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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して情報提供を行う情報提供装置と、前記ネットワークを介して前記
情報提供装置にアクセス可能な情報記録装置と、を有する情報提供システムにおいて、
　前記情報記録装置は、
　一の記録媒体に記録されたプログラム情報に対応する識別情報を取得するための識別情
報取得手段と、
　前記一の記録媒体に記録されたプログラム情報が他の記録媒体に記録される場合には、
前記一の記録媒体が前記プログラム情報にかかる著作権保護のための保護情報を有するか
否かを認識する保護情報認識手段と、
　前記保護情報認識手段によって前記保護情報を認識した場合には、前記識別情報を前記
ネットワークを介して前記情報提供装置に送信する識別情報送信手段と、
　前記識別情報に応じて前記情報提供装置から送信された前記プログラム情報と同一の内
容である対応情報を、前記ネットワークを介して受信する対応情報受信手段と、
　前記対応情報受信手段によって受信した前記対応情報を前記他の記録媒体に記録するた
めの情報記録手段と、を有し、
　前記情報提供装置は、
　前記情報記録装置から送信された前記識別情報を前記ネットワークを介して受信する識
別情報受信手段と、
　前記識別情報に基づいて、前記対応情報を取得する対応情報取得手段と、
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　前記対応情報を前記ネットワークを介して前記情報記録装置に送信する対応情報送信手
段と、を有することを特徴とする情報提供システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報提供システムにおいて、
　前記情報記録装置は、
　前記識別情報に応じて前記情報提供装置から送信された、前記プログラム情報の試情報
を前記ネットワークを介して受信する試情報受信手段と、
　前記受信した試情報を再生するための情報再生手段と、
　前記情報再生手段によって前記試情報を再生した後に、前記対応情報の要求をユーザに
促す対応情報要求手段と、を有し、
　前記情報提供装置は、
　前記識別情報に基づいて、前記試情報を取得する試情報取得手段と、
　前記試情報を前記ネットワークを介して前記情報記録装置に送信する試情報送信手段と
、を有し、
　前記対応情報送信手段は、前記情報記録装置より前記対応情報の要求があった場合にの
み前記対応情報を該情報記録装置に送信することを特徴とする情報提供システム。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の情報提供システムにおいて、
　前記情報記録装置は、
　装置毎に、あるいは、前記一の記録媒体毎に、設定されたユーザ情報を取得するための
ユーザ情報取得手段と、
　前記取得したユーザ情報を、前記ネットワークを介して前記情報提供装置に送信するた
めのユーザ情報送信手段と、を有し、
　前記情報提供装置は、
　前記情報記録装置から送信された、前記ユーザ情報を受信するためのユーザ情報受信手
段を有し、
　前記対応情報送信手段は、前記ユーザ情報に基づいて不正アクセスであるか否かを判断
し、不正アクセスであると判断した場合には、前記情報記録装置に前記対応情報の送信を
行わないことを特徴とする情報提供システム。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の情報提供システムにおいて、
　前記情報記録装置は、
　前記対応情報に応じた対価情報を前記ネットワークを介して受信する対価情報受信手段
をさらに有し、
　前記情報提供装置は、
　前記対価情報を取得する対価情報取得手段と、
　前記取得した対価情報を前記ネットワークを介して前記情報記録装置に送信する対価情
報送信手段と、
　を有することを特徴とする情報提供システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の情報提供システムにおいて、
　前記情報提供装置は、
　前記ユーザ情報を管理するユーザ情報管理手段をさらに備え、
　前記対価情報取得手段は、該ユーザ情報管理手段によって管理されたユーザ情報に基づ
いて前記対価情報を取得することを特徴とする情報提供システム。
【請求項６】
　請求項４または請求項５に記載の情報提供システムにおいて、
　前記情報記録装置は、
　前記対価情報を前記ユーザに提示する対価情報提示手段をさらに有し、
　前記対応情報要求手段は、前記対価情報提示手段によって前記対価情報を提示した後に
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、前記対応情報の要求をユーザに促すことを特徴とする情報提供システム。
【請求項７】
　請求項４から請求項６のいずれか一項に記載の情報提供システムにおいて、
　前記対価情報は、前記対応情報に応じた金銭の支払いを示す情報であることを特徴とす
る情報提供システム。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の情報提供システムにおいて、
　前記一の記録媒体は、前記ユーザが占有する着脱式の記録媒体であることを特徴とする
情報提供システム。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれか一項に記載の情報提供システムにおいて、
　前記情報記録手段は、前記対応情報と、前記識別情報とを対応つけて前記他の記録媒体
に記録することを特徴とする情報提供システム。
【請求項１０】
　請求項１から請求項９のいずれか一項に記載の情報提供システムにおいて、
　前記識別情報送信手段は、前記識別情報に対応付けられた前記対応情報が前記他の記録
媒体に記録されているか否かを判断し、記録されていると判断した場合には、当該識別情
報の送信を行わないことを特徴とする情報提供システム。
【請求項１１】
　ネットワークを介して情報提供装置にアクセス可能な情報記録装置において、
　一の記録媒体に記録されたプログラム情報に対応する識別情報を取得するための識別情
報取得手段と、
　前記一の記録媒体に記録されたプログラム情報が他の記録媒体に記録される場合には、
前記一の記録媒体が前記プログラム情報にかかる著作権保護のための保護情報を有するか
否かを認識する保護情報認識手段と、
　前記保護情報を認識した場合には、前記識別情報を前記ネットワークを介して前記情報
提供装置に送信する識別情報送信手段と、
　前記識別情報に応じて前記情報提供装置から送信された前記プログラム情報と同一の内
容である対応情報を、前記ネットワークを介して受信する対応情報受信手段と、
　前記対応情報を前記他の記録媒体に記録するための情報記録手段と、を有することを特
徴とする情報記録装置。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の情報記録装置において、
　前記識別情報に応じて前記情報提供装置から送信された前記プログラム情報の試情報を
、前記ネットワークを介して受信する試情報受信手段と、
　前記試情報を再生するための情報再生手段と、
　前記情報再生手段によって前記試情報を再生した後に、前記対応情報の要求をユーザに
促す対応情報要求手段と、を有することを特徴とする情報記録装置。
【請求項１３】
　請求項１１または請求項１２に記載の情報記録装置において、
　装置毎に、あるいは、前記一の記録媒体毎に、設定されたユーザ情報を取得するための
ユーザ情報取得手段と、
　前記取得したユーザ情報を、前記ネットワークを介して前記情報提供装置に送信するた
めのユーザ情報送信手段と、
　を有することを特徴とする情報記録装置。
【請求項１４】
　請求項１１から請求項１３のいずれか一項に記載の情報記録装置において、
　前記対応情報に応じた対価情報を前記ネットワークを介して受信する対価情報受信手段
をさらに有することを特徴とする情報記録装置。
【請求項１５】
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　請求項１４に記載の情報記録装置において、
　前記受信した対価情報を前記ユーザに提示する対価情報提示手段をさらに有し、
　前記対応情報要求手段は、前記対価情報提示手段によって前記対価情報を提示した後に
、前記対応情報の要求をユーザに促すことを特徴とする情報記録装置。
【請求項１６】
　ネットワークを介して情報記録装置に情報提供を行う情報提供装置において、
　前記情報記録装置によって一の記録媒体に記録されたプログラム情報が他の記録媒体に
記録される場合であって、前記一の記録媒体が前記プログラム情報にかかる著作権保護の
ための保護情報を有する場合に、前記情報記録装置から送信された前記プログラム情報に
対応する識別情報を前記ネットワークを介して受信する識別情報受信手段と、
　前記情報記録装置が他の記録媒体に記録するための対応情報であって、受信した前記識
別情報に基づいて、前記プログラム情報と同一の内容である対応情報を取得する対応情報
取得手段と、
　前記対応情報を前記ネットワークを介して前記情報記録装置に送信する対応情報送信手
段と、
　を有することを特徴とする情報提供装置。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の情報提供装置において、
　前記識別情報に基づいて、前記プログラム情報の試情報を取得する試情報取得手段と、
　前記試情報を前記ネットワークを介して前記情報記録装置に送信する試情報送信手段と
、を有し、
　前記対応情報送信手段は、前記情報記録装置より前記対応情報の要求があった場合にの
み前記対応情報を該情報記録装置に送信することを特徴とする情報提供装置。
【請求項１８】
　請求項１６または請求項１７に記載の情報提供装置において、
　前記情報記録装置から、該情報記録装置毎に、あるいは、前記一の記録媒体毎に、設定
