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(57)【要約】
【課題】従来と比して一段とユーザに適した情報を提供
する。
【解決手段】情報処理装置１が、ネットワークＮＴで接
続された端末ＴＭに対して端末識別情報を付与すること
によりユーザ登録前でもユーザの端末ＴＭを識別するこ
とができ、また端末識別情報と履歴情報とを対応付けて
記憶することでユーザ登録前でもユーザの端末ＴＭごと
に履歴情報を管理することができ、さらにユーザ登録さ
れたときにユーザ識別情報と端末識別情報とを対応付け
ることによりユーザ識別情報とユーザ登録前の履歴情報
とを対応付けることができるので、ユーザ登録前の履歴
情報をユーザ登録後にも有効利用することができ、かく
して従来と比して一段とユーザに適した情報を提供する
ことができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークで接続された端末に対して端末識別情報を付与する端末登録手段と、
　上記端末識別情報を上記端末に送信する送信手段と、
　上記端末からの要求を上記端末識別情報と共に受信する受信手段と、
　上記受信手段が上記端末からの情報取得要求を上記端末識別情報と共に受信すると、当
該情報取得要求を受信した旨を履歴情報として、受信した端末識別情報と対応付けて記憶
手段に記憶して管理する履歴情報管理手段と、
　上記情報取得要求に基づいて上記端末に送信する情報を選択する情報選択手段と、
　上記受信手段が上記端末からのユーザ登録要求を上記端末識別情報と共に受信すると、
上記端末のユーザのユーザ識別情報を登録して、当該ユーザ識別情報と当該端末から受信
した端末識別情報とを対応付けて上記記憶手段に記憶するユーザ登録手段と
　を具えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　上記履歴情報管理手段は、
　上記端末識別情報を付与した旨も含めて上記履歴情報として上記記憶手段に記憶する
　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３】
　上記履歴情報管理手段は、
　上記情報取得要求を受信した日時及び当該情報取得要求により要求される情報の内容も
含めて上記履歴情報として上記記憶手段に記憶する
　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４】
　上記情報選択手段は、
　上記記憶手段に記憶した上記ユーザ識別情報に対応する上記履歴情報に基づき、上記端
末に送信する情報を選択し、
　上記送信手段は、
　上記情報選択手段により選択された情報を上記端末に送信する
　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】
　上記ユーザ登録手段は、
　上記記憶手段に上記ユーザ識別情報と対応付けて記憶されている第１の端末識別情報と
は異なる第２の端末識別情報を付与された端末から、上記第１の端末識別情報に対応付け
られたユーザ識別情報と同じユーザ識別情報を上記受信手段が受信すると、上記記憶手段
に当該ユーザ識別情報と上記第２の端末識別情報とを対応付けて記憶し、
　上記履歴情報管理手段は、
　上記受信手段が上記第２の端末識別情報を付与された端末からの上記情報取得要求を当
該第２の端末識別情報と共に受信すると、当該情報取得要求を受信した旨を履歴情報とし
て、受信した第２の端末識別情報と対応付けて記憶手段に記憶する
　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】
　上記ユーザ登録手段は、
　上記記憶手段に上記ユーザ識別情報と上記第２の端末識別情報とを対応付けて記憶する
と、上記記憶手段に上記ユーザ識別情報と対応付けて記憶されている上記第１の端末識別
情報を削除すると共に、上記記憶手段に上記第１の端末識別情報に対応付けて記憶されて
いる履歴情報を上記第２の端末識別情報に対応付ける
　ことを特徴とする請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　ネットワークで接続された端末に対して端末識別情報を付与する端末登録ステップと、
　上記端末登録ステップで付与した上記端末識別情報を上記端末に送信する送信ステップ
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と、
　上記端末からの情報取得要求を上記端末識別情報と共に受信すると、当該情報取得要求
を受信した旨を履歴情報として、受信した端末識別情報と対応付けて記憶手段に記憶する
履歴情報記憶ステップと、
　上記情報取得要求に基づいて上記端末に送信する情報を選択する情報選択ステップと、
　上記端末からのユーザ登録要求を上記端末識別情報と共に受信すると、上記端末のユー
ザのユーザ識別情報を登録して、当該ユーザ識別情報と当該端末から受信した端末識別情
報とを対応付けて上記記憶手段に記憶するユーザ登録ステップと
　を具えることを特徴とする情報処理方法。
【請求項８】
　コンピュータに対して、
　ネットワークで接続された端末に対して端末識別情報を付与する端末登録ステップと、
　上記端末登録ステップで付与した上記端末識別情報を上記端末に送信する送信ステップ
と、
　上記端末からの情報取得要求を上記端末識別情報と共に受信すると、当該情報取得要求
を受信した旨を履歴情報として、受信した端末識別情報と対応付けて記憶手段に記憶する
履歴情報記憶ステップと、
　上記情報取得要求に基づいて上記端末に送信する情報を選択する情報選択ステップと、
　上記端末からのユーザ登録要求を上記端末識別情報と共に受信すると、上記端末のユー
ザのユーザ識別情報を登録して、当該ユーザ識別情報と当該端末から受信した端末識別情
報とを対応付けて上記記憶手段に記憶するユーザ登録ステップと
　を実行させるための情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラムに関し、例えば、イン
ターネットなどのネットワークを利用して情報を提供する際に適用して好適なものである
。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットなどのネットワークを利用してユーザに様々な情報を提供するサ
ービス（以下、情報提供サービスとも呼ぶ）が広く普及している。この種の情報提供サー
ビスとしては、全てのユーザに対して同一の情報を提供するだけでなく、ユーザの情報閲
覧履歴などの履歴情報を基に、各ユーザに適した情報を提供することで、サービスの質の
向上を図るようになされたものが提案されている（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－３３４１０４公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、この種の情報提供サービスのうちの、特に有料の情報提供サービスの多くは
、ユーザ登録前と後とで、ユーザに提供する情報の質や量を変えるようになされている。
【０００４】
　具体的に言うと、このような情報提供サービスでは、ユーザに対して、ユーザ登録前は
、例えば、提供可能な情報のうちの一部分だけを提供するようにして、ユーザ登録すると
、提供可能な情報の全てを提供するようになされている。
【０００５】
　ところが、このような情報提供サービスでは、ユーザ登録したユーザしか識別すること
ができず、ユーザ登録前のユーザを個別に管理することはできない。よって、例えば、ユ
ーザがユーザ登録した場合に、そのユーザのユーザ登録前の履歴情報を特定することがで
きず、結果としてユーザ登録前の履歴情報をユーザ登録後に有効利用することができなか
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った。
【０００６】
　ここで、ユーザ登録前の履歴情報をユーザ登録後にも有効利用することができれば、よ
り一層ユーザに適した情報を提供することができるものと考えられる。
【０００７】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、従来と比して一段とユーザに適した情報
を提供し得る情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラムを提案しようとするも
のである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　かかる課題を解決するため本発明においては、ネットワークで接続された端末に対して
端末識別情報を付与する端末登録手段と、端末識別情報を端末に送信する送信手段と、端
末からの要求を端末識別情報と共に受信する受信手段と、受信手段が端末からの情報取得
要求を端末識別情報と共に受信すると、当該情報取得要求を受信した旨を履歴情報として
、受信した端末識別情報と対応付けて記憶手段に記憶して管理する履歴情報管理手段と、
情報取得要求に基づいて端末に送信する情報を選択する情報選択手段と、受信手段が端末
からのユーザ登録要求を端末識別情報と共に受信すると、端末のユーザのユーザ識別情報
を登録して、当該ユーザ識別情報と当該端末から受信した端末識別情報とを対応付けて記
憶手段に記憶するユーザ登録手段とを設けるようにした。
【０００９】
　このように、ネットワークで接続された端末に対して端末識別情報を付与することによ
りユーザ登録前でもユーザの端末を識別することができ、また端末識別情報と履歴情報と
を対応付けて記憶することでユーザ登録前でもユーザの端末ごとに履歴情報を管理するこ
とができ、さらにユーザ登録されたときにユーザ識別情報と端末識別情報とを対応付ける
ことによりユーザ識別情報とユーザ登録前の履歴情報とを対応付けることができるので、
ユーザ登録前の履歴情報をユーザ登録後にも有効利用することができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ネットワークで接続された端末に対して端末識別情報を付与すること
によりユーザ登録前でもユーザの端末を識別することができ、また端末識別情報と履歴情
報とを対応付けて記憶することでユーザ登録前でもユーザの端末ごとに履歴情報を管理す
ることができ、さらにユーザ登録されたときにユーザ識別情報と端末識別情報とを対応付
けることによりユーザ識別情報とユーザ登録前の履歴情報とを対応付けることができるの
で、ユーザ登録前の履歴情報をユーザ登録後にも有効利用することができ、かくして従来
と比して一段とユーザに適した情報を提供し得る情報処理装置、情報処理方法及び情報処
理プログラムを実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面について、本発明の実施の形態を詳述する。
【００１２】
（１）第１の実施の形態
（１－１）第１の実施の形態の概要
　まず、第１の実施の形態の概要を説明する。ちなみにこの概要を説明した後、第１の実
施の形態の具体例の説明に移る。
【００１３】
　図１において１は、情報処理装置の機能ブロックを示し、この情報処理装置１は、ネッ
トワークＮＴで接続された端末ＴＭに対して端末識別情報を付与する端末登録部２と、端
末識別情報を端末ＴＭに送信する送信部３と、端末ＴＭからの要求を端末識別情報と共に
受信する受信部４と、受信部４が端末ＴＭからの情報取得要求を端末識別情報と共に受信
すると、この情報取得要求を受信した旨を履歴情報として、受信した端末識別情報と対応
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付けて記憶部５に記憶して管理する履歴情報管理部６と、情報取得要求に基づいて端末Ｔ
Ｍに送信する情報を選択する情報選択部７と、受信部４が端末ＴＭからのユーザ登録要求
を端末識別情報と共に受信すると、端末ＴＭのユーザのユーザ識別情報を登録して、この
ユーザ識別情報と端末ＴＭから受信した端末識別情報とを対応付けて記憶部５に記憶する
ユーザ登録部８とを有する。
【００１４】
　このように、情報処理装置１は、ネットワークＮＴで接続された端末ＴＭに対して端末
識別情報を付与することによりユーザ登録前でもユーザの端末ＴＭを識別することができ
、また端末識別情報と履歴情報とを対応付けて記憶することでユーザ登録前でもユーザの
端末ＴＭごとに履歴情報を管理することができ、さらにユーザ登録されたときにユーザ識
別情報と端末識別情報とを対応付けることによりユーザ識別情報とユーザ登録前の履歴情
報とを対応付けることができるので、ユーザ登録前の履歴情報をユーザ登録後にも有効利
用することができる。
【００１５】
（１－２）第１の実施の形態の具体例
　つづけて、第１の実施の形態の具体例を説明する。図２において１０は情報提供システ
ムを示し、種々の情報を提供する情報提供装置１１と、この情報提供装置１１からネット
ワークＮＴを介して提供される情報をユーザに提示する情報提示端末１２とで構成される
。ちなみに、この情報提供システム１０を構成する情報提供装置１１が、上述した情報処
理装置１の具体例であり、また情報提示端末１２が、上述した端末ＴＭの具体例である。
【００１６】
　情報提供装置１１は、制御部１３が装置全体を統括的に制御すると共に、各種処理を実
行するようになされている。これにより情報提供装置１１は、情報提供システム１０の運
営業者と契約してユーザ登録したユーザ（以下、これを正規ユーザと呼ぶ）の情報提示端
末１２に対し、例えば、音楽データを有料または無料で配信する音楽データ配信サービス
を提供し得るようになされている。
【００１７】
　また情報提供装置１１は、正規ユーザに対し、情報提示端末１２を介してＣＤ（Compac
t Disc）やＤＶＤ（Digital Versatile Disc）などのメディアを販売する物販サービスな
どの各種サービスも提供し得るようになされている。さらに情報提供装置１１は、情報提
示端末１２を介して正規ユーザにサービスを提供した結果、音楽データやメディアの購入
などにより課金が生じた場合には、その正規ユーザに対する課金処理を実行するようにも
なされている。
【００１８】
　実際上、情報提供装置１１の制御部１３は、ユーザ登録していないユーザ（以下、これ
を未登録ユーザとも呼ぶ）の情報提示端末１２からユーザ登録要求がネットワークＮＴを
介して送られてくると、これを受信部１４で受信する。
【００１９】
　ここで情報提供装置１１の登録情報記憶部１５には、未登録ユーザがユーザ登録すると
きに利用する登録画面のデータ（以下、これを登録画面データとも呼ぶ）が、この登録画
面データの取得先を示す情報（例えばＵＲＬ（Uniform Resource Locator）であり、以下
、これを登録画面リンク情報とも呼ぶ）と対応付けて記憶されており、情報提供装置１１
の制御部１３は、ユーザ登録要求を受け付けると、登録情報記憶部１５からこの登録画面
リンク情報を読み出して、これを送信部１６によりネットワークＮＴを介して情報提示端
末１２に送信する。
【００２０】
　この登録画面リンク情報を送信した結果、情報提示端末１２から登録画面リンク情報に
基づき登録画面データの取得要求がネットワークＮＴを介して送られてくると、情報提供
装置１１の制御部１３は、この取得要求を受信部１４で受信する。
【００２１】
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　そして制御部１３は、その取得要求に応じて、登録情報記憶部１５から登録画面データ
を読み出して、これを送信部１６によりネットワークＮＴを介して情報提示端末１２に送
信する。この結果、情報提示端末１２には、図３に示すように、登録画面データに基づく
登録画面ＲＳが表示される。
【００２２】
　この登録画面ＲＳには、未登録ユーザに対してユーザ識別情報を入力させるためのユー
ザ識別情報入力欄ＲＳ１と、パスワードを入力させるためのパスワード入力欄ＲＳ２と、
情報提示端末１２に付けるニックネームを入力させるためのニックネーム入力欄ＲＳ３と
