
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の音楽データが記憶されている記憶手段または複数の音楽データが記憶されている記
憶媒体から当該音楽データを読み出す読み出し手段の少なくとも何れか一方と、
前記記憶されている複数の音楽データの中から再生すべき音楽データを選曲する場合に、
当該再生すべき音楽データの選曲の基準となる検索キーを設定する設定手段と、
前記記憶されている各音楽データ毎に、当該音楽データに含まれる印象語の少なくとも出
現頻度を検出する検出手段と、
前記検出された各音楽データに含まれる印象語の出現頻度に基づいて前記記憶されている
複数の音楽データにおける前記検出される印象語の総出現頻度を算出するとともに、当該
算出した印象語の総出現頻度に基づいて各音楽データに含まれる印象語の出現頻度を補正
する出現頻度算出手段と、
前記設定された検索キーと前記算出された各音楽データにおける印象語の出現頻度とに基
づいて当該設定された検索キーに合致する音楽データを前記記憶されている音楽データの
中から選曲する選曲手段と、
を備えることを特徴とする音楽データ選曲装置。
【請求項２】
請求項１に記載の音楽データ選曲装置であって、
前記出現頻度算出手段が、
前記検出された各音楽データに含まれる印象語の出現頻度に基づいて前記記憶されている
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複数の音楽データにおける前記検出される印象語の総出現頻度を算出する総出現頻度算出
手段と、
前記算出された総出現頻度に基づいて前記検出される印象語の情報量を算出する情報量算
出手段と、
前記算出された印象語の情報量に基づいて前記総出現頻度に対する前記印象語の出現頻度
を算出し、当該出現頻度を補正する頻度算出手段と、
を有することを特徴とする音楽データ選曲装置。
【請求項３】
請求項２に記載の音楽データ選曲装置であって、
前記情報量算出手段が、前記記憶されている複数の音楽データにおける前記検出される印
象語の総出現頻度に基づいて当該印象語の出現確率を算出するとともに、当該算出された
印象語における出現確率に基づいて前記検出される印象語の情報量を算出することを特徴
とする音楽データ選曲装置。
【請求項４】
請求項３に記載の音楽データ選曲装置であって、
前記情報量算出手段が、前記検出される印象語の出現確率に基づいて算出する当該検出さ
れる印象語の情報量をエントロピーとして算出することを特徴とする音楽データ選曲装置
。
【請求項５】
請求項１乃至４の何れか一項に記載の音楽データ選曲装置であって、
前記検出手段が、前記予め設定された印象語に基づいてシソーラス解析を行い、当該シソ
ーラス解析によって各音楽データにおける前記印象語の出現頻度を検出することを特徴と
する音楽データ選曲装置。
【請求項６】
複数の音楽データが記憶されている記憶手段または複数の音楽データが記憶されている記
憶媒体から当該音楽データを読み出す読み出し手段の少なくとも何れか一方と、
前記記憶されている複数の音楽データの中から再生すべき音楽データを選曲する場合に、
当該再生すべき音楽データの選曲の基準となる検索キーを設定する設定手段と、
前記記憶されている各音楽データ毎に、当該音楽データに含まれる印象語の少なくとも出
現頻度を検出する検出手段と、
前記記憶されている各音楽データが、設定された検索キーに合致するか否かを示す判定情
報を取得する判定情報取得手段と、
前記取得された判定情報と前記検出された各音楽データの印象語とに基づいて前記設定さ
れた検索キーと前記検出される印象語の相関値を算出するとともに、当該算出された相関
値に基づいて前記設定された検索キーにおける各音楽データに含まれる印象語の出現頻度
を算出する出現頻度算出手段と、
前記設定された検索キーと前記算出された各音楽データにおける印象語の出現頻度とに基
づいて当該設定された検索キーに合致する音楽データを前記記憶されている音楽データの
中から選曲する選曲手段と、
を備えることを特徴とする音楽データ選曲装置。
【請求項７】
請求項６に記載の音楽データ選曲装置であって、
前記判定情報取得手段が、前記選曲手段によって選曲された音楽データに対して、当該選
曲された音楽データが、設定された検索キーに合致するか否かを示す判定情報を取得し、
前記出現頻度算出手段が、当該取得された判定情報に基づいて前記相関値を算出して前記
設定された検索キーにおける各音楽データに含まれる印象語の出現頻度を算出するととも
に、
前記選曲手段が、前記設定された検索キーと前記算出された各音楽データにおける印象語
の出現頻度とに基づいて当該設定された検索キーに合致する音楽データを前記記憶されて
いる音楽データの中から選曲することを特徴とする音楽データ選曲装置。
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【請求項８】
請求項６または７に記載の音楽データ選曲装置であって、
前記記憶されている音楽データのうち、少なくとも定められたデータ数の音楽データが、
前記検索キーによって再生すべき音楽データとして選択されている場合に、
前記出現頻度算出手段が、
前記取得された判定情報に基づいて前記選択された複数の音楽データにおける前記検出さ
れる印象語の総出現頻度を算出する総出現頻度算出手段と、
前記総出現頻度が算出された前記検出される印象語における標準偏差を算出する標準偏差
算出手段と、
少なくとも前記算出された総出現頻度および前記標準偏差に基づいて検索キーと前記検出
される印象語との前記相関値を算出する相関値算出手段と、
当該算出された相関値に基づいて前記設定された検索キーにおける各音楽データに含まれ
る前記検出される印象語の出現頻度を算出する頻度算出手段と、
を有することを特徴とする音楽データ選曲装置。
【請求項９】
請求項８に記載の音楽データ選曲装置であって、
前記判定情報取得手段によって検索キーに合致する音楽データ群とそれに合致しない音楽
データ群の情報が取得される場合に、
前記総出現頻度算出手段および前記標準偏差算出手段が、前記検索キーに合致する音楽デ
ータ群とそれに合致しない音楽データ群の各音楽データ群毎に前記総出現頻度および前記
標準偏差を算出することを特徴とする音楽データ選曲装置。
【請求項１０】
請求項６乃至９の何れか一項に記載の音楽データ選曲装置であって、
前記検出手段によって検出された音楽データに含まれる印象語の出現頻度を正規化する正
規化手段を備え、
前記相関値算出手段が、前記正規化された印象語の出現頻度に基づいて前記検索キーと前
記印象語の相関値を算出することを特徴とする音楽データ選曲装置。
【請求項１１】
複数の音楽データが記憶されている記憶手段または複数の音楽データが記憶されている記
憶媒体の何れか一方から当該音楽データを読み出す読み出し行程と、
前記記憶されている複数の音楽データの中から再生すべき音楽データを選曲する場合に、
当該再生すべき音楽データの選曲の基準となる検索キーを設定する設定行程と、
前記記憶されている各音楽データ毎に、当該音楽データに含まれる印象語の少なくとも出
現頻度を検出する検出行程と、
前記検出された各音楽データに含まれる印象語の出現頻度に基づいて前記記憶されている
複数の音楽データにおける前記検出される印象語の総出現頻度を算出するとともに、当該
算出した印象語の総出現頻度に基づいて各音楽データに含まれる印象語の出現頻度を補正
する出現頻度算出行程と、
前記設定された検索キーと前記算出された各音楽データにおける印象語の出現頻度とに基
づいて当該設定された検索キーに合致する音楽データを前記記憶されている音楽データの
中から選曲する選曲行程と、
を含むことを特徴とする音楽データ選曲方法。
【請求項１２】
複数の音楽データが記憶されている記憶手段または複数の音楽データが記憶されている記
憶媒体の何れか一方から当該音楽データを読み出す読み出し行程と、
前記記憶されている複数の音楽データの中から再生すべき音楽データを選曲する場合に、
当該再生すべき音楽データの選曲の基準となる検索キーを設定する設定行程と、
前記記憶されている各音楽データ毎に、当該音楽データに含まれる印象語の少なくとも出
現頻度を検出する検出行程と、
前記記憶されている各音楽データが、設定された検索キーに合致するか否かを示す判定情
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報を取得する判定情報取得行程と、
前記取得された判定情報と前記検出された各音楽データの印象語とに基づいて前記設定さ
れた検索キーと前記検出される印象語の相関値を算出するとともに、当該算出された相関
値に基づいて前記設定された検索キーにおける各音楽データに含まれる印象語の出現頻度
を算出する出現頻度算出行程と、
前記設定された検索キーと前記算出された各音楽データにおける印象語の出現頻度とに基
づいて当該設定された検索キーに合致する音楽データを前記記憶されている音楽データの
中から選曲する選曲行程と、
を含むことを特徴とする音楽データ選曲方法。
【請求項１３】
コンピュータを、
複数の音楽データが記憶されている記憶手段または複数の音楽データが記憶されている記
憶媒体の何れか一方から当該音楽データを読み出す読み出し手段、
前記記憶されている複数の音楽データの中から再生すべき音楽データを選曲する場合に、
当該再生すべき音楽データの選曲の基準となる検索キーを設定する設定手段、
前記記憶されている各音楽データ毎に、当該音楽データに含まれる印象語の少なくとも出
現頻度を検出する検出手段、
前記検出された各音楽データに含まれる印象語の出現頻度に基づいて前記記憶されている
複数の音楽データにおける前記検出される印象語の総出現頻度を算出するとともに、当該
算出した印象語の総出現頻度に基づいて各音楽データに含まれる印象語の出現頻度を補正
する出現頻度算出手段、
前記設定された検索キーと前記算出された各音楽データにおける印象語の出現頻度とに基
づいて当該設定された検索キーに合致する音楽データを前記記憶されている音楽データの
中から選曲する選曲手段、
として機能させることを特徴とする音楽データ選曲プログラム。
【請求項１４】
コンピュータを、
複数の音楽データが記憶されている記憶手段または複数の音楽データが記憶されている記
憶媒体の何れか一方から当該音楽データを読み出す読み出し手段、
前記記憶されている複数の音楽データの中から再生すべき音楽データを選曲する場合に、
当該再生すべき音楽データの選曲の基準となる検索キーを設定する設定手段、
前記記憶されている各音楽データ毎に、当該音楽データに含まれる印象語の少なくとも出
現頻度を検出する検出手段、
前記記憶されている各音楽データが、設定された検索キーに合致するか否かを示す判定情
報を取得する判定情報取得手段、
前記取得された判定情報と前記検出された各音楽データの印象語とに基づいて前記設定さ
