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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステム上でオーディオ、ビデオ、又はマル
チメディアコンテンツ項目に対するスコア情報に基づいて、再生される項目を確率的に選
択することに関連して、前記項目に対するユーザからの反応指示を受信する段階と、
　前記ユーザが、該ユーザの好みを示す明示的又は暗示的な前記反応、又はその両方の前
記反応を示すことができる段階と、
　前記暗示的な反応の承認を表示する段階と
を含み、
　前記ユーザが、ユーザの明示的反応の受信以外の機能のために指定されたユーザインタ
ーフェースを操作することによって、前記項目に対する前記反応を暗示的に示すことがで
き、
　前記ユーザインターフェースの制御部が、ユーザインターフェースからの指示に基づい
て、再生すべき対象を、現在再生中の項目から、他の項目に移すことを制御する送り制御
部であることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ユーザが、明示的反応を受信するように指定されたユーザインターフェースを操作
することによって、前記項目に対する前記反応を示すことができることを特徴とする請求
項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記反応が、前記項目に対して密接な関係を有することを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項４】
　前記システムは、記憶されたオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目
及び全ての項目に対するスコア情報を記憶している大容量記憶媒体を含むことを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記反応を示す情報が、前記記憶媒体上の各項目のスコアを含むことを特徴とする請求
項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記反応を示す情報が、ユーザプリセットに関連づけされることを特徴とする請求項４
に記載の方法。
【請求項７】
　前記記憶媒体が、前記項目の特徴を識別するメタデータを格納することを特徴とする請
求項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記記憶媒体が、可搬型ハードディスクを備えることを特徴とする請求項４に記載の方
法。
【請求項９】
　利用可能なオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目本体からユーザに
対してオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目の再生に対するユーザか
らの反応情報を受信する段階と、
　前記本体中の前記項目の各々に対して、前記項目が再生のために選択されることになる
確率を自動的に更新する段階と、
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ユーザを識別する段階と、
　オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目を前記項目の確率に基づいて
決定された順番で前記ユーザに対し再生する段階と、
を含むことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ユーザが自動的に識別されることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ユーザが生体測定で識別されることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ユーザが、音声認識、指紋、又は眼の特徴に基づいて識別されることを特徴とする
請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ユーザが、該ユーザの行動に応じて識別されることを特徴とする請求項１０に記載
の方法。
【請求項１５】
　前記更新された確率に基づいて再生項目を選択する段階を含むことを特徴とする請求項
９に記載の方法。
【請求項１６】
　前記反応情報が、前記ユーザが前記項目を好きか嫌いかに関する明示的な情報を含むこ
とを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１７】
　前記反応情報が、前記ユーザが前記項目を好きか嫌いかに関する暗示的な情報を含むこ
とを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１８】
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　更新された確率の組合せに基づいて再生するための項目を選択する段階と、
　前記コンテンツ項目間の関係を示すパラメータと、
を含むことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１９】
　前記反応指示は再生中の項目に対して任意の２つ以上の否定的反応の程度を含み、
　次の項目に進める段階と、
　前記ユーザが表明した前記否定的反応の程度を後ほど利用するために記憶する段階と、
を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記次の項目が、前記オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツの再生され
た項目に対して以前に前記ユーザが示した反応に基づいて、前記オーディオ、ビデオ、又
はマルチメディアシステムによって選択されることを特徴とする請求項１９に記載の方法
。
【請求項２１】
　前記否定的反応の程度の１つが、明示的に表明されることを特徴とする請求項１９に記
載の方法。
【請求項２２】
　前記否定的反応の程度の１つが、暗示的に表明されることを特徴とする請求項１９に記
載の方法。
【請求項２３】
　前記否定的反応の程度の１つが、否定的反応に対応する手動入力装置を行使することに
よって表明されることを特徴とする請求項１９に記載の方法。
【請求項２４】
　前記否定的反応の程度の１つが、反応の指示以外の目的のシステム作動を制御するのに
関連する手動入力装置を行使することによって表明されることを特徴とする請求項１９に
記載の方法。
【請求項２５】
　オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目の再生時に、ユーザからの再
生中の項目に対する反応に関連する情報を受信する段階と、
　その後、更新された確率及びユーザからの反応情報の両方に基づいて選択された別の項
目を再生する段階と、
を含むことを特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項２６】
　前記項目に割り当てられている確率分布を記憶する段階と、
　前記ユーザに対して再生される項目を前記確率分布に基づいて選択する段階と、
　前記再生項目に対してユーザが示した前記反応に基づいて前記確率分布を動的に変更す
る段階と、
を含むことを特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項２７】
　前記オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステム上で自動的に再生された項目に
関する履歴を管理する段階と、
　利用可能な前記オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目本体に属する
項目に関するスコアを管理する段階と、
　再生項目の前記履歴を反映させるために前記スコアを更新する段階と、
　前記スコアに基づいて、再生される項目を確率的に選択する段階と、
を含むことを特徴とする請求項９記載の方法。
【請求項２８】
　前記更新段階が、最近再生された項目の前記スコアにペナルティを科す段階を含むこと
を特徴とする請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
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　前記更新段階が、前記スコアにペナルティが科せられる範囲を時間の経過とともに低減
する段階を含むことを特徴とする請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　前記スコアが、前記再生項目の履歴に加えて別のファクタが組み込まれていることを特
徴とする請求項２７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ユーザの反応に基づく項目の選択に関する。
【０００２】
【従来技術】
　例えば、コンパクトディスク上の音楽トラックである項目に関して、特定のＣＤ再生装
置では、ユーザはトラックの再生順番をプログラムすることによって自身の好みを示すこ
とができるようになっている。ＣＤ再生装置は、１つのトラックが終了するとプログラム
された順番に基づいて次のトラックを選択する。
　特定の音楽再生装置及びソフトウエアでは、ユーザはジャズ等の音楽の種類に関する好
みを示すことができ、装置又はソフトウエアは、選択された種類の音楽項目を再生する。
【０００３】
　１つの提案されたシステムでは、ユーザによるスコア情報に基づいて、次に再生すべき
トラックを選択する。１つのシステムは、ユーザが好みを示すことができるように、承認
／拒絶インターフェースを備える。別のシステムは、承認／拒絶インターフェース上で聴
取者が示す好みに基づいて、再生される音楽項目を選択する。特定のシステムは、音楽の
種類の好みを示すユーザの質問に対する回答に基づいて音楽項目が選択され再生される自
動再生リスト機能を備える。少なくとも１つのオンライン売買業者は、ユーザが購入した
音楽に基づいてユーザの好みを推論する。
【０００４】
　別の例では、選択される項目は、ソフトウエアアプリケーションの機能、又はソフトウ
エアアプリケーションによって使用されるファイルである。ユーザは、その機能又はファ
イルを使用して好みを示す。例えば、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｏｒｄでは、アプリケーシ
ョンが最近使用したファイルを、ドロップダウンメニューの最近使用されたファイルリス
トに表示するために選択し、最近使用した機能（例えば、アウトライン機能）だけをユー
ザが呼び出せるようにドロップダウンメニューに表示するように選択する。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明は、ユーザの好みに適したオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ
項目の再生を可能にすることを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　全体として１つの態様において、本発明は、車両用オーディオシステムを制御するため
のユーザインターフェースを準備する段階と、車両の走行状態に応じて少なくとも１つの
機能の利用可能性を変更する段階とを含む方法であって、ユーザインターフェースは、オ
ーディオシステムの操作に関連する情報を送信及び／又は受信する利用可能な機能を顕示
することを特徴とする方法である。
【０００７】
　本発明の実施形態は、以下の機能の１つ又はそれ以上を含むことができる。利用可能な
機能は、オーディオシステムの操作に関連する情報を送受信する。オーディオシステムの
操作は、ユーザの反応に基づいて再生されるオーディオ項目の選択を含む。ユーザインタ
ーフェース機能は、ユーザがオーディオ項目に関する自身の反応を示す手段を含む。車両
走行中には停止時よりも少ない機能しか利用できない。本機能は、再生されるオーディオ
項目に対するユーザの反応に関連するサブ機能を含み、車両走行中には停止時よりも少な
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いユーザ反応サブ機能が提供される。ユーザの反応に関連するサブ機能は、オーディオ項
目に対する好意的又は好意的でない反応レベルを指示する段階と、再生されるオーディオ
項目を決定するために、反応の指示を使用するソフトウエアの設定を制御する段階とを含
む。本機能は、車両走行中でない場合に、オーディオシステムの設定状態をユーザに対し
て表示することを含む。本機能は、再生中のオーディオ項目をユーザが好きか嫌いかに関
する情報を受信することを含む。ユーザインターフェースは、少なくとも１つの音声認識
及び音声合成システムを含む。
【０００８】
　全体として別の態様において、本発明は、車両内にオーディオシステムを備え、オーデ
ィオシステムが、該オーディオシステムの操作に関連する情報を送信及び／又は受信する
ための入力装置及び／又は出力装置を含むユーザインターフェースを有し、送信及び／又
は受信される情報レベルは、車両の走行状態に応じて変更されることを特徴とする装置で
ある。
【０００９】
　本発明の実施形態は、以下の特徴の１つ又はそれ以上を含むことができる。ユーザイン
ターフェースは、情報の送信及び受信を行う入力装置及び出力装置を含む。オーディオシ
ステムは、ユーザインターフェースを介して示されたユーザの反応に基づいて、再生され
るオーディオ項目を選択するためのセレクタを有する。ユーザインターフェースは、ユー
ザがオーディオ項目に対する自身の反応を示す手段を含む。車両走行中は、停止時よりも
少ない情報しか利用できない。情報レベルは、オーディオ項目に対する好意的又は好意的
でない反応の指示を含む。情報レベルは、車両が走行していない場合、オーディオシステ
ムの設定状態を含む。ユーザインターフェースは、少なくとも１つの音声認識及び音声合
成システムを含む。
【００１０】
　全体として別の態様において、本発明は、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシ
ステム用の手動操作可能なユーザ制御セットを含む装置を特徴とし、本セットは、ユーザ
が再生中のオーディオ、ビデオ、又はマルチメディア項目に対する反応を示すための少な
くとも１つの送り制御部及び少なくとも１つの反応制御部を含み、反応制御部及び送り制
御部は、手を動かすことなく人間の指でアクセスできる空間に集められている。
【００１１】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含む。制御セットは、少なくと
も２つの送り制御部を有し、各々の送り制御部によりユーザは１つのオーディオ、ビデオ
、又はマルチメディア項目から別の項目に切り替えることができる。制御セットは、ユー
ザが再生されている項目のコンテンツに対して別個の反応を示すことがきるように、少な
くとも２つの反応制御部を含む。制御セットは、厳密に２つの反応制御部を含み、ユーザ
は、再生中の項目に対して好意的又は好意的でない反応を示すことができる。本セットは
手動押しボタンを有する。反応制御部の１つは、再生中の項目に対して肯定的な反応を示
すための制御部を有する。反応制御部の１つは、再生中の項目に対して否定的な反応を示
すための制御部を有する。送り制御部の１つは、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディ
アシステムが新しい項目を再生すべきことを指示するための早送り制御部を含む。送り制
御部の１つは、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムがコンテンツの以前の
項目を再生すべきことを指示するための巻き戻し制御部を含む。対向配置された２つの反
応制御部及び対向配置された２つの送り制御部が存在する。２つの反応制御部をつなぐラ
インは、２つの送り制御部をつなぐラインと直交する。２つの反応制御部は垂直方向に配
置され、２つの送り制御部は水平方向に配置される。それぞれ肯定的反応及び否定的反応
を示すための２つの反応制御部が存在し、２つの反応制御部は、それぞれ肯定的及び否定
的な人間の反応に対応する触感を提供するように構成されている。肯定的反応制御部は、
否定的反応制御部よりも大きい。肯定的反応制御部は、否定的反応制御部の上側に配置さ
れている。全ての制御部は円形ボタンを備える。
【００１２】
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　全体として別の態様において、本発明は、クラスタ部に４つの押しボタンを含み、４つ
のボタンの中で、２つのボタンの一方は他方のボタンの上側に配置され、ユーザがオーデ
ィオ、ビデオ、又はマルチメディア項目に対して肯定的又は否定的反応を示すことができ
、残りの２つのボタンは横並びに配置され、ユーザがオーディオ、ビデオ、又はマルチメ
ディアコンテンツの次の項目又は以前の項目を次に再生すべきことを示すことができる装
置を特徴とする。
【００１３】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含む。ボタンは円形である。上
側の反応ボタンは下側の反応ボタンよりも大きい。上側の反応ボタンは窪んだ形状であり
、下側の反応ボタンは隆起した形状である。４つのボタンは、手全体を動かすことなく指
を動かすだけで届くように集中的に配置されている。クラスタ部の周囲は円形である。支
持部は、クラスタ部を車両ハンドルに支持する。
【００１４】
　全体として別の態様において、本発明は、再生されているオーディオ、ビデオ、又はマ
ルチメディアコンテンツ項目に対して、ユーザがそれぞれ別個の反応を示すことができる
少なくとも２つの制御部を含み、２つの制御部がユーザに対して異なる触感を与えるよう
になっている装置を特徴とする。触感の差異としては制御部の大きさを挙げることができ
る。触感の差異としては２つの制御部の相対的位置を挙げることができる。触感の差異と
しては制御部の各々の表面形状を挙げることができる。また、２つの制御部は、別個の反
応を表す可視的特徴をもつ。可視的特徴としてはプラス記号及びマイナス記号を挙げるこ
とができる。可視的特徴としては承認記号及び拒否記号を挙げることができる。可視的特
徴としては「比較的好き」と「比較的嫌い」又はその同義語を挙げることができる。
【００１５】
　全体として別の態様において、本発明は、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシ
ステムによって再生されるべき、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項
目に対する反応を示す記憶プリセットと、プリセットの１つの選択を受信して、選択され
たプリセットに基づいて項目の確率的な再生順番を生成するための回路とを含む装置を特
徴とする。
【００１６】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含む。各々のプリセットは再生
項目の履歴に基づく。各々のプリセットは１人のユーザに関連づけされる。少なくとも何
人かのユーザは、それぞれ少なくとも２つのプリセットに関連づけされる。各々のプリセ
ットは、再生された項目に基づいて更新される。各々のプリセットは、ユーザが決めたよ
うに更新される。各々のプリセットは名前に関連づけされる。
【００１７】
　全体として別の態様において、（ａ）ユーザから、オーディオ、ビデオ、又はマルチメ
ディアユーザシステムによって以前に再生されたオーディオ、ビデオ、又はマルチメディ
アコンテンツ項目に対する反応を示すプリセットの中からの選択を受信する段階と、（ｂ
）選択プリセットに基づいて再生項目を選択する段階と、（ｃ）選択項目に対する反応に
基づいてプリセットを変更する段階とを含む方法を特徴とする。ユーザの選択は、ユーザ
に関連づけされたプリセットの中から行われる。ユーザの選択は、別のユーザに関連づけ
されたプリセットの中から行われる。プリセットはユーザが決めた時間に更新される。プ
リセットは新しい項目が再生されるたびに更新される。
【００１８】
　全体として別の態様において、本発明は、（ａ）ユーザがオーディオ、ビデオ、又はマ
ルチメディアコンテンツ項目の再生に関する反応情報を与えることを可能にする少なくと
も１つの制御部を含む、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムのためのユー
ザインターフェースと、（ｂ）オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムが以前
に再生した、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目に対するユーザの
反応を示す記憶プリセットとを含む装置を特徴とし、更に、反応制御部は、ユーザがオー
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ディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムによるオーディオ、ビデオ、又はマルチメ
ディアコンテンツ項目の再生に対してプリセットを適用することを可能にする追加的な機
能をもたらす。
【００１９】