が設けられている。
【００２３】
　この登録画面ＲＳを介して未登録ユーザによりユーザ識別情報、パスワード及びニック
ネームが入力され、これらがユーザ登録情報として、情報提示端末１２からネットワーク
ＮＴを介して送られてくると、情報提供装置１１の制御部１３は、このユーザ登録情報を
受信部１４で受信してユーザ登録部１７に送る。ユーザ登録部１７は、ユーザ登録情報を
登録情報記憶部１５に記憶する。この結果、情報提示端末１２のユーザ（未登録ユーザ）
がユーザ登録される。
【００２４】
　なお、ユーザ登録部１７は、情報提示端末１２から送られてきたユーザ登録情報の少な
くともユーザ識別情報が、既に登録情報記憶部１５に記憶されている場合（つまり、既に
他のユーザのユーザ識別情報として利用されている場合）、その旨を制御部１３に通知す
る。
【００２５】
　すると制御部１３は、情報提示端末１２に対して、先に送られてきたユーザ登録情報で
はユーザ登録できない旨を通知することで、登録画面ＲＳを介して未登録ユーザに再度別
のユーザ識別情報、パスワード及びニックネームを入力させる。そして、この新たに入力
されたユーザ識別情報、パスワード及びニックネームが新たなユーザ登録情報として、情
報提示端末１２からネットワークＮＴを介して送られてくると、情報提供装置１１の制御
部１３は、このユーザ登録情報を受信部１４で受信してユーザ登録部１７に送ることで、
情報提示端末１２のユーザ（未登録ユーザ）をユーザ登録するようになされている。
【００２６】
　このように、ユーザ登録部１７は、ユーザごとに固有のユーザ識別情報、パスワード及
びニックネームによりユーザ登録するようになされている。
【００２７】
　そして情報提供装置１１の制御部１３は、ユーザ登録部１７によるユーザ登録が完了す
ると、ユーザ登録完了通知を送信部１６によりネットワークＮＴを介して情報提示端末１
２に送信する。情報提示端末１２は、このユーザ登録完了通知を受信すると、ユーザ登録
情報のニックネームを自動的に記憶する。なお、情報提示端末１２は、ユーザ登録情報の
ユーザ識別情報及びパスワードについては、ユーザ操作に応じて記憶するようになされて
いる。
【００２８】
　また情報提供装置１１には認証処理部１８が設けられ、この認証処理部１８が、ユーザ
登録情報を基に情報提示端末１２が正規ユーザのものであるかどうかを認証する認証処理
を行うようになされている。実際上、認証処理部１８は、認証処理の結果、サービスの利
用を要求した情報提示端末１２が正規ユーザのものであると認証した場合、その認証を識
別するための認証識別情報を発行する。
【００２９】
　この認証識別情報には、その発行時点を基準とした所定の有効期限が設定されており、
認証処理部１８は、この認証識別情報を登録情報記憶部１５に一時記憶して有効期限が切
れるまで保管する。
【００３０】
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　また制御部１３は、認証処理部１８により発行された認証識別情報を送信部１６により
ネットワークＮＴを介して情報提示端末１２に送信して、情報提示端末１２にもその認証
識別情報を一時記憶させる。
【００３１】
　情報提示端末１２は、情報提供装置１１から提供される各種サービスを利用する場合、
このとき認証識別情報を一時記憶しているのであれば、この認証識別情報を付加したサー
ビス利用要求を、ネットワークＮＴを介して情報提供装置１１に送信する一方、認証識別
情報を一時記憶していないのであれば、認証識別情報を付加していないサービス利用要求
を、ネットワークＮＴを介して情報提供装置１１に送信するようになされている。
【００３２】
　情報提供装置１１の制御部１３は、情報提示端末１２からネットワークＮＴを介してサ
ービス利用要求が送られてくると、これを受信部１５で受信して、認証処理部１８に送る
。認証処理部１８は、送られてきたサービス利用要求に認証識別情報が付加されている場
合、これを登録情報記憶部１５に一時記憶されている認証識別情報と比較することで情報
提示端末１２に対する認証処理を行う。
【００３３】
　ここで認証処理部１８は、サービス利用要求に付加されている認証識別情報が、登録情
報記憶部１５に一時記憶されている有効期限の切れていない認証識別情報のいずれかと一
致すると、サービス利用要求に付加されている認証識別情報が有効期限の切れていない有
効なものであると判断して、情報提示端末１２が正規ユーザのものであると認証する。
【００３４】
　一方で、サービス利用要求に付加されている認証識別情報が、登録情報記憶部１５に一
時記憶されている有効期限の切れていない認証識別情報のどれにも一致しないと、認証処
理部１８は、サービス利用要求に付加されている認証識別情報の有効期限が既に切れてい
て有効ではないと判断して、認証できなかった旨（認証エラー）を制御部１３に返す。ま
たサービス利用要求に認証識別情報が付加されていない場合も、認証処理部１８は、認証
エラーを制御部１３に通知する。
【００３５】
　制御部１３は、認証処理部１８から認証エラーの通知を受けると、認証エラー通知情報
を送信部１６によりネットワークＮＴを介して情報提示端末１２に送信する。
【００３６】
　情報提示端末１２は、情報提供装置１１から認証エラー通知情報が送られてくると、こ
のときユーザ登録が既に完了しているのであれば、自身に記憶しているユーザ登録情報（
少なくともニックネーム）を付加した認証要求を、ネットワークＮＴを介して情報提供装
置１１に送信する。
【００３７】
　また情報提示端末１２は、このときユーザ登録が未だ完了していないのであれば、ユー
ザ登録情報を付加していない認証要求を、ネットワークＮＴを介して情報提供装置１１に
送信する。
【００３８】
　情報提供装置１１の制御部１３は、認証エラー通知情報の送信後に、情報提示端末１２
から送られてきた認証要求を受信部１４で受信すると、これを認証処理部１８に送る。認
証処理部１８は、まず、送られてきた認証要求にユーザ登録情報が付加されているかどう
かを確認する。この結果、認証要求にユーザ登録情報が付加されていれば、認証処理部１
８は、そのユーザ登録情報と、登録情報記憶部１５に記憶されているユーザ登録情報とを
比較するようにして、情報提示端末１２に対する認証処理を再度行う。
【００３９】
　ここで認証処理部１８は、情報提示端末１２から送られてきたユーザ登録情報が、登録
情報記憶部１５に記憶されているユーザ登録情報のいずれかと一致すると、情報提示端末
１２が正規ユーザのものであると認証する。
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【００４０】
　このようにして情報提示端末１２が正規ユーザのものであると認証すると、認証処理部
１８は、認証識別情報を発行して、これを登録情報記憶部１５に一時記憶して有効期限が
切れるまで保管する。
【００４１】
　一方で、情報提示端末１２から送られてきたユーザ登録情報が、登録情報記憶部１５に
記憶されているユーザ登録情報のどれにも一致しないと、認証処理部１８は、情報提示端
末１２が正規ユーザのものではないと判断して、その旨（認証エラー）を制御部１３に返
す。すると制御部１３は、例えば、受信部１４及び送信部１６を制御することで情報提供
装置１１と、情報提示端末１２との通信接続を切断する。こうすることで情報提供装置１
１は、未登録ユーザにより情報提示端末１２を介してサービスが不正利用されることを防
止している。
【００４２】
　また情報提供装置１１の認証処理部１８は、認証要求にユーザ登録情報が付加されてい
ない場合も、その旨（認証エラー）を制御部１３に返す。すると制御部１３は、未登録ユ
ーザが情報提示端末１２を介してサービスの利用を要求していると判断して、登録情報記
憶部１５から登録画面リンク情報を読み出して、これを送信部１６によりネットワークＮ
Ｔを介して情報提示端末１２に送信する。
【００４３】
　このように情報提供装置１１は、未登録ユーザの情報提示端末１２からサービスの利用
が要求されたときには、その未登録ユーザに対してユーザ登録するよう促すようになされ
ている。
【００４４】
　また情報提供装置１１にはデータ記憶部１９が設けられ、このデータ記憶部１９には、
購入用の多数の音楽データと、複数の音楽データのそれぞれの属性情報（以下、これをデ
ータ属性情報と呼ぶ）と、複数の音楽データのそれぞれの取得先を示すリンク情報とが対
応付けられて記憶されている。
【００４５】
　ちなみに、データ属性情報には、対応する音楽データに基づく音楽のタイトル（以下、
これを音楽タイトルと呼ぶ）、アーティストの名称（以下、これをアーティスト名と呼ぶ
）、その音楽が収録されたアルバムの名称（以下、これをアルバム名と呼ぶ）、その音楽
の再生時間、その音楽が収録されたアルバムのジャケット画像のデータ（以下、これをジ
ャケット画像データと呼ぶ）の取得先を示す情報（例えばＵＲＬであり、以下、これを画
像リンク情報とも呼ぶ）などが含まれている。
【００４６】
　またデータ記憶部１９には、購入用の音楽データを紹介するための音楽紹介画面のデー
タ（以下、これを音楽紹介画面データとも呼ぶ）や、音楽データを購入させるための音楽
購入画面のデータ（以下、これを音楽購入画面データとも呼ぶ）が、これら画面データの
取得先を示すリンク情報と対応付けられて記憶されている。
【００４７】
　さらにデータ記憶部１９には、販売用のメディアを紹介するためのメディア紹介画面の
データ（以下、これをメディア紹介画面データとも呼ぶ）や、メディアを購入させるため
のメディア購入画面のデータ（以下、これをメディア購入画面データとも呼ぶ）などのよ
うに、各種サービスの提供に利用される種々の画面データも、これら画面データの取得先
を示すリンク情報と対応付けられて記憶されている。
【００４８】
　よって、情報提供装置１１の制御部１３は、認証処理部１８によりサービスの利用を要
求した情報提示端末１２が認証されると、データ記憶部１９から、要求されたサービスの
種類に応じた画面データに対応するリンク情報を読み出して、これを送信部１６によりネ
ットワークＮＴを介して情報提示端末１２に送信する。
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【００４９】
　ちなみに、制御部１３は、情報提示端末１２が認証識別情報によって認証されている場
合には、リンク情報をそのまま送信部１６によりネットワークＮＴを介して情報提示端末
１２に送信する一方、情報提示端末１２がユーザ登録情報によって認証されている場合に
は、そのとき発行された認証識別情報と共にリンク情報を送信部１６によりネットワーク
ＮＴを介して情報提示端末１２に送信するようになされている。
【００５０】
　情報提示端末１２は、リンク情報と共に認証識別情報が送られてくると、これを一時記
憶する。このとき情報提示端末１２は、既に過去の認証識別情報を一時記憶しているので
あれば、これに上書きするようにして新たな認証識別情報を一時記憶することで、常に有
効期限の最も新しいもの１つのみを一時記憶するようになされている。
【００５１】
　そして情報提供装置１１の制御部１３は、認証された情報提示端末１２からリンク情報
に基づき、例えば音楽紹介画面データの取得要求がネットワークＮＴを介して送られてく
ると、これを受信部１４で受信し、その取得要求に応じてデータ記憶部１９から対応する
音楽紹介画面データを読み出して、これを送信部１６によりネットワークＮＴを介して情
報提示端末１２に送信する。この結果、情報提示端末１２には、音楽紹介画面データに基
づく音楽紹介画面が表示され、この画面を介して正規ユーザに購入用の音楽データが紹介
される。
【００５２】
　くわえて、音楽紹介画面データやメディア紹介画面データには、これらの画面を介して
紹介する複数の音楽データや複数のメディアを購入させるための音楽購入画面のデータ（
以下、これを音楽購入画面データとも呼ぶ）やメディア購入画面のデータ（以下、これを
メディア購入画面データとも呼ぶ）の取得先を示すリンク情報が、紹介する複数の音楽デ
ータや複数のメディアのそれぞれに対応付けて埋め込まれている。
【００５３】
　よって、情報提示端末１２は、表示している音楽紹介画面やメディア紹介画面を介して
正規ユーザに所望の音楽データやメディアが選択されると、選択された音楽データやメデ
ィアに対応付けられた音楽購入画面データやメディア購入画面データのリンク情報を取り
出し、このリンク情報に基づき、音楽購入画面データやメディア購入画面データの取得要
求をネットワークＮＴを介して情報提供装置１１に送信する。
【００５４】
　情報提供装置１１の制御部１３は、情報提示端末１２からリンク情報に基づき音楽購入
画面データやメディア購入画面データの取得要求がネットワークＮＴを介して送られてく
ると、これを受信部１４で受信し、その取得要求に応じてデータ記憶部１９から対応する
音楽購入画面データやメディア購入画面データを読み出して、これを送信部１６によりネ
ットワークＮＴを介して情報提示端末１２に送信する。
【００５５】
　この結果、情報提示端末１２には、音楽購入画面データに基づく音楽購入画面やメディ
ア購入画面データに基づくメディア購入画面が表示され、これら音楽購入画面やメディア
購入画面を介して正規ユーザにより音楽データやメディアの購入に関する種々の情報が入
力される。
【００５６】
　また音楽購入画面データには、音楽購入画面を介して購入される音楽データの取得先を
示すリンク情報が埋め込まれている。よって、情報提示端末１２は、音楽購入画面を介し
て正規ユーザに所望の音楽データの購入に関する種々の情報が入力されると、音楽購入画
面データから、購入する音楽データのリンク情報を取り出す。
【００５７】
　また情報提示端末１２は、このとき正規ユーザにより入力された種々の情報を基に、所
望の音楽データの配信要求を生成する。そして情報提示端末１２は、購入する音楽データ
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のリンク情報に基づき音楽データの配信要求を、ネットワークＮＴを介して情報提供装置
１１に送信する。
【００５８】
　情報提供装置１１の制御部１３は、情報提示端末１２からリンク情報に基づき音楽デー
タの配信要求がネットワークＮＴを介して送られてくると、これを受信部１４で受信し、
その配信要求に応じてデータ記憶部１９から対応する音楽データとデータ属性情報とを読
み出して、これらを送信部１６によりネットワークＮＴを介して情報提示端末１２に送信
する。また情報提供装置１１の制御部１３は、このとき情報提示端末１２に配信した音楽
データに応じて正規ユーザに対する課金処理を実行するようにもなされている。
【００５９】
　さらに情報提示端末１２は、メディア購入画面を介して正規ユーザに所望のメディアの
購入に関する種々の情報が入力されると、これを基に、所望のメディアの購入要求を生成
する。そして情報提示端末１２は、メディアの購入要求情報を、ネットワークＮＴを介し
て情報提供装置１１に送信する。
【００６０】
　情報提供装置１１の制御部１３は、情報提示端末１２からメディアの購入要求がネット
ワークＮＴを介して送られてくると、これを受信部１４で受信し、その購入要求に応じて
正規ユーザに対する課金処理を実行すると共に、正規ユーザに対して購入要求されたメデ
ィアを配送するよう手配する処理を行う。
【００６１】
　このようにして情報提供装置１１は、正規ユーザに対して音楽データ配信サービスや物
販サービスなどの各種サービスを提供し得るようになされている。
【００６２】
　ところで情報提供装置１１の制御部１３は、未登録ユーザの情報提示端末１２によりア
クセスされた場合、登録情報記憶部１５にあらかじめ記憶されている一または複数のサー
ビス紹介画面のデータ（以下、これをサービス紹介画面データとも呼ぶ）を読み出して、
これを送信部１６によりネットワークＮＴを介して情報提示端末１２に送信する。
【００６３】
　この結果、情報提示端末１２には、一または複数のサービス紹介画面データに基づく一
