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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを通じてコンテンツの名前を有するプレイリストを取得し利用する再生装
置において、
　コンテンツのデジタルデータを保存する記憶装置と、
　コンテンツのデジタルデータを再生する再生回路と、
　上記プレイリストをダウンロードする送受信回路と、
　上記プレイリストに含まれるコンテンツの名前を表示するディスプレイと、
　その表示された名前に対応するコンテンツのデジタルデータが、上記記憶装置に保存さ
れていることと、上記記憶装置に保存されていないこととを、それぞれ区別して上記ディ
スプレイに表示させる制御手段と
　を備え、
　上記制御手段は、
　　上記プレイリストに含まれるコンテンツのデジタルデータが上記記憶装置に保存され
ていないとき、当該コンテンツの試験的な再生を可能とする部分コンテンツのデジタルデ
ータの配信を、上記ネットワーク上のサーバに要求するための第１の指示子と、当該コン
テンツのデジタルデータの配信を上記サーバに要求するための第２の指示子とを上記ディ
スプレイに表示させ、
　　上記第１の指示子に対するユーザ操作に応じてこの部分コンテンツのデジタルデータ
の配信要求を上記サーバに対し上記送受信回路に送信させるとともに、この送信に応じて
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上記サーバから配信されて上記送受信回路で受信された部分コンテンツのデジタルデータ
を上記再生回路で再生させ、
　　この第２の指示子に対するユーザ操作に応じてこのコンテンツのデジタルデータの配
信要求を上記サーバに対し上記送受信回路に送信させるとともに、この送信に応じて上記
サーバから配信され上記送受信回路で受信された当該コンテンツのデジタルデータを上記
記憶装置に保存するとともに、上記第１および第２の指示子を上記ディスプレイから削除
する
　ことを特徴とする再生装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の再生装置において、
　上記ディスプレイに表示された名前のうちの１つを指定するポインティングデバイスと
、
　このポインティングデバイスにより指定されたコンテンツのデジタルデータが、上記記
憶装置に保存されているとき、そのデジタルデータを上記記憶装置から取り出す回路と
　を備え、
　上記制御手段は、この取り出されたデジタルデータを出力する出力回路と上記再生回路
で再生させる
　ことを特徴とする再生装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の再生装置において、
　上記プレイリストが、ユーザが望むコンテンツの再生シチュエーションにしたがって階
層化されているとき、その階層を上記ポインティングデバイスにより選択する
　ようにした再生装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の再生装置において、
　上記プレイリストが、このプレイリストの評価点を示すデータを有するとき、その評価
点を上記ディスプレイに表示するとともに、
　その評価点を更新して上記サーバにアップロードする
　ようにした再生装置。
【請求項５】
　請求項３に記載の再生装置において、
　上記プレイリストが、このプレイリストに含まれるコンテンツについてのコメントを有
するとき、そのコメントを上記ディスプレイに表示するとともに、
　別のコメントを上記サーバにアップロードして上記プレイリストの有するコメントに上
記別のコメントを追加する
　ようにした再生装置。
【請求項６】
　請求項３に記載の再生装置において、
　上記プレイリストが、このプレイリストの評価点を示すデータを有するとき、上記記憶
装置に保存されているコンテンツの再生状況に応じて上記評価点を自動的に更新して上記
サーバにアップロードする
　ようにした再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、楽曲データなどの再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　音楽再生機器として、ハードディスク装置や不揮発性メモリなどの大容量の記憶装置を
内蔵した再生機器が主流になりつつある。この再生機器によれば、何千曲、何万曲という
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膨大な数の楽曲データを保存することができる。
【０００３】
　例えば、ハードディスク装置の容量が100GBの場合、楽曲の１曲の長さが３分であると
すれば、3400曲以上を保存することができる。さらに、楽曲のデジタルオーディオデータ
をＭＰ３方式によりエンコードをすれば、そのデータ量を1/10～1/12に圧縮することがで
きるので、４万曲以上を保存することができる。
【０００４】
　したがって、このような音楽再生装置によれば、ユーザは常に身近に楽曲を用意し、あ
るいは携帯し、その中から好きな楽曲を聴取することが可能となる。
【０００５】