　全体として別の態様において、本発明は、（ａ）ユーザが、オーディオ、ビデオ、又は
マルチメディアシステムによって再生される項目を選択するために、少なくとも２つのモ
ードのどちらかを選択することを可能にする段階と、（ｂ）一方のモードにおいて、ユー
ザによって直接選択された項目を再生し、第１の項目の後に記録媒体によって定義された
ように順番に配置された項目を再生する段階と、（ｃ）他方のモードにおいて、ユーザが
以前に示した反応に基づいて、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムによっ
て確率的に選択された項目を再生する段階と、を含む方法を特徴とする。
【００２０】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含むことができる。ユーザが別
のモードを選択でき、各項目はユーザが設定した再生リストによって決定された順番で再
生される段階を含む。ユーザが別のモードを選択でき、各項目は予め定められた項目グル
ープから再生される段階を含む。各グループは、コンパクトディスクに対応するトラック
を含む。システムは、別のモードで作動した後に自動的に一方のモードに戻る。
【００２１】
　全体として別の態様において、本発明は、（ａ）ユーザからオーディオ、ビデオ、又は
マルチメディアコンテンツ項目を再生するためのモードの選択を受信するためのユーザイ
ンターフェースと、（ｂ）ユーザインターフェースに接続され、一方のモードにおいて、
ユーザインターフェースを介してユーザが直接選択した項目、及びこの選択項目に続いて
元の記録媒体で規定された順番でもって各項目を再生するように設定されると共に、別の
モードにおいて、ユーザが以前に再生された項目に対して示した反応に基づいて確率的に
選択された項目を再生するオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムを備える装
置を特徴とする。
【００２２】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含むことができる。また、シス
テムは、ユーザが予め選択した項目だけを再生するように設定できる。
【００２３】
　全体として別の態様において、本発明は、マシンに対して、ユーザが（ａ）オーディオ
、ビデオ、又はマルチメディアシステムによって再生される項目を選択するための２つの
モードを選択し、（ｂ）一方のモードにおいてユーザによって直接選択された項目、及び
選択項目の後に、元の記録媒体によって規定されたように配置された項目を再生し、（ｃ
）別のモードにおいて、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目の以前
の再生との関連において導き出された、ユーザの記憶された反応情報に基づいて、オーデ
ィオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムによって確率的に選択された項目を再生でき
るようにさせる命令を有する記憶媒体を特徴とする。
【００２４】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含むことができる。また、命令
は、ユーザが予め選択した項目だけをマシンに再生させることもできる。
【００２５】
　全体として別の態様において、本発明は、（ａ）オーディオ、ビデオ、又はマルチメデ
ィアシステムの起動時に、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムによって決
定された順番でオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツが再生されるモード
を自動的に実行する段階を含む方法であって、順番は、オーディオ、ビデオ、又はマルチ
メディアコンテンツ項目の以前の再生との関連において導き出された記憶反応情報に基づ
いて決定されることを特徴とする。
【００２６】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含むことができる。ユーザは、
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オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムの起動後に自動的に実行されるモード
を終了させることができる。ユーザは、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステ
ムが再生する各々の項目に対して反応を示すことができ、この反応は、記憶反応情報を更
新するのに使用される。オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムの自動実行モ
ードでの作動中、ユーザは、再生される項目を直接指定でき、直接指定された項目が再生
され、直接指定された項目の再生後には自動実行モードに戻る。
【００２７】
　全体として別の態様において、本発明は、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシ
ステム上のオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目を一方の操作モード
で決定された再生項目の順番で再生する段階と、一方の操作モードが終了すると、オーデ
ィオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムを、システムにより決定された順番でもって
コンテンツ項目を自動的に再生する自動実行モードにする段階とを含み、順番が、コンテ
ンツ項目の以前の再生に対するユーザの反応との関連で導き出された記憶反応情報に基づ
いて決定される方法である。
【００２８】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含むことができる。一方の操作
モードは、ユーザが、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムによって再生さ
れるオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目を直接指定する段階を含み
、この項目は、記録媒体によって決定された順番でもって、ユーザの指定項目に従うコン
テンツに続く。一方の操作モードは、再生されるオーディオ、ビデオ、又はマルチメディ
アコンテンツの各々のユーザ指定項目を含む。
【００２９】
　全体として別の態様において、本発明は、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシ
ステムの使用セッションと関連して、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステム
のユーザを識別する段階と、システム上のオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコン
テンツ項目を、セッションに先立って再生された項目に対する識別ユーザの反応に基づい
て確率的に決定された順番で再生する段階とを含む方法を特徴とする。
【００３０】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含むことができる。ユーザは自
動的に識別される。ユーザは生体測定で識別される。ユーザは音声認識、指紋、又は眼の
特徴に基づいて識別される。ユーザはユーザの行動に応じて識別される。
【００３１】
　全体として別の態様において、本発明は、ユーザが再生中のオーディオ、ビデオ、又は
マルチメディアコンテンツ項目に対して反応を示すことを可能にする段階と、反応が否定
的な場合、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目の再生を終了して、
後ほど利用するために否定的反応を記憶する段階とを含む方法を特徴とする。
【００３２】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含むことができる。ユーザは、
否定的反応を表す制御部を手動で行使することによって反応を示すことができる。この項
目の再生の終了後に、次に再生すべき項目は、オーディオ、ビデオ、又は再生されたマル
チメディアコンテンツ項目に対する以前のユーザの反応に基づいて自動的に選択される。
【００３３】
　全体として別の態様において、本発明は、ユーザがオーディオ、ビデオ、又はマルチメ
ディアシステムを再生中の最初の項目から再生予定の次の項目へ進めることを可能にする
段階と、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムを次の項目に進め、最初の項
目に対する否定的反応の指標として後ほど利用するために、ユーザがオーディオ、ビデオ
、又はマルチメディアシステムを進めたという事項を記憶する段階とを含む方法を特徴と
する。
【００３４】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含むことができる。オーディオ
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、ビデオ、又は再生されたマルチメディアコンテンツ項目に対して以前にユーザが示した
反応に基づいて、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムによって次の項目が
選択される。ユーザがシステムを進めたという事項は、その項目本体に属するオーディオ
、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目に対する反応情報を更新するのに利用され
る。
【００３５】
　全体として別の態様において、本発明は、ユーザがオーディオ、ビデオ、又はマルチメ
ディアシステムによって再生されている項目に対して任意の２つ以上の否定的反応の程度
を表明できる段階と、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムを次の項目に進
める段階と、ユーザが表明した否定的反応の程度を後ほど利用するために記憶する段階と
を含む方法を特徴とする。
【００３６】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含むことができる。次の項目は
、再生されたオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目に対して以前にユ
ーザが示した反応に基づいて、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムによっ
て選択される。１つの否定的反応の程度は、明示的に表明される。１つの否定的反応の程
度は、暗示的に表明される。１つの否定的反応の程度は、否定的反応に対応する手動入力
装置を行使することによって表明される。１つの否定的反応の程度は、反応の指示以外の
目的のシステム作動を制御するのに関連する手動入力装置を行使することによって表明さ
れる。
【００３７】
　全体として別の態様において、本発明は、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシ
ステムで再生するためのオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目を自動
的に選択する段階と、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目の再生に
関連し、ユーザに対して再生項目が選択された根拠に関する情報を表示する段階を含む方
法を特徴とし、選択は、以前に再生されたコンテンツ項目に対してオーディオ、ビデオ、
又はマルチメディアシステムのユーザが以前に示した反応に基づくものである。
【００３８】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含むことができる。ユーザに表
示される情報は、項目が以前にユーザが示した反応と一致する範囲のインジケータを含む
。インジケータは一連のアイコンを含む。アイコンはプラス記号及びマイナス記号を含む
。
【００３９】
　全体として別の態様において、本発明は、（ａ）再生中の項目に対して累積された記憶
反応情報に応じて、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムによって再生され
るオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目を自動的に選択する段階と、
（ｂ）オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムによる項目の再生を中断する段
階と、（ｃ）所定時間後に、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムによる項
目の再生を再開する段階と、（ｄ）再開までの時間が予め定められた中断時間よりも短い
場合、中断時間までに累積された記憶反応情報に応じて、再生されるオーディオ、ビデオ
、又はマルチメディアコンテンツ項目を自動的に選択する段階を含む方法を特徴とする。
【００４０】
　全体として別の態様において、本発明は、容量が制限された大容量記憶媒体から、オー
ディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目を再生する段階と、オーディオ、ビ
デオ、又はマルチメディアコンテンツ項目を大容量記憶媒体に記憶する段階と、大容量記
憶媒体からのコンテンツ項目の再生に基づく、ユーザからの反応情報を記憶する段階と、
大容量記憶媒体が一杯になった場合に、記憶されている反応情報に基づいて、大容量記憶
媒体から削除すべきオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツを特定する段階
を含む方法を特徴とする。
【００４１】
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　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含むことができる。反応情報は
大容量記憶媒体に記憶される。大容量記憶媒体は各マシン間で可搬性である。大容量記憶
媒体に記憶されたオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目は反応情報に
基づいてスコア付けされ、その項目は別の項目のスコアに対するそのスコアに基づいて削
除されるべく特定される。
【００４２】
　全体として別の態様において、本発明は、可搬型大容量記憶媒体を含む装置を特徴とし
、大容量記憶媒体は、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツの記憶された
項目、及び大容量記憶媒体からのオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項
目の再生に基づくユーザからの反応情報を格納する。
【００４３】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含むことができる。反応情報は
記憶媒体上の各項目のスコアを含む。反応情報はユーザのプリセットに関連づけされる。
また、記憶媒体は項目の特徴を識別するメタデータを格納する。記憶媒体は可搬型ハード
ディスクを含む。
【００４４】
　全体として別の態様において、本発明は、マシンに、容量が制限された大容量記憶媒体
からのオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目を再生させ、オーディオ
、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目を大容量記憶媒体に記憶させ、大容量記憶
媒体からのオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目の再生に基づくユー
ザからの反応情報を記憶させ、大容量記憶媒体が一杯になった場合に、記憶された反応情
報に基づいて大容量記憶媒体から削除されるべきオーディオ、ビデオ、又はマルチメディ
アコンテンツ項目を特定させる命令を格納する記憶媒体を特徴とする。
【００４５】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含むことができる。反応情報は
大容量記憶媒体に記憶される。大容量記憶媒体は各マシン間で可搬性である。大容量記憶
媒体に記憶されたオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目は、反応情報
に基づいてスコア付けされ、その項目は別の項目のスコアに対するそのスコアに基づいて
削除されるべく特定される。
【００４６】
　全体として別の態様において、本発明は、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコ
ンテンツ項目を格納する記憶媒体と、以前に再生された項目に対してユーザが与えた反応
情報に応じて一連の項目を再生するための再生装置と、オーディオ、ビデオ、又はマルチ
メディアコンテンツ項目に関してユーザと対話するためのユーザインターフェースとを有
するオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムを備える装置であって、オーディ
オ、ビデオ、又はマルチメディアシステムは、ユーザインターフェースを介して、ユーザ
に購入のためのオーディオ、ビデオ、又はマルチメディア項目の編集物に関する示唆を行
うように構成されている。
【００４７】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含むことができる。編集物は、
コンパクトディスク、ＤＶＤ、カセットテープ、又はレコーダーを含む。ユーザインター
フェースは、少なくとも１つの音声認識及び音声合成システムを含む。
【００４８】
　全体として別の態様において、本発明は、ユーザが、オーディオ、ビデオ、又はマルチ
メディアシステムが再生中のオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目に
対する反応を示すことができる段階と、再生予定のオーディオ、ビデオ、又はマルチメデ
ィアコンテンツ項目の将来の順番に影響を及ぼすようにその反応を利用する段階と、ユー
ザがその反応情報を取消すことができる段階とを含む方法を特徴とする。取消しは、手動
のユーザインターフェース装置によって実現可能である。
【００４９】
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　全体として別の態様において、本発明は、再生されるオーディオ、ビデオ、又はマルチ
メディアコンテンツ項目を、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムのユーザ
に知らせる段階と、ユーザがオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムにその項
目を再生させないようにできる段階と、ユーザがその項目を再生させなかったことに関す
る情報を記憶する段階と、再生される項目の選択に関連する記憶された情報を利用する段
階とを含む方法を特徴とする。その項目は、表示部又は音声合成システムによってユーザ
に知らせることができる。
【００５０】
　全体として別の態様において、本発明は、ユーザに対してオーディオ、ビデオ、又はマ
ルチメディアコンテンツ項目を再生する段階と、ユーザの反応を反映して再生項目の順番
を自動的に選択する段階と、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目の
再生に対して示されるユーザの反応に基づいて、項目の順番を長期間にわたって作り変え
る段階と、ユーザが示す反応に反映された際に、ユーザの気分の短期間の変化を反映させ
るために、項目の順番を一時的に作り変える段階とを含む方法を特徴とする。
【００５１】
　長期間の反応情報及び短期間の反応情報を含む反応情報は、各項目に対して管理される
段階を含む。
【００５２】
　全体として別の態様において、本発明は、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシ
ステムのユーザの以前の再生項目に対する反応によって決定された順番でもってオーディ
オ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目を再生する段階と、順番を自動的に長期
間にわたって表明された反応に対して作り変える段階とを含む方法を特徴とし、作り変え
る段階は、再生に使用できる項目のスタイル及びアーチストを定義するメタデータを必要
とすることなく行うことができる。
【００５３】
　全体として別の態様において、本発明は、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシ
ステムを使用して、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムの項目本体からの
オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目を再生する段階と、項目本体か
