーザ認証処理等の実行用に通信接続したとき
、そのアクセス先の音楽データ配信サーバ１００４、物販サーバ１００５及びラジオ放送
情報配信サーバ１００６によって発行されたものである。
【０２６９】
　ステップＳＰ１０１１において、音楽データ配信サーバ１００４の制御部１０７０は、
クライアント端末１００２から送信されたページ情報取得要求信号及びサービスセッショ
ンＩＤ情報等をネットワークインタフェース１０７３及び通信制御部１０７２を順次介し
て受信し、当該受信したサービスセッションＩＤ情報等を認証処理部１０７５に送出する
。
【０２７０】
　認証処理部１０７５は、制御部１０７０の制御のもと、クライアント端末１００２から
受信されたサービスセッションＩＤ情報等と、認証情報記憶部１０７７にすでに一時記憶
しているサービスセッションＩＤ情報等とを比較するようにしてユーザ認証処理を実行す
る。
【０２７１】
　その結果、認証処理部１０７５は、例えばクライアント端末１００２から受信したサー
ビスセッションＩＤ情報の有効期限がすでに切れていることにより、当該クライアント端
末１００２を利用するユーザを正規ユーザであるとは認証することができないと、クライ
アント端末１００２からの音楽データ配信用のページ情報の取得要求が正当な要求ではな
いと判断する。
【０２７２】
　そして制御部１０７０は、認証処理部１０７５によりクライアント端末１００２を利用
するユーザが正規ユーザであると認証されないと、認証エラーを示す認証エラー情報と、
音楽データ配信サーバ１００４を識別するショップコードとを通信制御部１０７２及びネ
ットワークインタフェース１０７３を順次介してクライアント端末１００２に送信する。
【０２７３】
　ステップＳＰ１０１２において、クライアント端末１００２の制御部１０２３は、音楽
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データ配信サーバ１００４から送信された認証エラー情報及びショップコードをネットワ
ークインタフェース１０３３及び通信制御部１０３２を順次介して受信し、当該受信した
認証エラー情報により、音楽データ配信サーバ１００４においてユーザが正規ユーザとし
て認証されなかったことを認識すると共に、その音楽データ配信サーバ１００４から受信
したショップコードを認証情報記憶部１０３８に一時記憶する。
【０２７４】
　そして制御部１０２３は、ポータルサーバ１００３に対して、音楽データ配信サーバ１
００４にアクセスするための認証チケットを発行要求する認証チケット発行要求信号を生
成し、当該生成した認証チケット発行要求信号を音楽データ配信サーバ１００４のショッ
プコード、及びすでにポータルサーバ１００３から受信して認証情報記憶部１０３８に対
し一時記憶している認証セッションＩＤ情報等と共に通信制御部１０３２及びネットワー
クインタフェース１０３３を順次介してポータルサーバ１００３に送信する。
【０２７５】
　ステップＳＰ１０１３において、ポータルサーバ１００３の制御部１０５０は、クライ
アント端末１００２から送信された認証チケット発行要求信号、ショップコード及び認証
セッションＩＤ情報等をネットワークインタフェース１０５３及び通信制御部１０５２を
順次介して受信し、これらを認証処理部１０５６に送出する。
【０２７６】
　これにより認証処理部１０５６は、制御部１０５０の制御のもと、そのクライアント端
末１００２から受信された認証セッションＩＤ情報等と、認証情報記憶部１０５７に対し
すでに一時記憶している認証セッションＩＤ情報等とを比較するようにしてユーザ認証処
理を実行する。
【０２７７】
　その結果、認証処理部１０５６は、例えばクライアント端末１００２から受信された認
証セッションＩＤ情報の有効期限がすでに切れており、当該クライアント端末１００２を
利用するユーザを正規ユーザであるとは認証することができないと、クライアント端末１
００２からの認証チケットの発行要求が正当な要求ではないと判断する。
【０２７８】
　そして制御部１０５０は、認証処理部１０５６によりクライアント端末１００２を利用
するユーザが正規ユーザであると認証されないと、認証エラーを示す認証エラー情報を通
信制御部１０５２及びネットワークインタフェース１０５３を順次介してクライアント端
末１００２に送信する。
【０２７９】
　これに対して認証処理部１０５６は、例えばクライアント端末１００２から受信した認
証セッションＩＤ情報の有効期限が未だ切れてはいないことで、クライアント端末１００
２を利用するユーザを正規ユーザであると認証すると、当該クライアント端末１００２か
らの認証チケットの発行要求が正当な要求であると判断する。
【０２８０】
　そして制御部１０５０は、認証処理部１０５６により、クライアント端末１００２を利
用するユーザが正規ユーザであると認証されると、後述するステップＳＰ１０１８に移る
。
【０２８１】
　ステップＳＰ１０１４において、クライアント端末１００２の制御部１０２３は、ポー
タルサーバ１００３から送信された認証エラー情報をネットワークインタフェース１０３
３及び通信制御部１０３２を順次介して受信すると、認証情報記憶部１０３８に記憶され
ているユーザＩＤ情報及びパスワード情報等を読み出すと共に、当該読み出したユーザＩ
Ｄ情報及びパスワード情報等を通信制御部１０３２及びネットワークインタフェース１０
３３を順次介してポータルサーバ１００３に送信する。
【０２８２】
　ステップＳＰ１０１５において、ポータルサーバ１００３の制御部１０５０は、クライ
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アント端末１００２から送信されたユーザＩＤ情報及びパスワード情報等をネットワーク
インタフェース１０５３及び通信制御部１０５２を順次介して受信し、当該受信したユー
ザＩＤ情報及びパスワード情報等を認証処理部１０５６に送出する。
【０２８３】
　これにより認証処理部１０５６は、制御部１０５０の制御のもと、クライアント端末１
００２から受信されたユーザＩＤ情報及びパスワード情報等が、顧客データベース部１０
５４に登録されている顧客情報に含まれているか否かを検出するようにしてユーザ認証処
理を実行する。
【０２８４】
　その結果、認証処理部１０５６は、クライアント端末１００２を利用するユーザを正規
ユーザであると認証すると、制御部１０５０の制御のもとポータル認証結果情報として、
現時点のクライアント端末１００２とポータルサーバ１００３との通信接続状態に対する
認証セッションＩＤ情報等を発行すると共に、当該クライアント端末１００２に対して発
行した認証セッションＩＤ情報等を認証情報記憶部１０５７に一時記憶する。
【０２８５】
　そして制御部１０５０は、認証処理部１０５６によりそのクライアント端末１００２に
対して発行された認証セッションＩＤ情報等を通信制御部１０５２及びネットワークイン
タフェース１０５３を順次介してクライアント端末１００２に送信する。
【０２８６】
　ステップＳＰ１０１６において、クライアント端末１００２の制御部１０２３は、ポー
タルサーバ１００３から送信された認証セッションＩＤ情報等をネットワークインタフェ
ース１０３３及び通信制御部１０３２を順次介して受信し、当該受信した認証セッション
ＩＤ情報等を認証処理部１０３７により認証情報記憶部１０３８に一時記憶する。
【０２８７】
　そして制御部１０２３は、再びポータルサーバ１００３に対して、認証チケットを発行
要求する認証チケット発行要求信号を生成すると共に、当該生成した認証チケット発行要
求信号を、認証情報記憶部１０３８にすでに一時記憶しているショップコード、及びこの
とき一時記憶した認証セッションＩＤ情報等と共に通信制御部１０３２及びネットワーク
インタフェース１０３３を順次介してポータルサーバ１００３に送信する。
【０２８８】
　ここで本実施の形態では、クライアント端末１００２において認証情報記憶部１０３８
に対しショップコードを一時記憶しておいたが、これに限らず、当該クライアント端末１
００２とポータルサーバ１００３との間でステップＳＰ１０１２乃至ステップＳＰ１０１
６の処理を実行する際にショップコードを順次送受信することにより、クライアント端末
１００２において認証情報記憶部１０３８に対しショップコードを一時記憶しなくてもス
テップＳＰ１０１６においてポータルサーバ１００３に対しショップコードを送信するこ
とが可能である。
【０２８９】
　ステップＳＰ１０１７において、ポータルサーバ１００３の制御部１０５０は、クライ
アント端末１００２から送信された認証チケット発行要求信号、ショップコード及び認証
セッションＩＤ情報等をネットワークインタフェース１０５３及び通信制御部１０５２を
順次介して受信し、これらを認証処理部１０５６に送出する。
