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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツデータを記録媒体に記録する記録手段と、
　上記記録媒体に記録される上記コンテンツデータを再生する再生手段と、
　再生回数に対応づけられている画像データを記憶する画像データ記憶手段と、
　上記コンテンツデータに画像データが対応付けられていない場合、上記再生手段により
再生される上記コンテンツデータの再生回数を検出する再生回数検出手段と、
　上記再生回数検出手段により検出された再生回数に対応する画像データを上記画像デー
タ記憶手段から検出する画像データ検出手段と、
　上記再生手段による上記コンテンツデータの再生中に、上記画像データ検出手段により
検出された画像データを出力するように制御する制御手段と
　を具える記録再生装置。
【請求項２】
　記録媒体に記録されるコンテンツデータを再生する再生ステップと、
　上記コンテンツデータに画像データが対応付けられていない場合、上記コンテンツデー
タの再生回数を検出する再生回数検出ステップと、
　上記再生回数検出ステップにより検出された再生回数に対応する画像データを記録媒体
から検出する画像データ検出ステップと、
　上記再生ステップによる上記コンテンツデータの再生中に、上記画像データ検出ステッ
プにより検出された画像データを出力するように制御する制御ステップと
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　を具える記録再生方法。
【請求項３】
　コンピュータに対し、
　記録媒体に記録されるコンテンツデータを再生する再生ステップと、
　上記コンテンツデータに画像データが対応付けられていない場合、上記コンテンツデー
タの再生回数を検出する再生回数検出ステップと、
　上記再生回数検出ステップにより検出された再生回数に対応する画像データを記録媒体
から検出する画像データ検出ステップと、
　上記再生ステップによる上記コンテンツデータの再生中に、上記画像データ検出ステッ
プにより検出された画像データを出力するように制御する制御ステップと
　を実行させる記録再生プログラム。
【請求項４】
　記録媒体に記録されるコンテンツデータを再生する再生手段と、
　複数の文字列および当該複数の文字列の各々に対応づけられる画像データを記憶する記
録手段と、
　上記コンテンツデータに画像データが対応付けられていない場合、上記コンテンツデー
タの属性情報である編集可能な第２の文字列を検出する属性情報検出手段と、
　上記属性情報検出手段により検出された上記第２の文字列を、上記記録手段により記録
される上記複数の文字列と所定の優先順位で比較し、比較結果として得られた文字列に対
応する画像データを検出する画像データ検出手段と、
　上記再生手段による上記コンテンツデータの再生中に、上記画像データ検出手段により
検出された画像データを出力するように制御する制御手段と
　を具える記録再生装置。
【請求項５】
　上記コンテンツデータの属性情報は、ジャンル情報であり、
　上記第２の文字列は、ジャンル名である
　請求項４に記載の記録再生装置。
【請求項６】
　上記コンテンツデータの属性情報は、アーティスト情報であり、
　上記第２の文字列は、アーティスト名である
　請求項４に記載の記録再生装置。
【請求項７】
　上記所定の優先順位は、上記複数の文字列および上記画像データに対応づけられて予め
定められている
　請求項４に記載の記録再生装置。
【請求項８】
　記録媒体に記録されるコンテンツデータを再生する再生ステップと、
　上記コンテンツデータに画像データが対応付けられていない場合、上記コンテンツデー
タの属性情報である編集可能な第２の文字列を検出する属性情報検出ステップと、
　上記属性情報検出手段により検出された上記第２の文字列を、記録手段に記録された複
数の文字列と所定の優先順位で比較し、比較結果として得られた文字列に対応する画像デ
ータを、上記記録手段に記憶された上記複数の文字列の各々に対応づけられる画像データ
の中から検出する画像データ検出ステップと、
　上記再生ステップによる上記コンテンツデータの再生中に、上記画像データ検出ステッ
プにより検出された画像データを出力するように制御する制御手段と
　を具える記録再生方法。
【請求項９】
　コンピュータに対し、
　記録媒体に記録されるコンテンツデータを再生する再生ステップと、
　上記コンテンツデータに画像データが対応付けられていない場合、上記コンテンツデー
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タの属性情報である編集可能な第２の文字列を検出する属性情報検出ステップと、
　上記属性情報検出手段により検出された上記第２の文字列を、記録手段に記録された複
数の文字列と所定の優先順位で比較し、比較結果として得られた文字列に対応する画像デ
ータを、上記記録手段に記憶された上記複数の文字列の各々に対応づけられる画像データ
の中から検出する画像データ検出ステップと、
　上記再生ステップによる上記コンテンツデータの再生中に、上記画像データ検出ステッ
プにより検出された画像データを出力するように制御する制御手段と
　を実行させる記録再生プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は記録再生装置、その方法及びプログラムに関し、例えば、外部から取得した楽
曲データを再生する再生装置に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年この種の再生装置は、楽曲データを提供する楽曲提供サーバからインターネットを
介して楽曲データを取得し得るようになされている。
【０００３】
　このようにインターネットを介して取得される楽曲データには、一般的に、その楽曲デ
ータに関するイメージを視覚的に示したイメージ画像が対応付けられている。例えばこの
場合このイメージ画像は、その楽曲データが収録されているＣＤ（Compact Disc）のジャ
ケット画像に相当する。
【０００４】
　このような再生装置は、例えば、インターネットを介して取得した楽曲データを再生す
る再生操作が行われた際、当該再生操作により指定された楽曲データのタイトルやその楽
曲データに対応付けられているジャケット画像等を表示部に表示することにより、そのと
き再生する楽曲データのイメージや種々の情報をユーザに認識させることができる（例え
ば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００１－１７５６２４公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところでかかる構成の再生装置は、楽曲データが記録されているＣＤからも楽曲データ
を取得し得るようになされている。しかしながらこのようにＣＤから取得される楽曲デー
タには、一般的に、その楽曲データのジャケット画像が対応付けられていない。
【０００６】
　このためこの再生装置は、ＣＤから取得した楽曲データを再生する再生操作が行われた
際、当該再生操作により指定された楽曲データに対応するジャケット画像を表示すること
ができず、かくしてこの楽曲データに関するイメージをユーザに視覚的に認識させること
ができないという問題があった。
【０００７】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、コンテンツデータに関するイメージ画像
を確実に表示し得る記録再生装置、その方法及び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、記録再生装置において、コンテンツデー
タを記録媒体に記録する記録手段と、記録媒体に記録されるコンテンツデータを再生する
再生手段と、再生回数に対応づけられている画像データを記憶する画像データ記憶手段と
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、コンテンツデータに画像データが対応付けられていない場合、再生手段により再生され
るコンテンツデータの再生回数を検出する再生回数検出手段と、再生回数検出手段により
検出された再生回数に対応する画像データを画像データ記憶手段から検出する画像データ
検出手段と、再生手段によるコンテンツデータの再生中に、画像データ検出手段により検
出された画像データを出力するように制御する制御手段とを設けようにした。
　これにより、コンテンツデータに画像データが対応付けられていない場合、当該コンテ
ンツデータの再生回数に対応する画像データを出力することができる。
 
【０００９】
　また本発明の記録再生装置において、記録媒体に記録されるコンテンツデータを再生す
る再生手段と、複数の文字列および当該複数の文字列の各々に対応づけられる画像データ
を記憶する記録手段と、コンテンツデータに画像データが対応付けられていない場合、コ
ンテンツデータの属性情報である編集可能な第２の文字列を検出する属性情報検出手段と
、属性情報検出手段により検出された第２の文字列を、記録手段により記録される複数の
文字列と所定の優先順位で比較し、比較結果として得られた文字列に対応する画像データ
を検出する画像データ検出手段と、再生手段によるコンテンツデータの再生中に、画像デ
ータ検出手段により検出された画像データを出力するように制御する制御手段とを設ける
ようにした。
　これにより、編集可能な第２の文字列を編集させることにより、比較結果として得られ
る画像データも連動して変更されるので、コンテンツデータに画像データが対応付けられ
ていない場合、より適切な画像データを出力することができる。
 