らの項目の再生に対して以前にユーザによってもたらされた反応情報に基づいて再生予定
の次の項目を自動的に選択する段階とを含む方法を特徴とし、オーディオ、ビデオ、又は
マルチメディアコンテンツの各々の項目は、有限でゼロでない選択された確率を有する。
【００５４】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含むことができる。項目が選択
される確率は、それぞれの項目のスコアによって決定される。比較的低いスコアの項目を
選択する確率は、リスクファクタによって変わる。リスクファクタは、最近再生された項
目に対して示されたユーザの反応によって決定される。ユーザの反応が肯定的である場合
、リスクファクタは大きくなる。ユーザの反応が否定的である場合、リスクファクタは小
さくなる。
【００５５】
　全体として別の態様において、本発明は、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシ
ステム上で利用可能なオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目本体から
、ユーザのためのオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目を再生する段
階と、ユーザからの項目の再生に対する反応情報を受信する段階と、本体中の各々の項目
に対して、項目が再生のために選択されることになる確率を自動的に更新する段階とを含
む方法を特徴とする。
【００５６】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含むことができる。項目は、更
新された確率に基づいて再生のために選択される。反応情報は、ユーザが項目を好きか嫌
いかに関する明示的な情報を含む。反応情報は、ユーザが項目を好きか嫌いかに関する暗
示的な情報を含む。
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【００５７】
　全体として別の態様において、本発明は、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシ
ステム上でオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目を再生することに関
連して、ユーザからの項目に対する反応表示を受信する段階と、ユーザが明示的又は暗示
的反応、又はその両方の反応を表すことができる段階とを含む方法を特徴とする。
【００５８】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含むことができる。ユーザは、
明示的反応を受信するように指定されたユーザインターフェース制御部を起動することに
よって、項目に対する反応を示すことができる。ユーザは、ユーザの明示的反応の受信以
外の機能のために指定されたユーザインターフェース制御部を起動することによって項目
に対する反応を示すことができる。ユーザインターフェース制御部は、送り制御部に対し
て指定される。反応は項目に対して密接な関係を有する。
【００５９】
　全体として別の態様において、本発明は、利用可能な項目セット全体の確率分布と、分
布内で比較的低い確率が割り当てられている項目の再生時に取得されるリスク度を示すリ
スクファクタに基づいて選択される、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテン
ツ項目の連続物を再生する段階と、ユーザが示す反応に基づいてリスクファクタを変更す
る段階とを含むことを特徴とする方法である。
【００６０】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含むことができる。反応が肯定
的である場合、リスクファクタは大きくなる。反応が否定的である場合、リスクファクタ
は小さくなる。
【００６１】
　全体として別の態様において、本発明は、利用可能なオーディオ、ビデオ、又はマルチ
メディアコンテンツ項目本体に属するオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテン
ツの項目に割り当てられている確率分布を記憶する段階と、ユーザに対してオーディオ、
ビデオ、又はマルチメディアシステム上で再生される項目を前記確率分布に基づいて選択
する段階と、前記再生項目に対してユーザが示した反応に基づいて前記確率分布を動的に
変更する段階とを含むことを特徴とする方法である。
【００６２】
　全体として別の態様において、本発明は、ユーザが再生項目に対して自身の反応を示す
ことによって、再生される項目の順番を制御することを可能にする段階を含む方法であっ
て、この制御は、ユーザに対していかなる情報も表示することなく行われることを特徴と
する方法である。
【００６３】
　全体として別の態様において、本発明は、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコ
ンテンツ項目の再生に対して以前にユーザが示した反応に基づいて、ユーザに対するオー
ディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムによって、オーディオ、ビデオ、又はマル
チメディアコンテンツ項目の再生を制御する段階を含む方法であって、この制御は、反応
情報のプリシードを必要とすることなく、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシス
テムが起動された場合に動的に始まるようになっていることを特徴とする方法である。更
に、ユーザは、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムの起動前又は起動中に
反応情報をプリシードすることができる。
【００６４】
　全体として別の態様において、本発明は、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシ
ステム上で自動的に再生された項目に関する履歴を管理する段階と、利用可能なオーディ
オ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目本体に属する項目に関するスコアを管理
する段階と、再生項目の履歴を反映させるためにスコアを更新する段階と、スコアに基づ
いて、再生される項目を確率的に選択する段階とを含むことを特徴とする方法である。更
新は、最近再生された項目のスコアにペナルティを科すことを含む。更新は、スコアにペ
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ナルティが科せられる範囲を時間の経過とともに低減することを含む。スコアは、再生項
目の履歴に加えて別のファクタが組み込まれている。
【００６５】
　全体として別の態様において、本発明は、ユーザが車両のハンドルを握ったまま制御部
を操作することを可能にする、車両内の所定位置に取り付けられている手動操作可能な制
御部と、制御部に接続され、車両内のユーザに対して再生されているオーディオ、ビデオ
、又はマルチメディア素材の項目に対するユーザの反応を示すように制御部の操作を解釈
すると共に、反応を将来再生されるオーディオ、ビデオ、又はマルチメディア素材の項目
を決定するために使用するように構成されている回路とを備える装置を特徴とする。
【００６６】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含むことができる。手動操作可
能な制御部はハンドルに取り付けられる。手動操作可能な制御は少なくとも１つのボタン
を含む。
【００６７】
　全体として別の態様において、本発明は、（ａ）項目本体から選択される項目に関連す
る、各項目間の関係を暗示するメタデータを記憶する段階と、（ｂ）項目に対する要求に
応じて、項目本体から要求を満たす項目を提供する段階と、（ｃ）提供された項目に対す
る反応を示すユーザからの反応情報を受信する段階と、（ｄ）反応情報に基づいて、選択
された項目本体から別の項目を確率的に選択する段階と、（ｅ）ユーザにとって興味のあ
る項目を提供するために、受信段階及び選択段階を繰り返す段階とを含む方法を特徴とす
る。
【００６８】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含むことができる。項目本体は
データベースを含む。項目本体はウエブページを含む。本体内の各々の項目は、選択され
る確率がゼロでない。反応情報は、可能性のある選択のために本体内の項目をスコア付け
する際に、短期間の情報及び長期間の情報として処理される。
【００６９】
　全体として別の態様において、本発明は、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコ
ンテンツの新しい項目をコンテンツ項目本体に追加する段階と、対話によってユーザから
新しい項目の各々のカテゴリ分類の表示を受信する段階と、コンテンツ項目の再生時にユ
ーザからの反応情報を受信する段階と、ユーザ反応情報及びユーザからのカテゴリ分類情
報に基づいて再生項目を選択する段階を含む方法を特徴とする。
【００７０】
　全体として別の態様において、本発明は、ユーザに紹介するために、コンテンツ項目の
本体からオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツ項目を選択する段階を含む
方法を特徴とし、選択は、ユーザが示す以前に再生された項目に対する反応と、コンテン
ツの各項目間の関係を暗示するメタデータとの組合せに基づき、各々の項目は、項目が選
択されるたびに選択される有限の確率を有する。
【００７１】
　全体として別の態様において、本発明は、アルバム等のオーディオ、ビデオ、又はマル
チメディアコンテンツ項目の予め収集されたコレクションに属する、オーディオ、ビデオ
、又はマルチメディアコンテンツの１つの項目の再生時に、ユーザが、制御部を行使して
コレクションに属する他の全ての項目を１つの項目に続いて自動的に再生させることがで
きる段階を含む方法を特徴とし、アルバムは、大容量記憶媒体に記憶されているオーディ
オ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツの複数のアルバムの１つである。
【００７２】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含むことができる。他の項目の
自動再生の終了後に、システムは別のアルバムの項目を含む項目本体から再生するために
、別の項目が自動的に選択されるモードに戻る。１つの項目は、オーディオ、ビデオ、又
はマルチメディアコンテンツの以前の再生に対するユーザの反応に基づいて、オーディオ
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、ビデオ、又はマルチメディアシステムによって確率的に選択される。項目本体からの別
の項目は、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツの以前の再生に対するユ
ーザの反応に基づいて、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアシステムによって確率
的に自動的に選択される。
【００７３】
　全体として別の態様において、本発明は、オーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコ
ンテンツ項目の再生時に、ユーザからの再生中の項目に対する反応に関連する情報を受信
する段階と、その後、部分的にユーザからの反応情報に基づいて項目本体から確率的に選
択されたオーディオ、ビデオ、又はマルチメディアコンテンツの別の項目を再生する段階
とを含む方法を特徴とする。
【００７４】
　全体として別の態様において、本発明は、特許資料データベースから関連性がありうる
項目をユーザに配信する段階と、項目の関連性に関するユーザの認識を示す情報を受信す
る段階と、受信した情報及び各項目の間の関係に基づいてそれぞれの項目に関するスコア
を更新する段階と、スコアに基づいてユーザに配信するために項目を確率的に選択する段
階とを含む方法を特徴とする。
【００７５】
　本発明の実施形態は、１つ又はそれ以上の以下の特徴を含むことができる。関連性があ
りうる項目は特許及び特許明細書を含む。各項目の間の関係は項目に関するメタデータに
基づく。メタデータは、発明者、譲渡人、分類、日付、及び特許番号の少なくとも１つを
含む。ユーザは、各項目を受信できる共に情報をオンライン接続で送信できる。各々の項
目はゼロでない確率で選択される。１つ又は２つ以上の項目を同時にユーザに配信するこ
とができる。
　他の利点及び特徴は、以下の説明及び特許請求の範囲から明らかになるであろう。
【００７６】
【発明の実施の形態】
概要
　図１に示すように、ユーザの好みに基づいて項目を選択するためのシステム１０の一例
において、項目は、利用可能なトラック１２の供給物の一部である一篇の音楽（トラック
）である。
【００７７】
　トラックは、オーディオテープ、コンパクトディスク、ミニディスク、デジタル汎用デ
ィスク、又は電波媒体、無線接続、衛星無線、インターネット又は他のコンピュータネッ
トワーク上のストリーミング媒体等の別のソースといった媒体を含むことができる、トラ
ック１４のソース又は他の任意のソースから供給される。つまり、項目があたかも実体の
ある媒体上にトラックとして現れるだけのようにワードトラックが使用されるが、ワード
トラックは、生成又は記憶又はユーザに配信される、任意の形態の項目を含むものである
。
【００７８】
　また、本明細書の大部分では音楽が例示されているが、好みが示される限りにおいて、
項目は、オーディオ、ビデオ、及びマルチメディア項目、データベースレコード、ワール
ドワイドウエブを検索することで利用可能な項目、又はソフトウエアプログラム機能を含
む非オーディオビジュアル項目を含む任意の種類の項目であってもよい。同様に、任意の
種類のトラック１４のソースは、例えば市場で入手できるソース及びユーザが作成したソ
ースを含むことができる。ＣＤ及びコンパクトディスクという用語は、全ての形式のトラ
ックソースを含むものである。場合によっては、例えば、トラックがソフトウエアプログ
ラムの機能を表す場合、（ソフトウエアはそれ自身の機能の「ソース」なので）トラック
ソースはシステム自体と考えることができる。もしくは、本実施例において、ＣＤはソフ
トウエア機能の論理的サブセットに相当することができ、例えば、全てのテキスト形式の
命令は単一のＣＤを構成することができ、各々の命令は単一のトラックにあることができ
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る。
【００７９】
　利用可能なトラック供給物は、必要に応じて局所で利用できるように大容量記憶装置に
記憶することができる。記憶装置としては、ハードディスク（着脱可能なハードディスク
を含む）、ＣＤ－ＲＷドライブ、テープレコーダ、ビデオレコーダ、メモリ素子、又はユ
ーザへの再生のための多数の項目を保存できる他の任意の記憶装置を挙げることができる
。簡略化のために、ハードディスク又は記憶装置の代わりに、リードアクセス（ライトア
クセスできる又はできない）ができる任意の記憶装置に言及する。利用可能なトラックを
局所的に記憶する必要がない場合もある。その代わりに、有線又は無線通信チャンネルを
経由して、遠隔ソースからオンザフライで利用可能にすることもできる。記憶装置を利用
する場合、システムは、トラックを検索し、それらを適切な形式に変換し、関連の識別情
報を生成し、それらを記憶媒体に記録するための手段を備えることができる。
【００８０】
　図１に示すシステムにおいて、トラックは、トラック再生装置１６によってユーザに対
して再生される。所定の時間に再生されることになるトラックは、次トラック識別子１８
によって特定される。トラック再生装置は、再生されるトラックを特定する信号に応じて
ユーザに対してトラックを再生できる、任意の装置を含むことができる。つまり、再生装
置は、ＣＤ再生装置、ＣＤチェンジャ、テープ再生装置、無線音楽再生装置、ＭＰ３再生
装置、ビデオテープ再生装置、ＤＶＤ再生装置、ウエブブラウザ、表示装置、携帯情報端
末、携帯又は固定電話機、又はコンピュータ等を含むことができる。トラック再生装置の
種類は、トラックの種類に依存する。例えば、トラックがソフトウエアプログラムの機能
を示す場合、トラック再生装置はソフトウエアプログラム自体である。特定の実施例にお
いて、トラックセレクタは、多数のトラック再生装置を制御できる。
【００８１】
　再生装置がトラックセレクタから次トラック識別子を受信すると、トラック再生装置は
、供給物から特定トラックを取出し、ユーザ２０に対して再生を行う。オーディオ、ビデ
オ、又は他のマルチメディアトラックの場合、一般にトラックの再生は連続的に行われる
。トラックがデータベース又は例えばインターネット経由で入手できるリソース内にレコ
ードを有する場合、トラックは例えば次トラックセレクタセットに基づいて同時にグルー
プで表示される。つまり、再生又は演奏という用語は、任意の表示、演奏、又はトラック
及びユーザに対して適切な形態でのユーザへの項目の配信を広く意味する。
【００８２】
　どのトラック又は複数のトラックを次に再生するかの決定はトラックセレクタ２２によ
って行われる。トラックセレクタは種々の形態をとることができる。トラックセレクタは
、マイクロプロセッサ、メモリ、適切なバス及びキャッシュ、大容量記憶装置、オペレー
ティングシステム・ソフトウエア、アプリケーション・ソフトウエア、及び入出力装置と
の接続のためのＩ／Ｏドライバを備える汎用コンピュータであってもよい。トラックセレ
クタは、本明細書で説明する特定の目的のために設計されたカスタムビルド回路セットで
あってもよい。トラックセレクタは、車両又は建物内、又はコンピュータ又は携帯装置内
等の既存のシステムの一部であってもよい。図１に示す要素の全体セットは、携帯情報端
末、携帯電話、又は音楽再生装置等の携帯装置内、又は車両又は建物内に配置されたシス
テム内に組み込むことができる。
【００８３】
　トラックセレクタは、ソフトウエア、ファームウエア、又はハードウエア形式のロジッ
ク部２４、及びメモリ又は大容量記憶装置の形式の記憶装置２６を含む。トラックの選択
は、トラック選択モジュール２８によって実行される。トラック選択処理の詳細は以下に
説明するが、一般にトラック選択はユーザインターフェース３０を経由してユーザから提
供された情報、及び記憶装置２６に保存されたトラックに関する情報に基づいて行われる
。ユーザから提供される情報は、トラックに対するユーザの反応又は好みを示すことがで
きる暗示的又は明示的フィードバックであってもよく、再生されるべきトラックの選択は
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、フィードバックによって決まる。ユーザによって入力された未加工情報であってもよい
反応情報、又は未加工情報から導き出された情報（例えば変数）は記憶され、再生される
べき将来のトラックの選択を行うことを含む目的で使用される。別の場合には、トラック
選択は、過去のユーザの好み又は反応情報に基づくことなく、ユーザインターフェースの
入力側３２を経由してユーザによって提供された、より一般的な命令セットのみに基づく
。一般的な命令は、ユーザインターフェースを介して提供でき、例えば、システムが選択
ＣＤの全てのトラックをトラック順に再生することをユーザが指定することを可能にする
。
【００８４】
　ユーザインターフェースは入力側３２及び出力側３４を含む。入力側には、ボタン、ノ
ブ、タッチパネル、音声認識ソフトウエア、及びシステムに何をさせたいか、又はユーザ
がどのような好み情報を与える意図があるかを暗示的に判定することができるセンサを含
むことができる。出力側には、可聴信号、表示部、光、音声合成、又はシステムの作動状
態に関する情報をユーザに与えるための任意の他の装置を含むことができる。
【００８５】
　入力側には、ユーザがトラックに関する好みを示すための、さもなければフィードバッ
ク又は反応を与えるための暗示的及び明示的手段を含むことができる。明示的手段には、
ユーザが、例えば再生中のトラックが好きか嫌いかを直接示すことができる、ボタン又は
他の手段を含むことができる。また、暗示的手段は、例えば次のトラックに飛び越すため
に送りボタンを押す場合に使用され、ユーザの行為は、ユーザが再生中のトラックを好き
でないことを暗示する示すものと解釈できる。
【００８６】
　トラックセレクタの記憶装置は、システムが再生トラックを選択するのを可能にする情
報を保存する。トラックスコア情報３６は、トラック供給物内の全てのトラックに与える
ことができる。トラック供給物内の全てのトラックに関するトラックスコア情報は、任意
のトラックが再生されるか、又はユーザインターフェースを介してユーザがユーザフィー
ドバック及び好みを反映する任意の行動をとると常に更新される。以下に詳細に説明する
ように、トラックは相対的スコアに基づいて選択される。
【００８７】
　記憶装置２６には、以前に再生したトラック識別子の順番を記録する再生履歴と、トラ
ックに関する情報をもつメタデータ４０（例えば、タイトル、アーチスト、ジャンル）が