れた検索キーと前記検出される印象語の相関値を算出するとともに、当該算出された相関
値に基づいて前記設定された検索キーにおける各音楽データに含まれる印象語の出現頻度
を算出する出現頻度算出手段、
前記設定された検索キーと前記算出された各音楽データにおける印象語の出現頻度とに基
づいて当該設定された検索キーに合致する音楽データを前記記憶されている音楽データの
中から選曲する選曲手段、
として機能させることを特徴とする音楽データ選曲プログラム。
【請求項１５】
請求項１３または１４に記載の音楽データ選曲プログラムをコンピュータに読み取り可能
に記録したことを特徴とする情報記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、音楽を再生する音楽再生装置の技術分野に属する。
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【０００２】
【従来の技術】
近年、予め音楽情報が格納されたハードディスク（ Hard Disc）、または、予め音楽情報
が記憶されているＣＤ－ＲＯＭ（ Compact Disc Read Only Memory）若しくはＤＶＤ（ Dig
ital Versatile Disc ）などの光ディスクを再生するドライブを備え、当該音楽情報を再
生する音楽再生装置が一般的になっている。
【０００３】
このような音楽再生装置では、自動的に音楽を選曲し、再生を行うようになっている。特
に、車両に搭載された音楽再生装置（以下、車両用音楽再生装置という。）では、音楽デ
ータを当該音楽データ毎に選択・再生させることは稀であるため、複数の音楽データを記
憶された順番に、または、ランダムに音楽データを選曲し、再生するようになっている。
【０００４】
また、最近では、このような音楽再生装置において、上述の選択・再生に加え、車両の走
行環境を考慮しつつ、ユーザ個々人の感性に基づいて選曲を自動的に行う技術が研究され
ている。
【０００５】
従来、このような最適な音楽データの選曲を行う音楽再生装置では、予め取得された実験
データやアンケートの情報に基づいて音楽データの選曲を行うようになっており、具体的
には、記憶された音楽データを当該実験データおよびアンケート情報に基づいて予め定め
られた種別毎に分類し、当該走行環境やユーザの気分に基づいて分類された音楽情報を再
生させるようになっている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献】
特開２００１－２８２８４７号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述のような音楽再生装置であっては、実験データやアンケートの情報に
基づいて音楽データを種別毎に分類するようになっていたため、ユーザ毎に異なる感性を
正確に把握することができず、的確にユーザの感性に合致する音楽データを選曲すること
が困難であった。
【０００７】
本発明は、上記の各問題点に鑑みて為されたもので、その課題の一例としては、個人毎に
最適な音楽情報を選曲することができる音楽再生装置を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決するために、請求項１に記載の音楽データ選曲装置の発明は、複数の音
楽データが記憶されている記憶手段または複数の音楽データが記憶されている記憶媒体か
ら当該音楽データを読み出す読み出し手段の少なくとも何れか一方と、前記記憶されてい
る複数の音楽データの中から再生すべき音楽データを選曲する場合に、当該再生すべき音
楽データの選曲の基準となる検索キーを設定する設定手段と、前記記憶されている各音楽
データ毎に、当該音楽データに含まれる印象語の少なくとも出現頻度を検出する検出手段
と、前記検出された各音楽データに含まれる印象語の出現頻度に基づいて前記記憶されて
いる複数の音楽データにおける前記検出される印象語の総出現頻度を算出するとともに、
当該算出した印象語の総出現頻度に基づいて各音楽データに含まれる印象語の出現頻度を
補正する出現頻度算出手段と、前記設定された検索キーと前記算出された各音楽データに
おける印象語の出現頻度とに基づいて当該設定された検索キーに合致する音楽データを前
記記憶されている音楽データの中から選曲する選曲手段と、を備える構成を有している。
【０００９】
また、請求項６に記載の音楽データ選曲装置の発明は、複数の音楽データが記憶されてい
る記憶手段または複数の音楽データが記憶されている記憶媒体から当該音楽データを読み
出す読み出し手段の少なくとも何れか一方と、前記記憶されている複数の音楽データの中
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から再生すべき音楽データを選曲する場合に、当該再生すべき音楽データの選曲の基準と
なる検索キーを設定する設定手段と、前記記憶されている各音楽データ毎に、当該音楽デ
ータに含まれる印象語の少なくとも出現頻度を検出する検出手段と、前記記憶されている
各音楽データが、設定された検索キーに合致するか否かを示す判定情報を取得する判定情
報取得手段と、前記取得された判定情報と前記検出された各音楽データの印象語とに基づ
いて前記設定された検索キーと前記検出される印象語の相関値を算出するとともに、当該
算出された相関値に基づいて前記設定された検索キーにおける各音楽データに含まれる印
象語の出現頻度を算出する出現頻度算出手段と、前記設定された検索キーと前記算出され
た各音楽データにおける印象語の出現頻度とに基づいて当該設定された検索キーに合致す
る音楽データを前記記憶されている音楽データの中から選曲する選曲手段と、を備える構
成を有している。
【００１０】
また、請求項１１に記載の音楽データ選曲方法の発明は、複数の音楽データが記憶されて
いる記憶手段または複数の音楽データが記憶されている記憶媒体の何れか一方から当該音
楽データを読み出す読み出し行程と、前記記憶されている複数の音楽データの中から再生
すべき音楽データを選曲する場合に、当該再生すべき音楽データの選曲の基準となる検索
キーを設定する設定行程と、前記記憶されている各音楽データ毎に、当該音楽データに含
まれる印象語の少なくとも出現頻度を検出する検出行程と、前記検出された各音楽データ
に含まれる印象語の出現頻度に基づいて前記記憶されている複数の音楽データにおける前
記検出される印象語の総出現頻度を算出するとともに、当該算出した印象語の総出現頻度
に基づいて各音楽データに含まれる印象語の出現頻度を補正する出現頻度算出行程と、前
記設定された検索キーと前記算出された各音楽データにおける印象語の出現頻度とに基づ
いて当該設定された検索キーに合致する音楽データを前記記憶されている音楽データの中
から選曲する選曲行程と、を含む構成を有している。
【００１１】
また、請求項１２に記載の音楽データ選曲方法の発明は、複数の音楽データが記憶されて
いる記憶手段または複数の音楽データが記憶されている記憶媒体の何れか一方から当該音
楽データを読み出す読み出し行程と、前記記憶されている複数の音楽データの中から再生
すべき音楽データを選曲する場合に、当該再生すべき音楽データの選曲の基準となる検索
キーを設定する設定行程と、前記記憶されている各音楽データ毎に、当該音楽データに含
まれる印象語の少なくとも出現頻度を検出する検出行程と、前記記憶されている各音楽デ
ータが、設定された検索キーに合致するか否かを示す判定情報を取得する判定情報取得行
程と、前記取得された判定情報と前記検出された各音楽データの印象語とに基づいて前記
設定された検索キーと前記検出される印象語の相関値を算出するとともに、当該算出され
た相関値に基づいて前記設定された検索キーにおける各音楽データに含まれる印象語の出
現頻度を算出する出現頻度算出行程と、前記設定された検索キーと前記算出された各音楽
データにおける印象語の出現頻度とに基づいて当該設定された検索キーに合致する音楽デ
ータを前記記憶されている音楽データの中から選曲する選曲行程と、を含む構成を有して
いる。
【００１２】
また、請求項１３に記載の音楽データの選曲プログラムの発明は、コンピュータを、複数
の音楽データが記憶されている記憶手段または複数の音楽データが記憶されている記憶媒
体の何れか一方から当該音楽データを読み出す読み出し手段、前記記憶されている複数の
音楽データの中から再生すべき音楽データを選曲する場合に、当該再生すべき音楽データ
の選曲の基準となる検索キーを設定する設定手段、前記記憶されている各音楽データ毎に
、当該音楽データに含まれる印象語の少なくとも出現頻度を検出する検出手段、前記検出
された各音楽データに含まれる印象語の出現頻度に基づいて前記記憶されている複数の音
楽データにおける前記検出される印象語の総出現頻度を算出するとともに、当該算出した
印象語の総出現頻度に基づいて各音楽データに含まれる印象語の出現頻度を補正する出現
頻度算出手段、前記設定された検索キーと前記算出された各音楽データにおける印象語の
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出現頻度とに基づいて当該設定された検索キーに合致する音楽データを前記記憶されてい
る音楽データの中から選曲する選曲手段、として機能させる構成を有している。
【００１３】
また、請求項１４に記載の音楽データの選曲プログラムの発明は、コンピュータを、複数
の音楽データが記憶されている記憶手段または複数の音楽データが記憶されている記憶媒
体の何れか一方から当該音楽データを読み出す読み出し手段、前記記憶されている複数の
音楽データの中から再生すべき音楽データを選曲する場合に、当該再生すべき音楽データ
の選曲の基準となる検索キーを設定する設定手段、前記記憶されている各音楽データ毎に
、当該音楽データに含まれる印象語の少なくとも出現頻度を検出する検出手段、前記記憶
されている各音楽データが、設定された検索キーに合致するか否かを示す判定情報を取得
する判定情報取得手段、前記取得された判定情報と前記検出された各音楽データの印象語
とに基づいて前記設定された検索キーと前記検出される印象語の相関値を算出するととも
に、当該算出された相関値に基づいて前記設定された検索キーにおける各音楽データに含
まれる印象語の出現頻度を算出する出現頻度算出手段、前記設定された検索キーと前記算
出された各音楽データにおける印象語の出現頻度とに基づいて当該設定された検索キーに
合致する音楽データを前記記憶されている音楽データの中から選曲する選曲手段、として
機能させる構成を有している。
【００１４】
【発明の実施の形態】
次に、本願に好適な実施の形態について、図面に基づいて説明する。
【００１５】
なお、車両などの移動体に搭載され、光ディスクプレーヤまたはハードディスクに記憶さ
れる音楽データを再生する車載用電子機器に適用した場合の実施形態である。