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、コンテンツデータに画像データが対応付けられていない場合、当該コ
ンテンツデータの再生回数に対応する画像データを出力することができる。この結果、コ
ンテンツデータに関するイメージ画像を確実に表示することができる。
　また本発明によれば、編集可能な第２の文字列を編集させることにより、比較結果とし
て得られる画像データも連動して変更されるので、コンテンツデータに画像データが対応
付けられていない場合、より適切な画像データを出力することができる。この結果、コン
テンツデータに関するイメージ画像を確実に表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【００１２】
（１）第１の実施の形態
　図１において、１は全体として再生装置を示し、例えばユーザにより操作部２を介して
、楽曲データを提供する楽曲提供サーバＳＶから楽曲データを取得するための楽曲データ
取得操作が行われると、これに応じて再生装置１全体を制御するＣＰＵ（Central Proces
sing Unit）３は、当該楽曲データ取得操作に応じた楽曲データを要求する楽曲データ要
求信号を、通信処理部４、ネットワークインターフェース５及びインターネットＮＴを順
次介して、楽曲提供サーバＳＶに対して送信する。この楽曲データ要求信号を受信した楽
曲提供サーバＳＶは、この楽曲データ要求信号により要求された楽曲データを、インター
ネットＮＴを介して再生装置１に対して送信する。このとき再生装置１は、楽曲提供サー
バＳＶからの楽曲データを、ネットワークインターフェース５及び通信処理部４を順次介
して受信し、当該受信した楽曲データをハードディスクドライブ６に記憶する。このよう
にしてこの再生装置１は、楽曲提供サーバＳＶから楽曲データを取得することができる。
また同じようにしてこの再生装置１は、楽曲提供サーバＳＶから１つのアルバム作品とし
て１つのグループにまとめられた複数の楽曲データを取得することもできる。因みにここ
でいうアルバムとは、例えば、１枚のＣＤ（Compact Disc）として市販されている単位に
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相当するものである。
【００１３】
　またこの再生装置１の操作部２に対して、ＣＤに記録されている楽曲データを取得する
ための楽曲データ取得操作が行われると、これに応じてこの再生装置１のＣＰＵ３は、Ｃ
Ｄが挿入されているメディアドライブ部７を制御することにより、このＣＤから楽曲デー
タを読み出し、当該読み出した楽曲データをハードディスクドライブ６に記憶する。この
ようにしてこの再生装置１は、ＣＤから楽曲データを取得することができる。
【００１４】
　このようにして楽曲提供サーバＳＶやＣＤから取得された楽曲データには、１曲ごとに
属性情報が対応付けられている。この楽曲データの属性情報には、その楽曲データに関連
するイメージを視覚的に示したイメージ画像データ（この場合、ＣＤのジャケット画像に
相当するジャケット画像データ）や、その楽曲データが属する分野を示すジャンル名を含
ませることができるようになされている。
【００１５】
　ここで本実施の形態の場合、楽曲データが属する分野を示すジャンルとしては、例えば
図２に示すように、大分類としてメインジャンルが定義されていると共に、このメインジ
ャンルの細目としてサブジャンルが定義されている。この図２に示す場合においては、メ
インジャンルとして「パンク」、「メタル」、……等が設定されている。そしてこのメイ
ンジャンル「パンク」のサブジャンルとして「ポップパンク」及び「メタルパンク」が設
定されており、またメインジャンル「メタル」のサブジャンルとして「ポップメタル」及
び「カントリーメタル」が設定されている。従って取得した楽曲データが例えばメインジ
ャンル「パンク」のサブジャンル「ポップパンク」に属する場合、その楽曲データの属性
情報にはジャンル名としてサブジャンル「ポップパンク」を示す文字列「poppunk」等が
示されることになる。因みにこの属性情報にジャンル名として示される文字列は、例えば
、ユーザによって編集可能なので、この文字列「poppunk」以外にもなり得る。
【００１６】
　ところでこの再生装置１の操作部２に対して、取得した楽曲データを再生するための再
生操作が行われると、これに応じてこの再生装置１のＣＰＵ３は、当該再生操作に応じた
楽曲データをハードディスクドライブ６から読み出して再生処理し、この結果得られた音
声信号を音声処理部８に供給する。これによりこの音声処理部８は、当該供給された音声
信号に基づく音声をスピーカ９から放音する。このようにしてこの再生装置１は、取得し
た楽曲データを再生することができる。
【００１７】
　またこのとき同時にこの再生装置１のＣＰＵ３は、現在再生している楽曲データ（以下
、これを再生中楽曲データと呼ぶ）に対応付けられている属性情報をハードディスクドラ
イブ６から読み出し、当該読み出した属性情報にジャケット画像データが含まれているか
否かを判定する。
【００１８】
　そしてこの再生装置１のＣＰＵ３は、かかる判定の結果属性情報にジャケット画像デー
タが含まれていることを認識すると、このジャケット画像データに基づいてジャケット画
像を表示部１０に表示する。かくしてユーザは、表示部１０に表示されているジャケット
画像を視認することにより、そのとき再生されている再生中楽曲データのイメージを視覚
的に認識することができる。
【００１９】
　これに対してかかる判定の結果属性情報にジャケット画像データが含まれていないこと
を認識すると、このとき再生装置１のＣＰＵ３は、この属性情報にジャンル名が含まれて
いるか否かを判定する。
【００２０】
　そしてこの再生装置１のＣＰＵ３は、かかる判定の結果属性情報にジャンル名として例
えば「poppunk」が含まれていることを認識すると、このジャンル名「poppunk」から再生
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中楽曲データが属するメインジャンル「パンク」を認識し当該認識したメインジャンル「
パンク」に対応するイメージ画像を表示する代替イメージ画像表示処理を実行するように
なされている。
【００２１】
　ここでこの代替イメージ画像表示処理では、例えばハードディスクドライブ６に記憶さ
れているメインジャンル－イメージ画像対応テーブルＴＢ１（図３）を用いる。
【００２２】
　本実施の形態の場合このメインジャンル－イメージ画像対応テーブルＴＢ１には、メイ
ンジャンルとして「パンク」、「メタル」、……等が示されている。またこのメインジャ
ンル－イメージ画像対応テーブルＴＢ１には、これらメインジャンル「パンク」、「メタ
ル」、……のそれぞれと、メインジャンル「パンク」、「メタル」、……をイメージさせ
るようなイメージ画像データＤ（１、２、……Ｎ）とが対応付けられている。
【００２３】
　またこのメインジャンル－イメージ画像対応テーブルＴＢ１には、各メインジャンルご
とに比較文字列が対応付けられている。そしてこのメインジャンルごとに対応付けられて
いる比較文字列としては、そのメインジャンルに属している楽曲データの属性情報中のジ
ャンル名に出現する可能性が高い文字列が選定される。例えばメインジャンル「パンク」
に対応する比較文字列として「punk」が選定されている。これはメインジャンル「パンク
」に属する楽曲データの属性情報中のジャンル名として「poppunk」及び「metalpunk」等
の文字列が設定される場合が多いので、この結果このメインジャンル「パンク」に属する
楽曲データの属性情報中のジャンル名には「punk」という文字列が出現する可能性が高い
と言えるからである。
【００２４】
　これにより再生装置１のＣＰＵ３は、再生中楽曲データの属性情報に示されたジャンル
名「poppunk」と、メインジャンル－イメージ画像対応テーブルＴＢ１中の例えば比較文
字列「punk」とを比較し、この結果この比較文字列「punk」がこのジャンル名「poppunk
」に含まれていることを認識すると、この比較文字列「punk」に対応するメインジャンル
「パンク」を、再生中楽曲データのメインジャンルとして認識する。そしてこの再生装置
１のＣＰＵ３は、当該認識したメインジャンル「パンク」に対応するイメージ画像データ
Ｄ１をメインジャンル－イメージ画像対応テーブルＴＢ１から読み出し、当該読み出した
イメージ画像データに基づいてイメージ画像を表示部１０に表示する。
【００２５】
　このようにこの再生装置１のＣＰＵ３は、そのとき再生している再生中楽曲データにジ
ャケット画像データが対応付けられていない場合には、ジャケット画像を表示する代わり
にこの再生中楽曲データが属するメインジャンルをイメージさせるようなイメージ画像を
表示することができる。この結果、そのとき再生している再生中楽曲データに関連したイ
メージ画像を確実に表示することができる再生装置１を実現することができる。
【００２６】
　また本実施の形態の場合、メインジャンル－イメージ画像対応テーブルＴＢ１には、再
生中楽曲データの属性情報におけるジャンル名と比較文字列とを比較する際の比較順序が
