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(57)【要約】
【課題】副次コンテンツの再生にあたり、原編集素材コ
ンテンツがローカル上に存在していなくとも、より完全
に近いコンテンツ内容が再生されるようにする。
【解決手段】ローカルにない原編集素材コンテンツに対
応するサンプルコンテンツを、サンプルコンテンツサー
バから取得する。そして、再生時においては、副次コン
テンツの再生制御情報に従い、ローカルに存在する原編
集素材コンテンツと、取得したサンプルコンテンツとを
しかるべきタイミングで再生出力していく。
【選択図】図２０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツの少なくとも１つを編集素材として二次利用する編集処理により作成される
もので、コンテンツ内容を再現するための情報として、原編集素材とされる一次コンテン
ツである原編集素材コンテンツの実コンテンツデータについての再生を指示する内容によ
り形成される再生制御情報を有する副次コンテンツについて、上記原編集素材コンテンツ
のうちで、ユーザが保有しているとみることのできる一次コンテンツである保有一次コン
テンツに含まれていない不足一次コンテンツを特定する特定手段と、
　上記不足一次コンテンツに対応するサンプルコンテンツを外部より取得するサンプルコ
ンテンツ取得手段と、
　上記副次コンテンツを上記再生制御情報に従って再生するのにあたり、上記原編集素材
コンテンツのうちで上記保有一次コンテンツに含まれる保有原編集素材コンテンツについ
ては、上記保有一次コンテンツとして現に存在する保有原編集素材コンテンツの実コンテ
ンツデータについての再生信号処理を実行し、上記不足一次コンテンツについては、対応
するサンプルコンテンツの実コンテンツデータについての再生信号処理を実行する再生処
理手段と、
　を備えるコンテンツ再生装置。
【請求項２】
　コンテンツ再生装置とサーバ装置とから成り、
　上記コンテンツ再生装置は、
コンテンツの少なくとも１つを編集素材として二次利用する編集処理により作成されるも
ので、コンテンツ内容を再現するための情報として、原編集素材とされる一次コンテンツ
である原編集素材コンテンツの実コンテンツデータについての再生を指示する内容により
形成される再生制御情報を有する副次コンテンツについて、上記原編集素材コンテンツの
うちで、ユーザが保有しているとみることのできる一次コンテンツである保有一次コンテ
ンツに含まれていない不足一次コンテンツを特定する特定手段と、
　上記不足一次コンテンツに対応するサンプルコンテンツを、通信網経由での通信により
、上記サーバ装置から取得するサンプルコンテンツ取得手段と、
　上記副次コンテンツを上記再生制御情報に従って再生するのにあたり、上記原編集素材
コンテンツのうちで上記保有一次コンテンツに含まれる保有原編集素材コンテンツについ
ては、上記保有一次コンテンツである保有原編集素材コンテンツの実コンテンツデータに
ついての再生信号処理を実行し、上記不足一次コンテンツについては、対応するサンプル
コンテンツの実コンテンツデータについての再生信号処理を実行する再生処理手段とを備
え、
　上記サーバ装置は、
　上記サンプルコンテンツを記憶する記憶手段と、
　上記記憶手段に記憶されている上記サンプルコンテンツのうちから、上記サンプルコン
テンツ取得手段が取得すべき上記サンプルコンテンツを、通信網経由での通信により、上
記コンテンツ再生装置に対して送信する送信手段と、
　を備えるコンテンツ再生システム。
【請求項３】
　コンテンツの少なくとも１つを編集素材として二次利用する編集処理により作成される
もので、コンテンツ内容を再現するための情報として、原編集素材とされる一次コンテン
ツである原編集素材コンテンツの実コンテンツデータについての再生を指示する内容によ
り形成される再生制御情報を有する副次コンテンツについて、上記原編集素材コンテンツ
のうちで、ユーザが保有しているとみることのできる一次コンテンツである保有一次コン
テンツに含まれていない不足一次コンテンツを特定する特定手順と、
　上記不足一次コンテンツに対応するサンプルコンテンツを外部より取得するサンプルコ
ンテンツ取得手順と、
　上記副次コンテンツを上記再生制御情報に従って再生するのにあたり、上記原編集素材
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コンテンツのうちで上記保有一次コンテンツに含まれる保有原編集素材コンテンツについ
ては、上記保有一次コンテンツである保有原編集素材コンテンツの実コンテンツデータに
ついての再生信号処理を実行し、上記不足一次コンテンツについては、対応するサンプル
コンテンツの実コンテンツデータについての再生信号処理を実行する再生処理手順と、
　を実行するコンテンツ再生方法。
【請求項４】
　コンテンツの少なくとも１つを編集素材として二次利用する編集処理により作成される
もので、コンテンツ内容を再現するための情報として、原編集素材とされる一次コンテン
ツである原編集素材コンテンツの実コンテンツデータについての再生を指示する内容によ
り形成される再生制御情報を有する副次コンテンツについて、上記原編集素材コンテンツ
のうちで、ユーザが保有しているとみることのできる一次コンテンツである保有一次コン
テンツに含まれていない不足一次コンテンツを特定する特定手順と、
　上記不足一次コンテンツに対応するサンプルコンテンツを外部より取得するサンプルコ
ンテンツ取得手順と、
　上記副次コンテンツを上記再生制御情報に従って再生するのにあたり、上記原編集素材
コンテンツのうちで上記保有一次コンテンツに含まれる保有原編集素材コンテンツについ
ては、上記保有一次コンテンツである保有原編集素材コンテンツの実コンテンツデータに
ついての再生信号処理を実行し、上記不足一次コンテンツについては、対応するサンプル
コンテンツの実コンテンツデータについての再生信号処理を実行する再生処理手順と、
　をコンテンツ再生装置に実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばコンテンツを二次利用する編集により作成された副次コンテンツを再
生するコンテンツ再生装置とその方法、及びこの再生装置が実行するプログラムに関する
。また、コンテンツ再生装置とサーバ装置とにより構成されるコンテンツ再生システムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　ネットワーク利用の１つの態様として、いわゆるオーディオ・ビデオなどのコンテンツ
の配信、共有などが広く行われるようになってきている。例えばコンテンツ配信システム
の場合であれば、配信すべき多数のコンテンツとしてのデータファイルをサーバで保存管
理しておくようにされる。そして、パーソナルコンピュータなどの情報処理端末装置を所
有するユーザは、コンテンツ配信に対応したクライアント機能を有するアプリケーション
ソフトウェア（クライアントソフト）に対する操作により、サーバから、所望のコンテン
ツとしてのデータファイルをダウンロードするようにされる。このようにしてダウンロー
ドされたコンテンツとしてのデータファイルは、通常、クライアントソフトにより情報処
理端末装置内の記憶装置に記憶保存されて管理される。そしてこの後、ユーザは、情報処
理端末装置に記憶されたコンテンツとしてのデータファイルを再生させる操作をクライア
ントソフトにより行うことで、音・映像などを視聴して楽しむことができる。
【０００３】
　また、コンテンツの共有システムでは、例えば情報処理端末装置のユーザが、オーディ
オ・ビデオなどのコンテンツとしてのデータファイルをサーバにアップロードするように
される。このような共有システムのサーバでは、アップロードされたコンテンツを公開す
るサイト（Ｗｅｂページ）を有するようにされる。一般の情報処理端末装置のユーザは、
このサイトにアクセスして、例えば検索などを行って興味のあるコンテンツを探す。そし
て、この検索により探し出したコンテンツへのアクセス、若しくはダウンロードなどを行
って再生し、視聴する。このようにしてコンテンツの共有が行われる。
【０００４】
　また、一方で、オーディオデータやビデオデータなどを素材として取り込んで加工、編
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集し、新たなコンテンツを作成することのできるアプリケーションソフトウェア（編集ソ
フト）も知られており、特に近年では、操作が簡易なものから複雑なものまで、一般のユ
ーザにも広く普及している状況にある。
　このような編集ソフトは、上記もしているように、コンテンツとしての実データ（オー
ディオ・ビデオデータなど）を対象として編集のための変更を与えるようにして処理を実
行できる。このために、例えばオーディオの場合であれば、サンプリング、マッシュアッ
プなどといわれるように、既存の楽曲の一部分を素材として取り込んでの加工・編集など
も容易に行える。実際に、例えばプロフェッショナルの音楽家などの間では、このような
手法により作成した楽曲も多く発表されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１１３０６６号公報
【特許文献２】特開２００３－８５９５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のようなことを背景とすると、一般ユーザのなかにも、コンテンツ配信やコンテン
ツ共有などにより入手できるコンテンツのデータを単に再生して楽しむだけでなく、編集
ソフトにより二次編集を行って新たな作品を創作して、これを公に発表（公開）して、他
のユーザに視聴してもらいたいと思う人たちが少なからずいるであろうと考えられる。
【０００７】
　そこで、本願発明は、先ず、上記のような一般ユーザの要望に応えるものとして、ネッ
トワーク上で構築されるコンテンツ共有システムとして、ユーザ端末側にて保有するコン
テンツのデータを二次的に利用した編集を行って副次的なコンテンツ(副次コンテンツ)を
作成して、これをサーバなどにより一般公開できるようにしたものを構築することとする
。
【０００８】
　そのうえで、上記のようなコンテンツ共有システムを構築した場合においては、副次コ
ンテンツの特質によっては、副次コンテンツの再生にあたり、その編集の元となったコン
テンツのデータが必要となる場合が想定される。この場合、副次コンテンツを再生して視
聴・鑑賞しようとするユーザは、例えば自身が保有する端末（コンテンツ共有システム対
応のアプリケーションソフトウェア）のローカル上に、この副次コンテンツ再生に必要な
元のコンテンツのデータを置く必要があることになる。換言すれば、或る副次コンテンツ
を再生したくとも、例えばローカル上に、その副次コンテンツ再生に必要な全てのコンテ
ンツのデータが存在していなければ、完全な状態での再生が行えない。
　しかし、例えば副次コンテンツを再生して視聴してもらうのにあたって、ユーザが予め
、必要なコンテンツのデータを全て取得してローカルに保存しておかなければならないと
なると、ユーザには比較的重い負担を強いることになって好ましいとはいえない。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　そこで本発明は上記した課題を考慮して、コンテンツ再生装置として次のように構成す
ることとした。
　つまり、コンテンツの少なくとも１つを編集素材として二次利用する編集処理により作
成されるもので、コンテンツ内容を再現するための情報として、原編集素材とされる一次
コンテンツである原編集素材コンテンツの実コンテンツデータについての再生を指示する
内容により形成される再生制御情報を有する副次コンテンツについて、原編集素材コンテ
ンツのうちで、ユーザが保有しているとみることのできる一次コンテンツである保有一次
コンテンツに含まれていない不足一次コンテンツを特定する特定手段と、不足一次コンテ
ンツに対応するサンプルコンテンツを外部より取得するサンプルコンテンツ取得手段と、
副次コンテンツを再生するのにあたり、原編集素材コンテンツのうちで保有一次コンテン
ツに含まれる保有原編集素材コンテンツについては、保有一次コンテンツである保有原編
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集素材コンテンツの実コンテンツデータについての再生信号処理を上記再生制御情報に従
って実行し、上記不足一次コンテンツについては、対応するサンプルコンテンツの実コン
テンツデータについての再生信号処理を実行する再生処理手段とを備えることとした。
【００１０】
　また、コンテンツ再生システムとしては次のように構成することとした。
　先ず、このコンテンツ再生システムは、コンテンツ再生装置とサーバ装置とから成るも
のとされる。
　そして、コンテンツ再生装置は、コンテンツの少なくとも１つを編集素材として二次利
用する編集処理により作成されるもので、コンテンツ内容を再現するための情報として、
原編集素材とされる一次コンテンツである原編集素材コンテンツの実コンテンツデータに
ついての再生を指示する内容により形成される再生制御情報を有する副次コンテンツにつ
いて、原編集素材コンテンツのうちで、ユーザが保有しているとみることのできる一次コ
ンテンツである保有一次コンテンツに含まれていない不足一次コンテンツを特定する特定
手段と、不足一次コンテンツに対応するサンプルコンテンツを、通信網経由での通信によ
り、サーバ装置から取得するサンプルコンテンツ取得手段と、副次コンテンツを再生する
のにあたり、原編集素材コンテンツのうちで保有一次コンテンツに含まれる保有原編集素
材コンテンツについては、保有一次コンテンツである保有原編集素材コンテンツの実コン
テンツデータについての再生信号処理を再生制御情報に従って実行し、不足一次コンテン
ツについては、対応するサンプルコンテンツの実コンテンツデータについての再生信号処
理を実行する再生処理手段とを備えることとした。
　また、サーバ装置は、サンプルコンテンツを記憶する記憶手段と、この記憶手段に記憶
されている上記サンプルコンテンツのうちから、サンプルコンテンツ取得手段が取得すべ
きサンプルコンテンツを、通信網経由での通信により、コンテンツ再生装置に対して送信
する送信手段とを備えることとした。
【００１１】
　上記構成においては、副次コンテンツを再生対象としている。
　副次コンテンツは、１以上のコンテンツを二次利用することにより作成されるもので、
原編集素材コンテンツが有する実コンテンツデータについての再生を指示する再生制御情
報を有する構造のファイルである。従って、原則、副次コンテンツの再生は、再生制御情
報に記述される指示に従って、原編集素材コンテンツの実コンテンツデータについて再生
信号処理を実行していくようにされる。
　ただし、原編集素材の一次コンテンツについてユーザが保有しているとみなされる状態
にないもの（不足一次コンテンツ）があり、このために完全なコンテンツ内容を再生でき
ない場合には、不足一次コンテンツに対応するサンプル内容を有するとされるサンプルコ
ンテンツを、サーバ装置などより取得する。
　そして、副次コンテンツの再生処理にあっては、ユーザが保有しているとみなされる保
有原編集素材コンテンツについては、保有一次コンテンツとして現に管理されている、そ
の保有原編集素材コンテンツの実コンテンツデータの再生信号処理を実行し、不足一次コ
ンテンツについては、対応するサンプルコンテンツの実コンテンツデータについての再生
信号処理を実行する。
　これにより、人が認知できる副次コンテンツの再生内容としては、不足一次コンテンツ
に対応する部分がサンプルコンテンツの画像であるとか音声に置き換えられたものとなる
。
【発明の効果】
【００１２】
　本願発明は、上記のようにしてサンプルコンテンツを含む副次コンテンツの再生が行わ
れることで、副次コンテンツ再生に必要な全ての一次コンテンツ（原編集素材コンテンツ
）を保有していなくとも、例えば完全なものにより近いコンテンツ内容を視聴できること
になる。これにより、例えば必ずしも、副次コンテンツ再生に必要な全ての一次コンテン
