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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の楽曲それぞれの楽曲データが格納された楽曲格納部から一の楽曲データを選択し
て、再生部によりその選択した楽曲データを再生する楽曲再生装置において、
　前記複数の楽曲それぞれについて、前記複数の楽曲の分類情報として使用される複数の
小カテゴリの内の一の小カテゴリと、前記楽曲データとを対応付けした対応情報である第
１の対応情報を格納する楽曲情報格納部と、
　前記小カテゴリの上位カテゴリとして使用される複数の大カテゴリの各々に対して、１
つ以上の各異なる前記小カテゴリを対応付けした対応情報である第２の対応情報を格納す
るカテゴリ情報格納部と、
　表示部に表示させる、前記大カテゴリ毎に異なり、それぞれの大カテゴリの意味合いを
表現するキャラクタデータを生成するための大カテゴリ表示情報を格納する大カテゴリ表
現情報格納部と、
　前記表示部に表示させる、前記複数の小カテゴリ毎に異なり、それぞれの小カテゴリの
意味合いを表現し前記キャラクタデータを装飾する画像データである装飾アイテムデータ
を生成するための小カテゴリ表示情報を格納する小カテゴリ表現情報格納部と、
　前記複数の小カテゴリの内から初期値として一の小カテゴリを設定し、前記カテゴリ情
報格納部に格納された前記第２の対応情報を参照して、前記設定された小カテゴリに対応
付けられている大カテゴリを大カテゴリの初期値として設定すると共に、外部から大カテ
ゴリの変更指定信号が供給される毎に、既に設定されている以外の一の大カテゴリを選択
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して新たな大カテゴリとして設定変更し、前記第２の対応情報を参照して、その新たに設
定した大カテゴリに対応付けられている一の小カテゴリを選択して新たな小カテゴリとし
て設定変更するカテゴリ変更部と、
　前記楽曲情報格納部に格納された前記第１の対応情報を参照して、前記カテゴリ変更部
において設定された小カテゴリに対応付けられている一の楽曲データを前記楽曲格納部か
ら読み出して、前記再生部に再生させる再生曲選出部と、
　前記カテゴリ変更部において設定された大カテゴリに対応する前記大カテゴリ表示情報
を前記大カテゴリ表現情報格納部から読み出し、その読み出した大カテゴリ表示情報に従
って画像データを生成すると共に、前記カテゴリ変更部において設定された小カテゴリに
対応する前記小カテゴリ表示情報を前記小カテゴリ表現情報格納部から更に読み出し、そ
の読み出した小カテゴリ表示情報に従って更に画像データを生成する画像データ生成部と
、
　を設けたことを特徴とする楽曲再生装置。
【請求項２】
　請求項１記載の楽曲再生装置において、
　前記大カテゴリ表現情報格納部が、前記表示部に表示させる、前記大カテゴリ毎に異な
り、それぞれの大カテゴリの意味合いを表現するアニメーションデータを生成するための
大カテゴリ表示情報を格納し、
　前記小カテゴリ表現情報格納部が、前記表示部に表示させる、前記複数の小カテゴリ毎
に異なり、それぞれの小カテゴリの意味合いを表現し前記アニメーションデータに追加さ
れる小カテゴリ用のアニメーションデータを生成するための小カテゴリ表示情報を格納す
る
　ことを特徴とする楽曲再生装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２記載の楽曲再生装置において、
　前記複数の大カテゴリの全ての大カテゴリ表示情報を前記大カテゴリ表現情報格納部か
ら取得し、取得した大カテゴリ表示情報を一覧情報として前記表示部に表示させる大カテ
ゴリ一覧作成部を更に有し、
　前記カテゴリ変更部は、前記一覧情報の中から選択された大カテゴリを示す大カテゴリ
選択信号が供給される毎に、前記選択された大カテゴリを新たな大カテゴリとして設定変
更すると共に、前記カテゴリ情報格納部に格納された前記第２の対応情報を参照して、前
記設定変更された大カテゴリに対応付けられている一の小カテゴリを選択して新たな小カ
テゴリとして設定変更することを特徴とする楽曲再生装置。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のうちいずれか１項記載の楽曲再生装置において、
　前記再生部において再生された楽曲の前記大カテゴリ毎の再生回数を記録する再生回数
格納部を更に有し、
　前記大カテゴリ表現情報格納部は、前記大カテゴリ毎に、前記再生回数に応じて決まる
複数の大カテゴリ表示情報を格納し、
　前記画像データ生成部は、前記再生回数格納部から再生回数を読み出すと共に、前記カ
テゴリ変更部において設定変更された大カテゴリに対応し、かつ前記読み出した再生回数
に応じた大カテゴリ表示情報を前記大カテゴリ表現情報格納部から読み出して、その読み
出した大カテゴリ表示情報に従って画像データを生成することを特徴とする楽曲再生装置
。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のうちいずれか１項記載の楽曲再生装置において、
　前記カテゴリ情報格納部は、前記小カテゴリの上位カテゴリとして使用される複数の大
カテゴリの各々に対して、１つ以上の各異なる前記小カテゴリを対応付けした対応情報で
ある第２の対応情報を格納すると共に、前記楽曲格納部に格納された楽曲データの前記大
カテゴリ毎の登録曲数を格納し、
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　前記大カテゴリ表現情報格納部は、前記大カテゴリ毎に、前記登録曲数に応じて決まる
複数の大カテゴリ表示情報を格納し、
　前記画像データ生成部は、前記カテゴリ変更部において設定変更された大カテゴリに対
応する登録曲数を前記カテゴリ情報格納部から読み出すと共に、前記カテゴリ変更部にお
いて設定変更された大カテゴリおよび前記読み出した登録曲数に対応する大カテゴリ表示
情報を前記大カテゴリ表現情報格納部から読み出し、その読み出した大カテゴリ表示情報
に従って画像データを生成することを特徴とする楽曲再生装置。
【請求項６】
　請求項１または請求項２記載の楽曲再生装置において、
　前記再生部において再生された楽曲の前記小カテゴリ毎の再生回数を記録する再生回数
格納部を更に有し、
　前記小カテゴリ表現情報格納部は、前記小カテゴリ毎に、前記再生回数に応じて決まる
複数の小カテゴリ表示情報を格納し、
　前記画像データ生成部は、前記カテゴリ変更部において設定変更された大カテゴリに対
応する前記大カテゴリ表示情報を前記大カテゴリ表現情報格納部から読み出すと共に、前
記カテゴリ変更部において設定変更された小カテゴリに対応し、かつ前記再生回数格納部
から読み出した再生回数に応じた前記小カテゴリ表示情報を、前記小カテゴリ表現情報格
納部から読み出して、これらの読み出した大カテゴリ表示情報および小カテゴリ表示情報
に従って画像データを生成することを特徴とする楽曲再生装置。
【請求項７】
　請求項１、請求項２または請求項６記載の楽曲再生装置において、
　前記カテゴリ情報格納部は、前記小カテゴリの上位カテゴリとして使用される複数の大
カテゴリの各々に対して、１つ以上の各異なる前記小カテゴリを対応付けした対応情報で
ある第２の対応情報を格納すると共に、前記楽曲格納部に格納された楽曲データの前記小
カテゴリ毎の登録曲数を格納し、
　前記小カテゴリ表現情報格納部は、前記小カテゴリ毎に、前記登録曲数に応じて決まる
複数の小カテゴリ表示情報を格納し、
　前記画像データ生成部は、前記カテゴリ変更部において設定変更された小カテゴリに対
応する登録曲数を前記カテゴリ情報格納部から読み出すと共に、前記カテゴリ変更部にお
いて設定変更された大カテゴリに対応する大カテゴリ表示情報を前記大カテゴリ表現情報
格納部から読み出し、前記カテゴリ変更部において設定変更された小カテゴリおよび前記
読み出した登録曲数に対応する小カテゴリ表示情報を前記小カテゴリ表現情報格納部から
読み出して、これら読み出した大カテゴリ表示情報および小カテゴリ表示情報に従って画
像データを生成することを特徴とする楽曲再生装置。
【請求項８】
　請求項１～請求項７のうちいずれか１項記載の楽曲再生装置において、
　前記カテゴリ変更部は、外部から小カテゴリの変更指定信号が供給された場合には、前
記カテゴリ情報格納部から前記第２の対応情報を参照し、現在設定されている大カテゴリ
に対応付けられている前記複数の小カテゴリの中から、現在設定されている小カテゴリ以
外の一の小カテゴリを選択して設定することを特徴とする楽曲再生装置。
【請求項９】
　複数の楽曲それぞれの楽曲データが格納された楽曲格納部から一の楽曲データを選択し
て、その選択した楽曲データを再生する楽曲再生装置において実行される楽曲再生方法で
あって、
　前記複数の楽曲の分類情報として使用される複数の小カテゴリの内から初期値として一
の小カテゴリを設定するステップと、
　前記小カテゴリの上位カテゴリとして使用される複数の大カテゴリの各々に対して、１
つ以上の各異なる前記小カテゴリを対応付けした対応情報である第２の対応情報を格納す
るカテゴリ情報格納部に格納された前記第２の対応情報を参照して、前記設定された小カ
テゴリに対応付けられている大カテゴリを大カテゴリの初期値として設定するステップと



(4) JP 4962067 B2 2012.6.27

10

20

30

40

50

、
　前記複数の楽曲それぞれについて、前記複数の小カテゴリの内の一の小カテゴリと、前
記楽曲データとを対応付けした対応情報である第１の対応情報を格納する楽曲情報格納部
に格納された前記第１の対応情報を参照して、前記設定された小カテゴリに対応付けられ
ている一の楽曲データを前記楽曲格納部から選択して読み出して再生するステップと、
　表示部に表示させる、前記大カテゴリ毎に異なり、それぞれの大カテゴリの意味合いを
表現するキャラクタデータを生成するための大カテゴリ表示情報を格納する大カテゴリ表
現情報格納部から、前記設定された大カテゴリに対応する前記大カテゴリ表示情報を読み
出し、その読み出した大カテゴリ表示情報に従って画像データを生成すると共に、前記表
示部に表示させる、前記複数の小カテゴリ毎に異なり、それぞれの小カテゴリの意味合い
を表現し前記キャラクタデータを装飾する画像データである装飾アイテムデータを生成す
るための小カテゴリ表示情報を格納する小カテゴリ表現情報格納部から、前記設定された
小カテゴリに対応する前記小カテゴリ表示情報を更に読み出し、その読み出した小カテゴ
リ表示情報に従って更に画像データを生成するステップと、
　外部から信号が供給されるのを待機するステップと、
　前記外部から大カテゴリの変更指定信号が供給されたとき、前記設定された大カテゴリ
以外の一の大カテゴリを選択して新たな大カテゴリとして設定変更し、前記第２の対応情
報を参照して、その新たに設定した大カテゴリに対応付けられている一の小カテゴリを選
択して新たな小カテゴリとして設定変更するステップと、
　前記楽曲データを前記楽曲格納部から選択して読み出して再生するステップに戻って、
前記設定変更された小カテゴリに基づいて一の楽曲データを再選択して再生すると共に、
前記画像データを生成するステップに戻って、前記設定変更された大カテゴリ及び前記設
定変更された小カテゴリに基づいて前記画像データを再生成するステップと、
　を備えたことを特徴とする楽曲再生方法。
【請求項１０】
　請求項９記載の楽曲再生方法において、
　前記大カテゴリ表示情報は、前記表示部に表示させる、前記大カテゴリ毎に異なり、そ
れぞれの大カテゴリの意味合いを表現するアニメーションデータを生成するための情報で
あり、
　前記小カテゴリ表示情報は、前記表示部に表示させる、前記複数の小カテゴリ毎に異な
り、それぞれの小カテゴリの意味合いを表現し前記アニメーションデータに追加される小
カテゴリ用のアニメーションデータを生成するための情報であることを特徴とする楽曲再
生方法。
【請求項１１】
　請求項９または請求項１０記載の楽曲再生方法において、
　前記複数の大カテゴリの全ての大カテゴリ表示情報を前記大カテゴリ表現情報格納部か
ら取得し、取得した大カテゴリ表示情報を一覧情報として前記表示部に表示させるステッ
プと、
　前記外部から前記一覧情報の中から選択された大カテゴリを示す大カテゴリ選択信号が
供給されたとき、前記選択された大カテゴリを新たな大カテゴリとして設定変更すると共
に、前記カテゴリ情報格納部に格納された前記第２の対応情報を参照して、前記設定変更
された大カテゴリに対応付けられている一の小カテゴリを選択して新たな小カテゴリとし
て設定変更するステップと、
　を更に有することを特徴とする楽曲再生方法。
【請求項１２】
　請求項９～請求項１１のうちいずれか１項記載の楽曲再生方法において、
　前記大カテゴリ表現情報格納部は、前記大カテゴリ毎に、前記再生回数に応じて決まる
複数の大カテゴリ表示情報を格納しており、
　前記選択した楽曲データを再生する度に、再生された楽曲の前記大カテゴリ毎の再生回
数を記録する再生回数格納部に記録された、その再生された楽曲に対応する大カテゴリの
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再生回数を更新するステップを更に有し、
　前記設定された大カテゴリに対応する前記大カテゴリ表示情報に従って画像データを生
成する際、前記再生回数格納部から再生回数を読み出すと共に、前記設定された大カテゴ
リに対応し、かつ前記読み出した再生回数に応じた大カテゴリ表示情報を前記大カテゴリ
表現情報格納部から読み出して、その読み出した大カテゴリ表示情報に従って画像データ
を生成することを特徴とする楽曲再生方法。
【請求項１３】
　請求項９～請求項１２のうちいずれか１項記載の楽曲再生方法において、
　前記カテゴリ情報格納部は、前記小カテゴリの上位カテゴリとして使用される複数の大
カテゴリの各々に対して、１つ以上の各異なる前記小カテゴリを対応付けした対応情報で
ある第２の対応情報を格納すると共に、前記楽曲格納部に格納された楽曲データの前記大
カテゴリ毎の登録曲数を格納しており、前記大カテゴリ表現情報格納部は、前記大カテゴ
リ毎に、前記登録曲数に応じて決まる複数の大カテゴリ表示情報を格納しており、
　前記設定された大カテゴリに対応する前記表示情報に従って画像データを生成する際、
前記設定された大カテゴリに対応する登録曲数を前記カテゴリ情報格納部から読み出すと
共に、前記設定された大カテゴリおよび前記読み出した登録曲数に対応する大カテゴリ表
示情報を前記大カテゴリ表現情報格納部から読み出し、その読み出した大カテゴリ表示情
報に従って画像データを生成することを特徴とする楽曲再生方法。
【請求項１４】
　請求項９または請求項１０記載の楽曲再生方法において、
　前記小カテゴリ表現情報格納部は、前記小カテゴリ毎に、前記再生回数に応じて決まる
複数の小カテゴリ表示情報を格納しており、
　前記設定された大カテゴリおよび小カテゴリに対応する前記表示情報に従って画像デー
タを生成する際、前記設定された大カテゴリに対応する前記大カテゴリ表示情報を前記大
カテゴリ表現情報格納部から読み出すと共に、前記設定された小カテゴリに対応し、かつ
再生された楽曲の前記小カテゴリ毎の再生回数を記録する再生回数格納部から読み出した
再生回数に応じた前記小カテゴリ表示情報を、前記小カテゴリ表現情報格納部から読み出
して、これらの読み出した大カテゴリ表示情報および小カテゴリ表示情報に従って画像デ
ータを生成することを特徴とする楽曲再生方法。
【請求項１５】
　請求項９、請求項１０または請求項１４記載の楽曲再生方法において、
　前記カテゴリ情報格納部は、前記小カテゴリの上位カテゴリとして使用される複数の大
カテゴリの各々に対して、１つ以上の各異なる前記小カテゴリを対応付けした対応情報で
ある第２の対応情報を格納すると共に、前記楽曲格納部に格納された楽曲データの前記小
カテゴリ毎の登録曲数を格納しており、前記小カテゴリ表現情報格納部は、前記小カテゴ
リ毎に、前記登録曲数に応じて決まる複数の小カテゴリ表示情報を格納しており、
　前記設定された大カテゴリおよび小カテゴリに対応する前記表示情報に従って画像デー
タを生成する際、前記設定された小カテゴリに対応する登録曲数を前記カテゴリ情報格納
部から読み出すと共に、前記設定された大カテゴリに対応する大カテゴリ表示情報を前記
大カテゴリ表現情報格納部から読み出し、前記設定された小カテゴリおよび前記読み出し
た登録曲数に対応する小カテゴリ表示情報を前記小カテゴリ表現情報格納部から読み出し
て、これら読み出した大カテゴリ表示情報および小カテゴリ表示情報に従って画像データ
を生成することを特徴とする楽曲再生方法。
【請求項１６】
　請求項９～請求項１５のうちいずれか１項記載の楽曲再生方法において、
　前記外部から小カテゴリの変更指定信号が供給されたとき、前記カテゴリ情報格納部か
ら前記第２の対応情報を参照し、現在設定されている大カテゴリに対応付けられている前
記複数の小カテゴリの中から、現在設定されている小カテゴリ以外の一の小カテゴリを選
択して設定するステップを更に有することを特徴とする楽曲再生方法。
【請求項１７】