保存される。もしくは、メタデータは、例えばＣＤ－ＲＯＭ上の記憶装置とは異なる読取
り専用の収納場所に置くことができ、又は無線手段を経由して外部の中央データソースか
ら入手することができる。以下に詳細に説明するように、他の情報は記憶装置に格納する
ことができる。
【００８８】
　ロジック部２４は、トラック選択モジュール２８の他に、ユーザインターフェースとの
対話を制御するモジュール５０、及び利用可能なトラック供給物内へのトラックの記憶を
制御するモジュール５２を有する。メタデータ管理モジュール５６はメタデータを取得し
て管理するが、メタデータは、メタデータソース６０から提供され、場合によってはユー
ザからユーザインターフェースの入力を経由して又はパーソナルコンピュータ・インター
フェースを経由して記憶装置に直接提供される。再生履歴管理モジュール５８は再生履歴
３８を管理する。トラックスコアモジュール５４は、以前に再生されたトラックに対する
ユーザの反応に関するデータを管理することができ、トラック選択モジュール２８で使用
するためにトラックにスコアを与える。以下の説明から明らかになるが他の論理モジュー
ルを含むこともできる。
【００８９】
　項目選択システム１０は、高度な構成を必要とすることなく、ユーザの好みを満足させ
る音楽トラック等の項目に対するユーザの単純かつ直感的アクセスを可能にする。システ
ムは、過去及び現在のユーザの挙動、及び項目コンテンツの内部知識を考慮して、供給物
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から自動的に項目すなわちトラックを選択する。システムは、ユーザがフィードバックを
与えることが単純になるように構成されている。システムは、ユーザの最低限の介在でも
ってユーザが興味をもつ項目を選択する。
【００９０】
　システム作動の１つの単純な実施例において、ユーザは、トラック傾聴時に、そのトラ
ックが好きであることを示す選択ボタンか、又はそのトラックが嫌いであることを示す別
の選択ボタンを押すことができる。どちらの場合も、ユーザの好みに関する情報は、その
トラックのスコアの一部として蓄積され記憶される。同時に、好みの情報は、例えば、同
じＣＤの別のトラック、又は同じアーチストによる別のＣＤの別のトラックのスコアを変
更するために使用される。ユーザがそのトラックが嫌いであることを示すと、システムは
別のトラックにジャンプする。ユーザは好みボタンの１つを押すことによって再度自分の
好みを示すことができ、その情報は、そのトラックにスコアを付け直すために再度使用さ
れる。ユーザがトラックを最後まで完全に再生するか、又はシステムに次のトラックまで
ジャンプさせるために送りボタンを押すと、その暗示的選択情報も使用される。
【００９１】
　システムが自動的にトラックを選択するモードで作動中の場合、利用可能なトラック供
給物内の各々のトラックは、トラックスコアを考慮するアルゴリズムに従って次に再生さ
れる確率はゼロではない。つまり、システムは、ユーザの好みに迅速かつ効果的に適応し
、ユーザが自分の好みを示すために限られた対話の量だけを要求する間はそのようにする
。ユーザが好みを表明する方法、システムが再生トラックを選択する方法、及びトラック
スコアが保持される方法は、以下に詳細に説明される。
【００９２】
利点
　選択システムの利点は、例えば以下の１つ又はそれ以上である。
　（１）単純性
　システムは、トラックコレクションへの単純なアクセスを可能にする。システムは、ユ
ーザが「電源」ボタンを押してユーザが楽しめるトラックを聴き始めることを可能にする
。
　（２）制御性
　システムは、何が再生されているかの制御を失うことなく、前述の単純なアクセスを可
能にする。ユーザは、現在再生中のトラックに対して簡単な応答を表明することによって
、システムが次に何を選択して再生するかに対して影響を与えることができる。音楽分野
において、ＣＤ再生装置は、高度な制御を行うことができるが、音楽を選択する過程では
ユーザの実質的な介入が必要となり、全体的な単純性が失われる。ラジオではユーザの介
入は最小限であり、高度な単純性が可能になるが、殆ど制御できない。図２を参照された
い。音楽トラックに適用した場合、本システムはそのギャップを埋める。
【００９３】
　（３）アクセス
　システムは、必然的に利用可能な元の記憶媒体がなくても全ての記憶されたトラックコ
レクションにアクセス可能である。
　（４）セットアップ不要
　システムは、ユーザに対して事前に何を再生するかの決定を要求することなく制御を行
うことができる。
　（５）安全性
　システムによりユーザは、車両を安全に運転しながら、又は周到な注意を必要とする別
の作業に従事しながら全てのコレクションを楽しむことができる。
【００９４】
プラットフォーム
　音楽項目の関連において、選択システムは、図３に示す形態のハードウエアシステムに
組み込むことができる。システム７０８は、コンピュータ７０４、記憶装置７０５、増幅



(18) JP 4901062 B2 2012.3.21

10

20

30

40

50

器７０６、及びスピーカ７０７を含む。外部の構成装置は、ＣＤドライブ７０１、ユーザ
入力７０２、及びユーザ用表示部７０３を含むことができる。
　図４、図５、及び図６には、選択システムを組み込むことができる３つのプラットフォ
ームを示すが、多種多様なプラットフォームを使用できる。
【００９５】
　図４に示すように、システム１０３は、後で再生するための音楽を記憶するハードドラ
イブ１０１を追加することによって、Ｂｏｓｅ　Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ　３５（１０６）等
の家庭用娯楽システムに組み込まれる。次に、システムは、再生トラックの順番を決め、
それらのトラックをハードドライブから娯楽システムへ供給する。ユーザの好みの情報及
びフィードバックは、一体型リモートコントロール１０７を用いてユーザから受信するこ
とができ、将来再生されるトラックを決める際に使用するために、システム１０３に返信
される。娯楽システム１０６は、ＡＭ及びＦＭラジオ１０４、コンパクトディスク又はＤ
ＶＤ１０５、又はハードドライブ１０１からの音楽を再生することができ、マルチゾーン
対応であり、別個の音楽項目を家屋の別の区域で再生できる。リモートコントロール１０
７は、コアユニット１０８及び項目選択システム１０３とインターフェース接続できる。
【００９６】
　別の実施例において、図５に示すように、項目選択システム２０２は、同様にハードド
ライブ又はランダムアクセス記憶媒体２０１を追加することによって、Ｂｏｓｅ　Ａｃｏ
ｕｓｔｉｃ　Ｗａｖｅ　Ｍｕｓｉｃ　Ｓｙｓｔｅｍ２０５等の小型ユニットに設けること
ができる。この構成において、システムは、ＡＭ及びＦＭラジオ２０３、コンパクトディ
スク２０４、及びその内部ハードドライブ２０１からの音楽を再生できる。リモートコン
トロール２０６は、コアユニット２０７及び項目選択システム２０２とインターフェース
接続できる。
【００９７】
　図６に示す第３の実施例において、項目選択システム３０５は、車両の音楽ネットワー
クに一体化できる。本実施例において、システムは、標準の車両娯楽システム３０９（最
低限、コンパクトディスク再生装置３０２等のオーディオソース及びスピーカ３０３を含
む）、ハードドライブ及び他のランダムアクセス記憶媒体３０４、演算処理エンジン３０
７、及び追加のユーザインターフェース制御部３０６を追加することができ、車両のオー
ディオビジュアル・ネットワークへリンクすることができる。本構成において、システム
は、その内部ハードドライブ３０４からの音楽を再生し、ハードドライブ３０４は、ＡＭ
及びＦＭラジオ３０１、ＣＤ又はＤＶＤ３０２、場合によっては衛星ラジオシステム３０
８からの音楽を記録できる。
【００９８】
　前述のように、システムは、ビデオジュークボックス・システム、データベースエンジ
ン、又はソフトウエアプログラム（選択される項目が機能又はメニュー項目の場合）等の
別のプラットフォームに組み込むことができる。
【００９９】
作動モード
　前述のように、システムは以下の種々のソースからのトラックを再生できる。
　（１）ＣＤ／ＤＶＤ
　システムは現在装填されているＣＤ／ＤＶＤディスクを再生できる。このモードでは、
現在装填されているＣＤ／ＤＶＤディスクに対して、ユーザはコンパクトディスク再生装
置において利用できる、例えば、再生、一時停止、次トラック、及び前トラック等の標準
オプションを選択できる。ＣＤ／ＤＶＤモードの作動は、新しいモードが選択されるまで
継続する。
　（２）ＡＭ／ＦＭ／衛星ラジオ
　システムは、標準のＡＭ／ＦＭラジオ又は衛星ラジオとして作動する。
【０１００】
　（３）カセットテープ
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　システムは、カセットテープ再生装置として作動する。
　（４）記憶トラック
　システムは、内部ハードドライブのトラックを再生する。
　（５）インターネット
　システムは、インターネットに接続された別のコンピュータから入手したトラックを再
生する。
　（６）内部データ
　例えば、トラックがコンピュータソフトウエアの機能の場合、必須の外部データは存在
しない。
【０１０１】
　システムが、ハードディスクからのトラックを再生する場合又は必須の外部データがな
い場合、システムは次のモードの１つで作動する。
　（１）自動選択モード
　図７に示すように、本モードにおいて、システムはシステムが利用できる全てのトラッ
クから取得した選択物を再生する。ユーザは、再生中のトラックに対する暗示的及び明示
的フィードバックを与える。フィードバックは、ユーザの好みを表すことができる。シス
テムは、ユーザのフィードバック（最新のフィードバックを重要視する）及び最近再生さ
れたトラックの履歴に基づいてユーザ向けのトラックを選択する。選択システムは、現在
の所謂ユーザステーション（以下の「ステーション及びプリセット」を参照）に記憶され
たフィードバックを考慮することもできる。特定の実施例において、非常に単純化するた
めに、自動選択はデフォルトモードになっており、他の任意のモードが再生を終了した場
合、システムは自動選択モードに戻る。
【０１０２】
　図７は自動選択モードの場合に選択システムが機能するプロセスを説明する。トラック
選択は、自動選択モジュール（以下の「モジュール」を参照）によって実行される。自動
選択モードは、最初はアイドル状態２２０１になっている（他のモジュールはアイドル状
態ではなく、特にシステムはトラックを再生できる点に留意されたい）。モジュールが次
のトラックを選択する時間であるという通知２２０４を受信すると（前のトラックが既に
終了するか又はすぐに終了することを示す信号は再生装置から与えることができる）、「
モジュール」の段落で説明するように、「トラック取得」状態２２０２に切り替わる。次
に、以下の段落で説明するように、モジュールは次のトラックを取得して再生する。モジ
ュールがトラック取得状態にある間に更に次のトラック取得要求が受信されると、それら
はトラック取得キューに追加される。モジュールがトラックの取得を完了すると、トラッ
ク取得又はフィードバックキュー内にはアイテムは存在せず、システムはアイドル状態に
戻る（２２０５）。更にトラック取得要求があると、システムはトラック取得状態に戻る
（２２０６）。
【０１０３】
　モジュールがフィードバック事象を受信すると（すなわちユーザインターフェースモジ
ュールからの、現在再生されているトラックに対してユーザが暗示的又は明示的指示を行
ったというメッセージ）、モジュールがアイドル状態であれば、システムは「更新フィー
ドバック構成」状態２２０３に切り替わる（２２０９）。モジュールがトラック取得状態
又は更新フィードバック構成状態の場合にメッセージを受信すると、モジュールはその事
象をフィードバックキュー上に置く。モジュールがトラック取得プロセスを完了すると、
フィードバックキューが空ではなく、それ以上のトラック取得事象が存在しない場合、モ
ジュールは「フィードバック構成更新」状態に切り替わる（２２０７）。ここでは以下に
説明するように記憶されたトラックグラフが更新される。更新が終了すると、フィードバ
ック及びトラック取得キューが空であればモジュールはアイドル状態に戻る（２２１０）
。フィードバックキューが空でなければ、モジュールはフィードバック構成更新状態に戻
る（２２１１）。トラック取得キューが空でなければ、モジュールはトラック選択状態に
戻る（２２０８）。



(20) JP 4901062 B2 2012.3.21

10

20

30

40

50

【０１０４】
　別の実施形態では、ユーザは、自動選択モードがトラックレベルではなく、ＣＤ又はア
ルバムレベルで作動する必要があることを指示できる。本構成において、自動選択モード
は、ユーザが興味を示すことが期待されるＣＤを選択してＣＤを最初から最後まで再生す
る。
【０１０５】
　（２）トラックモード
　このモードにおいて、システムは、例えば、ユーザが定めた所定のプリセットに記載さ
れたトラックのみ、又は特定のＣＤ又はアルバム上の全てのトラックといった、予め指定
されたトラックだけを再生する。このモードは（ａ）通常、（ｂ）シャッフル、又は（ｃ
）リピートを含む、複数の再生オプションを有する。
【０１０６】
　（ａ）「通常」オプションにより、システムは全てのトラックを通してユーザがプログ
ラムした順番で再生する。最後のトラックが終了するとシステムは自動選択モードに戻る
。
　（ｂ）「シャッフル」オプションにより、システムはユーザがランダムに指定した順番
で再生できる。システムは全てのトラックの再生後に自動選択モードに戻ることができる
。
　（ｃ）「リピート」オプションにより、システムはユーザがシステムに変更を指示する
までトラックモードに留まることができる。このモードは、反復される前にどのような順
番でトラックが再生されるかを決定するために、「通常」又は「シャッフル」オプション
と共に使用できる。
【０１０７】
　（３）保管（ｂｉｎ）モード
　このモードにおいて、各々のプリセット（制御パネルのキーパッドボタンのようなユー
ザインターフェース対象物によって表示される）は、１つ又はそれ以上のＣＤを含む。シ
ステムは、ユーザが現在のプリセットに追加した任意のＣＤからのトラックを再生できる
。ＣＤが部分的にのみ記憶されている場合、システムは記憶されたトラックだけを再生す
る。保管モードを組み込んだシステムにおいて、ＣＤは、設定メニューによって保管プリ
セットに対して追加削除できる。特定の実施例において、システムが、記憶されたトラッ
クを任意のモードで再生している場合、ユーザは、現在のトラックが記録されたＣＤをそ
のプリセットに追加する目的でプリセットキーを押し続けることができる。トラックが再
生される順番は、「トラック」の段落で説明したのと同じ再生オプションによって指定さ
れる。「通常」又は「シャッフル」オプションの下での再生が終了するとシステムは自動
選択モードに戻る。
【０１０８】
　（４）仮想ＣＤチェンジャモード
　このモードは、各々のプリセットが単一のＣＤだけを表す以外は保管モードと同じであ
る。つまり、再生するためのＣＤを選択するために、ユーザはキーパッド１８０５上のボ
タンを押すことができる。もしくは、ユーザは特定のＣＤを選択するために２桁から３桁
のコードを入力できる。また、ユーザは「トラック」の段落で説明した再生オプションの
１つを選択できる。これらのオプションは現在のＣＤだけに適用されるが、追加のオプシ
ョンは任意のプリセットの全てのＣＤ上の全てのトラックに適用することが可能である。
再生が終了するとシステムは自動選択モードに戻る。
【０１０９】
　（５）検索モード（図８参照）
　検索モードにおいて、ユーザはディスク番号、アーチスト、又は利用可能な他の情報の
順番で分類された、利用可能なコンテンツの表示リストをスクロールできる。ユーザは、
全体のディスク、アーチスト、ジャンル、又はそれらの任意の組み合せを選択して再生で
きる。もしくは、ユーザは、システムのハードディスクに記録されているＣＤを示すコー
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ドを入力してそのＣＤのトラックを再生できる。
【０１１０】
　「トラックモード」に関して説明した再生オプションは、検索モードにも同様に適用で
きる。「通常」又は「シャッフル」オプションの下で再生が終了すると、システムは自動
選択モードに戻る。実際には、再生はトラックモードで行われ、検索モードは、トラック
モードで再生するための特別な再生リストを単に設定するだけである。
【０１１１】
　１つの実施例において、システムは１つの再生リストのみを管理し、ユーザはキーパッ
ド上で０を押してこの再生リストを起動する。本実施例において、複数のモード間での切
り替えは図９の状態図に従って行われる。デフォルトではシステムは自動選択モード２０
０１で始まる。ユーザは、リモートコントローラ（図１０参照）のキーパッド１８０５上
の対応するボタンを押すことによって、ユーザステーション（以下の「ユーザステーショ
ン及びプリセット」を参照）２００５を変更できる。トラックが終了すると（２００６）
、システムは自動選択モードにとどまり、新しいトラックを選択する。ユーザがチェンジ
ャ１８０６を押すと、システムはチェンジャモード２００３に切り替わる（２００７）。
チェンジャモードにおいて、ユーザがキーパッドボタンを押すか又は直接コードを入力し
てＣＤを選択すると、システムは、チェンジャモード２００３にとどまり（２０１２）、
コードが指定されたＣＤからのトラック又はキーパッド・ボタン（本明細書ではスロット
と呼ぶ）に割り当てられたＣＤからのトラックの再生を開始する。トラックが終了すると
システムは次のトラックを再生する（２０１１）。ＣＤが終了すると、システムは次のス
ロットによって指定されたＣＤの再生を開始する（２０１３）。すなわち、ユーザがキー
パッドボタン２を押すと、システムはスロット２のＣＤを再生し、次にスロット３のＣＤ
を再生する。ユーザが「スマート再生」を押すと、システムは自動選択モードに切り替わ
る（２００８）。ユーザがチェンジャモードの「全アルバム（Ｗｈｏｌｅ　Ａｌｂｕｍ）
」を押すと、システムはチェンジャモードにとどまるが（２０２３）、現在のアルバムを
最初から開始する。
【０１１２】
　ユーザが「検索」１８１２を押し（検索画面から選択する）、「再生リスト」１８０７
を押すと、システムは自動選択モード２００１又はチェンジャモード２００３からトラッ
クモード２００２に切り替わる（２００９、２０１０）。また、「全アルバム」ボタンに
よりシステムは自動選択モードからトラックモードに切り替わる（２００９）。「検索」
ボタンが押されると、システムは検索結果を表示する再生リストを設定する。「再生リス
ト」が押されると、システムは再生リスト内のトラックを再生する。「全アルバム」が押
されると、システムは現在再生中のＣＤの各々のトラックを表示する再生リストを設定す
る。トラックモードは前述のように再生リストを再生する。再生するトラックがある限り
再生は続行する（２０１６）。ユーザが「スマート再生」を押すか、又はシステムが再生
リスト内の全てのトラックを終了して以前の状態が自動選択モードであった場合、システ
ムは自動選択モードに切り替わる（２０１４）。ユーザが「チェンジャ」を押すか、又は
システムが再生リスト内の全てのトラックを終了して以前の状態がチェンジャモードであ
った場合、システムはチェンジャモードに切り替わる（２０１５）。
【０１１３】
　ユーザが３つの状態の何れかから別のソースボタンを押すと、システムはその状態を保
存した後に、新しいソース２００４に切り替わる（２０１８、２０２０、２０２１）。ユ
ーザは、別のソースから、システムのハードディスクに記録されている現在再生中のトラ
ックを入手できる。記憶が終了すると、システムは以前の状態に戻る（２０１７、２０１
９、２０２２）。ユーザが別のソースモードの「スマート再生」を押すと、システムは最
後に使用されたユーザステーションに切り替わる（２０１９）。ユーザが「チェンジャ」
を押すと、システムはチェンジャモードに切り替わる（２０２２）。ユーザが再生リスト
を押すと、システムはトラックモードに戻る。
【０１１４】
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　本実施例において、チェンジャ、トラック、又は自動選択モードでトラックを再生中に
０に押し続けることで、現在のトラックは再生リストに追加される。ユーザは、削除ボタ
ンを使用することで、又は設定メニューからオプションを選択することで再生リストから
トラックを削除できる。
【０１１５】
　他の実施形態では、２つ以上の再生リストが可能であり、特定の実施形態では、トラッ
クモードをＣＤの別個のトラックではなくＣＤ全てを再生するように変更することによっ
て、前述の「保管」モードを組み込むことができる。特定の実施形態では、前記の全ての
モードを含まれない。別の実施形態は、追加の又は代わりのモードを含むことができる。
例えば、特定の実施形態は、「このアーチストの全ての項目」ボタンを含むことができ、
これは現在再生中のトラックと同じアーチストによるトラックを全て再生する以外は「全
アルバム」ボタンと同じようなものである。「このジャンルの全ての項目」といった、検
索機能の別のサブセットを使用することもできる。
【０１１６】
動的複雑性の調整
　選択システムは、例えばユーザが全ての機能を完全に制御するのを可能にした複雑な作
