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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク上の曲関連コンテンツ販売サイトにアクセスして楽曲に関連した他のコン
テンツを示す曲関連コンテンツ情報を取得するための情報である曲関連データが埋め込ま
れた曲データを記憶する記憶手段と、
　前記曲関連コンテンツ販売サイトから曲関連データを受信する受信手段と、
　前記記憶手段に記憶された曲データに含まれる曲関連データを前記受信した曲関連デー
タに更新して該曲データに埋め込む埋め込み手段と、
　前記曲データから前記曲関連データを読み出す読出し手段と、
　前記読み出した曲関連データに基づき前記曲関連コンテンツ販売サイトにアクセスして
曲関連コンテンツ情報を取得するアクセス手段と、
　前記取得した曲関連コンテンツ情報に基づいて前記曲関連コンテンツ販売サイトに対し
て曲関連コンテンツの購入要求を送信する送信手段と
を有する電子音楽装置。
【請求項２】
　ネットワーク上の曲関連コンテンツ販売サイトにアクセスして楽曲に関連した他のコン
テンツを示す曲関連コンテンツ情報を取得するための情報である曲関連データが埋め込ま
れた曲データを記憶する記憶手段から前記曲関連データを読み出す読出し手順と、
　前記曲関連コンテンツ販売サイトから曲関連データを受信する受信手順と、
　前記記憶手段に記憶された曲データに含まれる曲関連データを前記受信した曲関連デー
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タに更新して該曲データに埋め込む埋め込み手順と、
　前記読み出した曲関連データに基づき前記曲関連コンテンツ販売サイトにアクセスして
曲関連コンテンツ情報を取得するアクセス手順と、
　前記取得した曲関連コンテンツ情報に基づいて前記曲関連コンテンツ販売サイトに対し
て曲関連コンテンツの購入要求を送信する送信手順と
を有するダウンロード手順をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電子音楽装置及び配信サーバに関し、より詳しくは、曲関連商品を購入可能な
電子音楽装置及び曲関連商品を販売する配信サーバに関する。
【０００２】
【従来の技術】
パーソナルコンピュータや電子楽器等では、ＭＩＤＩデータやオーディオデータ等の曲デ
ータを記憶して、再生することが出来る。また、携帯電話等の携帯情報端末では、携帯情
報端末用の簡易ＭＩＤＩ規格等で作成される着信メロディやカラオケデータ等の曲データ
を記憶しておき、電話の着信時やカラオケ用に再生することが出来る。
【０００３】
上記パーソナルコンピュータ、電子楽器又は携帯情報端末のユーザが、これらの曲データ
に関連した商品の購入を望む場合がある。例えば、曲データの表す曲の電子楽譜の購入（
ダウンロード）を望む場合がある。また、例えば、曲データがＭＩＤＩデータである場合
には、同一曲のオーディオデータの購入（ダウンロード）を望むことも考えられる。さら
に、例えば、曲データに関連した商品を購入して、その商品の物理的配送を望む場合も考
えられる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
通常、これらの曲データに関連した商品をインターネット等の販売サイトで購入する場合
、曲データに関連した商品を販売するサイトを検索エンジン等で検索して探し出す必要が
有る。
【０００５】
また、販売サイトにアクセスしたあとにもまた、該曲データに関連する商品を検索して探
す必要が有る。
【０００６】
本発明の目的は、曲関連商品を簡単に購入可能な電子音楽装置を提供することである。ま
た、本発明の他の目的は、曲関連商品を販売する配信サーバを提供することである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明の一観点によれば、電子音楽装置は、ネットワーク上の曲関連コンテンツ販売サ
イトにアクセスして楽曲に関連した他のコンテンツを示す曲関連コンテンツ情報を取得す
るための情報である曲関連データが埋め込まれた曲データを記憶する記憶手段と、前記曲
関連コンテンツ販売サイトから曲関連データを受信する受信手段と、前記記憶手段に記憶
された曲データに含まれる曲関連データを前記受信した曲関連データに更新して該曲デー
タに埋め込む埋め込み手段と、前記曲データから前記曲関連データを読み出す読出し手段
と、前記読み出した曲関連データに基づき前記曲関連コンテンツ販売サイトにアクセスし
て曲関連コンテンツ情報を取得するアクセス手段と、前記取得した曲関連コンテンツ情報