ツを予め入手しなくともよくなり、ユーザの負担が軽減される。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１は、本願発明を実施するための最良の形態（以下、実施形態という）に対応するコ
ンテンツ作成・共有システムの構成例を示している。
　なお、本実施形態のコンテンツ作成・共有システムは、以降説明するようにして、コン
テンツのファイルとして、一次コンテンツファイル、副次コンテンツファイル、及びサン
プルコンテンツファイルを扱う。以降において、例えば一次コンテンツファイルと副次コ
ンテンツファイル、及びサンプルコンテンツファイルとで特に区別して述べる必要の無い
ときは、コンテンツファイルともいう。また、例えば、コンテンツとしての抽象概念に従
って説明するような場合に、一次コンテンツファイルについては、一次コンテンツともい
い、副次コンテンツファイルについては副次コンテンツともいい、サンプルコンテンツフ
ァイルについてはサンプルコンテンツともいうことにする。また、一次コンテンツと副次
コンテンツ、サンプルコンテンツなどについて特に区分して述べる必要の無いときには、
単にコンテンツともいう。
【００１４】
　この図に示すように、本実施形態のコンテンツ作成・共有システムとしては、先ず、一
次コンテンツサーバ１、副次コンテンツサーバ２、コミュニケーションサーバ３と、多数
のユーザ端末装置４とをネットワーク（通信網）５を経由して接続することで形成したも
のとしてみることができる。
　本実施形態のコンテンツ作成・共有システムは、このような装置構成により、コンテン
ツ作成・共有システムを実現する。つまり、ネットワーク上での、いわゆるコンテンツ配
信（一次コンテンツの配信）と、ユーザが作成したコンテンツ（副次コンテンツ）につい
てのユーザ間での共有が実現される。
　なお、ここでのコンテンツとは、種別として、主に音楽、楽曲などに対応する音声（オ
ーディオ）、また、動画としての映像(ビデオ)などをいう。さらに映像としてのコンテン
ツ種別においては、写真などに相当する静止画なども含めて考えることができる。またさ
らには、文書のデータであるとか、情報処理装置が実行するプログラムなどもコンテンツ
として扱うことが可能である。
【００１５】
　一次コンテンツサーバ１は、一次コンテンツを保有する。このために、例えば一次コン
テンツファイルとしての所定形式によるコンテンツデータをデータベース化して管理する
ようにして多数記憶している。そして、一次コンテンツサーバ１は、保有している一次コ
ンテンツファイルを配信可能とされている。つまり、ネットワーク経由でのユーザ端末装
置４からのダウンロード要求に応じて、指定された一次コンテンツとしてのデータ要求元
のユーザ端末装置４に対して送信出力するように構成される。
　なお、ここでの一次コンテンツは、例えば提携するレーベル会社などから提供される、
アーティスト等が制作した映像、楽曲などとしての内容を有するものとされる。
【００１６】
　副次コンテンツサーバ２は、副次コンテンツを保有するもので、このために、副次コン
テンツとしてのデータである、副次コンテンツファイルのデータをデータベース化して管
理するようにして多数記憶可能とされている。
　後述もするようにして、副次コンテンツファイルは、ユーザ端末装置４から副次コンテ
ンツサーバ２に対してネットワーク経由でアップロードされてくる。副次コンテンツサー
バ２は、このようにしてアップロードされた副次コンテンツファイルを、副次コンテンツ
として扱って記憶するようにされる。また、副次コンテンツサーバ２は、副次コンテンツ
を配信可能とされている、つまり、ネットワーク経由でのユーザ端末装置４からのダウン
ロード要求に応じて、指定された副次コンテンツファイルを要求元のユーザ端末装置４に
対して送信出力するようにされる。
【００１７】
　コミュニケーションサーバ３は、例えばＳＮＳ(Social Networking Service)であると
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かブログなどの、CGM(Consumer Generated Media)などともいわれる、個人ユーザによる
情報発信サービスであるとか、ユーザ間のコミュニケーションサービスを提供する機能を
有するようにされたサーバである。
【００１８】
　サンプルコンテンツサーバ８は、一次コンテンツサーバ１が保有する一次コンテンツご
とに対応するサンプルコンテンツを保有する。このために、例えばサンプルコンテンツフ
ァイルをデータベース化して保存管理している。そして、後述するようにして、サンプル
コンテンツを配信可能とされている。つまり、例えばユーザ端末装置４からの要求に応じ
て、指定されたサンプルコンテンツファイルのデータを要求元のユーザ端末装置４に対し
て送信可能とされている。
　なお、ここでのサンプルコンテンツとは、対応する一次コンテンツについての見本とし
ての内容(サンプル内容)を有するコンテンツをいう。このサンプル内容としては、対応す
る一次コンテンツを完全なコンテンツ内容として捉えた場合において、完全な内容を有し
てはいないものの、対応の一次コンテンツについての少なくとも部分的な内容であるとか
概略を把握可能なコンテンツ内容をいう。例えば、対応の一次コンテンツの総再生時間分
に相当するコンテンツ内容における、一部の再生時間分のコンテンツ内容を有したものを
考えることができる。また、動画などであれば、対応の一次コンテンツから一定時間間隔
毎に静止画を抜き出してコマ送りのようにして順次再生されるコンテンツ内容を有したも
のを考えることができる。
【００１９】
　また、一次コンテンツの配信に関しては原則有料とされるが、サンプルコンテンツの配
信については原則無料であることとする。つまり、ユーザ端末装置４がサンプルコンテン
ツサーバ８からサンプルコンテンツのデータを受信して再生するのにあたり、ユーザは、
そのための対価を支払う必要はない。
【００２０】
　ユーザ端末装置４は、一般のユーザが使用するネットワーク機器であり、その実際とし
ては、例えばＬＡＮなどのネットワーク通信機能が与えられたパーソナルコンピュータな
どとされる。
　これらのユーザ端末装置４は、後述するようにしてコンテンツ作成・共有アプリケーシ
ョン１００としてのアプリケーションプログラムがインストールされている。ユーザは、
このコンテンツ作成・共有アプリケーション１００を操作することにより、一次コンテン
ツサーバ１からの一次コンテンツファイルのダウンロード、また、ダウンロードした一次
コンテンツファイル(及び副次コンテンツファイル)を利用しての編集作業による新たな副
次コンテンツの作成、また、作成した副次コンテンツファイルの副次コンテンツサーバ２
へのアップロード、副次コンテンツサーバ２からの副次コンテンツファイルのダウンロー
ド、コミュニケーションサーバ３を利用したＳＮＳサービスの利用、ブログの書き込み／
閲覧利用などを行うことが可能となる。
【００２１】
　次に、上記図１に示した構成を採る本実施形態のコンテンツ作成・共有システムについ
てのコンテンツの流通に関する基本的な動作例を、ユーザ端末装置４のユーザによる基本
的な利用態様例に従って、図２を参照して説明する。なお、図２の説明にあたっては、図
中において［　］内に英数字により示した手順、動作の番号に従って行う。また、ここで
は、ユーザ端末装置４として、二人のユーザＡ，Ｂのそれぞれが使用するとされるユーザ
端末装置４Ａ、４Ｂが示される。また、この図では、一次コンテンツサーバ１、副次コン
テンツサーバ２、コミュニケーションサーバ３、サンプルコンテンツサーバ８、及びユー
ザ端末装置４の間に介在するとされるネットワーク５の図示は省略している。
【００２２】
　手順１
　先ず、ユーザＡは、ユーザ端末装置４Ａ（コンテンツ作成・共有アプリケーション１０
０）により、一次コンテンツサーバ１のコンテンツダウンロードサイトにアクセスする。
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そして、ユーザＡは、例えばこのコンテンツダウンロードサイト上で、自分がダウンロー
ドしたいコンテンツを検索し、この検索した一次コンテンツをダウンロードさせるための
操作を行う。この操作に応じて、ユーザ端末装置４Ａは、一次コンテンツサーバ１に対し
てダウンロード要求を送信する。
【００２３】
　なお、本実施形態のコンテンツ作成・共有システムにおいては、一次コンテンツのダウ
ンロードは、基本的には有料とされ、上記のようにして一次コンテンツサーバ１に対して
ダウンロード要求を送信させるのにあたっては、ユーザＡはしかるべき購入手続きを行う
べきものとされる。この購入手続きに関しては、例えば、コンテンツ単位、アルバム単位
などで個別に設定された料金についての支払い手続きであってもよいし、最近においてし
ばしば運用されるようになった、サブスクリプションといわれる予約購読的な手続きとさ
れてもよい。なお、無料で一次コンテンツを提供することも考えられるものであり、この
場合には、ユーザＡは、購入手続きを行っておく必要はない。
【００２４】
　そして、一次コンテンツサーバ１は、上記のようにしてダウンロード要求を受信すると
、例えば先ず要求元のユーザについての認証などを行って、正当なダウンロード要求であ
るか否かについての判定を行う。そして、正当なダウンロード要求であると判定したので
あれば、自身が記憶している一次コンテンツのうちから、ダウンロード要求とともに指定
された一次コンテンツ(一次コンテンツファイル)を検索し、この検索した一次コンテンツ
ファイルのデータを、要求元のユーザ端末装置４に対して送信する。
【００２５】
　なお、確認のために述べておくと、一次コンテンツサーバ１がデータベース管理を行い
ながら記憶している一次コンテンツファイルは、ここでは、実コンテンツデータとしての
本体情報にヘッダ情報が付加された構造であるものとする。
　実コンテンツデータとは、この場合には、コンテンツ内容としての所定形式のオーディ
オデータや動画データ、静止画データ（一次コンテンツとしての実質的コンテンツ内容を
再現するためのデータである）をいう。即ち、本実施形態での一次コンテンツデータは、
再生のためのオーディオ信号処理やビデオ信号処理などを行うことでそのコンテンツ内容
が再現される。
　また、ヘッダ情報には、例えばコンテンツとしてのファイルごとに固有となる、コンテ
ンツＩＤ（コンテンツ識別子）の他、各種のメタデータ（タイトル、アーティスト、属す
るアルバムのタイトル、ジャンル、データ形式、データサイズなど）を含む。
【００２６】
　上記のようにして一次コンテンツサーバ１から送信された一次コンテンツデータは、ユ
ーザ端末装置４Ａにて受信される。ユーザ端末装置４Ａ（コンテンツ作成・共有アプリケ
ーション１００）は、この受信した一次コンテンツデータを、内部のＨＤＤなどの記憶媒
体に記憶保存させる。コンテンツ作成・共有アプリケーション１００は、このようにして
記憶保存された一次コンテンツデータを、例えばヘッダ情報の内容などに基づいて所定の
態様により管理するとともに、ユーザ操作に応じた再生制御を実行する機能を有する。
　このようにして、一次コンテンツサーバ１に記憶されている一次コンテンツデータは、
原則はユーザが購入をするというかたちで、ユーザ端末装置４に対してダウンロードさせ
ることができるようになっている。即ち、手順１としては、いわゆるコンテンツ配信に対
応する。
　なお、ユーザ端末装置４Ａにて記憶保存された一次コンテンツデータは、コンテンツ作
成・共有アプリケーション１００により再生して、例えばユーザ端末装置４Ａに接続した
ＡＶ（Audio・Visual）機器などにより画像・音声などとして出力することもできる。
【００２７】
　手順２
　ところで、一般に、ネットワーク経由によるコンテンツ配信では、ダウンロード後のコ
ンテンツの利用は、ある一定のデータコピー制限が与えられたうえでの再生などの利用に
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限られている。換言すれば、ダウンロードによりコンテンツを取得したユーザは、一定範
囲での利用が許可されているのみであって、例えば取得したコンテンツを基として編集を
行って二次的創作物としての新規なコンテンツを作成する権原は与えられてはいないこと
が通常である。
　これに対して、本実施形態では、一次コンテンツは、原則として、予め設定された範囲
内での二次的創作のための素材として利用すること（二次利用、二次編集）が許諾された
コンテンツであるものとされる。なお、確認のために述べておくと、本実施形態における
一次コンテンツの二次利用は、その一次コンテンツの著作者が承諾した権限の範囲におい
て設定されるものである。
　そして、本実施形態のコンテンツ作成・共有アプリケーション１００は、自身が管理し
ている（ローカルに記憶保存されている）一次コンテンツを編集素材として二次利用して
、ユーザ操作に応じて編集処理を実行することで、新たなコンテンツを作成することが可
能とされている。
　また、例えばこのようなコンテンツの編集にあたっては、エフェクトデータベース６に
おいて提供される所定の特殊効果に応じたプラグインデータを取得して、これを利用した
編集を行うことができる。また、同様にして、素材データベース７にて提供している音声
、画像などの素材を取得して、これを加えるようにして編集を行うことも可能とされる。
なお、エフェクトデータベース６や素材データベース７は、ネットワーク上において設置
されるものであっても良いし、ユーザ端末装置４Ａのローカル上に存在するものであって
もよい。
　そして、本実施形態では、このようにして副次的に作成されるコンテンツのことを、副
次コンテンツといい、一次コンテンツと区別している。手順２としては、ユーザ端末装置
４Ａにて起動されているコンテンツ作成・共有アプリケーション１００に対する操作を行
って、１つの副次コンテンツを作成するようにされる。
【００２８】
　なお、この手順２により作成される副次コンテンツとしてのデータ本体の実体は、一次
コンテンツのようにしてそのコンテンツ内容を有するオーディオデータやビデオデータな
どではなく、再生制御情報とされる。つまり、二次利用した一次コンテンツ（編集素材コ
ンテンツ）としてのデジタルオーディオデータのどの部分をどのタイミングで再生出力す
べきかなどの指示をはじめとして、エフェクト（特殊効果）の指定などが記述された再生
制御情報とされる。
【００２９】
　ここで、コンテンツ作成・共有アプリケーション１００による副次コンテンツについて
の作成概念を図５に示しておく。
　この図において模式的に例示するように、ユーザは、二次利用の対象となる一次コンテ
ンツである編集素材コンテンツＡ，Ｂ，Ｃを利用して、コンテンツ作成・共有アプリケー
ション１００に対して、自身の編集意図を反映させた編集操作を行う。コンテンツ作成・
共有アプリケーション１００は、この編集操作に応じた編集処理を行い、その結果として
、副次コンテンツファイルを作成して出力することになる。
　そして、このようにして作成される副次コンテンツファイルの構造においては、データ
本体として、上記した再生制御情報を有するものとなる。
【００３０】
　この再生制御情報としての副次コンテンツデータ（即ち副次コンテンツ再生制御情報）
は、例えばビデオデータやオーディオデータなどと比較すれば、本体のデータサイズを大
幅に少なくすることができる。これにより、副次コンテンツサーバ２において、副次コン
テンツのデータを記憶すべきＨＤＤなどの記憶媒体の記憶容量を節約して有効に使用する
ことができる。また、副次コンテンツのデータをネットワーク上で送受信するのにあたっ
ても、伝送データ量は少なくて済むので、例えばトラフィックも圧迫しない。
【００３１】
　本実施形態での二次編集のようにして、既存のコンテンツを素材として編集を行って新
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規なコンテンツとしての二次作品を作り上げることは、例えば音楽の分野であれば、サン