【００１６】
まず、図１を用いて本実施形態における車載用電子機器の全体の構成および概要動作につ
いて説明する。
【００１７】
なお、図１は本願に係る車載用電子機器の概要構成を示すブロック図である。
【００１８】
本実施形態の車載用電子機器１００は、図１に示すように、当該車載用電子機器１００が
搭載されている車両のナビゲーションを行うナビゲーション部１１０と、地図データおよ
び音楽データなどのデータが記憶されている光ディスク３００から各種データを読み出す
光ディスクドライブ１２０と、地図データおよび音楽データの各種データを格納しておく
データ格納部１３０と、音楽データのデータ解析を行い、各音楽データにおける印象語の
リストを生成するデータ解析部１４０と、検索キーであるキーワードに合致する音楽デー
タを判定し、キーワード再生を行う際に用いる再生リストを生成するデータ判定部１５０
と、ユーザが各設定を行う操作部１６０と、ユーザの音声を集音するマイクロホン１７０
と、マイクロホン１７０によって集音された音声からシステムに指示された命令を認識す
る音声認識回路１８０と、地図データ等を表示するとともに当該車載用電子機器１００の
設定状況および動作状況を表示する表示部１９０と、バッファメモリ２００を用いて表示
部１９０を制御する表示制御部２１０と、音楽データを再生する音声処理回路２２０と、
音声処理回路２２０によって処理された音楽データを拡声するスピーカ２３０と、システ
ム全体を制御するシステム制御部２４０と、ＲＯＭ／ＲＡＭ２５０と、により構成され、
システム制御部２４０と各部は、バス２６０により接続されている。
【００１９】
なお、例えば、本実施形態の光ディスクドライブ１２０は、本発明の読み出し手段を構成
し、本実施形態のデータ格納部１３０は、本発明の記憶手段を構成する。
【００２０】
また、例えば、本実施形態のデータ解析部１４０は、本発明の検出手段および出現頻度算
出手段を構成し、本実施形態のデータ判定部１５０は、本発明の出現頻度算出手段および
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選曲手段を構成する。
【００２１】
さらに、例えば、本実施形態の操作部１６０、音声認識回路１８０およびシステム制御部
２４０は、本発明の設定手段を構成する。
【００２２】
ナビゲーション部１１０は、当該車載用電子機器１００が搭載される車両の現在位置の取
得、走行速度、進行方向など経路誘導を行うための各種データを検出するようになってお
り、検出した各種データに基づいて経路誘導に関する各部を制御するようになっている。
【００２３】
例えば、ナビゲーション部１１０は、ＧＰＳ（ Global　 Positioning　 System）データを
受信するＧＰＳ受信部、車両の走行速度などの走行データを検出するセンサ部、および経
路誘導の管理を行う経路誘導管理部などによって構成され、経路誘導管理部は、システム
制御部２４０を介して各部を制御するようになっている。
【００２４】
光ディスクドライブ１２０は、ＤＶＤまたはＣＤなどの光ディスク３００を着脱自在に格
納する格納部と各光ディスク３００の再生を行う読み取りドライブとを有し、各光ディス
ク３００に予め記憶されている道路地図等の地図データおよびその他の走行案内に必要な
情報（以下、地図データ等という。）を読み出すようになっている。
【００２５】
また、光ディスクドライブ１２０は、音声や映像などのコンテンツデータその他のデータ
（以下、コンテンツデータ等という。）が記憶されているＤＶＤまたはＣＤなどの光ディ
スク３００も再生できるようになっており、特に、本実施形態では、光ディスクドライブ
１２０は、音楽データが記憶されている光ディスク３００を再生し、当該再生された音楽
データをシステム制御部２４０を介して音声処理回路２２０または表示制御部２１０に出
力するようになっている。
【００２６】
データ格納部１３０は、例えば、ハードディスク（ Hard Disc）によって構成されるよう
になっており、光ディスクドライブ１２０と同様に、予め記憶されている地図データ等を
読み出すとともに、読み出した地図データ等をシステム制御部２４０に出力するようにな
っている。
【００２７】
また、データ格納部１３０には、記憶されているコンテンツデータ等を再生するようにな
っており、特に、本実施形態では、記憶された音楽データが再生され、当該再生された音
楽データをシステム制御部２４０を介して音声処理回路２２０または表示制御部２１０に
出力するようになっている。
【００２８】
データ解析部１４０は、データ格納部１３０に格納された音楽データ、または、光ディス
ク３００に記憶されている音楽データに対して、ユーザが設定したキーワードに基づいて
格納されている音楽データの再生（以下、キーワード再生という。）を行うために、当該
音楽データに含まれる歌詞データのデータ解析を行うようになっており、解析結果をＲＯ
Ｍ／ＲＡＭ２５０に格納させるようになっている。
【００２９】
このキーワード再生とは、ユーザが音楽データを再生するにあたり聴取を希望する音楽デ
ータの雰囲気をキーワードにより特定し、このキーワードに基づいて当該音楽再生装置が
格納されたまたは記憶されている音楽データを選曲して再生することをいう。例えば、本
実施形態では、「心暖まる曲」、「スカッとする曲」、「ノリのよい曲」、または、「気
分が落ち着く曲」などユーザの感覚を表現するキーワードが設定されるようになっており
、このキーワードの設定は、操作部１６０または音声認識回路１８０を介して設定される
ようになっている。
【００３０】

10

20

30

40

50

(8) JP 3892410 B2 2007.3.14



なお、この検索キーとなるキーワードは、操作部１６０または音声認識回路１８０を介し
て後から追加するようにしてもよい。
【００３１】
また、デジタルカメラの写真などのイメージデータを検索キーとして当該キーワード音声
と同様に、音楽データの再生を行うようにしてもよい。
【００３２】
例えば、イメージデータを検索キーに用いる場合には、本ナビゲーション装置は、イメー
ジデータを入力する入力部またはイメージデータを受信する通信部を設け、当該入力部ま
たは通信部を介して入力されたイメージに基づいて当該再生を行うようになる。
【００３３】
データ解析部１４０は、具体的には、各音楽データ毎に当該音楽データに含まれる歌詞デ
ータに対してシソーラス解析を行うようになっており、このシソーラス解析を行った解析
結果を、解析データとして、システム制御部２４０を介してＲＯＭ／ＲＡＭ２５０に格納
させるようになっている。
【００３４】
なお、本実施形態におけるデータ解析部１４０の構成およびその動作の詳細については、
後述する。
【００３５】
データ判定部１５０は、キーワード再生を行う際に、ＲＯＭ／ＲＡＭ２５０に格納された
解析データに基づいて、データ格納部１３０に格納された音楽データ、または、光ディス
ク３００に記憶されている音楽データから当該ユーザが設定したキーワードに合致する音
楽データを検出し、合致した音楽データのリスト（以下、再生リストという。）をシステ
ム制御部２４０に出力するようになっている。
【００３６】
具体的には、データ判定部１５０は、キーワード再生時に設定されるべきキーワードに基
づいて一定の音楽データ数をユーザに判定させ、その判定させた音楽データにおける各印
象語と設定されるべきキーワードとの相関値を算出するとともに、この算出された相関値
に基づいて、設定されたキーワードにおける選択範囲に属する各音楽データの得点を算出
するようになっており、算出された各音楽データの得点に基づいて再生を希望する選択範
囲に属する当該各音楽データの再生リストを生成し、当該生成した再生リストをシステム
制御部２４０に出力するようになっている。
【００３７】
なお、この音楽データが属する選択範囲とは、後述する操作部１６０によってキーワード
再生を行う際に、光ディスク３００またはデータ格納部１３０に記憶されている音楽デー
タのうち、ユーザが再生を希望する音楽データの選択範囲をいう。例えば、データ格納部
１３０に格納されている音楽データのみ、または光ディスク３００に記憶されている音楽
データのみなど、ユーザが操作部１６０を介して設定する再生を希望する音楽データの選
択範囲をいう。
【００３８】
また、本実施形態におけるデータ判定部１５０の構成およびその動作の詳細については、
後述する。
【００３９】
操作部１６０は、各種確認ボタン及び数字キー等の多数のキーを含むリモートコントロー
ル装置等により構成されており、ナビゲーションの設定、音楽情報の再生停止指示などの
運転者の命令を入力するために用いられるようになっている。
【００４０】
特に、操作部１６０は、キーワード再生を行う場合に、上述の音楽データの選択範囲を設
定するとともに、キーワード再生を行うときのキーワードを設定することができるように
なっている。
【００４１】
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音声認識回路１８０には、マイクロホン１７０に入力されたユーザから発生された発話音
声等が入力されるようになっており、例えば、当該音声認識回路１８０は、音楽データ再
生の操作コマンドとして入力された発話音声を解析し、解析結果をシステム制御部２４０
に出力するようになっている。
【００４２】
表示部１９０は、例えば、ＣＲＴまたは液晶表示素子によって構成され、表示制御部２１
０の制御にしたがって地図データ等を種々の態様で表示するとともに、これに重畳して自
車位置などの経路案内に必要な各種状態を表示するようになっている。
【００４３】
また、表示部１９０は、地図データ等以外のコンテンツ情報等を表示するとともに、特に
、音楽データの再生を行う場合に、予め設定された画面を表示するようになっており、表
示制御部２１０を介し、システム制御部２４０の指示に基づいて所定の画面を表示するよ
うになっている。
【００４４】
表示制御部２１０には、システム制御部２４０を介して入力された地図データ等または所
定の画面データが入力されるようになっており、表示制御部２１０は、このシステム制御
部２４０の指示に基づいて上述のような表示部１９０に表示すべき表示データを生成し、
バッファメモリ２００に一時的に保存しつつ、所定のタイミングでバッファメモリ２００
から表示データを読み出して表示部１９０に表示出力するようになっている。
【００４５】
音声処理回路２２０は、システム制御部２４０の指示に基づいて音楽データまたは所定の
データから音声信号を生成し、生成した音声信号を、スピーカ２３０を介して拡声するよ
うになっている。
【００４６】
システム制御部２４０は、ＧＰＳ受信ポート、キー入力ポート、表示制御ポート等の各種
入出力ポートを含み、車載用電子機器１００の全般的な機能を総括的に制御するようにな