に基づいて前記曲関連コンテンツ販売サイトに対して曲関連コンテンツの購入要求を送信
する送信手段とを有する。
【０００９】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の実施例による曲関連商品購入システム１００の一例を表すブロック図で
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ある。曲関連商品購入システム１００は、配信サーバ１、インターネット等の通信ネット
ワーク２、電子楽器３ａ、クライアントＰＣ３ｂ及び携帯通信端末３ｃ等の電子音楽装置
３、中継局４を含んで構成される。
【００１０】
配信サーバ１は、例えば、インターネット上のＷＷＷ（ワールドワイドウェブ）サーバで
あり、接続されるクライアントの種種の要求に応答して、各種情報等を提供する。
【００１１】
電子音楽装置３は、後述する曲関連商品販売サイト（配信サーバ１）にアクセスするため
の情報が埋めこまれた曲データを少なくとも１つ記憶している。なお、電子音楽装置３が
、携帯通信端末３ｃである場合は、中継局４を介して、通信ネットワークに接続する。中
継局４は、携帯通信端末３ｃからの無線通信を送受信して、通信ネットワーク２との通信
を中継するものであり、例えば、携帯電話のキャリア等である。
【００１２】
配信サーバ１は、特定の曲データに関連した商品（曲データ関連商品）の販売ページ又は
販売ページのＵＲＬを記録しており、通信ネットワーク２を介して接続される電子音楽装
置３からの要求に従い販売ページ又は販売ページのＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）を電子音楽装置３に送信する。配信サーバ１内には、通信ネッ
トワーク２を介して配信可能な曲データ関連商品が、記憶されている。曲データ関連商品
は、例えば、特定の曲データの電子楽譜、ＭＩＤＩデータ、オーディオデータ、電子歌詞
データ等のダウンロードコンテンツである。また、曲データ関連商品は、例えば、特定の
曲データの紙楽譜、歌詞カード、関連する雑誌等の書籍、該曲データを記録した記録媒体
等の物理的コンテンツである。物理的コンテンツに対する購入要求があった場合には、配
信サーバ１は、該物理的コンテンツを物理的に配送するための処理を行う。さらに、物理
的コンテンツとしては、曲データの表す曲が使われている映画やドラマ等のビデオや、Ｄ
ＶＤ、曲が使われているＣＭの商品、その曲のアーティストのコンサートチケットや関連
グッズ、及びその曲で使われている楽器等が考えられる。
【００１３】
ユーザが、曲データを記憶している電子音楽装置３から曲関連商品取得指示を出すと、該
曲データ中に埋め込まれた曲関連商品販売サイト（配信サーバ１）にアクセスするための
情報に基づき、電子音楽装置３は、通信ネットワーク２を介して配信サーバ１に接続する
。ユーザは、配信サーバ１から電子音楽装置３に送信される曲関連商品販売ページを参照
して、曲関連商品を購入する。
【００１４】
上記の曲関連商品購入システム１００により、ユーザは曲データに埋め込まれた情報によ
り曲関連商品を簡単に購入することが出来る。例えば、曲データがＭＩＤＩデータである
場合には、配信サーバ１にアクセスすることで、該曲データと同一曲のオーディオデータ
を購入（ダウンロード）することが出来る。また、例えば、曲データの歌詞カード等を購
入し、自宅等に物理的に配送させることが出来る。
【００１５】
図２は、本発明の実施例による電子楽器３ａ（及びクライアントＰＣ３ｂ）のハードウェ
ア構成を示すブロック図である。配信サーバ１も、この電子楽器３ａとほぼ同様の構成で
ある。
【００１６】
電子楽器３ａ（及びクライアントＰＣ３ｂ）はバス６、ＲＡＭ７、ＲＯＭ８、ＣＰＵ９、
タイマ１０、検出回路１１、演奏操作子１２ａ、パネル操作子１２ｂ、表示回路１３、デ
ィスプレイ１４、外部記憶装置１５、通信インターフェイス１６、音源回路１７、効果回
路１８、サウンドシステム１９、ＭＩＤＩインターフェイス２０を含んで構成される。
【００１７】
バス６には、ＲＡＭ７、ＲＯＭ８、ＣＰＵ９、検出回路１１、表示回路１３、外部記憶装
置１５、通信インターフェイス１６、音源回路１７、効果回路１８、ＭＩＤＩインターフ
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ェイス２０が接続される。
【００１８】
ＲＡＭ７は、フラグ、レジスタ又はバッファ、各種パラメータ等を記憶するＣＰＵ９のワ
ーキングエリアを有する。ＲＯＭ８には、各種パラメータ及び制御プログラム、又は本実