されたユーザ情報を受信するためのユーザ情報受信手段を有し、
　前記対応情報送信手段は、前記ユーザ情報に基づいて不正アクセスであるか否かを判断
し、不正アクセスであると判断した場合には、前記情報記録装置に前記対応情報の送信を
行わないことを特徴とする情報提供装置。
【請求項１９】
　請求項１６から請求項１８のいずれか一項に記載の情報提供装置において、
　前記対応情報に応じた対価情報を取得する対価情報取得手段と、
　前記対価情報を前記ネットワークを介して前記情報記録装置に送信する対価情報送信手
段と、
　を有することを特徴とする情報提供装置。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の情報提供装置において、
　前記ユーザ情報を管理するユーザ情報管理手段をさらに備え、
　前記対価情報取得手段は、該ユーザ情報管理手段によって管理されたユーザ情報に基づ
いて対価情報を取得することを特徴とする情報提供装置。
【請求項２１】
　請求項１から請求項１０のいずれか一項に記載の情報提供システムにおいて、複数のコ
ンピュータを前記情報記録装置及び前記情報提供装置として機能させることを特徴とする
情報提供プログラム。
【請求項２２】
　ネットワークを介して情報提供装置にアクセス可能なコンピュータを、
　一の記録媒体に記録されたプログラム情報に対応する識別情報を取得し、
　前記一の記録媒体に記録されたプログラム情報が他の記録媒体に記録される場合には、
前記一の記録媒体が前記プログラム情報にかかる著作権保護のための保護情報を有するか
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否かを認識して、
　前記保護情報を認識した場合には、前記識別情報を前記ネットワークを介して前記情報
提供装置に送信し、
　前記識別情報に応じて、前記情報提供装置から前記プログラム情報と同一の内容である
対応情報を前記ネットワークを介して受信するとともに、
　前記対応情報を前記他の記録媒体に記録する請求項１１から請求項１５のいずれか一項
に記載の情報記録装置として機能させることを特徴とする情報記録プログラム。
【請求項２３】
　ネットワークを介して情報記録装置に情報提供を行うコンピュータを、
　前記情報記録装置から送信された前記識別情報を前記ネットワークを介して受信し、
　前記識別情報に基づいて、前記対応情報を取得して、前記対応情報を前記ネットワーク
を介して前記情報記録装置に送信する請求項１６から請求項２０のいずれか一項に記載の
情報提供装置として機能させることを特徴とする情報提供プログラム。
【請求項２４】
　ネットワークを介して情報提供を行う情報提供装置と、前記ネットワークを介して前記
情報提供装置にアクセス可能な情報記録装置と、を有する情報提供システムにおける情報
提供方法であって、
　前記情報記録装置が、一の記録媒体に記録されたプログラム情報に対応する識別情報を
取得するための識別情報取得工程と、
　前記情報記録装置が、前記一の記録媒体に記録されたプログラム情報が他の記録媒体に
記録される場合には、前記一の記録媒体が前記プログラム情報にかかる著作権保護のため
の保護情報を有するか否かを認識する保護情報認識工程と、
　前記情報記録装置が、前記保護情報認識手段によって前記保護情報を認識した場合には
、前記取得された識別情報を前記ネットワークを介して前記情報提供装置に送信する識別
情報送信工程と、
　前記情報提供装置が、前記情報記録装置から送信された前記識別情報を前記ネットワー
クを介して受信する識別情報受信工程と、
　前記情報提供装置が、前記識別情報に基づいて前記プログラム情報と同一の内容である
対応情報を取得する対応情報取得工程と、
　前記情報提供装置が、前記対応情報を前記ネットワークを介して前記情報記録装置に送
信する対応情報送信工程と、
　前記情報記録装置が、前記識別情報に応じて前記情報提供装置から送信された、前記対
応情報を前記ネットワークを介して受信する対応情報受信工程と、
　前記情報記録装置が、前記対応情報受信手段によって受信した前記対応情報を前記他の
記録媒体に記録するための情報記録工程と、を有することを特徴とする情報提供方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
ネットワークを介して情報提供を行う情報提供装置等に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ＣＤに記録された楽曲データをＨＤに記録する、いわゆるＣＤリッピングを行うこ
とができる情報再生記録装置が知られており、かかる装置によれば、ユーザは、例えば、
自己が購入した多くのＣＤに収録された楽曲データをＨＤに記録することができる。特に
、かかる装置が車載用のものである場合、ユーザは車に乗る度に、多くのＣＤを車内に持
ち込むという煩雑さを解消することができる。
【特許文献１】
特開２０００－２６８５４３号公報
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
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しかし、当該ＣＤが、記録された楽曲データなどの情報の著作権を保護する観点から、パ
ーソナルコンピュータ（ＰＣ）等における前記ＣＤリッピング等、ＣＤに記録された楽曲
データ等のプロクラム情報の記録を制限するＣＤいわゆるＣＣＣＤ（Copy Controlled Co
mpact Disc）等である場合には、自己が正規に購入したＣＤであるにもかかわらず、自己
の所有する装置、例えば車載用のＡＶ装置等においても内蔵されたＨＤ等に録音（記録）
でき行ない場合があるという問題があった。
【０００４】
そこで、上記不便さの解消を一つの課題とし、著作権を保護するための保護情報を有する
一の記録媒体に記録されたプログラム情報を他の記録媒体する場合等に、当該プログラム
情報に関連する対応情報を、ユーザに提供することなどが可能な情報提供システムおよび
情報提供プログラム等を提供することを目的する。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　そこで、上記課題を解決するべく、請求項１に記載の発明は、ネットワークを介して情
報提供を行う情報提供装置と、前記ネットワークを介して前記情報提供装置にアクセス可
能な情報記録装置と、を有する情報提供システムにおいて、前記情報記録装置は、一の記
録媒体に記録されたプログラム情報に対応する識別情報を取得するための識別情報取得手
段と、前記一の記録媒体に記録されたプログラム情報が他の記録媒体に記録される場合に
は、前記一の記録媒体が前記プログラム情報にかかる著作権保護のための保護情報を有す
るか否かを認識する保護情報認識手段と、前記保護情報認識手段によって前記保護情報を
認識した場合には、前記識別情報を前記ネットワークを介して前記情報提供装置に送信す
る識別情報送信手段と、前記識別情報に応じて前記情報提供装置から送信された前記プロ
グラム情報と同一の内容である対応情報を、前記ネットワークを介して受信する対応情報
受信手段と、前記対応情報受信手段によって受信した前記対応情報を前記他の記録媒体に
記録するための情報記録手段と、を有し、前記情報提供装置は、前記情報記録装置から送
信された前記識別情報を前記ネットワークを介して受信する識別情報受信手段と、前記識
別情報に基づいて、前記対応情報を取得する対応情報取得手段と、前記対応情報を前記ネ
ットワークを介して前記情報記録装置に送信する対応情報送信手段と、を有することを特
徴とする。
【０００６】
　上記課題を解決するべく、請求項１１に記載の発明は、ネットワークを介して情報提供
装置にアクセス可能な情報記録装置において、一の記録媒体に記録されたプログラム情報
に対応する識別情報を取得するための識別情報取得手段と、前記一の記録媒体に記録され
たプログラム情報が他の記録媒体に記録される場合には、前記一の記録媒体が前記プログ
ラム情報にかかる著作権保護のための保護情報を有するか否かを認識する保護情報認識手
段と、前記保護情報を認識した場合には、前記識別情報を前記ネットワークを介して前記
情報提供装置に送信する識別情報送信手段と、前記識別情報に応じて前記情報提供装置か
ら送信された前記プログラム情報と同一の内容である対応情報を、前記ネットワークを介
して受信する対応情報受信手段と、前記対応情報を前記他の記録媒体に記録するための情
報記録手段と、を有することを特徴とする。
【０００７】
　上記課題を解決するべく、請求項１６に記載の発明は、ネットワークを介して情報記録
装置に情報提供を行う情報提供装置において、前記情報記録装置によって一の記録媒体に
記録されたプログラム情報が他の記録媒体に記録される場合であって、前記一の記録媒体
が前記プログラム情報にかかる著作権保護のための保護情報を有する場合に、前記情報記
録装置から送信された前記プログラム情報に対応する識別情報を前記ネットワークを介し
て受信する識別情報受信手段と、前記情報記録装置が他の記録媒体に記録するための対応
情報であって、受信した前記識別情報に基づいて、前記プログラム情報と同一の内容であ
る対応情報を取得する対応情報取得手段と、前記対応情報を前記ネットワークを介して前
記情報記録装置に送信する対応情報送信手段と、を有することを特徴とする。
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【０００８】
　上記課題を解決するべく、請求項２１に記載の発明は、請求項１から請求項１０のいず
れか一項に記載の情報提供システムにおいて、複数のコンピュータを前記情報記録装置及
び前記情報提供装置として機能させることを特徴とする。
【０００９】
　上記課題を解決するべく、請求項２２に記載の発明は、ネットワークを介して情報提供
装置にアクセス可能なコンピュータを、一の記録媒体に記録されたプログラム情報に対応
する識別情報を取得し、前記一の記録媒体に記録されたプログラム情報が他の記録媒体に