(6) JP 4962067 B2 2012.6.27

10

20

30

40

50

　複数の楽曲それぞれの楽曲データが格納された楽曲格納部から一の楽曲データを選択し
て、その選択した楽曲データを再生する機能をコンピュータに実行させるための楽曲再生
プログラムであって、
　前記複数の楽曲の分類情報として使用される複数の小カテゴリの内から初期値として一
の小カテゴリを設定する手順と、
　前記小カテゴリの上位カテゴリとして使用される複数の大カテゴリの各々に対して、１
つ以上の各異なる前記小カテゴリを対応付けした対応情報である第２の対応情報を格納す
るカテゴリ情報格納部に格納された前記第２の対応情報を参照して、前記設定された小カ
テゴリに対応付けられている大カテゴリを大カテゴリの初期値として設定する手順と、
　前記複数の楽曲それぞれについて、前記複数の小カテゴリの内の一の小カテゴリと、前
記楽曲データとを対応付けした対応情報である第１の対応情報を格納する楽曲情報格納部
に格納された前記第１の対応情報を参照して、前記設定された小カテゴリに対応付けられ
ている一の楽曲データを前記楽曲格納部から選択して読み出して再生する手順と、
　表示部に表示させる、前記大カテゴリ毎に異なり、それぞれの大カテゴリの意味合いを
表現するキャラクタデータを生成するための大カテゴリ表示情報を格納する大カテゴリ表
現情報格納部から、前記設定された大カテゴリに対応する前記大カテゴリ表示情報を読み
出し、その読み出した大カテゴリ表示情報に従って画像データを生成すると共に、前記表
示部に表示させる、前記複数の小カテゴリ毎に異なり、それぞれの小カテゴリの意味合い
を表現し前記キャラクタデータを装飾する画像データである装飾アイテムデータを生成す
るための小カテゴリ表示情報を格納する小カテゴリ表現情報格納部から、前記設定された
小カテゴリに対応する前記小カテゴリ表示情報を更に読み出し、その読み出した小カテゴ
リ表示情報に従って更に画像データを生成する手順と、
　外部から信号が供給されるのを待機する手順と、
　前記外部から大カテゴリの変更指定信号が供給されたとき、前記設定された大カテゴリ
以外の一の大カテゴリを選択して新たな大カテゴリとして設定変更し、前記第２の対応情
報を参照して、その新たに設定した大カテゴリに対応付けられている一の小カテゴリを選
択して新たな小カテゴリとして設定変更する手順と、
　前記楽曲データを前記楽曲格納部から選択して読み出して再生する手順に戻って、前記
設定変更された小カテゴリに基づいて一の楽曲データを再選択して再生すると共に、前記
画像データを生成する手順に戻って、前記設定変更された大カテゴリ及び前記設定変更さ
れた小カテゴリに基づいて前記画像データを再生成する手順と、
　をコンピュータに実行させるための楽曲再生プログラム。
【請求項１８】
　請求項１７記載の楽曲再生プログラムにおいて、
　前記大カテゴリ表示情報は、前記表示部に表示させる、前記大カテゴリ毎に異なり、そ
れぞれの大カテゴリの意味合いを表現するアニメーションデータを生成するための情報で
あり、
　前記小カテゴリ表示情報は、前記表示部に表示させる、前記複数の小カテゴリ毎に異な
り、それぞれの小カテゴリの意味合いを表現し前記アニメーションデータに追加される小
カテゴリ用のアニメーションデータを生成するための情報である
　ことを特徴とする楽曲再生プログラム。
【請求項１９】
　請求項１７または請求項１８記載の楽曲再生プログラムにおいて、
　前記複数の大カテゴリの全ての大カテゴリ表示情報を前記大カテゴリ表現情報格納部か
ら取得し、取得した大カテゴリ表示情報を一覧情報として前記表示部に表示させる手順と
、
　前記外部から前記一覧情報の中から選択された大カテゴリを示す大カテゴリ選択信号が
供給されたとき、前記選択された大カテゴリを新たな大カテゴリとして設定変更すると共
に、前記カテゴリ情報格納部に格納された前記第２の対応情報を参照して、前記設定変更
された大カテゴリに対応付けられている一の小カテゴリを選択して新たな小カテゴリとし
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て設定変更する手順と、
　を更に有することを特徴とする楽曲再生プログラム。
【請求項２０】
　請求項１７～請求項１９のうちいずれか１項記載の楽曲再生プログラムにおいて、
　前記大カテゴリ表現情報格納部は、前記大カテゴリ毎に、前記再生回数に応じて決まる
複数の大カテゴリ表示情報を格納しており、
　前記選択した楽曲データを再生する度に、再生された楽曲の前記大カテゴリ毎の再生回
数を記録する再生回数格納部に記録された、その再生された楽曲に対応する大カテゴリの
再生回数を更新する手順を更に有し、
　前記設定された大カテゴリに対応する前記大カテゴリ表示情報に従って画像データを生
成する手順において、前記再生回数格納部から再生回数を読み出すと共に、前記設定され
た大カテゴリに対応し、かつ前記読み出した再生回数に応じた大カテゴリ表示情報を前記
大カテゴリ表現情報格納部から読み出して、その読み出した大カテゴリ表示情報に従って
画像データを生成することを特徴とする楽曲再生プログラム。
【請求項２１】
　請求項１７～請求項２０のうちいずれか１項記載の楽曲再生プログラムにおいて、
　前記カテゴリ情報格納部は、前記小カテゴリの上位カテゴリとして使用される複数の大
カテゴリの各々に対して、１つ以上の各異なる前記小カテゴリを対応付けした対応情報で
ある第２の対応情報を格納すると共に、前記楽曲格納部に格納された楽曲データの前記大
カテゴリ毎の登録曲数を格納しており、前記大カテゴリ表現情報格納部は、前記大カテゴ
リ毎に、前記登録曲数に応じて決まる複数の大カテゴリ表示情報を格納しており、
　前記設定された大カテゴリに対応する前記表示情報に従って画像データを生成する手順
において、前記設定された大カテゴリに対応する登録曲数を前記カテゴリ情報格納部から
読み出すと共に、前記設定された大カテゴリおよび前記読み出した登録曲数に対応する大
カテゴリ表示情報を前記大カテゴリ表現情報格納部から読み出し、その読み出した大カテ
ゴリ表示情報に従って画像データを生成することを特徴とする楽曲再生プログラム。
【請求項２２】
　請求項１７または請求項１８記載の楽曲再生プログラムにおいて、
　前記小カテゴリ表現情報格納部は、前記小カテゴリ毎に、前記再生回数に応じて決まる
複数の小カテゴリ表示情報を格納しており、
　前記設定された大カテゴリおよび小カテゴリに対応する前記表示情報に従って画像デー
タを生成する手順において、前記設定された大カテゴリに対応する前記大カテゴリ表示情
報を前記大カテゴリ表現情報格納部から読み出すと共に、前記設定された小カテゴリに対
応し、かつ再生された楽曲の前記小カテゴリ毎の再生回数を記録する再生回数格納部から
読み出した再生回数に応じた前記小カテゴリ表示情報を、前記小カテゴリ表現情報格納部
から読み出して、これらの読み出した大カテゴリ表示情報および小カテゴリ表示情報に従
って画像データを生成することを特徴とする楽曲再生プログラム。
【請求項２３】
　請求項１７、請求項１８または請求項２２記載の楽曲再生プログラムにおいて、
　前記カテゴリ情報格納部は、前記小カテゴリの上位カテゴリとして使用される複数の大
カテゴリの各々に対して、１つ以上の各異なる前記小カテゴリを対応付けした対応情報で
ある第２の対応情報を格納すると共に、前記楽曲格納部に格納された楽曲データの前記小
カテゴリ毎の登録曲数を格納しており、前記小カテゴリ表現情報格納部は、前記小カテゴ
リ毎に、前記登録曲数に応じて決まる複数の小カテゴリ表示情報を格納しており、
　前記設定された大カテゴリおよび小カテゴリに対応する前記表示情報に従って画像デー
タを生成する手順において、前記設定された小カテゴリに対応する登録曲数を前記カテゴ
リ情報格納部から読み出すと共に、前記設定された大カテゴリに対応する大カテゴリ表示
情報を前記大カテゴリ表現情報格納部から読み出し、前記設定された小カテゴリおよび前
記読み出した登録曲数に対応する小カテゴリ表示情報を前記小カテゴリ表現情報格納部か
ら読み出して、これら読み出した大カテゴリ表示情報および小カテゴリ表示情報に従って
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画像データを生成することを特徴とする楽曲再生プログラム。
【請求項２４】
　請求項１７～請求項２３のうちいずれか１項記載の楽曲再生プログラムにおいて、
　前記外部から小カテゴリの変更指定信号が供給されたとき、前記カテゴリ情報格納部か
ら前記第２の対応情報を参照し、現在設定されている大カテゴリに対応付けられている前
記複数の小カテゴリの中から、現在設定されている小カテゴリ以外の一の小カテゴリを選
択して設定する手順を更に有することを特徴とする楽曲再生プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音楽コンテンツが記録された記録メディアから利用者の所望のコンテンツを
検索して再生を行う楽曲再生装置、楽曲再生方法、および楽曲再生プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、光ディスク、ハードディスク、または半導体メモリ等の大容量メディアが多く利
用されている。大容量記録メディアが利用された装置の一例であるポータブル音楽再生装
置には、１台で非常に多くの音楽データを記録することが可能なものがある。こうした音
楽再生装置の中に、千、万単位の曲が登録されている場合、利用者が全ての楽曲名を覚え
るのは困難であるため、所望の楽曲を探しだすのは容易ではないという問題がある。
【０００３】
　この問題を解決する手段として、楽曲の雰囲気や人間の感性を利用した方法や、楽曲に
静止画やキャラクタを付与する方法などが提案されている。例えば、特許文献１では、予
め利用者アンケートによって与えられた感性値を有するファイルを、その感性値に従って
因子分析を行い、因子空間上の位置に変換してプロットする方法を提案している。この因