　しかしながら、１台の再生装置に上記のように多数の楽曲が用意されていると、そのと
きの気分や好みに合う楽曲を探し出すことが困難になってしまう。
【０００６】
　そこで、プレイリストを共有する方法が考えられている。この場合、プレイリストは、
一人のユーザが自分の好みで楽曲を選択し、その楽曲の曲名を集めたリストである。例え
ば、海岸をドライブするときに聞きたい楽曲の曲名を集め、これをリスト化してプレイリ
ストとするものである。
【０００７】
　そして、このプレイリストを友人や知人などとの間で交換や閲覧を可能とすれば、楽曲
を選択するときの手がかりとすることができる。したがって、この方法によれば、聴きた
い楽曲の選択が容易になる。
【０００８】
　また、同じような好みを有するメンバによりコミュニティを形成し、情報を交換する方
法もある。この方法によれば、コミュニティのメンバは、他のメンバの明示する好みによ
る幅の広い嗜好という恩恵を享受することができる。
【０００９】
　なお、先行技術文献として例えば以下のものがある。
【特許文献１】特開２００４－１３６５３号公報
【特許文献２】特開２００４－４６５７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところが、上記のプレイリストを共有する方法の場合には、単にプレイリストを交換・
閲覧可能としているだけなので、単に一個人の主観において自分の好みや趣味を他人に紹
介しているに過ぎず、紹介された側の好みや状況を十分に考慮していない。
【００１１】
　この結果、次のような問題を生じてしまう。　
・プレイリストに紹介されている曲が、自分の好みに合わないことが多い。　
・プレイリストに紹介されている曲が、自分の再生機器に保存されていないときには、聴
取することができない。　
・プレイリストの内容について意見を述べるときには、メールや電話など他の通信手段を
使用する必要があり、手軽に意見交換ができない。また、その情報を多人数でシェアする
こともできない。　
・人からもらったプレイリストが多くの人にとって、どの程度支持されているかがわから
ない。
・プレイリストに紹介されている曲をすでに所有している場合と、まだ所有していない場
合とがある。　
【００１２】
　また、コミュニティを構成する方法の場合には、交換される情報が聴きたい曲と直接結
び付かないことがある。
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【００１３】
　この発明は、以上のような点にかんがみ、ユーザの嗜好に合う楽曲を容易に選択できる
とともに、ユーザ同士で推薦曲の情報を交換し合える状況を提供し、人と人とのコミュニ
ケーションまでもを楽しむことを可能とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　この発明においては、
　ネットワークを通じてコンテンツの名前を有するプレイリストを取得し利用する再生装
置において、
　コンテンツのデジタルデータを保存する記憶装置と、
　コンテンツのデジタルデータを再生する再生回路と、
　上記プレイリストをダウンロードする送受信回路と、
　上記プレイリストに含まれるコンテンツの名前を表示するディスプレイと、
　その表示された名前に対応するコンテンツのデジタルデータが、上記記憶装置に保存さ
れていることと、上記記憶装置に保存されていないこととを、それぞれ区別して上記ディ
スプレイに表示させる制御手段と
　を備え、
　上記制御手段は、
　　上記プレイリストに含まれるコンテンツのデジタルデータが上記記憶装置に保存され
ていないとき、当該コンテンツの試験的な再生を可能とする部分コンテンツのデジタルデ
ータの配信を、上記ネットワーク上のサーバに要求するための第１の指示子と、当該コン
テンツのデジタルデータの配信を上記サーバに要求するための第２の指示子とを上記ディ
スプレイに表示させ、
　　上記第１の指示子に対するユーザ操作に応じてこの部分コンテンツのデジタルデータ
の配信要求を上記サーバに対し上記送受信回路に送信させるとともに、この送信に応じて
上記サーバから配信されて上記送受信回路で受信された部分コンテンツのデジタルデータ
を上記再生回路で再生させ、
　　この第２の指示子に対するユーザ操作に応じてこのコンテンツのデジタルデータの配
信要求を上記サーバに対し上記送受信回路に送信させるとともに、この送信に応じて上記
サーバから配信され上記送受信回路で受信された当該コンテンツのデジタルデータを上記
記憶装置に保存するとともに、上記第１および第２の指示子を上記ディスプレイから削除
する
　ことを特徴とする再生装置
とするものである。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明によれば、例えば音楽再生の場合であれば、ユーザの音楽の聴取スタイルに着
目し、ユーザの望む音楽聴取のシチュエーションを複数設定し、そのシチュエーションご
とにプレイリストを交換でき、多くの人により評価されることで、おのずと多くのプレイ
リストが多く流通する。この結果、ユーザの好みに合う楽曲の推薦される可能性が高くな
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　〔１〕　再生装置の外観の例