記録される場合には、前記一の記録媒体が前記プログラム情報にかかる著作権保護のため
の保護情報を有するか否かを認識して、前記保護情報を認識した場合には、前記識別情報
を前記ネットワークを介して前記情報提供装置に送信し、前記識別情報に応じて、前記情
報提供装置から前記プログラム情報と同一の内容である対応情報を前記ネットワークを介
して受信するとともに、前記対応情報を前記他の記録媒体に記録する請求項１１から請求
項１５のいずれか一項に記載の情報記録装置として機能させることを特徴とする。
【００１０】
　上記課題を解決するべく、請求項２３に記載の発明は、ネットワークを介して情報記録
装置に情報提供を行うコンピュータを、前記情報記録装置から送信された前記識別情報を
前記ネットワークを介して受信し、前記識別情報に基づいて、前記対応情報を取得して、
前記対応情報を前記ネットワークを介して前記情報記録装置に送信する請求項１６から請
求項２０のいずれか一項に記載の情報提供装置として機能させることを特徴とする。
【００１１】
　上記課題を解決するべく、請求項２４に記載の発明は、ネットワークを介して情報提供
を行う情報提供装置と、前記ネットワークを介して前記情報提供装置にアクセス可能な情
報記録装置と、を有する情報提供システムにおける情報提供方法であって、前記情報記録
装置が、一の記録媒体に記録されたプログラム情報に対応する識別情報を取得するための
識別情報取得工程と、前記情報記録装置が、前記一の記録媒体に記録されたプログラム情
報が他の記録媒体に記録される場合には、前記一の記録媒体が前記プログラム情報にかか
る著作権保護のための保護情報を有するか否かを認識する保護情報認識工程と、前記情報
記録装置が、前記保護情報認識手段によって前記保護情報を認識した場合には、前記取得
された識別情報を前記ネットワークを介して前記情報提供装置に送信する識別情報送信工
程と、前記情報提供装置が、前記情報記録装置から送信された前記識別情報を前記ネット
ワークを介して受信する識別情報受信工程と、前記情報提供装置が、前記識別情報に基づ
いて前記プログラム情報と同一の内容である対応情報を取得する対応情報取得工程と、前
記情報提供装置が、前記対応情報を前記ネットワークを介して前記情報記録装置に送信す
る対応情報送信工程と、前記情報記録装置が、前記識別情報に応じて前記情報提供装置か
ら送信された、前記対応情報を前記ネットワークを介して受信する対応情報受信工程と、
前記情報記録装置が、前記対応情報受信手段によって受信した前記対応情報を前記他の記
録媒体に記録するための情報記録工程と、を有することを特徴とする。
【００１２】
【発明の実施の形態】
（第１の実施の形態）
次に、本願に好適な実施の形態について、図面に基づいて説明する。なお、以下に説明す
る実施の形態は、車載用ＡＶ(Audio Visual)システムに対して本願を適用した場合の実施
形態である。
【００１３】
［車載用ＡＶシステムの構成および機能］
始めに、図１を参照して、本実施形態にかかる車載用ＡＶシステムの構成および機能を説
明する。図１は、第１の実施の形態における情報提供システムの一例としての車載用ＡＶ
システムＳの概要構成を示すブロック図である。
【００１４】
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図１に示すように、車載用ＡＶシステムＳは、本願の情報記録装置および情報記録装置を
含む情報再生記録装置の一例としての車載用ＡＶ装置１と、本願の情報提供装置の一例と
してのサービスサーバ２およびコンテンツサーバ３と、を含んで構成されている。サービ
スサーバ２とコンテンツサーバ３とは、ネットワーク４を介して相互に接続されている。
また、車載用ＡＶ装置１は、ネットワーク４を介してサービスサーバ２およびコンテンツ
サーバ３にアクセス可能になっている。ネットワーク４は、例えば、ＬＡＮ、移動体通信
網、およびインターネットなどにより構成される。なお、実際には、車載用ＡＶ装置１は
、ユーザの数に応じて、複数設けられることになる。
【００１５】
［車載用ＡＶ装置］
まず、車載用ＡＶ装置１の構成および機能について説明する。
【００１６】
車載用ＡＶ装置１は、車両に搭載されるものであり、図１に示すように、一の記録媒体と
してのＣＤ（Compact Disc）を再生するＣＤ再生部１１と、他の記録媒体として前記車載
用ＡＶ装置１に設けられたＨＤ（Hard Disc）１２ｃと、ＨＤ記録部１２ａと、ＨＤ再生
部１２ｂからなる記録部１２と、リモートコントローラおよび操作ボタン等を含む入力部
１３と、表示制御部１４と、音声出力部１５と、通信部１６と、各構成部分を制御する制
御部１７と、を含んで構成されており、各構成部分は、バス１８を介して相互に接続され
ている。
【００１７】
ＣＤ再生部１１は、ＣＤ（例えば、ユーザが適法に購入し、そのユーザが占有するＣＤ）
を装填するための装填機構、ＣＤに記録された楽曲データを光学的に読み取るピックアッ
プ、ＣＤを回転駆動するスピンドルモータ、スピンドルモータとピックアップをサーボ制
御するサーボ回路、読み取られたプログラム情報としての楽曲データ（ＲＦ信号）に対し
て所定の復調処理等を施す信号処理部などを備えており、制御部１７の制御の下、楽曲デ
ータを再生し、バス１８を介して音声出力部１５に出力するようになっている。
【００１８】
また、ＣＤ再生部１１は、制御部１７の制御の下、識別情報の一例としてＣＤの最内周部
に記録されたＴＯＣ（Table of Contents）情報を読み出し、バス１８を介して制御部１
７に出力するようになっている。このＴＯＣ情報には、通常楽曲データ毎のＣＤ上でのト
ラック番号、各楽曲データの開始位置と終了位置の絶対時間等が含まれている。また、前
記ＣＤから前記ＨＤ１２ｃに楽曲データを記録（録音）しようとした場合に、該ＣＤのプ
ログラム情報中（前記楽曲データの一部やその他データ部分）などに著作権保護のためＨ
Ｄ記録部１２ａへ該プログラム情報の出力を禁止する著作権情報が含まれているか否かを
判断する保護情報認識手段を備えている。
【００１９】
本実施形態では、前記保護情報認識手段として制御部１７の制御によって判断し、搭載さ
れたＣＤがこの著作権情報を含むＣＤいわゆるＣＣＣＤ（Copy Controlled Compact Disk
）でない場合には（後述するように例えば、ユーザから記録指示がある場合にのみ）、Ｃ
Ｄ再生部１１は、楽曲データをバス１８を介してＨＤ記録部１２ａへ出力する。
【００２０】
ＨＤ記録部１２ａは、バッファメモリを備えている。前述のように制御部１７にて搭載さ
れたＣＤが著作権情報を含むＣＤ（ＣＣＣＤ）でないと判断した場合には、上述したＣＤ
再生部１１から出力された楽曲データは、制御部１７の制御の下（例えば、ユーザから記
録指示がある場合にのみ）、バス１８を介してバッファメモリに一旦蓄えられた後、ＨＤ
記録部１２ａによりＨＤ１２ｃに記録されるようになっている。また、通常このときに前
記ＴＯＣ情報もあわせて、当該楽曲データに対応付けられてＨＤ１２ｃに記録される。ま
た、当該楽曲データを再生したいときには、ＨＤ１２ｃに記録された楽曲データはＨＤ再
生部１２ｂにより、制御部１７の制御の下、再生され、バス１８を介して音声出力部１５
に出力されるようになっている。
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【００２１】
一方、前記ＣＤから前記ＨＤ１２ｃに楽曲データを記録（録音）しようとした場合に、前
記保護情報認識手段としての制御部１７にて搭載されたＣＤが著作権情報を含むＣＤ（Ｃ
ＣＣＤ）であると判断した場合には、ＨＤ記録部１２ａは、制御部１７の制御の下（例え
ば、ユーザから記録指示がある場合にのみ）、サービスサーバ２から送信（提供）された
後述する楽曲データに関する試聴情報および対応情報として配信楽曲データをＨＤ１２ｃ
に記録するとともに、当該ＣＤから読み取られたＴＯＣ情報を、当該試聴情報および対応
情報に対応付けてＨＤ１２ｃの所定のメモリ領域に記録する。
【００２２】
なお、ＴＯＣ情報は、ＨＤ１２ｃとは別の不揮発性メモリ（例えば、ＥＥＰＲＯＭ）を設
け、これに記憶されるようにしてもよい。そして、当該試聴情報もしくは対応情報として
の配信楽曲データを再生したいときには、ＨＤ１２ｃに記録された試聴情報および対応情
報は、制御部１７の制御の下、ＨＤ再生部１２ｂにて再生され、一端、バッファメモリに
蓄えられた後、バス１８を介して音声出力部１５に出力されるようになっている。
【００２３】
なお、ＨＤ１２ｃには、サービスサーバ２およびコンテンツサーバ３にネットワーク４を
介してアクセスするために必要な情報（例えば、ネットワーク上における前記サーバ２，
３のアドレスなど）および、車載用ＡＶ装置１の装置識別情報（車載用ＡＶ装置１毎に固
有）が、ユーザ情報として記録されている。
【００２４】
また、入力部１３は、リモートコントローラや操作ボタンをユーザが操作することにより
、当該ユーザからの記録指示等の操作指示を受け付けるものであり、その操作に対応する
操作信号が生成されてバス１８を介して制御部１７等に出力される。
【００２５】
音声出力部１５は、楽曲データに対して所定の音響処理を施す音響処理部、デジタル楽曲
データをアナログ音声信号に変換するＤＡＣ（Digital-to-Analog Converter）、アナロ
グ音声信号を増幅する増幅器および増幅されたアナログ音声信号を音波して出力するスピ
ーカ等を含んで構成されている。これにより、音声出力部１５は、ＣＤ再生部１１から出
力された楽曲データやＨＤ再生部１２ｂから出力された試聴情報もしくは対応情報等の楽
曲データを制御部１７の制御の下、音波としてスピーカから出力する。通信部１６は、ネ
ットワーク４を介してサービスサーバ２もしくはコンテンツサーバ３とデータ通信を行う
ためのものであり、制御部１７の制御の下、送信すべき情報（信号）が入力されると、当
該信号に対して予め設定されている出力インターフェース処理を実行し、当該信号をネッ