施例を実現するためのプログラム等を記憶することができる。
【００１９】
ＣＰＵ９は、ＲＯＭ８又は、外部記憶装置１５に記憶されている制御プログラム等に従い
、演算又は制御を行う。タイマ１０は、ＣＰＵ９に接続されており、基本クロック信号、
割り込み処理タイミング等をＣＰＵ９に供給する。
【００２０】
鍵盤等の演奏操作子１２ａは、検出回路１１に接続され、ユーザの演奏動作に従い、演奏
信号を供給する。
【００２１】
ユーザは、検出回路１１に接続される複数のスイッチを有するパネル操作子１２ｂを用い
て、各種情報の入力及び各種設定をすることができる。例えば、本実施例の電子音楽装置
３は、電子楽譜又は紙楽譜の販売ページにアクセスするための楽譜ボタン、オーディオデ
ータの販売ページにアクセスするためのオーディオボタン及びＭＩＤＩデータの販売ペー
ジにアクセスするためのＭＩＤＩボタン等を備えている。例えば、ユーザが、現在読み込
まれている曲データに対応する電子楽譜の購入ページにアクセスしたい場合は、楽譜ボタ
ンを操作する。また、書籍ボタンや、歌詞カードボタン等を用意してもよい。
【００２２】
パネル操作子１２ｂは、例えば、文字入力用キーボード、マウス、ロータリーエンコーダ
、スイッチ、パッド、フェーダ、スライダ、演奏用の鍵盤、ジョイスティック、ジョグシ
ャトル等、ユーザの入力に応じた信号を出力できるものならどのようなものでもよい。ま
た、パネル操作子１２ｂは、マウス等の他の操作子を用いて操作するディスプレイ１４上
に表示されるソフトスイッチ等でもよい。
【００２３】
表示回路１３は、ディスプレイ１４に接続され、各種情報をディスプレイ１４に表示する
ことができる。ユーザは、このディスプレイ１４に表示される情報を参照して、各種情報
の入力及び各種設定を行う。ディスプレイ１４には、曲データに関する情報や、楽譜、曲
データ関連商品の販売ページなどを表示することが出来る。また、ディスプレイ１４は、
外部の表示装置を接続することにより構成してもよい。また、ディスプレイ１４に、タッ
チパネルを用いることができる。この場合は、ディスプレイ１４上に表示されるスイッチ
等をユーザが押すことによりユーザの指示を入力することが出来るので、パネル操作子１
２ｂの機能を兼ねることが出来る。
【００２４】
外部記憶装置１５は、外部記憶装置用のインターフェイスを含み、そのインターフェイス
を介してバス６に接続される。外部記憶装置１５は、例えばフロッピー（登録商標）ディ
スクドライブ（ＦＤＤ）、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、光磁気ディスク（ＭＯ）
ドライブ、ＣＤ－ＲＯＭ（コンパクトディスク－リードオンリィメモリ）ドライブ、ＤＶ
Ｄ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ Ｄｉｓｃ）ドライブ、半導体メモリ等である。
外部記憶装置１５には、後述する本実施例による曲データ、各種パラメータ、各種データ
、及び本実施例を実現するためのプログラム等を記憶することができる。
【００２５】
通信インターフェイス１６は、ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）やインターネット
、電話回線等の通信ネットワーク２に接続可能であり、該通信ネットワーク２を介して、
サーバコンピュータ（配信サーバ）１と接続し、ＨＤＤ等外部記憶装置１５、又はＲＡＭ
７等内に、サーバコンピュータ１から電子楽譜データ、電子楽譜等の曲関連商品販売用の
ウェブページのデータ、制御プログラムや本実施例を実現するためのプログラム、本実施
例の曲データ等をダウンロードすることができる。なお、通信インターフェイス１６及び
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通信ネットワーク２は、有線のものに限らず無線でもよい。また双方を備えていてもよい
。
【００２６】
音源回路１７は、波形メモリ方式、ＦＭ方式等であり、外部記憶装置１５等に記録された
シーケンスデータ等の曲データ又は演奏操作子２ａ若しくはＭＩＤＩインターフェイス２
０に接続されたＭＩＤＩ機器２１等から供給される演奏信号、ＭＩＤＩ信号等に応じて楽
音信号を生成し、効果回路１８を介して、サウンドシステム１９に供給する。
【００２７】
効果回路１８は、音源回路１７から供給されるデジタル形式の楽音信号に各種効果を与え
る。
【００２８】
サウンドシステム１９は、Ｄ／Ａ変換器及びスピーカを含み、供給されるデジタル形式の
楽音信号をアナログ形式に変換し、発音する。
【００２９】
ＭＩＤＩインターフェイス（ＭＩＤＩ　Ｉ／Ｆ）２０は、電子楽器、その他の楽器、音響