　図１は、この発明による再生装置１０の外観の一例を示す。この例においては、再生装
置１０を携帯用に構成した場合である。なお、この発明において、「楽曲」あるいは「音
楽」には、一般の楽曲や音楽以外にも、詩や物語りなどの朗読、落語や漫才などの演芸、
スピーチ、ニュース、スポーツの実況など、音響により表現される情報を含むものとする
。
【００１７】
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　この再生装置１０は全体が偏平の直方体状に構成され、その前面の上部にディスプレイ
１１を有し、下部に操作キー１２と、モードキー１３と、入力キー１４とを有する。ディ
スプレイ１１は、例えばカラーＬＣＤパネルにより構成され、ドットの組み合わせにより
各種の文字（数字、記号などを含む。以下同様）をカラー表示するものである。そして、
このディスプレイ１１には、選曲時には、後述するように、プレイリストなどが表示され
、再生中は、その楽曲に関する情報が表示される。
【００１８】
　また、操作キー１２は、ポインティングデバイスを構成するもので、ディスプレイ１１
にカーソル１１Ｄが表示されているとき、そのカーソル１１Ｄを上下方向および左右方向
に移動させるためのカーソルキー１２Ａと、カーソル位置の項目の選択あるいは実行を決
定するための決定キー１２Ｂとが含まれる。さらに、モードキー１３は、音楽の再生や停
止などを制御するためのキーである。また、入力キー１４は、コメントなどの文字を入力
するためのキーである。
【００１９】
　さらに、再生装置１０の上部には、伸縮式のアンテナ１５と、ヘッドホンジャック１６
とを有する。アンテナ１５は、外部のサーバに対して無線によりデータのアクセスを実現
するためのものであり、ジャック１６にはヘッドホン１７が接続される。
【００２０】
　なお、決定キー１２Ｂは、押下可能なジョグダイヤルとすることができる。また、アン
テナ１５も内蔵タイプのものとすることができる。
【００２１】
　〔２〕　再生装置の回路構成および動作の例
　図２は、再生装置１０の回路構成の一例を示す。この例においては、再生装置１０は大
容量記憶装置を内蔵し、これにデジタルオーディオデータの状態で保存されている楽曲を
聴取することができるとともに、外部のサーバとの通信機能をも有し、これにより内蔵の
大容量記憶装置にデジタルオーディオデータが保存されていない楽曲でも聴取できるよう
にした場合である。
【００２２】
　そして、この例においては、再生装置１０は、一般的なバスアーキテクチャに構成され
ているとともに、制御回路２０がマイクロコンピュータにより構成されている。すなわち
、ＣＰＵ２１がバス２９に接続され、このバス２９に、各種のプログラムの書き込まれた
ＲＯＭ２２と、ワークエリア用のＲＡＭ２３と、例えばフラッシュメモリにより構成され
た不揮発性メモリ２４とが接続される。
【００２３】
　また、楽曲データを保存するための大容量記憶装置として、この例においてはハードデ
ィスク装置２６が設けられ、これがハードディスクコントローラ２５を通じてバス２９に
接続される。この場合、楽曲データは、ハードディスク装置２６にデジタルオーディオデ
ータの状態で保存されるが、この例においては、そのデジタルオーディオデータは、例え
ばＭＰ３形式によりエンコードされてデータ圧縮されているものとする。そして、ハード
ディスクコントローラ２５は、ＣＰＵ２１からの指示にしたがってハードディスク装置２
６にデジタルオーディオデータを読み書きするものである。
【００２４】
　さらに、送受信回路２８が設けられ、これがインターフェイス回路２７を通じてバス２
９に接続される。この送受信回路２８は、無線により再生装置１０を外部のサーバ（ある
いはそのアクセスポイント）に接続し、楽曲のデジタルオーディオデータのダウンロード
およびストリーミング形式での受信、プレイリストのダウンロード、電子掲示板へのアク
セスなどを実現するためのものである。なお、送受信回路２８にはアンテナ１５が接続さ
れる。また、サーバに用意されている楽曲のデジタルオーディオデータは、例えばＭＰ３
形式でエンコードされてデータ圧縮されているものとする。
【００２５】
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　さらに、ディスプレイ１１がディスプレイコントローラ３１を通じてバス２９に接続さ
れるとともに、キー１２～１４がインターフェイス回路３２を通じてバス２９に接続され
る。この場合、ディスプレイコントローラ３１は、ＣＰＵ２１から表示用のデータが供給
されると、これを表示信号に変換してディスプレイ１１に供給するものであり、その結果
、ディスプレイ１１には、ＣＰＵ２１から供給された表示用のデータに対応した文字が表
示されるものである。
【００２６】
　また、バス２９にデコーダ回路３３が接続され、このデコーダ回路３３が出力回路３４
を通じてジャック１６に接続される。デコーダ回路３３は、これにＭＰ３形式のデジタル
オーディオデータが供給されたとき、そのデジタルオーディオデータをもとのリニアなデ
ジタルオーディオデータにデコードして出力回路３４に供給するものである。また、出力