トワーク４を介してサービスサーバ２もしくはコンテンツサーバ３に出力するようになっ
ている。また、通信部１６は、制御部１７の制御の下、サービスサーバ２もしくはコンテ
ンツサーバ３からネットワーク４を介して送信された情報（信号）に対して予め設定され
ている入力インターフェース処理を実行し、制御部１７等に出力するようになっている。
【００２６】
また、制御部１７は、演算機能を有するコンピュータとしてのＣＰＵ、作業用ＲＡＭ、通
信処理プログラム等を含む各種処理プログラムやデータ（後述する装置識別情報を含む）
を記憶するＲＯＭ、発振回路等を備えており、入力部５からの操作信号を受けると、そこ
に含まれている操作内容に基づいて各構成部分を制御するための制御情報を生成してバス
１８を介して該当する構成部分に出力するようになっている。こうして、制御部１７は、
車載用ＡＶ装置１を構成する各構成部分の動作を統轄制御する。
【００２７】
つまり、制御部１７は、ＲＯＭ等に記憶された情報記録プログラムを実行することにより
、車載用ＡＶ装置１を構成する構成部分を、本願の識別情報取得手段、保護情報認識手段
、識別情報送信手段、試情報受信手段、対応情報受信手段、情報再生手段、情報記録手段
、対応情報要求手段、ユーザ情報取得手段、ユーザ情報送信手段として機能させるように
なっている。
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【００２８】
より具体的には、制御部１７は通信部１６と共に識別情報取得手段として機能することに
より、搭載されたＣＤに記録された楽曲データに対応するＴＯＣ情報を、ＣＤ再生部１１
から取得する。
【００２９】
また、制御部１７は保護情報認識手段として機能することにより、搭載されたＣＤの楽曲
データに著作権を保護するための保護情報が含まれるか否かを判断する。
【００３０】
また、制御部１７は、搭載されたＣＤに記録された楽曲データがＨＤ１２ｃに記録（いわ
ゆる、ＣＤリッピング）されるようユーザによる入力部１３からの指示があり、かつ、当
該ＣＤが保護情報を含むＣＤである場合には、当該楽曲データに関する試聴情報および配
信楽曲データである対応情報を取得すべく、通信部１６と共に識別情報送信手段として機
能することにより、上記ＴＯＣ情報をネットワーク４を介してサービスサーバ２もしくは
コンテンツサーバ３に送信する。
【００３１】
また、制御部１７は、通信部１６と共に対応情報受信手段または試情報受信手段として機
能することにより、上記ＴＯＣ情報に応じてサービスサーバ２から送信された上記対応情
報または試聴情報をネットワーク４を介して受信する。
【００３２】
そして、制御部１７は、ＨＤ再生部１２ｂおよび音声出力部１５と共に情報再生手段とし
て機能することにより、上記対応情報である配信楽曲データまたは試聴情報をスピーカか
ら出力させる。
【００３３】
また、制御部１７は、ＨＤ記録部１２ａと共に情報記録手段として機能することにより、
上記対応情報または試聴情報と、上記ＴＯＣ情報とを対応つけてＨＤ１２ｃの所定の領域
に記録させる。
【００３４】
なお、このように、一端、上記対応情報がＨＤ１２ｃに記録されれば、再度、同一の対応
情報をサービスサーバ２から受信しないようにしてもよい。この場合、制御部１７は、Ｃ
ＤからＨＤ１２ｃに記録しようとした（ＣＤリッピング）場合に、そのＴＯＣ情報に対応
付けられた対応情報がＨＤ１２ｃに既に記録されているか否かを判断し、記録されている
と判断した場合には、当該ＴＯＣ情報の送信を行わないように制御する。また、制御部１
７は通信部１６と共に対応情報要求手段として機能することにより、試聴情報を確認後、
ネットワーク４を介してサービスサーバ２に対応情報としての配信楽曲データを要求する
。
【００３５】
また、制御部１７はユーザ情報取得手段として機能することにより、ＨＤ１２ｃに記録さ
れた車載用ＡＶ装置１固有の装置識別情報をＨＤ１２ｃ等から取得する。そして、制御部
１７は、通信部１６と共にユーザ情報送信手段として機能することにより、当該装置識別
情報をネットワーク４を介してサービスサーバ２に送信する。
【００３６】
［サービスサーバ］
次に、本実施形態における情報提供装置の一部であるサービスサーバ２の構成および機能
について説明する。
【００３７】
サービスサーバ２は、情報提供業者により固定設置されるものであり、図１に示すように
、記憶部２１、入力部２２、通信部２３および制御部２４を含んで構成されており、各構
成部分は、バス２５を介して相互に接続されている。
【００３８】
記憶部２１は、例えば、ＨＤ（Hard Disc）等から構成されており、ここには、図示のよ
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うに、ユーザ情報用データベース２１ａが構築されている。
【００３９】
ユーザ情報用データベース２１ａには、車載用ＡＶ装置１のユーザ情報がユーザ毎に区別
されて登録（記憶）されている。ユーザ情報には、例えば、装置識別情報（車載用ＡＶ装
置１毎に固有）と、車載用ＡＶ装置１からのアクセス履歴とが含まれる。かかるアクセス
履歴には、アクセス日時、そのアクセス時に車載用ＡＶ装置１に送信された対応情報（配
信楽曲データ）等を特定するための情報が含まれる。つまり、当該情報により一の車載用
ＡＶ装置に何のＣＤの何の楽曲データに関する対応情報について何回アクセスがあったか
などが分かるようになっている。装置識別情報は、例えば、車載用ＡＶ装置１が購入され
るとオペレータにより入力部２２を介して登録されたり、車載用ＡＶ装置１から当該サー
ビスサーバ２に最初のアクセスがあったときに自動的に登録されるようにしてもよい。
【００４０】
前者の場合、入力部２２は、例えば、キーボード、マウス等により構成されており、オペ
レータが操作することにより、当該オペレータからの操作指示を受け付けるものであり、
その操作に対応する操作信号が生成され、後者の場合は、車載用ＡＶ装置１から送信され
た装置識別情報が信号として入力されてバス２５を介して制御部２４等に出力される。
【００４１】
通信部２３は、ネットワーク４を介して車載用ＡＶ装置１もしくはコンテンツサーバ３と
データ通信を行うためのものである。
【００４２】
制御部２４は、演算機能を有するコンピュータとしてのＣＰＵ、作業用ＲＡＭ、通信処理
プログラム等を含む各種処理プログラムやデータを記憶するＲＯＭ、発振回路等を備えて
おり、入力部２２や通信部２３から信号を受けると、そこに含まれている内容に基づいて
各構成部分を制御するための制御情報を生成してバス２５を介して該当する構成部分に出
力するようになっている。これにより、制御部２４は、サービスサーバ２を構成する各構
成部分の動作を統轄制御する。
【００４３】
また、制御部２４は、ＲＯＭ等に記憶された情報提供プログラムを実行することにより、
本願の識別情報受信手段、対応情報取得手段、試情報取得手段、試情報送信手段、対応情
報送信手段およびユーザ情報受信手段として前記各構成部分を機能させるようになってい
る。
【００４４】
より具体的には、制御部２４は通信部２３と共に識別情報受信手段として機能することに
より、車載用ＡＶ装置１から送信されたＴＯＣ情報をネットワーク４を介して受信する。
【００４５】
そして、制御部２４は、試情報取得手段および対応情報取得手段としてそのＴＯＣ情報を
後に詳述するコンテンツサーバ３にネットワーク４を介して送信し、試聴情報および対応
情報をコンテンツサーバ３から取得する。
【００４６】
そして、制御部２４は通信部２３と共に試情報送信手段および対応情報送信手段として機
能することにより、当該試聴情報および対応情報をネットワーク４を介して車載用ＡＶ装
置１に送信する。
【００４７】
また、制御部２４は通信部２３と共にユーザ情報受信手段として機能することにより、車
載用ＡＶ装置１からネットワーク４を介して送信される装置識別情報を受信する。
【００４８】
なお、上記情報提供プログラムは、ネットワーク４に接続された所定のサーバからダウン
ロードされるようにしてもよい。
【００４９】
［コンテンツサーバ］
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次に、コンテンツサーバ３の構成および機能について説明する。
【００５０】
コンテンツサーバ３は、図１に示すように、記憶部３１、入力部３２、通信部３３および
制御部３４を含んで構成されており、各構成部分は、バス３５を介して相互に接続されて
いる。
【００５１】
記憶部３１は、ＨＤ（Hard Disc）等から構成されており、ここには、図示のように、試
聴情報用データベース３１ａおよび対応情報用データベース３１ｂが構築されている。
【００５２】
試聴情報用データベース３１ａおよび対応情報用データベース３１ｂは、それぞれＴＯＣ
情報から楽曲データに関する対応情報または試聴情報を検索するためのものであり、ここ
には、ＴＯＣ情報に対応付けられて楽曲データと同一の試聴情報または対応情報としての
配信楽曲データが登録（記憶）されている。この試聴情報用データベース３１ａに登録さ
れている試聴情報とは、楽曲データの１部の情報で、一例としては、楽曲データの始まり
の部分（introduction）やその曲の特定部分（例えば、いわゆる曲のサビ）などの情報で
ある。
【００５３】
また、これら試聴情報および対応情報は、例えば、新しいＣＤが発売される際に、例えば
、オペレータや他のデータベース（図示せず）により入力部３２を介して、試聴情報用デ
ータベース３１ａおよび対応情報用データベース３１ｂに登録されることになる。
【００５４】
制御部３４は、演算機能を有するコンピュータとしてのＣＰＵ、作業用ＲＡＭ、通信処理
プログラム等を含む各種処理プログラムやデータを記憶するＲＯＭ、発振回路等を備えて
おり、入力部３２からの信号を受けると、そこに含まれている内容に基づいて各構成部分
を制御するための制御情報を生成してバス３５を介して該当する構成部分に出力するよう