機器、コンピュータ等に接続できるものであり、少なくともＭＩＤＩ信号を送受信できる
ものである。ＭＩＤＩ機器２１は、ＭＩＤＩインターフェイス２０に接続される音響機器
及び楽器等である。また、ＭＩＤＩ機器２１は、演奏情報以外の各種データ及び各種設定
を入力するための操作子としても用いることが出来る。
【００３０】
なお、配信サーバ１として用いる場合には、演奏操作子１２ａ、音源回路１７、効果回路
１８、サウンドシステム１９及びＭＩＤＩインターフェイス２０は省略してもよい。
【００３１】
図３は、本発明の実施例による携帯通信端末３ｃのハードウェア構成を示すブロック図で
ある。
【００３２】
携帯通信端末３ｃは、ＲＡＭ７、ＲＯＭ８、ＣＰＵ９、タイマ１０、外部記憶装置１５、
通信インターフェイス１６、操作スイッチ群２２、表示部２４、電波送受信部２６、楽音
生成用音源２７、Ｄ／Ａ変換部２８ａ、Ａ／Ｄ変換部２８ｂ、楽音用スピーカ２９ａ、音
声用スピーカ２９ｂ、マイクロフォン３０、アンテナ３１を含んで構成される。
【００３３】
上記のうちＲＡＭ７、ＲＯＭ８、ＣＰＵ９、タイマ１０、外部記憶装置１５、通信インタ
ーフェイス１６については、図２に示す電子楽器３ａのものとほぼ同様の構成であるので
、その説明を省略する。
【００３４】
操作スイッチ群２２は、ユーザが各種情報の入力及び各種設定を行うためのスイッチであ
る。表示部２４は、曲データに関する情報や、楽譜、曲データ関連商品の販売ページなど
を表示する。
【００３５】
携帯通信端末３ｃを電話として使用する場合、ユーザは、操作スイッチ群２２を操作する
ことによりダイアルし、マイクロフォン３０及び音声用スピーカ２９ｂを介して音声の入
出力を行う。
【００３６】
マイクロフォン３０から入力される音声は、Ａ／Ｄ変換部２８ｂでアナログ音声信号から
デジタル音声データに変換され、電波送受信部２６及びアンテナ３１を介して中継局４（
図１）に送信される。また、中継局４から送信されるデジタル音声データは、アンテナ３
１を介して電波送受信部２６で受信され、Ｄ／Ａ変換部２８ａにおいて、アナログ音声信
号に変換され、音声用スピーカ２９ｂから発音される。
【００３７】
携帯通信端末３ｃを情報端末として使用する場合、すなわち、本実施例における配信サー
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バ１（図１）に接続して、曲データ関連商品を購入する場合等は、ユーザは、操作スイッ
チ群２２を操作することにより、後述する曲データ中に埋め込まれた曲データ関連情報等
に応じて、配信サーバにアクセスする。例えば、電子楽譜を購入した場合は、表示部２４
に楽譜を表示する。
【００３８】
楽音再生用音源２７は、曲データ等を再生する場合に、ＲＯＭ８又は半導体メモリ等の外
部記憶装置１５から曲データを読み出し、楽音信号を生成し、Ｄ／Ａ変換部２８ａを介し
て、楽音用スピーカ２９ａに供給する。楽音再生用音源２７は、波形メモリ方式、ＦＭ方
式等であり、効果回路を内蔵していてもよい。
【００３９】
図４は、本実施例による曲データＭＤのフォーマットを表す概念図である。曲データＭＤ
は、例えばＳＭＦ（Ｓｔａｎｄａｒｄ　ＭＩＤＩ　Ｆｉｌｅ）フォーマットに準拠した、
自動演奏データである。また、例えば、携帯通信端末用の簡易ＭＩＤＩ規格に基づいた着
信メロディ等の自動演奏データである。
【００４０】
図４（Ａ）は、曲データＭＤ中に曲関連データを埋め込んだ例である。曲データＭＤは、
先頭に記録されるヘッダと、曲関連データ、発音タイミングを表すタイミングデータと、
各タイミング毎のイベントを表すイベントデータとを含んで構成されている。また、楽曲
データＭＤは複数のパートで構成することも出来る。
【００４１】
ヘッダには、各パート（トラック）の再生時の各種再生態様を設定する為のデータであり
、例えば、音色設定データ、音量設定データ、テンポ設定データなどが含まれる。タイミ
ングデータは、イベントデータで表される各種イベントを処理すべき時間を表すデータで
ある。イベントの処理時間は、演奏開始からの絶対時間で表してもよいし、前のイベント
からの経過時間である相対時間で表すようにしてもよい。イベントデータは、楽曲を再生
させる為の各種イベントの内容を表すデータである。イベントには、ノートオンイベント
とノートオフイベント等の楽曲の発生に直接関係するイベントと、ピッチチェンジイベン
ト、テンポチェンジイベント、音色チェンジイベントなどの楽曲の再生態様などを設定す
るための設定イベントが含まれる。曲関連データは、曲関連商品を直接ダウンロードする
ためのサイトのＵＲＬ、又はそのサイトにリンクしたサイトのＵＲＬ、又は曲関連商品の