または複数のサービス紹介画面が表示される。このように情報提供装置１１は、未登録ユ
ーザに対してはサービス紹介画面を介して情報提供装置１１の提供する各種サービスを紹
介することで、未登録ユーザにユーザ登録することを促すようになされている。
【００６４】
　一方、情報提示端末１２は、制御部２０が、リモートコントローラ（図示せず）や筐体
に設けられた複数の操作キーを有する指定部２１を介して入力される各種命令に応じて装
置全体を統括的に制御すると共に、各種処理を実行するようになされている。これにより
情報提示端末１２は、装填されたＣＤなどのメディアから音楽データを再生するメディア
再生機能や、メディアに記録されている音楽データを録音する録音機能、情報提供装置１
１から音楽データを購入する音楽購入機能、録音や購入により記憶した音楽データを再生
する記憶データ再生機能などの各種機能を実現し得るようになされている。
【００６５】
　すなわち情報提示端末１２の制御部２０は、ユーザによる指定部２１の操作によりメデ
ィア再生機能を選択するメディア再生機能選択命令が入力されると、メディア再生機能を
起動する。この場合、制御部２０は、装填されているメディアに記憶された音楽データを
再生部２２により再生することで音楽として出力する。これにより情報提示端末１２は、
ユーザに対して、メディアから再生した音楽データに基づく音楽を聴かせることができる
。
【００６６】
　また情報提示端末１２の制御部２０は、ユーザによる指定部２１の操作により録音機能
を選択する録音機能選択命令が入力されると、録音機能を起動する。この場合、制御部２
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０は、装填されているメディアから音楽データを読み出して再生部２２により所定の圧縮
符号化方式で圧縮符号化した後、データ記憶部２３に送出する。この結果、データ記憶部
２３には、所定の圧縮符号化方式で圧縮符号化した音楽データが記憶される。
【００６７】
　ちなみに、この録音時、制御部２０は、送信部２４を介して外部の属性情報提供装置（
図示せず）に対して、録音する音楽データのデータ属性情報を要求する。その結果、属性
情報提供装置からデータ属性情報が送られてくると、制御部２０は、これを受信部２５で
受信してデータ記憶部２３に送出する。これによりデータ記憶部２３には、録音した音楽
データとそのデータ属性情報とが対応付けて記憶される。
【００６８】
　さらに情報提示端末１２の制御部２０は、ユーザによる指定部２１の操作により記憶デ
ータ再生機能を選択する記憶データ再生機能選択命令が入力されると、記憶データ再生機
能を起動する。この場合、制御部２０は、ユーザにより指定された音楽データをデータ記
憶部２３から読み出して再生部２２により再生（復号を含む）することで音楽として出力
する。これにより情報提示端末１２は、ユーザに対して、データ記憶部２３に記憶してい
た音楽データに基づく音楽を聴かせることもできる。
【００６９】
　このようにして情報提示端末１２は、メディア再生機能、録音機能及び記憶データ再生
機能を、ユーザ登録の有無に依らず実現し得るようになされている。
【００７０】
　ところでこの情報提示端末１２で音楽購入機能を実現するには、自端末のユーザを情報
提供装置１１に対してユーザ登録しておく必要がある。すなわち情報提示端末１２の制御
部２０は、未登録ユーザによる指定部２１の操作によりユーザ登録を要求するユーザ登録
要求命令が入力されると、これに応じてユーザ登録要求を送信部２４によりネットワーク
ＮＴを介して情報提供装置１１に送信する。
【００７１】
　ユーザ登録要求を送信した結果、情報提供装置１１からネットワークＮＴを介して登録
画面リンク情報が送られてくると、情報提示端末１２の制御部２０は、これを受信部２５
で受信し、この登録画面リンク情報を基に、登録画面データの取得要求を送信部２４によ
りネットワークＮＴを介して情報提供装置１１に送信する。
【００７２】
　登録画面データの取得要求を送信した結果、情報提供装置１１からネットワークＮＴを
介して登録画面データが送られてくると、情報提示端末１２の制御部２０は、これを受信
部２５で受信して表示部２６に送る。これにより、表示部２６には、登録画面データに基
づく登録画面ＲＳ（図３）が表示される。
【００７３】
　この登録画面ＲＳを介して、未登録ユーザによる指定部２１の操作によりユーザ識別情
報、パスワード及びニックネームが入力されると、情報提示端末１２の制御部２０は、こ
れらをユーザ登録情報として送信部２４によりネットワークＮＴを介して情報提供装置１
１に送信する。
【００７４】
　ユーザ登録情報を送信した結果、情報提供装置１１からユーザ登録が完了した旨（つま
り正規ユーザとして登録された旨）を示すユーザ登録完了通知がネットワークＮＴを介し
て送られてくると、情報提示端末１２の制御部２０は、これを受信部２５で受信して、先
に登録画面ＲＳを介して入力されたニックネームを認証情報記憶部２７に自動的に記憶す
る。また制御部２０は、このときユーザ登録完了通知を表示部２６に送る。これにより、
表示部２６には、ユーザ登録が完了した旨（つまり正規ユーザとして登録された旨）が表
示される。
【００７５】
　さらに制御部２０は、このときユーザ（つまり正規ユーザ）により指定部２１を介して
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ユーザ識別情報及びパスワードを記憶するように要求されると、先に登録画面ＲＳを介し
て入力されたユーザ識別情報及びパスワードも認証情報記憶部２７に記憶する。
【００７６】
　ちなみに、情報提示端末１２の制御部２０は、情報提供装置１１から情報提示端末１２
の認証に応じて発行された認証識別情報がネットワークＮＴを介して送られてくると、こ
れを受信部２５で受信して、認証情報記憶部２７に一時記憶する。なお、情報提示端末１
２の制御部２０は、認証情報記憶部２７に既に過去の認証識別情報を一時記憶しているの
であれば、これに上書きするようにして新たな認証識別情報を一時記憶する。つまり情報
提示端末１２は、情報提供装置１１から送られてくる認証識別情報のうちの、最も有効期
間の新しいものだけを一時記憶するようになされている。
【００７７】
　そして情報提示端末１２の制御部２０は、正規ユーザによる指定部２１の操作により音
楽購入機能を選択する音楽購入機能選択命令が入力されると、音楽購入機能を起動する。
この場合、制御部２０は、認証情報記憶部２７に認証識別情報が一時記憶されているかど
うかを確認する。この結果、制御部２０は、認証情報記憶部２７に認証識別情報が一時記
憶されていれば、その認証識別情報を付加したサービス利用要求を送信部２４によりネッ
トワークＮＴを介して情報提供装置１１に送信する一方、認証識別情報が一時記憶されて
いなければ、認証識別情報を付加していないサービス利用要求を送信部２４によりネット
ワークＮＴを介して情報提供装置１１に送信する。
【００７８】
　サービス利用要求を送信した結果、情報提供装置１１からサービス利用要求に付加され
た認証識別情報により情報提示端末１２が認証されたことで音楽紹介画面データのリンク
情報がネットワークＮＴを介して送られてくると、情報提示端末１２の制御部２０は、こ
れを受信部２５で受信する。
【００７９】
　これに対して、情報提供装置１１からサービス利用要求に付加された認証識別情報によ
り情報提示端末１２が認証されなかった（例えば認証識別情報の有効期限が切れていた）
ことで認証エラー通知情報がネットワークＮＴを介して送られてくると、情報提示端末１
２の制御部２０は、これを受信部２５で受信する。
【００８０】
　また、情報提供装置１１からサービス利用要求に認証識別情報が付加されていなかった
ことで認証エラー通知情報がネットワークＮＴを介して送られてくると、情報提示端末１
２の制御部２０は、これを受信部２５で受信する。
【００８１】
　ここで、情報提示端末１２の制御部２０は、認証エラー通知情報を受信した場合、認証
情報記憶部２７にニックネームが記憶されているかどうかを確認する。そして、制御部２
０は、認証情報記憶部２７にニックネームが記憶されているのであれば、つづけてこの認
証情報記憶部２７にユーザ識別情報及びパスワードも記憶されているかどうかを確認する
。
【００８２】
　この結果、認証情報記憶部２７にニックネーム、ユーザ識別情報及びパスワードの全て
が記憶されていれば、情報提示端末１２の制御部２０は、これらを付加した認証要求を送
信部２４によりネットワークＮＴを介して情報提供装置１１に送信する。
【００８３】
　これに対して、認証情報記憶部２７にニックネームしか記憶されていないのであれば、
情報提示端末１２の制御部２０は、例えば表示部２６を介して正規ユーザにユーザ識別情
報及びパスワードの入力を促す。この結果、正規ユーザにより指定部２１を介してユーザ
識別情報及びパスワードが入力されると、制御部２０は、これらと認証情報記憶部２７に
記憶されているニックネームとを付加した認証要求を送信部２４によりネットワークＮＴ
を介して情報提供装置１１に送信する。
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【００８４】
　ニックネーム、ユーザ識別情報及びパスワードを付加した認証要求（つまりユーザ登録
情報を付加した認証要求）を送信した結果、情報提供装置１１から認証要求に付加された
ユーザ登録情報により情報提示端末１２が認証されたことで認証識別情報と音楽紹介画面
データのリンク情報とがネットワークＮＴを介して送られてくると、情報提示端末１２の
制御部２０は、これらを受信部２５で受信して、このうちの認証識別情報を認証情報記憶
部２７に一時記憶する。
【００８５】
　そして情報提示端末１２の制御部２０は、情報提供装置１１により情報提示端末１２が
認証された結果得られたリンク情報を基に音楽紹介画面データの取得要求を送信部２４に
よりネットワークＮＴを介して情報提供装置１１に送信する。
【００８６】
　この結果、情報提供装置１１から音楽紹介画面データがネットワークＮＴを介して送ら
れてくると、情報提示端末１２の制御部２０は、これを受信部２５で受信して表示部２６
に送る。これにより表示部２６には、音楽紹介画面データに基づく音楽紹介画面が表示さ
れる。
【００８７】
　この音楽紹介画面を介して、正規ユーザにより指定部２１を介して所望の音楽データが
選択されると、情報提示端末１２の制御部２０は、音楽紹介画面データから、選択された
音楽データに対応付けられた音楽購入画面データのリンク情報を取り出し、このリンク情
報を基に音楽購入画面データの取得要求を送信部２４によりネットワークＮＴを介して情
報提供装置１１に送信する。
【００８８】
　音楽購入画面データの取得要求を送信した結果、情報提供装置１１から音楽購入画面デ
ータがネットワークＮＴを介して送られてくると、情報提示端末１２の制御部２０は、こ
れを受信部２５で受信して表示部２６に送る。これにより表示部２６には、音楽購入画面
データに基づく音楽購入画面が表示される。
【００８９】
　この音楽購入画面を介して、正規ユーザにより指定部２１を介して所望の音楽データの
購入に関する種々の情報が入力されると、情報提示端末１２の制御部２０は、これら種々
の情報を基に所望の音楽データの配信要求を生成すると共に、音楽購入画面データから、
購入する音楽データのリンク情報を取り出す。そして制御部２０は、購入する音楽データ
のリンク情報に基づき音楽データの配信要求を送信部２４によりネットワークＮＴを介し
て情報提供装置１１に送信する。
【００９０】
　音楽データの配信要求を送信した結果、情報提供装置１１からネットワークＮＴを介し
て音楽データとデータ属性情報とが送られてくると、情報提示端末１２の制御部２０は、
これらを受信部２５で受信してデータ記憶部２３に送る。これによりデータ記憶部２３に
は、受信した音楽データとそのデータ属性情報とが対応付けて記憶される。
【００９１】
　このようにして情報提示端末１２は、情報提供装置１１から購入した音楽データを受信
してデータ記憶部２３に記憶することができる。またこのデータ記憶部２３に記憶した音
楽データは、その後、記憶データ再生機能により、自由に再生することができる。
【００９２】
　また情報提示端末１２の制御部２０は、正規ユーザによる指定部２１の操作に応じて物
販サービスの利用を要求するサービス利用要求命令が入力されると、情報提供装置１１と
通信接続する。
【００９３】
　そして制御部２０は、情報提供装置１１により上述した音楽購入機能の起動時と同様に
して情報提示端末１２が認証されることで、情報提供装置１１からメディア紹介画面デー
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タのリンク情報を取得すると、このリング情報を基にメディア紹介画面データの取得要求
を送信部２４によりネットワークＮＴを介して情報提供装置１１に送信する。
【００９４】
　メディア紹介画面データの取得要求を送信した結果、情報提供装置１１からメディア紹
介画面データがネットワークＮＴを介して送られてくると、情報提示端末１２の制御部２
０は、これを受信部２５で受信して表示部２６に送る。これにより表示部２６には、メデ
ィア紹介画面データに基づくメディア紹介画面が表示される。
【００９５】
　このメディア紹介画面を介して、正規ユーザにより指定部２１を介して所望のメディア
が選択されると、情報提示端末１２の制御部２０は、メディア紹介画面データから、選択
されたメディアに対応付けられたメディア購入画面データのリンク情報を取り出し、この
リンク情報を基にメディア購入画面データの取得要求を送信部２４によりネットワークＮ
Ｔを介して情報提供装置１１に送信する。
【００９６】
　メディア購入画面データの取得要求を送信した結果、情報提供装置１１からメディア購
入画面データがネットワークＮＴを介して送られてくると、情報提示端末１２の制御部２
０は、これを受信部２５で受信して表示部２６に送る。これにより表示部２６には、メデ
ィア購入画面データに基づくメディア購入画面が表示される。
【００９７】
　このメディア購入画面を介して、正規ユーザにより指定部２１を介して所望のメディア
の購入に関する種々の情報が入力されると、情報提示端末１２の制御部２０は、これら種
々の情報を基に所望のメディアの購入要求を生成して、これを送信部２４によりネットワ
ークＮＴを介して情報提供装置１１に送信する。こうすることで情報提示端末１２は、正
規ユーザに対して物販サービスを利用させて所望のメディアを購入させることができる。
【００９８】
　このようにして情報提示端末１２は、正規ユーザに対して情報提供装置１１から提供さ
れる音楽データ配信サービスや物販サービスなどの各種サービスを利用させることができ
るようになされている。
【００９９】
　ところで情報提示端末１２の制御部２０は、未登録ユーザにより音楽データ配信サービ
スや物販サービスなどの各種サービスを利用するよう要求された場合、このとき認証情報
記憶部２７に認証識別情報が記憶されていないので、認証識別情報を付加していないサー
ビス利用要求を送信部２４によりネットワークＮＴを介して情報提供装置１１に送信する
。
【０１００】
　この結果、情報提供装置１１からは、認証エラー通知情報が送られてくることになり、
この認証エラー通知情報を受け取った情報提示端末１２の制御部２０は、つづけて認証情
報記憶部２７にニックネームが記憶されているかどうかを確認する。
【０１０１】
　この場合、ユーザ登録が未完了なので、認証情報記憶部２７にニックネームは記憶され
ておらず、このため情報提示端末１２の制御部２０は、ニックネームを付加していない認
証要求を送信部２４によりネットワークＮＴを介して情報提供装置１１に送信する。
【０１０２】
　この結果、情報提供装置１１からは、ユーザ登録が未完了なので、登録画面リンク情報
が送られてくることになり、この登録画面リンク情報を受け取った情報提示端末１２の制
御部２０は、この登録画面リンク情報を基に情報提供装置１１から登録画面データを取得