になっている。これにより、制御部３４は、コンテンツサーバ３を構成する各構成部分の
動作を統轄制御する。
【００５５】
そして、制御部３４は、サービスサーバ２から送信されたＴＯＣ情報をネットワーク４お
よび通信部３３を介して受け付けると、試聴情報用データベース３１ａおよび対応情報用
データベース３１ｂを参照して、当該ＴＯＣ情報に対応する楽曲データに関する対応情報
または試聴情報を取得してサービスサーバ２に送信（返信）するようになっている。
【００５６】
なお、当該ＴＯＣ情報は、サービスサーバ２を経由せずに車載用ＡＶ装置１からネットワ
ーク４を介して直接受信されるように構成してもよい。この場合、制御部３４は、車載用
ＡＶ装置１からのＴＯＣ情報に対応する楽曲データに関する対応情報または試聴情報を取
得してサービスサーバ２に送信することになる。
【００５７】
入力部３２および通信部３３の機能については、上記サービスサーバ２における入力部２
２および通信部２３の機能と同様である。
【００５８】
［車載用ＡＶシステムの動作］
次に、図１乃至図４を参照して、車載用ＡＶシステムＳの動作を説明する。図２および図
４は、車載用ＡＶ装置１にてＣＤからＨＤ１２ｃに記録（いわゆるＣＤリッピング）する
場合の処理を示すものであり、具体的には、図２は、車載用ＡＶ装置１の制御部１７の処
理を示すフローチャートであり、図３は、サービスサーバ２の制御部２４の処理を示すフ
ローチャートであり、図４は、コンテンツサーバ３の制御部３４の処理を示すフローチャ
ートである。
【００５９】
まず、図２を参照して車載用ＡＶ装置１における処理について説明する。なお、図２の処
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理は、制御部１７において上記情報記録プログラムが実行されることにより行われる。
【００６０】
図２の処理において、例えば、ユーザが占有しているＣＤを、車内に持ち込みＣＤ再生部
１１に装填すると、車載用ＡＶ装置１の制御部１７は、ＣＤ再生部１１により当該ＣＤの
最内周部から読み出されたＴＯＣ情報を取得し、例えば、作業用ＲＡＭに記憶する（ステ
ップＳ１）。
【００６１】
次に、ユーザが入力部１３に設けられた操作ボタンを操作することにより、ＣＤからＨＤ
１２ｃに記録する、いわゆるＣＤリッピングの動作指示を入力すると、制御部１７は、こ
れを認識し（ステップＳ２：Ｙｅｓ）、装填されたＣＤがその楽曲データの著作権を保護
するための保護情報を有するＣＤであるか否かを判別する（ステップＳ３）。他方、リッ
ピングの動作指示がない場合には（ステップＳ２：Ｎｏ）、ステップＳ２の判断処理を繰
り返す。
【００６２】
ステップＳ３の判別の結果、装填されたＣＤが保護情報を有するＣＤでない場合には（ス
テップＳ３：Ｎｏ）、通常のＣＤリッピング処理を行う。具体的には、ＣＤ再生部１１に
対し楽曲データの再生指令を、ＨＤ記録部１２ａに対してはその楽曲データの記録指令を
それぞれ与える。これにより、ＣＤ再生部１１は再生準備を経て再生動作に移行し、ＨＤ
記録部１２ａは記録準備を経て記録動作に移行することになる（このように、CDリッピン
グはCD再生と同時に行われるのが通常の動作である）。なお、楽曲データがＨＤ１２ｃに
記録される際には、かかる楽曲データに対応付けられてＴＯＣ情報も記録される。
【００６３】
他方、ステップＳ３の判別の結果、装填されたＣＤが保護情報を有するＣＤである場合に
は（ステップＳ３：Ｙｅｓ）、制御部１７は、通信部１６を通じて、サービスサーバ２と
の通信をネットワーク４を介して確立し、取得したＴＯＣ情報と共にＨＤ１２ｃに記録さ
れている装置識別情報をネットワーク４を介してサービスサーバ２に送信する（ステップ
Ｓ５）。かかるＴＯＣ情報を受信したサービスサーバ２等における処理は、後に詳述する
。
【００６４】
なお、制御部１７は、コンテンツサーバ３との通信をネットワーク４を介して確立し、か
かるＴＯＣ情報をコンテンツサーバ３に送信するように構成してもよい。また、この場合
に、制御部１７は、装置識別情報のみをサービスサーバ２に送信するように構成すればよ
い。
【００６５】
次に、車載用ＡＶ装置１が上記ＴＯＣ情報に応じてサービスサーバ２から送信された試聴
情報をネットワーク４を介して受信した場合には（ステップＳ６：Ｙｅｓ）、制御部１７
は、試聴情報をＨＤ記録部１２ａによりＨＤ１２ｃに記録させた後に、ＨＤ再生部１２ｂ
および音声出力部１５によって該試聴情報を再生、出力する（ステップＳ７）。
【００６６】
他方、サービスサーバ２から試聴情報の受信がない場合には（ステップＳ６：Ｎｏ）、サ
ービスサーバ２から拒否情報を受信したか否かを判断し、拒否情報を受信した場合には、
通信部１６を通じて、サービスサーバ２との通信を切断してすべての処理を終了し（ステ
ップＳ８：Ｙｅｓ）、拒否情報の受信もない場合には（ステップＳ８：Ｎｏ）には、ステ
ップＳ５に移行して再度ＴＯＣ情報と共に装置識別情報をネットワーク４を介してサービ
スサーバ２に送信する。これは、サービスサーバ２との何らかの通信トラブルなどによっ
て、ＴＯＣ情報および装置識別情報が適当にサービスサーバ２に送信されてない場合に、
再度ＴＯＣ情報および装置識別情報の送信を試みるためである。この場合において、制御
部１７の制御によりあらかじめ決められた回数だけ繰り返し試みるよう設定する。
【００６７】
そして、ステップＳ７の処理に従い試聴情報を出力後、制御部１７は、ユーザが入力部１
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３に設けられた操作ボタン等を操作することにより、ユーザに対して該試聴情報にかかる
対応情報（配信楽曲データ）を要求するか否かの判断を促し（ステップＳ９）、対応情報
要求の指示がある場合には（ステップＳ９：Ｙｅｓ）、対応情報要求をサービスサーバ２
に送信する（ステップＳ１１）。
【００６８】
一方、対応情報要求の指示がない場合には（ステップＳ９：Ｎｏ）、制御部１７は、ユー
ザが入力部１３に設けられた操作ボタンを操作することにより、ユーザに対してすべての
ＨＤ１２ｃへの記録動作（ＣＤリッピング）をキャンセルするか否かの判断を促し（ステ
ップＳ１０）、キャンセル指示がある場合には、通信部１６を通じて、サービスサーバ２
との通信を切断してすべての処理を終了する（ステップＳ１０：Ｙｅｓ）。これは、ユー
ザが試聴情報により楽曲データを確認した上で、その対応情報の受信をキャンセルする場
合があるからである。
【００６９】
他方、ステップＳ１０においてユーザよりキャンセル指示がない場合には（ステップＳ１
０：Ｎｏ）、ステップＳ５に戻る。
【００７０】
これは、サービスサーバ２との何らかの通信トラブルなどによって、前記対応情報を要求
するか否かの指示がサービスサーバ２に送信されてない場合、もしくは、それ以前にＴＯ
Ｃ情報および装置識別情報がサービスサーバ２に送信されてない場合を考慮し、再度ＴＯ
Ｃ情報および装置識別情報の送信から試みるためである。このとき、制御部１７の制御に
よりあらかじめ決められた回数だけ繰り返し試みるよう設定する。
【００７１】
そして、ステップＳ１１で対応情報要求指示をサービスサーバ２に送信すると、車載用Ａ
Ｖ装置１はサービスサーバ２から送信された対応情報をネットワーク４を介して受信する
までステップＳ１２の判断処理を繰り返し（ステップＳ１２：Ｎｏ）、対応情報を受信す
ると（ステップＳ１２：Ｙｅｓ）、制御部１７は、上記ＴＯＣ情報と対応情報とを対応付
けてＨＤ記録部１２ａによりＨＤ１２ｃに記録させる（ステップＳ１３）。その後、通信
部１６を通じて、サービスサーバ２との通信を切断してすべての処理を終了する。
【００７２】
こうして、ユーザは、自己が占有するＣＤについての楽曲データの著作権について保護情
報を有するＣＤであるため、所有するＨＤ１２ｃに対してＣＤリッピングを行うことがで
きない場合でも、ネットワークを介して対応情報（配信楽曲データ）をＨＤ１２ｃに記録
することが可能になる。
【００７３】
次に、図３および図４を参照してサービスサーバ２およびコンテンツサーバ３における処
理について説明する。なお、図３の処理は、制御部２４において上記情報提供プログラム
が実行されることにより行われる。図３の処理において、サービスサーバ２の制御部２４
が車載用ＡＶ装置１から送信されたＴＯＣ情報および装置識別情報をネットワーク４を介
して受信すると（ステップＳ２１）、制御部２４は、ユーザ情報用データベース２１ａを
参照し、上記受信された装置識別情報に対応する車載用ＡＶ装置１からのアクセス日時お
よびその車載用ＡＶ装置１に送信した試聴情報および対応情報を特定するための情報を確
認し、不正アクセスの疑いがあるか否かを判断する（ステップＳ２２）。
【００７４】
ここでいう不正アクセスとは、例えば、不正コピーを防止するために試聴情報や対応情報
をダウンロードできる回数（配信可能回数）をあらかじめ所定回数定めておき、この所定
回数以上にわたってこれら試聴情報や対応情報をダウンロードしようとした場合が考えら
れる。
【００７５】
このとき、不正アクセスであると判断した場合には（ステップＳ２２：Ｙｅｓ）、拒否情
報を当該車載用ＡＶ装置１に送信し（ステップＳ２３）、上記受信された装置識別情報に
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対応するユーザ情報を更新して処理を終了する（ステップＳ２９）。このユーザ情報の更
新とは、車載用ＡＶ装置１からのアクセス日時情報を、そのユーザ情報に追加する処理の
ことを示す。これにより、制御部２４は、ユーザが何回目の対応情報要求であるかについ
て、常に、最新の情報を認識することができる。
【００７６】
他方、不正アクセスでない場合には（ステップＳ２２：Ｎｏ）、通信部２３を通じて、コ
ンテンツサーバ３との通信をネットワーク４を介して確立し、当該ＴＯＣ情報をネットワ
ーク４を介してコンテンツサーバ３に送信する（ステップＳ２４）。
【００７７】