子空間を利用して、利用者によって入力される「明るい－暗い」や「澄んだ－濁った」と
いった形容詞対パラメータによる感性情報に従い、所望のファイルに近いものを選び出す
ことができる。
【０００４】
　また、特許文献２では、楽曲の音響信号から算出した音響特徴量を基に、印象の近い静
止画を結びつけておき、楽曲一覧画面に静止画のサムネイルを表示することによって、所
望の楽曲を視覚的・直感的に発見できる方法を提案している。
【特許文献１】特開平０９－３４９０９号公報
【特許文献２】特開２００３-２４２１６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１の方法では、利用者に形容詞対パラメータを入力させる必要があり
、操作の手間が多いという問題がある。また、所望のファイルの感性情報に従って感性入
力を行うという作業においては、基準や手がかりなしにファイルの感性情報を数値で表す
ことが、利用者にとって困難である。
【０００６】
　また、特許文献２の方法では、画像やキャラクタを用いて楽曲の雰囲気を表現している
ため、文字より直感的に理解しやすいが、登録楽曲をサムネイル付きで一覧表示するため
、大きな表示機器が要求される上、一度に表示できる曲数も、単に文字だけで表示するよ
りも少なくなってしまう。
【０００７】
　本発明は上記問題を鑑みてなされたものであり、その目的は、複雑な操作を必要とせず
に利用者の気分に合致した楽曲を選曲し、直感的に理解し易い楽曲再生装置、楽曲再生方
法、および楽曲再生プログラムを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　請求項１に記載された楽曲再生装置は、複数の楽曲それぞれの楽曲データが格納された
楽曲格納部から一の楽曲データを選択して、再生部によりその選択した楽曲データを再生
する楽曲再生装置において、前記複数の楽曲それぞれについて、前記複数の楽曲の分類情
報として使用される複数の小カテゴリの内の一の小カテゴリと、前記楽曲データとを対応
付けした対応情報である第１の対応情報を格納する楽曲情報格納部と、前記小カテゴリの
上位カテゴリとして使用される複数の大カテゴリの各々に対して、１つ以上の各異なる前
記小カテゴリを対応付けした対応情報である第２の対応情報を格納するカテゴリ情報格納
部と、表示部に表示させる、前記大カテゴリ毎に異なり、それぞれの大カテゴリの意味合
いを表現するキャラクタデータを生成するための大カテゴリ表示情報を格納する大カテゴ
リ表現情報格納部と、前記表示部に表示させる、前記複数の小カテゴリ毎に異なり、それ
ぞれの小カテゴリの意味合いを表現し前記キャラクタデータを装飾する画像データである
装飾アイテムデータを生成するための小カテゴリ表示情報を格納する小カテゴリ表現情報
格納部と、前記複数の小カテゴリの内から初期値として一の小カテゴリを設定し、前記カ
テゴリ情報格納部に格納された前記第２の対応情報を参照して、前記設定された小カテゴ
リに対応付けられている大カテゴリを大カテゴリの初期値として設定すると共に、外部か
ら大カテゴリの変更指定信号が供給される毎に、既に設定されている以外の一の大カテゴ
リを選択して新たな大カテゴリとして設定変更し、前記第２の対応情報を参照して、その
新たに設定した大カテゴリに対応付けられている一の小カテゴリを選択して新たな小カテ
ゴリとして設定変更するカテゴリ変更部と、前記楽曲情報格納部に格納された前記第１の
対応情報を参照して、前記カテゴリ変更部において設定された小カテゴリに対応付けられ
ている一の楽曲データを前記楽曲格納部から読み出して、前記再生部に再生させる再生曲
選出部と、前記カテゴリ変更部において設定された大カテゴリに対応する前記大カテゴリ
表示情報を前記大カテゴリ表現情報格納部から読み出し、その読み出した大カテゴリ表示
情報に従って画像データを生成すると共に、前記カテゴリ変更部において設定された小カ
テゴリに対応する前記小カテゴリ表示情報を前記小カテゴリ表現情報格納部から更に読み
出し、その読み出した小カテゴリ表示情報に従って更に画像データを生成する画像データ
生成部と、を設けたことを要旨とする。
【０００９】
　請求項２に記載された楽曲再生装置は、請求項１記載の楽曲再生装置において、前記大
カテゴリ表現情報格納部が、前記表示部に表示させる、前記大カテゴリ毎に異なり、それ
ぞれの大カテゴリの意味合いを表現するアニメーションデータを生成するための大カテゴ
リ表示情報を格納し、前記小カテゴリ表現情報格納部が、前記表示部に表示させる、前記
複数の小カテゴリ毎に異なり、それぞれの小カテゴリの意味合いを表現し前記アニメーシ
ョンデータに追加される小カテゴリ用のアニメーションデータを生成するための小カテゴ
リ表示情報を格納することを要旨とする。
【００１０】
　請求項３に記載された楽曲再生装置は、請求項１または請求項２記載の楽曲再生装置に
おいて、前記複数の大カテゴリの全ての大カテゴリ表示情報を前記大カテゴリ表現情報格
納部から取得し、取得した大カテゴリ表示情報を一覧情報として前記表示部に表示させる
大カテゴリ一覧作成部を更に有し、前記カテゴリ変更部は、前記一覧情報の中から選択さ
れた大カテゴリを示す大カテゴリ選択信号が供給される毎に、前記選択された大カテゴリ
を新たな大カテゴリとして設定変更すると共に、前記カテゴリ情報格納部に格納された前
記第２の対応情報を参照して、前記設定変更された大カテゴリに対応付けられている一の
小カテゴリを選択して新たな小カテゴリとして設定変更することを要旨とする。
【００１１】
　請求項４に記載された楽曲再生装置は、請求項１～請求項３のうちいずれか１項記載の
楽曲再生装置において、前記再生部において再生された楽曲の前記大カテゴリ毎の再生回
数を記録する再生回数格納部を更に有し、前記大カテゴリ表現情報格納部は、前記大カテ
ゴリ毎に、前記再生回数に応じて決まる複数の大カテゴリ表示情報を格納し、前記画像デ
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ータ生成部は、前記再生回数格納部から再生回数を読み出すと共に、前記カテゴリ変更部
において設定変更された大カテゴリに対応し、かつ前記読み出した再生回数に応じた大カ
テゴリ表示情報を前記大カテゴリ表現情報格納部から読み出して、その読み出した大カテ
ゴリ表示情報に従って画像データを生成することを要旨とする。
【００１２】
　請求項５に記載された楽曲再生装置は、請求項１～請求項４のうちいずれか１項記載の
楽曲再生装置において、前記カテゴリ情報格納部は、前記小カテゴリの上位カテゴリとし
て使用される複数の大カテゴリの各々に対して、１つ以上の各異なる前記小カテゴリを対
応付けした対応情報である第２の対応情報を格納すると共に、前記楽曲格納部に格納され
た楽曲データの前記大カテゴリ毎の登録曲数を格納し、前記大カテゴリ表現情報格納部は
、前記大カテゴリ毎に、前記登録曲数に応じて決まる複数の大カテゴリ表示情報を格納し
、前記画像データ生成部は、前記カテゴリ変更部において設定変更された大カテゴリに対
応する登録曲数を前記カテゴリ情報格納部から読み出すと共に、前記カテゴリ変更部にお
いて設定変更された大カテゴリおよび前記読み出した登録曲数に対応する大カテゴリ表示
情報を前記大カテゴリ表現情報格納部から読み出し、その読み出した大カテゴリ表示情報
に従って画像データを生成することを要旨とする。
【００１３】
　請求項６に記載された楽曲再生装置は、請求項１または請求項２記載の楽曲再生装置に
おいて、前記再生部において再生された楽曲の前記小カテゴリ毎の再生回数を記録する再
生回数格納部を更に有し、前記小カテゴリ表現情報格納部は、前記小カテゴリ毎に、前記
再生回数に応じて決まる複数の小カテゴリ表示情報を格納し、前記画像データ生成部は、
前記カテゴリ変更部において設定変更された大カテゴリに対応する前記大カテゴリ表示情
報を前記大カテゴリ表現情報格納部から読み出すと共に、前記カテゴリ変更部において設
定変更された小カテゴリに対応し、かつ前記再生回数格納部から読み出した再生回数に応
じた前記小カテゴリ表示情報を、前記小カテゴリ表現情報格納部から読み出して、これら
の読み出した大カテゴリ表示情報および小カテゴリ表示情報に従って画像データを生成す
ることを要旨とする。
【００１４】
　請求項７に記載された楽曲再生装置は、請求項１、請求項２または請求項６記載の楽曲
再生装置において、前記カテゴリ情報格納部は、前記小カテゴリの上位カテゴリとして使
用される複数の大カテゴリの各々に対して、１つ以上の各異なる前記小カテゴリを対応付
けした対応情報である第２の対応情報を格納すると共に、前記楽曲格納部に格納された楽
曲データの前記小カテゴリ毎の登録曲数を格納し、前記小カテゴリ表現情報格納部は、前
記小カテゴリ毎に、前記登録曲数に応じて決まる複数の小カテゴリ表示情報を格納し、前
記画像データ生成部は、前記カテゴリ変更部において設定変更された小カテゴリに対応す
る登録曲数を前記カテゴリ情報格納部から読み出すと共に、前記カテゴリ変更部において
設定変更された大カテゴリに対応する大カテゴリ表示情報を前記大カテゴリ表現情報格納
部から読み出し、前記カテゴリ変更部において設定変更された小カテゴリおよび前記読み
出した登録曲数に対応する小カテゴリ表示情報を前記小カテゴリ表現情報格納部から読み
出して、これら読み出した大カテゴリ表示情報および小カテゴリ表示情報に従って画像デ
ータを生成することを要旨とする。
【００１５】
　請求項８に記載された楽曲再生装置は、請求項１～請求項７のうちいずれか１項記載の
楽曲再生装置において、前記カテゴリ変更部は、外部から小カテゴリの変更指定信号が供
給された場合には、前記カテゴリ情報格納部から前記第２の対応情報を参照し、現在設定
されている大カテゴリに対応付けられている前記複数の小カテゴリの中から、現在設定さ
れている小カテゴリ以外の一の小カテゴリを選択して設定することを要旨とする。
【００１６】
　請求項９に記載された楽曲再生方法は、複数の楽曲それぞれの楽曲データが格納された
楽曲格納部から一の楽曲データを選択して、その選択した楽曲データを再生する楽曲再生