回路３４は、Ｄ／Ａコンバータ回路および出力アンプを有し、この出力回路３４に供給さ
れたデジタルオーディオデータをアナログオーディオ信号にＤ／Ａ変換してジャック１６
に出力するものである。
【００２７】
　このような構成において、後述の〔４〕に示すようにしてハードディスク装置２６に保
存されている楽曲の再生を指示した場合には、ハードディスクコントローラ２５によりハ
ードディスク装置２６から指定した楽曲のデジタルオーディオデータが読み出される。こ
の読み出されたデジタルオーディオデータが、ハードディスクコントローラ２５からＣＰ
Ｕ２１を通じてデコーダ回路３３に供給されてもとのリニアなデジタルオーディオデータ
にデコードされる。
【００２８】
　そして、このデコードされたデジタルオーディオデータが出力回路３４においてアナロ
グオーディオ信号にＤ／Ａ変換されてからジャック１６を通じてヘッドホン１７に供給さ
れる。したがって、ハードディスク装置２６に保存されている楽曲をヘッドホン１７によ
り聴取することができる。
【００２９】
　また、〔４〕に示すようにして外部のサーバに用意されている楽曲の聴取（試聴を含む
）を指示した場合には、該当する楽曲のデジタルオーディオデータがサーバから取り出さ
れ、無線によりストリーミング形式で送信されてくる。
【００３０】
　この送信信号がアンテナ１５により受信されて送受信回路２８に供給され、送受信回路
２８からは指定した楽曲のデジタルオーディオデータが出力され、このデジタルオーディ
オデータが、インターフェイス回路２７からＣＰＵ２１を通じてデコーダ回路３３に供給
されてもとのリニアなデジタルオーディオデータにデコードされる。
【００３１】
　したがって、このデコードされたデジタルオーディオデータが出力回路３４においてア
ナログオーディオ信号にＤ／Ａ変換されてからヘッドホン１７に供給されるので、サーバ
に保存されている楽曲をヘッドホン１７により聴取することができる。
【００３２】
　また、サーバに用意されている楽曲のダウンロードが許可されている場合には、その楽
曲のデジタルオーディオデータがダウンロードされてハードディスク装置２６に保存され
る。したがって、以後、その楽曲をハードディスク装置２６から再生して聴取することが
できる。
【００３３】
　〔３〕　ディスプレイ１１の表示例
　図３は、選曲時におけるディスプレイ１１の表示画面の一例を示す。この表示画面に対
するユーザの操作方法の詳細については後述するが、図３に示す表示画面においては、デ
ィスプレイ１１の表示画面が左半分の子画面１１Ａと、右上半分の子画面１１Ｂと、右下
半分の子画面１１Ｃとに分割される。
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【００３４】
　そして、この再生装置１０をサーバと接続すると、そのサーバから所定のデータがダウ
ンロードされ、子画面１１Ａには、「シーンツリー」が表示される。すなわち、楽曲を聴
取するときの条件には、状況、状態、目的などがあるが、ユーザが望む音楽の聴取シチュ
エーションを「シーン」と呼ぶものとする。すると、シーンツリーは、サーバから送信さ
れてきたデータに基づいて、サーバに用意されているプレイリストを、階層化するととも
に可視化したものである。したがって、シーンツリーにおいては、シーンはルートから離
れた階層ほど細かく分類されている。そして、最下位層にプレイリストが表示される。
【００３５】
　図３は、サーバＡにアクセスし、これに用意されているプレイリストをシーンツリー形
式で表示した場合であり、シーンがツリー状に分類され、最下位層のプレイリストは、そ
のプレイリストの作成者の名前（ペンネームやハンドルなどを含む）により表示されてい
る。また、図３は、ルートから最下位層に向かって
　　サーバＡ → ドライブお薦め曲 → 夏休みドライブ → dJさんのお薦め
の順にシーンを選択していった場合である。
【００３６】
　この選択は、カーソルキー１２Ａを押して（キー１２Ｂがジョグダイヤルのときには、
そのジョグダイヤルを回して）カーソル１１Ｄをシーンごとに移動させ、目的とするシー
ンで決定キー１２Ｂを押す操作を、各階層ごとに実行した結果である。また、最下位層と
してプレイリストが表示されるとき、評価の高い順にランキングされて表示されるもので
ある。すなわち、後述するように、プレイリストの内容は、プレイリストごとに他の多く
のユーザにより評価され、この評価結果がサーバにおいて集計されてランキングされ、そ
の評価の高い順にプレイリストが最下位層に表示されているものである。
【００３７】
　そして、カーソル１１Ｄが目的とするプレイリストに位置したとき、決定キー１２Ｂを
操作すると、このときのカーソル位置のプレイリストがサーバからダウンロードされ、子
画面１１Ｂには、「現在のプレイリスト」の内容が表示される。
【００３８】
　この「現在のプレイリスト」として表示されるプレイリストは、あるユーザが最初の作
成者となって作成されたものである。また、このプレイリストは、その最初の作成者が、
例えば再生装置１０やパーソナルコンピュータなどにより作成してサーバにアップロード
したものである。
【００３９】
　さらに、サーバからダウンロードされたプレイリストから、これに含まれる楽曲の曲名