して、この登録画面データに基づく登録画面ＲＳを表示部２６に表示する。
【０１０３】
　また情報提示端末１２の制御部２０は、未登録ユーザによる指定部２１の操作により情
報提供装置１１にアクセスするよう要求されると、ネットワークＮＴを介して情報提供装
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置１１にアクセスする。
【０１０４】
　この結果、情報提供装置１１から一または複数のサービス紹介画面データがネットワー
クＮＴを介して送られてくると、情報提示端末１２の制御部２０は、これを受信部２５で
受信して表示部２６に送る。これにより表示部２６には、一または複数のサービス紹介用
画面データに基づく一または複数のサービス紹介画面が表示される。
【０１０５】
　このように、情報提示端末１２は、未登録ユーザに対しては、表示部２６に表示した１
一または複数のサービス紹介画面を介して、情報提供装置１１の提供する各種サービスを
紹介するようになされている。
【０１０６】
　ここまで説明した構成にくわえて、情報提供装置１１には、提供情報記憶部２８が設け
られ、この提供情報記憶部２８には、正規ユーザであるかないかに依らず、つまり正規ユ
ーザの情報提示端末１２にも未登録ユーザの情報提示端末１２にも提供される図４に示す
ような複数の提供情報ＲＥが記憶されている。
【０１０７】
　またこの提供情報ＲＥには、ユーザに提示される複数の提示情報（音楽やアーティスト
に関する情報、ニュース、サービスの利用や運営の状況に関する情報など）を、ユーザに
提示する場合に使用する提示使用情報ＢＵ１乃至ＢＵＮがリスト化されて格納されている
。
【０１０８】
　この提示使用情報ＢＵ１乃至ＢＵＮのそれぞれには、対応する提示情報に付されたタイ
トル（以下、これを提示情報タイトルとも呼ぶ）ＢＴ、提示情報の識別情報（以下、これ
を提示識別情報と呼ぶ）ＢＤ、提示情報の種別を示す情報（以下、これを提示種別情報と
も呼ぶ）ＢＫ、提示情報を構成する文字列（以下、これを提示文字列とも呼ぶ）の情報（
以下、これを提示文字列情報とも呼ぶ）ＢＷ、提示情報を構成する画像データ（以下、こ
れを提示画像データと呼ぶ）の取得先を示すリンク情報（以下、これを提示画像リンク情
報とも呼ぶ）ＢＰが含まれている。
【０１０９】
　さらに提示使用情報ＢＵ１乃至ＢＵＮのそれぞれには、対応する提示情報が音楽に関す
る情報である場合などに、この音楽のタイトルやアーティスト名、ジャンルなどの情報（
以下、これを音楽情報とも呼ぶ）ＥＭが含まれるようにもなされている。
【０１１０】
　なお、提示情報は、その内容に関係するサービスによって区別されるようになされてい
ることから、提示種別情報ＢＫは、その関係するサービスに応じた種別を示すようになさ
れている。また、提示画像データは、ジャケット画像のデータや提示情報に関係するサー
ビスのマークの画像データなどであり、例えば提供情報記憶部２８に記憶されている。
【０１１１】
　ちなみに、実際上、提示情報として、季節、時期、イベントなどに応じて音楽を紹介す
るような情報、情報提供側（すなわち、情報提供システム１０の運営業者）が推薦する音
楽を紹介するような情報、特定のアーティストによる新たなシングル及びアルバムのリリ
ースを通知するようなニュース、新たに開始するサービスを通知するようなニュース、情
報提供装置１１に新たに用意された配信用の音楽データを通知するようなニュース、週や
月のような特定期間に配信数の多かった音楽データを紹介するような情報、情報提供装置
１１のメンテナンスによるサービスの休止期間を通知するような情報などが提供されるよ
うになされている。
【０１１２】
　また提供情報記憶部２８には、図５に示すように、各提示情報の提示識別情報ＢＤ１乃
至ＢＤＮと、提示情報の詳細な内容をユーザに提示するための詳細情報の取得先を示すリ
ンク情報（以下、これを詳細リンク情報と呼ぶ）ＰＬ１乃至ＰＬＮとを対応付けた詳細情
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報検索用のテーブル（以下、これを詳細情報検索テーブルと呼ぶ）ＰＴが記憶されている
。なお、詳細情報は、情報提供装置１１に設けられた詳細情報記憶部２９に記憶されるよ
うになされている。
【０１１３】
　そして情報提供装置１１の制御部１３は、情報提示端末１２から提供情報ＲＥの取得要
求がネットワークＮＴを介して送られてくると、これを受信部２６で受信し、その取得要
求に応じて提供情報記憶部２８から提供情報ＲＥを読み出して、これを送信部１６により
ネットワークＮＴを介して情報提示端末１２に送信する。
【０１１４】
　提供情報を受け取った情報提示端末１２は、提供情報ＲＥを提供情報記憶部３０に記憶
して、この提供情報ＲＥに含まれる提示使用情報ＢＵ１乃至ＢＵＮのそれぞれに基づき表
示部２６に提示情報を表示することで、正規ユーザ及び未登録ユーザに対して、提示情報
を提示し得るようになされている。
【０１１５】
　また情報提示端末１２の制御部２０は、提供情報ＲＥを基に提示情報を表示部２６に表
示している状態で、ユーザによる指定部２１の操作により所望の提示情報が指定されると
、指定された提示情報に対応する詳細情報の取得要求に、指定された提示情報の提示識別
情報ＢＤを付加して、この取得要求をネットワークＮＴを介して情報提供装置１１に送信
する。なお、制御部２０は、認証情報記憶部２７に認証識別情報が一時記憶されている場
合、この取得要求に対して、認証識別情報も付加するようになされている。
【０１１６】
　情報提供装置１１の制御部１３は、情報提示端末１２からネットワークＮＴを介して詳
細情報の取得要求が送られてくると、これを受信部２６で受信し、認証処理部１８により
、この取得要求を基に上述した場合と同様に情報提示端末１２に対する一連の認証処理を
行う。
【０１１７】
　この結果、認証処理部１８により情報提示端末１２が正規ユーザのものであると認証さ
れると、情報提供装置１１の制御部１３は、取得要求に付加されている提示識別情報ＢＤ
に基づき、提供情報記憶部２８に記憶されている詳細情報検索テーブルＰＴから、この提
示識別情報ＢＤに対応する詳細リンク情報を検索する。そして制御部１３は、検索の結果
得られた詳細リンク情報を送信部１６によりネットワークＮＴを介して情報提示端末１２
に送信する。
【０１１８】
　情報提示端末１２の制御部２０は、詳細情報の取得要求を送信した結果認証されて、情
報提供装置１１から詳細リンク情報がネットワークＮＴを介して送られてくると、これを
受信部２５で受信し、この詳細リンク情報を基に詳細情報の画面データの取得要求を送信
部２４によりネットワークＮＴを介して情報提供装置１１に送信する。
【０１１９】
　情報提供装置１１の制御部１３は、情報提示端末１２から詳細情報の画面データの取得
要求がネットワークＮＴを介して送られてくると、これを受信部２６で受信し、その取得
要求に応じて、詳細情報記憶部２９から対応する詳細情報の画面データを読み出して、こ
れを送信部１６によりネットワークＮＴを介して情報提示端末１２に送信する。この結果
、情報提示端末１２の表示部２６には詳細情報の画面データに基づく詳細情報画面が表示
される。
【０１２０】
　これに対して、認証処理部１８により情報提示端末１２が正規ユーザのものであると認
証されなかった場合、情報提供装置１１の制御部１３は、未登録ユーザの情報提示端末１
２から詳細情報の取得要求が送られてきたと判断して、登録情報記憶部１５から登録画面
リンク情報を読み出して、これを送信部１６によりネットワークＮＴを介して情報提示端
末１２に送信する。
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【０１２１】
　このように情報提供装置１１は、未登録ユーザの情報提示端末１２から詳細情報の利用
要求が送られてきたときには、情報提示端末１２に登録画面ＲＳを表示させることで、そ
の未登録ユーザに対してユーザ登録するよう促すようになされている。
【０１２２】
　ところで、情報提示端末１２の制御部２０は、録音データ再生機能やメディア再生機能
などの種々の機能を実行している間、表示部２６に対して、機能の実行状況に応じた情報
（以下、これを機能実行情報と呼ぶ）をユーザに視認させるための機能実行画面を表示し
ている。
【０１２３】
　そこで情報提示端末１２の制御部２０は、表示部２６に機能実行画面を表示している場
合には、この機能実行画面上に、機能実行情報と共に提示情報を表示するようになされて
いる。これにより情報提示端末１２は、種々の機能を実行しているときでも、機能実行情
報と共に提示情報をユーザに提示し得るようになされている。
【０１２４】
　実際上、機能実行画面を介して提示情報を提示する情報提示手法として、ここでは３種
類の第１乃至第３の情報提示手法を示す。すなわち情報提示端末１２の制御部２０は、第
１乃至第３の情報提示手法のうち、何れの情報提示手法で提示情報を提示するかをユーザ
に対して任意に設定させ得るようになされている。以下、第１乃至第３の情報提示手法を
種々の機能実行画面の構成と共に順次説明する。
【０１２５】
　まず、ユーザにより第１の情報提示手法で提示情報を提示するよう設定された場合につ
いて説明する。なお、ここでは、記憶データ再生機能の実行中に、表示部２６に表示する
機能実行画面（以下、これを記憶データ再生機能実行画面とも呼ぶ）を介して提示情報を
提示する場合を例にして説明する。
【０１２６】
　情報提示端末１２の制御部２０は、ユーザ操作に応じて記憶データ再生機能を実行する
と、データ記憶部２３にあらかじめ記憶されている記憶データ再生機能実行画面のデータ
を読み出す。また制御部２０は、再生する音楽データのデータ属性情報をデータ記憶部２
３から読み出して、このデータ属性情報から音楽タイトル、アーティスト名、アルバム名
及びジャケット画像データの画像リンク情報を取り出す。さらに制御部２０は、画像リン
ク情報を基にジャケット画像データをその取得先（例えば情報提供装置１１）から取得す
る。
【０１２７】
　そして制御部２０は、音楽タイトル、アーティスト名及びアルバム名の情報とジャケッ
ト画像データに基づくジャケット画像とを機能実行情報として記憶データ再生機能実行画
面のデータに合成することで、記憶データ再生機能実行画面データを生成する。
【０１２８】
　また制御部２０は、このとき提供情報記憶部３０から提供情報ＲＥを読み出して、この
提供情報ＲＥから提示使用情報ＢＵ１乃至ＢＵＮを取り出す。さらに制御部２０は、提示
使用情報ＢＵ１乃至ＢＵＮのそれぞれから提示文字列情報ＢＷ及び提示画像リンク情報Ｂ
Ｐを取り出して、このうちの提示画像リンク情報ＢＰを基に提示画像データをその取得先
（例えば情報提供装置１１）から取得する。
【０１２９】
　そして制御部２０は、提示使用情報ＢＵ１乃至ＢＵＮごとの提示文字列情報ＢＷ及び提
示画像データに基づく提示画像を提示情報として記憶データ再生機能実行画面データに合
成し、この記憶データ再生機能実行画面データを表示部２６に送る。
【０１３０】
　この結果、表示部２６には、図６に示すように、記憶データ再生機能実行画面データに
基づく記憶データ再生機能実行画面４０が表示される。
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【０１３１】
　この記憶データ再生機能実行画面４０には、その中央部に、記憶データ再生機能に対す
る機能実行情報として、再生中の音楽データに対応する音楽タイトル、アルバム名、アー
ティスト名及びジャケット画像が表示される。またこの記憶データ再生機能実行画面４０
には、その下部に、画面の左右方向に延びる帯状の提示情報表示領域４１が設けられ、こ
の提示情報表示領域４１に、例えば提示画像と提示文字列とでなる一の提示情報４２が表
示される。
【０１３２】
　ここで、情報提示端末１２の制御部２０は、この提示情報表示領域４１内に、一の提示
情報４２の全部分を表示し得るときには、この提示情報４２を所定時間（例えば数秒程度
）表示しつづける。一方で、この提示情報表示領域４１内に、一の提示情報４２の全部分
を表示しきれない場合、制御部２０は、この提示情報４２を提示情報表示領域４１内で横
スクロールさせることで、この提示情報４２の全部分を表示するようになされている。
【０１３３】
　また制御部２０は、この提示情報表示領域４１内に一の提示情報４２を所定時間表示す
ると、この提示情報表示領域４１内に表示する提示情報４２を次の提示情報４２に切り換
えるようになされている。
【０１３４】
　このようにして情報提示端末１２は、表示部２６に記憶データ再生機能実行画面４０を
表示している間、提示情報表示領域４１内に一の提示情報４２を表示すると共に、この提
示情報４２を所定時間間隔で切り換えて表示するようになされている。
【０１３５】
　次に、ユーザにより第２の情報提示手法で提示情報を提示するよう設定された場合につ
いて説明する。なお、ここでは、メディア再生機能の実行中に、表示部２６に表示する機
能実行画面（以下、これをメディア再生機能実行画面とも呼ぶ）を介して提示情報を提示
する場合を例にして説明する。
【０１３６】
　情報提示端末１２の制御部２０は、ユーザ操作に応じてメディア再生機能を実行すると
、データ記憶部２３にあらかじめ記憶されているメディア再生機能実行画面のデータを読
み出す。また制御部２０は、メディアから再生する音楽データのデータ属性情報を外部の
属性提供装置（図示せず）から取得して、このデータ属性情報から音楽タイトル、アーテ
ィスト名、アルバム名及び画像リンク情報を取り出す。さらに制御部２０は、画像リンク
情報を基にジャケット画像データをその取得先（例えば情報提供装置１１）から取得する
。
【０１３７】
　そして制御部２０は、音楽タイトル、アーティスト名及びアルバム名の情報とジャケッ
ト画像データに基づくジャケット画像とを機能実行情報としてメディア再生機能実行画面
のデータに合成することで、メディア再生機能実行画面データを生成する。
【０１３８】
　また制御部２０は、このとき提供情報記憶部３０から提供情報ＲＥを読み出して、この
提供情報ＲＥから提示使用情報ＢＵ１乃至ＢＵＮを取り出す。さらに制御部２０は、提示
使用情報ＢＵ１乃至ＢＵＮのそれぞれから提示文字列情報ＢＷ及び提示画像リンク情報Ｂ
Ｐを取り出して、このうちの提示画像リンク情報ＢＰを基に提示画像データをその取得先
（例えば情報提供装置１１）から取得する。
【０１３９】
　そして制御部２０は、提示使用情報ＢＵ１乃至ＢＵＮごとの提示文字列情報ＢＷ及び提
示画像データに基づく提示画像を提示情報としてメディア再生機能実行画面データに合成
し、このメディア再生機能実行画面データを表示部２６に送る。
【０１４０】
　この結果、表示部２６には、図７に示すように、メディア再生機能実行画面データに基
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づくメディア再生機能実行画面５０が表示される。
【０１４１】
　このメディア再生機能実行画面５０の基本的な構成は記憶データ再生機能実行画面４０
と同じであり、その中央部に、メディア再生機能に対する機能実行情報として、再生中の
音楽データに対応する音楽タイトル、アルバム名、アーティスト名及びジャケット画像が
表示される。またこのメディア再生機能実行画面５０の下部には、画面の左右方向に延び
る帯状の提示情報表示領域５１が設けられ、この提示情報表示領域５１に、例えば提示画
像と提示文字列とでなる複数の提示情報５２が横一列に繋げられた状態で表示される。
【０１４２】
　そして情報提示端末１２の制御部２０は、提示情報表示領域４１内で繋げられた複数の
提示情報５２を右から左へスクロールさせる。
【０１４３】
　このようにして情報提示端末１２は、表示部２６にメディア再生機能実行画面５０を表
示している間、提示情報表示領域５１内に複数の提示情報５２を順にスクロールさせて表
示するようになされている。
【０１４４】
　次に、ユーザにより第３の情報提示手法で提示情報を提示するよう設定された場合につ