【０２９０】
　これにより認証処理部１０５６は、制御部１０５０の制御のもと、そのクライアント端
末１００２から受信された認証セッションＩＤ情報等と、認証情報記憶部１０５７にすで
に一時記憶している認証セッションＩＤ情報等とを比較するようにしてユーザ認証処理を
実行する。
【０２９１】
　その結果、認証処理部１０５６は、例えばクライアント端末１００２から受信した認証
セッションＩＤ情報等の有効期限が未だ切れてはいないために、クライアント端末１００
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２を利用するユーザを正規ユーザであると認証すると、当該クライアント端末１００２か
らの認証チケットの発行要求が正当な要求であると判断する。
【０２９２】
　そして制御部１０５０は、認証処理部１０５６により、クライアント端末１００２を利
用するユーザが正規ユーザであると認証されると、次のステップＳＰ１０１８に移る。
【０２９３】
　ステップＳＰ１０１８において、認証処理部１０５６は、制御部１０５０の制御のもと
、上述のステップＳＰ１０１７においてクライアント端末１００２から受信したショップ
コード及び認証チケット発行要求信号に基づいて、ポータル認証結果情報として、当該シ
ョップコードの示す音楽データ配信サーバ１００４へのアクセスを可能にする認証チケッ
ト等を発行する。
【０２９４】
　そして認証処理部１０５６は、制御部１０５０の制御のもと、その発行した認証チケッ
ト等を認証情報記憶部１０５７に一時記憶すると共に、クライアント端末１００２に対し
て発行していた認証セッションＩＤ情報等の有効期限を延長する。
【０２９５】
　これにより制御部１０５０は、認証チケット等を、認証処理部１０５６により有効期限
の延長された認証セッションＩＤ情報等と共に通信制御部１０５２及びネットワークイン
タフェース１０５３を順次介してクライアント端末１００２に送信する。
【０２９６】
　ステップＳＰ１０１９において、クライアント端末１００２の制御部１０２３は、ポー
タルサーバ１００３から送信された認証チケット等と、有効期限の延長された認証セッシ
ョンＩＤ情報等とをネットワークインタフェース１０３３及び通信制御部１０３２を順次
介して受信し、当該受信した認証セッションＩＤ情報を認証処理部１０３７に送出する。
【０２９７】
　そして制御部１０２３は、そのポータルサーバ１００３から受信した認証チケット等を
認証要求信号と共に通信制御部１０３２及びネットワークインタフェース１０３３を順次
介して音楽データ配信サーバ１００４に送信する。
【０２９８】
　また認証処理部１０３７は、このとき制御部１０２３の制御のもとに認証情報記憶部１
０３８において、ポータルサーバ１００３から受信された有効期限の延長されている認証
セッションＩＤ情報等をその有効期限が延長される前の認証セッションＩＤ情報等に上書
きするようにして一時記憶することにより、上述のステップＳＰ１０１６において一時記
憶していた認証セッションＩＤ情報等を有効期限の延長された認証セッションＩＤ情報等
に更新する。
【０２９９】
　ステップＳＰ１０２０において、音楽データ配信サーバ１００４の制御部１０７０は、
クライアント端末１００２から送信された認証要求信号及び認証チケット等をネットワー
クインタフェース１０７３及び通信制御部１０７２を順次介して受信する。
【０３００】
　そして制御部１０７０は、そのクライアント端末１００２から受信した認証チケット等
を当該認証チケット等の確認を要求する認証チケット確認要求信号と共に通信制御部１０
７２及びネットワークインタフェース１０７３を順次介してポータルサーバ１００３に送
信する。
【０３０１】
　ステップＳＰ１０２１において、ポータルサーバ１００３の制御部１０５０は、音楽デ
ータ配信サーバ１００４から送信された認証チケット確認要求信号及び認証チケット等を
ネットワークインタフェース１０５３及び通信制御部１０５２を順次介して受信し、当該
受信した認証チケット確認要求信号及び認証チケット等を認証処理部１０５６に送出する
。
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【０３０２】
　そして認証処理部１０５６は、制御部１０５０の制御のもと認証チケット確認要求信号
に応じて、その音楽データ配信サーバ１００４から受信された認証チケット等と、認証情
報記憶部１０５７にすでに一時記憶している認証チケット等とを比較するようにして、当
該音楽データ配信サーバ１００４から受信した認証チケットに対する確認処理を実行する
。
【０３０３】
　その結果、制御部１０５０は、認証処理部１０５６により、音楽データ配信サーバ１０
０４から受信した認証チケット等が正規の認証チケット等であると確認されると、当該認
証チケット等を正規の認証チケット等であると確認したことを示す確認結果情報を通信制
御部１０５２及びネットワークインタフェース１０５３を順次介して音楽データ配信サー
バ１００４に送信する。
【０３０４】
　ステップＳＰ１０２２において、音楽データ配信サーバ１００４の制御部１０７０は、
ポータルサーバ１００３から送信された確認結果情報をネットワークインタフェース１０
７３及び通信制御部１０７２を順次介して受信し、当該受信した確認結果情報を認証処理
部１０７５に送出する。
【０３０５】
　これにより認証処理部１０７５は、制御部１０７０の制御のもとにその確認結果情報に
応じ、サーバ認証結果情報として、現時点のクライアント端末１００２と音楽データ配信
サーバ１００４との通信接続状態に対するサービスセッションＩＤ情報等を発行すると共
に、当該発行したサービスセッションＩＤ情報等を認証情報記憶部１０７７に一時記憶す
る。
【０３０６】
　また制御部１０７０は、認証処理部１０７５によりそのクライアント端末１００２に対
して発行されたサービスセッションＩＤ情報等を通信制御部１０７２及びネットワークイ
ンタフェース１０７３を順次介してクライアント端末１００２に送信する。
【０３０７】
　ステップＳＰ１０２３において、クライアント端末１００２の制御部１０２３は、音楽
データ配信サーバ１００４から送信されたサービスセッションＩＤ情報等をネットワーク
インタフェース１０３３及び通信制御部１０３２を順次介して受信し、当該受信したサー
ビスセッションＩＤ情報等を認証処理部１０３７により認証情報記憶部１０３８に対し一
時記憶させる。
【０３０８】
　これにより制御部１０２３は、音楽データ配信用のページ情報を要求するページ情報取
得要求信号を、音楽データ配信サーバ１００４から受信して認証情報記憶部１０３８に一
時記憶させたサービスセッションＩＤ情報等と共に通信制御部１０３２及びネットワーク
インタフェース１０３３を順次介して音楽データ配信サーバ１００４に送信する。
【０３０９】
　ステップＳＰ１０２４において、音楽データ配信サーバ１００４の制御部１０７０は、
クライアント端末１００２から送信されたページ情報取得要求信号及びサービスセッショ
ンＩＤ情報等をネットワークインタフェース１０７３及び通信制御部１０７２を順次介し
て受信し、当該受信したサービスセッションＩＤ情報等を認証処理部１０７５に送出する
。
【０３１０】
　これにより認証処理部１０７５は、制御部１０７０の制御のもと、クライアント端末１
００２から受信されたサービスセッションＩＤ情報等と、上述のステップＳＰ１０２２に
おいてすでにクライアント端末１００２に対し発行して認証情報記憶部１０７７に一時記
憶していたサービスセッションＩＤ情報等とを比較するようにしてユーザ認証処理を実行
する。
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【０３１１】
　その結果、認証処理部１０７５は、例えばクライアント端末１００２から受信したサー
ビスセッションＩＤ情報等の有効期限が未だ切れてはいないために、そのクライアント端
末１００２を利用するユーザを正規ユーザであると認証すると、当該クライアント端末１
００２からの音楽データ配信用のページ情報の取得要求が正当な要求であると判断する。
【０３１２】
　そして制御部１０７０は、認証処理部１０７５により、クライアント端末１００２を利
用するユーザが正規ユーザであると認証されると、次のステップＳＰ１０２５に移る。
【０３１３】
　ステップＳＰ１０２５において、制御部１０７０は、ページ情報記憶部１０７６から、
ユーザにより取得要求された音楽データ配信用のページ情報を読み出すと共に、認証処理
部１０７５により、クライアント端末１００２に対して発行していたサービスセッション
ＩＤ情報等の有効期限を延長させる。
【０３１４】
　そして制御部１０７０は、そのページ情報記憶部１０７６から読み出した音楽データ配