動モード、並びにユーザが利用できる機能の数を少なくして、例えば単純なユーザ制御の
みを可能にした自動モードの両方を提供できる。ユーザの注意が主として別の作業に向け
られている状況において、ユーザインターフェースの複雑な態様といった特定の機能は無
効にされる。この時、システムは、ユーザが本来の作業から注意をそらすことなくユーザ
の好みを満たすことができる単純ではあるが機能的なインターフェースを提供する。
【０１１７】
　この機能の１つの実施例は、車両に組み込まれている選択システムに使用することがで
きる（図１１参照）。本システムは、車両走行中にはユーザが検索モードを使用できない
ように構成できる。このモードは、車両のギヤが駐車位置にあるか、又は駐車ブレーキが
かけられている場合にだけ可能になるように制限される。他のギヤ位置では他のモードが
利用できる。
【０１１８】
パーソナルコンピュータ接続
　特定の実施形態において、本システムは、随意的にパーソナルコンピュータとインター
フェース接続が可能である。本実施形態では、ユーザはシステムから記憶装置を取外して
コンピュータに直接取付けることができる。その後、ユーザは各々のＣＤを示すコードと
共に全ての記録されたトラックのリストをコンピュータに保存できる。その後、ユーザは
各々のＣＤに対応するコードを印刷でき、後程、直接アクセス機能を使用して高速アクセ
スできる。
【０１１９】
　ハードディスクがコンピュータに接続されている間に、ユーザはコンピュータのハード
ディスクをうまく利用して、追加トラックをハードディスクに記憶することもできる。例
えば、コンピュータのＣＤ再生装置がシステムの再生装置よりもＣＤデータを高速で読み
出して保存できる場合、この方法は有用である。
【０１２０】
　また、コンピュータは、再生リストを作成して、項目選択システムには利用できないメ
タデータ・データベースから、記憶されているトラックに関するメタデータを検索するこ
とを可能にする。最後に、ユーザは、バックアップの目的で、記憶されたトラックコレク
ションを自分のコンピュータに保存できる。
【０１２１】
ユーザインターフェース
　ユーザは、システムが組み込まれたプラットフォームに依存するインターフェース手段
を介して選択システムと対話する。例えば、図１０に示すように、ユーザはリモートコン
トロールを使用できる。システムは、例えば家庭用娯楽システムに組み込まれた場合、図
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１２に示すように、制御パネルで制御される。車両に組み込まれた場合、システムは、図
１３に示すハンドルに配置された特定の制御部及び図１４に示すダッシュボードに配置さ
れた残りの制御部をもつことができる。システムがコンピュータソフトウエアで機能の選
択を制御する場合、ユーザインターフェースはソフトウエア自体によってもたらされるこ
とになる。以下に説明するインターフェース要素の中には、音楽トラック以外には適用で
きないものもある。
【０１２２】
　図１０の制御部は、画面上のメニュー又は他の場所の選択部と同様に、ユーザが使用で
きる大部分の機能を示すが、制御部自体はコンソール上に配置できる。電源は標準のオン
／オフボタン１８１６を使用して制御できる。ユーザは消音ボタン１８２６を使用して消
音を行うことができる。ユーザは一連のボタン１８２６を使用してトラックソースを選択
できる。もしくは、システムが利用可能なソースの最初から最後までを循環する単一のボ
タンであってもよい。システムが、記憶されたトラック以外の任意のソースモードにある
場合、ユーザは「記憶」ボタン１８１７を押し続けて、システムのハードディスクに現在
のトラックを記憶するように指示できる。もしくは、図１４に示すように、システムはユ
ーザが現在のトラックを記憶することができるように別のボタン２５０３を備えることが
できる。システムは、記憶されたトラックの再生中にユーザが現在のトラックを削除でき
るボタン２５０２を備えてもよい。もしくは、このボタンは、現在のＣＤ又はアルバムか
ら全てのトラックを削除する機能を備えてもよい。
【０１２３】
　ユーザは、設定ボタン１８０１を使用してシステムの高度な設定機能にアクセスできる
。ＤＶＤモードにあるとき、ＤＶＤ上にエンコードされた特別の機能及び情報にはＤＶＤ
メニューボタン１８０４を用いアクセスできる。どのメニューも終了ボタン１８０３を用
いて終了できる。これらのメニュー内でのナビゲーションは、矢印キー１８２５を用いて
行うことができる。実行キー１８０２は、これらのメニューのいずれかの選択を承認する
ために使用される。
【０１２４】
　ユーザはボリュームキー１８２６を使用して音量を制御できる。ボタン１８２７を使用
して、自動選択モードで再生している場合には現在のユーザステーション（「ユーザステ
ーション及びプリセット」参照）を変更でき、トラックの変更をサポートする入力モード
にある場合には現在再生中のトラックを変更できる。また、現在のユーザステーションは
、キーパッド１８０５から新しいステーションを直接選択することによって変更できる。
【０１２５】
　再生リストモード以外の任意のモードでは、ユーザは、トラックがシステムのハードデ
ィスクから再生中である場合に０を押し続けることによって再生リスト中にトラックを追
加できる。ユーザは、キーパッド１８０７上で０を１度押すことによって再生リストモー
ドを実行できる。ユーザは、専用のボタン１８１９を押すことによって以前の再生モード
に戻すことができる。
【０１２６】
　現在再生中のトラックに対する制御は、標準の送り制御部を使用して実行できる。ユー
ザは、再生ボタン１８２０を使用して再生を開始でき、一時停止ボタン１８２２を使用し
て再生を一時停止でき、停止ボタン１８２１を使用して再生を停止できる。更に、ユーザ
は、次トラックボタン１８２３を使用して次のトラックにスキップするか、又は前ボタン
１８２４を使用して前のトラックに戻すことができる。
【０１２７】
　ハードディスク上のトラックを再生する場合、ボタン１８１１、１８０６、１８１０、
及び１８１３を使用して再生モードを調整することができる。全アルバムボタン１８１１
により、システムは現在のトラックが記録されたアルバム上の全トラックを再生する。チ
ェンジャボタン１８０６により、システムは仮想ＣＤチェンジャモード（「作動モード」
参照）に切り替わる。スマート再生ボタン１８１０により、システムは自動選択モードに
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切り替わる。保管ボタン１８１３により、システムは保管モードに切り替わる。ユーザは
検索ボタン１８１２を押すことによって検索を実行できる。
【０１２８】
　システムは、ユーザがトラックに対して、例えば、現在再生中のトラックに対して反応
（好み）を示すことができるようにフィードバック手段を含む。これは単純な＋評定ボタ
ン１８１５及び－評定ボタン１８１４を備えることによって実現できる。別の実施例にお
いて、図１２に示すように、＋ボタン２３０２は－ボタン２３０３の上側に配置され、２
つのボタンは好みの値を最大値と最小値との間でスクロールする機能を果たす。別の実施
例において、図１３及び図１５に示すように、＋ボタン２４０１は－ボタン２４０２より
も大きく、しかも上側に配置される。特定の実施例において、これらのボタンは、システ
ムがスマート再生モードにある場合は評定ボタンであり、システムが別の再生モードにあ
る場合はスクロールボタンであるといった２つの機能を果たす。同様に別のインジケータ
を使用してもよい。例えば＋と－の代わりに、承認と拒否のインジケータを備えることが
できる。また、ボタンはカラーコードであってもよい（例えば、否定的な反応の場合は赤
色のボタンを使用し、肯定的な反応の場合は緑色のボタンを使用する）。
【０１２９】
　特定の実施形態において、システムは、フィードバックボタンに加えて、取消しボタン
を備えることができる。このボタンは、記憶されたトラックのグラフ（「メタデータ」参
照）上の、以前に作動させたフィードバックボタンの効力を完全に取消すものである。ま
た、ユーザは、前のトラックに戻った後に、以前のトラック再生に与えたのとは逆のフィ
ードバックを示すことによって、意図的でない好みの指示の効力を低減することができる
。
【０１３０】
　インターフェースは多様な手段を備えることができ、ユーザは、トラックに対する肯定
的又は否定的な反応を示すことができる。３つ以上の選択肢の中から好みの明示的な指示
ができるように、３つ以上のボタンが設けられている。対照的に、単一のフィードバック
ボタンを使用することが可能であり、単一の肯定的フィードバックボタン又は単一の否定
的フィードバックボタン、又はユーザの好みのレベルを示す所定時間だけ押される単一の
ボタンであってもよい。単純に好きか嫌いかよりは単純ではないが、別の種類のフィード
バックを与えるボタン、例えば、トラックに対して幸せ、悲しい、無感動等の感情的な種
類の反応を表すボタンも可能である。フィードバック手段はボタンである必要はなく、ノ
ブ、ダイアル、サムホイール、タッチスクリーン、音声認識システム、生体測定システム
、又はユーザ入力を受信できる任意の別の装置であってもよい。ボタン形状は、図示の形
状とは異なっていてもよい。
【０１３１】
　フィードバック手段の形状、輪郭、位置、及び他の形態は、ユーザにボタン機能に相当
する直感的触感を与えるように選択される。例えば、＋ボタンを－ボタンの上側に配置し
て、＋ボタンを－ボタンより大きくすると、各々のボタンの意味の直感的感覚を伝えるこ
とができる。２つの別個の好みボタンの表面形状は、それらの意味を直感的に示すことが
できるように構成できる。例えば、＋ボタンは窪んだ表面（一般に快適に感じられる）、
－ボタンは隆起した表面（一般に不快に感じられる）であってもよい。
【０１３２】
　好みボタンは、互いに近接して配置すると共に、１つ又はそれ以上の主要な送りボタン
に例えば十分に近接して配置することが望ましく、これによりユーザは、それらのいずれ
かのボタンを、手全体を動かすことなく指を動かすだけで押すことができる。図１３に示
すように、ボタンを集合させる１つの有効な方法は、＋ボタンと－ボタンを互いに上下に
配置し、後ろ送りボタンと前送りボタンを、＋ボタンと－ボタンをつないだ垂直軸に隣接
する左側と右側に配置するという構成である。例えば、ハンドルに取付けると、ユーザは
手全体を動かすことなく親指だけで評定及び送りを行うことができる。本構成は、車両に
使用する場合は使い易いだけでなく他の構成よりも安全である。
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【０１３３】
　システムは、ユーザに対して表示された好み及び他の事項に関するフィードバックを与
える。１つの方法として、図１２に示すように、フィードバックは組み込み画面２３０１
上に表示される。別の方法として、図１４に示すように、フィードバックはＬＣＤ表示部
２５０１上に表示される。フィードバックとしては、再生中のトラックの識別番号、再生
中のユーザステーション、トラックの長さ、経過時間、及び再生中のトラックに対するユ
ーザの好みレベルに関するシステムの解釈の表示を挙げることができる。
【０１３４】
　特定の実施形態では、前述のボタン及び表示部を音声応答システムによって強化又は置
き換えることができる。システムは、ユーザに音声フィードバックを与え、音声命令を入
力することができる。もしくは、システムは、ボタンを押すことによって又は音声応答に
よって選択できる、音声メニュー選択を実行できる。
【０１３５】
表示部
　画面上表示部を使用してユーザに対してフィードバックを行う実施形態において、シス
テムが、記憶されたトラックから再生中である場合、図１６に示すように、システムは、
現在再生中のトラックに関する情報を表示することができる。システムは、現在のアルバ
ムの名前２６０１、現在のトラックのタイトル２６０２、アーチストの名前２６０３、ジ
ャンル２６０４、現在のトラックの経過時間２６０５、現在再生中のユーザステーション
２６０６（「ユーザステーション及びプリセット」参照）、及びトラックのソース２６０
７を表示する。
【０１３６】
　検索モードにおいて、図８に示すように、システムはメニューを表示し、ユーザはジャ
ンル９０４、アーチスト９０３、トラック９０２、又はアルバム９０１を用いて検索でき
る。システムは、最新の検索結果の範囲を表示することができ（９０５）、最初は、記憶
されているトラックの全セットである。特定の実施において、検索の最初の範囲は、現在
再生中のトラックに基づく。次に、ユーザは、例えば同じアーチストによる、又は同じア
ルバム上の、又は同じジャンルの類似のトラックを比較的迅速に容易に選択できる。
【０１３７】
　ユーザがプリセット又はユーザステーションを編集しようとする場合、システムは、図
１７に示す画面を表示する。プリセットがユーザステーションではない場合、ユーザは所
定のトラックをプリセットに追加又はプリセットから削除できる。プリセットがユーザス
テーションである場合、ユーザはステーションに対して明示的に肯定的又は否定的フィー
ドバックを与えることができる。
【０１３８】
　車両内又は携帯型ステレオシステムのように小型表示部が必須の場合、表示部は図１８
に示すような形状になる。システムは、現在のモード２７０１及び経過時間２７０２を連
続して表示することになる。また、システムは、現在のアーチスト２７０３（例えば「Ｔ
ｈｅ　Ｂｅｅｔｌｅｓ」）及び現在のトラックのタイトル２７０４（例えば「Ｈａｒｄ　
Ｄａｙ’ｓ　Ｎｉｇｈｔ」）に関する情報を、画面を横切ってスクロールさせることがで
きる。
【０１３９】
　何れの実施例においても、ユーザが明示的フィードバックボタン（例えば、図１０のボ
タン１８１４又は１８１５）を押すと、表示部はフィードバックを知らせることができる
（例えば、「フィードバック承認」といった肯定応答メッセージを一時的に表示すること
で）。特定の実施形態において、肯定応答は、明示的フィードバック並びに暗示的フィー
ドバックを受信する都度に表示させることができる。
【０１４０】
　システムがトラックの再生中の場合、表示部は、トラックに対するユーザの好みレベル
に関するシステムの理解を表すインジケータ２６０８（図１６）を表示する。インジケー
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タは、例えば図１９に示す５つのアイコンの１つであってもよい。５つのアイコンは、塗
りつぶしプラス３１０１、白抜きプラス３１０１、円３１０３、白抜きマイナス３１０４
、及び塗りつぶしマイナス３１０５を含む。また、別のアイコン、別の数のアイコン、別
の意味のアイコンを使用できる。
【０１４１】
　ユーザが設定モードを実行すると（図２０参照）、設定画面２８０１が表示される。ユ
ーザは、画面上で現在再生中のプリセット又はユーザステーション２８０２を変更できる
。ユーザは、ユーザ指定時間後にシステム２８０３の電源を切るか、又は指定日時にシス
テム２８０３の電源を入れるように設定できる。ユーザは、高音域、低音域、及びバラン
ス等の標準オーディオ設定部２８０４を調整できる。ユーザは、詳細設定部２８０５を見
て変更できる。
【０１４２】
　ユーザが詳細設定部の編集を選択すると、２８０６のような画面が表示される。システ
ムはこの画面に現在再生中のステーション２８０７を表示し、幾つのトラックが特定のフ
ィードバックを記録したか（２８０８）、何のフィードバックか（２８０９）に関する情
報を表示し、現在のステーション内で最高のフィードバック評定がなされたアーチストを
表示する。また、ユーザは、現在のステーション２８１１の全ての情報を消去できる。
【０１４３】
　システムが画面上表示ではなく音声合成を使用する場合、類似の情報及び選択肢はユー
ザに音声で示される。
【０１４４】
ユーザステーション及びプリセット
　概念的にプリセットは各々の記憶されたトラックに関する情報を示すが、これはどのト
ラックを再生するかのシステムの選択に影響を及ぼす。システムがこの情報を使用する方
法は、現在のモードに依存し、特定のプリセット情報は、特定のモードに対してだけ適用
できる。例えば、トラック、保管、又は仮想ＣＤチェンジャモードにある場合、プリセッ
トは、記憶されたトラック又はアルバムの各々に対する単純なイエス／ノーのデータを含
むことができ、トラック又はアルバムが現在のプリセットに存在するか否かを示す。ユー
ザステーションモードにおいて、プリセットは、システムが自動選択モードでトラックを
選択するために使用する情報を含むことができる。例えば、図２１において、記憶された
トラックのグラフの各々のノードに関するフィードバックレコード１２１３を含むことが
できる（「メタデータ」参照）。
【０１４５】
　選択システムは、任意の数のプリセットセットを管理することができる（図２２のデー
タベース概要を参照）。例えば、システムは、４つのプリセットを管理でき、各々は、ボ
タン又は別の１から４までラベル付けされた物理的ユーザインターフェース上のユーザイ
ンターフェース項目によって表示される（図１２の項目１８０５参照）。トラックが任意
のモードで再生中であると、ユーザは、例えば対応するボタンを押し続けることによって
、トラックを所定のプリセットに追加する必要があることを指示できる。システムが自動
選択モードにある場合、このことは現在のトラックに肯定的な評定を与えるのと同じ効果
をもつ。ユーザは、対応するボタンを押すことによってプリセットを起動させる。各々の
プリセットには、表示及び選択を目的として番号又は名前が割り当てられる。
【０１４６】
　図２２に示すように、システムは少なくとも３種類のプリセットを管理できる。第１の
プリセットは、ユーザがプリセットに別個のトラックを割り当て、再生リストを作成する
ことを可能にする。第２のプリセットは、ユーザがプリセットにＣＤ又はＣＤのグループ
を割り当て、それらのＣＤからトラックを再生することを可能にする。第３のプリセット
は、ユーザステーションと呼ばれる。更に、ユーザはＣＤプリセットを設定して単一のＣ
Ｄを再生することができる。
【０１４７】
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　ユーザステーションは、自動選択モードで使用されるプリセットである。各々のユーザ
ステーションは、システムに記憶された各々のトラックと確率とを関連づける。確率は、
以下に説明する自動選択のアルゴリズムによって生成され、例えば、ユーザが暗示的か又
は明示的に示した好み、又はその両方の組合せに基づいて動的に更新される。プリセット
の使用中に、再生されるべきトラックの選択は、プリセットに記憶されたトラック全体の
コレクションに関連する特定の確率セットに基づく。それぞれのプリセットは、全コレク
ション内の各項目の別個の確率に基づいて選択されたトラックを再生するための１つの方
法として定義できる。
【０１４８】
　特定の実施形態において、各ユーザステーションは、個々のユーザに関連付けることが
できる。つまり、システムのユーザが３人の場合、ユーザステーション１はユーザ１の好
みを反映し、ユーザステーション２はユーザ２の好みを反映し、ユーザステーション３は
ユーザ３の好みを反映する。ユーザステーション１は、ユーザステーション１によるトラ
ックの再生中に示されたユーザの好みから導き出されたトラックスコアに基づく選択物を
再生する。他も同様である。
【０１４９】
　特定の実施形態では、ユーザを自動的に識別してユーザのプリセットを自動的に使用す
ることができる。これは生体測定手段によって実現できる。例えば、システムは、音声認
識能力を備えることができ、ユーザは声によって識別できる。一旦識別すると、システム
は該当ユーザのステーションに自動的に切り替えることができる。別のシステムは、指紋
識別、網膜スキャン、又は他の生物測定手法を使用することができる。更に別のシステム
は、外部識別装置とインターフェース接続できる。例えば、車両に組み込まれたシステム
は、ユーザが運転席の位置を予め記憶されたユーザ１の好みの位置に変更した場合にユー
ザ１のステーションに切り替えることができる。
【０１５０】
　プリセットをその都度更新する代わりに、システムがユーザからフィードバックを受信
して、ユーザから明示的な指示があった場合だけプリセットを更新する場合もある。この
ような方法で、ユーザは、プリセットが再生項目の順番の選択に使用されるセッションの
後でも好きなプリセットに戻ることができる。
【０１５１】
モジュール
　図２３は、１つの可能性にある実施形態に含まれる機能モジュールと、それらの相互作
用の性質を示す。本実施形態において、音楽再生装置２１０７は、入力に対応してトラッ
クの再生を制御し、トラックの再生に関するＥｎｄＯｆＴｒａｃｋＰｌａｙｂａｃｋ及び
ＴｉｍｅＵｐｄａｔｅメッセージ２１２２の形式のステータス情報を再生モードモジュー
ル２１０３へ送信する。音楽再生装置２１０７は、ＴｉｍｅＵｐｄａｔｅ及びＮｅｗＴｒ
ａｃｋＰｌａｙｉｎｇメッセージ２１１８を画面上表示部（ＯＳＤ）モジュール２１０１
へ送信する。音楽再生装置２１０７は、ＥｎｄＯｆＴｒａｃｋＰｌａｙｂａｃｋメッセー
ジ２１１５を再生装置ステータスモジュール２１０４へ送信する。音楽再生装置２１０７
は、ＲｉｐＴｉｍｅＵｐｄａｔｅ、ＣＤＩｎｓｅｒｔｅｄ、ＣＤＥｊｅｃｔｅｄ、及びＣ
ＤＲｅａｄｙメッセージ２１１６をリッパーモジュール（以下に説明する）へ送信して、
リッパーモジュールに、ＣＤ挿入時、ＣＤ排出時、及びＣＤ記憶準備完了時に、リップ処