いて説明する。なお、ここでは、音楽購入機能の実行中に、表示部２６に表示する機能実
行画面（以下、これを音楽購入機能実行画面と呼ぶ）を介して提示情報を提示する場合を
例にして説明する。
【０１４５】
　情報提示端末１２の制御部２０は、ユーザ操作に応じて音楽購入機能を実行すると、デ
ータ記憶部２３にあらかじめ記憶されている音楽購入機能実行画面のデータを読み出す。
ちなみに、データ記憶部２３には、ユーザがお気に入りとして選択した音楽データのリス
ト（以下、これをお気に入りリストとも呼ぶ）も記憶されており、このとき制御部２０は
、このお気に入りリストも読み出すようになされている。そして制御部２０は、お気に入
りリストを機能実行情報として音楽購入機能実行画面のデータに合成することで、音楽購
入機能実行画面データを生成する。
【０１４６】
　また制御部２０は、このとき提供情報記憶部３０から提供情報ＲＥを読み出して、この
提供情報ＲＥから提示使用情報ＢＵ１乃至ＢＵＮを取り出す。さらに制御部２０は、提示
使用情報ＢＵ１乃至ＢＵＮのそれぞれから提示文字列情報ＢＷ及び提示画像リンク情報Ｂ
Ｐを取り出して、このうちの提示画像リンク情報ＢＰを基に提示画像データをその取得先
（例えば情報提供装置１１）から取得する。
【０１４７】
　そして制御部２０は、提示使用情報ＢＵ１乃至ＢＵＮごとの提示文字列情報ＢＷ及び提
示画像データに基づく提示画像を提示情報として音楽購入機能実行画面データに合成し、
この音楽購入機能実行画面データを表示部２６に送る。
【０１４８】
　この結果、表示部２６には、図８に示すように、音楽購入機能実行画面データに基づく
音楽購入機能実行画面６０が表示される。
【０１４９】
　この音楽購入機能実行画面６０は、画面左側に、音楽データ配信サービスを表すサービ
ス通知マーク６１と、お気に入りリストを選択するためのお気に入りリスト選択ボタン６
２と、購入リストを選択するための購入リスト選択ボタン６３とが表示される。またこの
音楽購入機能実行画面６０の画面右側には、例えば、お気に入りリストに登録された一ま
たは複数の音楽データに対応する音楽タイトルがリスト表示される。さらにこの音楽購入
機能実行画面６０の下部には、画面の左右方向に延びる帯状の提示情報表示領域６４が設
けられ、この提示情報表示領域６４に、例えば提示画像と提示文字列とでなる一の提示情
報６５が表示される。
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【０１５０】
　そして制御部２０は、この音楽購入機能実行画面６０のサービス通知マーク６１がユー
ザ操作により選択されると、これに応じて、情報提供装置１１から上述した音楽紹介画面
データを取得し、表示中の音楽購入機能実行画面６０に代えて、音楽紹介画面（図示せず
）を表示するようになされている。
【０１５１】
　また制御部２０は、購入リスト選択ボタン６３がユーザ操作により選択されると、これ
に応じて、音楽購入機能実行画面６０の画面右側に、お気に入りリストに代えて、購入リ
ストに登録された一または複数の音楽データに対応する音楽タイトルをリスト表示させる
。さらに制御部２０は、お気に入りリスト選択ボタン６２がユーザ操作により選択される
と、再び、購入リストに代えて、お気に入りリストに登録された一または複数の音楽デー
タに対応する音楽タイトルをリスト表示させるようになされている。
【０１５２】
　このようにして情報提示端末１２は、音楽購入機能実行画面６０にお気に入りリストに
登録された音楽データの音楽タイトルや購入リストに登録された音楽データの音楽タイト
ルを表示することで、これらの情報を、ユーザが音楽データを購入する際の参考にするこ
とができるようになされている。
【０１５３】
　ところで、制御部２０は、表示部２６に例えば音楽購入機能実行画面６０を表示してい
る状態で、ユーザにより指定部２１を介して複数の提示情報を一覧表示するよう指示する
一覧表示命令が入力されると、これに応じて音楽購入機能実行画面６０の表示内容を更新
することで、図９に示すように提示情報が一覧表示される音楽購入機能実行画面６０が表
示部２６に表示される。
【０１５４】
　この場合の音楽購入機能実行画面６０には、複数の提示情報表示領域６４、６６乃至６
９が縦に並べて配され、これら複数の提示情報表示領域６４、６６乃至６９のそれぞれに
一の提示情報６５、７０乃至７３が表示される。
【０１５５】
　このとき情報提示端末１２の制御部２０は、各提示情報表示領域６４、６６乃至６９内
に、一の提示情報６５、７０乃至７３の全部分を表示しきれない場合には、提示情報６５
、７０乃至７３を提示情報表示領域６４、６６乃至６９内で横スクロールさせることで、
提示情報６５、７０乃至７３の全部分を表示するようになされている。
【０１５６】
　さらに制御部２０は、音楽購入機能実行画面６０の複数の提示情報表示領域６４、６６
乃至６９により提供情報ＲＥの全ての提示情報を表示し得るときには、これら複数の提示
情報表示領域６４、６６乃至６９のそれぞれに一の提示情報６５、７０乃至７３を表示す
る一方、提示情報表示領域６４、６６乃至６９により提供情報ＲＥの全ての提示情報を表
示しきれない場合には、これら複数の提示情報表示領域６４、６６乃至６９のそれぞれに
一の提示情報６５、７０乃至７３を所定時間表示した後、これら複数の提示情報表示領域
６４、６６乃至６９のそれぞれに表示する一の提示情報６５、７０乃至７３を次の提示情
報６５、７０乃至７３に切り換えることで、提供情報ＲＥの全ての提示情報を時間を分け
て表示するようになされている。
【０１５７】
　このようにして情報提示端末１２は、音楽購入機能実行画面６０を介して複数の提示情
報６５、７０乃至７３を一度に提示し得るようになされている。
【０１５８】
　さらに情報提示端末１２の制御部２０は、電源オン状態で、ユーザにより何ら命令が入
力されないまま、所定時間（例えば５分）経過すると、図１０に示すように、表示部２６
の表示を、いわゆるスクリーンセイバと呼ばれる待機画面８０に切り換える。
【０１５９】
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　そして制御部２０は、この待機画面８０にも、その中央部に設けられた画面の左右方向
に延びる帯状の提示情報表示領域８１に、例えば提示画像と提示文字列とでなる複数の提
示情報８２が横一列に繋げられた状態で表示すると共に、この提示情報表示領域８１内で
繋げられた複数の提示情報８２を横スクロールさせる。
【０１６０】
　このようにして情報提示端末１２は、待機画面８０を表示している間も、提示情報をユ
ーザに提示し得るようになされている。
【０１６１】
　ところで情報提示端末１２の制御部２０は、上述のようにして表示部２６に提示情報を
表示している状態で、ユーザによる指定部２１の操作により表示している提示情報のうち
の一つが指定されると、指定された提示情報に対応する提示使用情報ＢＵ１乃至ＢＵＮか
らこの提示情報の提示識別情報ＢＤを取り出す。
【０１６２】
　そして制御部２０は、指定された提示情報に対応する詳細情報の取得要求に、この提示
識別情報ＢＤを付加して、この取得要求をネットワークＮＴを介して情報提供装置１１に
送信する。なお、制御部２０は、認証情報記憶部２７に認証識別情報が一時記憶されてい
る場合、この取得要求に対して、認証識別情報も付加するようになされている。
【０１６３】
　詳細情報の取得要求を送信した結果、情報提供装置１１で情報提示端末１２が認証され
て、情報提供装置１１から詳細リンク情報がネットワークＮＴを介して送られてくると、
情報提示端末１２の制御部２０は、これを受信部２５で受信し、この詳細リンク情報を基
に詳細情報の画面データの取得要求を送信部２４によりネットワークＮＴを介して情報提
供装置１１に送信する。
【０１６４】
　画面データの取得要求を送信した結果、情報提供装置１１からユーザに指定された提示
情報に対応する詳細情報の画面データがネットワークＮＴを介して送られてくると、情報
提示端末１２の制御部２０は、この画面データを受信部２５で受信して、表示部２６に送
る。これにより表示部２６には、この画面データに基づく詳細情報画面が表示される。
【０１６５】
　このようにして情報提示端末１２は、ユーザに指定された提示情報に対応する詳細情報
をユーザに提示し得るようになされている。
【０１６６】
　これに対して、情報提供装置１１で情報提示端末１２が認証されなかったことにより、
情報提供装置１１から登録画面リンク情報がネットワークＮＴを介して送られてくると、
情報提示端末１２の制御部２０は、これを受信部２５で受信する。そして制御部２０は、
この登録画面リンク情報を基に情報提供装置１１から登録画面データを取得して、この登
録画面データに基づく登録画面ＲＳを表示部２６に表示する。
【０１６７】
　ここで、情報提示端末１２の制御部２０は、詳細情報の画面データを取得した場合、こ
の画面データを基に図１１に示すような詳細情報画面９０を表示部２６に表示する。ここ
で、この詳細情報画面９０は、特定のアーティストによる新たなシングルのリリースを通
知するようなニュースである提示情報に対応する詳細情報を表示した場合の表示例である
。
【０１６８】
　詳細情報画面９０には、その中央部に、画面の上下方向に並べて配される複数のタイト
ル表示欄９１Ａ乃至９１Ｅからなるタイトル表示部９１が設けられている。そしてこのタ
イトル表示部９１の各タイトル表示欄９１Ａ乃至９１Ｅのそれぞれには、特定のアーティ
ストによりリリースされたシングルの音楽タイトルが表示される。
【０１６９】
　またこのタイトル表示部９１には、タイトル表示欄９１Ａ乃至９１Ｅを上下方向にスク



(22) JP 2008-77440 A 2008.4.3

10

20

30

40

50

ロールするためのスクロール操作部９１Ｆも設けられている。さらにタイトル表示欄９１
Ａ乃至９１Ｅのそれぞれには、表示される音楽タイトルに試聴用の音楽データ（以下、こ
れを試聴データとも呼ぶ）が対応付けられている場合に、例えばスピーカの形状を模式的
に示すマーク９１Ｇが表示されるようにもなされている。
【０１７０】
　さらにこの詳細情報画面９０には、画面左側に、タイトル表示欄９１Ａ乃至９１Ｅに表
示された音楽タイトルに対応するジャケット画像などを表示させる画像表示部９２と、特
定のアーティストにより今までにリリースされた全ての音楽タイトルのリストを表示する
ための全タイトルリスト表示ボタン９３と、特定のアーティストのプロフィールを表示す
るためのプロフィール表示ボタン９４とが設けられている。
【０１７１】
　そして情報提示端末１２の制御部２０は、この詳細情報画面９０を表示している状態で
、ユーザ操作により、タイトル表示欄９１Ａ乃至９１Ｅに表示されている音楽タイトルの
うちの、マーク９１Ｇと共に表示されている音楽タイトルが選択されると、詳細情報から
、試聴データの取得先を示すリンク情報を取り出す。そして制御部２０は、このリンク情
報を基に試聴データを情報提供装置１１から取得して、この試聴データを再生部２２に送
る。これにより情報提示端末１２は、選択された音楽タイトルに対応する音楽をユーザに
試聴させることができる。
【０１７２】
　また制御部２０は、タイトル表示欄９１Ａ乃至９１Ｅに表示されている音楽タイトルの
うちの何れかが選択されると、詳細情報から、ジャケット画像データの取得先を示すリン
ク情報を取り出す。そして制御部２０は、このリンク情報を基にジャケット画像データを
情報提供装置１１から取得して、このジャケット画像データに基づくジャケット画像を、
詳細情報画面９０の画像表示部９２に表示する。
【０１７３】
　さらに制御部２０は、全タイトルリスト表示ボタン９３が選択されると、詳細情報から
、全タイトルリストの取得先を示すリンク情報を取り出す。そして制御部２０は、このリ
ンク情報を基に全タイトルリストを情報提供装置１１から取得して、この全タイトルリス
トに含まれる音楽タイトルを、例えば詳細情報画面９０のタイトル表示部９１に表示する
。
【０１７４】
　さらに制御部２０は、プロフィール表示ボタン９４が選択されると、詳細情報から、プ
ロフィールのデータ（以下、これをプロフィールデータとも呼ぶ）の取得先を示すリンク
情報を取り出す。そして制御部２０は、このリンク情報を基にプロフィールデータを情報
提供装置１１から取得して、このプロフィールデータに基づくプロフィールを、例えば詳
細情報画面９０の画像表示部９２に表示する。
【０１７５】
　このようにして情報提示端末１２は、ユーザに指定された提示情報に対応する詳細情報
として、この提示情報の内容に関する種々の情報をユーザに提示するようになされている
。
【０１７６】
（１－３）履歴情報管理機能
　上述したような基本的な機能にくわえて、この情報提供システム１０の情報提供装置１
１は、ネットワークＮＴを介して接続された情報提示端末１２から各種要求が送られてき
た日時、送られてきた要求の種別などを、情報提示端末１２ごとに、端末の動作履歴を示
す履歴情報として管理する履歴情報管理機能を有している。以下、この履歴情報管理機能
について説明する。
【０１７７】
　情報提供装置１１は、情報提示端末１２ごとに履歴情報を管理するにあたり、ネットワ
ークＮＴを介して接続された情報提示端末１２のそれぞれに対して、情報提示端末１２ご
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とに固有の端末識別情報を付与するようになされている。
【０１７８】
　すなわち情報提供装置１１の制御部１３は、例えば、ユーザに購入されて初めてネット
ワークＮＴに接続された情報提示端末１２から、端末識別情報の取得要求が送られてくる
と、これを受信部１４で受信して、情報提供装置１１の端末登録部１００（図２）に送る
。
【０１７９】
　端末登録部１００は、この取得要求に応じて、この取得要求を送ってきた情報提示端末
１２に固有の端末識別情報を生成して、これを制御部１３に返す。制御部１３は、この端
末識別情報を、送信部１６によりネットワークＮＴを介して、この取得要求を送ってきた
情報提示端末１２に返信する。
【０１８０】
　情報提示端末１２の制御部２０は、情報提供装置１１からネットワークＮＴを介して端
末識別情報が送られてくると、これを受信部２５で受信して、例えばデータ記憶部２３の
所定領域に記憶した後、この端末識別情報を記憶した旨を、端末識別情報と共にネットワ
ークＮＴを介して情報提供装置１１に通知する。
【０１８１】
　そして、情報提示端末１２の制御部２０は、これ以降、情報提供装置１１に対して各種
要求を送る際には、その都度、データ記憶部２３の所定領域から読み出した自端末の端末
識別情報を各種要求に付加して、各種要求を送る。
【０１８２】
　こうすることで、情報提供装置１１は、ネットワークＮＴを介して送られてくる各種要
求が、どの情報提示端末１２から送られてきたものであるかを認識して、情報提示端末１
２ごとに履歴情報を管理することができるようになされている。
【０１８３】
　実際上、情報提供装置１１の制御部２０は、例えば、上述したように情報提示端末１２
から端末識別情報の取得要求が送られてきたとき、端末識別情報を記憶した旨が通知され
たとき（これも要求とみなす）、提供情報ＲＥの取得要求が送られてきたとき、詳細情報
の取得要求が送られてきたときなどに、その旨を示す履歴情報を履歴情報管理部１０１で
生成して、履歴情報記憶部１０２に記憶するようになされている。
【０１８４】
　ここで、この履歴情報は、図１２に示すように、要求を送ってきた情報提示端末１２の
端末識別情報と、要求が送られてきた日時と、送られてきた要求の種別と、その要求によ
り正規ユーザの情報提示端末１２が取得する情報の識別子（ここでは、提示情報の提示識
別情報ＢＤを指す）と、要求を送ってきた情報提示端末１２のユーザのユーザ識別情報と
で構成される。
【０１８５】
　すなわち履歴情報管理部１０１は、例えば、情報提示端末１２から端末識別情報の取得
要求が送られてくると、このとき情報提示端末１２に付与された端末識別情報（例えば「