信用のページ情報を、認証処理部１０７５により有効期限を延長させたサービスセッショ
ンＩＤ情報等と共に通信制御部１０７２及びネットワークインタフェース１０７３を順次
介してクライアント端末１００２に送信する。
【０３１５】
　ステップＳＰ１０２６において、クライアント端末１００２の制御部１０２３は、音楽
データ配信サーバ１００４から送信された音楽データ配信用のページ情報と、有効期限の
延長されたサービスセッションＩＤ情報等とをネットワークインタフェース１０３３及び
通信制御部１０３２を順次介して受信し、当該受信した音楽データ配信用のページ情報を
ページ情報生成部１０３６に送出すると共に、その音楽データ配信サーバ１００４から受
信したサービスセッションＩＤ情報等を認証処理部１０３７に送出する。
【０３１６】
　これにより認証処理部１０３７は、制御部１０２３の制御のもと認証情報記憶部１０３
８において、音楽データ配信サーバ１００４から受信された有効期限の延長されているサ
ービスセッションＩＤ情報等をその有効期限が延長される前のサービスセッションＩＤ情
報等に上書きするようにして一時記憶することにより、上述のステップＳＰ１０２３にお
いて一時記憶していたサービスセッションＩＤ情報等を有効期限の延長されたサービスセ
ッションＩＤ情報等に更新する。
【０３１７】
　またページ情報生成部１０３６は、音楽データ配信用のページ情報に基づく映像データ
を生成し、当該生成した映像データを表示制御部１０２４に送出する。
【０３１８】
　これにより表示制御部１０２４は、ページ情報生成部１０３６から与えられた映像デー
タに対しディジタルアナログ変換処理を施し、得られたアナログ映像信号を表示部１０２
５に送出することにより当該表示部１０２５にそのアナログ映像信号に基づく映像として
音楽データ配信用のページを表示する。
【０３１９】
（３－７－３）音楽関連サービス提供処理
　続いて図１７乃至図２０において、図１６について上述したクライアント端末１００２
と、音楽データ配信サーバ１００４、物販サーバ１００５及びラジオ放送情報配信サーバ
１００６との間で実行されたユーザ認証処理手順の終了後に、当該ユーザ認証処理手順に
おいてクライアント端末１００２が音楽データ配信サーバ１００４、物販サーバ１００５
及びラジオ放送情報配信サーバ１００６から取得した音楽データ配信用のページ情報、パ
ッケージメディア販売用のページ情報及びオンエアリスト情報配信用のページ情報等を利
用して音楽データ配信サービス、物販サービス及びラジオ放送情報配信サービスの提供を
受ける際の音楽関連サービス提供処理について説明する。
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【０３２０】
（３－７－３－１）音楽データ配信サービス提供処理手順
　まず図１７を用いてクライアント端末１００２が、音楽データ配信サーバ１００４から
音楽データ配信サービスの提供を受ける際の音楽データ配信サービス提供処理手順につい
て説明する。
【０３２１】
　ステップＳＰ１０３０において、クライアント端末１００２の制御部１０２３は、表示
部１０２５に映像として表示された音楽データ配信用のページの一部を選択する制御コマ
ンドが入力処理部１０２１から入力されると、当該入力された制御コマンドに応じて、ダ
ウンロード希望の音楽データをダウンロード要求するダウンロード要求信号を生成する。
【０３２２】
　そして制御部１０２３は、そのダウンロード要求信号を、すでに音楽データ配信サーバ
１００４で発行され認証情報記憶部１０３８に対し一時記憶されているサービスセッショ
ンＩＤ情報等と共に通信制御部１０３２及びネットワークインタフェース１０３３を順次
介して音楽データ配信サーバ１００４に送信する。
【０３２３】
　ステップＳＰ１０３１において、音楽データ配信サーバ１００４の制御部１０７０は、
クライアント端末１００２から送信されたダウンロード要求信号と、サービスセッション
ＩＤ情報等とをネットワークインタフェース１０７３及び通信制御部１０７２を順次介し
て受信し、当該受信したサービスセッションＩＤ情報等を認証処理部１０７５に送出する
。
【０３２４】
　これにより認証処理部１０７５は、制御部１０７０の制御のもと、クライアント端末１
００２から受信されたサービスセッションＩＤ情報等と、認証情報記憶部１０７７に対し
すでに一時記憶しているサービスセッションＩＤ情報等とを比較するようにしてユーザ認
証処理を実行する。
【０３２５】
　その結果、制御部１０７０は、認証処理部１０７５により、クライアント端末１００２
を利用して音楽データのダウンロードを要求したユーザが正規ユーザであると認証される
と、次のステップＳＰ１０３２に移る。
【０３２６】
　ステップＳＰ１０３２において、検索部１０７９は、ダウンロード要求信号に格納され
ている検索キーに基づいて、音楽データ記憶部１０７８内の複数の音楽データの中から当
該検索キーの示す検索条件に該当するダウンロード希望の音楽データを検索する。
【０３２７】
　そして制御部１０７０は、検索部１０７９により音楽データが検索されると、認証処理
部１０７５により、クライアント端末１００２に対し発行していたサービスセッションＩ
Ｄ情報等の有効期限を延長させて、次のステップＳＰ１０３３に移る。
【０３２８】
　ステップＳＰ１０３３において制御部１０７０は、音楽データ記憶部１０７８から、検
索部１０７９によって検索されたダウンロード希望の音楽データを読み出すと共に、当該
読み出したダウンロード希望の音楽データを、認証処理部１０７５により有効期限の延長
されたサービスセッションＩＤ情報等と共に通信制御部１０７２及びネットワークインタ
フェース１０７３を順次介してクライアント端末１００２に送信する。
【０３２９】
　ステップＳＰ１０３４において、クライアント端末１００２の制御部１０２３は、音楽
データ配信サーバ１００４から送信されたダウンロード希望の音楽データと、有効期限の
延長されたサービスセッションＩＤ情報等とをネットワークインタフェース１０３３及び
通信制御部１０３２を順次介して受信し、当該受信した音楽データを記憶媒体１０２９に
記憶すると共に、その音楽データ配信サーバ１００４から受信したサービスセッションＩ
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Ｄ情報等を認証処理部１０３７に送出する。
【０３３０】
　認証処理部１０３７は、制御部１０２３の制御のもと認証情報記憶部１０３８において
、音楽データ配信サーバ１００４から受信された有効期限の延長されているサービスセッ
ションＩＤ情報等をその有効期限が延長される前のサービスセッションＩＤ情報等に上書
きするようにして一時記憶することにより、当該認証情報記憶部１０３８に対しすでに一
時記憶しているサービスセッションＩＤ情報等の内容を更新する。
【０３３１】
　このようにしてクライアント端末１００２は、音楽データ配信サーバ１００４の提供し
ている音楽データ配信サービスを利用して、ユーザにより取得の希望された音楽データを
ダウンロードすることができる。
【０３３２】
（３－７－３－２）物販サービス提供処理手順
　次に図１８を用いてクライアント端末１００２が、物販サーバ１００５から物販サービ
スの提供を受ける際の物販サービス提供処理手順について説明する。
【０３３３】
　ステップＳＰ１０４０において、クライアント端末１００２の制御部１０２３は、表示
部１０２５に映像として表示されたパッケージメディア販売用のページの一部を選択する
制御コマンドが入力処理部１０２１から入力されると、当該入力された制御コマンドに応
じた特定のパッケージメディアに関するパッケージメディア情報を要求するメディア情報
要求信号を生成する。
【０３３４】
　そして制御部１０２３は、そのメディア情報要求信号を、すでに物販サーバ１００５で
発行され認証情報記憶部１０３８に対し一時記憶されているサービスセッションＩＤ情報
等と共に通信制御部１０３２及びネットワークインタフェース１０３３を順次介して物販
サーバ１００５に送信する。
【０３３５】
　ステップＳＰ１０４１において、物販サーバ１００５の制御部１０９０は、クライアン
ト端末１００２から送信されたメディア情報要求信号と、サービスセッションＩＤ情報等
とをネットワークインタフェース１０９３及び通信制御部１０９２を順次介して受信し、
当該受信したサービスセッションＩＤ情報等を認証処理部１０９５に送出する。
【０３３６】
　認証処理部１０９５は、制御部１０９０の制御のもと、クライアント端末１００２から
受信されたサービスセッションＩＤ情報等と、認証情報記憶部１０９７に対しすでに一時
記憶しているサービスセッションＩＤ情報等とを比較するようにしてユーザ認証処理を実