プリング、マッシュアップなどといわれ、プロフェッショナルの音楽家などもしばしば行
っている。このようなことを背景に、一般の人々の中にも、同じようにして二次作品とし
てのコンテンツを創り出したい、という欲求、要望があることは当然考えられる。しかし
ながら、一般の人々が、著作権の問題を適正にクリアしたうえで、二次作品としてのコン
テンツを創作、作成することは非常に困難であるというのが現状である。
【００３２】
　そこで、本実施形態のコンテンツ作成・共有システムとしては、先ず、一般のユーザが
、配信されるコンテンツを利用した二次編集を合法的に行えるようにして、よりユーザに
とっての娯楽性が高められるようにすることを目指した。
　このために、本実施形態の一次コンテンツは、著作権者が承諾した権限の範囲において
、ダウンロード（購入）を行ったユーザが二次利用することが許可されたコンテンツであ
るとして位置付けることとしたものである。即ち、本実施形態の一次コンテンツサーバ１
によるコンテンツ配信サービスは、二次利用することが積極的に許諾されたコンテンツを
配信するものである。ただし、本実施形態の場合には、一次コンテンツの二次利用として
の編集作業は、少なくとも本実施形態のコンテンツ作成・共有システムに対応して開発し
たコンテンツ作成・共有アプリケーション１００上でのユーザ操作に限定されるべきもの
とされ、例えば、本実施形態のコンテンツ作成・共有システムとは無関係な他の編集ソフ
トなどによっては行うことができないようにされている。
【００３３】
　手順３
　上記手順２のようにしてユーザＡが作成した副次コンテンツファイルのデータは、ユー
ザＡのユーザ端末装置４Ａのみにおいて保存しておいて、図４により後述するようにして
コンテンツ作成・共有アプリケーション１００の再生機能による再生処理を行って、その
副次コンテンツとしてのコンテンツ内容の画像・音声を再生させることが可能とされてい
る。
　そのうえで、さらに本実施形態では、ユーザが作成した副次コンテンツをネットワーク
上で公開することで、本実施形態のコンテンツ作成・共有アプリケーション１００のサー
ビスを受けているユーザが共有できるようにもする。
【００３４】
　ここで、ユーザＡは、先の手順２により作成した副次コンテンツが共有されるようにし
たいと思ったとされる。そこで、ユーザＡは、コンテンツ作成・共有アプリケーション１
００に対して所定操作を行って、手順２により作成した副次コンテンツファイルのデータ
を副次コンテンツサーバ２に対してアップロードする。これが手順３となる。
【００３５】
　手順４
　副次コンテンツサーバ２は、上記のようにしてアップロードとして送信されてきた副次
コンテンツファイルを、データベースに新規に登録するようにして保存する。このときに
は、副次コンテンツサーバ２は、その保存場所（例えばＵＲＬ(Uniform Resource Locato
r)などのアドレスにより表現される）を設定したうえで、副次コンテンツファイルの保存
処理と、データベースへの登録を行うようにされる。
　なお、副次コンテンツサーバ２は、データベースに登録されている副次コンテンツにつ
いての公開機能を有しているものとされる。つまり、手順４により登録された副次コンテ
ンツは、以降、副次コンテンツサーバ２にて公開され、ユーザ端末装置４（コンテンツ作
成・共有アプリケーション１００）からのダウンロード要求に応じてダウンロードするこ
とも可能になる。
【００３６】
　手順５
　副次コンテンツサーバ２は、上記のようにして副次コンテンツファイルを保存管理する
と、アップロード要求元のユーザ端末装置４Ａに対して、アップロードされてきた副次コ
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ンテンツ（副次コンテンツファイル）の保存場所を通知するために、その保存場所を示す
アドレス（保存場所アドレス）を送信する。
　ユーザ端末装置４Ａのコンテンツ作成・共有アプリケーション１００は、上記の保存場
所アドレスを受信して、これを所定の記憶媒体に記憶保存して管理するようにされる。ユ
ーザＡは、コンテンツ作成・共有アプリケーション１００に対する所定操作により、いつ
でも、自分が手順２によりアップロードした副次コンテンツの保存場所アドレスを出力さ
せることができる。
【００３７】
　手順６
　先に述べたように、副次コンテンツサーバ２は、データベースに登録されている副次コ
ンテンツの公開機能を有している。このために、今回、ユーザＡが作成してアップロード
した副次コンテンツは、原則、副次コンテンツサーバ２が提供するコンテンツ公開サイト
にアクセスしてくる不特定多数のユーザ端末装置４（コンテンツ作成・共有アプリケーシ
ョン１００）のユーザが閲覧できる。また、本実施形態では、原則、全てのユーザのユー
ザ端末装置４により、任意の副次コンテンツをダウンロードすることも可能とされている
。
　そのうえで、上記手順５により保存場所アドレスを取得したユーザＡは、いくつかの手
段により、他のユーザを対象として、自分の副次コンテンツが副次コンテンツサーバ２に
て公開されたことの告知を行うことができる。
　手順６は、この公開告知の手段の１つに対応するもので、図示するようにして、コミュ
ニケーションサーバ３にアクセスして、例えばＳＮＳにおける自身のページや、自分のブ
ログなどに、自分の作成した副次コンテンツが公開された旨を書き込むようにされる。こ
のときに、手順５によって取得した保存場所アドレスとしてのＵＲＬを、ともに書き込む
ようにして貼り付けておくようにされる。
【００３８】
　手順７
　上記手順６のようにしてユーザＡが書き込みを行った後において、例えばユーザＢが、
ユーザ端末装置４Ｂにインストールされているコンテンツ作成・共有アプリケーション１
００を操作して、ＳＮＳにおけるユーザＡのページや、ユーザＡのブログにアクセスして
閲覧すると、ユーザＡの副次コンテンツが新たに公開されたことを知ることになる。つま
り、この場合のユーザＢは、ユーザＡの作成した副次コンテンツの新規公開についての告
知を、ＳＮＳやブログを通じて間接的に受けたことになる。手順７は、このような間接的
な副次コンテンツ公開の告知が行われることを指す。
【００３９】
　手順８
　また、公開告知のもう１つの手段として手順８を挙げておく。この手順８としては、例
えばＳＮＳに備えられるメール機能などを利用してメールを作成、送信することで、ユー
ザＢ側に対して、自分の作成した副次コンテンツが公開されたことを告知するようにされ
る。これは、上記手順６、手順７の流れによる告知に対して、より直接的な態様の告知と
なる。
　また、このようにして、電子メールなどにより告知を行うときにも、例えば本文中に、
その副次コンテンツの保存場所アドレスを記載するようにして貼り付けておくようにされ
る。
【００４０】
　手順９
　上記のようにして、ユーザＢは、ユーザＡの作成した副次コンテンツが新規公開された
ことの告知を間接的、あるいは直接的に受け、このことを知ることができる。そして、ユ
ーザＢが、この新規公開されたユーザＡの副次コンテンツを鑑賞したいとおもったときに
は、先ず、コンテンツ作成・共有アプリケーション１００により、副次コンテンツのダウ
ンロードを行うようにされる。これが手順９となる。
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　この副次コンテンツのダウンロードにあたっては、例えばＳＮＳの日記のページ、若し
くはブログの本文内にリンクとして示されている保存場所アドレスに対するクリック操作
などを行うようにされる。確認のために述べておくと、ＳＮＳの日記のページやブログに
対して書き込みを行う際に、ＵＲＬなどのアドレスの情報を書き込んだ場合には、この文
字列部分がリンクとして公開されるようになっている。
　上記のようにして保存場所アドレスに対するクリック操作を行ったことに応じて、コン
テンツ作成・共有アプリケーション１００は、この保存場所アドレスに対してアクセスす
る。つまり、副次コンテンツサーバ２上のアドレスのうちで、ユーザＡが作成して公開中
の副次コンテンツのファイル（副次コンテンツファイル）を保存している場所を示すアド
レスにアクセスする。そして、この保存場所に保存されている副次コンテンツファイルを
、ユーザ端末装置４Ｂに送出させるようにする。そして、このようにして送出されてくる
副次コンテンツファイルをユーザ端末装置４Ｂ側で受信して、コンテンツ作成・共有アプ
リケーション１００の制御により保存管理するようにされる。このようにして副次コンテ
ンツのダウンロードが行われる。
【００４１】
　手順１０
　上記のようにしてユーザＡの副次コンテンツが保存管理されると、ユーザ端末装置４Ｂ
のコンテンツ作成・共有アプリケーション１００による、この副次コンテンツの再生が可
能になる。手順１０は、ユーザＢによるコンテンツ作成・共有アプリケーション１００に
対する再生指示操作に応じて、この副次コンテンツのコンテンツ内容が映像や音などとし
て再生出力されるように、副次コンテンツファイルを再生するための手順となる。
【００４２】
　図４は、編集・共有アプリケーション１００による副次コンテンツの再生概念を示して
いる。
　副次コンテンツファイルの再生にあたっては、先ず、コンテンツ作成・共有アプリケー
ション１００が、その実体データである副次コンテンツファイルの再生制御情報について
の解釈処理を実行する。この解釈処理の結果、コンテンツ作成・共有アプリケーション１
００は、例えば先ず、再生に必要な実コンテンツデータを有する一次コンテンツファイル
（原編集素材コンテンツ）が何であり、また、再生のシーケンスにおいて、各原編集素材
コンテンツにおける実コンテンツデータ（ビデオデータ、オーディオデータなど）のどの
部分が、どの再生時間において、どのようにして利用されるのかなどを認識することがで
きる。
　この図では、原編集素材コンテンツＡ，Ｂ，Ｃを利用しているものとして認識されたと
する結果例を示している。そして、この認識結果に従い、コンテンツ作成・共有アプリケ
ーション１００は、原編集素材コンテンツＡ，Ｂ，Ｃとしての一次コンテンツファイルの
実コンテンツデータを利用して、シーケンサとしての再生制御を実行するようにされる。
この結果、副次コンテンツとしてのコンテンツ内容が画像や音として再生される。
【００４３】
　なお、上記図４の説明によれば、副次コンテンツファイルの再生に際しては、その副次
コンテンツの作成のために利用された素材パッケージファイル（原編集素材コンテンツ）
の実コンテンツデータが必要であることになる。そこで、この場合においては、副次コン
テンツファイルの再生のためには、一時的にではあっても、コンテンツ作成・共有アプリ
ケーション１００と同じローカル上に、原編集素材コンテンツのデータが存在しているこ
とが必要であるものとする。従って、副次コンテンツを再生しようとしたときに、その原
編集素材コンテンツとしての一次コンテンツファイルがローカル上で保存されていなかっ
た場合には、これらを取得してローカル上に存在させる必要があることになる。
【００４４】
　手順１１
　そこで、上記のような場合には、ローカル上に無い編集素材コンテンツをダウンロード
して取得するための手順を行うことが必要となる。図２における手順１１は、手順１０に



(13) JP 2009-294777 A 2009.12.17

10

20

30

40

50

よるコンテンツ再生の過程において、このために行うべき手順である。
　これまでの説明から理解されるように、原編集素材コンテンツとしては実コンテンツデ
ータであるので、原則、原編集素材コンテンツは一次コンテンツであることになる。そこ
で、手順１１としては、ユーザ端末装置４Ｂ（コンテンツ作成・共有アプリケーション１
００）から一次コンテンツサーバ１にアクセスして、今回の手順１０による副次コンテン
ツ再生に必要で、ローカル上に存在していない一次コンテンツのダウンロードを行うよう
にされる。このダウンロードにより、副次コンテンツの再生に必要な原編集素材コンテン
ツがローカル上に全て存在することになり、図４による説明のようにして再生出力を正常
に実行することが可能になる。
【００４５】
　なお、手順１１のダウンロードによりローカル上に存在することとなる一次コンテンツ
のデータの状態としては、いくつか考えることができる。
　先ず、１つには手順１による通常のダウンロードの場合と同様にしてＨＤＤなどの補助
記憶装置に対して記憶保存された状態でローカル上に存在する態様を考えることができる
。また、もう１つとしては、ＲＡＭなどの主記憶装置において一時的に保持され、例えば
この副次コンテンツの再生操作が可能なコンテンツ作成・共有アプリケーション１００の
状態ではなくなったことに応じて、消去されるような態様も考えることができる。例えば
一次コンテンツは原則有料であると述べたが、後者の場合には、無料とする、あるいは通
常のダウンロードよりも安価な料金設定とするなどの運用が考えられる。
【００４６】
　また、上記図２の説明によれば、本実施形態における副次コンテンツの作成は、編集素
材のコンテンツ（編集素材コンテンツ）として一次コンテンツを直接的に二次利用するも
のとしている。つまり、この場合の編集素材コンテンツとしては、再生時においてその実
コンテンツデータが必要になる一次コンテンツ（「原編集素材コンテンツ」ともいうこと
にする）である。
　しかし、本実施形態において二次利用の対象となる編集素材コンテンツには、一次コン
テンツだけではなく、副次コンテンツも含めることができる。図５を参照してこの点につ
いて補足しておく。図５（ａ）（ｂ）（ｃ）には、それぞれ、２つの編集素材コンテンツ
を二次利用して編集することで１つの副次コンテンツを作成する場合を示している。
　まず、図５（ａ）は、図２により説明した副次コンテンツの作成例と同様に、編集素材
コンテンツＡ，Ｂがそれぞれ一次コンテンツである場合を示している。つまり、一次コン
テンツＡを編集素材コンテンツＡとし、これとは異なる一次コンテンツである一次コンテ
ンツＢを編集素材コンテンツＢとして編集処理を実行して副次コンテンツを作成している
ものである。この場合の副次コンテンツは、図示するようにして、内容的には一次コンテ
ンツＡと一次コンテンツＢの少なくとも一部を有して成るものとされる。つまり大元の編
集素材となるコンテンツ(即ち、原編集素材コンテンツである)として、一次コンテンツＡ
、Ｂを使用しているものである。
【００４７】
　図５（ｂ）は、図５（ａ）と同じ一次コンテンツとされる編集素材コンテンツＡと、一
次コンテンツＣ、Ｄを二次利用して作成された副次コンテンツである編集素材コンテンツ
Ｃとを二次利用して編集することで、副次コンテンツを作成できることを示している。こ
の場合の副次コンテンツは、編集素材コンテンツＡに含まれる一次コンテンツＡの少なく
とも一部と、編集素材コンテンツＣに含まれる一次コンテンツＣ、Ｄのそれぞれの少なく
とも一部とを有してコンテンツ内容を形成するものとなる。つまり、原編集素材コンテン
ツとしては、一次コンテンツＡ，Ｃ，Ｄとなるこものであり、従って、この図５（ｂ）に
示される新規の副次コンテンツを再生する場合には、これら一次コンテンツＡ、Ｃ、Ｄを
ローカル上に置く必要がある、ということになる。
　図５（ｃ）は、副次コンテンツである２つの編集素材コンテンツＣ、Ｄを二次利用して
編集することで副次コンテンツを新規に作成できることを示している。この場合の新規作
成される副次コンテンツは、編集素材コンテンツＣに含まれる一次コンテンツＣ、Ｄのそ
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れぞれの少なくとも一部と、編集素材コンテンツＤに含まれる一次コンテンツＥ、Ｆのそ
れぞれの少なくとも一部とを有してコンテンツ内容を形成するものとなる。従って、図５
（ｃ）に示される新規の副次コンテンツを再生する場合には、原編集素材である一次コン
テンツＣ、Ｄ、Ｅ、Ｆをローカル上に置く必要があることになる。
【００４８】
　また、上記図５（ｂ）（ｃ）のようにして副次コンテンツを作成するための編集素材コ
ンテンツとして副次コンテンツを利用する場合には、先ず、ユーザは、一次コンテンツを