っている。
【００４７】
具体的には、このシステム制御部２４０は、経路誘導、音楽データ再生およびこれらの表
示出力・音声出力など全体の動作を制御するようになっており、ＲＯＭ／ＲＡＭ２５０に
格納される制御プログラムを読み出して各処理を実行するとともに、当該ＲＯＭ／ＲＡＭ
２５０に処理中のデータを一時的に保持することによって経路誘導のための制御を行うよ
うになっている。
【００４８】
特に、このシステム制御部２４０は、データ格納部１３０に格納された音楽データまたは
光ディスクドライブ１２０に格納された光ディスク３００に記憶されている音楽データに
基づいてキーワード再生を行う場合に、データ解析部１４０、データ判定部１５０など各
部を制御して選曲された音楽データを、音声処理回路２２０およびスピーカ２３０を介し
て、外部に拡声するようになっている。なお、本実施形態におけるキーワード再生の動作
については、後述する。
【００４９】
ＲＯＭ／ＲＡＭ２５０には、解析結果の解析データとキーワード再生時に用いられる各印
象語毎の相関値データとの各データが格納されており、解析データとしては、各音楽デー
タの記憶されているＩＤとその印象語の出現頻度が格納されるとともに、相関値データと
しては、後述するように、各キーワード毎に各印象語における算出された相関値データが
格納されている。
【００５０】
次に、図２を用いて、音楽データのデータ解析を行い、各音楽データにおける印象語のリ
ストを生成するデータ解析部１４０、および、キーワードに合致する音楽データを判定し
、キーワード再生を行う際に用いる再生リストを生成するデータ判定部１５０について説
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明する。
【００５１】
なお、図２は本願に係る車載用電子機器１００におけるデータ解析部１４０およびデータ
判定部１５０の構成を示すブロック図である。
【００５２】
データ解析部１４０は、データ解析を行う音楽データを取得する第１データ取得部１４１
と、取得した音楽データに含まれる歌詞データに基づいて当該音楽データの形態素解析を
行う形態素解析部１４２と、形態素解析部１４２によって解析された音楽データにおける
印象語のリストを生成する印象語リスト生成部１４３と、から構成されており、各部はシ
ステム制御部２４０によって制御されるようになっている。
【００５３】
なお、例えば、本実施形態の形態素解析部１４２は、本発明の頻度算出手段を構成し、本
実施形態の印象語リスト生成部１４３は、本発明の総出現頻度算出手段、情報量算出手段
および頻度算出手段を構成する。
【００５４】
第１データ取得部１４１は、システム制御部２４０の指示に基づいて、予め当該音楽デー
タが格納されたデータ格納部１３０から、または、光ディスクドライブ１２０に格納され
た光ディスク３００から、データ解析を行う音楽データを、各音楽データ毎に読み出し、
読み出した各音楽データを形態素解析部１４２に出力するようになっている。
【００５５】
具体的には、第１データ取得部１４１は、キーワード再生の指示が操作部１６０を介して
システム制御部２４０に入力されたときに、当該操作部１６０によって設定された音楽デ
ータの選択範囲に基づいて、当該選択範囲に属する音楽データをデータ格納部１３０また
は光ディスク３００から１曲ずつ読み出し、当該読み出した音楽データを形態素解析部１
４２に出力するようになっている。
【００５６】
形態素解析部１４２には、第１データ取得部１４１によって取得された音楽データが入力
されるようになっており、この形態素解析部１４２は、入力された音楽データに含まれる
歌詞データに対して形態素解析を行い、解析した歌詞データを特徴量化して当該特徴量を
印象語リスト生成部１４３に出力するようになっている。
【００５７】
具体的には、この形態素解析部１４２は、歌詞データに含まれる「夢」、「永遠」などの
歌詞の内容を表す重要な単語（以下、印象語という。）を抽出してシソーラス解析を行う
とともに、当該シソーラス解析を行うことによって音楽データにおける印象語の出現頻度
を検出するようになっており、抽出された印象語とその出現頻度を印象語リストとして印
象語リスト生成部１４３に出力するようになっている。
【００５８】
通常、歌詞データには多くの印象語が存在していることから、単純に歌詞データに含まれ
る各々の印象語における出現頻度の解析を行うとすると、大多数の印象語とそれに対する
出現頻度を検出する必要があるため、その解析結果の利用を容易に行うことができない。
すなわち、検出される印象語が数多くなると、各印象語とキーワードを結びつけるデータ
処理も煩雑となるので、解析結果を容易に行うことができない。そこで、本実施形態では
、形態素解析を行う場合には、歌詞データに含まれる印象語を検出したのち、各印象語毎
に関連する単語（以下、同義語という。）をシソーラス辞書データを用いて纏め、この検
出した同義語を１の印象語の出現頻度に含めるというシソーラス解析を行うことにより、
容易に解析結果を利用させるようになっている。
【００５９】
例えば、本実施形態のシソーラス解析では、形態素解析部１４２は、歌詞データに含まれ
る「刹那さ」という印象語を検出する場合に、その同義語を示す「ため息」、「痛み」ま
たは「孤独」といった印象語も「刹那さ」の印象語として検出するようになっており、こ
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の検出した同義語の出現頻度を印象語の「刹那さ」の出現頻度に含めて印象語リスト生成
部１４３に出力するようになっている。
【００６０】
なお、本実施形態では、形態素解析部１４２は、シソーラス解析を行うことによって、原
則的には、一定数の印象語、すなわち、印象語群（シソーラス群）に集約されるようにな
っており、この集約された印象語群とその出現頻度を印象語リスト生成部１４３に出力す
るようになっている。
【００６１】
また、本実施形態では、この印象語群を示すシソーラス辞書データは、予め図示しない内
部のメモリに格納されており、予め操作部１６０を介して印象語またはその同義語の設定
を行うことができるようになっている。
【００６２】
印象語リスト生成部１４３には、印象語とその数量である特徴量が入力されるようになっ
ており、この印象語リスト生成部１４３は、選択範囲における各音楽データ毎に、入力さ
れた印象語とその出現頻度に基づいて当該印象語の出現頻度を算出するとともに、一定の
補正を行うようになっており、補正された各音楽データにおける印象語とその数量のリス
ト（以下、単に、印象語リストという。）を生成して、当該補正された印象語リストを、
システム制御部２４０を介してＲＯＭ／ＲＡＭ２５０に格納させるようになっている。
【００６３】
具体的には、本実施形態では、印象語リスト生成部１４３は、エントロピーの手法を用い
て各印象語における出現頻度を算出するようになっており、この算出された出現頻度に基
づいて各音楽データにおける各印象語の出現頻度を補正するようになっている。
【００６４】
なお、本実施形態におけるエントロピーを用いた印象語の出現頻度の補正処理（以下、補
正処理という。）の詳細については、後述する。
【００６５】
また、データ判定部１５０は、キーワード再生時に設定されるべきキーワードに基づいて
一定数の音楽データを判定するキーワード判定部１５１と、判定された各音楽データの解
析データをＲＯＭ／ＲＡＭ２５０から取得する第２データ取得部１５２と、取得された解
析データに基づいて設定されたキーワードに対する各印象語の相関値を算出する相関値算
出部１５３と、キーワード再生を行う際に算出された相関値に基づいて選択範囲に属する
各音楽データの得点を算出する得点算出部１５４と、算出された各音楽データの得点に基
づいてキーワード再生を行う際に当該キーワードに合致する音楽データの再生リストを生
成する再生リスト生成部１５５と、を備えている。
【００６６】
なお、例えば、本実施形態のキーワード判定部１５１は、本発明の判定情報取得手段を構
成し、本実施形態の相関値算出部１５３は、本発明の、総出現頻度算出手段、標準偏差算
出手段、相関値算出手段、頻度算出手段および正規化手段を構成する。
【００６７】
また、例えば、本実施形態の得点算出部１５４および再生リスト生成部１５５は、本発明
の頻度算出手段および選曲手段を構成する。
【００６８】
キーワード判定部１５１には、キーワード再生が実行されるときのキーワードが入力され
るようになっており、キーワード判定部１５１は、この入力されたキーワードを内部に格
納しておくようになっている。
【００６９】
また、このキーワード判定部１５１は、キーワード再生を行う際に、一定数の音楽データ
に対して、キーワード再生時に設定されるべきキーワードに合致するか否かの判定をユー
ザに行わせるようになっており、その判定結果と判定を行なった際のキーワードを第２デ
ータ取得部１５２に出力するようになっている。
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【００７０】
例えば、キーワードが「心温まる」という場合に、キーワード判定部１５１は、当該キー
ワードに合致する曲または合致しない曲が一定数判断されるまで当該判定を行うようにな
っており、キーワードに合致する曲または合致しない曲の何れか一方が一定数になった場
合に、その判定結果を第２データ取得部１５２に出力するようになっている。
【００７１】
なお、本実施形態では、基本的には、各キーワードに対して合致する曲あるいは合致しな
い曲の少なくともどちらか一方が１０曲以上になるまで音楽データの判定を行わせるよう
になっている。
【００７２】
また、既に、各キーワードに対して合致する曲または合致しない曲が一定数判定されてい
る場合には、新たにキーワード判定される毎に、常に、１０曲分の最新の音楽データを、
第２データ取得部１５２を介して相関値算出部１５３に出力するようになっており、この
とき、合致する音楽データ群および合致しない音楽データ群のうち１０曲に満たない方は
、相関値算出部１５３には出力されないようになっている。
【００７３】
さらに、本実施形態では、各キーワードに対して合致するかしないかの判定に関しては、
キーワード再生時以外に音楽データを再生する際に、ユーザが選曲した音楽データに対し
て当該音楽データの再生終了後にユーザに判定を促してもよいし、キーワード再生時に、
またはキーワード再生中に、システム制御部２４０を介して操作部１６０、音声認識回路
１８０、表示部１９０および音声処理回路２２０を制御して判定を行わせるようにしても
よい。
【００７４】
またさらに、キーワード判定部１５１は、音楽データの再生時に、１曲全て再生した音楽
データを、キーワードに合致した音楽データと判断するとともに、当該音楽データの再生