、各比較文字列ごとに示されている。例えば本実施の形態の場合、メインジャンル「パン
ク」に対応する比較文字列「punk」は、例えば図２を参照して判断すると、このメインジ
ャンル「パンク」とは異なる他のメインジャンル「メタル」、……のジャンル名（「popm
etal」、「countrymetal」等）に含まれる頻度が小さいと想定できるので、優先的に比較
されるように比較順序を「１」に設定した。これに対してメインジャンル「メタル」に対
応する比較文字列「metal」は、例えば図２を参照して判断すると、このメインジャンル
「メタル」とは異なる他のメインジャンル「パンク」、……のジャンル名（「poppunk」
、「“metal”punk」等）に含まれる頻度が高いと想定できるので、比較される優先度を
下げるように比較順序を「２」に設定した。
【００２７】
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　かくしてこの再生装置１のＣＰＵ３は、メインジャンル－イメージ画像対応テーブルＴ
Ｂ１に示されている比較順序に基づいて、このメインジャンル－イメージ画像対応テーブ
ルＴＢ１に示されている複数の比較文字列のうち、他のメインジャンルのジャンル名に含
まれる頻度が小さいと想定される比較文字列ほど優先的に、再生中楽曲データの属性情報
におけるジャンル名と比較する。これによりこの再生装置１は、他のメインジャンルのジ
ャンル名に含まれる可能性が小さい比較文字列（この場合、「punk」）から比較開始する
ことになるので、この結果、再生中楽曲データの属性情報におけるジャンル名から、その
再生中楽曲データのメインジャンルを一段と正確に認識することができる。
【００２８】
　次に図４に示すフローチャートを用いて、第１の実施の形態の場合のイメージ表示処理
手順ＲＴ１を説明する。
【００２９】
　この再生装置１の操作部２に対して、取得した楽曲データを再生するための再生操作が
行われると、これに応じてこの再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ１に進み、当該再生
操作に応じた楽曲データをハードディスクドライブ６から読み出して再生処理を開始する
。
【００３０】
　次いでこの再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ２に進み、再生処理している再生中楽
曲データに対応付けられている属性情報をハードディスクドライブ６から読み出し、当該
読み出した属性情報にジャケット画像データが含まれているか否かを判定する。
【００３１】
　このステップＳＰ２において肯定結果が得られると、このことは、再生中楽曲データの
属性情報にジャケット画像データが含まれていることを意味しており、このとき再生装置
１のＣＰＵ３はステップＳＰ３に進む。そしてこのステップＳＰ３において再生装置１の
ＣＰＵ３は、再生中楽曲データの属性情報に含まれているジャケット画像データに基づい
てジャケット画像を表示部１０に表示した後、終了ステップＳＰ９に移ってイメージ表示
処理手順ＲＴ１を終了する。
【００３２】
　これに対してかかるステップＳＰ２において否定結果が得られると、このことは、再生
中楽曲データの属性情報にジャケット画像データが含まれていないことを意味しており、
このとき再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ４に進む。そしてステップＳＰ４において
この再生装置１のＣＰＵ３は、再生中楽曲データの属性情報にジャンル名が含まれている
か否かを判定する。
【００３３】
　このステップＳＰ４において否定結果が得られると、このことは、再生中楽曲データの
属性情報にジャンル名が含まれていないことを意味しており、このとき再生装置１のＣＰ
Ｕ３はステップＳＰ５に進んで、図３に示したメインジャンル－イメージ画像対応テーブ
ルＴＢ１において定義されている所定のデフォルト画像データＤＮに基づいてデフォルト
画像を表示部１０に表示した後、終了ステップＳＰ９に移ってイメージ表示処理手順ＲＴ
１を終了する。
【００３４】
　これに対してこのステップＳＰ４において肯定結果が得られると、このことは、再生中
楽曲データの属性情報にジャンル名として例えば「popmetal」が含まれていることを意味
しており、このとき再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ６に進む。
【００３５】
　そしてこのステップＳＰ６においてこの再生装置１のＣＰＵ３は、メインジャンル－イ
メージ画像対応テーブルＴＢ１に示されている比較順序に従って、各比較文字列「punk」
、「metal」……を、再生中楽曲データの属性情報におけるジャンル名「popmetal」と順
次比較し、例えばこの比較の結果、２番目に比較した比較文字列「metal」がこのジャン
ル名「popmetal」に含まれていることを認識するとステップＳＰ７に進んで、この比較文
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字列「metal」に対応するメインジャンル「メタル」を、再生中楽曲データのメインジャ
ンルとして認識する。
【００３６】
　続いてこの再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ８に進み、ステップＳＰ７において認
識したメインジャンル「メタル」に対応するイメージ画像データＤ２に基づいてイメージ
画像を表示部１０に表示した後、終了ステップＳＰ９に移ってイメージ表示処理手順ＲＴ
１を終了する。
【００３７】
　因みにかかるステップＳＰ６において、メインジャンル－イメージ画像対応テーブルＴ
Ｂ１に示されている各比較文字列「punk」、「metal」……を再生中楽曲データの属性情
報におけるジャンル名と順次比較した結果、いずれの比較文字列「punk」、「metal」…
…もこのジャンル名に含まれていない場合、再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ５に進
む。そしてこのステップＳＰ５においてこの再生装置１のＣＰＵ３は、デフォルト画像デ
ータＤＮに基づいてデフォルト画像を表示部１０に表示した後、終了ステップＳＰ９に移
ってイメージ表示処理手順ＲＴ１を終了するようになされている。
【００３８】
　以上に説明したようにこの再生装置１は、そのとき再生している再生中楽曲データにそ
の再生中楽曲データのイメージを示すジャケット画像データが対応付けられていない場合
、当該再生中楽曲データに対応付けられているジャンル名情報に基づいて、当該再生中楽
曲データのメインジャンルを認識し、当該認識したメインジャンルをイメージさせるよう
なイメージ画像データをメインジャンル－イメージ画像対応テーブルＴＢ１から読み出し
、当該読み出したイメージ画像データに基づいてイメージ画像を表示するようにした。こ
れによりこの再生装置１は、そのとき再生している再生中楽曲データに関連したイメージ
画像を確実に表示することができる。
【００３９】
（２）第２の実施の形態
　この第２の実施の形態の場合、楽曲提供サーバＳＶやＣＤから取得した楽曲データに対
応付けられている属性情報の内容が、上述した第１の実施の形態と異なる。この一方で、
再生装置１の構成（図１）や、ジャンルの定義（図２）や、メインジャンル－イメージ画
像対応テーブルＴＢ１（図３）については、第１の実施の形態と同様である。従って最初
に図５を用いて、楽曲データに対応付けられている属性情報の内容について説明する。
【００４０】
　すなわちこの図５に示すように楽曲データの属性情報は、その楽曲データ自体に関する
情報が示されたトラック情報（図中の「TRACK INFO」）や、その楽曲データが属するアル
バムに関する情報が示されたアルバム情報（図中の「ALBUM INFO」）や、その楽曲データ
の圧縮方式等が示されたデータ情報（図中の「DATA INFO」）などにより構成されている
。そしてこの属性情報中のトラック情報に対しては、例えば、その楽曲データのイメージ
を示したジャケット画像データ（以下、これをトラックジャケット画像データと呼ぶ）や
、その楽曲データが属している分野を示すジャンル名（以下、これをトラックジャンル名
と呼ぶ）や、その楽曲データを演奏した演奏者や編集した編集者等を示すアーティスト名
（以下、これをトラックアーティスト名と呼ぶ）を含ませることができるようになされて
いる。またこの属性情報中のアルバム情報に対しても、例えば、その楽曲データが属して
いるアルバムのイメージを示したジャケット画像（以下、これをアルバムジャケット画像
データと呼ぶ）や、そのアルバムが属している分野を示すジャンル名（以下、これをアル
バムジャンル名と呼ぶ）や、そのアルバムを作成した作成者や編集した編集者等を示すア
ーティスト名（以下、これをアルバムアーティスト名と呼ぶ）を含ませることができるよ
うになされている。
【００４１】
　次に、第２の実施の形態におけるイメージ表示処理手順ＲＴ２（図６）を説明する。
【００４２】