編集素材コンテンツとして扱う場合と同様に、編集素材コンテンツとしての副次コンテン
ツをローカル上に置くために、例えばダウンロードを行ってユーザ端末装置４に記憶保存
させるようにする。
【００４９】
　また、図２の手順９により、副次コンテンツのダウンロード要求に応じて副次コンテン
ツサーバ２が副次コンテンツデータの送信を行うときには、副次コンテンツデータについ
て暗号化を施しておくようにされる。この暗号化は、正規ユーザのコンテンツ作成・共有
アプリケーション１００であれば解読することができるが、コンテンツ作成・共有アプリ
ケーション１００は、この暗号化処理を経て解読した副次コンテンツデータのみを再生し
、例えば元から暗号化されていない副次コンテンツデータ、若しくは別の方式、アルゴリ
ズムにより暗号化されている副次コンテンツデータについては再生を行わないように動作
するようにされる。つまり、コンテンツ作成・共有アプリケーション１００は、外部から
取得する副次コンテンツデータについては、副次コンテンツサーバ２からダウンロードし
て取得したもののみを再生する。
　従って、例えばP2P(Pier to Pier)によるネットワーク通信であるとか、電子メールの
ファイル添付であるとかFTP(File Transport Protocol)などによるユーザ端末装置間での
直接的な通信、若しくはリムーバブルメディアを利用したユーザ間でのやりとりなどで、
ユーザ同士が直接的に副次コンテンツファイルをやりとりしたとしても、このようにして
ユーザが入手したファイルは、副次コンテンツサーバ２により暗号化が施されていないの
で、適正に再生することができないようにされる。つまり、本実施形態では、他人の副次
コンテンツについては、副次コンテンツサーバ２からダウンロードされたものでなければ
適正に再生することができないようにされている。これにより、本実施形態のコンテンツ
作成・共有システムでは、著作権に違反した非合法な副次コンテンツがネットワーク上で
流通、増殖するのを避けるようにしている。これにより、例えば一次コンテンツ、副次コ
ンテンツの著作権者の権利保護が図られるようにしている。
【００５０】
　以上、図２～図５の説明から理解されるように、本実施形態のコンテンツ作成・共有シ
ステムとしては、先ず、一次コンテンツのダウンロードが可能とされている。つまり、通
常のコンテンツ配信によりユーザが好きなコンテンツをダウンロード（購入）し、これを
鑑賞して楽しむことができる。そのうえで、この一次コンテンツについては編集素材とす
るための二次利用が可能なようにして利用権限が設定されていることで、ユーザは一次コ
ンテンツを素材とする編集を行って自分の作品を創ることができるようになっている。さ
らに、このようにして作成した作品である副次コンテンツをＳＮＳやブログなどのCGMに
よるコミュニケーション技術を利用して、一般に公開することができるものである。つま
り、これまでにおいては著作権などの問題で合法的には困難であったとされる、一般ユー
ザが著作権のあるコンテンツを素材として編集を行って新規にコンテンツ（副次コンテン
ツ）を作成し、さらに、この副次コンテンツを一般に公開するということを適正に行える
ようになるものである。
【００５１】
　また、本実施形態では、副次コンテンツの実体は、その副次コンテンツが利用する原編
集素材である一次コンテンツについての再生を指示する記述を少なくとも含んで形成され
る再生制御情報であるとしている。
　コンテンツ作成・共有アプリケーション１００は、副次コンテンツの再生機能を有する
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わけであるが、副次コンテンツ作成のための編集機能も有している。このために、副次コ
ンテンツの再生の態様のとして、単に音声再生のための処理を実行するのみではなく、例
えば上記の編集機能のユーザインターフェースに、再生される副次コンテンツの編集内容
を反映させることができる。つまり、副次コンテンツの実体が再生制御情報とされている
ことの恩恵として、ユーザは、コンテンツ作成・共有アプリケーション１００の編集機能
を利用して、ダウンロードした副次コンテンツがどのようにして編集されているのかを詳
細に知ることができる。
【００５２】
　続いて、これまでに述べてきた実施形態のコンテンツ作成・共有システムとしての動作
が実現されるようにするための技術構成例について説明していく。
　先ず、図６は、一次コンテンツサーバ１の内部構成例を示している。この図に示すよう
にして、一次コンテンツサーバ１は、制御部１１、記憶部１２、認証処理部１３、検索処
理部１４、データベース管理部１５、決済処理部１６、暗号化処理部１７、ネットワーク
インターフェース１８を備える。
【００５３】
　制御部１１は、一次コンテンツサーバ１における各種制御処理を統括して実行する部位
とされ、例えばＣＰＵ(Central Processing Unit)、ＲＡＭ（主記憶装置）などから形成
されるコンピュータシステムの中枢部に相当するハードウェア構成を有する。
【００５４】
　記憶部１２は、例えばＨＤＤなどを備えて構成され、一次コンテンツデータベース１２
ａを記憶している。一次コンテンツデータベース１２ａは、配信すべき一次コンテンツと
してのファイルをデータベース化した情報単位とされる。
【００５５】
　認証処理部１３は、例えばダウンロード要求が行われた場合において、その要求に含ま
れるユーザＩＤやパスワードなどを利用して、正規のユーザであるか否かなどについての
所要の認証処理を実行する。この認証処理結果がＯＫであった場合にのみ、要求に応答し
た一次コンテンツの送信が行われる。
【００５６】
　検索処理部１４は、データベース管理部１５と協働して、一次コンテンツデータベース
１２ａにアクセスして、目的の一次コンテンツを検索する処理を実行する部位とされる。
【００５７】
　データベース管理部１５は、一次コンテンツデータベース１２ａについての管理を行う
。例えば新規の一次コンテンツが供給された場合には、これに応じて、一次コンテンツデ
ータベース１２ａに対してこの新規の一次コンテンツを登録するようにして更新する。ま
た、同様にして一次コンテンツを削除すべき場合には、一次コンテンツデータの削除とこ
れに応じたデータベースの更新を行うようにされる。
【００５８】
　決済処理部１６は、有料の一次コンテンツに関するユーザ側の代金支払いに対する決済
などの処理を実行する。
【００５９】
　暗号化処理部１７は、この一次コンテンツサーバ１からユーザ端末装置４に対して送信
すべき一次コンテンツデータについて所定の暗号化を施すための処理を実行する部位とさ
れる。
【００６０】
　ネットワークインターフェース１８は、ネットワーク５経由での通信を行うための部位
であり、例えばダウンロード要求の受信と、これに応じた一次コンテンツデータの送信は
、このネットワークインターフェース１８が制御部１１の制御に応じて通信処理を実行す
ることにより実現される。
【００６１】
　図７は、副次コンテンツサーバ２の内部構成例を示している。この場合の副次コンテン
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ツサーバ２は、制御部２１、記憶部２２、認証処理部２３、検索処理部２４、コンテンツ
データベース管理部２６、保存場所設定処理部２７、暗号化処理部２８、ネットワークイ
ンターフェース２９を備える。
【００６２】
　制御部２１は、副次コンテンツサーバ２における各種制御処理を統括して実行する部位
とされる。これも、ハードウェア構成としては、例えばＣＰＵ、ＲＡＭ（主記憶装置）な
どから形成されるコンピュータシステムの中枢部に相当する部位を有して成る。
【００６３】
　記憶部２２は、例えばＨＤＤなどを備えて構成され、副次コンテンツデータベース２２
ａを記憶している。
　副次コンテンツデータベース２２ａは、副次コンテンツファイルのデータをデータベー
ス化して構築した情報単位とされる。
【００６４】
　認証処理部２３は、例えば副次コンテンツのダウンロード要求が行われた場合において
、その要求に含まれるユーザＩＤやパスワードなどを利用して、正規のユーザであるか否
かなどについての所要の認証処理を実行する。
【００６５】
　検索処理部２４は、コンテンツデータベース管理部２６と協働して、副次コンテンツデ
ータベース２２ａにアクセスして、目的の副次コンテンツを検索する処理を実行する。
【００６６】
　コンテンツデータベース管理部２６は、記憶部２２における副次コンテンツデータベー
ス２２ａについての管理を行う。例えば副次コンテンツ（副次コンテンツファイル）が新
規にアップロードされた場合に応じては、副次コンテンツデータベース２２ａに対して、
アップロードされてきた副次コンテンツを登録するようにして更新する。また、同様にし
て副次コンテンツ（副次コンテンツファイル）を削除することとなった場合には、このた
めの削除処理と、削除結果に応じたデータベースの更新を行うようにされる。
【００６７】
　暗号化処理部２７は、この副次コンテンツサーバ２からユーザ端末装置４に対して送信
すべき副次コンテンツデータについて所定の暗号化を施すための処理を実行する部位とさ
れる。また、システムの運用によっては、副次コンテンツのアップロードのときに、ユー
ザ端末装置４から副次コンテンツデータを暗号化して送信してくる場合もあると考えられ
るが、この場合には、暗号化処理部２７は、その暗号化を解読する処理も実行するように
される。
【００６８】
　ネットワークインターフェース２９は、ネットワーク５経由での通信を行うための部位
とされる。例えばアップロードされてくる副次コンテンツやダウンロード要求の受信と、
ダウンロード要求に応じた副次コンテンツデータ（副次コンテンツファイル）の送信は、
このネットワークインターフェース２９が制御部２１の制御に応じて通信処理を実行する
ことにより実現される。
【００６９】
　図８は、コミュニケーションサーバ３の内部構成例を示している。この図に示されるよ
うに、コミュニケーションサーバ３は、制御部３１、記憶部３２、認証処理部３３、ブロ
グ稼働処理部３４、ＳＮＳ稼働処理部３５、及びネットワークインターフェース３６とを
備える。なお、この場合のコミュニケーションサーバ３は、ブログとＳＮＳのコミュニケ
ーションサービスを提供するものとされる。
【００７０】
　制御部３１は、コミュニケーションサーバ３における各種制御処理を統括して実行する
部位とされ、例えばＣＰＵ、ＲＡＭ（主記憶装置）などから形成されるコンピュータシス
テムの中枢部に相当するハードウェア部位を有して成る。
【００７１】
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　記憶部３２は、例えばＨＤＤなどを備えて構成され、ブログデータベース３２ａとＳＮ
Ｓデータベース３２ｂとを記憶している。例えばブログデータベース３２ａは、ユーザが
開設したブログのデータがデータベース化された情報単位とされる。また、ＳＮＳデータ
ベース３２ｂは、ＳＮＳのユーザごとのページ内容等がデータベース化された情報単位と
される。
【００７２】
　この場合の認証処理部３３は、ブログの更新のためのログインや、ＳＮＳへのログイン
の要求などに応じて、その要求に含まれるユーザＩＤやパスワードなどを利用して認証処
理を実行する。この認証処理結果がＯＫであれば、上記のログインが成功するようにされ
る。
【００７３】
　ブログ稼働処理部３４は、ブログを適正に稼働させるための各種所要の処理を実行する
。例えば、ユーザ端末装置４からのブログへのアクセス要求や、正規のブログの書き込み
画面の要求などに応じて、ブログ画面のデータの送信であるとか、ブログ書き込み画面の
送信などの処理を実行する。また、ブログに対する書き込みが反映されるようにしてブロ
グデータベース３２ａを更新するなど、ブログデータベース３２ａを管理するための処理
も実行する。
【００７４】
　ＳＮＳ稼働処理部３５も同様にして、ＳＮＳのページへのアクセス要求に応じてそのペ
ージのデータを送信する処理であるとか、日記などの書き込みを反映させるためのＳＮＳ
データベース３２ｂの更新などをはじめとするデータベース管理など、ＳＮＳを適正に稼
働させるための処理を実行する。
【００７５】
　ネットワークインターフェース３６は、ネットワーク５経由での通信を行うための部位
とされる。これにより、ブログやＳＮＳへのアクセス要求に応じたページデータの送信な
どが可能となる。
　なお、ここではコミュニケーションサーバ３は、ＳＮＳとブログに対応して設けられて
いるものとしているが、例えばＳＮＳとブログとで、それぞれ異なるサーバが構築されて
もよい。また、例えば、ＳＮＳ、ブログ以前からよく知られている、ホームページなどと
いわれる個人のサイト運営など、ＳＮＳ、ブログ以外で、個人ユーザが情報発信できるよ
うなＣＧＭ関連のサービスを提供するように構成しても良い。
【００７６】
　図９は、サンプルコンテンツサーバ８の内部構成例を示している。
　この図に示されるサンプルコンテンツサーバ８は、制御部５１、記憶部５２、検索処理
部５３、データベース管理部５４、ネットワークインターフェース５５を備えている。
　制御部５１は、サンプルコンテンツサーバ８における各種制御処理を統括して実行する
部位とされ、例えばＣＰＵ、ＲＡＭ（主記憶装置）などから形成されるコンピュータシス
テムの中枢部に相当するハードウェア部位を有して成る。
【００７７】
　記憶部５２は、例えばＨＤＤなどを備えて構成されるもので、ここでは、記憶情報とし
て、サンプルコンテンツデータベース５２ａが示されている。このサンプルコンテンツデ
ータベース５２ａとしての形式によりサンプルコンテンツが登録された状態で記憶管理さ
れている。
【００７８】
　検索処理部５３は、データベース管理部５４と協働して、サンプルコンテンツデータベ
ース５２ａにアクセスして、目的のサンプルコンテンツを検索する処理を実行する。
【００７９】
　データベース管理部５４は、サンプルコンテンツデータベース５２ａについての管理を
行う。例えば一次コンテンツサーバ１に対する一次コンテンツの新規登録に応じて、これ
に対応のサンプルコンテンツがアップロードされてきたときには、サンプルコンテンツデ
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ータベース５２ａに対して、アップロードされてきたサンプルコンテンツを登録するよう
にして更新する。また、例えば一次コンテンツサーバ１において一次コンテンツを削除す
るなどした場合には、これとの整合を図るために、対応するサンプルコンテンツの削除処
理と、削除結果に応じたデータベースの更新を行うことができる。
【００８０】
　ネットワークインターフェース５５は、ネットワーク５経由での通信を行うための部位
である。例えばアップロードされてくるサンプルコンテンツや、配信（送信）要求などの
受信、及び配信要求に応答したサンプルコンテンツファイルのデータの送信などとして通
信は、このネットワークインターフェース５５が制御部５１の制御に応じて通信処理を実
行することにより実現される。
　なお、サンプルコンテンツのデータは、後述するようにしてストリーミングにより送信
することが可能とされる。この場合には、例えばストリーミングサーバが必要になる。図
９においては明確に図示していないが、上記の構成の下で、サンプルコンテンツサーバ８
におけるストリーミングサーバは構築されているものとする。
【００８１】
　図１０は、ユーザ端末装置４の内部構成例を示している。なお、この場合には、ユーザ
端末装置４としてのハードウェアは、パーソナルコンピュータであるものとする。
　先ずユーザ端末装置４は、ネットワーク５経由での通信を行うために、ネットワークイ
ンターフェース４４を備えている。このネットワークインターフェース４４が備えられる
ことにより、ネットワーク５を介して、例えば一次コンテンツサーバ１、副次コンテンツ
サーバ２、コミュニケーションサーバ３、及び他のユーザ端末装置４などと通信すること
が可能となる。
【００８２】
　ＣＰＵ(Central Processing Unit)４１は、例えばＨＤＤ（ハードディスクドライブ）