（およびアーティスト名）が取り出され、これがリスト形式で表示されて子画面１１Ｂの
表示内容とされるものである。また、この現在のプレイリストが表示されるとき、そのプ
レイリストに含まれる曲名は、再生装置１０に保存されている楽曲の曲名と、再生装置１
０に保存されていない楽曲の曲名とが区別して表示される。
【００４０】
　図３は、子画面１１Ａのシーンツリーのうち、dJさんにより最初に作成されたプレイリ
スト「dJさんのお薦め」が選択され、このプレイリストに含まれる楽曲の曲名（およびア
ーティスト名）が表示されている場合である。
【００４１】
　そして、このプレイリストの第３番目の曲名「夏の日の思い出」の前には、「試聴」の
ボタン１１Ｅと、「購入」のボタン１１Ｆとが表示されているが、これらのボタン１１Ｅ
、１１Ｆは、対応する楽曲データがこの再生装置１０に保存されていないので、表示され
たものである。また、第１番目および第２番目の曲名の前には、ボタン１１Ｅ、１１Ｆが
表示されていないが、これは、対応する楽曲データがこの再生装置１０に保存されている
ためである。
【００４２】
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　さらに、子画面１１Ｂには、評価欄１１Ｇが表示される。この評価欄１１Ｇは、そのプ
レイリストについての一般のユーザの評価を記号および数値により示すものである。
【００４３】
　また、現在のプレイリストがサーバからダウンロードされて子画面１１Ｂに表示される
と同時に、子画面１１Ｃに「現在のプレイリストへのコメント」が表示される。このコメ
ントも子画面１１Ｂのデータと同時にサーバからダウンロードされて表示されたものであ
り、子画面１１Ａで選択されているプレイリストに含まれる楽曲についてのコメントであ
る。
【００４４】
　そして、このコメントは電子掲示板に書き込まれた情報を加工・整形したものである。
すなわち、プレイリストに関連して専用の電子掲示板が運営される。そして、この電子掲
示板に、子画面１１Ａのシーンツリーに含まれるプレイリストの内容が公開され、各プレ
イリストに含まれる楽曲やアーティストについて、一般のユーザが感想や意見などのコメ
ントを、プレイリストごとに書き込むことが可能とされる。この書き込みは、すでに書き
込まれたコメントに追加される。そして、この書き込み結果が再生装置１０にダウンロー
ドされ、子画面１１Ｃにコメントとして表示されるものである。
【００４５】
　図３に示す子画面１１Ｃは、子画面１１Ａのシーンツリーのうち、プレイリスト「dJさ
んのお薦め」が選択され、このプレイリストに含まれる楽曲やアーティストについてのコ
メントが表示されている場合である。また、それぞれのコメントは、電子掲示板に書き込
まれた感想や意見などである。
【００４６】
　さらに、子画面１１Ｃには、評価ボタン１１Ｊおよび投稿ボタン１１Ｋが表示される。
評価ボタン１１Ｊは、このとき表示されているプレイリストについて、一般のユーザが評
価を行うときに操作するボタンであり、その評価結果が評価欄１１Ｇに反映される。また
、投稿ボタン１１Ｋは、このとき表示されているプレイリストに、一般のユーザがコメン
トを追加するときに操作するボタンであり、このボタンを操作すると、上記のように電子
掲示板へのコメントの書き込みが可能とされる。
【００４７】
　〔４〕　表示画面に対する操作例
　〔４－１〕　楽曲の再生
　子画面１１Ｂに表示された曲名のうち、ボタン１１Ｅ、１１Ｆが表示されていない曲名
にカーソル１１Ｄを移動させ、決定キー１２Ｂを押す。すると、この場合には、その曲名
の楽曲データがハードディスク装置２６に保存されているので、上述のように、ハードデ
ィスク装置２６からその楽曲のデジタルオーディオデータが取り出されてその楽曲の再生
が実行され、ヘッドホン１７により聴取することが可能とされる。
【００４８】
　なお、こうしてハードディスク装置２６から選択した楽曲は、通常の再生装置の場合と
同様、モードキー１３の操作により一時停止や早送りなどを行うことができる。また、こ
のとき、子画面１１Ｂに表示されている現在のプレイリストの楽曲のうち、ハードディス
ク装置２６に保存されている楽曲は、モードキー１３により選択や再生をスキップするこ
とができる。
【００４９】
　さらに、子画面１１Ｂに表示された曲名のうち、ボタン１１Ｅ、１１Ｆが表示されてい
る曲名、例えば「夏の日の思い出」の試聴ボタン１１Ｅにカーソル１１Ｄを移動させて決
定キー１２Ｂを押す。すると、この場合には、その曲名の楽曲が再生装置１０の保存され
ていないので、サーバにその楽曲のデジタルオーディオデータの配信がリクエストされ、
この結果、サーバから対応する「夏の日の思い出」のデジタルデータがストリーミング形
式で配信される。したがって、上述のようにしてその楽曲をヘッドホン１７により試聴す
ることが可能となる。この場合、試聴は、対象とする楽曲の一部、例えば冒頭の30秒の部
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分やサビの部分とされる。したがって、ユーザはその楽曲を購入するかどうかを検討でき
ることになる。
【００５０】