そして、図４の処理において、コンテンツサーバ３の制御部３４がサービスサーバ２から
送信されたＴＯＣ情報をネットワーク４を介して受信すると（ステップＳ３１）、当該制
御部３４は、試聴情報用データベース３１ａおよび対応情報用データベース３１ｂを参照
して、当該ＴＯＣ情報に対応する楽曲データに関する試聴情報および対応情報としての配
信楽曲データを取得し（ステップＳ３２）、サービスサーバ２に送信（返信）する（ステ
ップＳ３３）。なお、当該ＴＯＣ情報が車載用ＡＶ装置１からネットワーク４を介して直
接受信された場合にも、ステップＳ３２およびＳ３３の処理が実行されることになる。
【００７８】
そして、図３の処理に戻り、サービスサーバ２の制御部２４は、コンテンツサーバ３から
上記ＴＯＣ情報に対応する試聴情報および対応情報をネットワーク４を介して受信するま
でステップＳ２５の判断処理を繰り返し（ステップＳ２５：Ｎｏ）、これら試聴情報およ
び対応情報を受信すると（ステップＳ２５：Ｙｅｓ）、制御部２４は、通信部２３を通じ
て車載用ＡＶ装置１に当該試聴情報を送信する（ステップＳ２６）。次に、制御部２４は
、車載用ＡＶ装置１から対応情報要求を受信すると（ステップＳ２７：Ｙｅｓ）、通信部
２３を通じて上記対応情報を車載用ＡＶ装置１に送信する（ステップＳ２８）。他方、車
載用ＡＶ装置１から対応情報要求を受信しない場合には、ステップＳ２１に戻る。これは
、車載用ＡＶ装置１との何らかの通信トラブル等によって通信できなかった場合など、再
度ＴＯＣ情報等の受信から試みる趣旨である。この場合において、制御部２４の制御によ
りあらかじめ決められた回数だけ繰り返し試みるよう設定する（図２に示すフローにおい
て、ステップＳ8：Ｎｏ，ステップＳ１０：Ｎｏと同様）。
【００７９】
そして、制御部２４は、ユーザ情報用データベース２１ａを参照し、上記受信された装置
識別情報に対応するユーザ情報を更新して処理を終了する（ステップＳ２９）。このユー
ザ情報の更新は、車載用ＡＶ装置１からのアクセス日時およびその車載用ＡＶ装置１に送
信した試聴情報および対応情報を特定するための情報を、そのユーザ情報に追加すること
により行う。つまり、ユーザのアクセス回数、具体的には、一のＣＤの楽曲データに対応
する対応情報をネットワーク４を介してダウンロードした回数を更新する。これにより、
制御部２４は、上述したステップＳ２２の処理において不正が行われていると疑いがある
ほど多数回にわたってダウンロードを行っていないか等を認識することができる。
【００８０】
以上説明したように、上記実施形態によれば、楽曲データに対応するＴＯＣ情報をＣＤか
ら取得し、それに基づいて当該楽曲データに関連する対応情報をサービスサーバ２から取
得して、ＨＤ１２ｃに記録可能にしたので、ユーザが購入したＣＤがその楽曲データにつ
いての著作権を保護するための保護情報を有するＣＤであっても、自己の有する他の記録
媒体であるＨＤ１２ｃに（いわゆるＣＤリッピングに代えて）記録することが可能になる
。
【００８１】
また、サービスサーバ２にユーザ情報用データベース２１ａを設けてユーザ情報を管理す
ることにより、一つの車載用ＡＶ装置１からのアクセス回数を認識でき、多数回にわたっ
て同一の装置からアクセスがあった場合などには対応情報等を送信しないなど、不正アク
セスを防止することが可能になる。
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【００８２】
なお、上記実施形態においては、本願の識別情報の一例としてＴＯＣ情報を適用したが、
これに限定されるものでなく、例えば、ＴＯＣ情報をもその著作権を保護されている場合
には、ＣＤから読み出すことができる当該ＣＤを特定できるものであれば如何なるもので
あってもよく、その場合、車載用ＡＶ装置１は、そのＣＤを特定するための特定情報をＴ
ＯＣ情報の代わりに識別情報として取得し、ネットワーク４を介してサービスサーバ２に
送信するように構成すればよい。その際には、サービスサーバ２の記憶部３１に識別情報
に対応するＣＤのＴＯＣ情報に含まれる情報と同一の情報からなる楽曲情報を記憶する楽
曲情報用データベースをさらに備えることにより、車載用ＡＶ装置１に搭載されたＣＤが
ＴＯＣ情報にまで著作権の保護を設定されていて、当該ＣＤのＴＯＣ情報をＨＤ１２ｃに
記録することができない場合でも、サービスサーバ２から識別情報としての特定情報を受
信した場合には、対応情報だけでなくこの楽曲情報を、提供することができる。
【００８３】
また、車載用ＡＶ装置１の動作処理において、制御部１７は、搭載されたＣＤの楽曲デー
タもしくはそれに類する対応情報（配信楽曲データ）がＨＤ１２ｃに記録されている場合
には、ＴＯＣ情報を送信しないよう制御してもよい。これにより、既に対応情報をダウン
ロードしてＨＤ１２ｃに記録されている場合に再度対応情報を取得する動作を行うことを
防止できる。
【００８４】
また、上記実施形態において、試聴情報と対応情報とをＴＯＣ情報に対応付けてＨＤ１２
ｃに記録したが、これにはよらず、例えば対応情報を受信した場合には、試聴情報をＨＤ
１２ｃから消去して対応情報のみをＴＯＣ情報に対応付けて記録することで、ＨＤ１２ｃ
の記憶容量の効率化を図るようにしてもよい。
【００８５】
また、情報再生手段の一例としてＣＤ再生部１１を適用したが、これに限定されるもので
はなく、例えば、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）に記録された楽曲および映像データ
を再生するＤＶＤ再生部や、ＭＤ（Mini Disc）に記録された楽曲データを再生するＭＤ
再生部などを適用してもよく、また、これらを併用するように構成してもよい。
【００８６】
また、一例としてＨＤ記録部１２ａおよびＨＤ再生部１２ｂを適用したが、これに限定さ
れるものではなく、例えば、ＣＤ－Ｒに楽曲データを記録再生するＣＤ－Ｒ記録部および
ＣＤ－Ｒ再生部や、ＤＶＤ－Ｒ／Ｗに楽曲データを記録再生するＤＶＤ－Ｒ／Ｗ記録部お
よびＤＶＤ－Ｒ／Ｗ再生部などを適用してもよく、また、これらを併用するように構成し
てもよい。
【００８７】
また、上記実施形態においては、ユーザ情報用データベース２１ａには、ユーザ情報を車
載用ＡＶ装置１に固有の識別情報として登録したが、その他の例として、ＣＤが購入され
る際に、ユーザ登録用紙に記入された記入情報（ユーザがＣＤ購入の際に記入した、氏名
、電話番号、メールアドレスなど）を、ユーザ情報として当該ＣＤの一部に記録させ、同
一または対応するユーザ情報をサービスサーバ２のユーザ情報用データベース２１ａに登
録（記憶）してもよい。その際には、車載用ＡＶ装置１の制御部１７の制御の下、ＣＤか
らＴＯＣ情報および該ＣＤ購入者のユーザ情報を取得して、ネットワーク４を介してサー
ビスサーバ２へ送信する。そして、サービスサーバ２の制御部２４の制御の下、車載用Ａ
Ｖ装置１から受信したユーザ情報と、ユーザ情報用データベース２１ａに登録されている
ユーザ情報とを照合することによって、一のＣＤを占有するユーザを特定することにより
、一のＣＤを占有するユーザから該ＣＤの楽曲データにかかる対応情報について何回アク
セスがあったかが分かるように構成してもよい。
【００８８】
また、上記実施形態においては、試聴情報および対応情報としての楽曲データをＣＤに記
録されたプログラム情報と同様、そのままＨＤ１２ｃに記録することを前提として説明し
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たが、例えば、ＭＰ３、ＡＴＲＡＣ３等のフォーマットで圧縮したり、ＨＤ１２ｃへの記
録に際して著作権保護のための試聴情報および対応情報の暗号化を行ってから試聴情報お
よび対応情報をＨＤ１２ｃに記録するように構成してもよい。
【００８９】
また、上記実施形態においては、本願の情報記録装置および情報再生記録装置を車載用Ａ
Ｖ装置に適用したが、これに限定されるものではなく、例えば、家庭用ＡＶ装置や、車載
用ナビゲーション装置、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）等に対して適用するようにして
もよい。
【００９０】
なお、上記実施形態においては、本願の情報提供装置の一例としてのサービスサーバ２お
よびコンテンツサーバ３を、ハードウェア的に分離する構成としたが、サービスサーバ２
とコンテンツサーバ３の機能を一体化したサーバを適用するようにしてもよく、サービス
サーバ２とコンテンツサーバ３とを分離して構成する場合は、コンテンツサーバ３を複数
設定してもよい。
【００９１】
（第２の実施の形態）
次に、本願に好適な第２の実施の形態について図面に基づいて説明する。この第２の実施
形態は、上述した第１の実施形態の構成に加え、前記対応情報を取得した場合にその対価
の授受を行うことをさらに付加したものであり、その他構成および変形例については、第
１の実施形態に準じて変更可能である。
【００９２】
［車載用ＡＶシステムの構成および機能］
第２の実施の形態による車載用ＡＶシステムＳの構成および機能を図５を参照して説明す
る。
【００９３】
図５に示すように、サービスサーバ２に設けられた記憶部２１にユーザ情報用データベー
ス２１ａおよび対価情報用データベース２１ｂを備えている。
【００９４】
このユーザ情報用データベース２１ａには、装置購入時にユーザによって記入されたクレ
ジットカードの番号や銀行の口座番号など金銭支払方法等がさらにユーザ毎に登録（記憶
）されている。つまり、サービスサーバ２から対応情報を要求してきた車載用ＡＶ装置１
のユーザに対して、該対応情報に対する対価を精算するための情報がユーザ情報として登
録されている。
【００９５】
また、対価情報用データベース２１ｂには、サービスサーバ２から車載用ＡＶ装置１に、
ＣＤの楽曲データに対応する対応情報を提供する場合において、サービスサーバ２側に対
して、当該車載用ＡＶ装置１のユーザがその対応情報へ支払う対価（対応情報のダウンロ