理にどれだけの時間が残されているかを知らせる。
【０１５２】
　リッパー２１０６は、制御ユーザインターフェース・モジュール２１０２からの記憶命
令に応答し、記憶されたトラックを記憶トラックのグラフ（「メタデータ」参照）に追加
するためのメッセージ２１１７を自動選択モジュールへ送信する。また、リッパー２１０
６は、自動選択モジュールに対して所定のトラックが既にグラフに記憶されたか否かを問
合わせる（２１１７）。リッパーモジュールは、ＲｉｐＴｒａｃｋメッセージ２１２３を
音楽再生装置モジュールへ送信して、トラックを実際に記憶するよう音楽再生装置モジュ
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ールに指示する。音楽再生装置は終了時に確認メッセージを送信する。
【０１５３】
　音楽再生装置モジュール２１０３は、制御ユーザインターフェースからのボタン押圧２
１０９に応答する。再生モードモジュール２１０３は、現在の状態を「停止」又は「再生
」に変更するようにメッセージ２１１１を再生装置ステータスモジュール２１０４へ送信
する。また、再生モードモジュール２１０３は、次にどのトラックを再生するかを見出す
ために、又は現在の再生リストを取得するために、自動選択モードに問合わせを行うこと
ができる（２１２４）。また、再生モードモジュール２１０３は、フィードバック事象を
処理するよう自動選択モジュールに指示できる（２１２４）。また、再生モードモジュー
ル２１０３は、ユーザステーション（「ユーザステーション及びプリセット」参照）及び
仮想ＣＤチェンジャ（「作動モード」参照）に関するトラックの履歴及び状態を管理する
。
【０１５４】
　再生装置ステータスモジュール２１０４は、ユーザの制御部からの送り制御事象及び再
生モードモジュールからの命令に応答する。また、再生装置ステータスモジュール２１０
４は、リモートコントローラと音楽再生装置モジュールとの間のインターフェースとして
機能する。再生装置ステータスモジュール２１０４は、制御ユーザインターフェース及び
再生モードモジュールから受信した送り制御及びトラック再生命令２１１２を音楽再生装
置モジュールへ送る。再生装置ステータスモジュール２１０４は、それは再生モードモジ
ュールに現在、過去、及び次のトラックを問合わせることができる（２１１３）。
【０１５５】
　画面上表示部（ＯＳＤ）モジュール２１０１は、ユーザに対して現在何を再生している
かに関する情報を与える。ＯＳＤモジュール２１０１は、「リセット」又はプリセット編
集に関するユーザ対話を処理して、リセットメッセージ２１２０を自動選択モジュールへ
送信することができる。また、ＯＳＤモジュール２１０１は、検索インターフェースに関
するユーザインターフェースを表示し、検索結果を再生モードモジュールへ送信する（２
１２１）。ＯＳＤモジュール２１０１は、自動選択モジュールに対して問合わせを行い（
２１１９）、検索結果（ユーザからＯＳＤモジュールに与えられた所定の検索パラメータ
）を取り出す。また、ＯＳＤモジュール２１０１は、自動選択モジュールに現在再生され
ているトラックに関する情報の問合わせを行い（２１１９）、ユーザに提示する。
【０１５６】
　自動選択モジュール２１０５は、ユニットが自動選択モードにある場合、どのトラック
を再生するかを選択する（「作動モード」参照）。自動選択モジュール２１０５は、全ユ
ーザステーションに関する全フィードバック情報を管理する（「ユーザステーション及び
プリセット」参照）。自動選択モジュール２１０５は、ＯＳＤモジュールを経由してユー
ザからの要求がある場合に検索を行い、ＯＳＤモジュールによって定式化された質問を再
生トラックのリストに変換する。自動選択モジュール２１０５は、現在再生中のトラック
に関する情報をＯＳＤモジュールへ供給する。自動選択モジュール２１０５は、記憶され
たトラックのグラフのデータを編集するためのユーザインターフェースからの要求に応答
する。このモジュールは記憶されたトラックのグラフを管理しているので、システムが仮
想ＣＤチェンジャモード、トラックモード、又は保管モードにある場合、再生モードモジ
ュールは、自動選択モジュールに問合わせを行って（２１２４）、このデータ構造から再
生されるべき次のトラックはどれかを確認する必要がある。
【０１５７】
　制御ユーザインターフェース（制御ＵＩ）２１０２はユーザ事象を送る。制御ＵＩ２１
０２は、例えば検索モードにおけるユーザの対話のために、ボタン押圧をＯＳＤモジュー
ルへ送る（２１０８）。制御ＵＩ２１０２は、ソース変更、モード変更、評定、及び次ト
ラックのメッセージを再生モードモジュールへ送信する（２１０９）。制御ＵＩ２１０２
は、次トラックメッセージ以外の送り制御メッセージを再生モードモジュールへ送信する
（２１１０）。制御ＵＩ２１０２は、記憶ボタン押圧をリッパーモジュールへ送信する（
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２１１４）。
【０１５８】
記憶トラック
　全ての自動選択モード、トラックモード、保管モード、仮想ＣＤチェンジャモード、及
び検索モードは、システムのハードディスクに記憶されているトラックデータを必要とす
る。これは、図２４に示すように作動するリッパーモジュールによって行われる。
【０１５９】
　ディスクが挿入されていない（及び他のソースが作動していない）場合（５００）、モ
ジュールは「ディスクが存在しない」状態にある（５０１）。ディスクが挿入されている
（又はユーザがラジオ又はカセットテープ等の別のソースの再生を開始した）場合（５０
３）、システムは目次（ＴＯＣ）データを読み込み、使用可能な場合（以下の「データ記
憶」を参照）、「ディスクが存在する／アイドル」状態５０２になる。ユーザが記憶ボタ
ンを押すと、記憶すべきトラックが残っている場合（５０４）、システムは未記憶トラッ
クのリストを保存して「記憶」状態（５０９）になる。記憶すべきトラックが残っていな
い場合（５０８）、システムはエラーメッセージを表示する。
【０１６０】
　記憶状態において、他のモジュールがソースの再生を処理する場合、トラックは同時に
ハードディスクに記録される。全トラックの記憶が終了すると、モジュールは、ユーザに
対して確認メッセージを表示し（５０６）、アイドル状態に戻るか（５０２）、又は代わ
りに別のソースモードに戻り、ソースを最初から再生し始める。全てのトラックが記憶さ
れる前にソースが削除された場合（５０７）、システムはディスクが存在しない状態５０
１に戻る。ソースが削除されると、ユーザは停止を押し、ユーザはソースを変更し、シス
テムはハードディスクのスペースを使い果たすか、又は他の事態が発生してシステムが現
在のトラックを記憶し続けるのが不可能になり、現在のトラックに関して記憶されたデー
タは削除される。
【０１６１】
　別の実施例において、トラックは、ユニットのハードディスク上に記憶されている間は
必ずしも再生される必要はない。従って、トラックの記憶は短時間で終了する。本実施形
態において、記憶モジュールは独立して作動し、ユーザは、記憶モジュールがトラックを
記憶している間はシステムのハードディスクを含む任意のソースから聴き続けることがで
きる。
【０１６２】
　別の実施形態では「バックグラウンド記憶」が可能である。この機能により、ユーザは
特定のトラックを記憶する必要があることを指示できる。システムは、実際の記憶をシス
テムが使用中でない時間まで延期することができる。システムがバックグラウンドでトラ
ックを記憶している間にユーザがシステムに携わると、システムは記憶機能を中断する。
ユーザがバックグラウンド記憶を必要とするＣＤからのトラックを再生すると、ユーザの
再生時にこのトラックを記憶することができる。
【０１６３】
　以下に説明するように、バックグラウンド記憶は、標準の記憶機能と組み合わせること
ができる。通常は標準の記憶機能が使用されるが、システムがハードディスクを使い果た
すと、ユーザはＣＤを取り出すか又はそのトラックの記憶を不可能にする別の事象が発生
し、システムは、そのトラックをバックグラウンド記憶のためのキューに入れることがで
き、後ほど可能になった時に記憶できる。
【０１６４】
　特定の実施形態では、記憶処理時に最小の処理能力で作動させて、高度の処理をシステ
ムのアイドル時まで延期することができる。本実施形態において、元の記憶媒体が必要と
なる時間は短くなり、大部分の信号処理はアイドル時に行われる。
【０１６５】
メタデータ
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　メタデータとは、基本的なトラックデータそのものではなく、トラックに関する情報を
意味する。可能性のあるメタデータソース及び階層の種類の例は多数存在する。例えば、
記憶されたトラックが本質的に音楽の場合、システムは、例えば特定のトラック内の低音
の量を解析するためにデジタル信号処理アルゴリズムを使用できる。その後、システムは
、トラックを「重低音」、「軽低音」、又はそれらの中間の低音といったカテゴリに割り
当てることができる。もしくは、トラックが音楽ではないデータを示す場合、その種のデ
ータに適切なメタデータを使用できる。例えば、トラックがコンピュータプログラムのコ
マンドを示す場合、適切なメタデータのカテゴリは、「Ｓｃｏｐｅ」（例えば、文書レベ
ルの命令、グローバルコマンド、又は選択レベルのコマンド）、「Ｔｙｐｅ」（例えば、
フォント、スタイル、プリファレンス、レイアウト）、メニュー（例えば、Ｆｉｌｅ、Ｅ
ｄｉｔ、Ｖｉｅｗ）、及びコマンド名（例えば、Ｉｎｓｅｒｔ　Ｐａｇｅ）等である。音
楽データと同様、メタデータは、ソフトウエアとパッケージ化されるか、又は例えばイン
ターネットを経由して単独で入手できる。以下の段落では、記憶された音楽が例示されて
いる。以下の説明では、アーチスト、ジャンル、及びスタイルといった音楽データ独特の
特性の表示に適した記憶トラックのグラフの作成が例示されている。別の実施例では、記
憶されているデータの種類に応じて、各ノード間で異なる関係をもつ異なる構成が例示さ
れる。
【０１６６】
　音楽の実施例に戻ると、メタデータは、図２５に示すような構成を取る。個々のトラッ
ク３００１が集まってアルバム３００２を構成し、アルバムが集まってアーチスト３００
３の作品を構成し、アーチストが集まってジャンル３００４を形成する。以下に説明する
ように、多数の実施形態では追加の層を付加することができる。
　自動選択モードは、例えば、メタデータがサポートする以下の３つのレベルの何れかを
うまく利用する。
【０１６７】
　（１）メタデータが全くない。
　（２）固有のアルバム識別子によって索引が付けられた、以下の欄を含むことができる
、外部から供給されたメタデータのデータベース。「ジャンル」、「アーチスト名」、「
アルバムタイトル」、及び「トラック番号」で順序付けされた「トラックタイトル」のリ
スト。このようなデータソースの１つは、ＧｒａｃｅｎｏｔｅのＣＤＤＢデータベースで
あり、これらのフィールドを備える任意のデータを「ＣＤＤＢデータ」と総称する（図２
６参照）。
【０１６８】
　（３）アルバムのテーブルを含み、固有のアルバム識別子によって索引が付けられた、
「ジャンル」、「スタイル」リスト、固有のアーチスト識別子、「アルバムタイトル」、
「分類可能なアルバムタイトル」、及び「類似」アルバムのリスト（それらの独自のＩＤ
によって参照される）に関する欄を含むことができる、外部から供給されたデータベース
。データベースは、固有のアーチスト識別子によって索引が付けられたアーチストのテー
ブルと、「アーチスト名」、「分類可能なアーチスト名」、「スタイル」リスト、及び「
類似」アーチストのリスト（固有の識別子によって参照される）に関する欄を含むことが
できる。また、データベースは、各々のスタイルが「ジャンル」にリンク付けされた固定
「スタイル」テーブルを含む。また、データベースは、固有のアルバム識別子によって索
引が付けられた、「記憶媒体インデックス」（複数のディスクセットの連続したディスク
番号）、「トラック番号」、「トラックタイトル」、「分類可能なトラックタイトル」、
「アーチスト固有ＩＤ」の欄を有する「トラック」テーブルを含む。このようなデータソ
ースの１つは、Ａｌｌ－Ｍｕｓｉｃ　Ｇｕｉｄｅである。これらのフィールドを備えるデ
ータを「ＡＭＧデータ」と総称する（図２７参照）。
【０１６９】
　別の実施例において、選択システムは、選択システムの内部グラフ形式に変換できる、
任意のメタデータ形式と連携することができる。システムの「記憶トラックのグラフ」は
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、異なる普遍性レベルのノードを有するグラフである。ノードは、図２８に示すように、
先祖－子孫の関係、又は従兄弟－従兄弟の関係によって接続できる。普遍性レベル、従っ
て全ての先祖－子孫の関係は推移的である。
【０１７０】
　図２１は、システムの記憶トラックのグラフを要約したものである。メタデータの各々
の項目は、半階層ネットワーク状態のノードを形成する。多種多様なノードが図示されて
おり、各々は一般的なノードオブジェクトから導き出される。ノードオブジェクト１２０
９（つまり全てのノード）は、「名前」（ユーザに何かを表示する必要がある場合に使用
される）、「ｉｄ（固有の識別子）」（独自の識別子）、「ソートネーム」（「名前」の
分類可能なバージョン）、及びフィードバックレコード・セット１２１４のためのフィー
ルドを含む。フィードバックレコードは、レコード１２１３の配列から成り、各々のユー
ザステーションに１つ、更に１つは全体的に管理され、全てのフィードバック、スコア、
及び再生履歴情報を追跡する。
【０１７１】
　階層は、図の垂直面及び内部ノード接続で示される。１つのレベルでのノードＡから高
いレベルのノードＢへの接続（すなわち先祖－子孫の関係の接続）は、ノードＡで示され
るエンティティが、ノードＢで示されるエンティティの一部でるか又はノードＢによって
実行されたことを意味する。
【０１７２】
　図の下から上に向かって読むと、トラックノード１２０１は、標準ノードフィールドを
含み、更にトラック番号（そのＣＤ上の位置）、そのアーチスト及びジャンル（利用可能
なメタデータがある場合）、及びその所要時間に関するフィールドを含む。各々のトラッ
クのノードは、単一のＣＤノード１２０２に接続され（１２２２）、複数のアーチストＣ
Ｄからのトラックは、このメタデータが利用可能な場合、１つ又はそれ以上のアーチスト
のノード１２０４に接続される（１２２５）。
【０１７３】
　ＣＤノード１２０２は、ディスクの目次（ＴＯＣ）列と、複数のディスクセットのディ
スク番号を表示する（利用可能な場合）、順番を示す「記憶媒体インデックス」を記憶す
る。各々のＣＤノードは、単一のアルバムノード１２０３に接続される（１２２３）。
【０１７４】
　アルバムノード１２０３は、単一のＣＤ又は複数のディスクセットを表す。アルバムが
単一のアーチストからのトラックを含む場合は単一のアーチストノード１２０４に接続さ
れるが（１２２４）、多数のアーチストからのトラックを含む場合はどのアーチストノー
ドにも接続されない。もしくは、トラックノード１２０１は、直接アーチストノード１２
０４に接続される（１２２５）。アルバムノードは、ゼロ又はそれ以上のスタイルノード
１２０６に接続できる（１２２７）。また、アルバムノードは従兄弟－従兄弟リンクによ
ってゼロ又はそれ以上の「類似」アルバムに接続される（１２２１）。
【０１７５】
　アーチストノード１２０４は単一の演奏者を示し、演奏者は１つ又はそれ以上のトラッ
クを録音した一人又はそれ以上の個人として定義される。アーチストノード１２０４は、
ゼロ又はそれ以上のスタイルノード１２０６に接続される（１２２６）。また、アーチス
トノードは、ゼロ又はそれ以上の「Ｒｅｌａｔｅｄ」アーチストに従兄弟－従兄弟リンク
によって接続される（１２２９）。
【０１７６】
　スタイルノード１２０６は音楽のサブジャンルを示す。スタイルノード１２０６は、少
なくとも１つのジャンルノード１２０７に接続される（１２０５）。メタデータがスタイ
ル及びジャンル情報をもたない場合、ジャンルは固定検索テーブル（図２７の１１０１参
照）を用いてスタイルから決定できる。例えば、スタイル「クラシック　ロック」は、ジ
ャンル「ロック」にマッピングされる。
【０１７７】
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　ジャンルノード１２０７は、広範な音楽分野（例えば、「ロック」、「クラシック」、
「ジャズ」）に対応する。ジャンルノード１２０７は、ルートノード（「全」ノード）１
２０８に接続される（１２２８）。
　ルートノード１２０８は、全てのノードの先祖である。ルートノード１２０８は、全て
の音楽コレクションを示す。
【０１７８】
　各ノード間の接続は、データ構成１２２９によって示される。接続は双方向であり（従
って、両親又は左側の従兄弟１２３０、及び子供又は右側の従兄弟１２３１を含む）、各
々の接続は、関係の強さを示す重み値（リンクの重み）１２３２、及び関係の性質を特定
するタイプ１２３３をもつ。リンクの重みは、外部のメタデータ情報から得ることができ
、固定値であってもよく、全て１であってもよい。
【０１７９】
　明示的なメタデータが利用できない場合、システムは、トラックを直接的に分類する方
法をもたない。例えば、新しい音楽ＣＤが購入してシステムに装填すると、システムは、
ＣＤ上の各トラック間の関係を知ることはできるが、各々のトラックのジャンル又はスタ
イルを知ることができない。つまり、システムは、記憶トラックのグラフの適切な場所に
ノードを生成できない。特定の実施形態では、ユーザに必要な情報を促し（例えば、音声
合成システムを使用して）、次に、その結果を利用してシステムにメタデータを組み込む
ことによって前述の問題を解決する。例えば、システムは「このジャンルは何か？」と問
合わせることができる。音声による回答「ジャズである」を認識して記憶することができ
る。
【０１８０】
ユーザフィードバックの種類
　選択システムがユーザから学習してユーザの好みを決めるために使用する５つの事象が
ある（５つの事象が説明されるが、別の種類の事象も可能である）。
　（１）ユーザが、ボタンを押すか又は別の方法で、あるレベル（例えば「評定＋」）の
明示的な肯定的反応を示す。
　（２）ユーザが、ボタンを押すか又は別の方法で、あるレベルの（例えば「評定－」）
の明示的な否定的反応を示す。
【０１８１】
　（３）ユーザが、ボタンを押すか又は別の方法で、例えばトラックの再生が始まった後
に所定時間以内に（例えば、２秒から２分）ボタンの押圧が生じたという条件で、システ
ムが次のトラックにジャンプするか又は現在のトラックを終了する必要があることを指示
する（「次トラック」）。
　（４）項目が、トラックが始まった時間を中心に１時間といった設定時間内にある種の
ユーザ対話が始まるという条件で、最初から最後まで再生されることは、ユーザがそのト
ラックを聴き意識的に終了させたであろうことを示す（「トラックが正常に終了」）。
　（５）ユーザが、音量を上げる（「音量＋」）。
【０１８２】
　最初の２つの事象は、システムにユーザの何らかの好みを伝えるためのユーザの明示的
な行為である。残りの事象は、ユーザの好みに関する暗示的な情報を表すだけである。明
示的又は暗示的な好みに関する別の種類のフィードバックを使用できる。
【０１８３】
ノードのスコア付け
　項目選択システムにおいて、記憶されたトラックのグラフのノードは、ユーザからのフ
ィードバックに基づいてスコアが割り当てられる。グラフ中の各ノード間の接続に起因し
て、１つのノードに適用されるフィードバック（例えばトラックに対するユーザの反応）
は、潜在的にグラフ中の全てのノードに影響を与える。つまり、システムは、各々の記憶
されたトラックに対するユーザの反応について、ただ１つのユーザの反応に基づいて推測
を行うことができる。更に、システムはトラックの短期間及び長期間の好みを追跡できる
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。この機能により、システムは、ユーザの全体的な長期間のトラックの好みについての情
報を失うことなく、ユーザの気分の変化に対応して迅速に調整を行うことができる。
【０１８４】
　図１９は２つのトラックのスコア分布を示し、フィードバックを受信する前の初期の各
トラック間のスコア分布と、所望の最終的な分布の一例を示す。最初、システムはユーザ
のフィードバックを何も受信しておらず、ユーザは全てのトラックに対して中立的である
と想定される（３１０６）。明示的及び暗示的フィードバックを受信するにつれて、シス
テムは、明示的フィードバックが受信されたのと類似のトラックに関する推測を行う。最
終的には、システムの１つの目標は二重釣鐘曲線分布３１０７を得ることである。ユーザ
は、幾つかのトラックに対して、明示的で肯定的３１０１又は否定的３１０５か、又は暗
示的で肯定的３１０２又は否定的３１０４かのいずれかのフィードバックを与えるであろ
う。システムは、その情報を用いてユーザの好みを推測することができ、未評定トラック
と評定済みトラックとの関係に基づいて、トラックの残余部に肯定的又は否定的スコアを
割り当てる。
【０１８５】
　前述のように、選択システムは、全てのトラック、そのトラックに関するメタデータ、
及びそのトラックと別のトラックとの関係を示すグラフを管理する。以下に詳細に説明す
るように、システムは、現在再生中のトラック以外のノードにフィードバックを伝搬する