行する。
【０３３７】
　その結果、制御部１０９０は、認証処理部１０９５により、クライアント端末１００２
を利用してパッケージメディアに関するパッケージメディア情報を要求したユーザが正規
ユーザであると認証されると、次のステップＳＰ１０４２に移る。
【０３３８】
　ステップＳＰ１０４２において、検索部１０９９は、メディア情報要求信号に格納され
ている検索キーに基づいて、パッケージメディア情報記憶部１０９８内の複数のパッケー
ジメディア情報の中から当該検索キーの示す検索条件に該当する特定のパッケージメディ
アのパッケージメディア情報を検索する。
【０３３９】
　そして制御部１０９０は、検索部１０９９によりパッケージメディア情報が検索される
と、認証処理部１０９５により、クライアント端末１００２に対し発行していたサービス
セッションＩＤ情報等の有効期限を延長させて、次のステップＳＰ１０４３に移る。
【０３４０】
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　そしてステップＳＰ１０４３において制御部１０９０は、パッケージメディア情報記憶
部１０９８から、検索部１０９９によって検索されたパッケージメディア情報を読み出す
と共に、当該読み出したパッケージメディア情報を、認証処理部１０９５により有効期限
の延長されたサービスセッションＩＤ情報等と共に通信制御部１０９２及びネットワーク
インタフェース１０９３を順次介してクライアント端末１００２に送信する。
【０３４１】
　ステップＳＰ１０４４において、クライアント端末１００２の制御部１０２３は、物販
サーバ１００５から送信されたパッケージメディア情報と、有効期限の延長されたサービ
スセッションＩＤ情報等とをネットワークインタフェース１０３３及び通信制御部１０３
２を順次介して受信し、当該受信したパッケージメディア情報をページ情報生成部１０３
６に送出すると共に、その物販サーバ１００５から受信したサービスセッションＩＤ情報
等を認証処理部１０３７に送出する。
【０３４２】
　認証処理部１０３７は、制御部１０２３の制御のもと認証情報記憶部１０３８において
、物販サーバ１００５から受信された有効期限の延長されているサービスセッションＩＤ
情報等をその有効期限が延長される前のサービスセッションＩＤ情報等に上書きするよう
にして一時記憶することにより、当該認証情報記憶部１０３８に対しすでに一時記憶して
いるサービスセッションＩＤ情報等の内容を更新する。
【０３４３】
　またページ情報生成部１０３６は、制御部１０２３から与えられたパッケージメディア
情報に基づいて映像データを生成し、当該生成した映像データを表示制御部１０２４によ
りアナログ映像信号に変換して表示部１０２５に送出する。
【０３４４】
　このようにして制御部１０２３は、表示部１０２５に対しそのアナログ映像信号に基づ
く映像としてパッケージメディア情報を表示させると、次のステップＳＰ１０４５に移る
。
【０３４５】
　ステップＳＰ１０４５において、制御部１０２３は、表示部１０２５に映像として表示
させたパッケージメディア情報に対応するパッケージメディアを購入要求する制御コマン
ドが入力処理部１０２１から入力されると、当該入力された制御コマンドに応じてそのパ
ッケージメディアを購入要求する購入要求信号を生成する。
【０３４６】
　そして制御部１０２３は、その購入要求信号を、すでに物販サーバ１００５から受信し
て認証情報記憶部１０３８に対し一時記憶されているサービスセッションＩＤ情報等（す
なわち、有効期限の延長されたサービスセッションＩＤ情報等）と共に通信制御部１０３
２及びネットワークインタフェース１０３３を順次介して物販サーバ１００５に送信する
。
【０３４７】
　ステップＳＰ１０４６において、物販サーバ１００５の制御部１０９０は、クライアン
ト端末１００２から送信された購入要求信号と、サービスセッションＩＤ情報等とをネッ
トワークインタフェース１０９３及び通信制御部１０９２を順次介して受信し、当該受信
したサービスセッションＩＤ情報等を認証処理部１０９５に送出する。
【０３４８】
　認証処理部１０９５は、制御部１０９０の制御のもと、クライアント端末１００２から
受信されたサービスセッションＩＤ情報等と、認証情報記憶部１０９７に対しすでに一時
記憶しているサービスセッションＩＤ情報等とを比較するようにしてユーザ認証処理を実
行する。
【０３４９】
　その結果、制御部１０９０は、認証処理部１０９５により、クライアント端末１００２
を利用してパッケージメディアの購入を要求したユーザが正規ユーザであると認証される
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と、次のステップＳＰ１０４７に移る。
【０３５０】
　ステップＳＰ１０４７において、制御部１０９０は、クライアント端末１００２を利用
するユーザに対し、購入要求されたパッケージメディアを引き渡すための手続等の購入処
理を実行すると共に、当該パッケージメディアの購入に伴うユーザに対する課金処理用の
課金情報を通信制御部１０９２及びネットワークインタフェース１０９３を順次介して課
金サーバ１００８に送信することにより、その課金サーバ１００８に対し当該ユーザに対
するパッケージメディアの購入に応じた課金処理を実行させる。
【０３５１】
　また制御部１０９０は、認証処理部１０９５により、クライアント端末１００２に対し
発行していたサービスセッションＩＤ情報等の有効期限を延長させる。
【０３５２】
　ステップＳＰ１０４８において、制御部１０９０は、課金処理終了後、パッケージメデ
ィアの購入処理が完了したことを示す購入完了ページ情報を、認証処理部１０９５により
有効期限の延長されたサービスセッションＩＤ情報等と共に通信制御部１０９２及びネッ
トワークインタフェース１０９３を順次介してクライアント端末１００２に送信する。
【０３５３】
　ステップＳＰ１０４９において、クライアント端末１００２の制御部１０２３は、物販
サーバ１００５から送信された購入完了ページ情報と、有効期限の延長されたサービスセ
ッションＩＤ情報等とをネットワークインタフェース１０３３及び通信制御部１０３２を
順次介して受信し、当該受信した購入完了ページ情報をページ情報生成部１０３６に送出
すると共に、その物販サーバ１００５から受信したサービスセッションＩＤ情報等を認証
処理部１０３７に送出する。
【０３５４】
　認証処理部１０３７は、制御部１０２３の制御のもと認証情報記憶部１０３８において
、物販サーバ１００５から受信された有効期限の延長されているサービスセッションＩＤ
情報等をその有効期限が延長される前のサービスセッションＩＤ情報等に上書きするよう
にして一時記憶することにより、当該認証情報記憶部１０３８に対しすでに一時記憶して
いるサービスセッションＩＤ情報等の内容を更新する。
【０３５５】
　またページ情報生成部１０３６は、制御部１０２３から与えられた購入完了ページ情報
に基づく映像データを生成し、当該生成した映像データを表示制御部１０２４によりアナ
ログ映像信号に変換して表示部１０２５に送出する。
【０３５６】
　これにより制御部１０２３は、表示部１０２５に対しそのアナログ映像信号に基づく映
像として購入完了ページを表示させる。
【０３５７】
　このようにしてクライアント端末１００２は、物販サーバ１００５の提供している物販
サービスを利用して、ユーザに対して所望のパッケージメディアを購入させることができ
る。
【０３５８】
（３－７－３－３）オンエアリスト情報配信サービス提供処理手順
　次に図１９を用いてクライアント端末１００２が、ラジオ放送情報配信サーバ１００６
からラジオ放送情報配信サービスとして特にオンエアリスト情報配信サービスの提供を受
ける際のラジオ放送情報配信サービス提供処理手順について説明する。
【０３５９】
　ステップＳＰ１０６０において、クライアント端末１００２の制御部１０２３は、表示
部１０２５に映像として表示させたオンエアリスト情報配信用のページ上で入力ボックス
に対し取得希望のオンエアリスト情報検索用の検索キーが入力され、当該入力された検索
キーを示す文字列に対応する制御コマンドが入力処理部１０２１から入力されると、当該
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入力された制御コマンドに応じて、取得希望のオンエアリスト情報をダウンロード要求す
るオンエアリスト情報要求信号を生成する。
【０３６０】
　そして制御部１０２３は、そのオンエアリスト情報要求信号を、すでにラジオ放送情報
配信サーバ１００６で発行され認証情報記憶部１０３８に対し一時記憶されているサービ
スセッションＩＤ情報等と共に通信制御部１０３２及びネットワークインタフェース１０