ード料（金銭））算出のベースになる対価情報が登録（記憶）されている。例えば、初版
ＣＤの場合のみ対価を要求しない（無料で対応情報を送信する。）という情報や、自己の
占有するＣＤにかかる対応情報のダウンロードであっても、あらかじめ定めた回数以上（
例えば１０回以上）のダウンロードであるか否かを、制御部２４の制御の下、ユーザ情報
用データベースａを参照することにより判断し、あらかじめ定められた算出法によって対
価を課金するなどの情報や、各楽曲データ毎に設定された対価や、著作権情報等の保護情
報によりＨＤ１２ｃへの記録に不具合が生じた場合に適用する対価の割引情報等、が登録
されている。
【００９６】
また、車載用ＡＶ装置１に含まれる制御部１７は、当該車載用ＡＶ装置１を構成する構成
部分を対価情報受信手段および対価情報提示手段としてさらに機能させると共に、サービ
スサーバ２に含まれる制御部２４は、当該サービスサーバ２を構成する構成部分を対価情
報取得手段、対価情報送信手段、ユーザ情報管理手段としてさらに機能させる。
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【００９７】
そして、制御部１７は、通信部２３と共に対価情報受信手段として機能することにより、
サービスサーバ２にアクセスして対応情報の取得するに際し、その対応情報に対する対価
情報をサービスサーバ２より受信する。
【００９８】
また、制御部１７は、対価情報提示手段としての機能をさらに備え、サービスサーバ２か
ら受信した対価情報を装置に備えた図示しない表示部に表示したり、音声出力部などから
音声によって出力するなどして、該対価情報をユーザに提示する。
【００９９】
そして、制御部２４は、対価情報取得手段として機能することにより、上記対価情報用デ
ータベース２１ｂを参照して対価情報を取得する。
【０１００】
そして、制御部２４は、通信部２３と共に、対価情報送信手段として機能することにより
、取得した対価情報を車載用ＡＶ装置１に送信する。
【０１０１】
また、制御部２４は、ユーザ情報管理手段として機能することにより、車載用ＡＶ装置１
から通信部２３を介して受信したユーザ情報をユーザ情報用データベース２１ａを用いて
管理し、車載用ＡＶ装置１から装置識別情報の送信がある毎に当該登録されているユーザ
情報と照合し、そして該ユーザからのアクセス回数、滞納情報などを更新し、それに応じ
て、対価情報用データベース２１ｂを用いて対価情報取得手段として対価の決定を行うた
めのものである。なお、滞納情報はオペレータの操作によって滞納確認時に該データベー
スに入力して登録してもよく、あるいは、ユーザ情報用データベースに登録された精算手
段が電子マネーによる電子口座であって、口座残高不足などによる滞納を認識した場合に
は、自動で登録しても良い。
【０１０２】
車載用ＡＶシステムＳのその他の構成および機能は、上述の第１の実施の形態と同様であ
るため、詳細な説明を省略する。
【０１０３】
次に、図４乃至図７を参照して、車載用ＡＶシステムＳの動作を説明する。図６および図
７は、車載用ＡＶ装置１にてＣＤからＨＤ１２ｃに記録（いわゆるＣＤリッピング）が行
われる場合の処理を示すものであり、具体的には、図６は、車載用ＡＶ装置１の制御部１
７の処理を示すフローチャートであり、図７は、サービスサーバ２の制御部２４の処理を
示すフローチャートである。なお、図４は、コンテンツサーバ３の制御部３４の処理を示
すフローチャートであって、第１の実施の形態と同様の動作である。
【０１０４】
まず、図６を参照して車載用ＡＶ装置１における処理について説明する。なお、図６の処
理は、制御部１７において上記情報記録プログラムが実行されることにより行われる。
【０１０５】
図６の処理において、例えば、ユーザが占有しているＣＤを、車内に持ち込みＣＤ再生部
１１に装填すると、車載用ＡＶ装置１の制御部１７は、ＣＤ再生部１１により当該ＣＤの
最内周部から読み出されたＴＯＣ情報を取得し、例えば、作業用ＲＡＭに記憶する（ステ
ップＳ４１）。
【０１０６】
次に、ユーザが入力部１３に設けられた操作ボタンを操作することにより、ＣＤからＨＤ
１２ｃに記録する、いわゆるＣＤリッピングの動作指示を入力すると、制御部１７は、こ
れを認識し（ステップＳ４２：Ｙｅｓ）、装填されたＣＤがその楽曲データの著作権を保
護するための保護情報を有するＣＤであるか否かを判別する（ステップＳ４３）。他方、
リッピングの動作指示がない場合には（ステップＳ４２：Ｎｏ）、ステップＳ４２の判断
処理を繰り返す。
【０１０７】
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ステップＳ４３の判別の結果、装填されたＣＤが保護情報を有するＣＤでない場合には（
ステップＳ４３：Ｎｏ）、通常のＣＤリッピング処理を行う。他方、ステップＳ４３の判
別の結果、装填されたＣＤが保護情報を有するＣＤである場合には（ステップＳ４３：Ｙ
ｅｓ）、制御部１７は、通信部１６を通じて、サービスサーバ２との通信をネットワーク
４を介して確立し、取得したＴＯＣ情報と共にＨＤ１２ｃに記録されている装置識別情報
をネットワーク４を介してサービスサーバ２に送信する（ステップＳ４５）。かかるＴＯ
Ｃ情報を受信したサービスサーバ２等における処理は、後に詳述する。
【０１０８】
次に、車載用ＡＶ装置１が上記ＴＯＣ情報に応じてサービスサーバ２から送信された試聴
情報および対価情報をネットワーク４を介して受信した場合には（ステップＳ４６：Ｙｅ
ｓ）、制御部１７は、試聴情報をＨＤ記録部１２ａによりＨＤ１２ｃに記録させた後に、
ＨＤ再生部１２ｂおよび音声出力部１５によって該試聴情報を再生、出力し、装置に備え
た図示しない表示部などに該対価情報を表示し、出力する（ステップＳ４７）。
【０１０９】
他方、サービスサーバ２から試聴情報および対価情報の受信がない場合には（ステップＳ
４６：Ｎｏ）、サービスサーバ２から拒否情報を受信したか否かを判断し、拒否情報を受
信した場合には、通信部１６を通じて、サービスサーバ２との通信を切断してすべての処
理を終了し（ステップＳ４８：Ｙｅｓ）、拒否情報の受信もない場合には（ステップＳ４
８：Ｎｏ）には、ステップＳ４５に移行して再度ＴＯＣ情報と共に装置識別情報をネット
ワーク４を介してサービスサーバ２に送信する。これは、サービスサーバ２との何らかの
通信トラブルなどによって、ＴＯＣ情報および装置識別情報が適当にサービスサーバ２に
送信されてない場合に、再度ＴＯＣ情報および装置識別情報の送信を試みるためである。
この場合において、制御部１７の制御によりあらかじめ決められた回数だけ繰り返し試み
るよう設定する。
【０１１０】
そして、ステップＳ４７の処理に従い試聴情報および対価情報を出力後、制御部１７は、
ユーザが入力部１３に設けられた操作ボタン等を操作することにより、ユーザに対して該
試聴情報にかかる対応情報（配信楽曲データ）を要求するか否かの判断を促し（ステップ
Ｓ４９）、対応情報要求の指示がある場合には（ステップＳ４９：Ｙｅｓ）、対応情報要
求をサービスサーバ２に送信する（ステップＳ５１）。
【０１１１】
一方、対応情報要求の指示がない場合には（ステップＳ４９：Ｎｏ）、制御部１７は、ユ
ーザが入力部１３に設けられた操作ボタンを操作することにより、ユーザに対してすべて
のＨＤ１２ｃへの記録動作（ＣＤリッピング）をキャンセルするか否かの判断を促し（ス
テップＳ５０）、キャンセル指示がある場合には、通信部１６を通じて、サービスサーバ
２との通信を切断してすべての処理を終了する（ステップＳ５０：Ｙｅｓ）。これは、ユ
ーザが試聴情報あるいは対価情報を確認した上で、楽曲データにかかる対応情報の受信を
キャンセルする場合があるからである。
【０１１２】
他方、ステップＳ５０においてユーザよりキャンセル指示がない場合には（ステップＳ５
０：Ｎｏ）、ステップＳ４５に戻る。これは、サービスサーバ２との何らかの通信トラブ
ルなどによって、前記対応情報を要求するか否かの指示がサービスサーバ２に送信されて
いない場合、もしくは、それ以前にＴＯＣ情報および装置識別情報がサービスサーバ２に
送信されてない場合を考慮し、再度ＴＯＣ情報および装置識別情報の送信から試みるため
である。このとき、制御部１７の制御によりあらかじめ決められた回数だけ繰り返し試み
るよう設定する。
【０１１３】
そして、ステップＳ５１で対応情報要求指示をサービスサーバ２に送信すると、車載用Ａ
Ｖ装置１はサービスサーバ２から送信された対応情報をネットワーク４を介して受信する
までステップＳ５２の判断処理を繰り返し（ステップＳ５２：Ｎｏ）、対応情報を受信す
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ると（ステップＳ５２：Ｙｅｓ）、制御部１７は、上記ＴＯＣ情報と対応情報とを対応付
けてＨＤ記録部１２ａによりＨＤ１２ｃに記録させる（ステップＳ５３）。
【０１１４】
その後、通信部１６を通じて、サービスサーバ２との通信を切断してすべての処理を終了
する。
【０１１５】
こうして、ユーザは、自己が占有するＣＤについての楽曲データの著作権について保護情
報を有するＣＤであるため、自己の所有するＨＤ１２ｃに対してＣＤリッピングを行うこ
とができない場合でも、ネットワークを介して対応情報（配信楽曲データ）をＨＤ１２ｃ
に記録することができる。
【０１１６】
また、この際、対価情報によって対応情報の取得にかかる金額（対価）を確認して、該対
応情報を取得するか否かを、対応情報取得前に、一旦、ユーザ自身で判断することも可能
である。
【０１１７】
次に、図７および図４を参照してサービスサーバ２およびコンテンツサーバ３における処
理について説明する。なお、図７の処理は、制御部２４において上記情報提供プログラム
が実行されることにより行われる。
【０１１８】
図７の処理において、サービスサーバ２の制御部２４が車載用ＡＶ装置１から送信された
ＴＯＣ情報および装置識別情報をネットワーク４を介して受信すると（ステップＳ６１）