　そして、購入する場合には、カーソル１１Ｄを購入ボタン１１Ｆに移動させて決定キー
１２Ｂを押す。すると、その曲名の楽曲のデジタルデータがサーバからダウンロードされ
、ハードディスク装置２６に保存される。なお、この購入時に必要とされるユーザ認証や
料金の支払いなどについては、一般に実用化されている方法を採用することができる。
【００５１】
　したがって、以後、図３の表示状態にした場合、子画面１１Ｂにおける曲名「夏の日の
思い出」の前には、試聴ボタン１１Ｅおよび購入ボタン１１Ｆは表示されなくなる。また
、その再生を決定すると、ハードディスク装置２６に保存されている「夏の日の思い出」
が再生される。
【００５２】
　〔４－２〕　プレイリストの内容に関する操作
　図３の表示状態で子画面１１Ｃのプレイリストの評価ボタン１１Ｊを操作すると、その
結果がサーバにアップロードされてサーバにおける該当するプレイリストの評価が更新さ
れる。そして、サーバはこれらの評価点を集計し、公開する。したがって、サーバの更新
結果が再生装置１０に返送され、子画面１１Ｂにおける評価欄１１Ｇの表示が更新される
。
【００５３】
　また、投稿ボタン１１Ｋを操作すると、図示はしないが、再生装置１０は電子掲示板に
接続されてディスプレイ１１の表示画面にはコメントの入力欄が表示され、入力キー１４
により文字を入力できる状態となる。そこで、それまで表示されていたプレイリストの楽
曲やアーティストについてコメントを入力し、最後に送信ボタン（書き込みボタン）を操
作すると、その入力したコメントがサーバに送信されてサーバにおける該当するプレイリ
ストに追加される。
【００５４】
　そして、このコメントの追加されたプレイリストがこの再生装置１０に返送されるとと
もに、表示画面は図３の状態に復帰される。したがって、子画面１１Ｃにおけるコメント
の表示が更新され、このとき入力したコメントが追加されて表示される。したがって、こ
のコメントの追加により生きた情報を簡単に交換することができる。また、再生装置１０
とサーバとの間で、常に通信を行なうことにより、表示されるプレイリストを常に最新の
内容とされる。
【００５５】
　〔５〕　プレイリストの例
　図４は、プレイリストの内容の一例を示す。このプレイリストは、実際には例えばＸＭ
Ｌ形式であるが、図４においては、簡単のためテキスト形式でテーブル化して示す。
【００５６】
　図４において、「ＵＲＬ」は、このプレイリストの保存先のＵＲＬを示し、「タイトル
」は、このプレイリストに付けられた名前を示し、これは、子画面１１Ａのシーンツリー
の最下位層に表示される名称であり、子画面１１Ｂ、１１Ｃにおけるタイトルでもある。
また、「評価」および「評価点数」は、子画面１１Ｂの評価欄１１Ｇに示されるデータで
あり、「楽曲数」は、このプレイリストが扱っている楽曲の数であり、子画面１１Ｂに表
示される曲名の数に等しい。
【００５７】
　さらに、「楽曲ｉ　曲名」および「楽曲ｉ　アーティスト」（図３の場合、ｉ＝１～３
）は、このプレイリストが扱っている楽曲の曲名およびアーティスト名であり、これが子
画面１１Ｂにリストとして表示される。また、「コメント数」は、このプレイリストに含
まれるコメントの数であり、「コメントｊ」（図３の場合、ｊ＝１～３）は、子画面１１
Ｃに表示されるコメントである。そして、電子掲示板からプレイリストの内容に対してコ
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メントを書き込んだときには、そのコメントが、コメント４、コメント５、・・・のよう
に追加されていく。
【００５８】
　〔６〕　まとめ
　上述の再生装置１０によれば、ユーザの音楽の聴取スタイルに着目し、ユーザの望む音
楽聴取のシチュエーションを複数設定し、そのシチュエーションごとにプレイリストを交
換できるようにしているので、ユーザの好みに合う楽曲の推薦される可能性が高くなる。
【００５９】
　また、自機が推薦曲を保存していない場合でも、試聴したり、購入したりすることがで
きる。さらに、プレイリストに対するコメントが公開されるので、プレイリストを選択す
るときの情報源となる。また、電子掲示板を通じてプレイリストに対するコメントが交換
されるので、コミュニティが形成され、人と人との間に活きた情報が流通し、常に飽きの
こない最新の楽曲情報を入手することができる。
【００６０】
　さらに、プレイリストが参照者からの評価が高い順にランキングされているので、自分
の好みに合う楽曲を推薦される可能性が高くなる。また、評価点を確認できる。さらに、
常に最新のプレイリスト情報を容易に入手することができる。
【００６１】
　また、プレイリストにテーマを持たせることにより、よりその場の雰囲気に合った楽曲
情報の交換ができる。さらに、再生装置１０を操作することによりプレイリストに対する
評価点が自動算出され、この情報がサーバに自動的にアップロードされるので、サーバ上
のプレイリストの人気ランキングが自動的に形成される。さらに、以上のことから新たな
音楽の楽しみ方・聴き方を享受することができる。
【００６２】
　〔７〕　その他
　上述において、再生装置１０が複数のサーバＡ、Ｂ、Ｃ、・・・にアクセスできる場合
には、それらのサーバＡ、Ｂ、Ｃ・・・をシーンツリーのルートに表示し、ユーザが目的