(11) JP 4962067 B2 2012.6.27

10

20

30

40

50

装置において実行される楽曲再生方法であって、前記複数の楽曲の分類情報として使用さ
れる複数の小カテゴリの内から初期値として一の小カテゴリを設定するステップと、前記
小カテゴリの上位カテゴリとして使用される複数の大カテゴリの各々に対して、１つ以上
の各異なる前記小カテゴリを対応付けした対応情報である第２の対応情報を格納するカテ
ゴリ情報格納部に格納された前記第２の対応情報を参照して、前記設定された小カテゴリ
に対応付けられている大カテゴリを大カテゴリの初期値として設定するステップと、前記
複数の楽曲それぞれについて、前記複数の小カテゴリの内の一の小カテゴリと、前記楽曲
データとを対応付けした対応情報である第１の対応情報を格納する楽曲情報格納部に格納
された前記第１の対応情報を参照して、前記設定された小カテゴリに対応付けられている
一の楽曲データを前記楽曲格納部から選択して読み出して再生するステップと、表示部に
表示させる、前記大カテゴリ毎に異なり、それぞれの大カテゴリの意味合いを表現するキ
ャラクタデータを生成するための大カテゴリ表示情報を格納する大カテゴリ表現情報格納
部から、前記設定された大カテゴリに対応する前記大カテゴリ表示情報を読み出し、その
読み出した大カテゴリ表示情報に従って画像データを生成すると共に、前記表示部に表示
させる、前記複数の小カテゴリ毎に異なり、それぞれの小カテゴリの意味合いを表現し前
記キャラクタデータを装飾する画像データである装飾アイテムデータを生成するための小
カテゴリ表示情報を格納する小カテゴリ表現情報格納部から、前記設定された小カテゴリ
に対応する前記小カテゴリ表示情報を更に読み出し、その読み出した小カテゴリ表示情報
に従って更に画像データを生成するステップと、外部から信号が供給されるのを待機する
ステップと、前記外部から大カテゴリの変更指定信号が供給されたとき、前記設定された
大カテゴリ以外の一の大カテゴリを選択して新たな大カテゴリとして設定変更し、前記第
２の対応情報を参照して、その新たに設定した大カテゴリに対応付けられている一の小カ
テゴリを選択して新たな小カテゴリとして設定変更するステップと、前記楽曲データを前
記楽曲格納部から選択して読み出して再生するステップに戻って、前記設定変更された小
カテゴリに基づいて一の楽曲データを再選択して再生すると共に、前記画像データを生成
するステップに戻って、前記設定変更された大カテゴリ及び前記設定変更された小カテゴ
リに基づいて前記画像データを再生成するステップとを備えたことをことを要旨とする。
【００１７】
　請求項１０に記載された楽曲再生方法は、請求項９記載の楽曲再生方法において、前記
大カテゴリ表示情報は、前記表示部に表示させる、前記大カテゴリ毎に異なり、それぞれ
の大カテゴリの意味合いを表現するアニメーションデータを生成するための情報であり、
前記小カテゴリ表示情報は、前記表示部に表示させる、前記複数の小カテゴリ毎に異なり
、それぞれの小カテゴリの意味合いを表現し前記アニメーションデータに追加される小カ
テゴリ用のアニメーションデータを生成するための情報であることを要旨とする。
【００１８】
　請求項１１に記載された楽曲再生方法は、請求項９または請求項１０記載の楽曲再生方
法において、前記複数の大カテゴリの全ての大カテゴリ表示情報を前記大カテゴリ表現情
報格納部から取得し、取得した大カテゴリ表示情報を一覧情報として前記表示部に表示さ
せるステップと、前記外部から前記一覧情報の中から選択された大カテゴリを示す大カテ
ゴリ選択信号が供給されたとき、前記選択された大カテゴリを新たな大カテゴリとして設
定変更すると共に、前記カテゴリ情報格納部に格納された前記第２の対応情報を参照して
、前記設定変更された大カテゴリに対応付けられている一の小カテゴリを選択して新たな
小カテゴリとして設定変更するステップと、を更に有することを要旨とする。
【００１９】
　請求項１２に記載された楽曲再生方法は、請求項９～請求項１１のうちいずれか１項記
載の楽曲再生方法において、前記大カテゴリ表現情報格納部は、前記大カテゴリ毎に、前
記再生回数に応じて決まる複数の大カテゴリ表示情報を格納しており、前記選択した楽曲
データを再生する度に、再生された楽曲の前記大カテゴリ毎の再生回数を記録する再生回
数格納部に記録された、その再生された楽曲に対応する大カテゴリの再生回数を更新する
ステップを更に有し、前記設定された大カテゴリに対応する前記大カテゴリ表示情報に従
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って画像データを生成する際、前記再生回数格納部から再生回数を読み出すと共に、前記
設定された大カテゴリに対応し、かつ前記読み出した再生回数に応じた大カテゴリ表示情
報を前記大カテゴリ表現情報格納部から読み出して、その読み出した大カテゴリ表示情報
に従って画像データを生成することを要旨とする。
【００２０】
　請求項１３に記載された楽曲再生方法は、請求項９～請求項１２のうちいずれか１項記
載の楽曲再生方法において、前記カテゴリ情報格納部は、前記小カテゴリの上位カテゴリ
として使用される複数の大カテゴリの各々に対して、１つ以上の各異なる前記小カテゴリ
を対応付けした対応情報である第２の対応情報を格納すると共に、前記楽曲格納部に格納
された楽曲データの前記大カテゴリ毎の登録曲数を格納しており、前記大カテゴリ表現情
報格納部は、前記大カテゴリ毎に、前記登録曲数に応じて決まる複数の大カテゴリ表示情
報を格納しており、前記設定された大カテゴリに対応する前記表示情報に従って画像デー
タを生成する際、前記設定された大カテゴリに対応する登録曲数を前記カテゴリ情報格納
部から読み出すと共に、前記設定された大カテゴリおよび前記読み出した登録曲数に対応
する大カテゴリ表示情報を前記大カテゴリ表現情報格納部から読み出し、その読み出した
大カテゴリ表示情報に従って画像データを生成することを要旨とする。
【００２１】
　請求項１４に記載された楽曲再生方法は、請求項９または請求項１０記載の楽曲再生方
法において、前記小カテゴリ表現情報格納部は、前記小カテゴリ毎に、前記再生回数に応
じて決まる複数の小カテゴリ表示情報を格納しており、前記設定された大カテゴリおよび
小カテゴリに対応する前記表示情報に従って画像データを生成する際、前記設定された大
カテゴリに対応する前記大カテゴリ表示情報を前記大カテゴリ表現情報格納部から読み出
すと共に、前記設定された小カテゴリに対応し、かつ再生された楽曲の前記小カテゴリ毎
の再生回数を記録する再生回数格納部から読み出した再生回数に応じた前記小カテゴリ表
示情報を、前記小カテゴリ表現情報格納部から読み出して、これらの読み出した大カテゴ
リ表示情報および小カテゴリ表示情報に従って画像データを生成することを要旨とする。
【００２２】
　請求項１５に記載された楽曲再生方法は、請求項９、請求項１０または請求項１４記載
の楽曲再生方法において、前記カテゴリ情報格納部は、前記小カテゴリの上位カテゴリと
して使用される複数の大カテゴリの各々に対して、１つ以上の各異なる前記小カテゴリを
対応付けした対応情報である第２の対応情報を格納すると共に、前記楽曲格納部に格納さ
れた楽曲データの前記小カテゴリ毎の登録曲数を格納しており、前記小カテゴリ表現情報
格納部は、前記小カテゴリ毎に、前記登録曲数に応じて決まる複数の小カテゴリ表示情報
を格納しており、前記設定された大カテゴリおよび小カテゴリに対応する前記表示情報に
従って画像データを生成する際、前記設定された小カテゴリに対応する登録曲数を前記カ
テゴリ情報格納部から読み出すと共に、前記設定された大カテゴリに対応する大カテゴリ
表示情報を前記大カテゴリ表現情報格納部から読み出し、前記設定された小カテゴリおよ
び前記読み出した登録曲数に対応する小カテゴリ表示情報を前記小カテゴリ表現情報格納
部から読み出して、これら読み出した大カテゴリ表示情報および小カテゴリ表示情報に従
って画像データを生成することを要旨とする。
【００２３】
　請求項１６に記載された楽曲再生方法は、請求項９～請求項１５のうちいずれか１項記
載の楽曲再生方法において、前記外部から小カテゴリの変更指定信号が供給されたとき、
前記カテゴリ情報格納部から前記第２の対応情報を参照し、現在設定されている大カテゴ
リに対応付けられている前記複数の小カテゴリの中から、現在設定されている小カテゴリ
以外の一の小カテゴリを選択して設定するステップを更に有することを要旨とする。
【００２４】
　請求項１７に記載された楽曲再生プログラムは、複数の楽曲それぞれの楽曲データが格
納された楽曲格納部から一の楽曲データを選択して、その選択した楽曲データを再生する
機能をコンピュータに実行させるための楽曲再生プログラムであって、前記複数の楽曲の
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分類情報として使用される複数の小カテゴリの内から初期値として一の小カテゴリを設定
する手順と、前記小カテゴリの上位カテゴリとして使用される複数の大カテゴリの各々に
対して、１つ以上の各異なる前記小カテゴリを対応付けした対応情報である第２の対応情
報を格納するカテゴリ情報格納部に格納された前記第２の対応情報を参照して、前記設定
された小カテゴリに対応付けられている大カテゴリを大カテゴリの初期値として設定する
手順と、前記複数の楽曲それぞれについて、前記複数の小カテゴリの内の一の小カテゴリ
と、前記楽曲データとを対応付けした対応情報である第１の対応情報を格納する楽曲情報
格納部に格納された前記第１の対応情報を参照して、前記設定された小カテゴリに対応付
けられている一の楽曲データを前記楽曲格納部から選択して読み出して再生する手順と、
表示部に表示させる、前記大カテゴリ毎に異なり、それぞれの大カテゴリの意味合いを表
現するキャラクタデータを生成するための大カテゴリ表示情報を格納する大カテゴリ表現
情報格納部から、前記設定された大カテゴリに対応する前記大カテゴリ表示情報を読み出
し、その読み出した大カテゴリ表示情報に従って画像データを生成すると共に、前記表示
部に表示させる、前記複数の小カテゴリ毎に異なり、それぞれの小カテゴリの意味合いを
表現し前記キャラクタデータを装飾する画像データである装飾アイテムデータを生成する
ための小カテゴリ表示情報を格納する小カテゴリ表現情報格納部から、前記設定された小
カテゴリに対応する前記小カテゴリ表示情報を更に読み出し、その読み出した小カテゴリ
表示情報に従って更に画像データを生成する手順と、外部から信号が供給されるのを待機
する手順と、前記外部から大カテゴリの変更指定信号が供給されたとき、前記設定された
大カテゴリ以外の一の大カテゴリを選択して新たな大カテゴリとして設定変更し、前記第
２の対応情報を参照して、その新たに設定した大カテゴリに対応付けられている一の小カ
テゴリを選択して新たな小カテゴリとして設定変更する手順と、前記楽曲データを前記楽
曲格納部から選択して読み出して再生する手順に戻って、前記設定変更された小カテゴリ
に基づいて一の楽曲データを再選択して再生すると共に、前記画像データを生成する手順
に戻って、前記設定変更された大カテゴリ及び前記設定変更された小カテゴリに基づいて
前記画像データを再生成する手順と、をコンピュータに実行させることを要旨とする。
【００２５】
　請求項１８に記載された楽曲再生プログラムは、請求項１７記載の楽曲再生プログラム
において、前記大カテゴリ表示情報は、前記表示部に表示させる、前記大カテゴリ毎に異
なり、それぞれの大カテゴリの意味合いを表現するアニメーションデータを生成するため
の情報であり、前記小カテゴリ表示情報は、前記表示部に表示させる、前記複数の小カテ
ゴリ毎に異なり、それぞれの小カテゴリの意味合いを表現し前記アニメーションデータに
追加される小カテゴリ用のアニメーションデータを生成するための情報であることを要旨
とする。
【００２６】
　請求項１９に記載された楽曲再生プログラムは、請求項１７または請求項１８記載の楽
曲再生プログラムにおいて、前記複数の大カテゴリの全ての大カテゴリ表示情報を前記大
カテゴリ表現情報格納部から取得し、取得した大カテゴリ表示情報を一覧情報として前記
表示部に表示させる手順と、前記外部から前記一覧情報の中から選択された大カテゴリを
示す大カテゴリ選択信号が供給されたとき、前記選択された大カテゴリを新たな大カテゴ
リとして設定変更すると共に、前記カテゴリ情報格納部に格納された前記第２の対応情報
を参照して、前記設定変更された大カテゴリに対応付けられている一の小カテゴリを選択
して新たな小カテゴリとして設定変更する手順と、を更に有することを要旨とする。
【００２７】
　請求項２０に記載された楽曲再生プログラムは、請求項１７～請求項１９のうちいずれ
か１項記載の楽曲再生プログラムにおいて、前記大カテゴリ表現情報格納部は、前記大カ
テゴリ毎に、前記再生回数に応じて決まる複数の大カテゴリ表示情報を格納しており、前
記選択した楽曲データを再生する度に、再生された楽曲の前記大カテゴリ毎の再生回数を
記録する再生回数格納部に記録された、その再生された楽曲に対応する大カテゴリの再生
回数を更新する手順を更に有し、前記設定された大カテゴリに対応する前記大カテゴリ表
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示情報に従って画像データを生成する手順において、前記再生回数格納部から再生回数を
読み出すと共に、前記設定された大カテゴリに対応し、かつ前記読み出した再生回数に応
じた大カテゴリ表示情報を前記大カテゴリ表現情報格納部から読み出して、その読み出し
た大カテゴリ表示情報に従って画像データを生成することを要旨とする。
【００２８】
　請求項２１に記載された楽曲再生プログラムは、請求項１７～請求項２０のうちいずれ
か１項記載の楽曲再生プログラムにおいて、前記カテゴリ情報格納部は、前記小カテゴリ
の上位カテゴリとして使用される複数の大カテゴリの各々に対して、１つ以上の各異なる
前記小カテゴリを対応付けした対応情報である第２の対応情報を格納すると共に、前記楽
曲格納部に格納された楽曲データの前記大カテゴリ毎の登録曲数を格納しており、前記大
カテゴリ表現情報格納部は、前記大カテゴリ毎に、前記登録曲数に応じて決まる複数の大
カテゴリ表示情報を格納しており、前記設定された大カテゴリに対応する前記表示情報に
従って画像データを生成する手順において、前記設定された大カテゴリに対応する登録曲
数を前記カテゴリ情報格納部から読み出すと共に、前記設定された大カテゴリおよび前記