をスキップ動作などによって中断または中止した場合には、キーワードに合致しない音楽
データと判断するようにしてもよい。
【００７５】
第２データ取得部１５２は、キーワードデータ判定部１５０において判定された音楽デー
タ、すなわち、判定結果に含まれる音楽データにおける印象語リストのデータをＲＯＭ／
ＲＡＭ２５０から取得するようになっており、取得した各音楽データの印象語リストのデ
ータを相関値算出部１５３および得点算出部１５４に出力するようになっている。
【００７６】
相関値算出部１５３には、各音楽データにおける印象語リストが入力されるようになって
おり、この相関値算出部１５３は、入力された各音楽データの印象語リストに対して正規
化する処理（以下、正規化処理という。）を行うとともに、当該正規化した各印象語リス
トのキーワードにおける相関値を算出し、この算出した相関値を得点算出部１５４または
ＲＯＭ／ＲＡＭ２５０に出力するようになっている。
【００７７】
また、この相関値算出部１５３は、キーワード判定部１５１において新たな音楽データが
判定される毎に、第２データ取得部１５２を介して出力された音楽データに対して相関値
を算出するようになっており、常に、キーワード判定部１５１において判定された最新の
音楽データに基づいてキーワードにおける各印象語の相関値を算出し、この算出した相関
値を相関値データとして得点算出部１５４またはＲＯＭ／ＲＡＭ２５０に出力するように
なっている。
【００７８】
なお、本実施形態では、相関値算出部１５３は、各キーワード毎に、かつ、印象語毎に相
関値データを出力し、または、格納させるようになっている。
【００７９】
また、本実施形態における印象語リストに基づく正規化処理、および、キーワードの各印
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象語における相関値の算出処理（以下、単に、相関値算出処理という。）の詳細について
は、後述する。
【００８０】
得点算出部１５４には、ＲＯＭ／ＲＡＭ２５０または相関値算出部１５３から出力された
キーワード再生時に設定されるべきキーワードの各印象語における各相関値データ、およ
び、第２データ取得部１５２によって取得された各音楽データの印象語リストのデータが
入力されるようになっている。
【００８１】
この得点算出部１５４は、入力された各印象語の各相関値と、入力された各音楽データの
印象語リストと、に基づいて選択範囲に属する各音楽データの得点を算出するようになっ
ており、当該算出したキーワードにおける各音楽データの得点のデータ（以下、得点デー
タという。）を再生リスト生成部１５５に出力するようになっている。
【００８２】
具体的には、この得点算出部１５４は、各音楽データ毎に、当該音楽データの各印象語の
出現頻度に、キーワードにおける各印象語の相関値を乗算するとともに、当該相関値が乗
算された各印象語を加算することによって得点データを生成するようになっている。なお
、この得点算出部１５４における得点データの詳細については、後述する。
【００８３】
また、得点算出部１５４は、操作部１６０によって選択された選択範囲に属する各音楽デ
ータについて得点を算出するようになっており、当該算出された各音楽データの得点デー
タを再生リスト生成部１５５に出力するようになっている。
【００８４】
再生リスト生成部１５５には、選択範囲に属する各音楽データにおける得点データが入力
されるようになっており、当該入力された得点データに基づいて設定されたキーワードに
合致する音楽データの再生リストを生成し、生成した再生リストをシステム制御部２４０
に出力するようになっている。
【００８５】
具体的には、再生リスト生成部１５５は、選択範囲に属する各音楽データにおける得点デ
ータの得点順に再生リストを生成するが、予め定められた得点以下の音楽データを、キー
ワードに合致しない音楽データとして当該再生リストから削除するようにしてもよい。
【００８６】
このように、本実施形態では、キーワード毎に各印象語における相関値を算出するととも
に、当該算出した各印象語の相関値に基づいてキーワードに合致する音楽データの再生リ
ストを生成するようになっており、この再生リストに基づいて音楽データが選曲されるよ
うになっている。
【００８７】
なお、本実施形態では、システム制御部が、この再生リストに基づいて各部を制御し、キ
ーワード再生を行うようになっている。
【００８８】
次に、図３を用いて本実施形態における印象語リスト生成部１４３の補正処理について説
明する。
【００８９】
なお、図３は、本実施形態における印象語リスト生成部１４３の補正処理を説明するため
の図である。
【００９０】
ユーザの感性に合致した音楽を再生させるキーワード再生は、設定されたキーワードと各
音楽データにおける印象語の出現頻度に基づいて実行されるようになっている。このため
、キーワード再生を的確に行うには、各音楽データにおける印象語の出現頻度を的確に検
出する必要がある。
【００９１】
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従来、音楽データに含まれる歌詞データに基づいて、印象語のシソーラス解析が行なわれ
るようになっており、各音楽データ毎に印象語（シソーラス群）毎にその出現頻度を検出
するようになっている。
【００９２】
例えば、図３に示すように、ａ、ｂ、およびｃの印象語によってｍ曲のシソーラス解析を
行った場合には、１曲目の音楽データでは、ａ 1個のａの印象語、ｂ 1個のｂの印象語、ｃ

1個のｃの印象語が検出されるようになっている。
【００９３】
しかしながら、このままの検出結果に基づいてキーワード再生を行う場合には、各印象語
毎の出現頻度の調整がされていないため、的確なキーワード再生を行うことができないこ
ととなる。
【００９４】
すなわち、キーワード再生は、印象語の出現頻度に基づいてユーザの感性に合致した音楽
データを選曲するようになっているため、全音楽データにおいて出現頻度が高い印象語が
存在すると、全体的に出現頻度が低い印象語が選曲時に考慮されなくなり、出現頻度の高
い印象語に基づいて偏った選曲が行われてしまう。
【００９５】
例えば、通常、音楽データには、「恋愛」について歌った歌詞が多く、具体的には、音楽
データに含まれる歌詞データには「恋愛」に関する印象語が多く存在するので、「恋愛」
についての印象語の出現頻度が多くなるが、当該「恋愛」の印象語が数多く出現したとし
ても当該印象語は音楽データの特徴的性質を表す情報量として必ずしも大きいとは言えな
い。
【００９６】
その一方、出現頻度が少ない「運命」などの印象語は、基本的には音楽データの特徴的性
質を表すが、単純に検出された出現頻度によって音楽データを選曲する場合には、出現頻
度が少ない印象語は選曲に関しては考慮されなくなるので、ユーザの感性に合致した音楽
データが選曲されないこととなる。
【００９７】
そこで、本実施形態では、エントロピーの手法を用いて各印象語における情報量を算出す
るようになっており、この算出された情報量に基づいて各音楽データにおける各印象語の
出現頻度を補正するようになっている。
【００９８】
通常、出現確率の少ない印象語は、その印象語が含まれる音楽データにとっては、予測で
きにくい情報であると考えられるため、その印象語が有する情報量は多くなる。また、出
現確率の高い印象語は、その印象語が含まれる音楽データにとっては、情報量が少なくな
る。したがって、本実施形態では、各音楽データの印象語毎にエントロピーを算出し、算
出されたエントロピーに基づいて当該各印象語の出現頻度に重み付けをし、各印象語にお
ける音楽データにおける情報量に基づいて当該印象語の出現頻度を算出するようになって
いる。
【００９９】
具体的には、印象リスト生成部は、設定された範囲の音楽データ、すなわち、形態素解析
部１４２において形態素解析された全ての音楽データの総出現頻度Ｌを、（式１）を用い
て算出するようになっており、算出された総出現頻度Ｌに基づいて（式２）に示すように
、各印象語（シソーラス群）の出現確率Ｐを算出するようになっている。
【０１００】
【数１】
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【数２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１０１】
なお、ここでは、印象語ａ、ｂ、およびｃについて総出現頻度Ｌを算出するようになって
おり、ａ、ｂおよびｃは、各音楽データにおいて検出された印象語を示し、Ｐ（ａ）、Ｐ
（ｂ）、およびＰ（ｃ）は、印象語ａ、ｂ、およびｃの音楽データ全体から見た出現頻度
を示す。また、ｍは音楽データ数を示す。
【０１０２】
また、印象語リスト生成部１４３は、各印象語の出現確率Ｐに基づいて当該各印象語にお
けるエントロピーＨを（式３）によって算出し、当該各印象語におけるエントロピーＨに
よって各音楽データにおける各印象語の出現頻度の補正値を、（式４）を用いて算出する
ようになっている。
【０１０３】
【数３】
　
　
　
　
　
　
【数４】
　
　
　
　
　
　
【０１０４】
なお、ωは、定数を示し、α j、β jおよびγ jはそれぞれ各音楽データにおける各印象語
ａ、ｂ、およびｃの補正された出現頻度を示す。
【０１０５】
本実施形態では、このように各音楽データにおける印象語の出現頻度を補正するようにな
っており、この補正された各音楽データにおける印象語の出現頻度に基づいてデータ判定
を行うようになっている。
【０１０６】
次に、図４を用いて本実施形態の相関値算出部１５３における正規化処理および相関値算
出処理について説明する。
【０１０７】
なお、図４は、本実施形態の相関値算出部１５３における正規化処理を説明するための図
である。
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【０１０８】
相関値算出部１５３は、上述のように、入力された各音楽データの印象語リストに対して
正規化処理を行うとともに、当該正規化した各印象語リストのキーワードにおける相関値
を算出する相関値算出処理を行うようになっている。
【０１０９】
通常、印象語リストは、上述のように、各音楽データ毎に算出されるようになっているた
め、歌詞データのデータ量、すなわち、歌詞の長さは考慮されていない。したがって、歌
詞の短い音楽データに比べ、歌詞の長いデータは、印象語における出現頻度が多くなるの
で、上述のように印象語に基づいてキーワードに合致する音楽データを判定する場合に、
的確に音楽データを判定することができない。
【０１１０】
そこで、本実施形態では、歌詞データにおけるデータ量の異同を解消するために、各音楽
データにおける印象語の出現頻度に対して正規化処理を行うようになっており、この正規
化処理された各音楽データにおける印象語の出現頻度に基づいて以下のように相関値処理