４８にインストールされたＯＳ(Operating System)、及び各種のアプリケーションプログ
ラム、また、ＲＯＭ４２に保持されているプログラムに従って各種の処理を実行可能とさ
れる。本実施形態においては、コンテンツ作成・共有アプリケーション１００としてのア
プリケーションプログラムがインストールされることになる。
　ＲＡＭ４３はＣＰＵ４１のための作業領域であり、ＣＰＵ４１が各種処理を実行するの
に必要なデータやプログラム等が適宜保持される。
【００８３】
　この場合の入出力インターフェース４５には、例えば、キーボードやマウスなどとされ
る入力デバイス４６が接続されており、この入力デバイス４６から出力されてくる操作信
号を、ＣＰＵ４１に適合させた信号に変換してＣＰＵ４１に出力するようにされている。
　また、入出力インターフェース４５には、メディアドライブ４７が接続されている。こ
のメディアドライブ４７は、所定フォーマットのリムーバブルメディアに対応してデータ
の記録再生が可能なように構成されたドライブ装置とされる。
【００８４】
　また、入出力インターフェース４５には、記憶媒体としてハードディスクを備えたＨＤ
Ｄ４８が接続されている。ＣＰＵ４１は、入出力インターフェース４５を介して、ハード
ディスクドライブ４８のハードディスクに対してデータやプログラム等の記録又は読み出
しを行うことができるようにされている。
　また、入出力インターフェース４５には、画像表示のためのディスプレイモニタ４９も
接続されている。
【００８５】
　図１１には、本実施形態のコンテンツ作成・共有システムの利用に関連してＨＤＤ４８
に記憶されるデータ内容例を示している。
　この図に示すようにして、実施形態のコンテンツ作成・共有システムに関連しては、先
ず、アプリケーションプログラムのデータとしてコンテンツ作成・共有アプリケーション
１００を記憶させることになる。なお、ＨＤＤ４８に対するコンテンツ作成・共有アプリ
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ケーション１００の記憶は、インストールの処理により行われる。また、アプリケーショ
ンファイルとして、１以上の一次コンテンツファイル（一次コンテンツファイル群１０３
）と、１以上の副次コンテンツファイル（副次コンテンツファイル群１０４）がコンテン
ツ作成・共有アプリケーション１００の制御により記憶される。
【００８６】
　この場合のコンテンツ作成・共有アプリケーション１００は、その機能面から、大別し
てコンテンツ管理・作成ツール１０１としてのプログラム部分と、コミュニケーションツ
ール１０２としてのプログラム部分とから成るものとしてみることができる。コンテンツ
管理・作成ツール１０１は、一次コンテンツファイルや副次コンテンツファイルのダウン
ロード、一次コンテンツファイル群１０３を成す一次コンテンツファイルと、副次コンテ
ンツファイル群１０４を成す副次コンテンツファイルを対象とするファイル操作を実行す
るようにされる。また、編集操作に応じた編集処理や、編集結果に応じた副次コンテンツ
ファイルの作成処理なども実行するようにされる。コミュニケーションツール１０２は、
コミュニケーションサーバ３にアクセスしてブログやＳＮＳを操作するための処理を実行
するようにされる。
【００８７】
　図１２は、コンテンツ管理・作成ツール１０１についてのプログラム構成を、機能ブロ
ック単位により模式的に示したものであり、図示するようにして、通信制御部１１１、一
次コンテンツ取得処理部１１２、一次コンテンツ管理処理部１１３、副次コンテンツ取得
処理部１１４、副次コンテンツ管理処理部１１５、コンテンツ転送処理部１１６、コンテ
ンツ作成処理部１１７、副次コンテンツファイル生成・解釈処理部１１８、暗号・解読処
理部１１９、プレーヤ部１２０から成るものとしてみることができる。
【００８８】
　通信制御部１１１は、コンテンツ管理・編集に関連して主に一次コンテンツサーバ１や
副次コンテンツサーバ３とネットワーク経由で通信を実行するために必要なプログラムか
ら成る部位である。
【００８９】
　一次コンテンツ取得処理部１１２は、一次コンテンツをダウンロードして取得するため
に必要なプログラムから成る部位である。この一次コンテンツ取得処理部１１２により、
一次コンテンツをダウンロードするためのユーザインターフェースが提供される。また、
ダウンロード要求としてのコマンドを発行して通信制御部１１１により送信させる制御や
、通信制御部１１１にて受信した一次コンテンツのデータのパケットを受け渡してもらい
、一次コンテンツとしてのデータ形式に復元する処理なども、この一次コンテンツ取得処
理部１１２により実行される。
【００９０】
　一次コンテンツ管理処理部１１３は、上記一次コンテンツ取得処理部１１２により取得
された一次コンテンツファイルをＨＤＤ４８に保存する処理と、保存された一次コンテン
ツファイルを管理するための処理を実行する部位である。例えば、この一次コンテンツ管
理処理部１１３により、アーティスト名、アルバム単位、ジャンルなどに応じたソートな
どのコンテンツ管理も実現される。
【００９１】
　副次コンテンツ取得処理部１１４は、副次コンテンツをダウンロードして取得するため
に必要なプログラムから成る部位である。
　副次コンテンツ管理処理部１１５は、上記副次コンテンツ取得処理部１１４により取得
された副次コンテンツファイルをＨＤＤ４８に保存する処理と、保存された副次コンテン
ツファイルを管理するための処理を実行する部位である。
【００９２】
　コンテンツ転送処理部１１６は、例えば副次コンテンツファイルを副次コンテンツサー
バ２に対してアップロードするときなど、コンテンツファイルのデータ転送が通信制御部
１１１を経由して適正に実行されるようにするための制御、処理を実行する。
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【００９３】
　コンテンツ作成処理部１１７は、図３により示した編集素材コンテンツを利用した編集
、即ち、ユーザが行う編集操作などに応じて、副次コンテンツとしてのコンテンツ内容の
作成に関する処理を実行する部位である。従って、例えば編集操作のためのユーザインタ
ーフェースなども、このコンテンツ作成処理部１１７により実現される。
　コンテンツファイル生成・解釈処理部１１８は、先ず、上記コンテンツ作成処理部１１
７により作成したとするコンテンツ内容が反映された副次コンテンツファイルのデータを
生成するための処理を実行する。また、副次コンテンツを再生する場合には、図４に示し
た副次コンテンツファイルにおける再生制御情報についての解釈処理を実行して再生処理
のシーケンスを決定する。
【００９４】
　本実施形態にあっては、一次コンテンツファイルは暗号化が施されて一次コンテンツサ
ーバ１から伝送されるものとされる。また、副次コンテンツファイルも、ダウンロードに
対応して副次コンテンツサーバ２からユーザ端末装置４に送信する際においても、暗号化
を施すようにされる、また、ユーザ端末装置４から副次コンテンツサーバ２に対して副次
コンテンツデータをアップロードする場合にも、暗号化を施して送出する場合がある。
　暗号化・解読処理部１１９は、暗号化が施された一次コンテンツファイル、副次コンテ
ンツファイルを再生、編集などのために操作する必要のあるときに、この暗号化を解読す
る処理を実行する。また、副次コンテンツファイルについて暗号化を施して伝送する必要
のある場合に、暗号化を施す処理を実行するようにされる。
【００９５】
　プレーヤ部１２０は、一次コンテンツファイル及び副次コンテンツファイルを再生して
画像・音声などとして出力させるための信号処理過程のうちで、デジタル段階で施してお
くべき所要の信号処理を実行するための部位とされる。
　先ず、一次コンテンツファイルは、データ本体として、コンテンツ内容を再現する所定
形式のビデオデータ・オーディオデータなどとしての実コンテンツデータを有する。従っ
て、プレーヤ部１２０が一次コンテンツファイルを再生するときには、この実コンテンツ
データとしてのビデオデータ・オーディオデータなどを再生するためのデジタル信号処理
を実行する。この際、実コンテンツデータについて圧縮符号化が施されているのであれば
、この圧縮符号化に対応する復号処理を施したうえでデジタルビデオ信号、デジタルオー
ディオ信号についての再生信号処理を実行する。
　また、副次コンテンツを再生する場合には、上記副次コンテンツファイル生成・解釈処
理部１１８により決定された再生処理のシーケンスに従って、原編集素材コンテンツであ
る一次コンテンツファイルの必要データ部分を順次再生していくという、シーケンサとし
ての再生処理を実行するようにされる。
【００９６】
　ところで、副次コンテンツを再生するのにあたり、副次コンテンツファイル生成・解釈
処理部１１８により再生制御情報を解釈した結果は、コンテンツ作成処理部１１７が提供
するとされるＧＵＩである編集作業画面に反映させることが可能とされている。つまり、
再生制御情報が示す再生指示の内容が、編集作業画面上でユーザが認識可能な態様で表示
される。ユーザは、これを見ることで、その副次コンテンツがどのようにして作成された
のかを確認することができる。このことは、その副次コンテンツが作成者によってどのよ
うにして作成されたのかということを、正確な情報として得られることを意味している。
例えば、一般のコンテンツの場合、そのコンテンツがどのようにして作成されたのかを一
般のユーザが知るためには、実際に再生して見ることのできる映像的な内容、若しくは聴
き取ることのできる音響的な内容などから推測するしかない。
　これに対して、本実施形態の場合には、副次コンテンツについて、より詳細、かつ具体
的に、どのようにして作成されたものであるのかを把握できるものである。そして、この
ような副次コンテンツがユーザ間で共有されることにより、本実施形態のコンテンツ作成
・共有システムを利用するユーザのコンテンツの創作に関する知識、技術が飛躍的に向上
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されることが期待される。このようにして、本実施形態のシステムは、コンテンツ作成に
関心のあるユーザにとっては、非常に高い娯楽性と利用価値を持っているものである。
【００９７】
　次に、本実施形態に対応するコンテンツファイル（一次コンテンツパッケージファイル
、副次コンテンツファイル）の構造例について、図１３～図１５を参照して説明する。
　先ず、図１３（ａ）には、副次コンテンツファイルの構造例が示される。
　この図に示すようにして、副次コンテンツファイルは、ヘッダとボディ（本体部）から
成る。
　ヘッダには、副次コンテンツファイルに関連した所定の情報項目（メタデータ、付加情
報）の集合から成るヘッダ情報を格納する。
　ボディは、そのコンテンツファイルのコンテンツ内容に対応する実体データを格納する
。従って、副次コンテンツファイルの場合には、再生制御情報を格納することになる。
【００９８】
　図１３（ｂ）には、一次コンテンツファイルの構造例が示される。
　一次コンテンツファイルもヘッダとボディから成り、ヘッダには、一次コンテンツに対
応する所定の情報項目（メタデータ）の集合から成るヘッダ情報を格納する。また、ボデ
ィには、コンテンツ内容に対応する実体データとして、所定形式の実コンテンツデータを
格納する。
【００９９】
　また、本実施形態では、一次コンテンツファイルごとに対応してサンプルコンテンツフ
ァイルがあるものとされる。このサンプルコンテンツファイルも、図１３（ｂ）に示され
る一次コンテンツファイルと同様の構造を有するものとする。つまり、サンプルコンテン
ツに対応する所定のメタデータの集合から成るヘッダ情報と、サンプルとしてのコンテン
ツ内容（サンプル内容）を再現するための実コンテンツデータを格納する。
【０１００】
　ここで、副次コンテンツファイルのヘッダが格納するヘッダ情報の内容例を図１４に示
す。
　この図においては、ヘッダ情報を形成する情報項目（メタデータ項目）として、本コン
テンツ関連基本情報、利用原編集素材コンテンツ情報、利用編集素材コンテンツ情報、本
コンテンツ利用許諾情報、本コンテンツ世代情報を有するものとしている。
【０１０１】
　本コンテンツ関連基本情報は、現コンテンツファイルに関連した基本的な情報項目（メ
タデータ）から成る。
　図１５は、本コンテンツ関連基本情報を形成する情報項目（メタデータ項目）群の一例
を示している。ここでは、コンテンツＩＤ、タイトル、クリエータ、コンテンツ種別、再
生時間、作成日時、ジャケットデータ、ジャンル・・・などが示されている。
　ここでのコンテンツＩＤは、現副次コンテンツファイルに固有に与えられる識別子とな
る。なお、本実施形態では、これらのコンテンツＩＤは、例えば副次コンテンツサーバ２
のコンテンツデータベース管理部２６によりコンテンツファイルごとに付されるものとす
る。
【０１０２】
　タイトルは、現副次コンテンツファイルに与えられたタイトル名を示す情報である。
　クリエータは、現副次コンテンツファイルのクリエータ（作成者、制作者、アーティス
トなどともいわれる）を示す情報とされる。ここでは、クリエータに対応する名称と、ク
リエータとされるユーザのユーザＩＤを格納するものとする。
　コンテンツ種別は、例えば動画、楽曲、写真（静止画）などをはじめとして、現副次コ
ンテンツファイルが有するコンテンツ内容の種類、範囲などがどのようなものであるのか
を示す情報となる。
　再生時間は、現副次コンテンツファイルとしてのコンテンツの総再生時間を示す情報で
ある。



(22) JP 2009-294777 A 2009.12.17

10

20

30

40

50

　作成日時は、現副次コンテンツファイルの作成された日付、時刻を示す情報である。
　また、コンテンツには、アルバムジャケットに相当する画像データが付されている場合
がある。ジャケットデータは、このような画像データとなる。
　ジャンルは、現副次コンテンツファイルのコンテンツ内容に与えられるジャンルが何で
あるのかを示す情報となる。
　なお、本コンテンツ関連基本情報に含める情報項目としては、ここで挙げているもの以
外にも考えることができる。
【０１０３】
　利用原編集素材コンテンツ情報は、現副次コンテンツファイルのコンテンツ内容を再生
するのに必要とされる原編集素材コンテンツ（これが利用原編集素材コンテンツである）
が何であるのかを示す情報である。換言すれば、現副次コンテンツの作成のために結果的
にその実コンテンツデータを利用すべきこととなった一次コンテンツファイル、若しくは
副次コンテンツファイルが何であるのかを示す情報である。
【０１０４】
　図５との対応であれば、編集処理により新規に作成される副次コンテンツを形成してい
るものとして示されている一次コンテンツファイルが、上記利用原編集素材コンテンツ情
報となるものである。従って、利用原編集素材コンテンツ情報は、図５（ａ）の場合に対
応しては一次コンテンツＡ、Ｂを示し、図５（ｂ）の場合に対応しては一次コンテンツＡ
、Ｂ、Ｃを示し、図５（ｃ）の場合に対応しては一次コンテンツＣ、Ｄ、Ｅ、Ｆを示す内
容となる。
【０１０５】
　なお、可能性として、編集素材コンテンツを編集して作成した副次コンテンツのコンテ
ンツ内容の結果として、もともと編集素材コンテンツに含まれていた或る一次コンテンツ
を全く使用しなかった場合もあると考えられる。図５（ｂ）の場合を例に挙げれば、編集
素材コンテンツＡ、Ｃを利用して編集を行って得た新規の副次コンテンツとして、例えば
一次コンテンツＡ、Ｃは少なくともその一部を利用しているが、一次コンテンツＤについ
ては全く利用していないというコンテンツ内容となる可能性を考えることができる。この
場合、副次コンテンツの再生に必要な一次コンテンツの実コンテンツデータとしては、一
次コンテンツＡ，Ｃのみであり、一次コンテンツＤは不要となる。
　このような場合に対応した利用原編集素材コンテンツ情報の内容をどのようなものとす
るのかについてであるが、１つには、副次コンテンツ再生のために実際に必要となる一次
コンテンツのみを反映させるべきであるとの考え方に基づき、一次コンテンツＡ，Ｃのみ