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　この再生装置１の操作部２に対して、取得した楽曲データを再生するための再生操作が
行われると、これに応じてこの再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ２１に進み、当該再
生操作に応じた楽曲データをハードディスクドライブ６から読み出して再生処理を開始す
る。
【００４３】
　次いでこの再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ２２に進み、再生処理している再生中
楽曲データに対応付けられている属性情報をハードディスクドライブ６から読み出し、当
該読み出した属性情報にトラックジャケット画像データが含まれているか否かを判定する
。
【００４４】
　このステップＳＰ２２において肯定結果が得られると、このことは、再生中楽曲データ
の属性情報にトラックジャケット画像データが含まれていることを意味しており、このと
き再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ２３に進む。そしてこのステップＳＰ２３におい
て再生装置１のＣＰＵ３は、再生中楽曲データの属性情報に含まれているトラックジャケ
ット画像データに基づいてトラックジャケット画像を表示部１０に表示した後、終了ステ
ップＳＰ３１に移ってイメージ表示処理手順ＲＴ２を終了する。これに対してかかるステ
ップＳＰ２２において否定結果が得られると、このことは、再生中楽曲データの属性情報
にトラックジャケット画像データが含まれていないことを意味しており、このとき再生装
置１のＣＰＵ３はステップＳＰ２４に進む。
【００４５】
　このステップＳＰ２４においてこの再生装置１のＣＰＵ３は、再生中楽曲データに対応
付けられている属性情報にアルバムジャケット画像データが含まれているか否かを判定す
る。
【００４６】
　このステップＳＰ２４において肯定結果が得られると、このことは、再生中楽曲データ
の属性情報にアルバムジャケット画像データが含まれていることを意味しており、このと
き再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ２３に進む。そしてこのステップＳＰ２３におい
て再生装置１のＣＰＵ３は、再生中楽曲データの属性情報に含まれているアルバムジャケ
ット画像データに基づいてアルバムジャケット画像を表示部１０に表示した後、終了ステ
ップＳＰ３１に移ってイメージ表示処理手順ＲＴ２を終了する。これに対してかかるステ
ップＳＰ２４において否定結果が得られると、このことは、再生中楽曲データの属性情報
にアルバムジャケット画像データが含まれていないことを意味しており、このとき再生装
置１のＣＰＵ３はステップＳＰ２５に進む。
【００４７】
　そしてステップＳＰ２５においてこの再生装置１のＣＰＵ３は、再生中楽曲データの属
性情報にトラックジャンル名が含まれているか否かを判定する。
【００４８】
　このステップＳＰ２５において肯定結果が得られると、このことは、再生中楽曲データ
の属性情報にトラックジャンル名として例えば「popmetal」が含まれていることを意味し
ており、このとき再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ２６に進む。そしてこのステップ
ＳＰ２６においてこの再生装置１のＣＰＵ３は、メインジャンル－イメージ画像対応テー
ブルＴＢ１に示されている比較順序に従って各比較文字列「punk」、「metal」、……を
、再生中楽曲データの属性情報におけるトラックジャンル名「popmetal」と順次比較し、
例えばこの比較の結果、２番目に比較した比較文字列「metal」がこのトラックジャンル
名「popmetal」に含まれていることを認識するとステップＳＰ２７に進んで、この比較文
字列「metal」に対応するメインジャンル「メタル」を、再生中楽曲データのメインジャ
ンルとして認識する。続いてこの再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ２８に進み、ステ
ップＳＰ２７において認識したメインジャンル「メタル」に対応するイメージ画像データ
Ｄ２に基づいてイメージ画像を表示部１０に表示した後、終了ステップＳＰ３１に移って
イメージ表示処理手順ＲＴ２を終了する。因みにかかるステップＳＰ２６において、メイ
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ンジャンル－イメージ画像対応テーブルＴＢ１に示されている各比較文字列「punk」、「
metal」、……を再生中楽曲データの属性情報におけるトラックジャンル名と順次比較し
た結果、いずれの比較文字列「punk」、「metal」……もこのトラックジャンル名に含ま
れていないことを認識した場合、再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ３０に進み、デフ
ォルト画像データＤＮに基づいてデフォルト画像を表示部１０に表示した後、終了ステッ
プＳＰ３１に移ってイメージ表示処理手順ＲＴ２を終了するようになされている。
【００４９】
　一方かかるステップＳＰ２５において否定結果が得られると、このことは、再生中楽曲
データの属性情報にトラックジャンル名が含まれていないことを意味しており、このとき
再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ２９に進む。
【００５０】
　そしてステップＳＰ２９においてこの再生装置１のＣＰＵ３は、再生中楽曲データの属
性情報にアルバムジャンル名が含まれているか否かを判定する。
【００５１】
　このステップＳＰ２９において肯定結果が得られると、このことは、再生中楽曲データ
の属性情報にアルバムジャンル名として例えば「countrymetal」が含まれていることを意
味しており、このとき再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ２６に進む。そしてこのステ
ップＳＰ２６においてこの再生装置１のＣＰＵ３は、メインジャンル－イメージ画像対応
テーブルＴＢ１に示されている比較順序に従って各比較文字列「punk」、「metal」、…
…を、再生中楽曲データの属性情報におけるアルバムジャンル名「countrymetal」と順次
比較し、例えばこの比較の結果、２番目に比較した比較文字列「metal」がこのアルバム
ジャンル名「countrymetal」に含まれていることを認識するとステップＳＰ２７に進んで
、この比較文字列「metal」に対応するメインジャンル「メタル」を、再生中楽曲データ
のメインジャンルとして認識する。続いてこの再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ２８
に進み、ステップＳＰ２７において認識したメインジャンル「メタル」に対応するイメー
ジ画像データＤ２に基づいてイメージ画像を表示部１０に表示した後、終了ステップＳＰ
３１に移ってイメージ表示処理手順ＲＴ２を終了する。因みにかかるステップＳＰ２６に
おいて、メインジャンル－イメージ画像対応テーブルＴＢ１に示されている各比較文字列
「punk」、「metal」、……を再生中楽曲データの属性情報におけるアルバムジャンル名
と順次比較した結果、いずれの比較文字列「punk」、「metal」……もこのアルバムジャ
ンル名に含まれていないことを認識した場合、再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ３０
に進み、デフォルト画像データＤＮに基づいてデフォルト画像を表示部１０に表示した後
、終了ステップＳＰ３１に移ってイメージ表示処理手順ＲＴ２を終了するようになされて
いる。
【００５２】
　一方かかるステップＳＰ２９において否定結果が得られると、このことは、再生中楽曲
データの属性情報にアルバムジャンル名が含まれていないことを意味しており、このとき
再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ３０に進んで、デフォルト画像データＤＮに基づい
てデフォルト画像を表示部１０に表示した後、終了ステップＳＰ３１に移ってイメージ表
示処理手順ＲＴ２を終了するようになされている。
【００５３】
　以上に説明したようにこの再生装置１は、そのとき再生している再生中楽曲データに対
して、当該再生中楽曲データのイメージを示すトラックジャケット画像データ及び当該再
生中楽曲データが属するアルバムのイメージを示すアルバムジャケット画像データが対応
付けられていない場合、当該再生中楽曲データに対応付けられているトラックジャンル名
情報又はアルバムジャンル名情報に基づいて、当該再生中楽曲データのメインジャンル又
は当該再生中楽曲データが属するアルバムのメインジャンルを認識し、当該認識したメイ
ンジャンルをイメージさせるようなイメージ画像データをメインジャンル－イメージ画像
対応テーブルＴＢ１から読み出し、当該読み出したイメージ画像データに基づいてイメー
ジ画像を表示するようにした。これによりこの再生装置１は、そのとき再生している再生