物理的販売サイトのＵＲＬ等である。なお、１つの曲データ中に、曲関連商品の種類毎に
異なる販売サイトのＵＲＬを複数埋め込むようにしてもよい。
【００４２】
なお、本実施例では、説明の便宜上、上記曲関連商品を直接ダウンロードできるサイト及
びそのリンクサイト又は曲関連商品の物理的販売サイトは、同一の配信サーバ１上にある
ものとする。すなわち、本実施例では、曲関連データとして、配信サーバ１のＵＲＬが埋
め込まれている。
【００４３】
図４（Ｂ）は、曲データＭＤ中にキーワード又はキーフレーズを埋め込んだ例である。そ
の他の構成は、図４（Ａ）に示す楽曲データＭＤと同様である。キーワード又はキーフレ
ーズは、配信サーバ１（図１）において、曲関連商品、又は曲関連商品の販売ページを検
索するために使用される。キーワードは、例えば、曲データＭＤの曲名、演奏者、作曲者
、作詞者、歌詞の全部又は一部、テレビやラジオ番組やＣＭとのタイアップ情報等である
。キーフレーズは、例えば、曲データのイントロ部分やメロディ先頭部分、さび部分の演
奏フレーズや、これらのオーディオデータ等である。図４（Ｂ）に示す曲データＭＤ中に
は、これらキーワード又はキーフレーズの内、少なくとも１つが埋め込まれており、電子
音楽装置３（図１）は、曲データＭＤからキーワード又はキーフレーズを読出し、配信サ
ーバ１に送信する。配信サーバ１は、受信したキーワード又はキーフレーズを用いて曲関
連商品の販売ページを検索し、検索結果を電子音楽装置３に送信する。
【００４４】
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図５は、電子音楽装置３及び配信サーバ１で行う本実施例による曲関連商品購入及び販売
処理の第１の例を表すフローチャートである。なお、図中点線は、データの流れを表す。
【００４５】
図中、ステップＳＡ１からＳＡ１３までは、電子音楽装置３で行う曲関連商品購入処理で
あり、ステップＳＡ１４からＳＡ１８までは、配信サーバ１で行う曲関連商品販売処理で
ある。この例では、電子音楽装置３が配信サーバ１に接続することにより、曲データの電
子楽譜を購入してダウンロードする。
【００４６】
ステップＳＡ１では曲関連商品購入処理をスタートして、各種フラグやバッファを初期化
し、次のステップＳＡ２に進む。なお、曲関連商品購入は、少なくとも１つの曲データが
、電子音楽装置３上でロードされた状態で起動される。ステップＳＡ２では、楽譜ボタン
がオンである（操作された）か否かが判断される。楽譜ボタンがオンであれば、ステップ
ＳＡ３に進み、楽譜ボタンがオンでなければ、その他の処理を行う。ステップＳＡ３では
、ロードされている曲データ中の曲関連データを読み出す。ステップＳＡ４では、ステッ
プＳＡ３で読み出した曲関連データ中に電子楽譜販売（ダウンロード）ページのＵＲＬ（
電子楽譜ＵＲＬ）が含まれるか否かを検出する。電子楽譜ＵＲＬが含まれる場合は、ＹＥ
Ｓの矢印で示すステップＳＡ５に進む。電子楽譜ＵＲＬが含まれない場合は、ＮＯの矢印
で示すステップＳＡ１１に進み、ディスプレイ１４（図２）又は表示部２４（図３）上に
電子楽譜ＵＲＬが無い旨を表示して、ステップＳＡ１３に進む。
【００４７】
ステップＳＡ５では、ステップＳＡ４で検出した電子楽譜ＵＲＬにアクセスする。本実施
例では、配信サーバ１上に電子楽譜ダウンロードページが用意されているので、ここでは
、配信サーバ１に接続し、電子楽譜ダウンロードページのデータの送信を要求する。ステ
ップＳＡ６では、後述のステップＳＡ１５で配信サーバから送信される電子楽譜ダウンロ
ードページのデータを受信し、ディスプレイ１４（図２）又は表示部２４（図３）上に電
子楽譜ダウンロードページを表示する。ステップＳＡ７では、ユーザからの電子楽譜ダウ
ンロード（購入）指示を検出する。ダウンロード指示があれば、ステップＳＡ８に進み、
ダウンロード指示がなければ、その他の処理を行う。ステップＳＡ８では、送信サーバ１
に対して購入する電子楽譜のダウンロードコマンドを送信する。ステップＳＡ９では、後
述するステップＳＡ１７で配信サーバ１から送信される電子楽譜を受信し、外部記憶装置
１５（図１、図２）等に記憶する。この時、対応する曲データと関連付けて電子楽譜を保
存しておくとよい。ステップＳＡ１０では、ステップＳＡ９で受信した電子楽譜に基づき
、楽譜をディスプレイ１４（図２）又は表示部２４（図３）上に表示する。ステップＳＡ
１２では、その他の処理を行う。その他の処理とは、ＭＩＤＩデータやオーディオデータ
等のダウンロードコンテンツを購入する場合の処理である。ダウンロードコンテンツの購
入処理は、基本的に電子楽譜を購入する場合と同様である。