を示し、一次コンテンツＤは示さない内容とすることが考えられる。
　また、もう１つには、一次コンテンツＡ，Ｃ，Ｄの全ての一次コンテンツを示す内容と
することが考えられる。つまり、この場合には、現には一次コンテンツＤを使用してはい
ないものの、この副次コンテンツを作成するまでの過程においては、一次コンテンツＤと
してのコンテンツ内容の影響を少なからず受けているのであるから、潜在的には使用して
いることと等価であるとの考え方に立つものである。この場合、結果的には、今回の副次
コンテンツが作成される世代までにおいて、一度でも利用されたことのある一次コンテン
ツが全て、利用原編集素材コンテンツ情報に含められることになる。
　なお、図１６により後述するように、利用原編集素材コンテンツ情報には、ここに示さ
れる一次コンテンツごとに関連した所定内容のメタデータも有するものとされる。
【０１０６】
　また、利用編集素材コンテンツ情報は、現副次コンテンツァイルを作成するために直接
的に利用した編集素材コンテンツ（利用編集素材コンテンツ、直接利用コンテンツ）が何
であるのかを示す情報とされる。
　図５との対応であれば、図５（ａ）に示される新規の副次コンテンツの場合には、利用
編集素材コンテンツ情報に編集素材コンテンツＡ，Ｂとしての実際の一次コンテンツファ
イルを示すデータを格納することになる。また、図５（ｂ）に示される新規の副次コンテ
ンツの場合であれば、利用編集素材コンテンツ情報には、編集素材コンテンツＡとされる
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一次コンテンツファイルと、編集素材コンテンツＣとされる副次コンテンツファイルを示
すデータを格納する。また、図５（ｃ）に示される新規の副次コンテンツの場合であれば
、利用編集素材コンテンツ情報には、編集素材コンテンツＣ、Ｄとされる各副次コンテン
ツファイルを示すデータを格納する。
　なお、図１６により後述するように、利用編集素材コンテンツ情報としても、ここに示
される編集素材コンテンツごとに関連した所定内容の付随情報を有しているものとされる
。
【０１０７】
　本コンテンツ利用許諾範囲情報は、現コンテンツファイルに設定した利用許諾範囲の情
報とされる。この構造は、図１６により後述する利用コンテンツ情報の構造例における利
用許諾範囲情報に準ずればよい。
【０１０８】
　本コンテンツ世代情報は、現副次コンテンツが、本実施形態のコンテンツ作成・共有シ
ステムの環境において作成されたコンテンツとして第何世代となるのかを示す情報である
。
【０１０９】
　図１６は、利用原編集素材コンテンツ情報と、利用編集素材コンテンツ情報の各構造例
を示している。なお、ここでは、利用原編集素材コンテンツ情報と利用編集素材コンテン
ツ情報は、共通の基本構造を有するものとしている。これに応じて、図１６の内容は、利
用原編集素材コンテンツ情報と利用編集素材コンテンツ情報とについて、それぞれ共通に
示したものとなっている。。
　この図に示すようにして、利用原編集素材コンテンツ情報／利用編集素材コンテンツ情
報は、大きくは単位ファイル情報の連結により成るものとしている。単位ファイル情報の
それぞれが、１つの利用原編集素材コンテンツ、利用編集素材コンテンツに対応する。
　なお、記載を簡略なものとする都合上、この図１６の説明にあたり利用原編集素材コン
テンツと利用編集素材コンテンツとで特に区別しない場合には、「利用コンテンツ」とも
いうことにする。
【０１１０】
　単位ファイル情報においては、例えばコンテンツＩＤ、クリエータ、タイトル、そして
、利用許諾範囲情報の各情報項目が設けられる。
　ここでのコンテンツＩＤには、対応する利用コンテンツのコンテンツファイルに与えら
れたコンテンツＩＤを格納する。
　クリエータは、対応する利用コンテンツの作成者を示すものとして、例えばその名称、
及び、このクリエータとされるユーザのユーザＩＤを格納する。
　タイトルは、対応する利用コンテンツのタイトルを例えばその名称などにより示す。
【０１１１】
　世代の情報項目には、世代情報が格納される。世代情報は、そのコンテンツが第何世代
のコンテンツであるのかを示す情報とされる。本実施形態のコンテンツ作成・共有システ
ムにおいて、一次コンテンツは、一義的に第１世代であるとして定義され、副次コンテン
ツは、編集素材コンテンツの世代に応じて、所定規則により第Ｎ世代となるようにして定
義される。従って、この図１６に示す利用コンテンツ情報が、利用原編集素材コンテンツ
情報である場合には、この世代情報の項目には、第１世代であることを示す情報が格納さ
れることになる。また、この図１６に示す利用コンテンツ情報が編集素材コンテンツ情報
である場合には、単位ファイル情報が対応する利用コンテンツ（一次コンテンツ、又は副
次コンテンツ）ごとに応じて実際に設定されている世代を示す情報が格納されることにな
る。
【０１１２】
　利用許諾範囲の情報（利用許諾範囲情報）は、１以上の利用項目１～ｎの集合により形
成される。
　利用項目１～ｎには、それぞれ、対応する利用コンテンツの編集（二次利用）に関連し
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た所定の利用内容が対応するようにして割り当てられている。利用項目に割り当てる利用
内容の例としては多様に考えられるが、例えば、
　・本コンテンツの二次利用の可否に関する内容
　・編集素材とする他のコンテンツについて、本コンテンツとは違うクリエータのものを
利用することに関する内容
　・編集素材とする他のコンテンツについて、本コンテンツが属するとされるアルバムと
は違うアルバムに属するものを利用することに関する内容
　・特定のエフェクトや特殊効果の使用に関する内容
　・特定のプラグインモジュールの使用に関する内容
　・コンテンツ全体から一部分を抜き出して編集素材とすること、
　・コンテンツ全体から一部分を抜き出して編集素材とする場合において、抜き出す実コ
ンテンツデータ部分に関する許可内容
　・利用可能な世代数（例えば一次コンテンツとして、孫の世代（第３世代）までの利用
を許諾するとした場合には、この一次コンテンツを利用した子の副次コンテンツと、この
副次コンテンツを利用した孫の副次コンテンツは作成できるが、この孫の副次コンテンツ
については、対応の一次コンテンツを利用した部分について編集を行うことはできない）
　・本コンテンツと組み合わせて二次利用が可能なコンテンツの数、種類などに関する内
容
　などを挙げることができる。
　そして、これらの利用項目の各々について、例えば許可／不許可をはじめとして、その
利用項目ごとに設定した利用許諾に関しての内容を示す情報が記述されるものである。利
用許諾範囲の情報としては、これらの利用項目のそれぞれに記述される許諾設定内容を総
合することで、対応する利用コンテンツについての利用許諾範囲を示すことになるもので
ある。
【０１１３】
　なお、一次コンテンツファイルについてのヘッダ情報の内容に関しては、特に図示によ
る説明は省略するが、一次コンテンツファイルに関連して必要であるとして定義した情報
が格納されていればよい。
　しかし、本実施形態に関すれば、例えば一次コンテンツファイルのヘッダ情報について
も、副次コンテンツファイルと共通の構造を与えるようにすることが、妥当な仕様の１つ
として考えられる。
　このような一次コンテンツファイルのヘッダ情報の構造とすれば、一次コンテンツと副
次コンテンツとでヘッダ構造が共通化されるので、本実施形態のコンテンツ作成・共有シ
ステムにおけるコンテンツファイル管理の効率化が期待される。一例としては、一次コン
テンツファイルが本コンテンツ利用許諾範囲情報を有することになるので、第１世代とな
る一次コンテンツについて、その作成者の判断や考え方をより忠実に反映した利用許諾範
囲を設定することが可能となる。
　ただし、確認のために述べておくと、一次コンテンツパッケージファイルは、他のコン
テンツを二次利用して作成するものではない。従って、例えば一次コンテンツファイルの
ヘッダにおいて、上記図１６に示した利用原編集素材コンテンツ情報と利用編集素材コン
テンツ情報については特に有意な内容を格納する必要はない。
【０１１４】
　続いて、副次コンテンツファイルにおける再生制御情報について説明する。
　再生制御情報は、実コンテンツデータとは異なり、所定の言語によって、現副次コンテ
ンツとしてのコンテンツ内容を再生するための処理シーケンスを記述して成る単位情報で
ある。この再生制御情報を形成する記述内容の要素としては、例えば先ず、再生に使用す
る実コンテンツデータとしての一次コンテンツを示す記述、この一次コンテンツとしての
実コンテンツデータから実際に副次コンテンツ再生のために利用するデータ部分を示す記
述、また、このデータ部分を再生すべき時間を示す記述などとなる。また、例えばフェー
ドイン、フェードアウト、オーバーラップ、イコライジング（音質調整）、再生速度倍率
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、リバーブ、ディレイなどをはじめとした、いわゆるエフェクト、特殊効果が反映される
ようにするための記述も行われる。
【０１１５】
　図１７は、再生制御情報の内容例を示している。この図においては、[　]により括られ
る記述部分が、１つの利用コンテンツ（原編集素材コンテンツ）についての或る１つの再
生制御内容を示しているものとされる。
　この図１７に示される利用コンテンツ単位の再生制御内容の例について説明しておく。
　先ず、図において先頭に示される利用コンテンツ単位の再生制御内容としては、
[
file_id=AAAAAA;
time=00:00-00:10;
position=vv-zz
]
と記述されている。これは、利用コンテンツがコンテンツＩＤ=AAAAAA(ここではfile_id
の記述子がコンテンツＩＤを示すものとされる)により指定されるものであり、この利用
コンテンツを利用する現副次コンテンツの再生時間は00:00（開始時点）～00:10（再生時
間１０秒）であり、この再生時間において利用する利用コンテンツのデータ区間（実コン
テンツデータの区間）は、アドレスvvからアドレスzzまでに対応する範囲であることを指
定している。
　これに続く利用コンテンツ単位の再生制御内容は、
[
file_id=AAAAAA;
time=00:10-00:15;
position=ss-tt
]
と記述されている。これは、利用コンテンツがコンテンツＩＤ=AAAAAAにより指定される
ものであり、この利用コンテンツを利用する現副次コンテンツの再生時間は00:10～00:15
であり、この再生時間において利用する利用コンテンツのデータ区間は、アドレスssから
アドレスttまでに対応する範囲であることを指定している。
　続く利用コンテンツ単位の再生制御内容は、
[
file_id=BBBBBB;
time=00:15-00:20;
position=ss-tt
]
と記述されている。これは、利用コンテンツがコンテンツＩＤ=BBBBBBにより指定される
ものであり、この利用コンテンツを利用する現副次コンテンツの再生時間は00:15～00:20
であり、この再生時間において利用する利用コンテンツのデータ区間は、アドレスppから
アドレスuuまでに対応する範囲であることを指定している。
　例えば、本実施形態のコンテンツ作成・共有アプリケーション１００のプレーヤ部１２
０は、副次コンテンツファイルの再生にあたっては、上記のようにして［　］により括ら
れる利用コンテンツ単位の再生制御内容を逐次解釈していき、その解釈結果に応じて実際
に再生制御を実行することで、副次コンテンツを、ビデオ信号やオーディオ信号などとし
て再生出力する。
【０１１６】
　これまでの説明をふまえて、以降、本実施形態でのサンプルコンテンツを利用した副次
コンテンツ再生について説明していく。
【０１１７】
　図１８は、本実施形態におけるサンプルコンテンツを利用した副次コンテンツ再生(以
降、「サンプル利用副次コンテンツ再生」ともいう)の一態様例を示している。この図を
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参照して、サンプル利用副次コンテンツ再生の再生態様例を、その必要性とともに述べて
いくこととする。
【０１１８】
　図１８（ａ）には、１つの副次コンテンツＡについての再生時間に従った、本来の完全
な再生内容（正規コンテンツ内容）を、原編集素材コンテンツの内訳によって示している
。
　この場合の副次コンテンツＡは、図示するようにして、再生時間に従って、先頭から、
一次コンテンツＡ、一次コンテンツＢ、一次コンテンツＣ、一次コンテンツＤ、一次コン
テンツＥごとの少なくとも一部の再生時間部分のコンテンツ内容が順次再生されていくよ
うにして編集が行われたものとされている。
　なお、副次コンテンツ作成にあたっての編集の仕方には、例えば複数の原編集素材コン
テンツのコンテンツ内容を同じ再生時間において重複（ミキシング）させることも可能と
される。しかし、ここでは、サンプル利用副次コンテンツ再生についての説明を分かりや
すくすることの便宜上、副次コンテンツＡは上記した編集の仕方により形成されたものと
している。
【０１１９】
　ここで、或るユーザ端末装置４のユーザが、副次コンテンツＡを保有しているとする。
　なお、ここでのユーザによるコンテンツの「保有」とは、例えば、１つにはそのユーザ
のコンテンツ作成・共有アプリケーション１００（ユーザ端末装置４）にとってローカル
としてみることのできる環境にてコンテンツファイルを記憶管理している状態をいう。ま
た、例えばローカルにて存在しておらず、サーバなどに存在しているとしても、例えばコ
ンテンツ作成・共有アプリケーション１００によりアクセスしてストリーミングなどによ
り再生できるようなものがあれば、このようなコンテンツファイルもユーザが「保有」し
ているものとしてみることができる。このような一次コンテンツの例としては、例えば、
サブスクリプションなどといわれる予約購読的なコンテンツ視聴契約によりサーバから任
意にストリーミングによる再生若しくはダウンロードによるローカ保存ができるようなも
のを挙げることができる。これは、例えばその再生開始に際して改めて料金負担を強いら
れることなく、ユーザが再生できる権利を有しているコンテンツであるともいえる。
【０１２０】
　これまでの説明からも理解されるようにして、副次コンテンツＡを正規コンテンツ内容
のとおりに再生するためには、ユーザが、副次コンテンツＡにおける全ての原編集素材コ
ンテンツを保有している必要がある。つまり、副次コンテンツＡに対応する原編集素材コ
ンテンツの全てが、ユーザが保有しているとみなされる一次コンテンツ（保有一次コンテ
ンツ）のなかに含まれている必要がある。
　そして、この場合においてユーザは、副次コンテンツＡの原編集素材コンテンツである
、一次コンテンツＡ、一次コンテンツＢ、一次コンテンツＣ、一次コンテンツＤ、一次コ
ンテンツＥのうち、一次コンテンツＡ、Ｂ、Ｄ、Ｅは保有しているが、一次コンテンツＣ
のみを保有していない状況にあるとする。
【０１２１】
　例えば仮に、ユーザが、一次コンテンツＡ～Ｅの全てを保有している状況で、コンテン
ツ作成・共有アプリケーション１００（プレーヤ部１２０）により副次コンテンツＡを再
生した場合には、図１８（ａ）に示すようにして、再生時間軸に従って、一次コンテンツ
Ａ→一次コンテンツＢ→一次コンテンツＣ→一次コンテンツＤ→一次コンテンツＥの順で
連続して再生出力される。この場合、ユーザは、正規コンテンツ内容を視聴することがで
きる。
【０１２２】
　これに対して、上記図１８（ｂ）に示すようにして、ユーザが一次コンテンツＣを保有
していない状況で副次コンテンツＡを再生した場合、つまり、副次コンテンツＡを再生す
るのにあたって必要な一次コンテンツ（原編集素材コンテンツ）のうちで、不足する一次
コンテンツ（不足一次コンテンツ）が存在する場合、その再生出力結果としては、例えば
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次のようになる。
　つまり、図１８（ａ）において一次コンテンツＡ、Ｂの順で再生されて、次の一次コン