ために、このグラフ構成をうまく利用する。更に、以下に詳細に説明するように、ノード
は、随意的に短期間の好みとは別に長期間の好みを追跡することができる。
【０１８６】
　長期間の好みは、以下のようにして追跡することができるが、重み値は、単に１つの可
能性のある実施例として提示されるものである（図２９参照）。
　（１）ユーザが＋ボタン１３０６を押すと、システムは＋１のフィードバック事象をト
ラックのノード１３１１に送信する（１３０１）。
　（２）ユーザが－ボタン１３０７を押すと、システムは－１のフィードバック事象をト
ラックのノードに送信する（１３０２）。
　（３）ユーザが次トラックボタン１３０８を押すと、システムは－１／３のフィードバ
ック事象をトラックのノードに送信する（１３０３）。
　（４）トラックが正常に終了すると（１３１０）、システムは＋１／３のフィードバッ
ク事象をトラックのノードに送信する（１３０５）。
　（５）ユーザが音量を上げるボタン１３０９を押すと、システムは随意的に＋１／６の
フィードバック事象をトラックのノードに送信する（１３０４）。
【０１８７】
　これらのフィードバック事象は、トラックノード１２０１及びメタデータネットワーク
内の全ての先祖に関する、累積スコア１２１０及び累積重み値１２１１変数を変更する。
累積スコアは、そのノードに関する全フィードバック（肯定的及び否定的）の合計と等し
く、累積重み値は、そのノードに関する各々のフィードバック事象の絶対値の合計と等し
い。つまり、累積スコア／累積重み値の比率は、常に（－１、＋１）の範囲にある。この
比率はローカルスコアと呼ばれる。ローカルスコアが＋１の場合、受信したフィードバッ
クは全て肯定的だったことを意味する。ローカルスコアが－１の場合、受信したフィード
バックは全て否定的だったことを意味する。累積重み値が０の場合、ローカルスコアは０
と定義される。
【０１８８】
　特定の実施例において、累積重み値及び累積スコアは境界付けされる。累積重み値が一
定の境界値を超えると、両方の変数は、固定の累積スコア／累積重み値の比率が乗じられ
、結果的に比率を特定の境界内に保ちながら、各変数の間の比率を保つようになっている
。
【０１８９】
　短期間の気分ベースの選択は同様に処理することができる。例えば、ユーザが通常はロ
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ックミュージックを楽しむが、現在はクラシック音楽を聴きたいと思う場合、システムは
ユーザの短期間の好みを受信して、実質的に長期間の好みを変更することなく調整を行う
ことができる。つまり、本実施例では、システムは、現時点ではクラシック音楽を聴きた
いと思うユーザのフィードバックを迅速に解釈することができるが、後ほど作動させると
、システムはユーザが普通はロックを楽しむことを記憶している。
【０１９０】
　この目的のために、累積スコア及び累積重み値に影響を与える代わりに、影響を受ける
変数は気分ボーナススコアであってもよい。この構成において、フィードバック事象が処
理寸前である場合、全ノードにわたる全ての気分ボーナススコアは、全てゼロの方へ低減
することができる（例えば、各々の値に０．９といった小数部を乗じることによって）。
次に、システムは、例えば肯定的フィードバックには０．１を加算し、否定的フィードバ
ックには－０．１を加算することで、フィードバックを受信するトラック及びその先祖の
各々に関する気分ボーナススコアの調整を行うことができる。気分ボーナススコアは境界
付けすることができ、前述の実施例では確実に（－１、＋１）の範囲になる。
【０１９１】
　長期間及び短期間の好みのデータを管理するシステムは以下のように機能することがで
きる。
　（１）「評定＋」事象は、気分ボーナススコア変数に対しては大きなプラスの変化を引
き起こし、累積された変数に対しては小さなプラスの変化を引き起こす。
　（２）「評定－」事象は、気分ボーナススコア変数に対しては大きなマイナスの変化を
引き起こし、累積された変数に対しては小さなマイナスの変化を引き起こす。
　（３）「次トラック」事象は、気分ボーナススコア変数に対しては小さなマイナスの変
化を引き起こし、累積された変数に対しては小さなマイナスの変化を引き起こす。
　（４）「トラックは正常に終了」事象は、気分ボーナススコア変数に対しては小さなプ
ラスの変化を引き起こし、累積された変数に対しては小さなプラスの変化を引き起こす。
　（５）「音量＋」事象は、気分ボーナススコア変数に対しては小さなプラスの変化を引
き起こし、累積された変数に対しては小さなプラスの変化を引き起こす。
【０１９２】
　従って、累積された変数は膨大なメモリを有し、気分ボーナススコア変数は限られたメ
モリを有する（ゼロに向かって減衰するので）。
【０１９３】
　更に、特定の実施例において、システムは、検索画面からスコアをシードすることがで
きる（作動モードを参照）。すなわち、ユーザは検索画面上のトラックを見つけて明示的
評定ボタンの１つを押して、フィードバックをノード及びその両親に適用することができ
る。
【０１９４】
　特定の実施形態において、「評定＋」ボタンを押すと、現在のトラックの再生が中断し
て次のトラックの再生が始まる。ユーザにとって、このことは「次トラック」ボタンを押
すのと同じ結果になるが、システムの当面の作動に対しては大きな影響を与えることにな
る。
【０１９５】
　別の実施形態において、前述のように現在のトラックをスキップさせることに加え、各
々の新しいトラックが再生される前に短時間の一時停止させることができる。再生予定の
トラック名が表示画面に表示される。ユーザは、トラックが即座に次トラックにスキップ
する前に「評定－」ボタンを押すことができる。この場合、ユーザはトラックを再生させ
ることなく明示的フィードバックを与える。
【０１９６】
　グラフ内の各々のノードは、自身のスコア関連のデータを管理する。各々のノードは、
フィードバックスコアセットを含む（図２１参照）。このセットは、各々のプリセットに
関する１つの変数グループと、他のグローバルグループとを含む。各々のグループは、３
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つの数値変数、すなわち累積スコア、累積重み値、及び気分ボーナススコアを含む。
【０１９７】
　また、各々のトラック、ＣＤ、及びアーチストのノードは、単一の整数値の変数、Ｌａ
ｓｔＰｌａｙｅｄＡｔＩｎｄｅｘをもつ。ＬａｓｔＰｌａｙｅｄＡｔＩｎｄｅｘの値が－
１の場合、そのノードで示されたトラックは、システムによってこれまで再生されたこと
がない。システムは、ゼロから始まってトラックが再生されるたびに増加し、１０２４と
いった所定値に達するとゼロに戻る、グローバル循環再生カウンタをもつ。トラックが再
生されると、ＬａｓｔＰｌａｙｅｄＡｔＩｎｄｅｘ変数がグローバルカウンタ値と等しい
全てのノードは「－１」にリセットされる。例えば、システムが再生した５番目のトラッ
クがＸであり、現在システムが１０２９番目のトラックを再生中である場合、現在グロー
バルカウンタ値は５であり（１０２９ｍｏｄ１０２４＝５）、結果的に、現在５であるト
ラックＸのＬａｓｔＰｌａｙｅｄＡｔＩｎｄｅｘは－１にリセットされる。従って、シス
テムはこのトラックを再生したことを「忘れる」。次に、現在のトラック、ＣＤ、及びア
ーチストのノードに関するＬａｓｔＰｌａｙｅｄＡｔＩｎｄｅｘ値は、グローバルカウン
タの現在の値に設定される。この時点で、式：（ＧｌｏｂａｌＣｏｕｎｔｅｒ－Ｌａｓｔ
ＰｌａｙｅｄＡｔＩｎｄｅｘ）ｍｏｄ１０２４は、ＬａｓｔＰｌａｙｅｄＡｔＩｎｄｅｘ
が－１より大きければ、トラック、ＣＤ、又はアーチストがどれくらい最近に再生された
かを示す。
【０１９８】
　また、システムは、各々のプリセットについて直近に再生されたトラックを示す、先入
先出リストを管理する（図３０参照）。この再生履歴は、ユーザが再生履歴内で後ろ又は
前に進めるために送り制御部を使用する場合にのみ利用される。つまり、現在システムが
トラック１４０２を再生中であり、ユーザが前トラックボタンを押すと、システムはトラ
ック１４０１を再生する。次の再生トラックはトラック１４０２である。システムがトラ
ック１４０２の再生を終了すると、新しいトラックが選択されてリスト１４０４の最後に
追加され、最も古いトラックであるトラック１４０３はこのリストから削除されることに
なる。
【０１９９】
　ユーザが前トラック又は次トラックを押し、そうでなければ再生されるトラックがハー
ドディスクから削除された場合、システムはそのトラックをスキップしてリスト中の直前
のトラック又は直後のトラックを再生する。
【０２００】
データ記憶形式
　トラックは、ＣＤからハードディスク又はランダムアクセス記憶媒体に記録される。ト
ラックが音楽データである場合、各々のトラックは、別個のファイルとして記憶されるが
、ＭＰＥＧ－１レイヤ３形式（Ｍｏｖｉｎｇ　ＰｉｃｔｕｒｅＥｘｐｅｒｔ　Ｅｘｐｅｒ
ｔ　Ｇｒｏｕｐ社の「ＭＰ３」によって定義された規格）ＡＣＣ形式（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐ
ｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔ　Ｅｘｐｅｒｔ　Ｇｒｏｕｐ社の規格のＡｄｖａｎｃｅｄ　
Ａｕｄｉｏ　Ｃｏｄｉｎｇ）、又は他の適切な形式に圧縮される。各々のトラックと共に
、元の記憶媒体上で利用可能な場合には目次情報が記憶される。また、ＣＤ上のトラック
の索引が記憶される。トラック番号及び目次が利用可能である限り、新しい記憶媒体上の
特定の形式は関連しない。特定の実施形態において、各々のアルバムに関する別個のディ
レクトリが作成される（図３１参照）。これらのディレクトリは、ＣＤ０００１、ＣＤ０
００２といった順番に番号が付与される。ディレクトリ内ではトラックファイルが順番に
番号が付与される（ＴＲ００１、ＴＲ００２のように）。目次は、例えば各々のＭＰ３フ
ァイルのＩＤ３ヘッダ内の文字列として記憶することができる。
【０２０１】
　トラックがハードディスクに記憶されると、ノードは記憶トラックのグラフに追加され
る。前述のように、選択システムは、グラフを構築する目的で複数のソースからメタデー
タを取得することができる。場合によっては、トラックデータが音楽の場合、選択システ
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ムは、Ａｌｌ　Ｍｅｄｉａ　Ｇｕｉｄｅ社（ＡＭＧ）から提供されるデータ及びＧｒａｃ
ｅｎｏｔｅ’ｓ　ＣＤＤＢサービスから提供されるデータを検索する。最初に、システム
は、ＴＯＣが現在のＣＤの目次と一致するＣＤノードに対する記憶トラックのグラフを検
索する。ＣＤが存在しない場合、システムは、索引としてＣＤの目次を使用してＡＭＧデ
ータベースに問合わせを行う。ＡＭＧデータベースが一致を返信すると、システムはＣＤ
ノードを追加し、ＣＤが既に存在しない場合、ＡＭＧデータベースからのデータを使用し
てアルバムノードを追加する。新しいノードがいつ作成されてもその変数は全てゼロに設
定されることに留意されたい。新しく追加されたＣＤノードの下で、トラックノードが作
成されてネットワークに追加される。システムはＡＭＧデータベース内の類似のアルバム
のリストを使用して、アルバムノードをネットワーク内の別のアルバムに接続する。トラ
ックノードはアルバムノードに接続される。アルバムノードは適切なスタイルノードに接
続されるが、スタイルノードは存在していない場合は作成される。
【０２０２】
　ＣＤが単一のアーチストのＣＤでありアルバムノードが以前に存在していない場合、又
はＣＤが種々のアーチストのＣＤの場合には、システムは、アーチストノードが存在しな
い場合はそれを作成する。ＣＤが種々のアーチストのＣＤでない場合、アーチストノード
はアルバムノードに接続される。アーチストノードが以前に存在していなかった場合、そ
れはＡＭＧデータベースのアーチストテーブルのアーチスト項目で指示されているスタイ
ルノードに接続される。ＣＤが種々のアーチストのＣＤの場合、システムはアーチストノ
ードを直接トラックノードに接続するが、さもなければアーチストノードはアルバムノー
ドに接続される。
【０２０３】
　以前に存在していなかった任意のスタイルノードは適切なジャンルノードに接続され（
必要に応じて作成される）、任意の新しいジャンルノードはルートノードに接続される。
【０２０４】
　メタデータが返信されない場合、システムは、ＣＤＤＢデータベースを照会することが
できる。一致があると、ＡＭＧデータベースに関して説明したようにノードが作成される
。依然として一致がない場合、アルバムでのダミーの「未知」ノード、アーチスト、及び
スタイルレベルと共に、トラック及びＣＤノードが作成される。
【０２０５】
　もしくは、ＣＤＤＢデータベースは最初に照会することができる。一致が見つかると、
ＡＭＧデータベースは２番目に照会され、利用可能であれば、ＡＭＧデータベースから得
られる詳細情報はＣＤＤＢデータを補うために使用される。
【０２０６】
　前述のように、ＣＤＤＢデータ及びＡＭＧデータは、２つだけの実行可能な形式のメタ
データであり、特に音楽トラックに適している。別の形式のデータを使用する場合、その
データに適するメタデータが提供する情報をマッピングするために、異なるレベルの別の
階層を作成することができる。例えば、データベースが登録特許から成る場合、提供され
たメタデータが技術分野、発明者、引用された従来技術、及び発明の名称であれば、記憶
トラックのグラフは、これらのメタデータのフィールドを前述の構成にマッピングするこ
とによって作成される。
【０２０７】
フィードバック伝搬
　ユーザのフィードバックは、以下のように所定ノードに適用することができる。システ
ムは、機能ｉｎｓｅｒｔＦｅｅｄｂａｃｋＡｔＮｏｄｅを呼び出して、整数のプリセット
数、ｍｏｏｄＢｏｎｕｓ（短期間のスコアの変化を示す）、浮動小数点ｒａｗＳｃｏｒｅ
及びｗｅｉｇｈｔデルタ（長期間のフィードバックの変化を示す）にフィードバックを適
用するために、ｉｎｓｅｒｔＦｅｅｄｂａｃｋＡｔＮｏｄｅをノード（すなわち再生中の
トラックのノード）に送る。最初に、選択ノードを初期化する。
　ｎｏｄｅ．ｃｕｒｒｅｎｔＦｅｅｄｂａｃｋＦｌａｇ　１２１８＝１
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　ｎｏｄｅ．ｃｕｒｒｅｎｔＦｅｅｄｂａｃｋＲａｗＳｃｏｒｅ　１２１６＝ＲａｗＳｃ
ｏｒｅ
　ｎｏｄｅ．ｃｕｒｒｅｎｔＦｅｅｄｂａｃｋＷｅｉｇｈｔ　１２１７＝ｗｅｉｇｈｔ
　ｎｏｄｅ．ｃｕｒｒｅｎｔＭｏｏｄＢｏｎｕｓ　１２１９＝ＭｏｏｄＢｏｎｕｓ
【０２０８】
　次に、システムはグラフを詳細に検討して、確実に任意の高いレベルのノードにアクセ
スする前に低いレベルの全てのノードにアクセスする。各々のノードがアクセスされるの
で、ノードのｃｕｒｒｅｎｔＦｅｅｄｂａｃｋＦｌａｇが設定されると、ノードの各々の
従兄弟リンクが考慮される。一時的な変数ｔｂｏｎｕｓ、ｔｗｅｉｇｈｔ及びｔｒａｗＳ
ｃｏｒｅが初期化される。
　ｔｗｅｉｇｈｔ＝ｎｏｄｅ．ｃｕｒｒｅｎｔＦｅｅｄｂａｃｋＷｅｉｇｈｔ＊ＣＯＵＳ
ＩＮ＿ＰＥＮＡＬＴＹ
　ｔｒａｗＳｃｏｒｅ＝ｎｏｄｅ．ｃｕｒｒｅｎｔＦｅｅｄｂａｃｋＲａｗＳｃｏｒｅ＊
ｌｉｎｋ．ｗｅｉｇｈｔ＊ＣＯＵＳＩＮ＿ＰＥＮＡＬＴＹ＊ＭＡＸ＿ＩＭＰＬＩＣＩＴ＿
ＣＯＮＴＲＩＢＵＴＩＯＮ
　ｔｂｏｎｕｓ＝ｎｏｄｅ．ｃｕｒｒｅｎｔＭｏｏｄＢｏｎｕｓ＊ｌｉｎｋ．ｗｅｉｇｈ
ｔ＊ＣＯＵＳＩＮ＿ＰＥＮＡＬＴＹ
　更に、従兄弟ノードのｃｕｒｒｅｎｔＦｅｅｄｂａｃｋＦｌａｇが設定されておらず、
ｔｗｅｉｇｈｔがｃｕｒｒｅｎｔＦｅｅｄｂａｃｋＷｅｉｇｈｔの従兄弟ノードの値より
も大きい場合、ｃｕｒｒｅｎｔＦｅｅｄｂａｃｋＲａｗＳｃｏｒｅと、ｃｕｒｒｅｎｔＦ
ｅｅｄｂａｃｋＷｅｉｇｈｔに関する従兄弟ノードの値は、それぞれｔｒａｗＳｃｏｒｅ
及びｔｗｅｉｇｈｔに設定される。１つの実施例において、ＣＯＵＳＩＮ＿ＰＥＮＡＬＴ
Ｙは０．４に設定され、ＭＡＸ－ＩＭＰＬＩＣＩＴ＿ＣＯＮＴＲＩＢＵＴＩＯＮは０．８
に設定される。従兄弟ノードのｃｕｒｒｅｎｔＭｏｏｄＢｏｎｕｓがｔｂｏｎｕｓの絶対
値よりも小さい場合、従兄弟ノードのｃｕｒｒｅｎｔＭｏｏｄＢｏｎｕｓはｔｂｏｎｕｓ
に等しい値に設定される。
【０２０９】
　次に、現在のノードのｃｕｒｒｅｎｔＦｅｅｄｂａｃｋＦｌａｇが依然として設定され
ていると想定すると、ノードの両親リンクの各々は、順々に考慮される。一時的変数のｔ
ｂｏｎｕｓ、ｔｗｅｉｇｈｔ及びｒａｗＳｃｏｒｅが初期化される。
　ｔｂｏｎｕｓ＝ｎｏｄｅ．ｃｕｒｒｅｎｔＭｏｏｄＢｏｎｕｓ＊ｌｉｎｋ．ｗｅｉｇｈ
ｔ
　ｔｗｅｉｇｈｔ＝ｎｏｄｅ．ｃｕｒｒｅｎｔＦｅｅｄｂａｃｋＷｅｉｇｈｔ＊ｌｉｎｋ
．ｗｅｉｇｈｔ
　ｔｒａｗＳｃｏｒｅ＝ｎｏｄｅ．ｃｕｒｒｅｎｔＦｅｅｄｂａｃｋＲａｗＳｃｏｒｅ＊
ｌｉｎｋ．ｗｅｉｇｈｔ
【０２１０】
　ｃｕｒｒｅｎｔＦｅｅｄｂａｃｋＷｅｉｇｈｔの両親ノードの値がｔｗｅｉｇｈｔより
も小さい場合、両親のｃｕｒｒｅｎｔＦｅｅｄｂａｃｋＦｌａｇは１に設定され、そのｃ
ｕｒｒｅｎｔＦｅｅｄｂａｃｋＲａｗＳｃｏｒｅ及びｃｕｒｒｅｎｔＦｅｅｄｂａｃｋＷ
ｅｉｇｈｔの値は、それぞれｔｒａｗＳｃｏｒｅ及びｔｗｅｉｇｈｔに設定される。両親
ノードのｃｕｒｒｅｎｔＭｏｏｄＢｏｎｕｓの絶対値がｔｂｏｎｕｓの絶対値よりも小さ
い場合、ｔｂｏｎｕｓと等しい値に設定される。
　システムは、現在の両親ノードに関する前記処理を繰り返す。
【０２１１】
　全てのノードがアクセスされると、今度は反対の順番でアクセスされる（「全」ノード
から始まって、「トラック」ノードの方に下向きに）。各々のノードは２回アクセスされ
るので、ｃｕｒｒｅｎｔＦｅｅｄｂａｃｋＷｅｉｇｈｔがゼロでない場合、ノードのフィ
ードバック変数（特定のプリセットに関する）は以下のように調整される。
　ａｃｃｕｍｕｌａｔｅｄＲａｗＳｃｏｒｅ＋＝ｃｕｒｒｅｎｔＦｅｅｄｂａｃｋＲａｗ
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Ｓｃｏｒｅ
　ａｃｃｕｍｕｌａｔｅｄＷｅｉｇｈｔ＋＝ｃｕｒｒｅｎｔＦｅｅｄｂａｃｋＷｅｉｇｈ
ｔ
　各々のノード形式は、重み制限をもつ。別の重み値も可能であるが、１つの実施例は以
下の通りである。
　ＦｅｅｄｂａｃｋＬｉｍｉｔ＝〔　４．０，＃トラック
　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０，＃ＣＤ
　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０，＃アルバム
　　　　　　　　　　　　　　　　２０．０，＃アーチスト
　　　　　　　　　　　　　　　　４０．０，＃スタイル
　　　　　　　　　　　　　　　　６０．０，＃ジャンル
　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０〕＃全て
　ここでａｃｃｕｍｕｌａｔｅｄＷｅｉｇｈｔがその形式のノードに関する制限値を越え
る場合、ａｃｃｕｍｕｌａｔｅｄＷｅｉｇｈｔは、その制限値に設定される。同様に、こ
こでａｃｃｕｍｕｌａｔｅｄＲａｗＳｃｏｒｅがその形式のノードに関する制限値を越え
る場合、正規化されて制限値と同じになる。
【０２１２】
　また、ノードのｍｏｏｄＢｏｎｕｓＳｃｏｒｅ（特定のプリセットに関する）には（１
－ＭｏｏｄＢｏｎｕｓ）が乗算され、次に、ｃｕｒｒｅｎｔｍｏｏｄＢｏｎｕｓ値が加算
される。最後に、ｃｕｒｒｅｎｔＦｅｅｄｂａｃｋＦｌａｇ、ｃｕｒｒｅｎｔＦｅｅｄｂ
ａｃｋＲａｗＳｃｏｒｅ及びｃｕｒｒｅｎｔＦｅｅｄｂａｃｋＷｅｉｇｈｔ値は全てゼロ
にされる。この時点で、システムは、選択されたノードの全ての先祖及び先祖の最初の従
兄弟にフィードバックを伝搬したことになる。
【０２１３】
　１つの実施例において、ｉｎｓｅｒｔＦｅｅｄｂａｃｋＡｔＮｏｄｅ機能は、ｒａｗＳ
ｃｏｒｅ、ｗｅｉｇｈｔ、及びｍｏｏｄＢｏｎｕｓの４つの可能性のある組合せの１つだ
けと一緒に呼び出される。
　１．「評定＋」ボタンが押されると、ｒａｗＳｃｏｒｅ＝１．０、ｗｅｉｇｈｔ＝１．
０、及びｍｏｏｄＢｏｎｕｓ＝０．１になる。
　２．「評定－」ボタンが押されると、ＲａｗＳｃｏｒｅ＝－１．０、ｗｅｉｇｈｔ＝１
．０、及びｍｏｏｄＢｏｎｕｓ＝０．１になる。
　３．適切な時間ウインドウ内で「次トラック」ボタンが押されると、ｒａｗＳｃｏｒｅ
＝ＭＡＸ＿ＩＭＰＬＩＣＩＴ＿ＣＯＮＴＲＩＢＵＴＩＯＮ＊ＩＭＰＬＩＣＩＴ＿ＰＥＮＡ
ＬＴＹ、ｗｅｉｇｈｔ＝ＩＭＰＬＩＣＩＴ＿ＰＥＮＡＬＴＹ、及びｍｏｏｄＢｏｎｕｓ＝
０．０５になる。
　４．トラック再生が終了すると、ｒａｗＳｃｏｒｅ＝ＭＡＸ＿ＩＭＰＬＩＣＩＴ＿ＣＯ
ＮＴＲＩＢＵＴＩＯＮ＊ＩＭＰＬＩＣＩＴ＿ＰＥＮＡＬＴＹ、ｗｅｉｇｈｔ＝ＩＭＰＬＩ
ＣＩＴ＿ＰＥＮＡＬＴＹ、及びｍｏｏｄＢｏｎｕｓ＝０．０５になる。
【０２１４】
　１つの実施形態において、定数は次のように設定される。
　ＭＡＸ＿ＩＭＰＬＩＣＩＴ＿ＣＯＮＴＲＩＢＵＴＩＯＮ＝０．８及びＩＭＰＬＩＣＩＴ
＿ＰＥＮＡＬＴＹ＝０．３３
【０２１５】
　フィードバックがグラフを介して伝搬された状態では、依然として短期間の好み及び長
期間の好みを考慮してノードのスコアを計算する必要性がある。このことは、グラフの上
から下への別の検討を必要とするが、このステップは前述の詳細な検討と組み合わせるこ
とができる。「全」ノードから開始して下に向かって作業を進める、最初に、システムは