０００００００１」）と、このときの日時（例えば、２００６／０３／０５　１０：１５
：３０）と、このときの要求種別「端末識別情報取得」とが記された履歴情報を生成して
、履歴情報記憶部１０２に記憶する。なお、この場合、情報提示端末１２のユーザがユー
ザ登録前であるので、履歴情報の情報識別子及びユーザ識別情報には何ら記されない。
【０１８６】
　その後、この情報提示端末１２から端末識別情報を記憶した旨が通知されると、履歴情
報管理部１０１は、この通知に含まれた端末識別情報（すなわちこの通知を送ってきた情
報提示端末１２に付与された端末識別情報であり、例えば「０００００００１」）と、こ
のときの日時（例えば、２００６／０３／０５　１０：１５：３５）と、このときの要求
種別「端末識別情報記憶通知」とが記された履歴情報を生成して、履歴情報記憶部１０２
に記憶する。この場合も、情報提示端末１２のユーザがユーザ登録前であるので、履歴情
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報の情報識別子及びユーザ識別情報には何ら記されない。
【０１８７】
　その後、この情報提示端末１２から、例えば、提供情報ＲＥの取得要求が送られてくる
と、履歴情報管理部１０１は、この取得要求に付加された端末識別情報（すなわちこの取
得要求を送ってきた情報提示端末１２に付与された端末識別情報であり、例えば「０００
００００１」）と、このときの日時（例えば、２００６／０３／０６　１３：２０：４０
）と、このときの要求種別「提供情報取得」とが記された履歴情報を生成して、履歴情報
記憶部１０２に記憶する。この場合も、情報提示端末１２のユーザがユーザ登録前である
ので、履歴情報の情報識別子及びユーザ識別情報には何ら記されない。
【０１８８】
　このように情報提供装置１１は、未登録ユーザの情報提示端末１２から各種要求を受信
すると、この旨を、端末識別情報に対応付けた履歴情報として履歴情報記憶部１０２に蓄
積することにより、ユーザ登録前でも、端末識別情報を基に、情報提示端末１２ごとに、
その動作履歴を管理することができるようになされている。
【０１８９】
　さらに、その後、情報提示端末１２から、例えば、詳細情報の取得要求が送られてくる
と、情報提供装置１１の制御部１３は、この情報提示端末１２のユーザが未登録ユーザで
あることから、上述したように登録画面ＲＳを介してこのユーザにユーザ登録を促す。つ
まり、未登録ユーザからの初めての詳細情報の取得要求は、ユーザ登録要求であるとも言
える。
【０１９０】
　そして、情報提供装置１１の制御部１３は、この登録画面ＲＳを介して未登録ユーザに
よりユーザ識別情報、パスワード及びニックネームが入力され、これらがユーザ登録情報
として、情報提示端末１２からネットワークＮＴを介して送られてくると、このユーザ登
録情報を受信部１４で受信してユーザ登録部１７に送ると共に、先に送られてきた詳細情
報の取得要求に付加されている端末識別情報もユーザ登録部１７に送る。
【０１９１】
　ユーザ登録部１７は、ユーザ登録情報を登録情報記憶部１５に記憶することで、情報提
示端末１２のユーザをユーザ登録すると共に、このユーザ登録情報と端末識別情報とを対
応付けて履歴情報記憶部１０２に記憶することで、このユーザのユーザ識別情報とこのユ
ーザの情報提示端末１２の端末識別情報とを紐付ける。
【０１９２】
　このように、情報提供装置１１は、ユーザ登録したときに、ユーザ識別情報とユーザ登
録したユーザの情報提示端末１２の端末識別情報とを紐付けることで、ユーザ登録したユ
ーザのユーザ登録前の履歴情報が、履歴情報記憶部１０２に記憶されているユーザ登録前
の履歴情報（つまりユーザ識別情報のない履歴情報）のどれであるのかを特定することが
できる。
【０１９３】
　またこのとき、情報提供装置１１の履歴情報管理部１０１は、先に送られてきた詳細情
報の取得要求に付加されている端末識別情報（すなわちこの取得要求を送ってきた情報提
示端末１２に付与された端末識別情報であり、例えば「０００００００１」）と、このと
きの日時（例えば、２００６／０３／０８　１２：１５：１０）と、このときの要求種別
「詳細情報取得」とに加えて、詳細情報の取得要求により情報提示端末１２が取得する情
報の識別子（すなわち詳細情報の取得要求に付加された提示識別情報ＢＤであり、例えば
「ＡＡＡＡＡＡＡＡ」）と、この端末識別情報に紐付けられたユーザ識別情報（例えば「
ＰＰＰＰＰＰＰＰ」）とが記された履歴情報を生成して、履歴情報記憶部１０２に記憶す
る。
【０１９４】
　その後、再び、この情報提示端末１２から、詳細情報の取得要求が送られてくると、こ
の詳細情報の取得要求に付加されている端末識別情報（すなわちこの取得要求を送ってき
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た情報提示端末１２に付与された端末識別情報であり、例えば「０００００００１」）と
、このときの日時（例えば、２００６／０３／１０　１６：１０：３０）と、このときの
要求種別「詳細情報取得」と、詳細情報の取得要求により情報提示端末１２が取得する情
報の識別子（すなわち詳細情報の取得要求に付加された提示識別情報ＢＤであり、例えば
「ＢＢＢＢＢＢＢＢ」）と、この端末識別情報に紐付けられたユーザ識別情報（例えば「
ＰＰＰＰＰＰＰＰ」）とが記された履歴情報を生成して、履歴情報記憶部１０２に記憶す
る。
【０１９５】
　このように情報提供装置１１は、ユーザ登録後のユーザ（正規ユーザ）の情報提示端末
１２から各種要求を受信すると、この旨を、端末識別情報及びユーザ識別情報に対応付け
た履歴情報として履歴情報記憶部１０２に蓄積することにより、ユーザ登録後も、引き続
き端末識別情報を基に、情報提示端末１２ごとに、その動作履歴を管理することができる
ようになされている。
【０１９６】
　こうすることで情報提供装置１１は、端末識別情報を基に、ユーザ登録前の履歴情報と
ユーザ登録後の履歴情報とを一元管理することができ、さらにこのように一元管理された
履歴情報を参照することで、情報提示端末１２のそれぞれから、ユーザ登録前に何時どの
ような要求がなされたのか、ユーザ登録後に何時どのような情報が要求されたのかを認識
することもできるようになされている。
【０１９７】
　具体的に言うと、情報提供装置１１の制御部１３は、例えば、履歴情報記憶部１０２に
蓄積されている端末識別情報が「０００００００１」の履歴情報のうち、要求種別が「端
末識別情報取得」である履歴情報の要求日時を参照すれば、端末識別情報が「０００００
００１」の情報提示端末１２がはじめてネットワークＮＴに接続された日時を認識するこ
とができる。
【０１９８】
　また制御部１３は、例えば、端末識別情報が「０００００００１」の履歴情報のうち、
ユーザ識別情報が記されていて、要求日時が最も早い履歴情報の要求日時を参照すれば、
端末識別情報が「０００００００１」の情報提示端末１２のユーザをユーザ登録した日時
を認識することができ、またこの履歴情報の情報識別子を参照すれば、ユーザがどのよう
な情報を得ようとしてユーザ登録したのかを認識することができる。
【０１９９】
　さらに制御部１３は、例えば、端末識別情報が「０００００００１」の履歴情報のうち
、ユーザ識別情報が記されている履歴情報の情報識別子を参照すれば、端末識別情報が「
０００００００１」の情報提示端末１２のユーザがユーザ登録後にどのような提示情報に
興味を持っているのかを認識することもできる。
【０２００】
　さらに制御部１３は、このような履歴情報に基づいて、正規ユーザに提示する提示情報
を選択する情報選択部（図２）としての役割を果たすようにもなされている。
【０２０１】
　具体的に言うと、制御部１３は、正規ユーザの情報提示端末１２から提供情報ＲＥの取
得要求が送られてくると、履歴情報記憶部１０２に記憶されているこの情報提示端末１２
の履歴情報に基づき、例えば、情報提示端末１２のユーザがユーザ登録後にどのような提
示情報に興味を持っているのかを認識する。
【０２０２】
　この結果、制御部１３は、例えばユーザが特定のアーティストに関する提示情報に興味
を持っていると認識すると、提供情報ＲＥに含まれる提示使用情報ＢＵ１乃至ＢＵＮとし
て、この特定のアーティストに関する提示情報に対応する提示使用情報ＢＵ１乃至ＢＵＮ
を選択することで、この特定のアーティストに関する提示情報に対応する提示使用情報Ｂ
Ｕ１乃至ＢＵＮが含まれた提供情報ＲＥを生成し、これを情報提示端末１２に送信する。
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【０２０３】
　これにより、情報提示端末１２の表示部２６には、ユーザが興味を持っている特定のア
ーティストに関する提示情報が表示される。
【０２０４】
　また制御部１３は、提供情報ＲＥの取得要求を送ってきた情報提示端末１２の履歴情報
に基づき、例えば、情報提示端末１２がはじめてネットワークＮＴに接続された日時を認
識する。
【０２０５】
　この結果、情報提示端末１２がはじめてネットワークＮＴに接続された日から例えば一
年以上経過している場合、制御部１３は、提供情報ＲＥに含まれる提示使用情報ＢＵ１乃
至ＢＵＮとして、新しい情報提示端末１２への買い換えを勧める内容の提示情報に対応す
る提示使用情報ＢＵ１乃至ＢＵＮを選択することで、新しい情報提示端末１２への買い換
えを勧める内容の提示情報に対応する提示使用情報ＢＵ１乃至ＢＵＮが含まれた提供情報
ＲＥを生成し、これを情報提示端末１２に送信する。
【０２０６】
　これにより、情報提示端末１２の表示部２６には、新しい情報提示端末１２への買い換
えを勧める内容の提示情報が表示される。
【０２０７】
　さらに制御部１３は、提供情報ＲＥの取得要求を送ってきた情報提示端末１２の履歴情
報に基づき、例えば、情報提示端末１２のユーザをユーザ登録した日時を認識する。
【０２０８】
　この結果、情報提示端末１２のユーザをユーザ登録した日が例えば一ヶ月以内である場
合、制御部１３は、提供情報ＲＥに含まれる提示使用情報ＢＵ１乃至ＢＵＮとして、正規
ユーザが利用できるサービスの簡単な使い方などを示す提示情報に対応する提示使用情報
ＢＵ１乃至ＢＵＮを選択することで、正規ユーザが利用できるサービスの簡単な使い方な
どを示す提示情報に対応する提示使用情報ＢＵ１乃至ＢＵＮが含まれた提供情報ＲＥを生
成し、これを情報提示端末１２に送信する。
【０２０９】
　これにより、情報提示端末１２の表示部２６には、正規ユーザが利用できるサービスの
簡単な使い方などを示す提示情報が表示される。
【０２１０】
　このように情報提供装置１１は、正規ユーザに提示する提示情報を選択する場合に、ユ
ーザ登録後の履歴情報だけでなく、ユーザ登録前の履歴情報も有効利用することができ、
結果として、より一層ユーザに適した提示情報を、ユーザの情報提示端末１２に送信して
ユーザに提供することができるようになされている。
【０２１１】
　なお、この情報提供装置１１の制御部１３が、上述した情報処理装置１（図１）の情報
選択部７に対応するものであり、また受信部１４、送信部１６が、それぞれ情報処理装置
１の送信部３、受信部４に対応するものであり、さらにユーザ登録部１７、端末登録部１
００、履歴情報管理部１０１、履歴情報記憶部１０２が、それぞれ情報処理装置１のユー
ザ登録部８、端末登録部２、履歴情報管理部６、記憶部５に対応するものである。
【０２１２】
（１－４）履歴情報記憶処理手順
　ここで、上述した履歴情報を記憶する処理の手順（以下、これを履歴情報記憶処理手順
とも呼ぶ）について詳しく説明する。この履歴情報記憶処理手順は、主として情報提供装
置１１の制御部１３が情報提示端末１２の制御部２０と協動して実行する処理手順である
。
【０２１３】
　なお、ここでは、この履歴情報記憶処理手順を、情報提示端末１２がネットワークＮＴ
に接続されてから情報提供装置１１が提供情報ＲＥを情報提示端末１２に送信するまでの
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処理手順（以下、これを第１の履歴情報記憶処理手順とも呼ぶ）と、情報提示端末１２で
提供情報ＲＥを基に表示した提示情報のうちの一つが指定されてから情報提供装置１１が
この指定された提示情報の詳細情報の画面データを情報提示端末１２に送信するまでの処
理手順（以下、これを第２の履歴情報記憶処理手順とも呼ぶ）とに分けて説明する。
【０２１４】
　まず第１の履歴情報記憶処理手順について、図１３に示すシーケンスチャートを用いて
説明する。情報提示端末１２の制御部２０は、自端末がネットワークＮＴに接続されると
、ステップＳＰ１において、データ記憶部２３の所定領域に自端末の端末識別情報が記憶
されているかどうか判定する。
【０２１５】
　このステップＳＰ１で否定結果を得ると、このことは、例えば情報提示端末１２が今回
はじめてネットワークＮＴに接続されたことを意味し、このとき情報提示端末１２の制御
部２０は、ステップＳＰ２に移る。ステップＳＰ２において情報提示端末１２の制御部２
０は、端末識別情報の取得要求を、送信部２４からネットワークＮＴを介して情報提供装
置１１に送信する。
【０２１６】
　常時稼動している情報提供装置１１の制御部１３は、情報提示端末１２から送られてき
た端末識別情報の取得要求を受信部１４で受信すると、ステップＳＰ１０において、端末
登録部１００により、この取得要求を送ってきた情報提示端末１２に対する端末識別情報
を生成して、これを送信部１６からネットワークＮＴを介して情報提示端末１２に送信す
る。また、このステップＳＰ１０において制御部１３は、履歴情報管理部１０１により、
情報提示端末１２から端末識別情報の取得要求が送られてきた旨を示す履歴情報（端末識
別情報が記されている）を生成して、これを履歴情報記憶部１０２に記憶する。
【０２１７】
　情報提示端末１２の制御部２０は、情報提供装置１１から送られてきた端末識別情報を
受信部２５で受信してデータ記憶部２５の所定領域に記憶すると、ステップＳＰ３におい
て、この端末識別情報を記憶した旨をネットワークＮＴを介して情報提供装置１１に通知
する。
【０２１８】
　情報提供装置１１の制御部１３は、情報提示端末１２から端末識別情報を記憶した旨が
通知されると、ステップＳＰ１１において、この通知に対する応答をネットワークＮＴを
介して情報提示端末１２に送信する。また、このステップＳＰ１１において制御部１３は
、履歴情報管理部１０１により、情報提示端末１２から端末識別情報を記憶した旨が通知
されてきたことを示す履歴情報（端末識別情報が記されている）を生成して、これを履歴
情報記憶部１０２に記憶する。
【０２１９】
　情報提示端末１２の制御部２０は、情報提供装置１１から端末識別情報を記憶した旨の
通知に対する応答を受信部２５で受信すると、または上述のステップＳＰ１で肯定結果を
得ると、ステップＳＰ４において、提供情報ＲＥの取得要求を、送信部２４からネットワ
ークＮＴを介して情報提供装置１１に送信する。
【０２２０】
　情報提供装置１１の制御部１３は、情報提示端末１２から送られてきた提供情報ＲＥの
取得要求を受信部１４で受信すると、ステップＳＰ１２において、提供情報記憶部２８か
ら提供情報を読み出して、これを送信部１６からネットワークＮＴを介して情報提示端末
１２に送信する。また、このステップＳＰ１２において制御部１３は、履歴情報管理部１
０１により、情報提示端末１２から提供情報ＲＥの取得要求が送られてきた旨を示す履歴
情報（端末識別情報が記されている）を生成して、これを履歴情報記憶部１０２に記憶す
る。
【０２２１】
　このような第１の履歴情報記憶処理手順にしたがって、情報提供装置１１の制御部１３
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は、情報提示端末１２から各種要求が送られてくると、その都度、履歴情報を履歴情報記
憶部１０２に記憶するようになされている。
【０２２２】
　つづけて第２の履歴情報記憶処理手順について、図１４及び図１５に示すシーケンスチ