テンツＣの区間にいたったときには、一次コンテンツＣとしてのコンテンツ内容が出力さ
れない状態となる。例として一次コンテンツＣがオーディオコンテンツであるとすると、
図１８（ａ）における一次コンテンツＣに対応する区間は無音状態が継続することになる
。あるいは動画などのビデオコンテンツであるとすると、一次コンテンツＣに対応する区
間では、映像が出力されない、若しくは、一次コンテンツＢの最後の画像が静止画として
継続して表示されるような状態となる。そして、このコンテンツ内容の出力されない区間
を終了すると、また改めて一次コンテンツＤ、Ｅの順で再生される。
【０１２３】
　このようにして、副次コンテンツを再生するのにあたり、その副次コンテンツが利用す
る原編集素材コンテンツとしての一次コンテンツが保有されていない、即ち不足一次コン
テンツがある場合には、この不足一次コンテンツの部分が再生されずに抜け落ちる。つま
り、ユーザは、その副次コンテンツを視聴できたとしても、不足一次コンテンツに対応す
る部分が抜け落ちた内容を視聴することになる。このような再生内容は、コンテンツ内容
がいきなり中断するようなものであるために、ユーザに対して違和感、不快感を与える可
能性がある。また、このような再生出力の態様では、正規なコンテンツ内容から相当にか
け離れた内容を視聴することになるので、ユーザとしては、副次コンテンツＡの完全なコ
ンテンツ内容をイメージしにくくなるとも考えられる。また、このように副次コンテンツ
の完全なコンテンツ内容をイメージしにくいと、ユーザが完全なコンテンツ内容を聴いて
みたいという思いを持ちにくくなり、不足一次コンテンツを購入する機会も失われやすい
とも考えられる。
【０１２４】
　このような場合には、もちろん、ユーザは、新たに一次コンテンツＣをダウンロードす
るなどして保有すればよい。しかし、例えばユーザによっては、一次コンテンツＣをダウ
ンロードし、その後改めて副次コンテンツＡを正規コンテンツ内容で視聴してみたところ
、あまり気に入ったかんじではなく、一次コンテンツＣをわざわざダウンロードしなくて
もよかったという思いをする場合のあることも考えられる。
【０１２５】
　そこで、本実施形態としては、副次コンテンツを再生出力するのにあたり、原編集素材
として利用すべき一次コンテンツを保有していない状況では、その保有していない一次コ
ンテンツ（不足一次コンテンツ）に代えて、そのサンプル内容を再生できるようにする。
【０１２６】
　つまり、図１８（ｂ）に示す一次コンテンツの保有状況下で副次コンテンツＡを再生す
るのにあたっては、図１８（ｃ）に示すようにして、先ず、一次コンテンツＡ、Ｂを順次
再生し、次に、一次コンテンツＣに対応するサンプルコンテンツを再生する。そして、こ
のサンプルコンテンツの再生が完了したとされると、一次コンテンツＤ、Ｅを順に再生出
力する。
【０１２７】
　このようにしてサンプル利用副次コンテンツ再生が行われることで、先ず、コンテンツ
の再生出力が中断する状態を避けられるので、ユーザの違和感、不快感は大幅に解消され
る。また、ユーザは、完全ではないが、より本来のものに近いかたちでのコンテンツ内容
をイメージできることになる。そして、本来のコンテンツ内容により近いイメージをもて
ることにより、ユーザとしては、コンテンツ内容のイメージが気に入りさえすれば、不足
一次コンテンツを改めて購入して保有して完全なコンテンツ内容を視聴したいと思う可能
性も高くなると考えられる。つまり、一次コンテンツの販売に寄与できることにもなる。
【０１２８】
　続いて、上記図１８に例示した本実施形態としてのサンプル利用副次コンテンツ再生を
実現するための構成例について説明していく。
【０１２９】
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　先ず、図１９により、サンプルコンテンツサーバ８におけるサンプルコンテンツの管理
態様例について説明する。
　この図においては、サンプルコンテンツサーバ８の記憶部５２におけるサンプルコンテ
ンツデータベース５２ａにおけるサンプルコンテンツ管理として、一次コンテンツとの対
応付けに関する管理の態様例が示されている。
【０１３０】
　ここで、サンプルコンテンツデータベース５２ａにおいては、図示するようにして、Ｉ
Ｄ・ＵＲＬ対応テーブルを有しているものとされる。ＩＤ・ＵＲＬ対応テーブルは、一次
コンテンツサーバ１が保有する一次コンテンツのコンテンツＩＤごとに、記憶部５２にて
記憶されているサンプルコンテンツのＵＲＬ（アドレス、所在）を対応付けたテーブル形
式のデータである。
【０１３１】
　例えば、図のＩＤ・ＵＲＬ対応テーブルにおいては、一次コンテンツＡのコンテンツＩ
Ｄ＝AAAAAAとURL1が対応付けられている。そして、このURL1の実際としては、記憶部５２
における特定のアドレス（ディレクトリ）に対応するURLが記述されているものであり、
ここでは、サンプルコンテンツＡのデータが置かれているURLが記述されている。つまり
、例えば一次コンテンツＡのコンテンツＩＤをキーとしてＩＤ・ＵＲＬ対応テーブルを参
照することで、サンプルコンテンツＡのアドレス（保存場所）が分かることになる。そし
て、このようにして一次コンテンツＡと対応付けられるサンプルコンテンツＡは、一次コ
ンテンツＡに対応するサンプル内容を有している。
　また、例えば一次コンテンツＢのコンテンツＩＤ＝BBBBBBに対応付けられているURL2に
は、一次コンテンツＢに対応するサンプル内容を有するサンプルコンテンツＢのURLが記
述される。そして以降、同様にして、ＩＤ・ＵＲＬ対応テーブルにおいては、最後となる
一次コンテンツＸまで、各一次コンテンツごとに、対応するサンプルコンテンツのURLが
記述されている。
　このようにして、ＩＤ・ＵＲＬ対応テーブルにより、一次コンテンツサーバ１にて保有
する一次コンテンツと、サンプルコンテンツサーバ８にて保有するサンプルコンテンツの
うちで、対応するサンプル内容を有するサンプルコンテンツとの対応が図られる。
【０１３２】
　図２０のフローチャートは、サンプル利用副次コンテンツ再生のためにユーザ端末装置
４（コンテンツ再生装置）とサンプルコンテンツサーバ８（サーバ装置）が実行する処理
例を示している。なお、この図におけるユーザ端末装置４の処理は、主としてコンテンツ
管理・作成ツール１０１におけるプレーヤ部１２０としての機能部が、必要に応じて他の
機能部（図１２に示す）と協働して実行するものとしてみることができる。つまりは、ユ
ーザ端末装置４がコンテンツ管理作成ツール１０１としてのプログラムを実行することに
より実現される。また、この図におけるサンプルコンテンツサーバ８の処理も、制御部５
１としてのコンピュータシステムがプログラムを実行することにより実現されるものとし
てみることができる。
【０１３３】
　ここで先ず、例えばユーザ端末装置４上で起動しているコンテンツ管理・作成ツール１
０１に対するユーザ操作として、既に保有されている副次コンテンツのうちから１つの副
次コンテンツを選択して、その再生を指示する操作が行われたとする。
　この操作に応じては、ステップＳ１０１により、例えばプレーヤ部１２０が副次コンテ
ンツファイル生成・解釈処理部１１８に指示を行って、再生が指示された副次コンテンツ
（再生対象副次コンテンツ）を読み出してその再制御情報の内容を解釈する処理を実行さ
せる。
　この解釈処理の結果として、ここでは、ステップＳ１０２により、再生対象副次コンテ
ンツについての原編集素材としての一次コンテンツ（原編集素材コンテンツ）が何である
のかを認識する。この認識にあたっては、例えば原編集素材コンテンツのコンテンツＩＤ
を認識することになる。
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【０１３４】
　なお、先の図１６による説明によれば、副次コンテンツの原編集素材コンテンツのコン
テンツＩＤは、ヘッダ情報における利用原編集素材コンテンツ情報を参照することで認識
可能である。従って、ステップＳ１０２に応じた原編集素材コンテンツの認識結果を得る
ためには、再生制御情報の解釈に代えて、利用原編集素材コンテンツ情報を参照すること
としてもよい。但し、この場合においては、後述するステップＳ１０６により再生対象副
次コンテンツの再生処理を実行することになるので、このための準備処理としての目的と
も併せて、ステップＳ１０１にて再生制御情報の解釈を実行することとしているものであ
る。
【０１３５】
　ここでは、一次コンテンツファイル群１０３に含まれている一次コンテンツファイルが
ユーザの保有コンテンツに相当するものとする。
　そこで、例えばプレーヤ部１２０は、例えば副次コンテンツ管理処理部１１５と協働し
、ステップＳ１０３により、ＨＤＤ４８に記憶されている一次コンテンツファイル群１０
３を形成する一次コンテンツファイルのなかに、上記ステップＳ１０２にて認識した原編
集素材としての一次コンテンツと同じものがあるか否かについての照合処理を実行する。
　この照合処理の結果、ステップＳ１０２にて認識した原編集素材としての一次コンテン
ツごとに、ユーザが保有しているとみなされるもの（保有原編集素材コンテンツ）と保有
していないとされるもの（不足一次コンテンツ）との間での区分が得られることになる。
つまり、ステップＳ１０３によっては、ステップＳ１０２にて最終的に認識した原編集素
材としての一次コンテンツのうちで、不足一次コンテンツであるものを認識することにな
る。
【０１３６】
　次のステップＳ１０４においては、例えばプレーヤ部１２０は通信制御部１１１と協働
して、上記ステップＳ１０３にて認識された不足一次コンテンツをサンプルコンテンツサ
ーバ８に対して通知するための処理を実行する。この通知にあたっては、例えば不足一次
コンテンツごとのコンテンツＩＤをサンプルコンテンツサーバ８に対して送信する。
【０１３７】
　サンプルコンテンツサーバ８は、ステップＳ２０１により、上記ステップＳ１０４に応
じて送信されてくる不足一次コンテンツの通知（コンテンツＩＤ）を受信すると、ステッ
プＳ２０２以降の手順に進む。
【０１３８】
　ステップＳ２０２においてサンプルコンテンツサーバ８は、記憶部５２のサンプルコン
テンツデータベース５２ａにおけるコンテンツＩＤ・ＵＲＬテーブルを参照する。そして
、コンテンツＩＤ・ＵＲＬテーブルから、ステップＳ２０１により受信した不足一次コン
テンツのコンテンツＩＤごとに対応するサンプルコンテンツのＵＲＬを検索して取得する
。
　次に、サンプルコンテンツサーバ８は、ステップＳ２０３により、上記ステップＳ２０
２により取得したＵＲＬを通知する。この際には、例えば、ＵＲＬについて、不足一次コ
ンテンツのコンテンツＩＤとの対応付けが示される形式によりユーザ端末装置４に送信す
る。
【０１３９】
　ユーザ端末装置４では、上記ステップＳ２０３による通知として送信されてくるＵＲＬ
の情報を、ステップＳ１０５にて受信する。このとき、例えばアプリケーションの層では
、コンテンツ管理・作成ツール１０１における通信制御部１１１が受信し、例えばプレー
ヤ部１２０に渡すものとされる。
【０１４０】
　プレーヤ部１２０は、ステップＳ１０６として、ステップＳ１０１による再生対象副次
コンテンツについての再生制御情報の解釈結果と、ステップＳ１０５に対応して取得した
不足コンテンツのＵＲＬを利用して、例えば下記のようにして再生処理を実行する。
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【０１４１】
　先ず、ステップＳ１０１の解釈処理により原編集素材として特定した一次コンテンツの
うち、不足一次コンテンツについては、例えば、再生シーケンス中における再生開始タイ
ミングよりも前の所定のタイミングで、サンプルコンテンツサーバ８に対してストリーミ
ング要求を行う。このストリーミング要求は、サンプルコンテンツのデータについてのス
トリーミング方式による送信を要求するもので、要求に際しては、ストリーミング送信し
てもらうべきサンプルコンテンツを、そのＵＲＬにより指定する。確認のために述べてお
くと、このＵＲＬは、上記ステップＳ１０５に対応して取得したものである。
【０１４２】
　ストリーミング要求を受信したサンプルコンテンツサーバ８は、ステップＳ２０４とし
て示すように、その要求とともに受信したＵＲＬが示すディレクトリにおかれているサン
プルコンテンツのデータを読み出し、ストリーミング方式により、要求元のユーザ端末装
置４（プレーヤ部１２０）に対して送信する。なお、このステップＳ２０４の処理は、ス
トリーミング要求を受ける都度、サンプルコンテンツサーバ８が実行するものとしてみる
ことができる。
【０１４３】
　このようなユーザ端末装置４とサンプルコンテンツサーバ８とのやりとりにより、ユー
ザ端末装置４（プレーヤ部１２０）では、ステップＳ１０６における処理の１つとして、
ストリーミングデータ形式でのサンプルコンテンツのデータを受信することができる。な
お、確認のために述べておくと、ここでのサンプルコンテンツのデータとは、サンプルコ
ンテンツとしての実コンテンツデータであり、即ち、サンプルコンテンツとしてのコンテ
ンツ内容を再現できるビデオデータ、オーディオデータなどとなる。
　そして、プレーヤ部１２０では、ステップＳ１０１により解釈した結果に応じて、原編
集素材としての一次コンテンツをシーケンス再生していくのにあたり、ユーザが保有して
いる一次コンテンツを再生開始すべきタイミングに至ったときには、例えばローカルにお
ける保存場所から読み出したその一次コンテンツについて再生信号処理を開始する。ここ
では、このようにしてローカルの保存場所に置かれている一次コンテンツファイルについ
ての再生信号処理を、「ローカル再生」ということにする。
　一方、不足一次コンテンツを再生開始すべきタイミングに至ったときには、先に説明し
たストリーミング要求により、ストリーミングデータの形式でローカルに存在している実
コンテンツデータの再生信号処理を開始する。ここでは、このストリーミングデータの再
生を「ストリーミング再生」ということにする。
【０１４４】
　図２１は、上記ステップＳ１０６により実現される副次コンテンツの再生処理について
、図１９に示した副次コンテンツＡを例にして模式的に示している。
　この場合には、副次コンテンツＡの原編集素材コンテンツである一次コンテンツＡ～Ｅ
のうち、一次コンテンツＡ、Ｂ、Ｄ、Ｅについてはユーザが保有しており、一次コンテン
ツＣのみが不足コンテンツである。なお、ここでは、ユーザが保有するコンテンツは一次
コンテンツファイル群１０３に含まれているものとする。
　そこで、コンテンツ管理・作成ツール１０１のプレーヤ部１２０は、先ず、再生制御情
報の解釈結果に基づく（再生制御情報に従った）副次コンテンツＡの再生処理として、先
ず、副次コンテンツＡにおいて最初に再生すべき一次コンテンツＡについては、そのコン
テンツファイルのデータを一次コンテンツファイル群１０３から読み出してローカル再生
による再生処理を実行する。次に、この一次コンテンツＡの再生処理が終了すると、続い
ては一次コンテンツＢのローカル再生を実行する。
【０１４５】
　そして、一次コンテンツＢのローカル再生が終了すると、続いては、ストリーミング要
求により受信しているとされる一次コンテンツＣのサンプルデータについての再生処理を
開始する。
　つまり、副次コンテンツの再生にあたり、不足一次コンテンツの再生区間（パート）に
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おいては、ストリーミングデータとして受信しているサンプルコンテンツのデータについ
て再生信号処理を実行するものである。なお、このときの副次コンテンツＡを再生してい
る流れの中でのサンプルコンテンツについての再生タイミングであるとか、その他、再生
制御に関しては、再生制御情報においける、対応の一次コンテンツ（原編集素材コンテン
ツ）についての記述内容に基づけばよい。
　また、実際においては、不足一次コンテンツの再生区間の開始タイミングに併せてスト
リーミングデータを受信できるとは限らない。そこで、先にも述べたようにして、その不