(11) JP 4277218 B2 2009.6.10

10

20

30

40

50

中楽曲データに関連したイメージ画像を確実に表示することができる。
【００５４】
（３）第３の実施の形態
　この第３の実施の形態の場合、再生装置１の構成（図１）については、上述した第１及
び第２の実施の形態と同様である。これに対してこの第３の実施の形態の場合、メインジ
ャンル－イメージ画像対応テーブルＴＢ１（図３）と異なるテーブルを使用する。以下で
は、これら異なる点を中心に説明する。
【００５５】
　この場合、楽曲提供サーバＳＶやＣＤから取得された楽曲データに対応付けられている
属性情報には、その楽曲データのジャケット画像データや、その楽曲データを演奏した演
奏者や編集した編集者等を示すアーティスト名を含ませることができるようになされてい
る。
【００５６】
　例えば楽曲データを演奏したアーティストが「凸凹さやか」である場合、この楽曲デー
タの属性情報に含まれるアーティスト名としては、「Dekoboko Sayaka」等が示されるこ
とになる。因みにこの属性情報にアーティスト名として示される文字列は、例えば、ユー
ザによって編集可能なので、この文字列「Dekoboko Sayaka」以外にもなり得る。また楽
曲データを演奏したアーティストが「鳥羽凹凸」である場合、この楽曲データの属性情報
に含まれるアーティスト名としては、「Toba Outotsu」等が示されることになる。
【００５７】
　ところでこの再生装置１の操作部２に対して、取得した楽曲データを再生するための再
生操作が行われると、これに応じてこの再生装置１のＣＰＵ３は、当該再生操作に応じた
楽曲データをハードディスクドライブ６から読み出して再生処理を開始する。
【００５８】
　またこのとき同時にこの再生装置１のＣＰＵ３は、現在再生している再生中楽曲データ
に対応付けられている属性情報をハードディスクドライブ６から読み出し、当該読み出し
た属性情報にジャケット画像データが含まれているか否かを判定する。
【００５９】
　そしてこの再生装置１のＣＰＵ３は、かかる判定の結果属性情報にジャケット画像デー
タが含まれていることを認識すると、このジャケット画像データに基づいてジャケット画
像を表示部１０に表示する。かくしてユーザは、表示部１０に表示されているジャケット
画像を視認することにより、そのとき再生されている再生中楽曲データのイメージを認識
することができる。
【００６０】
　これに対してかかる判定の結果属性情報にジャケット画像データが含まれていないこと
を認識すると、このとき再生装置１のＣＰＵ３は、この属性情報にアーティスト名が含ま
れているか否かを判定する。
【００６１】
　そしてこの再生装置１のＣＰＵ３は、かかる判定の結果属性情報にアーティスト名とし
て例えば「Dekoboko Sayaka」が含まれていることを認識すると、このアーティスト名「D
ekoboko Sayaka」から再生中楽曲データのアーティスト「凸凹さやか」を認識し当該認識
したアーティスト「凸凹さやか」に対応するイメージ画像を表示する代替イメージ画像表
示処理を実行するようになされている。
【００６２】
　ここでこの代替イメージ画像表示処理では、例えばハードディスクドライブ６に記憶さ
れているアーティスト－イメージ画像対応テーブルＴＢ２（図７）を用いる。
【００６３】
　本実施の形態の場合このアーティスト－イメージ画像対応テーブルＴＢ２には、アーテ
ィストとして「凸凹さやか」、「鳥羽凹凸」、……等が示されている。またこのアーティ
スト－イメージ画像対応テーブルＴＢ２には、これらアーティスト「凸凹さやか」、「鳥
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羽凹凸」、……のそれぞれと、それぞれのアーティスト「凸凹さやか」、「鳥羽凹凸」、
……をイメージさせるようなイメージ画像データＤｘ（１、２、……Ｎ）とが対応付けら
れている。因みにこれらアーティスト「凸凹さやか」、「鳥羽凹凸」、……をイメージさ
せるようなイメージ画像データＤｘ（１、２、……Ｎ）としては、例えば、このアーティ
スト「凸凹さやか」、「鳥羽凹凸」、……による以前の楽曲データに対応付けられていた
ジャケット画像データ等を適用することができる。
【００６４】
　またこのアーティスト－イメージ画像対応テーブルＴＢ２には、各アーティストごとに
比較文字列が対応付けられている。そしてこのアーティストごとに対応付けられている比
較文字列としては、そのアーティストによる楽曲データの属性情報中のアーティスト名に
出現する可能性が高い文字列が選定される。例えばこの場合、アーティスト「凸凹さやか
」に対応する比較文字列として「Dekoboko Sayaka」が選定され、アーティスト「鳥羽凹
凸」に対応する比較文字列として「Toba Outotsu」が選定されている。
【００６５】
　これにより再生装置１のＣＰＵ３は、再生中楽曲データの属性情報に示されたアーティ
スト名「Dekoboko Sayaka」と、アーティスト－イメージ画像対応テーブルＴＢ２中の例
えば比較文字列「Dekoboko Sayaka」とを比較し、この結果この比較文字列「Dekoboko Sa
yaka」がこの属性情報におけるアーティスト名「Dekoboko Sayaka」に含まれていること
を認識すると、この比較文字列「Dekoboko Sayaka」に対応するアーティスト「凸凹さや
か」を、再生中楽曲データのアーティストとして認識する。そしてこの再生装置１のＣＰ
Ｕ３は、当該認識したアーティスト「凸凹さやか」に対応するイメージ画像データＤｘ１
をアーティスト－イメージ画像対応テーブルＴＢ２から読み出し、当該読み出したイメー
ジ画像データＤｘ１に基づいてイメージ画像を表示部１０に表示する。
【００６６】
　このようにこの再生装置１のＣＰＵ３は、そのとき再生している再生中楽曲データにジ
ャケット画像データが対応付けられていない場合には、ジャケット画像を表示する代わり
にこの再生中楽曲データのアーティストをイメージさせるようなイメージ画像を表示する
ことができる。この結果、そのとき再生している再生中楽曲データに関連したイメージ画
像を確実に表示することができる再生装置１を実現することができる。
【００６７】
　次に図８に示すフローチャートを用いて、第３の実施の形態の場合のイメージ表示処理
手順ＲＴ３を説明する。
【００６８】
　この再生装置１の操作部２に対して、取得した楽曲データを再生するための再生操作が
行われると、これに応じてこの再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ４１に進み、当該再
生操作に応じた楽曲データをハードディスクドライブ６から読み出して再生処理を開始す
る。
【００６９】
　次いでこの再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ４２に進み、再生処理している再生中
楽曲データに対応付けられている属性情報をハードディスクドライブ６から読み出し、当
該読み出した属性情報にジャケット画像データが含まれているか否かを判定する。
【００７０】
　このステップＳＰ４２において肯定結果が得られると、このことは、再生中楽曲データ
の属性情報にジャケット画像データが含まれていることを意味しており、このとき再生装
置１のＣＰＵ３はステップＳＰ４３に進む。そしてこのステップＳＰ４３において再生装
置１のＣＰＵ３は、再生中楽曲データの属性情報に含まれているジャケット画像データに
基づいてジャケット画像を表示部１０に表示した後、終了ステップＳＰ４９に移ってイメ
ージ表示処理手順ＲＴ３を終了する。
【００７１】
　これに対してかかるステップＳＰ４２において否定結果が得られると、このことは、再
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生中楽曲データの属性情報にジャケット画像データが含まれていないことを意味しており
、このとき再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ４４に進む。そしてステップＳＰ４４に