ャートを用いて説明する。情報提示端末１２の制御部２０は、提供情報ＲＥを基に表示し
た提示情報のうちの一つがユーザにより指定されると、ステップＳＰ２０において、この
指定された提示情報に対応する提示識別情報ＢＤ及び端末識別情報を付加した詳細情報の
取得要求を、送信部２４からネットワークＮＴを介して情報提供装置１１に送信する。ち
なみに、このとき認証情報記憶部２７に認証識別情報が一時記憶されているのであれば、
制御部２０は、この認証識別情報も詳細情報の取得要求に付加するようになされている。
【０２２３】
　情報提供装置１１の制御部１３は、情報提示端末１２から送られてきた詳細情報の取得
要求を受信部１４で受信すると、ステップＳＰ４０において、認証処理部１８により、こ
の取得要求を基に情報提示端末２２に対する認証処理を行って、次のステップＳＰ４１に
移る。ステップＳＰ４１において制御部１３は、認証処理部１８による認証処理の結果、
情報提示端末１２が認証されたかどうかを判定する。このステップＳＰ４１で肯定結果を
得ると、制御部１３は、情報提示端末１２が正規ユーザのものであると認証されたと認識
して、ステップＳＰ４２に移る。
【０２２４】
　これに対してこのステップＳＰ４１で否定結果を得ると、制御部１３は、情報提示端末
１２が認証されなかったと認識して、ステップＳＰ４３に移る。ステップＳＰ４３におい
て制御部１３は、認証エラー通知情報を、送信部１６からネットワークＮＴを介して情報
提示端末１２に送信する。
【０２２５】
　ここで情報提示端末１２の制御部２０は、ステップＳＰ２１において、情報提供装置１
１から認証エラー通知情報が送られてきたかどうかを判定する。このステップＳＰ２１で
肯定結果を得ると、このことは情報提示端末１２が認証されなかったことを意味し、この
とき制御部２０は、ステップＳＰ２２に移る。ステップＳＰ２２において制御部２０は、
認証情報記憶部２７にニックネームを記憶しているかどうかを判定する。
【０２２６】
　このステップＳＰ２２で肯定結果を得ると、このことは情報提示端末１２のユーザがユ
ーザ登録されていることを意味し、このとき制御部２０は、ステップＳＰ２３に移る。ス
テップＳＰ２３において制御部２０は、認証情報記憶部２７にユーザ識別情報及びパスワ
ードも記憶しているかどうかを判定する。このステップＳＰ２３で肯定結果を得ると、こ
のとき制御部２０はステップＳＰ２４に移る。
【０２２７】
　これに対してこのステップＳＰ２３で否定結果を得ると、認証情報記憶部２７にニック
ネームは記憶されているものの、ユーザ識別情報及びパスワードは記憶されていないこと
を意味し、このとき制御部２０は、ステップＳＰ２５に移る。ステップＳＰ２５において
制御部２０は、例えば表示部２６を介してユーザにユーザ識別情報及びパスワードを入力
するよう促し、この結果、ユーザ識別情報及びパスワードが入力されると、ステップＳＰ
２４に移る。
【０２２８】
　ステップＳＰ２４において制御部２０は、ニックネーム、ユーザ識別情報及びパスワー
ドを付加した認証要求を送信部２４からネットワークＮＴを介して情報提供装置１１に送
信する。
【０２２９】
　また、上述のステップＳＰ２２で否定結果を得た場合、このことは情報提示端末１２に
ニックネームが記憶されていないことから、この情報提示端末１２のユーザが未登録ユー
ザであることを意味し、このとき制御部２０は、ステップＳＰ２６に移り、ニックネーム
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、ユーザ識別情報及びパスワードを付加していない認証要求を送信部２４からネットワー
クＮＴを介して情報提供装置１１に送信する。
【０２３０】
　情報提供装置１１の制御部１３は、情報提示端末１２から送られてきた認証要求を受信
部１４で受信すると、ステップＳＰ４４において、この認証要求にニックネームが付加さ
れているかどうかを判定する。このステップＳＰ４４で肯定結果を得ると、このことは認
証要求を送ってきた情報提示端末１２のユーザがユーザ登録されている可能性があること
を意味し、このとき制御部１３は、ステップＳＰ４５に移る。
【０２３１】
　ステップＳＰ４５において制御部１３は、認証処理部１８により、この認証要求を基に
情報提示端末２２に対する認証処理を行って、次のステップＳＰ４６に移る。ステップＳ
Ｐ４６において制御部１３は、認証処理部１８による認証処理の結果、情報提示端末１２
が認証されたかどうか再度判定する。このステップＳＰ４６で肯定結果を得ると、制御部
１３は、情報提示端末１２が正規ユーザのものであると認証されたと認識して、ステップ
ＳＰ４２に移る。
【０２３２】
　これに対して、このステップＳＰ４６で否定結果を得ると、このことは認証要求に付加
されたニックネーム、ユーザ識別情報及びパスワードの少なくとも１つが間違ったもので
あることを意味し、このとき制御部１３は、ステップＳＰ４３に戻り、再度、情報提示端
末１２に対して認証エラー通知情報を送信する。
【０２３３】
　また、上述のステップＳＰ４４で否定結果を得た場合、このことはニックネームが付加
されていない認証要求が送られてきたことから、情報提示端末１２のユーザを未登録ユー
ザであることを意味し、このとき制御部１３は、ステップＳＰ４７（図１５）に移る。ス
テップＳＰ４７において制御部１３は、登録画面ＲＳに対応する登録画面リンク情報を送
信部１６からネットワークＮＴを介して情報提示端末１２に送信する。
【０２３４】
　情報提示端末１２の制御部２０は、情報提供装置１１から送られてきた登録画面リンク
情報を受信部２５で受信すると、ステップＳＰ２７において、この登録画面リンク情報を
基に登録画面データの取得要求を送信部２４からネットワークＮＴを介して情報提供装置
１に送信する。
【０２３５】
　情報提供装置１１の制御部１３は、情報提示端末１２から送られてきた登録画面データ
の取得要求を受信部１４で受信すると、ステップＳＰ４８において、この取得要求に応じ
て、登録情報記憶部１５から読み出した登録画面データを送信部１６からネットワークＮ
Ｔを介して情報提示端末１２に送信する。
【０２３６】
　情報提示端末１２の制御部２０は、情報提供装置１１から送られてきた登録画面データ
を受信部２５で受信すると、この登録画面データに基づく登録画面ＲＳを表示部２６に表
示することでユーザにユーザ識別情報、パスワード及びニックネームを入力するよう促し
、この結果、ユーザ識別情報、パスワード及びニックネームが入力されると、ステップＳ
Ｐ２８において、入力されたユーザ識別情報、パスワード及びニックネームをユーザ登録
情報として、これを送信部２４からネットワークＮＴを介して情報提供装置１１に送信し
、その後、再びステップＳＰ２０（図１４）に戻る。
【０２３７】
　情報提供装置１１の制御部１３は、情報提示端末１２から送られてきたユーザ登録情報
を受信部１４で受信すると、ステップＳＰ４９において、これをユーザ登録部１７により
登録情報記憶部１５に記憶することで、情報提示端末１２のユーザをユーザ登録し、その
後、再びステップＳＰ４０に戻る。
【０２３８】
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　なお、上述のステップＳＰ２１（図１４）で否定結果を得た場合、情報提供装置１１に
送った詳細情報の取得要求を基に情報提示端末１２が認証されたことになり、このとき制
御部２０は、上述のステップＳＰ２２、ＳＰ２３、ＳＰ２４、ＳＰ２５、ＳＰ２６、ＳＰ
２７、ＳＰ２８の処理を省略する。
【０２３９】
　このようにして最終的に上述のステップＳＰ４１またはステップＳＰ４６で情報提示端
末１２が認証された結果移るステップＳＰ４２において、情報提供装置１１の制御部１３
は、このとき認証された情報提示端末１２の端末識別情報（詳細情報の取得要求に付加さ
れている）とユーザ識別情報とが既に紐付けられているかどうかをユーザ登録部１７で判
定する。この場合、ユーザ登録部１７は、履歴情報記憶部１０２に、この情報提示端末１
２の端末識別情報がユーザ識別情報と対応付けて記憶されているかどうかにより、情報提
示端末１２の端末識別情報とユーザ識別情報とが既に紐付けられているかどうかを判定す
るようになされている。
【０２４０】
　このステップＳＰ４２で否定結果を得ると、このことは、この情報提示端末１２の端末
識別情報とユーザ識別情報とがまだ紐付けられていないことを意味し、このとき制御部１
３は、ステップＳＰ５０に移り、このステップＳＰ５０において、ユーザ登録部１７によ
り、この情報提示端末１２の端末識別情報とユーザ識別情報とを対応付けて履歴情報記憶
部１０２に記憶することで、この情報提示端末１２の端末識別情報とユーザ識別情報とを
紐付けて、ステップＳＰ５１に移る。
【０２４１】
　これに対してステップＳＰ４２で肯定結果を得ると、このとき制御部１３は、この情報
提示端末１２の端末識別情報とユーザ識別情報との紐付けを省略して、ステップＳＰ５１
に移る。
【０２４２】
　ステップＳＰ５１において制御部１３は、情報提示端末１２から送られてきた詳細情報
の取得要求に付加されている提示識別情報ＢＤに対応する詳細リンク情報を送信部１６か
らネットワークＮＴを介して情報提示端末１２に送信する。またこのステップＳＰ５１に
おいて制御部１３は、履歴情報管理部１０１により、情報提示端末１２から詳細情報の取
得要求が送られてきた旨を示す履歴情報（端末識別情報及びユーザ識別情報が記されてい
る）を生成して、これを履歴情報記憶部１０２に記憶する。
【０２４３】
　情報提示端末１２の制御部２０は、情報提供装置１１から送られてきた詳細リンク情報
を受信部２５で受信すると、ステップＳＰ２９において、この詳細リンク情報を基に詳細
情報の画面データの取得要求を送信部２４からネットワークＮＴを介して情報提供装置１
１に送信する。
【０２４４】
　情報提供装置１１の制御部１３は、情報提示端末１２から送られてきた詳細情報の画面
データの取得要求を受信部１４で受信すると、ステップＳＰ５２において、この取得要求
に応じて、詳細情報記憶部２９から読み出した詳細情報の画面データを送信部１６からネ
ットワークＮＴを介して情報提示端末１２に送信する。
【０２４５】
　このような第２の履歴情報記憶処理手順にしたがって、情報提供装置１１の制御部１３
は、ユーザ登録時に、ユーザ識別情報とユーザ登録したユーザの情報提示端末１２の端末
識別情報とを紐付け、また情報提示端末１２から各種要求が送られてくると、その都度、
履歴情報を履歴情報記憶部１０２に記憶するようになされている。
【０２４６】
（１－５）第１の実施の形態による動作及び効果
　以上の構成において、情報提供装置１１の端末登録部１００は、ネットワークＮＴを介
して接続された情報提示端末１２のそれぞれに端末識別情報を付与して、この端末識別情
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報をそれぞれの情報提示端末１２に送信する。
【０２４７】
　そして情報提供装置１１の履歴情報管理部１０１は、ネットワークＮＴを介して接続さ
れた情報提示端末１２から送られてくる端末識別情報が付加された各種要求（端末識別情
報の取得要求、提供情報ＲＥの取得要求など）を受信すると、この旨を、端末識別情報に
対応付けた履歴情報として、履歴情報記憶部１０２に記憶する。
【０２４８】
　こうすることで情報提供装置１１は、ユーザ登録されていないユーザの情報提示端末１
１であってもその動作履歴を、情報提示端末１２ごとに管理することができる。
【０２４９】
　その後、情報提供装置１１のユーザ登録部１７は、情報提示端末１２からの要求に応じ
て、情報提示端末１２のユーザをユーザ登録すると、このユーザ（つまり正規ユーザ）の
ユーザ登録情報として登録したユーザ識別情報と、このユーザの情報提示端末１２に付与
した端末識別情報とを対応付けて履歴情報記憶部１０２に記憶する。
【０２５０】
　こうすることで情報提供装置１１は、ユーザ登録したユーザのユーザ登録前の履歴情報
が、履歴情報記憶部１０２に記憶されているユーザ登録前の履歴情報のどれであるのかを
特定することができる。
【０２５１】
　さらに情報提供装置１１の履歴情報管理部１０１は、ユーザ登録後のユーザの情報提示
端末１２から送られてくる端末識別情報が付加された各種要求（詳細情報の取得要求など
）を受信すると、この旨を、端末識別情報及びユーザ識別情報に対応付けた履歴情報とし
て、履歴情報記憶部１０２に記憶する。
【０２５２】
　こうすることで情報提供装置１１は、ユーザ登録後も、引き続き情報提示端末１１の動
作履歴を、情報提示端末１２ごとに管理することができる。
【０２５３】
　かくするにつき情報提供装置１１は、端末識別情報を基に、ユーザ登録前の履歴情報と
ユーザ登録後の履歴情報とを一元管理することができ、さらにこのように一元管理された
履歴情報によって、情報提示端末１２のそれぞれから、ユーザ登録前に何時どのような要
求がなされたのか、ユーザ登録後に何時どのような情報が要求されたのかを認識すること
もできる。
【０２５４】
　以上の構成によれば、情報提供装置１１は、ネットワークＮＴで接続された情報提示端
末１２に対して端末識別情報を付与することによりユーザ登録前でもユーザの情報提示端
末１２を識別することができ、また端末識別情報と履歴情報とを対応付けて記憶すること
でユーザ登録前でもユーザの情報提示端末１２ごとに履歴情報を管理することができ、さ
らにユーザ登録されたときにユーザ識別情報と端末識別情報とを対応付けることによりユ
ーザ識別情報とユーザ登録前の履歴情報とを対応付けることができるので、ユーザ登録前
の履歴情報をユーザ登録後にも有効利用することができる。
【０２５５】
（２）第２の実施の形態
　次に、第２の実施の形態について説明する。この第２の実施の形態は、上述の第１の実
施の形態の履歴情報管理機能にさらに機能を追加した実施例であり、概要、システム構成
、履歴情報管理処理手順などは第１の実施の形態と同様とする。
【０２５６】
　具体的に言うと、この第２の実施の形態では、ユーザが例えば情報提示端末１２を買い
換えた場合に、買い換え前の情報提示端末１２の履歴情報を、買い換え後の情報提示端末
１２の履歴情報として引き継ぐ機能が、履歴情報管理機能に追加されており、この点が第
１の実施の形態と異なる点である。
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【０２５７】
（２－１）履歴情報の引き継ぎ
　ここで、この第２の実施の形態による履歴情報の引き継ぎについて説明する。なお、こ
こでは、ユーザが第１の情報提示端末１２を使用してユーザ登録した後、この第１の情報
提示端末１２から第２の情報提示端末１２に買い換えて、この第２の情報提示端末１２を
使用する場合を例に説明する。
【０２５８】
　情報提供装置１１は、第１の実施の形態で説明したように、ネットワークＮＴを介して
第１の情報提示端末１２が接続されると、この第１の情報提示端末１２に対して、端末登
録部１００により端末識別情報（例えば「０００００００１」）を付与して、これを第１
の情報提示端末１２に送信した後、この第１の情報提示端末１２から送られてくる端末識
別情報が付加された各種要求を受信すると、履歴情報管理部１０１により、この旨を、端
末識別情報に対応付けた履歴情報として、履歴情報記憶部１０２に記憶する。
【０２５９】
　その後、情報提供装置１１は、第１の情報提示端末１２からの要求に応じて、この第１
の情報提示端末１２のユーザをユーザ登録すると、図１６（Ａ）に示すように、ユーザ登
録部１７により、このユーザのユーザ識別情報（例えば「ＰＰＰＰＰＰＰＰ」）と、この
第１の情報提示端末１２に付与した端末識別情報（例えば「０００００００１」）とを対
応付けて履歴情報記憶部１０２に記憶する。
【０２６０】
　さらに情報提供装置１１は、ユーザ登録後も、この第１の情報提示端末１２から送られ
てくる端末識別情報が付加された各種要求を受信すると、履歴情報管理部１０１により、
この旨を、第１の情報提示端末１２の端末識別情報（例えば「０００００００１」）及び