読み出した登録曲数に対応する大カテゴリ表示情報を前記大カテゴリ表現情報格納部から
読み出し、その読み出した大カテゴリ表示情報に従って画像データを生成することを要旨
とする。
【００２９】
　請求項２２に記載された楽曲再生プログラムは、請求項１７または請求項１８記載の楽
曲再生プログラムにおいて、前記小カテゴリ表現情報格納部は、前記小カテゴリ毎に、前
記再生回数に応じて決まる複数の小カテゴリ表示情報を格納しており、前記設定された大
カテゴリおよび小カテゴリに対応する前記表示情報に従って画像データを生成する手順に
おいて、前記設定された大カテゴリに対応する前記大カテゴリ表示情報を前記大カテゴリ
表現情報格納部から読み出すと共に、前記設定された小カテゴリに対応し、かつ再生され
た楽曲の前記小カテゴリ毎の再生回数を記録する再生回数格納部から読み出した再生回数
に応じた前記小カテゴリ表示情報を、前記小カテゴリ表現情報格納部から読み出して、こ
れらの読み出した大カテゴリ表示情報および小カテゴリ表示情報に従って画像データを生
成することを要旨とする。
【００３０】
　請求項２３に記載された楽曲再生プログラムは、請求項１７、請求項１８または請求項
２２記載の楽曲再生プログラムにおいて、前記カテゴリ情報格納部は、前記小カテゴリの
上位カテゴリとして使用される複数の大カテゴリの各々に対して、１つ以上の各異なる前
記小カテゴリを対応付けした対応情報である第２の対応情報を格納すると共に、前記楽曲
格納部に格納された楽曲データの前記小カテゴリ毎の登録曲数を格納しており、前記小カ
テゴリ表現情報格納部は、前記小カテゴリ毎に、前記登録曲数に応じて決まる複数の小カ
テゴリ表示情報を格納しており、前記設定された大カテゴリおよび小カテゴリに対応する
前記表示情報に従って画像データを生成する手順において、前記設定された小カテゴリに
対応する登録曲数を前記カテゴリ情報格納部から読み出すと共に、前記設定された大カテ
ゴリに対応する大カテゴリ表示情報を前記大カテゴリ表現情報格納部から読み出し、前記
設定された小カテゴリおよび前記読み出した登録曲数に対応する小カテゴリ表示情報を前
記小カテゴリ表現情報格納部から読み出して、これら読み出した大カテゴリ表示情報およ
び小カテゴリ表示情報に従って画像データを生成することを要旨とする。
【００３１】
　請求項２４に記載された楽曲再生プログラムは、請求項１７～請求項２３のうちいずれ
か１項記載の楽曲再生プログラムにおいて、前記外部から小カテゴリの変更指定信号が供
給されたとき、前記カテゴリ情報格納部から前記第２の対応情報を参照し、現在設定され
ている大カテゴリに対応付けられている前記複数の小カテゴリの中から、現在設定されて
いる小カテゴリ以外の一の小カテゴリを選択して設定する手順を更に有することを要旨と
する。
【発明の効果】
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【００３２】
　本発明の楽曲再生装置、楽曲再生方法、および楽曲再生プログラムによれば、楽曲の分
類情報を画面に表示するキャラクタ、色、アニメーション等で表現することにより、現在
選択されている楽曲がどのような意味合いを有しているのか、直感的に理解することがで
きる。
【００３３】
　特に、大カテゴリと小カテゴリの２つの階層を設け、楽曲の分類を小カテゴリによって
行い、画面表示されるキャラクタ、色、アニメーション等を大カテゴリによって変化させ
ることにより、画面表示されるキャラクタ、色、アニメーション等の種類が必要以上増え
ることがないので、利用者の視認性と操作性が非常に良い。
【００３４】
　また、利用者が「何か音楽を聴きたいのに、何を聴きたいかがわからない」といった漠
然とした心理状態であっても、再生されている楽曲を基準にして「全く気分に合わない」
、「少し気分に合わない」といった判断をすることは比較的容易であることが多い。本発
明においては、このような再生曲に対する利用者のフィードバックを活用して次に再生す
る楽曲を決定し、さらにその楽曲に対するフィードバックを受け付けるといったことを連
続的に行うため、利用者が所望楽曲に対して極めて漠然としたイメージしか持っていない
場合においても、一連のインタラクションを通して所望の楽曲を容易に探すことができる
。
【００３５】
　また従来方法では、再生する曲の雰囲気を指定する際に、画面に表示された情報だけを
頼りに操作する必要があったのに対して、本発明においては、利用者は画面情報だけでな
く、現在再生中の楽曲を聴きながら、その曲を判断基準にして操作を行うことができる。
このため、利用者は容易に気分に合った曲を選曲することが出来る。また、画面に表示す
る必要のある情報を少なくすることができるので、表示機器の小さい携帯電話やポータブ
ルプレーヤ、車載機等においても使い勝手が良い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、図面に基づいて、本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明する。
【００３７】
＜第１実施形態＞
　本発明に基づく第１実施形態の楽曲再生装置１の構成を図１に示して説明する。　
　本実施形態による楽曲再生装置１は、再生中の楽曲を判断基準として利用者の操作を受
け付けることにより、記録媒体等に格納された楽曲の中から利用者所望の楽曲を検索して
再生を行う。また、楽曲を２階層構造を有するカテゴリに分類し、カテゴリの有する意味
合いをキャラクタや色、アニメーションによって表示することで、分類情報を直感的に理
解しやすいようにしたことを特徴とする。
【００３８】
　本実施形態による楽曲再生装置１の構成は、入力部１０と、制御部２０と、格納部３０
と、表示部４０と、再生部５０からなる。制御部２０は、大カテゴリ変更部２１と、小カ
テゴリ変更部２２と、画像データ生成部２３と、再生曲選出部２４とを備えている。また
、格納部３０は、楽曲格納部３１と、カテゴリ情報格納部３２と、大カテゴリ表現情報格
納部３３と、小カテゴリ表現情報格納部３４と、楽曲情報格納部３５とを備えている。
【００３９】
　入力部１０は、利用者が各種情報の入力を行うデバイスであり、マウスやキーボードの
ほか、リモコンや携帯端末で利用可能な十字カーソル、タッチパネル等である。入力部１
０の一例を図２に示す。同図（ａ）は十字キーを模式的に表したものであり、４方向のカ
ーソル移動ボタン１１と決定ボタン１２とから構成されている。そして、同図（ｂ）は数
字キーを模式的に表したものであり、ダイレクト入力ボタン１３で構成されている。
【００４０】
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　制御部２０について説明する。制御部２０は不図示のＣＰＵやメモリを備えており、メ
モリ上に展開された楽曲検索再生用プログラムをＣＰＵが実行することにより、楽曲再生
装置１全体を制御する。次に、制御部２０を機能的に分類して説明する。
【００４１】
　大カテゴリ変更部２１は、大カテゴリを変更する部位である。大カテゴリとは、前述の
２階層構造カテゴリの、上位カテゴリである。詳しい説明は後述のカテゴリ情報格納部３
２で行う。
【００４２】
　小カテゴリ変更部２２は、小カテゴリを変更する部である。小カテゴリとは、ある１つ
の大カテゴリに属するカテゴリである。詳しい説明は後述のカテゴリ情報格納部３２で行
う。
【００４３】
　画像データ生成部２３は、現在のカテゴリ設定や、現在再生中の楽曲情報を基に、表示
情報を作成し、画面の更新を行う。ここで作成された表示情報は、表示部４０によって表
示される。
【００４４】
　再生曲選出部２４は、現在設定中の小カテゴリに属する楽曲を選出する。ここで選出さ
れた楽曲は、再生部５０によって再生される。
【００４５】
　次に、格納部３０について説明する。格納部３０は、ハードディスクや不揮発メモリの
ような高速アクセスが可能な大容量記録媒体を有したものである。次に、格納部３０を機
能的に分類して説明する。
【００４６】
　楽曲格納部３１は、楽曲本体であるデジタルデータを格納する。デジタルデータはコン
テンツＩＤによって管理されている。
【００４７】
　カテゴリ情報格納部３２は、大カテゴリと、小カテゴリの設定を格納する。前述の通り
、大カテゴリは１つ又は複数の小カテゴリを構成要素として有する。大カテゴリと小カテ
ゴリの種類、及び大カテゴリに属する小カテゴリの種類については、予め設計者が設定し
ておく。小カテゴリは、大カテゴリをより細分化したものである。
【００４８】
　カテゴリ構成の一例を図３に示す。図３では、大カテゴリ「癒し系」の構成要素である
小カテゴリは、それぞれ「穏やか」「静か」であり、大カテゴリ「パワフル系」の構成要
素である小カテゴリは、それぞれ「強烈な」「力強い」となっている。また、小カテゴリ
「穏やか」や「静か」は、大カテゴリ「癒し系」をより細分化したものである。
【００４９】
　図３の例のような「癒し系」や「穏やか」といった感性表現ではなく、ジャンルやアー
ティストなどの書誌的な情報を用いても良い。ジャンルを用いたカテゴリ情報格納部３２
の設定の一例を図４に示す。図４の例では、カテゴリの有する意味合いをジャンルとし、
大カテゴリ「ジャズ」の構成要素として、小カテゴリを「ウェストコースト」「バップ」
「ビッグバンド」として設定している。アーティストを用いたカテゴリ情報格納部３２の
設定の一例を図５に示す。図５の例では、大カテゴリ「日本人女性」の構成要素として、
小カテゴリを「赤　沙汰奈」「浜　耶羅和」として設定している。
【００５０】
　大カテゴリ表現情報格納部３３は、表示部４０の画面に大カテゴリ毎に異なる表示を行
うための表示情報を格納する。本発明では、大カテゴリをカテゴリ名（例えば「癒し系」
）などの文字ではなく、キャラクタや色、アニメーションなどによって表す。大カテゴリ
表現情報格納部３３の一例を図６に示す。図６の例では、カテゴリの表す意味合いをキャ
ラクタを用いて表現している。例えば、「癒し系」であればリラックスした感じのキャラ
クタを、大カテゴリが「パワフル系」であれば力強いキャラクタを、設定している。大カ
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テゴリの表示情報としてキャラクタを用いる場合、大カテゴリ表現情報格納部３３に格納
するデータ形式は、ビットマップイメージデータでも良いし、ベクトルイメージデータで
も良い。
【００５１】
　また、図７では、大カテゴリ表現情報格納部３３は色情報を格納している。図７の例で
は、画面の背景等の色を格納しており、大カテゴリが「癒し系」であれば緑を、「パワフ
ル系」であれば赤を設定している。
【００５２】
　図８では、大カテゴリ表現情報格納部３３にアニメーション情報を格納している。図８
の例では、アニメーションオブジェクトの形状とアニメーション速度、アニメーションオ
ブジェクトの動き方を格納した様子を示している。大カテゴリが「癒し系」ならば、形状
は「ボール」であり、アニメーション速度は秒速２０ピクセル、動き方は上から下へと揺
れ落ちる、というように設定している。
【００５３】
　なお、上述した大カテゴリのキャラクタ、色、アニメーション等の表示情報は、単独で
用いても良いし、複数組み合わせて用いても良い。
【００５４】
　小カテゴリ表現情報格納部３４は、小カテゴリ用の表示情報を格納する。具体的には、
小カテゴリ表現情報格納部３４には、文字情報や、大カテゴリ表現情報格納部３３の表示
情報を装飾する装飾アイテムや、アニメーションの詳細規定などの表示情報を格納する。
【００５５】
　小カテゴリ表現情報格納部３４に文字情報を格納した例を図９に示す。図９の例では、
キャラクタの発するセリフを小カテゴリ表現情報格納部３４に格納した様子を示している
。小カテゴリが「静か」には「静かな曲にしてみました」、「穏やか」には「穏やかな曲
にしてみました」という表示情報を格納している。
【００５６】
　小カテゴリ表現情報格納部３４に装飾アイテムを格納した例を図１０に示す。図１０の
例では、大カテゴリ表現情報格納部３３にキャラクタを登録したものとして、そのキャラ
クタ用の装飾を小カテゴリ表現情報格納部３４に格納した様子を示している。小カテゴリ
が「静か」であるとき、図７のキャラクタ情報と、図１０の装飾アイテムを組み合わせた
場合の一例を図１１に示す。
【００５７】
　小カテゴリ表現情報格納部３４に、アニメーションの詳細規定を格納した例を図１２に
示す。図１２の例では、アニメーションオブジェクトの色情報を格納している。例えば、
小カテゴリが「静か」ならばアニメーションオブジェクトの色は青であり、「穏やか」な
らば緑という表示情報を格納している。
【００５８】
　上述した小カテゴリの表示情報は、単独で用いても良いし、複数組み合わせて用いても
良い。
【００５９】
　楽曲情報格納部３５は、楽曲が属しているカテゴリの識別子を格納する。楽曲格納部３
１のコンテンツＩＤと、小カテゴリとを対応させて格納する。楽曲情報格納部３５の一例
を図１３に示す。図の例では、コンテンツＩＤ１は小カテゴリ「穏やか」に、コンテンツ
ＩＤ２は小カテゴリ「静か」にそれぞれ分類されている。なお、カテゴリの有する意味合
いを楽曲の有する雰囲気とする場合、従来技術を用いることで、自動的に分類することが
可能である。その方法の１つとして、楽曲の音響信号から音響特徴量を生成し、音響特徴
量を使ってカテゴリ分類する方法がある。
【００６０】
　例えば、特開平６－２９０５７４号公報や特開２００２－２７８５４７号公報等に開示
された方法によって、まず音響信号から音響特徴量を算出する。次に、学習用の楽曲の集
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合を用意し、それらの楽曲に雰囲気を表す小カテゴリ名（印象語）を付与した上で、公知
の決定木やベイズルール等を用いて音響特徴量を印象語に変換するルールを作成する。そ
して、作成した変換ルールを用いて印象語を生成する。
【００６１】
　算出した音響特徴量から決定木を利用して印象語を割り当てるアルゴリズムの一例を図
１４に示す。図１４の例では、もし音響特徴量３の値が「０．５２」以上で、音響特徴量
１の値が「１２０」以上の楽曲の場合、この楽曲は「静か」という印象語に分類される。
【００６２】
　ベイズルールを用いて音響特徴量から印象語を割り当てる方法を以下に説明する。印象
語を割り当てる楽曲の音響特徴量ｘをＮ次元ベクトル（ｘ１，ｘ２，ｘ３，・・・，ｘＮ
）とし、Ｍ種類の印象語があるものとする。
【数１】