おいてこの再生装置１のＣＰＵ３は、再生中楽曲データの属性情報にアーティスト名が含
まれているか否かを判定する。
【００７２】
　このステップＳＰ４４において否定結果が得られると、このことは、再生中楽曲データ
の属性情報にアーティスト名が含まれていないことを意味しており、このとき再生装置１
のＣＰＵ３はステップＳＰ４５に進んで、図７に示すアーティスト－イメージ画像対応テ
ーブルＴＢ２において定義された所定のデフォルト画像データＤｘＮに基づいてデフォル
ト画像を表示部１０に表示した後、終了ステップＳＰ４９に移ってイメージ表示処理手順
ＲＴ３を終了する。
【００７３】
　これに対してこのステップＳＰ４４において肯定結果が得られると、このことは、再生
中楽曲データの属性情報にアーティスト名として例えば「Toba Outotsu」が含まれている
ことを意味しており、このとき再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ４６に進む。
【００７４】
　そしてこのステップＳＰ４６においてこの再生装置１のＣＰＵ３は、アーティスト－イ
メージ画像対応テーブルＴＢ２に示されている各比較文字列「Dekoboko Sayaka」、「Tob
a Outotsu」、……を、再生中楽曲データの属性情報におけるアーティスト名「Toba Outo
tsu」と順次比較し、例えばこの比較の結果、比較文字列「Toba Outotsu」がこの属性情
報におけるアーティスト名「Toba Outotsu」に含まれていることを認識するとステップＳ
Ｐ４７に進んで、この比較文字列「Toba Outotsu」に対応するアーティスト「鳥羽凹凸」
を、再生中楽曲データのアーティストとして認識する。
【００７５】
　続いてこの再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ４８に進み、ステップＳＰ４７におい
て認識したアーティスト「鳥羽凹凸」に対応するイメージ画像データＤｘ２に基づいてイ
メージ画像を表示部１０に表示した後、終了ステップＳＰ４９に移ってイメージ表示処理
手順ＲＴ３を終了する。
【００７６】
　因みにかかるステップＳＰ４６において、アーティスト－イメージ画像対応テーブルＴ
Ｂ２に示されている各比較文字列「Dekoboko Sayaka」、「Toba Outotsu」、……を再生
中楽曲データの属性情報におけるアーティスト名と順次比較した結果、いずれの比較文字
列「Dekoboko Sayaka」、「Toba Outotsu」、……もこの属性情報におけるアーティスト
名に含まれていない場合、再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ４５に進む。そしてこの
ステップＳＰ４５においてこの再生装置１のＣＰＵ３は、デフォルト画像データＤｘＮに
基づいてデフォルト画像を表示部１０に表示した後、終了ステップＳＰ４９に移ってイメ
ージ表示処理手順ＲＴ３を終了するようになされている。
【００７７】
　以上に説明したようにこの再生装置１は、そのとき再生している再生中楽曲データにそ
の再生中楽曲データのイメージを示すジャケット画像データが対応付けられていない場合
、当該再生中楽曲データに対応付けられているアーティスト名情報に基づいて、当該再生
中楽曲データのアーティストを認識し、当該認識したアーティストをイメージさせるよう
なイメージ画像データをアーティスト－イメージ画像対応テーブルＴＢ２から読み出し、
当該読み出したイメージ画像データに基づいてイメージ画像を表示するようにした。これ
によりこの再生装置１は、そのとき再生している再生中楽曲データに関連したイメージ画
像を確実に表示することができる。
【００７８】
（４）第４の実施の形態
　この第４の実施の形態の場合、再生装置１の構成（図１）については、上述した第１～
第３の実施の形態と同様である。またこの第３の実施の形態の場合、楽曲提供サーバＳＶ
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やＣＤから取得した楽曲データに対応付けられている属性情報の内容については、上述し
た第２の実施の形態と同様である（図５参照）。またこの第３の実施の形態の場合、図７
に示したアーティスト－イメージ画像対応テーブルＴＢ２を用いる。
【００７９】
　ここでは、第４の実施の形態におけるイメージ表示処理手順ＲＴ４（図９）を説明する
。
【００８０】
　この再生装置１の操作部２に対して、取得した楽曲データを再生するための再生操作が
行われると、これに応じてこの再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ５１に進み、当該再
生操作に応じた楽曲データをハードディスクドライブ６から読み出して再生処理を開始す
る。
【００８１】
　次いでこの再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ５２に進み、再生処理している再生中
楽曲データに対応付けられている属性情報をハードディスクドライブ６から読み出し、当
該読み出した属性情報にトラックジャケット画像データが含まれているか否かを判定する
。
【００８２】
　このステップＳＰ５２において肯定結果が得られると、このことは、再生中楽曲データ
の属性情報にトラックジャケット画像データが含まれていることを意味しており、このと
き再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ５３に進む。そしてこのステップＳＰ５３におい
て再生装置１のＣＰＵ３は、再生中楽曲データの属性情報に含まれているトラックジャケ
ット画像データに基づいてトラックジャケット画像を表示部１０に表示した後、終了ステ
ップＳＰ６１に移ってイメージ表示処理手順ＲＴ４を終了する。これに対してかかるステ
ップＳＰ５２において否定結果が得られると、このことは、再生中楽曲データの属性情報
にトラックジャケット画像データが含まれていないことを意味しており、このとき再生装
置１のＣＰＵ３はステップＳＰ５４に進む。
【００８３】
　このステップＳＰ５４においてこの再生装置１のＣＰＵ３は、再生中楽曲データに対応
付けられている属性情報にアルバムジャケット画像データが含まれているか否かを判定す
る。
【００８４】
　このステップＳＰ５４において肯定結果が得られると、このことは、再生中楽曲データ
の属性情報にアルバムジャケット画像データが含まれていることを意味しており、このと
き再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ５３に進む。そしてこのステップＳＰ５３におい
て再生装置１のＣＰＵ３は、再生中楽曲データの属性情報に含まれているアルバムジャケ
ット画像データに基づいてアルバムジャケット画像を表示部１０に表示した後、終了ステ
ップＳＰ６１に移ってイメージ表示処理手順ＲＴ４を終了する。これに対してかかるステ
ップＳＰ５４において否定結果が得られると、このことは、再生中楽曲データの属性情報
にアルバムジャケット画像データが含まれていないことを意味しており、このとき再生装
置１のＣＰＵ３はステップＳＰ５５に進む。
【００８５】
　そしてステップＳＰ５５においてこの再生装置１のＣＰＵ３は、再生中楽曲データの属
性情報にトラックアーティスト名が含まれているか否かを判定する。
【００８６】
　このステップＳＰ５５において肯定結果が得られると、このことは、再生中楽曲データ
の属性情報にトラックアーティスト名として例えば「Toba Outotsu」が含まれていること
を意味しており、このとき再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ５６に進む。そしてこの
ステップＳＰ５６においてこの再生装置１のＣＰＵ３は、アーティスト－イメージ画像対
応テーブルＴＢ２に示されている各比較文字列「Dekoboko Sayaka」、「Toba Outotsu」
、……を、再生中楽曲データの属性情報におけるトラックアーティスト名「Toba Outotsu