３３を順次介してラジオ放送情報配信サーバ１００６に送信する。
【０３６１】
　ステップＳＰ１０６１において、ラジオ放送情報配信サーバ１００６の制御部１１１０
は、クライアント端末１００２から送信されたオンエアリスト情報要求信号と、サービス
セッションＩＤ情報等とをネットワークインタフェース１１１３及び通信制御部１１１２
を順次介して受信し、当該受信したサービスセッションＩＤ情報等を認証処理部１１１５
に送出する。
【０３６２】
　認証処理部１１１５は、制御部１１１０の制御のもと、クライアント端末１００２から
受信されたサービスセッションＩＤ情報等と、認証情報記憶部１１２０に対しすでに一時
記憶しているサービスセッションＩＤ情報等とを比較するようにしてユーザ認証処理を実
行する。
【０３６３】
　その結果、制御部１１１０は、認証処理部１１１５により、クライアント端末１００２
を利用してオンエアリスト情報を要求したユーザが正規ユーザであると認証されると、次
のステップＳＰ１０６２に移る。
【０３６４】
　ステップＳＰ１０６２において、検索部１１１８は、オンエアリスト情報要求信号に格
納されている検索キーに基づいて、オンエアリスト情報記憶部１１１７内のオンエアリス
ト情報全体に対し、当該検索キーの示す検索条件に該当する所定範囲部分を取得希望のオ
ンエアリスト情報として検索する。
【０３６５】
　そして制御部１１１０は、検索部１１１８によりオンエアリスト情報が検索されると、
認証処理部１１１５により、クライアント端末１００２に対し発行していたサービスセッ
ションＩＤ情報等の有効期限を延長させて、次のステップＳＰ１０６３に移る。
【０３６６】
　そしてステップＳＰ１０６３において制御部１１１０は、オンエアリスト情報記憶部１
１１７から、検索部１１１８によって検索されたオンエアリスト情報を読み出すと共に、
当該読み出したオンエアリスト情報を、認証処理部１１１５により有効期限の延長された
サービスセッションＩＤ情報等と共に通信制御部１１１２及びネットワークインタフェー
ス１１１３を順次介してクライアント端末１００２に送信する。
【０３６７】
　ステップＳＰ１０６４において、クライアント端末１００２の制御部１０２３は、ラジ
オ放送情報配信サーバ１００６から送信されたオンエアリスト情報と、有効期限の延長さ
れたサービスセッションＩＤ情報等とをネットワークインタフェース１０３３及び通信制
御部１０３２を順次介して受信し、当該受信したオンエアリスト情報をページ情報生成部
１０３６に送出すると共に、そのラジオ放送情報配信サーバ１００６から受信したサービ
スセッションＩＤ情報等を認証処理部１０３７に送出する。
【０３６８】
　認証処理部１０３７は、制御部１０２３の制御のもと認証情報記憶部１０３８において
、ラジオ放送情報配信サーバ１００６から受信された有効期限の延長されているサービス
セッションＩＤ情報等をその有効期限が延長される前のサービスセッションＩＤ情報等に
上書きするようにして一時記憶することにより、当該認証情報記憶部１０３８に対しすで
に一時記憶しているサービスセッションＩＤ情報等の内容を更新する。
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【０３６９】
　またページ情報生成部１０３６は、制御部１０２３から与えられたオンエアリスト情報
に基づいて映像データを生成し、当該生成した映像データを表示制御部１０２４によりア
ナログ映像信号に変換して表示部１０２５に送出することにより当該表示部１０２５に対
しそのアナログ映像信号に基づく映像としてオンエアリスト情報を表示させる。
【０３７０】
　このようにしてクライアント端末１００２は、ラジオ放送情報配信サーバ１００６の提
供しているラジオ放送情報配信サービスを利用して、ユーザに対して所望のオンエアリス
ト情報を取得させることができる。
【０３７１】
（３－７－３－４）ナウオンエア情報配信サービス提供処理手順
　次に図２０を用いてクライアント端末１００２が、ラジオ放送情報配信サーバ１００６
からラジオ放送情報配信サービスとして特にナウオンエア情報配信サービスの提供を受け
る際のラジオ放送情報配信サービス提供処理手順について説明する。
【０３７２】
　ただしナウオンエア情報を提供するラジオ放送情報配信サーバ１００６は、ラジオ局（
コールサイン）毎に設けられている。
【０３７３】
　そしてクライアント端末１００２には、初期状態において、各ラジオ局に対応するラジ
オ放送情報配信サーバ１００６のＵＲＬ情報が記憶されていない場合がある。
【０３７４】
　そのため以下のラジオ放送情報配信サービス提供処理手順については、各ラジオ放送情
報配信サーバ１００６のＵＲＬ情報をラジオ局のコールサイン毎にポータルサーバ１００
３が管理している場合を例に挙げて説明する。
【０３７５】
　またかかるラジオ放送情報配信サービス提供処理手順では、クライアント端末１００２
が、ラジオ局毎の放送周波数を自動プリセットするためにポータルサーバ１００３に対し
て当該放送周波数を示す周波数情報を要求するときに、認証情報記憶部１０３８に対し認
証セッションＩＤ情報等を一時記憶してはいない場合を想定している。このため、まずク
ライアント端末１００２は、ポータルサーバ１００３に対しユーザＩＤ情報及びパスワー
ド情報等を送信することになる。
【０３７６】
　ステップＳＰ１０７０において、クライアント端末１００２の制御部１０２３は、入力
処理部１０２１から各ラジオ局の放送周波数を自動プリセットするように要求する操作コ
マンドが入力されると、これに応じて各ラジオ局の受信可能な放送周波数の周波数情報を
取得要求する周波数情報要求信号を、ユーザにより入力された地域コードと、認証情報記
憶部１０３８に記憶されているユーザＩＤ情報及びパスワード情報等と共に通信制御部１
０３２及びネットワークインタフェース１０３３を順次介してポータルサーバ１００３に
送信する。
【０３７７】
　ステップＳＰ１０７１において、ポータルサーバ１００３の制御部１０５０は、クライ
アント端末１００２から送信された周波数情報要求信号、地域コード、ユーザＩＤ情報及
びパスワード情報等をネットワークインタフェース１０５３及び通信制御部１０５２を順
次介して受信し、そのクライアント端末１００２から受信したユーザＩＤ情報及びパスワ
ード情報等を認証処理部１０５６に送出する。
【０３７８】
　認証処理部１０５６は、制御部１０５０の制御のもと、クライアント端末１００２から
受信されたユーザＩＤ情報及びパスワード情報等と、顧客データベース部１０５４に登録
している顧客情報とを比較するようにしてユーザ認証処理を実行する。
【０３７９】
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　その結果、認証処理部１０５６は、クライアント端末１００２を利用するユーザを正規
ユーザであると認証し、当該クライアント端末１００２からの周波数情報の取得要求が正
当な要求であると判断すると、制御部１０５０の制御のもと、現時点のクライアント端末
１００２とポータルサーバ１００３との通信接続状態に対する認証セッションＩＤ情報等
を発行し、当該発行した認証セッションＩＤ情報等を認証情報記憶部１０５７に一時記憶
する。
【０３８０】
　そして制御部１０５０は、このように認証処理部１０５６によりユーザが正規ユーザで
あると認証されると、次のステップＳＰ１０７２に移る。
【０３８１】
　ステップＳＰ１０７２において、制御部１０５０は、クライアント端末１００２から受
信した地域コードに基づいて、周波数情報記憶部１０５８内の複数の周波数情報、ラジオ
局名及びコールサインのリストの中から当該地域コードに対応する周波数情報、ラジオ局
名及びコールサインを検索してリスト化し読み出す。
【０３８２】
　これにより制御部１０５０は、周波数情報記憶部１０５８からリスト化して読み出した
周波数情報、ラジオ局名及びコールサインを、上述のステップＳＰ１０７１において認証
処理部１０５６によりクライアント端末１００２に対して発行された認証セッションＩＤ
情報等と共に通信制御部１０５２及びネットワークインタフェース１０５３を順次介して
クライアント端末１００２に送信する。
【０３８３】
　ステップＳＰ１０７３において、クライアント端末１００２の制御部１０２３は、ポー
タルサーバ１００３から送信された周波数情報、ラジオ局名及びコールサインのリストと
、認証セッションＩＤ情報等とをネットワークインタフェース１０３３及び通信制御部１
０３２を順次介して受信し、当該ポータルサーバ１００３から受信した認証セッションＩ
Ｄ情報等を認証処理部１０３７に送出すると共に、周波数情報、ラジオ局名及びコールサ
インのリストを表示制御部１０２４に送出する。
【０３８４】