【００４８】
ステップＳＡ１３では、電子音楽装置３で行う曲関連商品購入処理を終了する。なお、電
子楽譜ではなくＭＩＤＩデータやオーディオデータ等をダウンロード（購入）する場合は
、ステップＳＡ１０に相当する部分で、購入したＭＩＤＩデータやオーディオデータ等を
再生する。ステップＳＡ１４では、配信サーバ１で行う曲関連商品販売処理をスタートし
て、各種フラグやバッファを初期化する。なお、配信サーバ１は、外部記憶装置１５等に
複数の電子楽譜、ＭＩＤＩデータ、オーディオデータなどのダウンロードコンテンツを記
憶しているとともに、それらの販売（ダウンロード）ページのデータベースを記憶してい
る。ステップＳＡ１５では、ステップＳＡ５での電子音楽装置３からアクセスに応答して
、電子楽譜ダウンロードページのデータを電子音楽装置３に送信する。ステップＳＡ１６
では、電子楽譜のダウンロードコマンドを受信し、当該ダウンロードコマンドを送信した
電子音楽装置３のユーザに対して、当該電子楽譜の料金の課金処理を行う。課金処理は周
知の方法で行う。ユーザに対する課金の方法としては、例えば、クレジットカード、郵便
振替又は銀行振込、電子マネーなどがある。ステップＳＡ１７では、ステップＳＡ１６で
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受信したダウンロードコマンドに基づき電子楽譜を電子音楽装置３に送信する。その後、
次のステップＳＡ１８に進み、曲関連商品販売処理を終了する。
【００４９】
図６は、電子音楽装置３及び配信サーバ１で行う本実施例による曲関連商品購入及び販売
処理の第２の例を表すフローチャートである。なお、図中点線は、データの流れを表す。
【００５０】
図中、ステップＳＢ１からＳＢ１１までは、電子音楽装置３で行う曲関連商品購入処理で
あり、ステップＳＢ１２からＳＢ１６までは、配信サーバ１で行う曲関連商品販売処理で
ある。この例では、電子音楽装置３が配信サーバ１に接続することにより、曲データの紙
楽譜を購入する。
【００５１】
なお、図６のステップＳＢ１乃至ステップＳＢ８までの処理、ステップＳＢ９の処理、ス
テップＳＢ１２乃至ステップＳＢ１４の処理は、それぞれ図５のステップＳＡ１乃至ステ
ップＳＡ８までの処理、ステップＳＡ１１の処理、ステップＳＡ１４乃至ステップＳＡ１
６までの処理とほぼ同様であり、図５の処理が電子楽譜に関するものであるのに対して、
図６の処理が紙楽譜に関する処理である点が異なるものであるため、図５を用いて説明し
た処理と同様の処理に関しては説明を省略し、以下、異なる部分についてのみ説明を行う
。
【００５２】
電子音楽装置３は、ステップＳＢ２において楽譜ボタンがオンでない場合のその他の処理
として、ステップＳＢ１０では、書籍や歌詞カードなどの他の物理的コンテンツを購入す
る場合の処理を行う。物理的コンテンツの購入処理は、基本的に紙楽譜を購入するための
処理と同様である。この後、ステップＳＢ１１では電子音楽装置３で行う局関連商品購入
処理を終了する。
【００５３】
配信サーバ１は、ステップＳＢ１４の購入コマンドの受信と課金の処理に続いて、ステッ
プＳＢ１５では、ステップＳＢ１４で受信した購入コマンドに基づき紙楽譜の物理的な配
送処理を行う。その後、ステップＳＢ１６で曲関連商品販売処理を終了する。
【００５４】
図７は、電子音楽装置３及び配信サーバ１で行う本実施例による曲関連商品購入及び検索
販売処理の第１の例を表すフローチャートである。なお、図中点線は、データの流れを表
す。
【００５５】
図中、ステップＳＣ１からＳＣ１３までは、電子音楽装置３で行う曲関連商品購入処理で
あり、ステップＳＣ１４からＳＣ１９までは、配信サーバ１で行う曲関連商品検索販売処
理である。この例では、電子音楽装置３が配信サーバ１に接続して、曲データに対応する
電子楽譜を検索し、検出された電子楽譜を購入してダウンロードする。
【００５６】
この例では、曲データ中に含まれるキーワードやキーフレーズを用いて、曲データに対応
する電子楽譜の販売ページを表示させるが、キーワードに関連するダウンロードコンテン
ツを検索するようにしてもよいし、キーフレーズを用いることにより、当該曲データと同
種の曲データ等を検索するようにしてもよい。
【００５７】
ステップＳＣ１～ステップＳＣ２の処理は、図５のステップＳＡ１～ＳＡ２の処理と同様
である。
【００５８】
ステップＳＣ３では、ロードされている曲データ中のキーワード又はキーフレーズを読み
出す。ステップＳＣ４では、ロードされている曲データ中に、キーワード又はキーフレー
ズが含まれるか否かを検出する。キーワード又はキーフレーズが含まれる場合は、ＹＥＳ