、制御部２４は、ユーザ情報用データベース２１ａを参照し、上記受信された装置識別情
報に対応する車載用ＡＶ装置１からのアクセス日時およびその車載用ＡＶ装置１に送信し
た試聴情報および対応情報を特定するための情報を確認し、あらかじめ定められた回数以
上のアクセスである等の不正アクセスの疑いがあるか否か、また、対価滞納常習者である
か否かなどを判断する（ステップＳ６２）。このとき、不正アクセスであると判断した場
合には（ステップＳ６２：Ｙｅｓ）、拒否情報を当該車載用ＡＶ装置１に送信し（ステッ
プＳ６３）、上記受信されたユーザ情報を更新して処理を終了する（ステップＳ７０）。
このユーザ情報の更新とは、車載用ＡＶ装置１からのアクセス日時情報を、そのユーザ情
報に追加する処理のことを示す。これにより、制御部２４は、ユーザが何回目の対応情報
要求であるかについて、常に、最新の情報を認識することができる。
【０１１９】
他方、不正アクセスでない場合には（ステップＳ６２：Ｎｏ）、通信部２３を通じて、コ
ンテンツサーバ３との通信をネットワーク４を介して確立し、当該ＴＯＣ情報をネットワ
ーク４を介してコンテンツサーバ３に送信する（ステップＳ６４）。
【０１２０】
そして、図４の処理において、コンテンツサーバ３の制御部３４がサービスサーバ２から
送信されたＴＯＣ情報をネットワーク４を介して受信すると（ステップＳ３１）、当該制
御部３４は、試聴情報用データベース３１ａおよび対応情報用データベース３１ｂを参照
して、当該ＴＯＣ情報に対応する楽曲データに関する試聴情報および対応情報としての配
信楽曲データを取得し（ステップＳ３２）、サービスサーバ２に送信（返信）する（ステ
ップＳ３３）。
【０１２１】
そして、図７の処理に戻り、サービスサーバ２の制御部２４は、コンテンツサーバ３から
上記ＴＯＣ情報に対応する試聴情報および対応情報をネットワーク４を介して受信するま
でステップＳ６５の判断処理を繰り返し（ステップＳ６５：Ｎｏ）、これら試聴情報およ
び対応情報を受信すると（ステップＳ６５：Ｙｅｓ）、制御部２４は、ユーザ情報用デー
タベース２１ａおよび対価情報用データベース２１ｂを参照して、対価情報を算出する（
ステップＳ６６）。
【０１２２】
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そして、制御部２４は、通信部２３を通じて車載用ＡＶ装置１に当該試聴情報および対応
情報を送信する（ステップＳ６７）。
【０１２３】
次に、制御部２４は、車載用ＡＶ装置１から対応情報要求を受信すると（ステップＳ６８
：Ｙｅｓ）、通信部２３を通じて上記対応情報を車載用ＡＶ装置１に送信する（ステップ
Ｓ６９）。他方、車載用ＡＶ装置１から対応情報要求を受信しない場合には、ステップＳ
６１に戻る。これは、車載用ＡＶ装置１との何らかの通信トラブル等によって通信できな
かった場合など、再度ＴＯＣ情報等の受信から試みる趣旨である。この場合において、制
御部２４の制御によりあらかじめ決められた回数だけ繰り返し試みるよう設定する（図６
に示すフローにおいて、ステップ４８：Ｎｏ，ステップＳ５０：Ｎｏと同様）。
【０１２４】
そして、制御部２４は、ユーザ情報用データベース２１ａを参照し、上記受信されたユー
ザ情報を更新して処理を終了する（ステップＳ７０）。このユーザ情報の更新は、車載用
ＡＶ装置１からのアクセス日時およびその車載用ＡＶ装置１に送信した試聴情報および対
応情報を特定するための情報を、そのユーザ情報に追加することにより行う。つまり、ユ
ーザのアクセス回数、具体的には、一のＣＤの楽曲データに対応する対応情報をネットワ
ークを介してダウンロードした回数を更新する。これにより、制御部２４は、上述したス
テップＳ６２の処理において不正が行われていると疑いがあるほど多数回にわたってダウ
ンロードを行っていないか等を認識することができる。
【０１２５】
こうして、ユーザは、自己が占有するＣＤについての楽曲データの著作権について保護情
報を有するＣＤであっても、自己の有する他の記録媒体であるＨＤ１２ｃに（いわゆるＣ
Ｄリッピングに代えて）記録することができる。
【０１２６】
また、この際に、対価情報によって対応情報の取得にかかる金額（対価）を確認して、該
対応情報を取得するか否かを、対応情報取得前に、一旦、ユーザ自身で判断することも可
能である。
【０１２７】
なお、上述した対価情報用データベース２１ｂはコンテンツサーバ３内に設けてもよい。
この場合には、コンテンツサーバ３からサービスサーバ２に対して対応情報を送信する際
にその対価を請求するように構成する。
【０１２８】
また、対価情報の授受にはネットワーク４を介して電子マネーなどにより自動で行われて
もよく、また、ユーザ情報として登録したユーザの住所に請求書を後日送付してもよい。
【０１２９】
また、上述した第１および第２の実施形態では、著作権保護のための保護情報として、「
プログラム情報の出力を禁止する著作権情報」が認識されたときにネットワーク４を介し
て試聴情報および対応情報を情報提供装置であるサービスサーバ２およびサービスサーバ
３からダウンロードして取得する例を示したが、この他にも前記保護情報として、前記識
別情報（ＴＯＣ）やプログラム情報（楽曲データ）の一部にあらかじめ意図的にエラー情
報を挿入する等、様々な保護情報が存在するが、これらの場合は、前記保護情報認識手段
は、例えば、ＣＤからＨＤ１２ｃに記録する際に生じるエラーや音飛び等の不具合を検知
することにより保護情報の存在を認識するようにすればよい。
【０１３０】
さらに、前記保護情報認識手段が、前記エラーや音飛び等の不具合を検知することにより
保護情報の存在を認識するように構成することにより、例えばＣＤ自体に傷がついている
場合やＣＤに記録されたプログラム情報に破損がある場合などにおいても、ＨＤ１２ｃに
記録できないプログラム情報に代えて、試聴情報および対応情報を、情報提供装置である
サービスサーバ２およびサービスサーバ３からダウンロードして取得することができる。
【０１３１】
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また、上述した第１および第２の実施形態では、対応情報取得の前に試聴情報を取得する
ことにより、当該試聴情報を試聴してユーザに当該対応情報を取得するか否かの選択機会
を設け、ユーザにとって無用な対応情報を取得しないようにした好適な例を示したが、こ
れに限るものではなく、一の記録媒体（ＣＤ等）から他の記録媒体（ＨＤ１２ｃ等）への
記録指示があると、試聴情報を取得せずに自動的に対応情報を取得するように構成しても
良いことはもちろんである。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施の形態における情報提供システムの一例としての車載用ＡＶシステム
の概要構成を示すブロック図である。
【図２】第１の実施の形態における車載用ＡＶ装置の制御部の処理を示すフローチャート
である。
【図３】第１の実施の形態におけるサービスサーバの制御部の処理を示すフローチャート
である。
【図４】第１および第２の実施の形態におけるコンテンツサーバの制御部の処理を示すフ
ローチャートである。
【図５】第２の実施の形態における情報提供システムの一例としての車載用ＡＶシステム
Ｓの概要構成を示すブロック図である。
【図６】第２の実施の形態における車載用ＡＶ装置の制御部の処理を示すフローチャート
である。
【図７】第２の実施の形態におけるサービスサーバの制御部の処理を示すフローチャート
である。
【符号の説明】
１　車載用ＡＶ装置
２　サービスサーバ
３　コンテンツサーバ
４　ネットワーク
１１　ＣＤ再生部
１２　記録部
ＨＤ記録部１２ａ
ＨＤ再生部１２ｂ
ＨＤ１２ｃ
１３　入力部
１５　音声出力部
１６　通信部
１７　制御部
１８　バス
２１　記憶部
ユーザ情報用データベース２１ａ
対価情報用データベース２１ｂ
２２　入力部
２３　通信部
２４　制御部
２５　バス
３１　記憶部
試聴情報用データベース３１ａ
対応情報用データベース３１ｂ
３２　入力部
３３　通信部
３４　制御部
３５　バス
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【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(25) JP 4343551 B2 2009.10.14

【図７】



(26) JP 4343551 B2 2009.10.14

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平１１－２５９９７１（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－０４６４５３（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－３０６０８２（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第０２／０９９５５８（ＷＯ，Ａ１）
              特開２００１－２９７５２８（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１３２２６９（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－２０７８３５（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１４２２０６（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－２０２７８３（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G10K  15/02
              G11B  20/10


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