とするサーバを選択すると、そのサーバに用意されているプレイリストがシーンツリーと
して表示されるようにすることができる。
【００６３】
　また、プレイリストのデータ形式はＸＭＬのように拡張可能な形式であれば、テキスト
形式でもバイナリ形式でもよい。さらに、上述においては、ＵＲＬによりプレイリストの
保存先を指定しているが、その指定子は、ＵＲＬのようにネットワーク上で一意に保存先
を指定できるものであれば、他の形式とすることもできる。
【００６４】
　さらに、上述においては、子画面１１Ｂに表示されるプレイリストの評価は、ユーザが
評価ボタン１１Ｊを操作することにより明示的に行っているが、例えば、プレイリストの
楽曲をスキップ再生した場合は、評価点を再生装置１０において自動的に減点したり、繰
り返し何度も再生している楽曲の場合には、高得点を与えるようにすることもできる。ま
た、再生装置１０において評価点を自動的に算出してサーバにアップロードするようにす
れば、人気のある楽曲のみが上位にランキングされることになる。
【００６５】
　さらに、上述においては、コンテンツが音響の場合であるが、動画や静止画などの映像
をコンテンツとする場合も同様に、この発明を適用することができる。
【００６６】
　〔略語の一覧〕
　　ＣＰＵ：Central Processing Unit
　　Ｄ／Ａ：Digital to Analog
　　ＬＣＤ：Liquid Crystal Display
　　ＭＰ３：MPEG-1/Audio Layer 3
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　　ＲＡＭ：Random Access Memory
　　ＲＯＭ：Read Only Memory
　　ＵＲＬ：Uniform Resource Locator
　　ＸＭＬ：eXtensible Markup Language
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】この発明の一形態の外観を示す正面図である。
【図２】この発明の一形態を示す系統図である。
【図３】この発明による表示内容の一形態を示す図である。
【図４】この発明を説明するための図である。
【符号の説明】
【００６８】
　１０…再生装置、１１…ディスプレイ、１２…操作キー、１３…モードキー、１４…入
力キー、１５…アンテナ、１６…ヘッドホンジャック、１７…ヘッドホン、２０…制御回
路、２１…ＣＰＵ、２２…ＲＯＭ、２３…ＲＡＭ、２４…不揮発性メモリ、２６…ハード
ディスク装置、２８…送受信回路、３３…デコーダ回路

【図１】 【図２】



(12) JP 4085284 B2 2008.5.14

【図３】 【図４】



(13) JP 4085284 B2 2008.5.14

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｇ０６Ｑ  30/00     (2006.01)           Ｇ０６Ｆ  17/60    ３０２Ｅ          　　　　　
   Ｇ１１Ｂ  27/10     (2006.01)           Ｇ１１Ｂ  27/10    　　　Ａ          　　　　　
   Ｇ１１Ｂ  27/00     (2006.01)           Ｇ１１Ｂ  27/00    　　　Ｄ          　　　　　

(72)発明者  中村　隆俊
            東京都品川区北品川６丁目７番３５号　ソニー株式会社内
(72)発明者  飛鳥井　正道
            東京都品川区北品川６丁目７番３５号　ソニー株式会社内
(72)発明者  松田　將史
            東京都品川区北品川６丁目７番３５号　ソニー株式会社内
(72)発明者  佐々木　徹
            東京都品川区北品川６丁目７番３５号　ソニー株式会社内
(72)発明者  竹原　充
            東京都品川区北品川６丁目７番３５号　ソニー株式会社内
(72)発明者  寺内　俊郎
            東京都品川区北品川６丁目７番３５号　ソニー株式会社内
(72)発明者  佐古　曜一郎
            東京都品川区北品川６丁目７番３５号　ソニー株式会社内

    審査官  松尾　淳一

(56)参考文献  特開平０９－１７１４５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－１７１８１９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０３２０７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０９３２２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１１６９３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１２３２６４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１２３２７