を行うようになっている。
【０１１１】
具体的には、本実施形態では、相関値算出部１５３は、キーワードに合致するとユーザに
よって判定された音楽データ群（以下、単に、合致した音楽データ群という。）およびキ
ーワードに合致しないとユーザによって判定された音楽データ群（以下、単に、合致しな
い音楽データ群という。）毎に、１曲ずつ各印象語の出現頻度に対して、各１曲ずつの印
象語の統出現頻度で除算し、各音楽データの各々の印象語の出現頻度を用いて正規化する
ようになっている。
【０１１２】
例えば、情報量が補正された後の各音楽データの印象語の出現頻度α j、β j、およびγ j

に対して合致した音楽データ群の正規化処理を行う場合には、図４に示すように、（式５
）を用いて各音楽データの印象語の出現補正値Ａ j、Ｂ j、およびＣ jを算出するようにな
っている。
【０１１３】
【数５】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１１４】
また、本実施形態では、相関値算出部１５３は、この正規化処理された出現補正値に対し
て、（式６）、（式７）に示すように、合致した最新Ｐ曲分（本実施形態の場合には、例
えば１０曲分）の音楽データの各印象語の出現補正値の総和Ｓ 1、合致した最新Ｐ曲分の
各印象語毎に算出された平均偏差の値に比例した値Ｓ 2、および、合致しない全音楽デー
タの各印象語の出現補正値の総和Ｓ 3、合致しない最新Ｐ曲分の各印象語毎に算出された
平均偏差の値に比例した値Ｓ 4を算出するようになっており、（式８）に示すように、こ
れらの各値の総和を算出することによって各印象語毎にキーワードにおける相関値を算出
するようになっている。
【０１１５】
【数６】
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【数７】
　
　
　
　
　
　
【数８】
　
　
　
　
　
　
【０１１６】
なお、Ｓ（ａ）、Ｓ（ｂ）、およびＳ（ｃ）は、印象語ａ、ｂ、およびｃのキーワードに
対する相関値を示し、Ｍｄｅｖ（ａ）、（ｂ）および（ｃ）は、各印象語ａ、ｂ、および
ｃの前記補正後の平均偏差を示す。また、ａｖｅ（Ａ）、（Ｂ）および（Ｃ）は、出現補
正値Ａ j、Ｂ j、およびＣ jにおける平均出現値である。
【０１１７】
また、本実施形態の相関値算出部１５３は、上述のように、キーワード判定部１５１にお
いて新たな音楽データが判定される毎に、第２データ取得部１５２を介して出力された音
楽データに対して相関値を算出するようになっており、常に、キーワード判定部１５１に
おいて判定された最新の音楽データに基づいてキーワードにおける各印象語の相関値を算
出するようになっている。
【０１１８】
さらに、正に相関がある場合、すなわち、平均が０．５以上（印象語の値が「０」、「１
」の２値の場合）で且つ偏差が小さい場合は、相関値Ｓ 2およびＳ 4は、正の値をとり、負
に相関がある場合、すなわち、平均が０．５以下で且つ偏差が小さい場合は、相関値Ｓ 2

およびＳ 4は、負の値をとる。
【０１１９】
以上のように、本実施形態では、相関値算出部１５３は、各相関値を算出されるようにな
っており、得点算出部１５４は、この各相関値から得点データを算出するようになってい
る。
【０１２０】
具体的には、この得点算出部１５４は、（式９）に示すように、各音楽データ毎に、当該
音楽データの各印象語の出現頻度に対して情報量の補正と正規化処理を施したＡｊ、Ｂｊ
およびＣｊ（Ｊ＝１、２、３・・・ｍ）に、キーワードにおける各印象語の相関値を乗算
するとともに、当該相関値が乗算された各印象語を加算することによって得点データＴを
生成するようになっている。
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【０１２１】
【数９】
　
　
　
【０１２２】
次に、図５を用いて本実施形態におけるキーワード再生の動作について説明する。
【０１２３】
なお、図５は、本実施形態のキーワード再生の動作を示すフローチャートである。
【０１２４】
また、本実施形態では、キーワード再生を行う際に、補正処理、正規化処理および相関値
算出処理を行うものとする。
【０１２５】
まず、ユーザによってキーワード再生を行う旨の指示が操作部１６０を介してシステム制
御部２４０に登録されると、システム制御部２４０は、設定された音楽データを各音楽デ
ータ毎に読み出させるとともに、当該読み出した音楽データに対してシソーラス解析を行
わせ、印象語リストを生成する（ステップＳ１１）。
【０１２６】
具体的には、システム制御部２４０は、第１データ取得部１４１に、データ格納部１３０
および光ディスクドライブ１２０に格納された光ディスク３００から予め設定された音楽
データを各音楽データ毎に読み出させるとともに、形態素解析部１４２に、各読み出した
音楽データ毎に、シソーラス解析を行わせ、印象語リスト生成部１４３に、読み出した音
楽データとシソーラス解析によって検出された印象語の出現頻度とに基づいて印象語リス
トを生成させる。
【０１２７】
なお、形態素解析１４２は、新しく曲が追加されたことを判断した場合には、随時、この
処理（ステップＳ１１）を行う。
【０１２８】
次いで、システム制御部２４０は、表示部１９０またはスピーカ２３０を介してユーザに
キーワード再生の基準となるキーワードの入力を促す告知を行い、当該キーワードが設定
され登録された場合に、このキーワードをキーワード判定部１５１に格納させるとともに
（ステップＳ１２）、登録されたキーワードが以前に使用されたものであるか否かを判定
する（ステップＳ１３）。
【０１２９】
具体的には、システム制御部２４０は、ＲＯＭ／ＲＡＭ２５０を検索し、当該キーワード
における相関値データの有無を判断するようになっている。すなわち、当該キーワードの
相関値データがＲＯＭ／ＲＡＭ２５０に格納されている場合には、以前に使用された学習
済みのキーワードであると判断する。
【０１３０】
なお、本処理において、システム制御部２４０は、キーワードの設定とともに、キーワー
ド再生を行う再生範囲を設定させるようにしてもよい。例えば、データ格納部１３０内に
記憶されている音楽データのみ、または、光ディスクドライブ１２０に記憶されている光
ディスク３００に記憶されている音楽データのみ、キーワード再生の選択対象にさせるよ
う設定するようにしてもよい。
【０１３１】
システム制御部２４０が登録されたキーワードが初めて登録されたキーワードである場合
には、システム制御部２４０は、予め設定された音楽データ、または、ランダムに選曲し
た音楽データの再生リストを生成する（ステップＳ１４）。
【０１３２】
一方、システム制御部２４０が登録されたキーワードが以前に使用され、学習済みのキー
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ワードであると判断した場合には、システム制御部２４０は、ＲＯＭ／ＲＡＭ２５０から
当該登録されたキーワードにおける各印象語の相関値データを読み出し、得点算出部１５
４に各音楽データの得点を算出させる（ステップＳ１５）。
【０１３３】
具体的には、得点算出部１５４は、ＲＯＭ／ＲＡＭ２５０からデータ格納部１３０または
光ディスク３００に記憶されている各音楽データの解析データを取得するとともに、設定
されたキーワードにおける相関値データを取得し、各音楽データ毎に、当該解析データと
相関値データに基づいて、上述のように当該各音楽データの得点を算出する。
【０１３４】
なお、得点算出部１５４は、予め設定された音楽データの再生範囲、または、キーワード
が登録される際に設定された音楽データの選択範囲内に存在する音楽データにおける得点
を算出する。
【０１３５】
また、得点算出部１５４は、後から音楽データが追加された場合には、追加した音楽デー
タの解析データを取得することも可能である。
【０１３６】
次いで、システム制御部２４０は、再生リスト生成部１５５に、得点算出部１５４によっ
て算出された各音楽データの得点に基づいて、設定されたキーワードに合致する再生リス
トを生成し、生成した再生リストを、表示部１９０またはスピーカ２３０を介してユーザ
に告知する（ステップＳ１６）。
【０１３７】
具体的には、再生リスト生成部１５５は、得点の高い順に再生リストを生成する。
【０１３８】
なお、再生リスト生成部１５５は、予め設定された一定の特定に達しない音楽データを削
除し、再生リストに加えないようにしてもよい。
【０１３９】
次いで、システム制御部２４０は、再生リストに基づいて音楽データの再生を開始し、音
声処理部およびスピーカ２３０を介して再生リストにしたがって、音楽データ毎に拡声を
行う（ステップＳ１７）。
【０１４０】
なお、システム制御部２４０は、再生リストの上位からまたはユーザによる選択に基づい
て音楽データを再生するようになっている。
【０１４１】
また、システム制御部２４０は、算出された得点に基づいて、意図的に再生リストを変更
してもよい。例えば、再生リストの１０番目にある音楽データから順に、９番目の音楽デ
ータ、８番目の音楽データというように、再生リストの下位の音楽データから順に、上位
の音楽データを再生するようにしてもよい。
【０１４２】
この場合、再生リストにおける音楽データ再生の再生順は、キーワード再生を行う際、ま
たは、当該キーワード再生が行っている際に、例えば、操作部１６０または音声認識回路
１８０を介して設定されるようになる。
【０１４３】
次いで、システム制御部２４０は、音楽データの再生中またはその再生後に、データ判定
部１５０を介して、ユーザに当該再生された音楽データがキーワードに合致する音楽デー
タであるか否かを判断させ（ステップＳ１８）、その音楽データの識別番号（ＩＤ： Iden
tification number）をデータ判定部１５０の内部に格納する（ステップＳ１９、Ｓ２０
）。
【０１４４】
具体的には、システム制御部２４０は、データ判定部１５０を介してキーワードに合致す
る音楽データ群であるか当該音楽データに合致しない音楽データ群であるかを判断させ、
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これらの音楽データ群毎にその音楽データの識別番号（ＩＤ）をデータ判定部１５０の内
部に格納する。
【０１４５】
次いで、システム制御部２４０は、データ判定部１５０に予め定められたデータ数の音楽
データが判定されたか否かを判断させ（ステップＳ２１、Ｓ２２）、データ判定部１５０
が、予め定められたデータ数の音楽データの判定が行われていないと判断すると、すなわ
ち、予め定められた音楽データ数が、内部のメモリに格納されていないと判断すると、シ
ステム制御部２４０は、再生リストに基づいて音楽データを再生するため、ステップＳ１
７に移行する。
【０１４６】