　これにより認証処理部１０３７は、制御部１０２３の制御のもと、ポータルサーバ１０
０３から受信された認証セッションＩＤ情報等を認証情報記憶部１０３８に一時記憶する
。
【０３８５】
　また表示制御部１０２４は、制御部１０２３から与えられた周波数情報、ラジオ局名及
びコールサインのリストを表示部１０２５に送出することにより当該表示部１０２５に対
しそのリストを表示させる。
【０３８６】
　さらに制御部１０２３は、このとき入力処理部１０２１から入力される選択コマンドに
基づき、選択された周波数情報、ラジオ局名及びコールサインを記憶媒体１０２９にプリ
セットとして記憶して、次のステップＳＰ１０７４に移る。
【０３８７】
　ステップＳＰ１０７４において、制御部１０２３は、入力処理部１０２１から入力され
るチューニング制御コマンドに応じて、チューナ部１０３１を、ラジオ放送波の中からチ
ューニング制御コマンドに対応する放送周波数で放送されているラジオ放送のラジオ放送
信号を抽出するように制御する。
【０３８８】
　これによりチューナ部１０３１は、放送信号受信部３０により受信されたラジオ放送波
の中から、その放送周波数で放送されているラジオ放送信号を抽出して復号等の所定の受
信処理を施し、この結果得られた音声データを音声制御部１０２６に送出する。
【０３８９】
　従って音声制御部１０２６は、チューナ部１０３１から与えられる音声データをアナロ
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グ音声信号に変換してスピーカ１０２７に送出することにより当該スピーカ１０２７から
、選択されたラジオ番組の音声を出力させることができる。
【０３９０】
　ステップＳＰ１０７５において、ラジオ放送表示制御部１０３９は、制御部１０２３の
制御のもと、記憶媒体１０２９から、上述のチューニング制御コマンドに対応する放送周
波数を示す周波数情報に対応して記憶されているコールサインを読み出すと共に、当該読
み出したコールサインを、認証情報記憶部１０３８に対しすでに一時記憶されている認証
セッションＩＤ情報等と共に通信制御部１０３２及びネットワークインタフェース１０３
３を順次介してポータルサーバ１００３に送信する。
【０３９１】
　ステップＳＰ１０７６において、ポータルサーバ１００３の制御部１０５０は、クライ
アント端末１００２から送信されたコールサイン及び認証セッションＩＤ情報等をネット
ワークインタフェース１０５３及び通信制御部１０５２を順次介して受信し、当該受信し
た認証セッションＩＤ情報等を認証処理部１０５６に送出する。
【０３９２】
　認証処理部１０５６は、制御部１０５０の制御のもと、クライアント端末１００２から
受信された認証セッションＩＤ情報等と、認証情報記憶部１０５７に対しすでに一時記憶
している認証セッションＩＤ情報等とを比較するようにしてユーザ認証処理を実行する。
【０３９３】
　その結果、制御部１０５０は、認証処理部１０５６により、クライアント端末１００２
から受信した認証セッションＩＤ情報等が有効期限内のものであり、当該クライアント端
末１００２を利用してコールサインを送信したユーザが正規ユーザであると認証されると
、次のステップＳＰ１０７７に移る。
【０３９４】
　ステップＳＰ１０７７において、制御部１０５０は、クライアント端末１００２から受
信したコールサインに基づいて、ＵＲＬ記憶部１０５９内の複数のＵＲＬ情報の中から当
該コールサインに対応付けられたＵＲＬ情報を検索する。
【０３９５】
　また制御部１０５０は、認証処理部１０５６により、クライアント端末１００２に対し
発行していた認証セッションＩＤ情報等の有効期限を延長させる。
【０３９６】
　そして制御部１０５０は、ＵＲＬ記憶部１０５９から、その検索したＵＲＬ情報を読み
出すと共に、当該読み出したＵＲＬ情報を、認証処理部１０５６により有効期限の延長さ
れた認証セッションＩＤ情報等と共に通信制御部１０５２及びネットワークインタフェー
ス１０５３を順次介してクライアント端末１００２に送信する。
【０３９７】
　ステップＳＰ１０７８において、クライアント端末１００２の制御部１０２３は、ポー
タルサーバ１００３から送信されたＵＲＬ情報と、有効期限の延長された認証セッション
ＩＤ情報等とをネットワークインタフェース１０３３及び通信制御部１０３２を順次介し
て受信し、当該受信した認証セッションＩＤ情報等を認証処理部１０３７に送出すると共
に、ＵＲＬ情報をラジオ放送表示制御部１０３９に送出する。
【０３９８】
　認証処理部１０３７は、制御部１０２３の制御のもと認証情報記憶部１０３８において
、ポータルサーバ１００３から受信された有効期限の延長されている認証セッションＩＤ
情報等をその有効期限が延長される前の認証セッションＩＤ情報等に上書きするようにし
て一時記憶することにより、当該認証情報記憶部１０３８に対しすでに一時記憶している
認証セッションＩＤ情報等の内容を更新する。
【０３９９】
　またラジオ放送表示制御部１０３９は、制御部１０２３の制御のもとに、当該制御部１
０２３から与えられたＵＲＬ情報を、記憶媒体１０２９に記憶しているコールサインに対
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応付けて記憶媒体１０２９等に一時記憶する。
【０４００】
　そしてラジオ放送表示制御部１０３９は、制御部１０２３の制御のもとに、記憶媒体１
０２９等に一時記憶したＵＲＬ情報に従って、ナウオンエア情報を取得要求するナウオン
エア情報要求信号を、すでにラジオ放送情報配信サーバ１００６から受信され認証情報記
憶部１０３８に対し一時記憶されているサービスセッションＩＤ情報等と共に通信制御部
１０３２及びネットワークインタフェース１０３３を順次介してラジオ放送情報配信サー
バ１００６に送信する。
【０４０１】
　ここでかかるラジオ放送情報配信サービス提供処理手順では、ステップＳＰ１０７８に
おいてクライアント端末１００２からナウオンエア情報要求信号及びサービスセッション
ＩＤ情報等をラジオ放送情報配信サーバ１００６に送信する処理が、図１６について上述
したステップＳＰ１０１０の処理に対応している。
【０４０２】
　従ってこのラジオ放送情報配信サービス提供処理手順では、ステップＳＰ１０７８の処
理に引き続き、クライアント端末１００２及びラジオ放送情報配信サーバ１００６並びに
ポータルサーバ１００３において、図１６について上述したステップＳＰ１０１１乃至ス
テップＳＰ１０１３及びステップＳＰ１０１８乃至ステップＳＰ１０２２と同様のユーザ
認証処理を順次実行した後、続くステップＳＰ１０７９に移る。
【０４０３】
　ステップＳＰ１０７９において、クライアント端末１００２のラジオ放送表示制御部１
０３９は、制御部１０２３の制御のもとに再び、記憶媒体１０２９等に一時記憶していた
ＵＲＬ情報に従ってナウオンエア情報要求信号を、すでにラジオ放送情報配信サーバ１０
０６から受信して認証情報記憶部１０３８に対し一時記憶されているサービスセッション
ＩＤ情報等と共に通信制御部１０３２及びネットワークインタフェース１０３３を順次介
してラジオ放送情報配信サーバ１００６に送信する。
【０４０４】
　ステップＳＰ１０８０において、ラジオ放送情報配信サーバ１００６の制御部１１１０
は、クライアント端末１００２から送信されたナウオンエア情報要求信号と、サービスセ
ッションＩＤ情報等とをネットワークインタフェース１１１３及び通信制御部１１１２を
順次介して受信し、当該受信した認証セッションＩＤ情報等を認証処理部１１１５に送出
する。
【０４０５】
　これにより認証処理部１１１５は、制御部１１１０の制御のもと、クライアント端末１
００２から受信されたサービスセッションＩＤ情報等と、認証情報記憶部１１２０に対し
すでに一時記憶しているサービスセッションＩＤ情報等とを比較するようにしてユーザ認
証処理を実行する。
【０４０６】
　その結果、認証処理部１１１５は、クライアント端末１００２を利用するユーザを正規
ユーザであると認証すると、当該クライアント端末１００２からのナウオンエア情報の取
得要求が正当な要求であると判断する。
【０４０７】
　そして制御部１１１０は、認証処理部１１１５により、クライアント端末１００２を利
用するユーザが正規ユーザであると認証されると、当該認証処理部１１１５により、その
クライアント端末１００２に対し発行していたサービスセッションＩＤ情報等の有効期限
を延長させて、次のステップＳＰ１０８１に移る。
【０４０８】
　ステップＳＰ１０８１において、制御部１１１０は、ナウオンエア情報記憶部１１１９
からナウオンエア情報を読み出し、当該読み出したナウオンエア情報を、認証処理部１１
１５により有効期限の延長されたサービスセッションＩＤ情報等と共に通信制御部１１１