【００６３】
　式（１）を用いて、音響特徴量ｘに対して、ある１つの印象語Ｃｋ（ｋ＝１～Ｍ）を対
応させる。ここで、Ｐ（Ｃi｜ｘ）は、音響特徴量がｘである場合に印象語がＣi（i＝１
～Ｍ）となる条件付き確率であり、Ｐ（ｘ｜Ｃi）は、印象語がＣiである場合に、音響特
徴量がｘとなる条件付き確率であり、Ｐ（Ｃi）は、印象語がＣiである事前確率を表わす
。すなわち、Ｍ種類の印象語に対する、事前確率Ｐ（Ｃi）（i＝１～Ｍ）と、条件付き確
率Ｐ（ｘ｜Ｃi）（i＝１～Ｍ）をあらかじめ格納しておき、これらの積が最大となる印象
語Ｃｋを前記楽曲の印象語として割り当て、後述の楽曲情報格納部３５に格納する。
【００６４】
　上記、決定木やベイズルールはあくまでも一例であって、これらの手法と同等の出力が
得られる他の手法を用いて印象語を割り当ててもよい。また、上記のような方法ではなく
、あらかじめ人手により印象語を割り当てておいてもよい。
【００６５】
　大カテゴリと、小カテゴリと、楽曲との関係をベン図で表した一例を図１５に示す。図
１５の例の通り、コンテンツＩＤ１は小カテゴリ「穏やか」に属すると同時に、大カテゴ
リ「癒し系」にも属している。
【００６６】
　表示部４０は、ディスプレイ等の表示機器等であり、画像データ生成部２３で作成され
た画面情報や、再生中の楽曲のタイトルやアーティスト名などを表示する。
【００６７】
再生部５０は、楽曲のプレーヤやスピーカ、ヘッドホン等の再生機器である。
【００６８】
　次に、本実施形態における楽曲再生装置１の動作について、図１６のフローチャートを
参照して説明する。　
　まず、楽曲再生装置１を起動すると、制御部２０は、小カテゴリの初期値を設定する（
ステップＳ１０）。設定方法は、前回起動時の最後に設定されていた小カテゴリを設定し
ても良いし、ランダムに設定しても良い。小カテゴリを設定した後、カテゴリ情報格納部
３２を参照し、設定した小カテゴリが属している大カテゴリを取得し、設定する。
【００６９】
　次に、再生曲選出部２４は、楽曲を選曲する（ステップＳ２０）。ステップＳ１０で設
定した小カテゴリに属する楽曲を１曲選曲する。すなわち、再生曲選出部２４は、設定中
の小カテゴリに属する楽曲のコンテンツＩＤを、楽曲情報格納部３５を参照して取得する
。取得の仕方はコンテンツＩＤ順に取得しても良いし、ランダムに取得しても良い。
【００７０】
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　次に、ステップＳ２０で選曲された楽曲を、再生部５０によって再生を行う（ステップ
Ｓ３０）。
【００７１】
　現在設定中の大カテゴリと、小カテゴリに基づいて、画像データ生成部２３は、表示部
４０の画面表示情報を更新する（ステップＳ４０）。まず、画像データ生成部２３は、現
在設定中の大カテゴリと、小カテゴリを基に、大カテゴリ表現情報格納部３３と、小カテ
ゴリ表現情報格納部３４とをそれぞれ参照し、表示情報を取得する。次に、画像データ生
成部２３は、大カテゴリ表現情報格納部３３から取得した表示情報を、背景として設定す
る。次に、小カテゴリ表現情報格納部３４から取得した表示情報を、前記設定した表示情
報に加える。また表示部４０に、大カテゴリを変更するためのコマンド（大カテゴリ変更
コマンド）、小カテゴリを変更するためのコマンド（小カテゴリ変更コマンド）、処理を
終了させるためのコマンド（終了コマンド）などを表示するためのコマンド表示データを
生成する。ただし、コマンドが入力部１０の特定のボタンに対応していて、コマンドを画
面に表示しなくても利用者が操作できる機器においては、コマンド表示データを生成せず
、表示を省略しても良い。また、情報を再生中の楽曲のタイトルやアーティスト名、再生
時間などを表示しておいてもよい。作成した画面イメージは、表示部４０によって表示さ
れる。
【００７２】
　画像データ生成部２３によって作成された表示画面の例を図１７に示す。図１７の例は
、大カテゴリが「パワフル系」で、小カテゴリが「強烈な」の時、表示部４０に表示した
一例である。キャラクタ１１０は大カテゴリ表現情報格納部３３から取得した表示情報で
あり、セリフ１２０は小カテゴリ表現情報格納部３４から取得した表示情報である。現在
再生中の楽曲のタイトル、アーティスト名、再生時間といった情報が再生情報１３０に示
されている。コマンド一覧１４０は、利用者が入力可能なコマンドの一覧である。図１７
の例では「大きく雰囲気を変えて」が大カテゴリ変更コマンドであり、「少しだけ雰囲気
を変えて」が小カテゴリ変更コマンドである。終了コマンドは、入力部１０の特定のボタ
ンに対応しているため、表示していない。前述したように、大カテゴリ変更コマンドと、
小カテゴリ変更コマンドについても、各々入力部１０の特定のボタンに対応させた場合に
は表示を省略しても良い。また、本実施形態においては、大カテゴリ変更コマンドと小カ
テゴリ変更コマンドは各々１つであるが、複数の大カテゴリ変更コマンドや、複数の小カ
テゴリ変更コマンドを用意して、利用者に選択させるようにしても良い。例えば、選択さ
れている大カテゴリに属する各小カテゴリを直接選択できるように、各小カテゴリの名称
を小カテゴリ変更コマンドとして表示しても良い。
【００７３】
　次に、利用者によってコマンドが入力されたかどうかの判断を行う（ステップＳ５０）
。もし、制御部２０がユーザによってコマンドが入力されたと判断した場合、ステップＳ
６０へ進む。コマンド入力されていない場合は、所定時間待機後（図示せず）、再度コマ
ンド入力されたか否かチェックする。
【００７４】
　次に、利用者によって入力されたコマンドが、終了コマンドかどうかの判断を行う（ス
テップＳ６０）。もし、前記コマンドが終了コマンドであった場合、制御部２０は楽曲再
生装置１を終了させる。前記コマンドが終了コマンドではなかった場合、ステップＳ７０
へ進む。
【００７５】
　次に、カテゴリ変更処理を行う（ステップＳ７０）。カテゴリ変更処理については、図
１８のフローチャートを参照して説明を行う。
【００７６】
　まず制御部２０は、入力されたコマンドが、大カテゴリ変更コマンドか否かを判定する
（ステップＳ１０００）。大カテゴリ変更コマンドの場合は、ステップＳ１０１０へ進み
、そうでなければステップＳ１０２０へ進む。図１７の例では、「大きく雰囲気を変えて
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」が大カテゴリ変更コマンドである。
【００７７】
　大カテゴリ変更コマンドを受け取った場合、大カテゴリ変更部２１は大カテゴリの変更
処理を行う（ステップＳ１０１０）。すなわち、大カテゴリ変更部２１は、利用者によっ
て入力されたコマンドに従い、カテゴリ情報格納部３２を参照し、現在設定中の大カテゴ
リから、別の大カテゴリへ設定を変更する。図１７の例のように、大カテゴリ変更コマン
ドが１つだけの場合は、大カテゴリに予め順番を割り振ってカテゴリ情報格納部３２に格
納しておき、現在設定中の大カテゴリの次の順位を有する大カテゴリへ設定を変更する。
また、乱数を使って次の大カテゴリを決定しても良い。
【００７８】
　図１９は大カテゴリに順位を割り振った一例である。この図において、現在設定中の大
カテゴリを大カテゴリ１とし、設定された順位に従って大カテゴリの変更を行うとすると
、大カテゴリ１→大カテゴリ２→大カテゴリ３→大カテゴリ１→…という順に遷移する。
【００７９】
　次に大カテゴリ変更処理終了後、新たに設定された大カテゴリに属する小カテゴリの中
から、ランダムに選出して変更する（ステップＳ１０２０）。すなわち、小カテゴリ変更
部２２は、カテゴリ情報格納部３２を参照して、新たに設定された大カテゴリに属する小
カテゴリの中から、乱数を使って小カテゴリを１つ選び出す。
【００８０】
　例えば、図３に示したカテゴリ情報格納部３２の例で、ステップＳ１０１０で新たに設
定された大カテゴリが「癒し系」であるならば、大カテゴリに属する小カテゴリである「
静か」、「穏やか」からランダムに１つ選び出して設定する。
【００８１】
　利用者によって入力されたコマンドが、小カテゴリ変更コマンドだと判断したならば、
ステップＳ１０４０へ進み、そうでなければカテゴリ変更処理を終了する（ステップＳ１
０３０）。図１７の例では、「少しだけ雰囲気を変えて」が小カテゴリ変更コマンドであ
る。
【００８２】
　小カテゴリ変更コマンドを受け取った場合、小カテゴリ変更部２２は小カテゴリの変更
処理を行う（ステップＳ１０４０）。すなわち、小カテゴリ変更部２２は、現在設定中の
大カテゴリ情報を基にカテゴリ情報格納部３２を参照し、前記大カテゴリに属する小カテ
ゴリの中から、利用者によって入力されたコマンドに従って、小カテゴリを１つ選び出す
。
【００８３】
　例えば、図１７の例のように、小カテゴリ変更コマンドが１つだけの場合は、小カテゴ
リに予め順位を割り振ってカテゴリ情報格納部３２に格納しておき、現在設定中の小カテ
ゴリの次の順位を有する小カテゴリに変更する。
【００８４】
　カテゴリ情報格納部３２の小カテゴリに順位を割り振った例が図２０である。現在設定
中の大カテゴリと小カテゴリをそれぞれ「大カテゴリ１」、「小カテゴリＡ」とし、割り
振られた順位に従って小カテゴリの変更を行うとすると、小カテゴリＡ→小カテゴリＢ→
小カテゴリＣ…という順で遷移する。大カテゴリが「大カテゴリ１」に設定されている限
り、「小カテゴリＤ」など、他の大カテゴリに属する小カテゴリには遷移しない。なお、
ランダムに遷移する場合は、図３の例のように、順位を割り振らなくとも変更処理が可能
である。
【００８５】
　なお、上述のように、受け取ったコマンドが大カテゴリ変更コマンドであった場合、大
カテゴリを、予め設定した順位に従って、または乱数を使用して変更した後、小カテゴリ
を、同様に、予め設定した順位に従って、または乱数を使用して変更している。このとき
、大カテゴリ変更に伴いこのように決定された小カテゴリに対して、更に、少しだけ雰囲
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気を変えたいという要求が生じる場合が考えられる。このような場合には、引き続き、上
述の小カテゴリの変更処理（ステップＳ１０３０、Ｓ１０４０）が行われるように、変更
コマンドが入力されるようにすればよい。
【００８６】
　図１６のフローチャートの説明に戻り、カテゴリ変更処理でカテゴリを変更した場合、
ステップＳ２０の選曲処理へ戻り、カテゴリを変更しなかった場合、ステップＳ５０のコ
マンド入力判断処理に戻る（ステップＳ８０）。
【００８７】
　以上詳述したように、本実施形態の楽曲再生装置１によれば、利用者が聴きたい気分の
曲を現在再生中の曲を基準に探すことができるので、利用者はイメージが湧きやすく、直
感で検索を行うことができる。
【００８８】
　また、入力が簡便であり、複雑な操作が不要なため、画面サイズが小さく入力デバイス
が制限される小型の携帯端末機器や、オーディオプレーヤ等に適用することができる。さ
らに、利用者は、所望の印象語や楽曲等をリストの中を探したり文章や単語を入力したり
する必要がなく手軽に操作することができるため、複雑な操作が困難な環境下においても
所望の楽曲を容易に選曲することができる。
【００８９】
　また、大カテゴリと小カテゴリの２階層のカテゴリを用い、各楽曲を小カテゴリに従っ
て分類し、楽曲を再生する時の基本的な画面表示を大カテゴリに従って行うため、楽曲を
分類するカテゴリ（小カテゴリ）を増やした場合でも、画面表示の種類が必要以上に多く
なることがないので、視認性に優れた楽曲検索を実現することができる。
【００９０】
＜第２実施形態＞
　本発明の第２実施形態に基づく楽曲再生装置２を説明する。本実施形態による楽曲再生
装置２は、大カテゴリを一覧表示して選択可能とすることで、素早く利用者の所望するコ
ンテンツにたどり着けることを特徴とする。
【００９１】
　本実施形態による楽曲再生装置２の構成を、図２１を参照して説明する。楽曲再生装置
２は、楽曲再生装置１からの変更点として、楽曲再生装置２の制御部２０Ａに、大カテゴ
リ一覧作成部２５が追加されている。
【００９２】
　楽曲再生装置２に追加された大カテゴリ一覧作成部２５は、大カテゴリを一覧表示する
ための表示情報を作成する。大カテゴリ一覧作成部２５は、カテゴリ情報格納部３２から
全ての大カテゴリ名を取得し、取得した前記大カテゴリ名を基に、大カテゴリ表現情報格
納部３３に格納された大カテゴリの表示情報を取得し、一覧表示用の画面イメージを作成
する。
【００９３】
　次に、本実施形態における楽曲再生装置２の動作について、図２２のフローチャートを
参照して説明する。第２実施形態における楽曲再生装置２の動作と、第１実施形態におけ
る楽曲再生装置１との動作は、ステップＳ７０のカテゴリ変更処理が異なる。そこで、動
作の異なるカテゴリ変更処理についての説明を行う。本実施形態のカテゴリ変更処理（ス
テップＳ７０Ａ）においては、大カテゴリ変更コマンド、小カテゴリ変更コマンドの他に
、大カテゴリ一覧選択コマンドを処理する。
【００９４】
　楽曲再生装置２のカテゴリ変更処理（ステップＳ７０Ａ）について、図２３のフローチ
ャートを参照して詳細な説明を行う。図２３のフローチャートは、第１実施形態で説明を
行った図１８のフローチャートに、新たにステップＳ１１００と、ステップＳ１１１０と
が追加されている。新たに追加されたステップの説明を行い、その他の動作については楽
曲再生装置１と同様のため、説明を省略する。
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【００９５】
　利用者によって入力されたコマンドが、大カテゴリ一覧選択コマンドであった場合、制
御部２０ＡはステップＳ１１１０の大カテゴリ一覧表示処理に進み、それ以外の場合はス
テップＳ１０００に進む（ステップＳ１１００）。図２４のコマンド一覧１４０Ａに示し
た「キャラクタ一覧を見せて」のように、新たに専用コマンドを設けて大カテゴリ一覧選
択コマンドとして割り当てても良いし、入力部１０に専用のボタン（図示せず）を具備す
ることによって割り当てても良い。
【００９６】
　大カテゴリ一覧表示コマンドを受け取ったと判断すると、制御部２０Ａは大カテゴリ一
覧選択変更処理を行う（ステップＳ１１１０）。大カテゴリ一覧選択変更処理の説明は図
２５のサブフローチャートによって行う。
【００９７】
　大カテゴリ一覧選択処理では、まず、大カテゴリ一覧を表示する（ステップＳ１１２０
）。以下にステップＳ１１２０の説明を行う。
【００９８】
　最初に、大カテゴリ一覧作成部２５は、カテゴリ情報格納部３２から、全ての大カテゴ
リ名を取得する。次に、前記取得した大カテゴリ名を基に、大カテゴリ表現情報格納部３
３から大カテゴリの表示情報を読み込む。次に、読み込んだ大カテゴリの表示情報をリス
ト形式で並べた画面イメージを作成し、表示部４０に表示させる。大カテゴリ一覧作成部
２５によって作成された表示情報の一例を図２６に示す。画面左側が大カテゴリ「癒し系
」の表示情報であり、画面右側が大カテゴリ「パワフル系」の表示情報となっている。以
上がステップＳ１１２０の説明である。
【００９９】
　次に、大カテゴリ一覧を表示した後、制御部２０Ａは利用者から、一覧表示した大カテ
ゴリの選択を受け付ける（ステップＳ１１３０）。制御部２０Ａは、入力部１０の入力情
報により、どの大カテゴリが選択されたかを判断する。例えば、図２（ａ）のカーソル移
動ボタン１１が入力されると、図２６に示した選択枠１５０を変更し、決定ボタン１２が
入力されると、選択枠１５０の示す大カテゴリを、次に変更する大カテゴリに決定する。
【０１００】
　次に、大カテゴリ変更部２１は、選択された大カテゴリを設定する（ステップＳ１１４