一方、データ判定部１５０が、予め定められたデータ数の音楽データの判定が行われたと
判断すると、すなわち、予め定められたデータ数の音楽データが、内部のメモリに格納さ
れていると判断すると、システム制御部２４０は、相関値算出部１５３に当該設定された
キーワードの各印象語における相関値を算出させる（ステップＳ２３）。
【０１４７】
具体的には、システム制御部２４０は、相関値算出部１５３に、ＲＯＭ／ＲＡＭ２５０か
ら取得した当該音楽データの解析データを取得させ、当該音楽データの解析データに対し
て、上述のように正規化処理および相関値算出処理を行なわさせる。
【０１４８】
なお、本処理で算出された相関値を相関値データとして設定されたキーワードに関連付け
てＲＯＭ／ＲＡＭ２５０に格納し、既に当該キーワードにおける相関値データが有る場合
には、そのデータに上書きして格納する。
【０１４９】
次いで、システム制御部２４０は、表示部１９０またはスピーカ２３０を介してユーザに
新たな相関値データに基づいて再生リストを再生成するか否かの判断を促す告知を行い（
ステップＳ２４）、ユーザが再生リストの再生成を選択する旨を登録した場合には、すな
わち、システム制御部２４０に再生リストの再生成を行う旨の指示が登録された場合には
、システム制御部２４０は、ステップＳ１５に移行する。
【０１５０】
一方、ユーザが再生リストの再生成を選択しない旨を登録した場合には、すなわち、シス
テム制御部２４０に再生リストの再生成を行なわない旨の指示が登録された場合には、シ
ステム制御部２４０は、表示部１９０またはスピーカ２３０を介してユーザに別のキーワ
ードによってキーワード再生を行うか否かの判断を促す告知を行い（ステップＳ２５）、
ユーザが別のキーワードによってキーワード再生を行う旨を登録した場合には、すなわち
、システム制御部２４０に別のキーワードによってキーワード再生を行う旨の指示が登録
された場合には、システム制御部２４０は、ステップＳ１２に移行する。
【０１５１】
一方、ユーザが別のキーワードによってキーワード再生を行なわない旨を登録した場合に
は、すなわち、システム制御部２４０に別のキーワードによってキーワード再生を行なわ
ない旨の指示が登録された場合には、システム制御部２４０は、本動作を終了させる。
【０１５２】
このように、本実施形態では、キーワード再生を行うようになっており、本動作を繰り返
すことによって、キーワードに高い相関があるとユーザが判断する印象語によって音楽デ
ータを選曲することができるようになっている。
【０１５３】
以上本実施形態によれば、複数の音楽データが記憶されているデータ格納部１３０と、複
数の音楽データが記憶されている光ディスク３００から当該音楽データを読み出す光ディ
スクドライブ１２０と、記憶されている複数の音楽データの中から再生すべき音楽データ
を選曲する場合に、当該再生すべき音楽データの選曲の基準となるキーワードを設定する
操作部１６０、音声認識回路１８０およびシステム制御部２４０と、記憶されている各音
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楽データ毎に、当該音楽データに含まれる印象語の少なくとも出現頻度を検出するデータ
解析部１４０と、検出された各音楽データに含まれる印象語の出現頻度に基づいて記憶さ
れている複数の音楽データにおける検出される印象語の総出現頻度を算出するとともに、
当該算出した印象語の総出現頻度に基づいて各音楽データに含まれる印象語の出現頻度を
補正するデータ解析部１４０と、設定されたキーワードと算出された各音楽データにおけ
る印象語の出現頻度とに基づいて当該設定されたキーワードに合致する音楽データを記憶
されている音楽データの中から選曲するデータ判定部１５０と、を備える構成を有してい
る。
【０１５４】
この構成により、本実施形態では、記憶されている各音楽データ毎に、当該音楽データに
含まれる印象語の出現頻度が検出されるとともに、検出された各音楽データに含まれる印
象語の出現頻度に基づいて記憶されている複数の音楽データにおける検出される印象語の
総出現頻度が算出され、当該算出した印象語の総出現頻度に基づいて各音楽データに含ま
れる印象語の出現頻度が算出される。
【０１５５】
通常、数百曲～数千曲の音楽データがデータ格納部１３０や記録媒体に記憶されている場
合には、ユーザはその曲数の中から容易に自己が希望する音楽データを選択することがで
きない。
【０１５６】
したがって、本実施形態では、キーワードを設定することによって、ユーザが聴取を希望
する音楽データを選択する際に、正確に算出された印象語の出現頻度に基づいて選択する
ことができるので、ユーザが聴取を希望する音楽データを容易に選択することができると
ともに、設定されたキーワードに合致した音楽データを的確に再生することができる。
【０１５７】
また、本実施形態では、データ解析部１４０が、検出された各音楽データに含まれる印象
語の出現頻度に基づいて記憶されている複数の音楽データにおける検出される印象語の総
出現頻度を算出するとともに算出された総出現頻度に基づいて検出される印象語の情報量
を算出する印象語リスト生成部１４３と、算出された印象語の情報量に基づいて総出現頻
度に対する印象語の出現頻度を算出し、当該算出頻度を補正する印象語リスト生成部１４
３および形態素解析部１４２とから構成される。
【０１５８】
この構成により、本実施形態では、検出された各音楽データに含まれる印象語の出現頻度
に基づいて記憶されている複数の音楽データにおける検出される印象語の総出現頻度が算
出され、算出された総出現頻度に基づいて検出される印象語の情報量が算出されるととも
に、算出された印象語の情報量に基づいて総出現頻度に対する当該印象語の出現頻度が算
出されるので、音楽データに含まれる印象語の情報量に基づいて設定されたキーワードに
おける音楽データを再生することができる。
【０１５９】
したがって、記憶されている音楽データ全体において出現頻度が高い印象語を考慮せず、
かつ、記憶されている音楽データ全体において出現頻度が少ない印象語を考慮することが
できるので、ユーザが聴取を希望する音楽データを容易に選択することができるとともに
、設定されたキーワードに合致した音楽データを的確に再生することができる。
【０１６０】
また、本実施形態では、印象語リスト生成部１４３が、記憶されている複数の音楽データ
における検出される印象語の総出現頻度に基づいて当該印象語の出現確率を算出するとと
もに、当該算出された印象語における出現確率に基づいて検出される印象語の情報量を算
出する構成を有している。
【０１６１】
この構成により、本実施形態では、記憶されている複数の音楽データの印象語の総出現頻
度における出現確率を算出することができるので、正確な印象語の出現頻度を算出するこ
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とができ、設定されたキーワードに合致した音楽データを的確に再生することができる。
【０１６２】
また、本実施形態では、印象語リスト生成部１４３が、検出される印象語の出現確率に基
づいて算出する当該検出される印象語の情報量をエントロピーとして算出する構成を有し
ている。
【０１６３】
この構成により、本実施形態では、検出される印象語の出現確率に基づいて算出する当該
検出される印象語の情報量をエントロピーとして算出することができるので、個人毎に微
妙に異なる感性の違いを表す印象語の出現頻度を強調し、かつ、特徴付けすることができ
、設定されたキーワードに合致した音楽データを的確に再生することができる。
【０１６４】
また、本実施形態では、データ解析部１４０が、予め設定された印象語に基づいてシソー
ラス解析を行い、当該シソーラス解析によって各音楽データにおける印象語の出現頻度を
検出する構成を有している。
【０１６５】
この構成により、本実施形態では、予め設定された印象語に基づいてシソーラス解析が行
なわれ、当該シソーラス解析によって各音楽データにおける印象語の出現頻度が検出され
る。
【０１６６】
通常、歌詞データには多くの印象語が存在していることから、単純に音楽データに含まれ
る各々の印象語における出現頻度の解析を行うとすると、大多数の印象語とそれに対する
出現頻度を検出する必要があるため、その解析結果の利用を容易に行うことができない。
すなわち、検出される印象語が数多くなると、各印象語とキーワードを結びつけるデータ
処理も煩雑となるので、解析結果を容易に行うことができないので、シソーラス解析を行
うことによって容易に解析結果を利用することができ、かつ、正確な印象語の出現頻度を
算出することができる。
【０１６７】
したがって、ユーザが聴取を希望する音楽データを容易に選択することができるとともに
、設定されたキーワードに合致した音楽データを的確に再生することができる。
【０１６８】
また、本実施形態では、複数の音楽データが記憶されているデータ格納部１３０と、複数
の音楽データが記憶されている光ディスク３００から当該音楽データを読み出す光ディス
クドライブ１２０と、記憶されている複数の音楽データの中から再生すべき音楽データを
選曲する場合に、当該再生すべき音楽データの選曲の基準となるキーワードを設定する操
作部１６０、音声認識回路１８０およびシステム制御部２４０と、記憶されている各音楽
データ毎に、当該音楽データに含まれる印象語の少なくとも出現頻度を検出するデータ解
析部１４０と、記憶されている各音楽データが、設定されたキーワードに合致するか否か
を示す判定情報を取得するキーワード判定部１５１と、取得された判定情報と検出された
各音楽データの印象語とに基づいて設定されたキーワードと検出される印象語の相関値を
算出するとともに、当該算出された相関値に基づいて設定されたキーワードにおける各音
楽データに含まれる印象語の出現頻度を算出し、設定されたキーワードと算出された各音
楽データにおける印象語の出現頻度とに基づいて当該設定されたキーワードに合致する音
楽データを記憶されている音楽データの中から選曲するデータ判定部１５０と、を備える
構成を有している。
【０１６９】
この構成により、本実施形態では、記憶されている各音楽データが、設定されたキーワー
ドに合致するか否かを示す判定情報と、各音楽データの印象語と、に基づいて設定された
キーワードと検出される印象語の相関値が算出されるとともに、当該算出された相関値に
基づいて設定されたキーワードにおける各音楽データに含まれる印象語の出現頻度が算出
され、設定されたキーワードと算出された各音楽データにおける印象語の出現頻度とに基
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づいて当該設定されたキーワードに合致する音楽データが選曲される。
【０１７０】
通常、キーワードとそのキーワードを捉える感覚は、個人毎に異なるので、ユーザが異な