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２及びネットワークインタフェース１１１３を順次介してクライアント端末１００２に送
信する。
【０４０９】
　ステップＳＰ１０８２において、クライアント端末１００２の制御部１０２３は、ラジ
オ放送情報配信サーバ１００６から送信されたナウオンエア情報と、有効期限の延長され
たサービスセッションＩＤ情報等とをネットワークインタフェース１０３３及び通信制御
部１０３２を順次介して受信し、当該受信したサービスセッションＩＤ情報等を認証処理
部１０３７に送出すると共に、ナウオンエア情報をラジオ放送表示制御部１０３９に送出
する。
【０４１０】
　これにより認証処理部１０３７は、制御部１０２３の制御のもと認証情報記憶部１０３
８において、ラジオ放送情報配信サーバ１００６から受信された有効期限の延長されてい
るサービスセッションＩＤ情報等をその有効期限が延長される前のサービスセッションＩ
Ｄ情報等に上書きするようにして一時記憶することにより、当該認証情報記憶部１０３８
に対しすでに一時記憶しているサービスセッションＩＤ情報等の内容を更新する。
【０４１１】
　またラジオ放送表示制御部１０３９は、制御部１０２３から与えられたナウオンエア情
報を表示制御部１０２４を介して表示部１０２５に送出することにより、当該表示部１０
２５に対し、現在受信中のラジオ放送のラジオ番組に関するナウオンエア情報を表示させ
る。
【０４１２】
　そしてかかるラジオ放送情報配信サービス提供処理手順では、この後、クライアント端
末１００２がステップＳＰ１０７９におけるナウオンエア情報の取得要求を定期的に繰り
返し実行すると共に、ラジオ放送情報配信サーバ１００６がクライアント端末１００２か
らその取得要求を受けてステップＳＰ１０８０及びステップＳＰ１０８１の処理を順次実
行する。
【０４１３】
　これによりクライアント端末１００２では、現在受信中のラジオ番組の番組名、番組放
送開始時刻、番組放送終了時刻、そのラジオ番組内で現在流れている楽曲のタイトル、ア
ーティスト名、楽曲放送開始時刻等をナウオンエア情報として時々刻々と更新しながらク
ライアント端末１００２の表示部１０２５に表示することができる。
【０４１４】
　以上の構成によれば、音楽関連サービス提供システム１０００では、係るシステム１０
００の提供する音楽関連サービスを受けるように登録したユーザを的確に認証したうえで
、当該ユーザの利用するクライアント端末２に対し、ラジオ放送等の放送情報に含まれる
楽曲等のコンテンツに関する関連情報（ナウオンエア情報やオンエアリスト情報等）を取
得させることができる。
【０４１５】
　従って、この音楽関連サービス提供システム１０００では、第三者がかかる関連情報を
取得して不当に利用することをほぼ確実に防止することができる。
【０４１６】
　なお、第２の実施の形態の場合、図９について上述したクライアント端末１００２は、
本発明の記録装置１及び第１の実施の形態による端末装置１０に対応している。また図１
１について上述したポータルサーバ１００３は、第１の実施の形態による総合サービスサ
ーバ３５に対応している。さらに図１４について上述したラジオ放送情報配信サーバ１０
０６は、第１の実施の形態による放送局サーバ３２に対応している。
【０４１７】
　これに加えて図１２について上述した音楽データ配信サーバ１００４は、第１の実施の
形態による音楽配信サーバ３３に対応している。また図１３について上述した物販サーバ
１００５は、第１の実施の形態によるＣＤショップサーバ３４に対応している。
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【０４１８】
　ところで図５について上述した端末装置１０のプログラムモジュールにおいてＨＴＴＰ
メッセージプログラム１１１及びコミュニケータプログラム１１２は、図９について上述
したクライアント端末１００２の通信制御部１０３２と同様の機能を実現可能なプログラ
ムモジュールである。
【０４１９】
　またコンテンツ再生モジュール１１３は、図９について上述したクライアント端末１０
０２のエンコーダ／デコーダ部１０３４と同様の機能を実現可能なプログラムモジュール
である。
【０４２０】
　さらに著作権保護情報管理モジュール１１４は、図９について上述したクライアント端
末１００２の著作権管理部１０３５と同様の機能を実現可能なプログラムモジュールであ
る。
【０４２１】
　さらにインターネットラジオ選局再生モジュール１１８は、図９について上述したクラ
イアント端末１００２の制御部１０２３及び音声制御部１０２６と同様の機能を実現可能
なプログラムモジュールである。
【０４２２】
　さらに楽曲購入再生モジュール１１９は、図９について上述したクライアント端末１０
０２の制御部１０２３及び音声制御部１０２６と同様の機能を実現可能なプログラムモジ
ュールである。
【０４２３】
　さらにＸＭＬブラウザ１５１は、図９について上述したクライアント端末１００２の入
力処理部１０２１及びページ情報生成部１０３６と同様の機能を実現可能なプログラムモ
ジュールである。
【０４２４】
　さらにハードディスクコンテンツコントローラ１１７及びデータベースアクセスモジュ
ール１１５並びにコンテンツデータアクセスモジュール１１６は、図９について上述した
クライアント端末１００２の制御部１０２３と同様の機能を実現可能なプログラムモジュ
ールである。
【０４２５】
　さらにライブラリ１３０の認証ライブラリ１３１は、図９について上述したクライアン
ト端末１００２の認証処理部１０３７及び認証情報記憶部１０３８と同様の機能を実現可
能なプログラムモジュールである。
【０４２６】
　さらにライブラリ１３０のクリップライブラリ１３２は、図９について上述したクライ
アント端末１００２の制御部１０２３と同様の機能を実現可能なプログラムモジュールで
ある。
【０４２７】
　さらに関連情報表示モジュール１２０は、図９について上述したクライアント端末１０
０２のラジオ放送表示制御部１０３９と同様の機能を実現可能なプログラムモジュールで
ある。
【０４２８】
　さらにチューナ選局再生／録音モジュール１２１は、図９について上述したクライアン
ト端末１００２の制御部１０２３及び音声制御部１０２６並びにチューナ部１０３１と同
様の機能を実現可能なプログラムモジュールである。
【０４２９】
　さらにオーディオユーザインタフェース１５２は、図９について上述したクライアント
端末１００２の入力処理部１０２１及び制御部１０２３並びに表示制御部１０２４と同様
の機能を実現可能なプログラムモジュールである。
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【０４３０】
　さらにＣＤ再生モジュール１４１は、図９について上述したクライアント端末１００２
の音声制御部１０２６及び外部記録媒体記録再生部１０２８と同様の機能を実現可能なプ
ログラムモジュールである。
【０４３１】
　さらにＨＤＤ再生モジュール１４２は、図９について上述したクライアント端末１００
２の制御部１０２３及び音声制御部１０２６と同様の機能を実現可能なプログラムモジュ
ールである。
【０４３２】
　従って図４について上述したハードウェア回路ブロックによるハードウェア構成の端末
装置１０では、ＣＰＵ１１が上述の各種プログラムモジュールに従って、図９について上
述した機能回路ブロックによるハードウェア構成のクライアント端末１００２と同様の処
理を実行することができる。
【０４３３】
　また上述の実施の形態においては、クライアント端末１００２が受信可能な放送として
ラジオ局から放送されるラジオ放送を適用したが、これに限らず、クライアント端末１０
０２がインターネットラジオ放送や衛星ラジオ放送を受信して、その関連情報及びラジオ
放送情報を取得するようにしたり、或いはテレビジョン用の放送局から放送されるテレビ
ジョン放送を受信し、そのテレビジョン放送のテレビジョン番組に関する各種放送情報等
をネットワークＮＴ１０００上のサーバから取得することも可能である。
【０４３４】
　さらに上述の実施の形態においては、本発明による記録装置を端末装置１０及びクライ
アント端末１００２に適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず
、パーソナルコンピュータや携帯電話機、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ）、ゲーム機器等の情報処理装置、テレビジョン受像機、ラジオ放
送受信機、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）レコーダ、ハード