足一次コンテンツの再生開始時間よりも早い所定タイミングでストリーミング要求を行う
ことで、不足一次コンテンツの再生開始時間よりも早いタイミングでストリーミングデー
タが受信できるようにしておく。そして、受信したストリーミングデータについてはＲＡ
Ｍなどにバッファリングして一時蓄積しておくようにされる。そして、この不足一次コン
テンツの再生開始時間に応じたタイミングで再生出力が行われるように、バッファリング
しておいたストリーミングデータの再生信号処理を開始する。
【０１４６】
　次に、上記のようにして一次コンテンツＣに対応するサンプルコンテンツについてのス
トリーミング再生が終了したとされると、続けては、再生制御情報の解釈結果に従って、
一次コンテンツＤ、Ｅについて、順次、ローカル再生を実行する。このような処理が実際
のステップＳ１０６として実行されることにより、副次コンテンツＡについてのサンプル
利用副次コンテンツ再生が実現される。
【０１４７】
　なお、本実施形態のサンプル利用副次コンテンツ再生を実現するための構成としては、
図１９、図２０により説明した構成に限定されない。一例として、図１９では、ＩＤ・Ｕ
ＲＬ対応テーブルにより、一次コンテンツのコンテンツＩＤにサンプルコンテンツのＵＲ
Ｌを対応付けすることで、一次コンテンツとサンプルコンテンツとの対応を図っている。
しかし、例えばサンプルコンテンツのＵＲＬに代えて、サンプルコンテンツのコンテンツ
ＩＤを対応付けることとしても、本実施形態のサンプル利用副次コンテンツ再生は実現で
きる。
　また、ユーザ端末装置４（コンテンツ管理・作成ツール１０１）側にて不足一次コンテ
ンツのＵＲＬを認識するための仕組みとしては、副次コンテンツのメタデータ（例えばヘ
ッダ情報に格納できる）として、原編集素材コンテンツとしての一次コンテンツごとに、
対応するサンプルコンテンツのＵＲＬであるとかコンテンツＩＤを予め格納しておくよう
にしてもよい。この場合には、ユーザ端末装置４（コンテンツ管理・作成ツール１０１）
が、再生対象副次コンテンツのメタデータを参照すれば不足一次コンテンツのＵＲＬを認
識できる。従って、図１９に示したＩＤ・ＵＲＬ対応テーブルは不要となる。また、図２
０におけるステップＳ１０４、Ｓ１０５、Ｓ２０１～Ｓ２０３による、ユーザ端末装置４
とサンプルコンテンツサーバ８との間での不足コンテンツの通知及びＵＲＬの通知のため
の処理は必要がなくなる。
【０１４８】
　また、先にも若干述べたが、副次コンテンツにおいて、同じ再生時間において複数の原
編集素材コンテンツがミキシング、合成されて再生出力されるように編集された箇所につ
いても、本実施形態のサンプル利用副次コンテンツ再生は適用される。ステップＳ１０６
として述べたように、このような副次コンテンツであっても、不足一次コンテンツがある
場合には、その不足一次コンテンツの実コンテンツデータに代えて、サンプルコンテンツ
のデータを再生するようにして再生処理を実行するという点で変わりはない。
【０１４９】
　また、図２０、図２１による説明では、サンプルコンテンツについてはストリーミング
方式による送信を行うものであるとした。これは、例えば現実的なコンテンツ作成・共有
システムの運用において、サンプルコンテンツのデータがローカルにて保存しないことを
前提としているためである。従って、サンプルコンテンツのデータをダウンロードしてロ
ーカルに保存することが許される場合には、サンプルコンテンツサーバ８からサンプルコ
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ンテンツのデータをダウンロード方式により送信して、ユーザ端末装置４によりローカル
にて保存させてもよい。そして、その後の副次コンテンツの再生に際しては、サンプルコ
ンテンツについてもローカル再生により再生出力するように構成することになる。この場
合には、例えばサンプルコンテンツサーバ８においてストリーミングサーバを省略できる
。
【０１５０】
　また、一次コンテンツサーバ１、副次コンテンツサーバ２、コミュニケーションサーバ
３、サンプルコンテンツサーバ８、及びユーザ端末装置４の構成は一例であって、実際に
は適宜変更されて構わない。また、上記のサーバの少なくとも１つが、複数のサーバに分
散されるような形態を採っても構わない。あるいは逆に、これらのサーバのうちの少なく
とも２つが統合されるようにして構成されてもよいものである。
　例えば本願発明の構成要件は、本実施形態との対応では、副次コンテンツサーバ２に含
めることができるが、これらの構成要件に対応する構成部を、しかるべきサーバに分散さ
せたうえで、これらのサーバが協働することにより、本願発明としての情報処理装置とし
ての構成を実現することも可能である。
【０１５１】
　また、これまでの説明にあっては、コンテンツ作成・共有アプリケーション１００とし
てのＧＵＩ画面などの具体例は示していないが、コンテンツ作成・共有アプリケーション
１００のＧＵＩ構成は多様に考えられるものである。
【０１５２】
　また、コンテンツ作成・共有アプリケーション１００の機能構成としても、図１１、図
１２などにより説明した内容に限定されるものではなく多様に考えられる。
　また、図１３、図１４～図１７などに示した副次コンテンツファイルの構造はあくまで
も一例であり、また、概念的なものであるので、これを基にして適宜変更、拡張されて良
い。
【０１５３】
　また、一次コンテンツサーバ１、コンテンツサーバ２、コミュニケーションサーバ３、
サンプルコンテンツサーバ８、ユーザ端末装置４などが実行するプログラムは、上記のよ
うにして、例えば内部のＨＤＤ、記憶部などの記憶領域に対して書き込んで記憶させるほ
か、リムーバブルの記憶媒体に記憶させておいたうえで、この記憶媒体からインストール
(アップデートも含む)させるようにして上記の記憶領域に記憶させることが考えられる。
また、所定のデータインターフェース経由により、他のホストとなる機器からの制御によ
ってプログラムのインストールを行えるようにすることも考えられる。さらに、ネットワ
ーク上の記憶装置に記憶させておいたうえで、各サーバ及びユーザ端末装置４が有するネ
ットワーク機能により、上記記憶装置からダウンロードして取得できるように構成するこ
とも考えられる。
【図面の簡単な説明】
【０１５４】
【図１】本発明の実施形態が対応するコンテンツ作成・共有システムの構成例を示す図で
ある。
【図２】実施形態のコンテンツ作成・共有システムの基本的な利用態様と、これに対応し
たシステム動作の手順例を示す図である。
【図３】実施形態における副次コンテンツの作成の流れを模式的に示す図である。
【図４】実施形態における副次コンテンツの再生の流れを模式的に示す図である。
【図５】副次コンテンツを作成するにあたっての、編集素材コンテンツの利用態様例を示
す図である。
【図６】一次コンテンツサーバの内部構成例を示す図である。
【図７】副次コンテンツサーバの内部構成例を示す図である。
【図８】コミュニケーションサーバの内部構成例を示す図である。
【図９】サンプルコンテンツサーバの内部構成例を示す図である。
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【図１０】ユーザ端末装置の内部構成例を示す図である。
【図１１】ユーザ端末装置のＨＤＤ内に記憶されるべきデータ内容例を示す図である。
【図１２】コンテンツ作成・共有アプリケーションのコンテンツ管理・作成ツールとして
のプログラム構成例を機能ブロックにより示す図である。
【図１３】副次コンテンツファイル及び一次コンテンツファイルの構造例を示す模式的に
示す図である。
【図１４】コンテンツファイルのヘッダ情報を形成する情報項目例を示す図である。
【図１５】ヘッダ情報を形成する情報項目の１つである本コンテンツ関連基本情報を形成
する情報項目例を示す図である。
【図１６】副次コンテンツ再生制御ファイルにおける、利用原編集素材コンテンツ情報、
利用編集素材コンテンツ情報の構造例を示す図である。
【図１７】副次コンテンツファイルにおける、再生制御情報の内容例を示す図である。
【図１８】実施形態のサンプル利用副次コンテンツ再生の一態様例を模式的に示す図であ
る。
【図１９】サンプルコンテンツサーバにおけるサンプルコンテンツの管理態様例を説明す
るための図である。
【図２０】サンプル利用副次コンテンツ再生のためにユーザ端末装置とサンプルコンテン
ツサーバが実行する処理手順例を示すフローチャートである。
【図２１】サンプル利用副次コンテンツ再生のためにユーザ端末装置が実行する処理を図
１９の場合に対応させて示す図である。
【符号の説明】
【０１５５】
　１　一次コンテンツサーバ、２　副次コンテンツサーバ、３　コミュニケーションサー
バ、４（４Ａ、４Ｂ）　ユーザ端末装置、５　ネットワーク、６　エフェクトデータベー
ス、７　素材データベース、８　サンプルコンテンツサーバ、１１・２１・３１・５１　
制御部、１２・２２・３２・５２　記憶部、１３・２３・３３　認証処理部、１４・２４
・５３　検索処理部、１５　データベース管理部、１６　決済処理部、１７・２８　暗号
化処理部、１８・２９・３６・４４・５５　ネットワークインターフェース、２６　コン
テンツデータベース管理部、２７　保存場所設定処理部、３４　ブログ稼働処理部、３５
　ＳＮＳ稼働処理部、１２ａ　一次コンテンツデータベース、２２ａ　副次コンテンツデ
ータベース、３２ａ　ブログデータベース、３２ｂ　ＳＮＳデータベース、４１　ＣＰＵ
、４２　ＲＯＭ、４３　ＲＡＭ、４５　入出力インターフェース、４６　入力デバイス、
４７　メディアドライブ、４８　ＨＤＤ、４９　ディスプレイモニタ、５４　データベー
ス管理部、１００　コンテンツ作成・共有アプリケーション、１０１　コンテンツ管理・
作成ツール、１０２　コミュニケーションツール、１０３　一次コンテンツファイル群、
１０４　副次コンテンツファイル群、　１１１　通信制御部、１１２　一次コンテンツ取
得処理部、１１３　一次コンテンツ管理処理部、１１４　副次コンテンツ取得処理部、１
１５　副次コンテンツ管理処理部、１１６　コンテンツ転送処理部、１１７　コンテンツ
作成処理部、１１８　副次コンテンツファイル生成、解釈処理部、１１９　暗号化・解読
処理部、１２０　プレーヤ部
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【図１３】 【図１４】
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【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年7月22日(2009.7.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツの少なくとも１つを編集素材として二次利用する編集処理により作成される
もので、コンテンツ内容を再現するための情報として、原編集素材とされる一次コンテン
ツである原編集素材コンテンツの実コンテンツデータについての再生を指示する内容によ
り形成される再生制御情報を有する副次コンテンツについて、上記原編集素材コンテンツ
のうちで、ユーザが保有しているとみることのできる一次コンテンツである保有一次コン
テンツに含まれていない不足一次コンテンツを特定する特定手段と、
　上記不足一次コンテンツに対応するサンプルコンテンツを外部より取得するサンプルコ
ンテンツ取得手段と、
　上記副次コンテンツを上記再生制御情報に従って再生するのにあたり、上記原編集素材
コンテンツのうちで上記保有一次コンテンツに含まれる保有原編集素材コンテンツについ
ては、上記保有一次コンテンツとして現に存在する保有原編集素材コンテンツの実コンテ
ンツデータについての再生信号処理を実行し、上記不足一次コンテンツについては、対応
するサンプルコンテンツの実コンテンツデータについての再生信号処理を実行する再生処
理手段と、
　を備えるコンテンツ再生装置。
【請求項２】
　コンテンツ再生装置とサーバ装置とから成り、
　上記コンテンツ再生装置は、
コンテンツの少なくとも１つを編集素材として二次利用する編集処理により作成されるも
ので、コンテンツ内容を再現するための情報として、原編集素材とされる一次コンテンツ
である原編集素材コンテンツの実コンテンツデータについての再生を指示する内容により
形成される再生制御情報を有する副次コンテンツについて、上記原編集素材コンテンツの
うちで、ユーザが保有しているとみることのできる一次コンテンツである保有一次コンテ
ンツに含まれていない不足一次コンテンツを特定する特定手段と、
　上記不足一次コンテンツに対応するサンプルコンテンツを、通信網経由での通信により
、上記サーバ装置から取得するサンプルコンテンツ取得手段と、
　上記副次コンテンツを上記再生制御情報に従って再生するのにあたり、上記原編集素材
コンテンツのうちで上記保有一次コンテンツに含まれる保有原編集素材コンテンツについ
ては、上記保有一次コンテンツである保有原編集素材コンテンツの実コンテンツデータに
ついての再生信号処理を実行し、上記不足一次コンテンツについては、対応するサンプル
コンテンツの実コンテンツデータについての再生信号処理を実行する再生処理手段とを備
え、
　上記サーバ装置は、
　上記サンプルコンテンツを記憶する記憶手段と、
　上記記憶手段に記憶されている上記サンプルコンテンツのうちから、上記サンプルコン
テンツ取得手段が取得すべき上記サンプルコンテンツを、通信網経由での通信により、上
記コンテンツ再生装置に対して送信する送信手段と、
　を備えるコンテンツ再生システム。
【請求項３】
　コンテンツの少なくとも１つを編集素材として二次利用する編集処理により作成される
もので、コンテンツ内容を再現するための情報として、原編集素材とされる一次コンテン
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ツである原編集素材コンテンツの実コンテンツデータについての再生を指示する内容によ
り形成される再生制御情報を有する副次コンテンツについて、上記原編集素材コンテンツ
のうちで、ユーザが保有しているとみることのできる一次コンテンツである保有一次コン
テンツに含まれていない不足一次コンテンツを特定する特定手順と、
　上記不足一次コンテンツに対応するサンプルコンテンツを外部より取得するサンプルコ
ンテンツ取得手順と、
　上記副次コンテンツを上記再生制御情報に従って再生するのにあたり、上記原編集素材
コンテンツのうちで上記保有一次コンテンツに含まれる保有原編集素材コンテンツについ
ては、上記保有一次コンテンツである保有原編集素材コンテンツの実コンテンツデータに
ついての再生信号処理を実行し、上記不足一次コンテンツについては、対応するサンプル
コンテンツの実コンテンツデータについての再生信号処理を実行する再生処理手順と、
　を実行するコンテンツ再生方法。
【請求項４】
　コンテンツ再生装置に、
　コンテンツの少なくとも１つを編集素材として二次利用する編集処理により作成される
もので、コンテンツ内容を再現するための情報として、原編集素材とされる一次コンテン
ツである原編集素材コンテンツの実コンテンツデータについての再生を指示する内容によ
り形成される再生制御情報を有する副次コンテンツについて、上記原編集素材コンテンツ
のうちで、ユーザが保有しているとみることのできる一次コンテンツである保有一次コン
テンツに含まれていない不足一次コンテンツを特定する特定手順と、
　上記不足一次コンテンツに対応するサンプルコンテンツを外部より取得するサンプルコ
ンテンツ取得手順と、
　上記副次コンテンツを上記再生制御情報に従って再生するのにあたり、上記原編集素材
コンテンツのうちで上記保有一次コンテンツに含まれる保有原編集素材コンテンツについ
ては、上記保有一次コンテンツである保有原編集素材コンテンツの実コンテンツデータに
ついての再生信号処理を実行し、上記不足一次コンテンツについては、対応するサンプル
コンテンツの実コンテンツデータについての再生信号処理を実行する再生処理手順と、
　を実行させるためのプログラム。
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