れば、同一のキーワードによって選択される音楽データも異なる。
【０１７１】
したがって、本実施形態では、的確にキーワードと音楽データにおける相関値を算出する
ことができるので、キーワードを設定すれば、ユーザの感覚に的確に合致する音楽データ
を設定することができる。この結果、ユーザが聴取を希望する音楽データを容易に選択す
ることができ、設定されたキーワードに合致した音楽データをユーザ毎に的確に再生する
ことができる。
【０１７２】
データ判定手段１５０が、再生リストが生成された音楽データに対して、当該選曲された
音楽データが設定されたキーワードに合致するか否かを示す判定情報を取得し、当該取得
された判定情報に基づいて相関値を算出して設定されたキーワードにおける各音楽データ
に含まれる印象語の出現頻度を算出するとともに、設定されたキーワードと算出された各
音楽データにおける印象語の出現頻度とに基づいて当該設定されたキーワードに合致する
音楽データを記憶されている音楽データの中から選曲する構成を有している。
【０１７３】
この構成により、再生リストが生成された音楽データに対して判定情報が取得され、当該
取得された判定情報に基づいて相関値が算出されてキーワードにおける各音楽データに含
まれる印象語の出現頻度が算出されるとともに、キーワードと算出された各音楽データに
おける印象語の出現頻度とに基づいて当該設定されたキーワードに合致する音楽データが
記憶されている音楽データの中から選曲される。
【０１７４】
したがって、キーワードに合致する音楽データをさらに合致するか否か判断することがで
きるので、キーワードに高い相関があるとユーザが判断する印象語によって音楽データを
選曲することができるので、ユーザが聴取を希望する音楽データを容易に選択することが
でき、設定されたキーワードに合致した音楽データをユーザ毎に的確に再生することがで
きる。
【０１７５】
また、本実施形態では、記憶されている音楽データのうち、少なくとも予め定められたデ
ータ数の音楽データが、キーワードによって再生すべき音楽データとして選択されている
場合に、データ判定部１５０が、取得された判定情報に基づいて選択された複数の音楽デ
ータにおける検出される印象語の総出現頻度を算出し、総出現頻度が算出された検出され
る印象語における平均偏差を算出するとともに、少なくとも算出された総出現頻度および
平均偏差に基づいてキーワードと検出される印象語との相関値を算出する相関値算出部１
５３と、当該算出された相関値に基づいて設定されたキーワードにおける各音楽データに
含まれる検出される印象語の出現頻度を算出する得点算出部１５４と、から構成される。
【０１７６】
この構成により、本実施形態では、取得された判定情報に基づいて選択された複数の音楽
データにおける検出される印象語の総出現頻度と、総出現頻度が算出された印象語におけ
る平均偏差に基づいてキーワードと当該印象語との相関値が算出されるとともに、当該算
出された相関値に基づいて設定されたキーワードにおける各音楽データに含まれる検出さ
れる印象語の出現頻度を算出する。
【０１７７】
したがって、本実施形態では、的確にキーワードと音楽データにおける相関値を算出する
ことができるので、キーワードを設定すれば、ユーザの感覚に的確に合致する音楽データ
を設定することができるとともに、ユーザが聴取を希望する音楽データを容易に選択する
ことができる。この結果、設定されたキーワードに合致した音楽データをユーザ毎に的確
に再生することができる。
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【０１７８】
また、本実施形態では、キーワード判定部１５１によってキーワードに合致する音楽デー
タ群とそれに合致しない音楽データ群の情報が取得される場合に、相関値算出部１５３が
、前記キーワードに合致する音楽データ群とそれに合致しない音楽データ群の各音楽デー
タ群毎に総出現頻度および平均偏差を算出する構成を有している。
【０１７９】
この構成により、本実施形態では、相関値算出部１５３が、前記キーワードに合致する音
楽データ群とそれに合致しない音楽データ群の各音楽データ群毎に総出現頻度および平均
偏差を算出する。
【０１８０】
したがって、本実施形態では、的確にキーワードと音楽データにおける相関値を算出する
ことができるので、キーワードを設定すれば、ユーザの感覚に的確に合致する音楽データ
を設定することができるとともに、ユーザが聴取を希望する音楽データを容易に選択する
ことができる。この結果、設定されたキーワードに合致した音楽データをユーザ毎に的確
に再生することができる。
【０１８１】
また、本実施形態では、相関値算出部１５３が検出された音楽データに含まれる印象語の
出現頻度を正規化するとともに、正規化された印象語の出現頻度に基づいてキーワードと
印象語の相関値を算出する構成を有している。
【０１８２】
この構成により、本実施形態では、相関値算出部１５３が検出された音楽データに含まれ
る印象語の出現頻度を正規化するとともに、正規化された印象語の出現頻度に基づいてキ
ーワードと印象語の相関値を算出する。
【０１８３】
したがって、本実施形態では、的確にキーワードと音楽データにおける相関値を算出する
ことができるので、キーワードを設定すれば、ユーザの感覚に的確に合致する音楽データ
を設定することができるとともに、ユーザが聴取を希望する音楽データを容易に選択する
ことができる。この結果、設定されたキーワードに合致した音楽データをユーザ毎に的確
に再生することができる。
【０１８４】
なお、本実施形態では、ユーザが設定したキーワードに基づいてキーワード再生を行うよ
うになっているが、ユーザの心拍数などの生体情報を取得して当該生体情報に基づいて、
再生すべき音楽データの検索キーを決定することによって再生を行うようにしてもよい。
【０１８５】
また、当該ナビゲーション装置１００から得られる車速などの走行情報その他の情報に基
づいて検索キーを決定し、再生を行うようにしてもよい。
【０１８６】
また、本実施形態では、エントロピーの手法を用いて各印象語における出現頻度を算出し
、この算出された出現頻度に基づいて各音楽データにおける各印象語の出現頻度を補正す
るようになっているが、統計処理を用いることによって当該出現頻度を補正するようにし
てもよい。
【０１８７】
この場合、全音楽データにおける各印象語の総合計を算出し、その算出された総合計の値
から平均値に基づいて標準偏差（σ）および分散（σ 2）を求め、予め設定された閾値に
基づいて各印象語の情報量を判定し、当該判定された情報量に基づいて補正量を決定して
各音楽データにおける印象語の出現頻度を補正するようにしてもよい。
【０１８８】
また、本実施形態では、キーワード判定部１５１において、各キーワードに対して合致す
る曲または合致しない曲の何れか一方が１０曲以上になるまで当該音楽データの判定を行
わせるようにしているが、１０曲に限らず、それ以上またはそれ以下の曲数によって音楽
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データの判定を行うようにさせてもよい。
【０１８９】
この場合には、例えば、操作部１６０を介してユーザに判定に必要な曲数を設定させるよ
うになる。
【０１９０】
また、本実施形態では、キーワード判定部１５１において判定された最新の１０曲分にお
いて、選択範囲に属する音楽データの得点を算出するようになっているが、この最新１０
曲分において算出された得点と過去に算出された得点とに基づいて音楽データの得点を算
出するようにしてもよい。
【０１９１】
例えば、現在設定されている得点と、過去一定数回の得点との平均を算出し、当該平均値
を音楽データの得点とするようにしてもよい。このように得点を算出することにより、過
去のユーザの感情が反映された音楽データの再生リストを生成することができる。
【０１９２】
また、本実施形態のキーワード再生では、当該キーワード再生時に補正処理、正規化処理
および相関値算出処理を行うようになっているが、キーワード再生を行う前に補正処理、
正規化処理および相関値算出処理をそれぞれ行うようにしてもよい。
【０１９３】
また、本実施形態では、補正処理、正規化処理および相関値算出処理を実行しながら、キ
ーワード再生をおこなっているが、勿論、一度、任意のキーワードにおいてキーワード再
生が行われれば、当該キーワードにおける相関値データが算出されるので、単に、当該相
関値データを用いて、キーワード再生を行うようにしてもよい。
【０１９４】
また、本実施形態では、上述の車載用電子機器１００によって、キーワード再生を行うよ
うになっているが、音楽データを記憶する記録媒体とその再生装置、または、音楽データ
を格納するデータ格納部１３０を有する音楽データ再生装置にコンピュータおよび情報記
録媒体を備え、この情報記録媒体に上述のキーワード再生動作を行うプログラムを格納し
、このコンピュータで当該プログラムを読み込むことによって上述と同様のキーワード再
生動作を行うようにしてもよい。
【０１９５】
また、本実施形態では、キーワードに基づいてキーワード再生を行うようになっているが
、キーワードに限らず、イメージデータその他のデータに基づいて検索キーを設定し、当
該検索キーに基づいて上述の再生を行うナビゲーション装置その他の音楽データ再生装置
に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本願に係る車載用電子機器の概要構成を示すブロック図である。
【図２】本願に係る車載用電子機器におけるデータ解析部およびデータ判定部の構成を示
すブロック図である。
【図３】一実施形態における印象語リスト生成部の補正処理を説明するための図である。
【図４】一実施形態の相関値算出部における正規化処理を説明するための図である。
【図５】一実施形態のキーワード再生の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１００　…　車載用電子機器
１２０　…　光ディスクドライブ
１３０　…　データ格納部
１４０　…　データ解析部
１４２　…　形態素解析部
１４３　…　印象語リスト生成部
１５０　…　データ判定部
１５１　…　キーワード判定部
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１５３　…　相関値算出部
１５４　…　得点算出部
１５５　…　再生リスト生成部
１６０　…　操作部
１８０　…　音声認識回路
１９０　…　表示部
２２０　…　音声処理回路
２４０　…　システム制御部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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