ディスクレコーダ等のように、この他種々の記録装置に広く適用することができる。
【０４３５】
　すなわち、上述の実施の形態においては、ハードウェア回路ブロック、機能回路ブロッ
ク及びプログラムモジュールを端末装置１０やクライアント端末１００２に実装した場合
について述べたが、本発明はこれに限らず、これらを携帯電話機やパーソナルコンピュー
タ等、端末装置１０及びクライアント端末１００２以外の種々の端末に実装するようにし
てもよく、これらハードウェア回路ブロック、機能回路ブロック及びプログラムモジュー
ルを実装した端末であれば、上述した端末装置１０及びクライアント端末１００２と同様
の処理を実現することができる。
【０４３６】
　さらに上述の実施の形態においては、本発明によるプログラムを図５について上述した
プログラムモジュールに適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限ら
ず、この他種々の構成のプログラムを適用することができる。
【０４３７】
　さらに上述の実施の形態においては、受信中の放送情報内に含まれるコンテンツの関連
情報を受信する受信手段として、図１乃至図２０について上述した端末装置１０の通信処
理部２２及びネットワークインタフェース２３や、クライアント端末１００２の通信制御
部１０３２を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、記録装
置と、コンテンツの関連情報を提供する装置との間の通信方式に応じて、この他種々の受
信手段を広く適用することができる。
【０４３８】
　さらに上述の実施の形態においては、コンテンツの関連情報を一時記憶する一時記憶手
段として、図１乃至図２０について上述した端末装置１０のＣＰＵ１１及びハードディス
クドライブ２１（又はＲＡＭ２０）や、クライアント端末１００２の制御部１０２３及び
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記憶媒体１００２９を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず
、コンテンツの関連情報を光磁気ディスクや半導体メモリ等の種々の記録媒体に一時記憶
する、この他種々の一時記憶手段を広く適用することができる。
【０４３９】
　さらに上述の実施の形態においては、外部から入力される記録要求に応じて、一時記憶
手段に記憶される関連情報を保管手段に記録する関連情報記録手段として、図１乃至図２
０について上述した端末装置１０のＣＰＵ１１及びハードディスクドライブ２１（又はＲ
ＡＭ２０）や、クライアント端末１００２の制御部１０２３及び記憶媒体１００２９を適
用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、関連情報を一時記憶手
段から保管手段に記録することができれば、この他種々の関連情報記録手段を広く適用す
ることができる。
【０４４０】
　さらに上述の実施の形態においては、外部から入力される記録要求に応じて、受信中の
放送情報を保管手段に記録される関連情報と関連付けて保管手段に記録する放送情報記録
手段として、図１乃至図２０について上述した端末装置１０のＣＰＵ１１及びハードディ
スクドライブ２１（又はＲＡＭ２０）や、クライアント端末１００２の制御部１０２３及
び記憶媒体１００２９を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限ら
ず、受信中の放送情報を関連情報と関連付けて保管手段に記録することができれば、この
他種々の放送情報記録手段を広く適用することができる。
【０４４１】
　さらに上述の実施の形態においては、認証機能を有する認証サーバとして、図１乃至図
２０について上述した総合サービスサーバ３５及びポータルサーバ１００３を適用するよ
うにした場合について述べたが、本発明はこれ限らず、認証機能のみを有するサーバ等の
ように、この他種々の認証サーバを広く適用することができる。
【０４４２】
　さらに上述の実施の形態においては、コンテンツの関連情報を提供する関連情報提供サ
ーバとして、図１乃至図２０について上述した放送局サーバ３２及びラジオ放送情報配信
サーバ１００６を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、放
送情報に含まれるコンテンツの関連情報を提供可能であれば、ＣＤタイトル情報提供サー
バ３１や、テレビジョン放送局の運営するサーバ等のように、この他種々の関連情報提供
サーバを広く適用することができる。
【０４４３】
　さらに上述の実施の形態においては、関連情報提供サーバから認証エラーを示す情報と
共に、端末装置に対して送信する当該関連情報提供サーバを識別するサービス識別情報と
して、図１乃至図２０について上述したショップコードを適用するようにした場合につい
て述べたが、本発明はこれに限らず、関連情報提供サーバを識別可能であれば、この他種
種のサービス識別情報を広く適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０４４４】
　本発明は、パーソナルコンピュータや携帯電話機等の記録装置に利用することができる
。
【図面の簡単な説明】
【０４４５】
【図１】図１は、本発明の記録装置の原理構成の説明図である。
【図２】図２は、本発明による第１の実施の形態に係るネットワークシステムを示す図で
ある。
【図３】図３は、端末装置の外観を示す図である。
【図４】図４は、端末装置のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図５】図５は、端末装置のプログラムモジュール構成を示す図である。
【図６】図６は、端末装置に対するクリップ要求時点から放送情報を記録する方法のフロ
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【図７】図７は、端末装置に対するクリップ要求時点の前後一定時間の放送情報を記録す
る方法のフローを示す図である。
【図８】図８は、本発明による第２の実施の形態に係る音楽関連サービス提供システムの
全体構成を示す略線図である。
【図９】図９は、クライアント端末の機能回路ブロックによるハードウェア構成を示すブ
ロック図である。
【図１０】図１０は、ディレクトリ構成を示す略線図である。
【図１１】図１１は、ポータルサーバの機能回路ブロックによるハードウェア構成を示す
ブロック図である。
【図１２】図１２は、音楽データ配信サーバの機能回路ブロックによるハードウェア構成
を示すブロック図である。
【図１３】図１３は、物販サーバの機能回路ブロックによるハードウェア構成を示すブロ
ック図である。
【図１４】図１４は、ラジオ放送情報配信サーバの機能回路ブロックによるハードウェア
構成を示すブロック図である。
【図１５】図１５は、クライアント端末及びポータルサーバ間のユーザ認証処理手順を示
すシーケンスチャートである。
【図１６】図１６は、クライアント端末及び音楽データ配信サーバ間のユーザ認証処理手
順を示すシーケンスチャートである。
【図１７】図１７は、音楽データ配信サービス提供処理手順を示すシーケンスチャートで
ある。
【図１８】図１８は、物販サービス提供処理手順を示すシーケンスチャートである。
【図１９】図１９は、ラジオ放送情報（オンエアリスト情報）配信サービス提供処理手順
（１）を示すシーケンスチャートである。
【図２０】図２０は、ラジオ放送情報（ナウオンエア情報）配信サービス提供処理手順（
２）を示すシーケンスチャートである。
【符号の説明】
【０４４６】
　１……記録装置、２……受信手段、３……一時記憶手段、４……保管手段、５……関連
情報記録手段、６……放送情報記録手段、７……記録時間設定手段、８……音情報合成手
段、１０……端末装置、１１……ＣＰＵ、２０……ＲＡＭ、２１……ハードディスクドラ
イブ、２２……通信処理部、２３……ネットワークインタフェース、３０、ＮＴ１０００
……ネットワーク、３１……ＣＤタイトル情報提供サーバ、３２……放送局サーバ、３２
ａ……放送局、３５……総合サービスサーバ、１００２……クライアント端末、１００３
……ポータルサーバ、１００６……ラジオ放送情報配信サーバ、１０２３……制御部、１
０３２……通信制御部、１０２９……記憶媒体。
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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【図１９】 【図２０】
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