の矢印で示すステップＳＣ５に進む。キーワード又はキーフレーズが含まれない場合は、
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ＮＯの矢印で示すステップＳＣ１１に進み、ディスプレイ１４（図２）又は表示部２４（
図３）上にキーワード又はキーフレーズが無い旨を表示して、ステップＳＣ１３に進む。
ステップＳＣ５では、検索サイトにアクセスする。本実施例では、配信サーバ１上に検索
ページが用意されているので、ここでは、配信サーバ１に接続する。なお、検索サイトの
ＵＲＬは、デフォルトで電子音楽装置３のＲＯＭ８や外部記憶装置１５等に記憶しておい
てもよいし、曲データ中にキーワード又はキーフレーズとともに記録しておいてもよい。
【００５９】
ステップＳＣ６～ステップＳＣ１３の処理は、図５のステップＳＡ６～ステップＳＡ１３
の処理と同様である。
【００６０】
ステップＳＣ１４では、配信サーバ１で行う曲関連商品検索販売処理をスタートして、各
種フラグやバッファを初期化し、次のステップＳＣ１５に進む。なお、配信サーバ１は、
外部記憶装置１５等に複数の電子楽譜、ＭＩＤＩデータ、オーディオデータなどのダウン
ロードコンテンツを記憶しているとともに、それらの販売（ダウンロード）ページのデー
タベースを記憶している。
【００６１】
ステップＳＣ１５では、ステップＳＣ５での電子音楽装置３からアクセスに応答して、キ
ーワード又はキーフレーズを受信する。その後、受信したキーワード又はキーフレーズに
合致する電子楽譜販売ページを検索する。ステップＳＣ１６では、ステップＳＣ１５で検
出した受信したキーワード又はキーフレーズに合致する電子楽譜販売ページのデータを電
子音楽装置３に送信する。なお、受信したキーワード又はキーフレーズに合致する電子楽
譜販売ページを検出することが出来なかった場合は、キーワード又はキーフレーズに合致
する電子楽譜販売ページが無い旨を電子音楽装置３に通知するようにする。
【００６２】
ステップＳＣ１７は、図５のステップＳＡ１６と同様の処理であり、ステップＳＣ１８は
、図５のステップＳＡ１７と同様の処理である。その後、次のステップＳＣ１９に進み、
曲関連商品検索販売処理を終了する。
【００６３】
図８は、電子音楽装置３及び配信サーバ１で行う本実施例による曲関連商品購入及び検索
販売処理の第２の例を表すフローチャートである。なお、図中点線は、データの流れを表
す。
【００６４】
図中、ステップＳＤ１からＳＤ１１までは、電子音楽装置３で行う曲関連商品購入処理で
あり、ステップＳＤ１２からＳＤ１７までは、配信サーバ１で行う曲関連商品検索販売処
理である。この例では、電子音楽装置３が配信サーバ１に接続して、曲データに対応する
紙楽譜を検索し、検出された紙楽譜を購入する。
【００６５】
なお、図８のステップＳＤ６乃至ステップＳＤ１１までの処理、ステップＳＤ１５乃至ス
テップＳＤ１７までの処理、ステップＳＤ１乃至ステップＳＤ５までの処理、ステップＳ
Ｄ１２乃至ステップＳＤ１４までの処理は、それぞれ図６のステップＳＢ６乃至ステップ
ＳＢ１１までの処理、同ステップＳＢ１４乃至ステップＳＢ１６までの処理、図７のステ
ップＳＣ１乃至ステップＳＣ５までの処理、同ステップＳＣ１４乃至ステップＳＣ１６ま
での処理とほぼ同様であり、図７の処理が電子楽譜に関するそりであるのに対して、図８
の処理が紙楽譜に関する処理である点が異なる。
【００６６】
以上、これらの実施例によれば、曲データ中に曲関連商品の販売サイトのＵＲＬが埋め込
まれているので、ユーザは、曲関連商品の販売サイトのＵＲＬを知らなくても、簡単に曲
関連商品の販売サイトにアクセスして、商品を購入することが出来る。
【００６７】
また、これらの実施例によれば、曲データ中に曲関連商品又は曲関連商品の販売サイトを
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検索するためのキーワードやキーフレーズが埋め込まれているので、配信サーバに接続す
るだけで、簡単に曲関連商品の販売サイトにアクセスして、商品を購入することが出来る
。
【００６８】
なお、本実施例の曲データは、正規の曲データに限らず、視聴用の曲データであってもよ
い。視聴用の曲データは、正規の曲データに比べてデータ長が短い（演奏時間が短い）、
あるいは音質が低いものである。この場合、視聴用曲データに正規の曲データの販売（ダ
ウンロード）サイトのＵＲＬを埋め込むことにより、正規の曲データの販売を促進するこ
とが出来る。
【００６９】
また、本実施例では、曲関連商品の検索と販売を同一のサイト（配信サーバ）で処理した
が、別々のサイトであってもよい。さらに、同一の曲関連商品を販売する複数の異なる販