(15) JP 4277218 B2 2009.6.10

10

20

30

40

50

」と順次比較し、例えばこの比較の結果、比較文字列「Toba Outotsu」がこのトラックア
ーティスト名「Toba Outotsu」に含まれていることを認識するとステップＳＰ５７に進ん
で、この比較文字列「Toba Outotsu」に対応するアーティスト「鳥羽凹凸」を、再生中楽
曲データのアーティストとして認識する。続いてこの再生装置１のＣＰＵ３はステップＳ
Ｐ５８に進み、ステップＳＰ５７において認識したアーティスト「鳥羽凹凸」に対応する
イメージ画像データＤｘ２に基づいてイメージ画像を表示部１０に表示した後、終了ステ
ップＳＰ６１に移ってイメージ表示処理手順ＲＴ４を終了する。因みにこの場合のステッ
プＳＰ５６において、アーティスト－イメージ画像対応テーブルＴＢ２に示されている各
比較文字列「Dekoboko Sayaka」、「Toba Outotsu」、……を再生中楽曲データの属性情
報におけるトラックアーティスト名と順次比較した結果、いずれの比較文字列「Dekoboko
 Sayaka」、「Toba Outotsu」、……もこのトラックアーティスト名に含まれていないこ
とを認識した場合、再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ６０に進み、デフォルト画像デ
ータＤｘＮに基づいてデフォルト画像を表示部１０に表示した後、終了ステップＳＰ６１
に移ってイメージ表示処理手順ＲＴ４を終了するようになされている。
【００８７】
　一方かかるステップＳＰ５５において否定結果が得られると、このことは、再生中楽曲
データの属性情報にトラックアーティスト名が含まれていないことを意味しており、この
とき再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ５９に進む。
【００８８】
　そしてステップＳＰ５９においてこの再生装置１のＣＰＵ３は、再生中楽曲データの属
性情報にアルバムアーティスト名が含まれているか否かを判定する。
【００８９】
　このステップＳＰ５９において肯定結果が得られると、このことは、再生中楽曲データ
の属性情報にアルバムアーティスト名として例えば「Dekoboko Sayaka」が含まれている
ことを意味しており、このとき再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ５６に進む。そして
このステップＳＰ５６においてこの再生装置１のＣＰＵ３は、アーティスト－イメージ画
像対応テーブルＴＢ２に示されている各比較文字列「Dekoboko Sayaka」、「Toba Outots
u」……を、再生中楽曲データの属性情報におけるアルバムアーティスト名「Dekoboko Sa
yaka」と順次比較し、例えばこの比較の結果、比較文字列「Dekoboko Sayaka」がこのア
ルバムアーティスト名「Dekoboko Sayaka」に含まれていることを認識するとステップＳ
Ｐ５７に進んで、この比較文字列「Dekoboko Sayaka」に対応するアーティスト「凸凹さ
やか」を、再生中楽曲データのアーティストとして認識する。続いてこの再生装置１のＣ
ＰＵ３はステップＳＰ５８に進み、ステップＳＰ５７において認識したアーティスト「凸
凹さやか」に対応するイメージ画像データＤｘ１に基づいてイメージ画像を表示部１０に
表示した後、終了ステップＳＰ６１に移ってイメージ表示処理手順ＲＴ４を終了する。因
みにかかるステップＳＰ５６において、アーティスト－イメージ画像対応テーブルＴＢ２
に示されている各比較文字列「Dekoboko Sayaka」、「Toba Outotsu」、……を再生中楽
曲データの属性情報におけるアルバムアーティスト名と順次比較した結果、いずれの比較
文字列「Dekoboko Sayaka」、「Toba Outotsu」、……もこのアルバムアーティスト名に
含まれていないことを認識した場合、再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ６０に進み、
デフォルト画像データＤｘＮに基づいてデフォルト画像を表示部１０に表示した後、終了
ステップＳＰ６１に移ってイメージ表示処理手順ＲＴ４を終了するようになされている。
【００９０】
　一方かかるステップＳＰ５９において否定結果が得られると、このことは、再生中楽曲
データの属性情報にアルバムアーティスト名が含まれていないことを意味しており、この
とき再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ６０に進んで、デフォルト画像データＤｘＮに
基づいてデフォルト画像を表示部１０に表示した後、終了ステップＳＰ６１に移ってイメ
ージ表示処理手順ＲＴ４を終了するようになされている。
【００９１】
　以上に説明したようにこの再生装置１は、そのとき再生している再生中楽曲データに対
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して、当該再生中楽曲データのイメージを示すトラックジャケット画像データ及び当該再
生中楽曲データが属するアルバムのイメージを示すアルバムジャケット画像データが対応
付けられていない場合、当該再生中楽曲データに対応付けられているトラックアーティス
ト名情報又はアルバムアーティスト名情報に基づいて、当該再生中楽曲データのアーティ
スト又は当該再生中楽曲データが属するアルバムのアーティストを認識し、当該認識した
アーティストをイメージさせるようなイメージ画像データをアーティスト－イメージ画像
対応テーブルＴＢ２から読み出し、当該読み出したイメージ画像データに基づいてイメー
ジ画像を表示するようにした。これによりこの再生装置１は、そのとき再生している再生
中楽曲データに関連したイメージ画像を確実に表示することができる。
【００９２】
（５）第５の実施の形態
　この第５の実施の形態の場合、再生装置１の構成（図１）については、上述した第１～
第４の実施の形態と同様である。
【００９３】
　ただこの第５の実施の形態における再生装置１のＣＰＵ３は、ハードディスクドライブ
６に記憶している楽曲データごとに再生した再生回数をカウントし、当該カウントした再
生回数を示した再生回数情報をハードディスクドライブ６に記憶するようになされている
。またこの再生装置１のハードディスクドライブ６には、例えば、再生回数が多いイメー
ジを示すイメージ画像データや、再生回数が少ないイメージを示すイメージ画像データ等
、再生回数に応じたイメージ画像データが複数記憶されている。
【００９４】
　ここで、第５の実施の形態におけるイメージ表示処理手順ＲＴ５（図１０）を説明する
。
【００９５】
　この再生装置１の操作部２に対して、取得した楽曲データを再生するための再生操作が
行われると、これに応じてこの再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ７１に進み、当該再
生操作に応じた楽曲データをハードディスクドライブ６から読み出して再生処理を開始す
る。
【００９６】
　次いでこの再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ７２に進み、再生処理している再生中
楽曲データに対応付けられている属性情報をハードディスクドライブ６から読み出し、当
該読み出した属性情報にジャケット画像データが含まれているか否かを判定する。
【００９７】
　このステップＳＰ７２において肯定結果が得られると、このことは、再生中楽曲データ
の属性情報にジャケット画像データが含まれていることを意味しており、このとき再生装
置１のＣＰＵ３はステップＳＰ７３に進む。そしてこのステップＳＰ７３において再生装
置１のＣＰＵ３は、再生中楽曲データの属性情報に含まれているジャケット画像データに
基づいてジャケット画像を表示部１０に表示した後、終了ステップＳＰ７５に移ってイメ
ージ表示処理手順ＲＴ５を終了する。
【００９８】
　これに対してかかるステップＳＰ７２において否定結果が得られると、このことは、再
生中楽曲データの属性情報にジャケット画像データが含まれていないことを意味しており
、このとき再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ７４に進む。
【００９９】
　そしてステップＳＰ７４においてこの再生装置１のＣＰＵ３は、再生中楽曲データに対
応する再生回数情報をハードディスクドライブ６から読み出し、当該読み出した再生回数
情報に基づいてこの再生中楽曲データのこれまでの再生回数を認識し、当該認識した再生
回数に対応するイメージ画像データをハードディスクドライブ６から読み出して、当該読
み出したイメージ画像データに基づいてイメージ画像を表示部１０に表示した後、終了ス
テップＳＰ７５に移ってイメージ表示処理手順ＲＴ５を終了するようになされている。
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【０１００】
　このようにこの再生装置１のＣＰＵ３は、そのとき再生している再生中楽曲データにジ
ャケット画像データが対応付けられていない場合には、ジャケット画像を表示する代わり
にこの再生中楽曲データの再生頻度をイメージさせるようなイメージ画像を表示すること
ができる。この結果、そのとき再生している再生中楽曲データに関連したイメージ画像を
確実に表示することができる再生装置１を実現することができる。
【０１０１】
（６）第６の実施の形態
　この第６の実施の形態の場合、再生装置１の構成（図１）については、上述した第１～
第５の実施の形態と同様である。またこの第６の実施の形態の場合、楽曲データに対応付
けられている属性情報の内容については、例えば上述した第２の実施の形態と同様である
（図５参照）。
【０１０２】
　ただこの第６の実施の形態における再生装置１のＣＰＵ３は、第５の実施の形態と同様
に、ハードディスクドライブ６に記憶している楽曲データごとに再生した再生回数をカウ
ントし、当該カウントした再生回数を示した再生回数情報をハードディスクドライブ６に
記憶するようになされている。またこの再生装置１のハードディスクドライブ６には、例
えば、再生回数が多いイメージを示すイメージ画像データや、再生回数が少ないイメージ
を示すイメージ画像データ等、再生回数に応じたイメージ画像データが複数記憶されてい
る。
【０１０３】
　ここで、第６の実施の形態におけるイメージ表示処理手順ＲＴ６（図１１）を説明する
。
【０１０４】
　この再生装置１の操作部２に対して、取得した楽曲データを再生するための再生操作が
行われると、これに応じてこの再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ８１に進み、当該再
生操作に応じた楽曲データをハードディスクドライブ６から読み出して再生処理を開始す
る。
【０１０５】
　次いでこの再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ８２に進み、再生処理している再生中
楽曲データに対応付けられている属性情報をハードディスクドライブ６から読み出し、当
該読み出した属性情報にトラックジャケット画像データが含まれているか否かを判定する