ノードの変数ｒａｗＳｃｏｒｅ１２１６及びｗｅｉｇｈｔ１２１７をゼロにする。現在の
ノード（もし存在すれば）の各々の両親に関して、ｒａｗＳｃｏｒｅに、そのプリセット
（リンクの重みを乗算した）内の両親ノードのｒａｗＳｃｏｒｅを加算し、ｗｅｉｇｈｔ
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に、そのプリセット（リンクの重みを乗算した）内の両親ノードのｗｅｉｇｈｔを加算す
る。全ての両親フィードバックを加算した後に、ｒａｗＳｃｏｒｅ及びｗｅｉｇｈｔにＰ
ＡＲＥＮＴ＿ＰＥＮＡＬＴＹを乗算する。例示的には、ＰＡＲＥＮＴ＿ＰＥＮＡＬＴＹの
値は０．２である。次に、システムは、ａｃｃｕｍｕｌａｔｅｄＲａｗＳｃｏｒｅのノー
ドの現在のプリセット値をｒａｗＳｃｏｒｅに加算し、ａｃｃｕｍｕｌａｔｅｄＷｅｉｇ
ｈｔ値をｗｅｉｇｈｔに加算する。
【０２１６】
　システムは、ＭＯＯＤ＿ＷＥＩＧＨＴＳ［ＧＲＡＰＨ＿ＬＥＶＥＬＳ］と呼ばれる定数
リストを管理するが、グラフ内の階層レベル毎に１つの気分重み定数がある。１つの実施
形態において、各々のＭＯＯＤ＿ＷＥＩＧＨＴはゼロであるが、以下のような例外もある
。つまり、ＣＤレベルに関するＭＯＯＤ＿ＷＩＧＨＴは１であり、アーティストレベルに
関するＭＯＯＤ＿ＷＩＧＨＴは１であり、スタイルレベルに関するＭＯＯＤ＿ＷＥＩＧＨ
Ｔは２である。
【０２１７】
　システムは、現在のノードに関するｍｏｏｄＢｏｎｕｓＳｃｏｒｅにノードレベルに関
する気分重みを乗算し、この値をｒａｗＳｃｏｒｅに加算する。次に、システムは現レベ
ルの気分重みをｗｅｉｇｈｔに加算する。次に、システムは、現在のノードの各々の子供
に対してこの処理を繰り返す。
【０２１８】
　ｒａｗＳｃｏｒｅ／ｗｅｉｇｈｔの比率は、スコアがゼロとして定義される重みがゼロ
の場合を除いて、特定のプリセットにおけるノードスコアとして定義される。ノードスコ
アは、ネットワーク内の全ての先祖のスコア比率に依存する点に留意されたい。全てのノ
ードは「全」ノードの系統を引くので、このことは全てのフィードバック事象が全てのノ
ードのスコアに影響を与えることを意味する。
【０２１９】
次トラックの選択
　システムが「自動選択」モード状態にある場合、システムは、現在のリスク許容度と組
み合わされた各々のノードのスコア、及び多数の他の変数に基づいて次の再生トラックを
選択する。つまり、特定の実施例において、再生するよう選択されたトラックは、最高に
評定されたトラックではない場合もある。最低スコアのトラックでも、全てのトラックは
、各々の選択サイクルで再生される、所定の確率をもち、この確率は、システムの現在の
リスク許容度に応じた正確な確率である。リスク許容度変数は、システムが２回連続して
間違うことを防止するよう試みるが、システムが最高評定のトラックだけを再生する場合
は不可能であろう或る程度の変動を実現する。システムは、否定的フィードバックを受信
すると間違いを繰り返す可能性を避けることに消極的になる。システムは、肯定的フィー
ドバックを受信すると非常に積極的になる。
【０２２０】
　特定の実施形態において、選択プロセスは以下のように実行される。最初に、システム
は、所定の閾値を超えるスコアをもつアーチスト、ＣＤ、及びトラックノード数をカウン
トする。１つの実施形態において、閾値は０．２である。結果的に、システムは、ユーザ
が「好む」アーチスト、ＣＤ、及びトラックの数を知る。これらのカウント値は、それぞ
れ変数ａｒｔｉｓｔＣｏｕｎｔ、ＣＤＣｏｕｎｔ、及びｔｒａｃｋＣｏｕｎｔに与えられ
る。
【０２２１】
　各々のプリセットは、システムが比較的低いスコアをもつトラックを選択する際にどれ
位のリスクを許容するかを決定するｃｏｎｓｅｒｖａｔｉｓｍＴｈｒｏｔｔｌｅ変数１２
１５を有する。ｃｏｎｓｅｒｖａｔｉｓｍＴｈｒｏｔｔｌｅは、例えば［０．５、７．５
］の範囲に境界付けされ、特定のフィードバック事象の発生毎に調整される。これらの調
整のいずれかによってＴｈｒｏｔｔｌｅが閾値を越える場合は、最大値又は最小値に適切
に設定される。
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【０２２２】
　（１）「評定－」キーが押されると、Ｔｈｒｏｔｔｌｅには１０．０が乗じられ、それ
により次トラックを選択する際に許容されるリスクを小さくする効果があり、ユーザがす
でに多少不満をもつ状況において大きなリスクを許容しない方が望ましいという意向を反
映する。
　（２）適切なウインドウ内で「次トラック」ボタンが押されると、Ｔｈｒｏｔｔｌｅに
は１．５が乗じられ、それにより許容されるリスクが小さくなるが、「評定－」キーが押
された場合ほどではない。
　（３）トラックが正常に終了すると、Ｔｈｒｏｔｔｌｅには０．９が乗じられ、結果的
に、以前のトラック選択の成功に照らして許容されるリスクが大きくなる。
　（４）最後に、システムが所定の閾値（例えば０．２）より小さいスコアのトラックを
選択する場合、Ｔｈｒｏｔｔｌｅには１．５が乗じられ、許容されるリスクが大幅に大き
くなる。
【０２２３】
　「評定＋」及び「音量＋」は、Ｔｈｒｏｔｔｌｅに影響を与えないことに留意されたい
。
再生トラックを選択するために、一時的変数ｔｏｔａｌＬｉｋｅｌｉｈｏｏｄはゼロにさ
れる。次に、各々のトラックは任意の順番でアクセスされる。前述したように、変数ｓｃ
ｏｒｅはそのｒａｗＳｃｏｒｅ／ｗｅｉｇｈｔに設定される。次に、トラックのｌａｓｔ
ＰｌａｙｅｄＡｔＩｎｄｅｘが－１に等しくない場合、これは以下のように距離に変換さ
れる（％記号は、モジュラス演算を表す）。
　距離＝（ｇｌｏｂａｌＰｌａｙＩｎｄｅｘ－ｌａｓｔＰｌａｙｅｄＡｔＩｎｄｅｘ）％
１０２４
【０２２４】
　距離がトラックのカウント値（前述のように計算された）よりも小さい場合、スコアに
はペナルティが科せられる。
　スコア－＝２．０＊（１．０－ｔｒａｃｋＤｉｓｔａｎｃｅ／ｔｒａｃｋＣｏｕｎｔ）
【０２２５】
　同様に、トラックのＣＤノード及びアーチストノードが検査され、それらの距離がそれ
ぞれＣＤカウント値及びアーチストカウント値よりも小さい場合、別のペナルティが科せ
られる。
　スコア－＝０．６＊（１．０－ＣＤＤｉｓｔａｎｃｅ／ＣＤＣｏｕｎｔ）
　スコア－＝０．４＊（１．０－ａｒｔｉｓｔＤｉｓｔａｎｃｅ／ａｒｔｉｓｔＣｏｕｎ
ｔ）
【０２２６】
　この時点で、所定のノードのｓｃｏｒｅは、受信したフィードバック平均値を示し、ト
ラック、ＣＤ、又はアーチストが最近再生された場合はペナルティが科せられる。ここで
、スコアは以下のようにして見込み値に変換されるが、ｐｏｗ（ｘ，ｙ）は、ｘをｙ乗す
る。
　見込み値＝ｐｏｗ（１０．０，ｓｃｏｒｅ＊ｃｏｎｓｅｒｖａｔｉｓｍＴｈｒｏｔｔｌ
ｅ）
　この関数の厳密な形は重要ではないが、２つの異なるスコアＬ１／Ｌ２（ここでＳｏｒ
ｅ１＞Ｓｃｏｒｅ２）に関する２つの見込み値の比率は、ｃｏｎｓｅｒｖａｔｉｓｍＴｈ
ｒｏｔｔｌｅの値が大きいときは増大し、小さいときは減少する必要があり、即ち、関数
は展開型非線形性を示す。次に、見込み値がローカル変数である全見込み値に加算され、
［０，１］の範囲の乱数が生成される。全見込み値が乗じられた乱数が部分見込み値より
小さい場合、検討中のトラックは、ローカル変数ｃｕｒｒｅｎｔＢｅｓｔＣｈｏｉｃｅに
持ち込まれる。
【０２２７】
　このプロセスは、各々のトラックに対して繰り返される。プロセスの最後に、システム
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は、ｃｕｒｒｅｎｔＢｅｓｔＣｈｏｉｃｅが示すトラックを選択して再生する。トラック
を選択できること、及び各々の各トラックが選択される確率は全てのトラックノードの見
込み値の合計値で除算された見込み値に等しいことが保証される。
【０２２８】
将来の購入に関する示唆
　ユーザが選択システムを十分な期間使用した後には、グラフ内のノードの評定値は、ユ
ーザが種々のトラックグループをどれほど好むかに密接に関連することになる。＋１に近
い評定値は非常に好きなことを示し、－１に近い評定値は非常に嫌いなことを示す。
【０２２９】
　システムは、ユーザが実際にはグラフ内に保有していないＣＤに関するデータを一時的
に挿入するように拡張できる。情報は、前述の外部メタデータソースから得ることができ
る。グラフに挿入された状態で、ＣＤの両親ノードから引き継いだ値を利用してＣＤのス
コアを計算することができる。ＣＤが高いスコアを受ける場合、システムはユーザがＣＤ
を購入することを示唆する。示唆に続いてＣＤデータはシステムのグラフから削除される
。
【０２３０】
削除項目の示唆
　選択システムは、容量に制限がある記憶手段を使用する。ある時点でシステムの記憶容
量は使い果たされることになる。そうなるとシステムは、最低のスコア／重み値をもつト
ラック又はＣＤをリストアップして、これらを削除するよう示唆する。
【０２３１】
プリシーディング
　システムは、記憶トラックのグラフ内にユーザが好みのデータに関するフィードバック
を「プリシード」することを可能にする。例えば、検索モード時に、ユーザは全アーチス
ト、アルバム、又はジャンルを好きかは嫌いかをシステムに示すことができる。次に、フ
ィードバックは直接、記憶トラックのグラフの適切なノードに適用される。この実施例に
おいて、プリシーディングは、単にノードに対する初期値を設定し、前述したように、こ
の初期値は通常のトラック再生の過程で継続的に更新される。
【０２３２】
スマート状態回復
　ユーザは、短時間だけ「自動選択」モード以外に切り替えることができる。例えば、ユ
ーザは、ラジオに切り替えて交通情報又は野球のスコアをチェックすることができる。ユ
ーザが短い時間内（例えば１時間以内）で「自動選択」モードに切り替えて戻すと、シス
テムは、短期間の好みの変数、現在のトラック情報、及び再生履歴情報を含めて「自動選
択」モードが一時停止された時点の状態に完全に戻ることができる。前述の短い時間の経
過後は、システムは、再生リスト履歴及び短期の好み情報をリセットして、起動時のよう
な作動を行うことができる。
【０２３３】
画面上表示
　選択システムが自身のハードディスクからのコンテンツを再生している場合（すなわち
ＣＤモード、又はＡＭ／ＦＭモード以外の何れかのモード）、その画面上表示は、図３２
の状態図によって定義される。ＯＳＤモジュールは、システムのハードディスクからのト
ラックを再生する場合に起動される。「現在再生中」状態１６０１では最低限の情報が表
示される。ユーザが「設定」ボタン１８０１（図１０参照）を押すと（１６０５）、現在
再生中のトラックに関する詳細情報が見え隠れする（図１６参照）。ユーザが実行ボタン
を押すと（１６０６）、現在再生中の項目に関する詳細情報が表示されている場合、「編
集プリセット」状態１６０２の編集プリセット画面が表示される（図１７）。この画面で
は、ユーザはプリセットからの項目を追加又は削除する（又は、ユーザステーションの場
合は項目に肯定的又は否定的フィードバックを与える）こと、又はプリセット（再生リス
ト及びユーザステーションを含めて）を完全にクリアすることできる。ユーザが実行ボタ
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ンを押すと（１６０７）、システムは確認の問い合わせを行い、ユーザがイエスを押すと
ＯＳＤはリセットメッセージを送信して「現在再生中」状態に戻る。ユーザがノーを選択
するか又は実行ボタンの代わりに終了ボタン又は設定ボタンを押すと、システムは何も実
行しないで「現在再生中」状態に戻る（１６０７）。
【０２３４】
　「編集プリセット」及び「現在再生中」状態から、ユーザが「検索」ボタン１８１２を
押すと（１６０９、１６１０）、システムは、「検索」モード１６０３になり（１６０９
）（上記の「作動モード」参照）、ユーザは再生トラックを検索できる。「検索」モード
から、ユーザが「終了」又は「検索」ボタンを押すと、モジュールは何も実行しないで「
現在再生中」状態に戻る（１６０８）。ユーザが「再生」又は「実行」ボタンを押すと、
モジュールは再生リストをリセットして、現在の再生状態を「再生リスト」に設定する。
ＯＳＤモジュールは「現在再生中」モードに戻る（１６０８）。ユーザが「設定」ボタン
を押すと、システムは現在再生中の項目に関する詳細情報を表示し、「現在再生中」状態
に戻る（１６０８）。
【０２３５】
再生ステータスモジュール
　特定の実施形態において、再生ステータスモジュールは図３３に示すように作動する。
ユーザが「チェンジャ」又は「スマート再生」を押すか又はトラックが記憶された場合、
モジュールは非ハードディスクソース４０１から「再生中」状態４０７になる（４０３）
。システムが定数である（例えば５分）ｋ分前以内に「再生」モードを終了した場合、モ
ジュールはそれが中断された場所から再生を再開するか、さもなければ最初から再生を開
始する。トラックの最後に達するか又はユーザがトラックのスキップを押すと、トラック
が残っている場合にはシステムは次のトラックに進み、「再生」モードに戻る（４０６）
。ユーザが「前トラック」を押して、トラックの開始から予め指定された時間（例えば３
秒）を超える時間が経過した場合、又はシステムが既に最初のトラックを再生中である場
合、システムは現在のトラックを最初から再生して「再生」モードに戻る（４０４）。シ
ステムが再生中である時間が閾値未満で、前のトラックが存在する場合、システムは前の
トラックへスキップして再生を再開する（４０４）。ユーザが「再生」モード時に「一時
停止／再生」を押すと、システムは「一時停止」モード４１６に切り替わり（４１１）、
再生を一時停止する。トラックの最後に達して再生するトラックがないか、又はユーザが
「停止」を押すと、モジュールは「停止」モードに切り替わる（４１３）。
【０２３６】
　再生が一時停止されている間に（４１６）、ユーザが「前トラック」押して、再生が予
め指定された時間（例えば３秒）を超える時間が経過するか又はモジュールが既に最初の
トラックを再生中である場合、モジュールは現在のトラックを最初から再生するが、一時
停止モードに留まる（４０５）。再生時間が閾値未満で、前のトラックが存在する場合、
モジュールは前のトラックに切り替え、一時停止モードに留まる（４０５）。ユーザが「
スキップトラック」を押し、次のトラックが存在する場合、システムは次のトラックにス
キップし、一時停止モードに留まる（４１７）。モジュールの一時停止時にユーザが「一
時停止／再生」を押すと、モジュールは再生モードに切り替わる（４１７）。再生が一時
停止されている間に、ユーザが「前トラック」又は「次トラック」又は「早送り」又は「
巻き戻し」を押し続けると、モジュールは「サイレントＦＦ／ＲＷ」モード４２９に切り
替わる（４１９）。予め指定されたタイムアウト（例えば５分）後か、又はユーザが「停
止」を押すと、モジュールは「停止」モードに切り替わる（４１４）。ユーザが「再生／
一時停止」を押すと、システムは再生を再開する（４１０）。
【０２３７】
　「サイレントＦＦ／ＲＷ」モード４２９において、モジュールは静かに早送り又は巻き
戻しを行う。トラックの最後に達して再生するトラックが更にある場合（巻き戻しの場合
は前に、又は早送りの場合は後に）、次の又は前のトラックの最後又は最初にスキップし
て、静かに巻き戻し又は早送りを再開する（４２６）。この状態はユーザがボタンを押し
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続けている限り継続する（４２７）。トラックの最後に達して再生するトラックがない場
合、モジュールは「停止」モードに切り替わる（４２８）。ユーザがボタンを離すと、モ
ジュールは「一時停止」状態に戻る（４１８）。トラックの最後に達して、再生するトラ
ックがない場合、モジュールは「停止」モード４２５になる（４２４）。
【０２３８】
　「停止」モード４２５において、ユーザが「次トラック」又は「前トラック」を押し、
次のトラック又は前のトラックがある場合、システムはそのトラックにスキップして「停
止」モードに留まる（４２４）。ユーザが「再生」を押すと、システムは現在のトラック
の最初から再生を開始する（４１２）。ユーザが「早送り」、「巻き戻し」、「次トラッ
ク」、又は「前トラック」を押し続けると、システムは「ＦＦ／Ｒｅｗｉｎｄ」モード４
３０に切り替わる（４２３）。ユーザが「一時停止」を押すと、システムは経過時間を０
に設定し、現在のトラックについての「一時停止」モードになる（４１５）。
【０２３９】
　「再生」モード時に、ユーザが「早送り」、「巻き戻し」、「前トラック」、又は「次
トラック」を押し続けると、システムは「ＦＦ／Ｒｅｗｉｎｄ」モード４３０に切り替わ
る（４０８）。モジュールはトラックを聞こえるように早送り又は巻き戻す。モジュール
はボタンが押し続けられている間はこのモードに留まる（４２１）。モジュールがトラッ
クの最後に達して、再生トラックがある場合、巻き戻し中であれば前トラックの最後に切
り替え、又は早送り中であれば次トラックの最初に切換え、現在の状態に留まる（４２０
）。ユーザがボタンを離すと、システムは「再生」モードに切り替わる（４０９）。
【０２４０】
　ソースボタンが押されると（テープ、ＡＭ／ＦＭラジオ、又はＣＤ／ＤＶＤ等）、シス
テムは、そのトラックに関する現在の経過時間を保存した後に該当モードに切り替わる（
４０２）。
【０２４１】
変形例
　種々の実施形態を説明したが、他の実施形態も特許請求の範囲の範疇にある。例えば、
検索されるか又は使用される項目本体、又は各項目を階層的に又は別の方法で結びつける
項目本体のメタデータは、ユーザの明示的の又は暗示的選択に基づいて、類似の選択に支
配されるであろう。例えば、項目のデータベースの場合、ユーザは、従来型の検索を言葉
で表すことができる。システムは、検索からの一次「ヒット」を生成してユーザに表示す
ることができる。ユーザは一次ヒットに対する満足度又は不満度を示すことができる。次
に、システムは、メタデータによって示される関係に基づいて、最初の検索から得られた
項目に再度スコアをつけることができる。次に、システムは、前述の音楽に関するシステ
ムにおいて次トラックが選択されるのと同じ方法でもって、ユーザに対して別のヒットを
与えることができる。同様に、前述のシステムは、ユーザが興味をもつトラックを提供で
きるようになっており、データベースシステムは、データベースの検索者が興味をもつヒ
ットを提供できるようになっている。このようなデータベースの特定の実施例は、特許デ
ータベース内の特許を検索するために使用できる。発明の名称、出願人、特許番号、分類
、引用された従来技術、特許の種類、発明者等の情報をもつメタデータを利用することが
できる。図３４はそのような変形例に関する記憶トラックツリー構造を示す。
【０２４２】
　別の実施例は、ワールドワイドウエブのサーフィンである。ウエブページに対応するメ
タデータは、ＩＰアドレス、タイトル、長さ、言語、ドメイン名、及び他の情報を含むこ
とができる。検索でヒットすると、ユーザは、ニーズに適合するか否かを示すことが。次
に、システムは、ユーザのブラウザに関連性の高いヒットを提供するのに迅速に適合する
ことができる。
【０２４３】
　以上のように特定の実施例を説明したが、特許請求の範囲に範疇で他の実施例も可能で
ある。
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【図面の簡単な説明】
【図１】　ブロック図を示す。
【図２】　グラフを示す。
【図３】　ブロック図である。
【図４】　プラットフォームのブロック図である。
【図５】　プラットフォームのブロック図である。
【図６】　プラットフォームのブロック図である。
【図７】　状態図である。
【図８】　表示部を示す。
【図９】　状態図である。
【図１０】　リモートコントローラを示す。
【図１１】　フローチャートを示す。
【図１２】　ユーザインターフェースを示す。
【図１３】　ユーザインターフェースを示す。
【図１４】　ユーザインターフェースを示す。
【図１５】　ユーザインターフェースを示す。
【図１６】　表示部を示す。
【図１７】　表示部を示す。
【図１８】　表示部を示す。
【図１９】　グラフを示す。
【図２０】　表示部を示す。
【図２１】　データベースの概要を示す。
【図２２】　データベース構成を示す。
【図２３】　状態図である。
【図２４】　状態図である。
【図２５】　階層を示す。
【図２６】　データベースの概要を示す。
【図２７】　データベースの概要を示す。
【図２８】　ノードを示す。
【図２９】　ユーザインターフェースを示す。
【図３０】　トラック履歴を示す。
【図３１】　階層を示す。
【図３２】　状態図を示す。
【図３３】　状態図である。
【図３４】　階層を示す。
【符号の説明】
　１２　利用可能なトラック供給部
　１４　トラックソース
　１６　トラック再生装置
　１８　次トラック識別子
　２０　ユーザ
　２２　トラックセレクタ
　２４　ロジック部
　２６　記憶部
　２８　トラック選択
　３０　ユーザインターフェース
　３２　入力
　３４　出力
　３６　トラックスコア
　３８　再生履歴
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　５０　ユーザインターフェース制御部
　５２　トラック記憶制御
　５４　トラックスコア部
　５６　メタデータ管理部
　５８　再生履歴管理部
　６０　メタデータソース
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