売サイトのＵＲＬを曲データに埋め込んでもよい、すなわち、同一の商品を販売する販売
価格やサービス等が異なるサイトが複数あってもよい。その場合は、電子音楽装置で該複
数の販売サイトの中から１つを選択できるようにすればよい。
【００７０】
また、新たな曲関連商品が販売可能になった場合は、既存の曲データ中に該曲関連商品に
関する情報を新たに埋め込むことが出来る。例えば、販売サイト（配信サーバ）から、新
たな曲関連データを含む曲関連商品の販売開始案内を電子音楽装置に配信する。電子音楽
装置では、この案内を受けて対応する曲データの有無を判断し、対応する曲データが、外
部記憶装置等に記憶されていれば、該曲データ中に案内中に含まれる曲関連データを埋め
込むようにする。また、キーワードやキーフレーズ検索の場合は、該曲関連商品が販売可
能になった時点から、検索データベースに新たな曲関連商品の販売ページの情報を登録す
る。
【００７１】
また、配信サーバは、電子音楽装置で扱うことの出来るダウンロードコンテンツの種類を
判別し、扱えるコンテンツの販売ページのみを提示するようにしてもよい。その場合は、
例えば、電子音楽装置が、配信サーバにアクセスする際に自機の識別情報（電子音楽装置
の種類や機種）や、取扱い可能コンテンツ情報を配信サーバに対して送信するようにして
、配信サーバ側では、その情報を元に該電子音楽装置で扱えるコンテンツの種類を判断す
る。
【００７２】
なお、これら実施例の電子音楽装置３は電子楽器３ａ、クライアントＰＣ３ｂ（パソコン
＋アプリケーションソフトウェアの形態）、携帯電話等の携帯型通信端末３ｃの他、カラ
オケ装置や、ゲーム装置、自動演奏ピアノなどどのような形態をとってもよい。電子音楽
装置３が、携帯通信端末３ｃである場合は、端末のみで所定の機能が完結している場合に
限らず、機能の一部をサーバ側に持たせ、端末とサーバとからなるシステム全体として所
定の機能を実現するようにしてもよい。また、電子音楽装置３が、電子楽器３ａである場
合、その形態は鍵盤楽器に限らず、管楽器タイプ、弦楽器タイプ、打楽器タイプ等、どの
ような形態でもよい。
【００７３】
以上実施例に沿って本発明を説明したが、本発明はこれらに制限されるものではない。例
えば、種々の変更、改良、組合せ等が可能なことは当業者に自明であろう。
【００７４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、曲関連商品を簡単に購入可能な電子音楽装置を提
供することができる。
【００７５】
また、本発明によれば、曲関連商品を販売する配信サーバを提供することが出来る。
【図面の簡単な説明】
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【図１】　本発明の実施例による曲関連商品購入システム１００の一例を表すブロック図
である。
【図２】　本発明の実施例による電子楽器３ａ（及びクライアントＰＣ３ｂ）のハードウ
ェア構成を示すブロック図である。
【図３】　本発明の実施例による携帯通信端末３ｃのハードウェア構成を示すブロック図
である。
【図４】　本実施例による曲データＭＤのフォーマットを表す概念図である。
【図５】　電子音楽装置３及び配信サーバ１で行う本実施例による曲関連商品購入及び販
売処理の第１の例を表すフローチャートである。
【図６】　電子音楽装置３及び配信サーバ１で行う本実施例による曲関連商品購入及び販
売処理の第２の例を表すフローチャートである。
【図７】　電子音楽装置３及び配信サーバ１で行う本実施例による曲関連商品購入及び検
索販売処理の第１の例を表すフローチャートである。
【図８】　電子音楽装置３及び配信サーバ１で行う本実施例による曲関連商品購入及び検
索販売処理の第２の例を表すフローチャートである。
【符号の説明】
１…配信サーバ、２…通信ネットワーク、３…電子音楽装置、４…中継局、６…バス、７
…ＲＡＭ、８…ＲＯＭ、９…ＣＰＵ、１０…タイマ、１１…検出回路、１２…操作子、１
３…表示回路、１４…ディスプレイ、１５…外部記憶装置、１６…通信Ｉ／Ｆ、１７…音
源回路、１８…効果回路、１９…サウンドシステム、２０…ＭＩＤＩ　Ｉ／Ｆ、２１…Ｍ
ＩＤＩ機器、２２…操作スイッチ群、２４…表示部、２６…電波送受信部、２７…楽音生
成用音源、２８…変換部、２９…スピーカ、３０…マイクロフォン、３１…アンテナ、１
００…曲関連商品購入システム

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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