。
【０１０６】
　このステップＳＰ８２において肯定結果が得られると、このことは、再生中楽曲データ
の属性情報にトラックジャケット画像データが含まれていることを意味しており、このと
き再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ８３に進む。そしてこのステップＳＰ８３におい
て再生装置１のＣＰＵ３は、再生中楽曲データの属性情報に含まれているトラックジャケ
ット画像データに基づいてトラックジャケット画像を表示部１０に表示した後、終了ステ
ップＳＰ８６に移ってイメージ表示処理手順ＲＴ６を終了する。
【０１０７】
　これに対してかかるステップＳＰ８２において否定結果が得られると、このことは、再
生中楽曲データの属性情報にトラックジャケット画像データが含まれていないことを意味
しており、このとき再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ８４に進む。
【０１０８】
　このステップＳＰ８４においてこの再生装置１のＣＰＵ３は、再生中楽曲データに対応
付けられている属性情報にアルバムジャケット画像データが含まれているか否かを判定す
る。
【０１０９】
　このステップＳＰ８４において肯定結果が得られると、このことは、再生中楽曲データ
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の属性情報にアルバムジャケット画像データが含まれていることを意味しており、このと
き再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ８３に進む。そしてこのステップＳＰ８３におい
て再生装置１のＣＰＵ３は、再生中楽曲データの属性情報に含まれているアルバムジャケ
ット画像データに基づいてアルバムジャケット画像を表示部１０に表示した後、終了ステ
ップＳＰ８６に移ってイメージ表示処理手順ＲＴ６を終了する。
【０１１０】
　これに対してかかるステップＳＰ８４において否定結果が得られると、このことは、再
生中楽曲データの属性情報にアルバムジャケット画像データが含まれていないことを意味
しており、このとき再生装置１のＣＰＵ３はステップＳＰ８５に進む。
【０１１１】
　そしてステップＳＰ８５においてこの再生装置１のＣＰＵ３は、再生中楽曲データに対
応する再生回数情報をハードディスクドライブ６から読み出し、当該読み出した再生回数
情報に基づいてこの再生中楽曲データのこれまでの再生回数を認識し、当該認識した再生
回数に対応するイメージ画像データをハードディスクドライブ６から読み出して、当該読
み出したイメージ画像データに基づいてイメージ画像を表示部１０に表示した後、終了ス
テップＳＰ８６に移ってイメージ表示処理手順ＲＴ６を終了するようになされている。
【０１１２】
　このようにこの再生装置１のＣＰＵ３は、そのとき再生している再生中楽曲データにト
ラックジャケット画像データ及びアルバムジャケット画像データが対応付けられていない
場合には、トラックジャケット画像やアルバムジャケット画像を表示する代わりにこの再
生中楽曲データの再生頻度をイメージさせるようなイメージ画像を表示することができる
。この結果、そのとき再生している再生中楽曲データに関連したイメージ画像を確実に表
示することができる再生装置１を実現することができる。
【０１１３】
（７）他の実施の形態
　上述の第１及び第２の実施の形態の場合、楽曲データの属性情報におけるジャンル名が
ユーザによって編集可能であるために不定であることから、ジャンル名に出現する可能性
が高い文字列を比較文字列としてイメージ画像データと対応付けるようにメインジャンル
－イメージ画像対応テーブルＴＢ１に定義し、当該定義した比較文字列と再生中楽曲デー
タの属性情報におけるジャンル名とを比較するようにした。しかしながら楽曲データの属
性情報におけるジャンル名が不変であれば、このジャンル名自体を比較文字列としてイメ
ージ画像データと対応付けるようにメインジャンル－イメージ画像対応テーブルＴＢ１に
定義し、当該定義した比較文字列と再生中楽曲データの属性情報におけるジャンル名とを
比較するようにしても良い。
【０１１４】
　また上述の第３及び第４の実施の形態の場合、楽曲データの属性情報におけるアーティ
スト名がユーザによって編集可能であるために不定であることから、アーティスト名に出
現する可能性が高い文字列を比較文字列としてイメージ画像データと対応付けるようにア
ーティスト－イメージ画像対応テーブルＴＢ２に定義し、当該定義した比較文字列と再生
中楽曲データの属性情報におけるアーティスト名とを比較するようにした。しかしながら
楽曲データの属性情報におけるアーティスト名が不変であれば、このアーティスト名自体
を比較文字列としてイメージ画像データと対応付けるようにアーティスト－イメージ画像
対応テーブルＴＢ２に定義し、当該定義した比較文字列と再生中楽曲データの属性情報に
おけるアーティスト名とを比較するようにしても良い。
【０１１５】
　また上述の第１～第６の実施の形態においては、コンテンツデータとして音楽を放音す
るための楽曲データを適用する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、映像デー
タやプログラムデータ等をコンテンツデータとして適用するようにしても良い。
【０１１６】
　また上述の第１～第６の実施の形態においては、楽曲データに関するイメージを視覚的
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に示すイメージ画像として、静止画像であるジャケット画像等を適用する場合について述
べたが、本発明はこれに限らず、動画像等のこの他種々の画像を適用することができる。
【０１１７】
　また上述の第１～第６の実施の形態においては、記録再生装置１として、楽曲提供サー
バＳＶやＣＤから取得した楽曲データをハードディスクドライブ６に記録する記録機能と
、このハードディスクドライブ６に記録した楽曲データを再生する再生機能とを有する再
生装置１を適用する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、この他種々の構成を
適用することができる。
【０１１８】
　また上述の第１～第６の実施の形態においては、コンテンツデータを記録媒体（ハード
ディスクドライブ６）に記録する記録手段として、ＲＯＭ（Read Only Memory）１１等に
記憶されているプログラムをＲＡＭ(Random Access Memory)１２に展開して実行すること
により各種処理を実行するようになされたＣＰＵ３を適用する場合について述べたが、本
発明はこれに限らずこの他種々の構成を適用することができる。
【０１１９】
　また上述の第１～第６の実施の形態においては、特定の属性情報に対応して画像データ
を記憶する画像データ記憶手段として、メインジャンル－イメージ画像対応テーブルＴＢ
１やアーティスト－イメージ画像対応テーブルＴＢ２を記憶するハードディスクドライブ
６を適用する場合について述べたが、本発明はこれに限らずこの他種々の構成を適用する
ことができる。
【０１２０】
　また上述の第１～第６の実施の形態においては、記録媒体に記録されるコンテンツデー
タを再生する再生手段、コンテンツデータに画像データ（ジャケット画像データ）が対応
付けられていない場合にコンテンツデータに対応付けられる属性情報を検出する属性情報
検出手段、属性情報検出手段により検出された属性情報（サブジャンル名情報、アーティ
スト名情報、再生回数情報）に対応する画像データ（イメージ画像データ）を画像データ
記憶手段から検出する画像データ検出手段、再生手段によるコンテンツデータの再生中に
画像データ検出手段により検出された画像データを出力（表示）するように制御する制御
手段として、再生装置１のＣＰＵ３を適用する場合について述べたが、本発明はこれに限
らずこの他種々の構成を適用することができる。
【０１２１】
　また上述の第１～第６の実施の形態においては、再生装置１のＣＰＵ３が、ハードディ
スクドライブ６等に格納されているプログラムに従って上述したイメージ表示処理手順Ｒ
Ｔ１～ＲＴ６をソフトウェア的に実行するようにしたが、本発明はこれに限らず、このイ
メージ表示処理手順ＲＴ１～ＲＴ６を実行するための回路を再生装置１に適用してハード
ウェア的に実現するようにしても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１２２】
　本発明は、例えば、外部から取得した楽曲データを再生する再生装置等に利用すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】本実施の形態における再生装置の回路構成を示すブロック図である。
【図２】本実施の形態において定義されているジャンルの説明に供する説明図である。
【図３】メインジャンル－イメージ画像対応テーブルの説明に供する説明図である。
【図４】イメージ表示処理手順を示すフローチャートである。
【図５】楽曲データに対応付けられている属性情報の説明に供する説明図である。
【図６】イメージ表示処理手順を示すフローチャートである。
【図７】アーティスト－イメージ画像対応テーブルの説明に供する説明図である。
【図８】イメージ表示処理手順を示すフローチャートである。
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【図９】イメージ表示処理手順を示すフローチャートである。
【図１０】イメージ表示処理手順を示すフローチャートである。
【図１１】イメージ表示処理手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１２４】
　１……再生装置、２……操作部、３……ＣＰＵ、６……ハードディスクドライブ、８…
…音声処理部、９……スピーカ、１０……表示部、ＴＢ１……メインジャンル－イメージ
画像対応テーブル、ＴＢ２……アーティスト－イメージ画像対応テーブル、ＲＴ１～ＲＴ
６……イメージ表示処理手順。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(23) JP 4277218 B2 2009.6.10

【図１１】



(24) JP 4277218 B2 2009.6.10

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００４－１８５７８８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－３２５５９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－３５６７７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－０９９０４０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ１１Ｂ　　２７／００　　　　
              Ｇ１１Ｂ　　２０／１０　　　　
              Ｇ１０Ｋ　　１５／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