ユーザ識別情報（例えば「ＰＰＰＰＰＰＰＰ」）に対応付けた履歴情報として、履歴情報
記憶部１０２に記憶する。
【０２６１】
　この時点で、情報提供装置１１の履歴情報記憶部１０２には、第１の情報提示端末１２
の端末識別情報と第１の端末識別情報のユーザのユーザ識別情報とが対応付けられて記憶
されており、また第１の情報提示端末１２のユーザ登録前の履歴情報とユーザ登録後の履
歴情報とがこの第１の情報提示端末１２の履歴情報として記憶されている。
【０２６２】
　ここで、ユーザが例えば第１の情報提示端末１２から第２の情報提示端末１２に買い換
え、第１の情報提示端末１２に代えてこの第２の情報提示端末１２をネットワークＮＴに
接続すると、情報提供装置１１は、この第２の情報提示端末１２に対して、端末登録部１
００により端末識別情報（例えば「０００００１００」）を付与して、これを第２の情報
提示端末１２に送信する。
【０２６３】
　また情報提供装置１１は、例えば、この第２の情報提示端末１２を介してユーザにユー
ザ登録情報が入力されることで、この第２の情報提示端末１２のユーザが既にユーザ登録
されていることを認識すると、図１６（Ｂ）に示すように、ユーザ登録部１７により、こ
のユーザのユーザ識別情報（例えば「ＰＰＰＰＰＰＰＰ」）と、この第２の情報提示端末
１２に付与した端末識別情報（例えば「０００００１００」）とを対応付けて履歴情報記
憶部１０２に記憶する。
【０２６４】
　その後、情報提供装置１１は、この第２の情報提示端末１２から送られてくる端末識別
情報が付加された各種要求を受信すると、履歴情報管理部１０１により、この旨を、第２
の情報提示端末１２の端末識別情報（例えば「０００００１００」）及びユーザ識別情報
（例えば「ＰＰＰＰＰＰＰＰ」）に対応付けた履歴情報として、履歴情報記憶部１０２に
記憶する。
【０２６５】
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　このように、情報提供装置１１は、ユーザが第１の情報提示端末１２を使用してユーザ
登録した後、第２の情報提示端末１２に買い換えてこの第２の情報提示端末１２を使用す
るような場合、まずユーザが第１の情報提示端末１２を使用してユーザ登録した時点で、
この第１の情報提示端末１２の端末識別情報（例えば「０００００００１」）とこのユー
ザのユーザ識別情報（例えば「ＰＰＰＰＰＰＰＰ」）とを対応付けて履歴情報記憶部１０
２に記憶する。
【０２６６】
　そしてユーザが使用する端末を第１の情報提示端末１２から第２の情報提示端末１２に
切り換えると、情報提供装置１１は、この第２の情報提示端末１２の端末識別情報（例え
ば「０００００１００」）とこのユーザのユーザ識別情報（例えば「ＰＰＰＰＰＰＰＰ」
）とを対応付けて履歴情報記憶部１０２に記憶する。
【０２６７】
　こうすることで情報提供装置１１は、同じユーザ識別情報に対応付けられた端末識別情
報を持つ情報提示端末１２を、同じユーザの情報提示端末１２であると認識することがで
きるので、例えば、第２の情報提示端末１２を使用しているユーザが以前に第１の情報提
示端末１２を使用していたことを認識することもできる。
【０２６８】
　したがって情報提供装置１１は、履歴情報記憶部１０２に記憶している第１の情報提示
端末１２の履歴情報を、第２の情報提示端末１２の履歴情報として管理することができる
ので、第１の情報提示端末１２の履歴情報を、第２の情報提示端末１２の履歴情報として
引き継がせることができ、かくして買い換え前の情報提示端末１２の履歴情報を、買い換
え後の情報提示端末１２の履歴情報として有効利用することができる。
【０２６９】
（３）第３の実施の形態
　次に、第３の実施の形態を説明する。図１７に示す情報処理装置１００は、上述した機
能ブロック構成の情報処理装置１（図１）をハードウェア構成により実現した例であり、
全体を統括的に制御するＣＰＵ１０１が、ＲＯＭ１０２またはハードディスクドライブ１
０３にあらかじめ記憶されている基本プログラムやアプリケーションプログラムなどの各
種プログラムを、バス１０４を介してＲＡＭ１０５に適宜展開しこれを実行することによ
り各種処理を実行するようになされている。
【０２７０】
　このハードディスクドライブ１０３には、上述した各種プログラムの他に、ネットワー
クＮＴで接続された端末（図示せず）に提供する情報やこの端末から送られてきた情報な
どの各種情報が記憶されるようになされている。
【０２７１】
　すなわちＣＰＵ１０２は、ネットワークＮＴで接続された端末から送られてくる所望の
情報の取得要求を、ネットワークインタフェース１０６を介して受け取ると、この取得要
求に応じた情報をハードディスクドライブ１０３から読み出して、ネットワークインタフ
ェース１０６を介して端末に送るようになされ、また端末から送られてくる情報を、ネッ
トワークインタフェース１０６を介して受け取ると、これをハードディスクドライブ１０
３に記憶するようになされている。
【０２７２】
　この情報処理装置１００は、ＣＰＵ１０１がＲＯＭ１０２またはハードディスクドライ
ブ１０３に記憶された各種プログラムにしたがって各種処理をソフトウェア的に実行し得
るようになされているため、上述した機能ブロック構成の情報処理装置１（図１）の各種
機能（つまり実行する処理）に応じて、ＲＯＭ１０２またはハードディスクドライブ１０
３に記憶させる各種プログラムを適宜選定することにより、ＣＰＵ１０１を、情報処理装
置１の端末登録部２、履歴情報管理部６、情報選択部７及びユーザ登録部８と同様に機能
させることができ、またＲＡＭ１０５及びハードディスクドライブ１０３を情報処理装置
１の記憶部５と同様に機能させることができ、さらにネットワークインタフェース１０６
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を情報処理装置１の送信部３及び受信部４と同様に機能させることができる。
【０２７３】
　よってこの情報処理装置１００は、情報処理装置１の各種機能を、自身の構成で実現す
ることができ、かくして、上述した第１乃至第２の実施の形態と同様の効果を得ることが
できる。
【０２７４】
　なお、この第３の実施の形態では、ＣＰＵ１０１がＲＯＭ１０２またはハードディスク
ドライブ１０６にあらかじめ記憶されている各種プログラムにしたがって、情報処理装置
１の各種機能に基づく処理を実行する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、各
種プログラムを、ＣＤやＤＶＤなどの記録媒体に記録しておき、ＣＰＵ１０１がこの記録
媒体から読み出した各種プログラムにしたがって、情報処理装置１の各種機能に基づく処
理を実行するようにしてもよいし、この記録媒体から各種プログラムをハードディスクド
ライブ１０３にインストールするようにしてもよく、またネットワークインタフェース１
０６を介して外部から取得するようにしてもよい。
【０２７５】
（４）他の実施の形態
　なお、上述の第１及び第２の実施の形態では、履歴情報を、要求を送ってきた情報提示
端末１２の端末識別情報と、要求が送られてきた日時と、送られてきた要求の種別と、そ
の要求により情報提示端末１２が取得する情報の識別子（提示情報の提示識別情報ＢＤ）
と、要求を送ってきた情報提示端末１２のユーザ識別情報とで構成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、例えば、図１８に示すように、要求を送ってき
た情報提示端末１２の種別（例えば「４Ａ」）を加えた構成にしてもよいし、また情報提
示端末１２のデータ記憶部２３の空き容量など、情報提示端末１２のユーザに情報を提供
するうえで有用となる情報であれば、この他種々の情報を用いて構成するようにしてもよ
い。
【０２７６】
　また、上述の第１及び第２の実施の形態では、情報提供装置１１の履歴情報管理部１０
１が、情報提示端末１２から端末識別情報の取得要求が送られてきたとき、端末識別情報
を記憶した旨が通知されたとき（これも要求とみなす）、提供情報ＲＥの取得要求が送ら
れてきたとき、詳細情報の取得要求が送られてきたときなどに、その旨を示す履歴情報を
生成して履歴情報記憶部１０２に記憶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、例えば認証要求が送られてきたとき、登録画面データの取得要求が送られて
きたとき、ユーザ登録情報が送られてきたとき（これも要求とみなす）など、この他種々
の要求が情報提示端末１２から送られてきたときに、その旨を示す履歴情報を生成して履
歴情報記憶部１０２に記憶するようにしてもよい。くわえて、情報提供装置１１から例え
ば認証エラー通知情報を送ったときなどのように情報提供装置１１からの通知を履歴情報
として履歴情報記憶部１０２に記憶するようにしてもよい。
【０２７７】
　さらに、上述の第２の実施の形態では、ユーザが第１の情報提示端末１２を使用してユ
ーザ登録したときに、この第１の情報提示端末１２の端末識別情報とこのユーザのユーザ
識別情報とを対応付けて履歴情報記憶部１０２に記憶して、その後、ユーザが使用する端
末を第１の情報提示端末１２から第２の情報提示端末１２に切り換えると、この第２の情
報提示端末１２の端末識別情報とこのユーザのユーザ識別情報とを対応付けて別途履歴情
報記憶部１０２に記憶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、第
１の情報提示端末１２の端末識別情報とこのユーザのユーザ識別情報とを対応付けて履歴
情報記憶部１０２に記憶した後、ユーザが使用する端末を第１の情報提示端末１２から第
２の情報提示端末１２に切り換えたことで、この第２の情報提示端末１２の端末識別情報
とこのユーザのユーザ識別情報とを対応付けて別途履歴情報記憶部１０２に記憶すると、
図１９（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、このユーザのユーザ識別情報と対応付けて履歴情
報記憶部１０２に記憶されている第１の情報提示端末１２の端末識別情報を削除すると共
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に、この第１の情報提示端末１２の端末識別情報に対応付けて履歴情報記憶部１０２に記
憶されている履歴情報を、第２の情報提示端末１２の端末識別情報に対応付け換えるよう
にしてもよい（すなわち、例えば第１の情報提示端末１２の履歴情報の端末識別情報を「
０００００００１」から第２の情報提示端末１２の端末識別情報である「０００００１０
０」に書き換えるようにしてもよい）。
【０２７８】
　このようにすれば、第２の情報提示端末の端末識別情報だけで、第１の情報提示端末が
使用されていたときの履歴情報も、第２の情報提示端末の履歴情報として管理することが
できる。
【０２７９】
　さらに、上述の第１及び第２の実施の形態では、提示情報を提示文字列と提示画像とか
ら構成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、提示情報を文字の
みや画像のみから構成するようにしてもよい。
【０２８０】
　さらに、上述の第１及び第２の実施の形態では、提供情報ＲＥに複数の提示使用情報Ｂ
Ｕ１乃至ＢＵＮを格納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、提
供情報ＲＥに１個の提示使用情報を格納するようにしてもよいし、提示情報自体を提供情
報ＲＥとしてもよく、さらに、提供情報ＲＥを提示情報の種別（つまり提示種別情報ＢＫ
）ごとに複数用意するようにしてもよい。
【０２８１】
　具体的に言うと、情報提供装置１１の提供情報記憶部２８に、例えば、提示情報の種別
（つまり提示種別情報ＢＫ）ごとに提供情報ＲＥを複数記憶しておき、情報提供装置１１
が、この提供情報ＲＥのリストを情報提示端末１２に送信し、このリストを受信した情報
提示端末１２が、このリストからユーザにより指定された所望の提供情報ＲＥの取得要求
を情報提供装置１１に送信する。こうすることで情報提示端末１２は、ユーザが興味を持
っている種別の提示情報をユーザに提示することができるようになる。
【０２８２】
　またこのとき情報提供装置１１は、情報提示端末１２から取得要求された提供情報ＲＥ
の種別を履歴情報に記して記憶することで、ユーザ登録前でも、情報提示端末１２のユー
ザがどのような種別の提示情報に興味を持っているのかを認識することができ、この履歴
情報をユーザ登録後に有効利用すれば、より一層ユーザに適した提示情報を提供すること
ができる。
【０２８３】
　さらに、上述の第１及び第２の実施の形態では、情報提示端末１２が提供情報ＲＥに含
まれる全ての提示情報をユーザに提示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、情報提示端末１２が、提示種別情報ＢＫを基に、ユーザにより指定された種
別の提示情報を選択的に提示するようにしてもよい。
【０２８４】
　さらに、上述の第１及び第２の実施の形態では、情報提示端末１２が詳細情報を詳細情
報画面９０として表示することでユーザに提示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、例えば、詳細情報を機能実行情報などの他の情報と合わせて表示し
てユーザに提示するようにしても良い。
【０２８５】
　さらに、上述の第１乃至第３の実施の形態で述べた情報処理装置１、情報提供装置１１
、情報処理装置１００に限らず、本発明は、パーソナルコンピュータやサーバなど、この
他種々の情報処理装置に広く適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０２８６】
　本発明は、コンテンツに関する情報を提供するサーバなどのような情報提供装置に利用
することができる。
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【図面の簡単な説明】
【０２８７】
【図１】第１の実施の形態の概要となる情報処理装置の構成を示すブロック図である。
【図２】第１の実施の形態の具体例となる情報提供システムの構成を示すブロック図であ
る。
【図３】登録画面の構成を示す略線図である。
【図４】提供情報の構成を示す略線図である。
【図５】詳細情報検索テーブルの構成を示す略線図である。
【図６】記憶データ再生機能実行画面の構成を示す略線図である。
【図７】メディア再生機能実行画面の構成を示す略線図である。
【図８】音楽購入機能実行画面の構成（１）を示す略線図である。
【図９】音楽購入機能実行画面の構成（２）を示す略線図である。
【図１０】待機画面の構成を示す略線図である。
【図１１】詳細情報画面の構成を示す略線図である。
【図１２】第１の実施の形態による履歴情報の構成を示す略線図である。
【図１３】第１の履歴情報記憶処理手順を示すシーケンスチャートである。
【図１４】第２の履歴情報記憶処理手順を示すシーケンスチャートである。
【図１５】図１４に示した第２の履歴情報記憶処理手順の一部を示すシーケンスチャート
である。
【図１６】第２の実施の形態による端末識別情報とユーザ識別情報の対応付けの説明に供
する略線図である。
【図１７】第３の実施の形態による情報処理装置の構成を示す略線図である。
【図１８】他の実施の形態による履歴情報の構成を示す略線図である。
【図１９】他の実施の形態による端末識別情報とユーザ識別情報の対応付けの説明に供す
る略線図である。
【符号の説明】
【０２８８】
　１、１００……情報処理装置、２、１００……端末登録部、３、１６……送信部、４、
１４……受信部、５……記憶部、６、１０１……履歴情報管理部、７……情報選択部、８
、１７……ユーザ登録部、１０……情報提供システム、１１……情報提供装置、１２……
情報提示端末、１３……制御部、１０２……履歴情報記憶部、ＲＥ……提供情報。
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