０）。大カテゴリ変更部２１は、ステップＳ１１３０によって選択された情報に従い、大
カテゴリ一覧作成部２５から前記選択情報に対応付けられた大カテゴリ名を取得し、取得
した前記大カテゴリ名を基にカテゴリ情報格納部３２を参照して、該当する大カテゴリを
読み出す。
【０１０１】
　大カテゴリを新たに変更した後、ステップＳ１０２０に進み、小カテゴリ変更処理を行
う。ステップＳ１０２０の小カテゴリ変更処理については、第１実施形態と同様のため、
説明を省略する。
【０１０２】
　以上の大カテゴリ一覧から大カテゴリを選択する方法を、楽曲再生装置２の開始時に、
ステップＳ１０の初期設定の代わりに用いても良い。その場合、ステップＳ１０の初期設
定をステップＳ１１１０の大カテゴリ一覧選択変更処理に置き換えるとよい。
【０１０３】
　以上詳述したように、本実施形態の楽曲再生装置２によれば、大カテゴリを直接選択す
る方法を提供することにより、利用者は、所望するイメージに近い楽曲を素早く探し当て
ることができる。
【０１０４】
＜第３実施形態＞
　本発明の第３実施形態に基づく楽曲再生装置３を説明する。本実施形態による楽曲再生
装置３は、再生回数に基づいてカテゴリの表示情報を変更することにより、利用者の好み
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のカテゴリを容易に視認できるようにし、かつ装置を用いる楽しさを向上させることを特
徴とする。
【０１０５】
　本実施形態による楽曲再生装置３の構成を、図２７を参照して説明する。楽曲再生装置
３には制御部２０Ｂと、格納部３０Ｂを有しているが、これは図１の制御部２０と格納部
３０とにそれぞれ対応しており、中の構成が楽曲再生装置１とは異なる。楽曲再生装置３
が楽曲再生装置１と異なる点は、楽曲再生装置３の制御部２０Ｂに再生回数更新部２６が
、格納部３０Ｂに、再生回数格納部３６が追加されている。また、格納部３０Ｂの大カテ
ゴリ表現情報格納部３３Ｂと小カテゴリ表現情報格納部３４Ｂは、図１の大カテゴリ表現
情報格納部３３と小カテゴリ表現情報格納部３４とにそれぞれ対応しており、格納する情
報が異なっている。本実施形態では、再生回数更新部２６と、再生履歴格納部３６の説明
と、大カテゴリ表現情報格納部３３Ｂと、小カテゴリ表現情報格納部３４Ｂの説明を行い
、その他の部については楽曲再生装置１と同様のため、説明を省略する。
【０１０６】
　再生回数更新部２６は、後述する再生回数格納部３６に格納されたカテゴリ毎の再生回
数を更新する部位である。具体的には、再生された楽曲がどのカテゴリに含まれているか
を調べ、該当するカテゴリの再生回数を再生回数格納部３６から取得し、その値を１ずつ
増加するといった処理を行う。
【０１０７】
　再生回数格納部３６は、各カテゴリの再生回数を格納する部である。図２８は再生回数
格納部３６のフォーマットの一例である。この例では、今までに小カテゴリ名「静か」に
属する曲が１０回再生され、「穏やか」に属する曲が５回再生され、「癒し系」全体では
３０回再生されたことを示している。
【０１０８】
　大カテゴリ表現情報格納部３３Ｂは、楽曲再生装置１の大カテゴリ表現情報格納普段３
３と同様に、表示部４０の画面に大カテゴリ毎に異なる表示を行うための表示情報を格納
することに加え、カテゴリに属する楽曲を再生した回数に応じて、表示を変更するための
表示情報も格納する。大カテゴリ表現情報格納部３３Ｂの一例を図２９に示す。図２９の
カテゴリ表現情報格納部３３Ｂの例では、各大カテゴリに対して、再生回数を所定の区間
で区切り、それぞれの区間に対応したキャラクタの画像データを格納している。
【０１０９】
　小カテゴリ表現格納部３４Ｂは、楽曲再生装置１の小カテゴリ表現情報格納部３４と同
様に、文字情報や、大カテゴリ表現情報格納部３３Ｂの表示情報を装飾する装飾アイテム
や、アニメーションの詳細規定などの表示情報を格納することに加え、カテゴリに属する
楽曲を再生した回数に応じて、表示を変更するための表示情報も格納する。
【０１１０】
　小カテゴリ表現情報格納部３４Ｂに色情報を格納した一例を図３０に示す。図３０の例
ではカテゴリ内の楽曲の再生回数が多くなるにつれ、色が濃くなるよう設定されている。
また、図３１は小カテゴリ表現情報格納部３４Ｂにキャラクタの装飾アイテムを格納した
一例である。図３１の例では、小カテゴリが「静か」の場合は、再生回数が増加するにつ
れて装飾アイテムの星も増加するよう設定されている。また、小カテゴリが「穏やか」の
場合は、再生回数が増加するにつれてハートマークが増加するよう設定されている。
【０１１１】
　大カテゴリ表現格納部３３Ｂや、小カテゴリ表現格納部３４Ｂでは、カテゴリ中の楽曲
の再生回数が少ないときはキャラクタを小さく表示し、多いときはキャラクタを大きくす
るなどの表現を用いても良い。再生回数が多いカテゴリほど目立つ表現を用いることが望
ましい。
【０１１２】
　次に、本実施形態における楽曲再生装置３の動作について、図３２のフローチャートを
参照して説明する。第１実施形態における楽曲再生装置１の動作と比較して、第３実施形
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態における楽曲再生装置３の動作には、再生回数更新処理（ステップＳ２５）が新たに追
加され、また。画面表示処理（ステップＳ４０Ｂ）が異なる。そこで、本実施形態では再
生回数記録処理と、動作の異なる画面表示処理についての説明を行う。
【０１１３】
　再生曲選出部２４によって再生する楽曲を選曲した後、再生回数更新部２６は再生回数
の記録を行う（ステップＳ２５）。再生回数更新部２６は現在設定中の大カテゴリ及び小
カテゴリを基に再生回数格納部３６を参照し、前記小カテゴリの再生回数と、大カテゴリ
の再生回数を取得する。取得した前記再生回数をそれぞれ１プラスし、更新した再生回数
を再生回数格納部３６に格納する。
【０１１４】
　ステップＳ３０で選出された楽曲の再生を開始した後、画面表示処理を行う（ステップ
Ｓ４０Ｂ）。まず、画像データ生成部２３は再生回数格納部３６を参照して、現在設定中
の大カテゴリ及び小カテゴリを基に該当する小カテゴリの再生回数と、大カテゴリの再生
回数を取得する。次に、前記取得した大カテゴリの再生回数と、現在設定中の大カテゴリ
とを元に、大カテゴリ表現情報格納部３３Ｂを参照し、該当する大カテゴリの表示情報を
取得し、表示情報の背景として設定する。次に、前記取得した小カテゴリの再生回数と、
現在設定中の小カテゴリとを基に、小カテゴリ表現情報格納部３４Ｂを参照し、該当する
小カテゴリの表示情報を取得し、前記設定した表示情報に加える。
【０１１５】
　ここで、大カテゴリの表示情報にキャラクタ（図２９）を、小カテゴリの表示情報に装
飾アイテム（図３１）を利用した例を示す。大カテゴリが「癒し系」、小カテゴリが「静
か」、再生回数が大カテゴリと小カテゴリが共に１０回のとき、大カテゴリのキャラクタ
は図２９の１行１列目（カラム名除く）のキャラクタとなり、小カテゴリの装飾アイテム
は図３１の１行１列目のアイテムとなる。これらを組み合わせた表示情報の例が図３３（
ａ）である。また、小カテゴリの再生回数が１００回増えて１１０回となった場合、大カ
テゴリのキャラクタは図２９の１行2列目のキャラクタとなり、小カテゴリの表示アイテ
ムは図３１の１行２列目のアイテムとなる。これらを組み合わせた表示情報の例が図３３
（ｂ）である。
【０１１６】
　上記再生回数を基にした表示情報の変化は、小カテゴリと大カテゴリ両方に適用しなけ
ればならないわけではなく、どちらか一方のみの変化でも良い。
【０１１７】
　また、本実施形態では再生曲が選択された後に再生回数のカウントを行っているが、再
生終了時や、再生が所定時間行われた後に再生回数の増加を行っても良い。
【０１１８】
　また、本実施形態で説明した楽曲検索装置３は、第２実施形態で説明した楽曲検索装置
２と組み合わせて、大カテゴリ一覧を表示・選択できるようにしてもよい。
【０１１９】
　以上詳述したように、本実施形態の楽曲再生装置３によれば、利用者は好みのカテゴリ
を容易に視認でき、かつ画面の変化があるので、装置に対する興味を長く持続させる効果
が得られる。
【０１２０】
＜第４実施形態＞
　本発明の第４実施形態に基づく楽曲再生装置４を説明する。本実施形態による楽曲再生
装置４は、所属する曲数に応じてカテゴリの表示情報を変更することにより、利用者のコ
レクションの傾向を容易に知ることができ、かつ装置を用いる楽しさを向上させることを
特徴とする。
【０１２１】
　本実施形態による楽曲再生装置４の構成を、図３４を参照して説明する。楽曲再生装置
４には制御部２０Ｃと、格納部３０Ｃを有しているが、これは図１の制御部２０と格納部
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３０とにそれぞれ対応しており、中の構成が楽曲再生装置１とは若干異なる。楽曲再生装
置４が楽曲再生装置１と異なる点は、楽曲再生装置４の制御部２０Ｃにカテゴリ登録曲数
設定部２７が追加されていることである。また、格納部３０Ｃのカテゴリ情報格納部３２
Ｃと、大カテゴリ表現情報格納部３３Ｃと、小カテゴリ表現情報格納部３４Ｃは、図１の
カテゴリ情報格納部３２と、大カテゴリ表現情報格納部３３と、小カテゴリ表現情報格納
部３４とにそれぞれ対応しており、格納する情報に変更がある。本実施形態では、カテゴ
リ登録曲数設定部２７の説明と、カテゴリ情報格納部３２Ｃと、大カテゴリ表現情報格納
部３３Ｃと、小カテゴリ表現情報格納部３４Ｃの説明を行い、その他の部については楽曲
再生装置１と同様のため、説明を省略する。
【０１２２】
　カテゴリ登録曲数設定部２７は、各カテゴリの楽曲数を計上し、その結果をカテゴリ情
報格納部３２Ｃに格納する処理を行う。
【０１２３】
　カテゴリ情報格納部３２Ｃは、大カテゴリと、小カテゴリの設定に加え、それぞれのカ
テゴリに所属する曲数（登録曲数）を格納する。図３５にカテゴリ情報格納部３２Ｃのフ
ォーマットの一例を示す。図３５の例では、小カテゴリ「静か」の登録曲数が２００曲で
あり、小カテゴリ「穏やか」の登録曲数が２５０曲であり、大カテゴリ「癒し系」全体の
登録曲数が６００曲であることを示している。
【０１２４】
　大カテゴリ表現情報格納部３３Ｃは、楽曲再生装置１の大カテゴリ表現情報格納普段３
３と同様に、表示部４０の画面に大カテゴリ毎に異なる表示を行うための表示情報を格納
することに加え、登録曲数に応じて表示情報を複数区間に分けて格納する。大カテゴリ表
現情報格納部３３Ｃの一例を図３６に示す。図３６の大カテゴリ表現情報格納部３３Ｃの
例では、各大カテゴリと、各大カテゴリの登録曲数に応じたキャラクタを格納している。
【０１２５】
　小カテゴリ表現格納部３４Ｃは、楽曲再生装置１の小カテゴリ表現情報格納部３４と同
様に、文字情報や、大カテゴリ表現情報格納部３３Ｃの表示情報を装飾する装飾アイテム
や、アニメーションの詳細規定などの表示情報を格納することに加え、カテゴリの登録曲
数に応じた表現の変化についても格納する。
【０１２６】
　小カテゴリ表現情報格納部３４Ｃに色情報を格納した一例を図３７に示す。図３７の例
ではカテゴリの登録曲数が多くなるにつれ、色が濃くなるよう設定されている。また、図
３８は小カテゴリ表現情報格納部３４Ｃにキャラクタの装飾アイテムを格納した一例であ
る。図３８の例では、小カテゴリが「静か」の場合は、登録曲数が増加するにつれて装飾
アイテムの星も増加するよう設定されている。また、小カテゴリが「穏やか」の場合は、
登録曲数が増加するにつれてハートマークが増加するよう設定されている。
【０１２７】
　大カテゴリ表現格納部３３Ｃや、小カテゴリ表現格納部３４Ｃでは、カテゴリ中の楽曲
の登録曲数が少ないときはキャラクタを小さく表示し、多いときはキャラクタを大きくす
るなどの表現を用いても良い。登録曲数が多いカテゴリほど目立つ表現を用いることが望
ましい。
【０１２８】
　次に、本実施形態における楽曲再生装置４の動作について、図３９のフローチャートを
参照して説明する。第１実施形態における楽曲再生装置１の動作と比較して、第４実施形
態における楽曲再生装置４の動作には、登録曲数算出処理が新たに追加され、また。画面
表示処理の詳細が異なる。そこで、本実施形態では登録曲数算出処理と、動作の異なる画
面表示処理についての説明を行う。その他の動作については、第１実施形態と同様のため
、説明を省略する。
【０１２９】
　登録曲数算出処理では、カテゴリ登録曲数設定部２７が、各小カテゴリが何曲の楽曲を
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有しているのかを設定すると共に、それに応じて各大カテゴリが何曲の楽曲を有している
のかを設定する（ステップＳ１５）。以下にステップＳ１５の説明を詳述する。
【０１３０】
　まず、カテゴリ登録曲数設定部２７は、楽曲のコンテンツＩＤを楽曲格納部３１から１
つ取得する。次に、前記取得したコンテンツＩＤを基に、楽曲情報格納部３５を参照して
所属する小カテゴリを取得し、該当する小カテゴリの登録曲数を１増やす。この処理を全
ての楽曲に対して行い、各小カテゴリの登録曲数を求める。全ての楽曲に対し処理をし終
えたら、カテゴリ情報格納部３２Ｃに、前記算出した各小カテゴリの登録曲数を格納する
。また、このとき各大カテゴリに対し、各々所属する小カテゴリの登録曲数を合計して大
カテゴリの登録曲数を算出し、カテゴリ情報格納部３２Ｃに格納する。なお、どの小カテ
ゴリがどの大カテゴリに属しているかという情報は、カテゴリ情報格納部３２Ｃから取得
する。以上がステップＳ１５の説明である。
【０１３１】
　続く選曲処理（ステップＳ２０）と、再生処理（ステップＳ３０）は第１実施形態と同
様のため、説明は省略する。
【０１３２】
　画面表示処理では、画像データ生成部２３が、表示部４０に表示するための表示情報を
作成する（ステップＳ４０Ｃ）。以下にステップＳ４０Ｃの説明を詳述する。
【０１３３】
　まず、画像データ生成部２３はカテゴリ情報格納部３２Ｃを参照して、現在設定中の大
カテゴリ及び小カテゴリを基に、該当する小カテゴリの登録曲数と、大カテゴリの登録曲
数を取得する。次に、前記取得した大カテゴリの登録曲数と、現在設定中の大カテゴリを
元に、大カテゴリ表現情報格納部３３Ｃを参照し、該当する大カテゴリの表示情報を取得
し、表示情報の背景として設定する。次に、前記取得した小カテゴリの登録曲数と、現在
設定中の小カテゴリを基に、小カテゴリ表現情報格納部３４Ｃを参照し、該当する小カテ
ゴリの表示情報を取得し、前記設定した表示情報に加える。以上がステップＳ４０Ｃの説
明である。
【０１３４】
　ここで、大カテゴリの表示情報にキャラクタ（図３６）を、小カテゴリの表示情報に装
飾アイテム（図３８）を利用した例を示す。現在設定されている小カテゴリが「静か」で
あるとすると、カテゴリ情報格納部３２より大カテゴリが「癒し系」であり、このとき図
３５の例では大カテゴリの登録曲数が６００曲、小カテゴリの登録曲数が２００曲となっ
ている。この条件下で、図３６の大カテゴリ表示情報と、図３８の小カテゴリの表示情報
とを組み合わせた場合の表示情報の例が図４０である。
【０１３５】
　ステップＳ５０以降の処理については、第１実施形態と同様であるため、説明は省略す
る。
【０１３６】
　上記登録曲数を基とした表示情報の変化の適用は、小カテゴリと大カテゴリ両方とは限
らず、どちらか一方のみでも良い。
【０１３７】
　また、第２実施形態の楽曲検索装置２と組合わせて用いても良い。さらに、第３実施形
態の楽曲検索装置３と組合わせて用いても良い。
【０１３８】