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２１５１７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３４４９０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－００６３７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０１８５２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１３２６６２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１５０７７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０５４０２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３３４９９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３６１８６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０３７９８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１３５０７１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３３２０８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００５－５３８４７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－００４３０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０４７６４４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－２０１９１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第００／０１７７９３（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第００／０６２２２３（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第０２／０１９２０３（ＷＯ，Ａ１）　　



(14) JP 4085284 B2 2008.5.14

10

20

30

              国際公開第０３／０３８５６０（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２００４／０２３４８７（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２００５／０１９９９４（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２００６／０２７９７３（ＷＯ，Ａ１）　　
              欧州特許出願公開第０１０８７３９８（ＥＰ，Ａ１）　　
              欧州特許第０１４８６９５０（ＥＰ，Ｂ１）　　
              米国特許第０６９６３８４８（ＵＳ，Ｂ１）　　
              米国特許第０７０５８５９９（ＵＳ，Ｂ１）　　
              米国特許出願公開第２００４／０１９９５２５（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００５／００２１８１５（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　１７／３０
              Ｇ０６Ｆ　１９／００
              Ｇ０６Ｑ　１０／００
              Ｇ０６Ｑ　３０／００
              Ｇ０６Ｑ　５０／００
              Ｇ０６Ｑ　９０／００
              Ｇ１０Ｋ　１５／００－１５／１２
              Ｇ１０Ｌ　１１／００－１１／０６
              Ｇ１０Ｌ　１３／００－１３／０８
              Ｇ１０Ｌ　１９／００－１９／１４
              Ｇ１０Ｌ　２１／００－２１／０６
              Ｇ１１Ｂ　２０／１０－２０／１６
              Ｇ１１Ｂ　２７／００－２７／３４
              　
              　
              　
              　
              　
              　
              　
              　
              　
              　
              　
              　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