　以上詳述したように、本実施形態の楽曲再生装置４によれば、利用者は自身のコレクシ
ョンの傾向を容易に知ることができ、かつ画面の変化を楽しむことで、飽きずに装置を利
用することができる。
【０１３９】
＜第５実施形態＞
　本発明の第５実施形態に基づく楽曲再生装置５を説明する。本実施形態による楽曲再生
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装置５は、外部のサーバから画像をダウンロードし、各カテゴリの表示情報として設定す
ることを可能にすることにより、表示情報を固定化せず、装置を用いる楽しさを向上させ
ることを特徴とする。
【０１４０】
　本実施形態による楽曲再生装置５の構成を、図４１を参照して説明する。楽曲再生装置
５には制御部２０Ｄを有しているが、これは図１の制御部２０に対応しており、構成が異
なっている。楽曲再生装置５の制御部２０Ｄと、楽曲再生装置１の制御部２０との相違点
は、通信制御部２８と、表示情報再設定部２９とが楽曲再生装置５の制御部２０Ｄに新た
に追加されている点である。また、楽曲再生装置５には、新たに通信部６０が追加されて
いる。本実施形態では、通信制御部２８と、表示情報再設定部２９と、通信部６０の説明
を行い、その他の部位については楽曲再生装置１と同様のため、説明を省略する。
【０１４１】
　通信制御部２８は、外部サーバとのデータの送受信を制御する部である。外部とのデー
タの実際の送受信は通信部６０が行い、通信制御部２８は送信するデータの作成や、受信
するデータの解釈といった処理を行う。
【０１４２】
　表示情報再設定部２９は、ダウンロードされた表示情報セットを、大カテゴリ表現情報
格納部３３や、小カテゴリ表現情報格納部３４に再設定する部である。
【０１４３】
　通信部６０は、外部サーバと物理的に連結し、デジタルデータの送受信を行うための部
である。
【０１４４】
　楽曲再生装置５は、通信部６０を介して表示情報セットを外部サーバから取得する。楽
曲再生装置５とサーバとの関係を表したシステム構成図を図４２に示す。楽曲再生装置５
は、通信部６０から通信回線６００を通してサーバ５００側の通信部５６０と接続してい
る。通信回線６００は、ＬＡＮケーブルや無線などのネットワーク通信回線である。
【０１４５】
　サーバ５００は、通信制御部５１０と、選択情報変換部５２０と、表示情報取得部５３
０と、表示情報格納部５４０を有する。通信制御部５１０は、通信部５６０を介して受信
するデータの解釈や、送信するデータを作成するといった処理を行う。
【０１４６】
　選択情報変換部５２０は、通信制御部５１０によって取得した受信データから選択情報
を読み出し、その選択情報を表示情報セットＩＤに変換する部である。
【０１４７】
　表示情報取得部５３０は、前記表示情報セットＩＤを基に、表示情報格納部５４０から
表示情報を取得する部である。表示情報格納部５４０は、大カテゴリや、小カテゴリに用
いるための表示情報セットを格納する。表示情報セットは表示情報セットＩＤに対応付け
られて格納される。表示情報格納部５４０のフォーマットの例を図４３に示す。図４３は
、表示情報格納部５４０に表示情報セットＩＤと表示情報セットとを対にして格納してい
る様子を示している。
【０１４８】
　次に、本実施形態における楽曲再生装置５の動作について、図４４のフローチャートを
参照して説明する。第１実施形態における楽曲再生装置１の動作と比較して、本実施形態
における楽曲再生装置５の動作には、表示情報ダウンロードコマンドを取得したかどうか
の判断（ステップＳ６１）と、表示情報ダウンロード処理（ステップＳ６２）が新たに追
加され、画面表示処理（ステップＳ４０Ｄ）の処理内容が若干異なる。そこで、本実施形
態では表示情報ダウンロードコマンドを取得したかどうかの判断と、表示情報ダウンロー
ド処理と、画面表示処理の動作の異なる部分とについて、説明を行う。
【０１４９】
　本実施形態での画面表示処理は、第１実施形態における画面表示処理（ステップＳ４０
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）に、新たに表示情報をダウンロードするためのコマンドを表示する（ステップＳ４０Ｄ
）。図４５は、図１７の表示情報のコマンド一覧１４０の例に、新たに表示情報ダウンロ
ードコマンド「キャラクタのダウンロード」を追加した様子を示している。例えば、ユー
ザはこのコマンドを入力すると、楽曲再生装置５は新しい大カテゴリ用のキャラクタをダ
ウンロードするための処理を行う。
【０１５０】
　ユーザによってコマンド入力がなされた後、そのコマンドが表示情報ダウンロードコマ
ンドかどうかの判断を行う（ステップＳ６１）。もし、前記コマンドが表示情報ダウンロ
ードコマンドであった場合、表示情報ダウンロード処理に進み、それ以外のコマンドであ
った場合、カテゴリ変更処理へ進む。
【０１５１】
　表示情報ダウンロードコマンドを取得すると、制御部２０Ｄは表示情報ダウンロード処
理へ進む（ステップＳ６２）。表示情報ダウンロード処理の詳細は、図４６のフローチャ
ートを用いて説明を行う。
【０１５２】
　最初に、ダウンロードする表示情報の選択処理を行う（ステップＳ１５１０）。ここで
はまず、通信制御部２８が通信部６０を介してサーバ５００にアクセスし、ダウンロード
可能な表示情報一覧を取得する。次に、通信制御部２８は取得したデータを表示部４０に
表示する。
【０１５３】
　一覧表示する表示情報は、表示情報が画像情報であればサムネイル表示でもいいし、文
字だけの情報でも良い。図４７は、大カテゴリのキャラクタ情報をサムネイル表示した例
である。図４７の上側は、人型のキャラクタで大カテゴリを表現する表示情報セットであ
り、下側は抽象的な記号で大カテゴリを表現する表示情報セットである。図４８は、ダウ
ンロード可能な大カテゴリの表示情報を文字で表したものである。
【０１５４】
　次に、制御部２０Ｄは一覧表示からダウンロードしたい表示情報の選択を受け付ける（
ステップＳ１５２０）。制御部２０Ｄは、入力部１０からの入力情報に従って、選択する
アイテムを切り替え、決定ボタンの入力を受け付けた場合、ダウンロードする表示情報を
現在選択中のアイテムに決定する。
【０１５５】
　例えば、図４９の例では、左端に図示したカーソルをカーソル移動ボタン１１（図２）
を用いて選択表示情報を切り替え、決定ボタン１２（図２）が押下されたとき、選択中の
表示情報をダウンロードする、などのように決定する。また、図４９に図示されている数
字と対応した、ダイレクト入力ボタン１３（図２）を押下することで、直接ダウンロード
する表示情報を決定しても良い。
【０１５６】
　次に、通信制御部２８がサーバ５００にアクセスし、表示情報をダウンロードする処理
を行う（ステップＳ１５３０）。通信制御部２８は、前ステップＳ１５２０でどの表示情
報セットを選択したかという情報を、通信部６０を介してサーバ５００に送信し、サーバ
５００から前記送信した情報に関連する表示情報セットを取得する。
【０１５７】
　ステップＳ１５３０のサーバ側での処理を以下に記す。サーバ５００側では、まず、通
信制御部５１０が通信部６０からデータを受信し、受信データを選択情報に変換する。次
に、選択情報変換部５２０が前記選択情報を表示情報セットＩＤに変換し、情報を表示情
報取得部５２０に渡す。選択情報から表示情報セットＩＤへの変換は、選択情報変換部５
２０の内部に保持されたテーブルに基づいて行われる。次に、表示情報取得部５３０は、
前記表示情報ＩＤを基に表示情報格納部５４０を検索し、該当する表示情報を取得する。
次に、表示情報取得部５３０は、通信制御部５１０に前記取得した表示情報を渡す。最後
に、通信制御部５１０は、通信部６０を介して前記表示情報を楽曲再生装置５に送信する
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。以上がステップＳ１５３０におけるサーバ側での処理である。
【０１５８】
　表示情報をダウンロードした後、表示情報再設定部２９は、表示情報を格納部３０Ｄに
格納する（ステップＳ１５４０）。まず、通信制御部２８は、通信部６０を介して受信し
た表示情報を、表示情報再設定部２９に渡す。次に、表示情報再設定部２９は、前記表示
情報が大カテゴリの表示情報であれば大カテゴリ表現情報格納部３３に、小カテゴリの表
示情報であれば小カテゴリ表現情報格納部３４に格納する。
【０１５９】
　本実施形態の楽曲検索装置５は、第２実施形態の楽曲検索装置２や、第３実施形態の楽
曲検索装置３、第４実施形態の楽曲検索装置４と組合わせて用いても良い。
【０１６０】
　なお、上記した装置の機能をプログラムによりコンピュータに実現させるようにしても
よい。このプログラムは、記録媒体から読み取られてコンピュータに取り込まれてもよい
し、通信ネットワークを介して伝送されてコンピュータに取り込まれてもよい。
【０１６１】
　以上詳述したように、本実施形態の楽曲再生装置５によれば、画面表示を固定化しない
ため、飽きずに装置の利用を楽しむことができる。
【図面の簡単な説明】
【０１６２】
【図１】本発明の第１実施形態における楽曲再生装置１のブロック図である。
【図２】本発明の第１実施形態及び第２実施形態における入力部１０の図である。
【図３】本発明の第１実施形態及び第２実施形態におけるカテゴリ情報格納部の一例を示
す図である。
【図４】本発明の第１実施形態及び第２実施形態におけるカテゴリ情報格納部の図である
。
【図５】本発明の第１実施形態及び第２実施形態におけるカテゴリ情報格納部の図である
。
【図６】本発明の第１実施形態及び第２実施形態における大カテゴリ表現情報格納部の図
である。
【図７】本発明の第１実施形態及び第２実施形態における大カテゴリ表現情報格納部の図
である。
【図８】本発明の第１実施形態及び第２実施形態における大カテゴリ表現情報格納部の図
である。
【図９】本発明の第１実施形態及び第２実施形態における小カテゴリ表現情報格納部の図
である。
【図１０】本発明の第１実施形態及び第２実施形態における小カテゴリ表現情報格納部の
図である。
【図１１】本発明の第１実施形態及び第２実施形態における大カテゴリ表現情報格納部と
、小カテゴリ表現情報格納部を組み合わせた画像データの図である。
【図１２】本発明の第１実施形態及び第２実施形態における小カテゴリ表現情報格納部の
図である。
【図１３】本発明の第１実施形態及び第２実施形態における楽曲情報格納部の図である。
【図１４】決定木を用いて印象語を割り当てる方法を説明するための図である。
【図１５】大カテゴリと小カテゴリと楽曲の関係を説明するベン図である。
【図１６】本発明の第１実施形態における処理を説明するためのフローチャートである。
【図１７】本発明の第１実施形態における表示部に楽曲の情報とコマンドを表示した図で
ある。
【図１８】本発明の第１実施形態におけるカテゴリ変更処理を説明するためのフローチャ
ートである。
【図１９】本発明の第１実施形態及び第２実施形態におけるカテゴリ情報格納部に格納さ
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れた大カテゴリに順位を割り振った場合の一例を示す図である。
【図２０】本発明の第１実施形態及び第２実施形態におけるカテゴリ情報格納部に格納さ
れた小カテゴリに順位を割り振った場合の一例を示す図である。
【図２１】本発明の第２実施形態における楽曲再生装置２のブロック図である。
【図２２】本発明の第２実施形態における処理を説明するためのフローチャートである。
【図２３】本発明の第２実施形態におけるカテゴリ変更処理を説明するためのフローチャ
ートである。
【図２４】本発明の第２実施形態における表示部に楽曲の情報とコマンドを表示した図で
ある。
【図２５】本発明の第２実施形態における初期値設定の処理の流れを説明するためのフロ
ーチャートである。
【図２６】本発明の第２実施形態における大カテゴリ一覧作成部によって作成された画像
データの例を示す図である。
【図２７】本発明の第３実施形態における楽曲再生装置３のブロック図である。
【図２８】本発明の第３実施形態における再生回数格納部の一例を示す図である。
【図２９】本発明の第３実施形態における大カテゴリ表現情報格納部の一例を示す図であ
る。
【図３０】本発明の第３実施形態における大カテゴリ表現情報格納部の一例を示す図であ
る。
【図３１】本発明の第３実施形態における小カテゴリ表現情報格納部の一例を示す図であ
る。
【図３２】本発明の第３実施形態における処理を説明するためのフローチャートである。
【図３３】本発明の第３実施形態における大カテゴリ表現情報と小カテゴリ表現情報とを
組み合わせた表示情報の例である。
【図３４】本発明の第４実施形態における楽曲再生装置４のブロック図である。
【図３５】本発明の第４実施形態におけるカテゴリ情報格納部の一例を示す図である。
【図３６】本発明の第４実施形態における大カテゴリ表現情報格納部の一例を示す図であ
る。
【図３７】本発明の第４実施形態における大カテゴリ表現情報格納部の一例を示す図であ
る。
【図３８】本発明の第４実施形態における小カテゴリ表現情報格納部の一例を示す図であ
る。
【図３９】本発明の第４実施形態における処理を説明するためのフローチャートである。
【図４０】本発明の第４実施形態における大カテゴリ表現情報と小カテゴリ表現情報とを
組み合わせた表示情報の一例を示す図である。
【図４１】本発明の第５実施形態における楽曲検索装置５のブロック図である。
【図４２】本発明の第５実施形態における楽曲検索装置５とサーバとをネットワークによ
って接続した様子を示す図である。
【図４３】本発明の第５実施形態におけるサーバの表現情報格納部の一例を示す図である
。
【図４４】本発明の第５実施形態における処理を説明するためのフローチャートである。
【図４５】本発明の第５実施形態における表示部に楽曲の情報とコマンドを表示した図で
ある。
【図４６】本発明の第５実施形態における表示情報ダウンロード処理の詳細を示すフロー
チャートである。
【図４７】本発明の第５実施形態におけるサーバの表示情報格納部に格納されたキャラク
タをサムネイル表示した図である。
【図４８】本発明の第５実施形態におけるサーバの表示情報格納部に格納されたキャラク
タを文字で表現した図である。
【図４９】本発明の第５実施形態におけるダウンロードする表示情報を選択するための画
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【符号の説明】
【０１６３】
１　楽曲再生装置
１０　入力部
１１　カーソル移動ボタン
１２　決定ボタン
１３　ダイレクト入力ボタン
２０，２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃ，２０Ｄ　制御部
２１　大カテゴリ変更部
２２　小カテゴリ変更部
２３　画像データ生成部
２４　再生曲選出部
２５　大カテゴリ一覧作成部
２６　再生回数更新部
２７　カテゴリ登録曲数設定部
２８　通信制御部
２９　表示情報再設定部
３０，３０Ｂ，３０Ｃ　格納部
３１　楽曲格納部
３２，３２Ｃ　カテゴリ情報格納部
３３，３３Ｂ，３３Ｃ　大カテゴリ表現情報格納部
３４，３４Ｂ，３４Ｃ　小カテゴリ表現情報格納部
３５　楽曲情報格納部
３６　再生回数格納部
４０　表示部
５０　再生部
６０　通信部
１１０　キャラクタ
１２０　セリフ
１３０　再生情報
１４０，１４０Ａ，１４０Ｄ　コマンド
１５０　選択枠
５００　サーバ
５１０　通信制御部
５２０　選択情報変換部
５３０　表示情報取得部
５４０　表示情報格納部
５６０　通信部
６００　通信回線
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