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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも音楽を含むコンテンツと上記音楽のテンポを示すテンポ情報とが対応づけられ
た第１のコンテンツデータベースが格納される記憶手段と、
　上記コンテンツの再生を行う再生手段と、
　ユーザの身体運動に伴い得られる運動テンポを計測するテンポ計測手段と、
　上記テンポ計測手段により計測された運動テンポの情報と一致するテンポ情報が対応付
けられたコンテンツを上記第１のコンテンツデータベースから検索する検索手段と、
　上記検索手段により検索されたコンテンツの上記再生手段による再生回数が所定回数を
超えていないとき、再生対象コンテンツとして選択するコンテンツ選択手段と、
　少なくとも音楽を含むコンテンツと上記音楽のテンポを示すテンポ情報とが対応づけら
れた第２のコンテンツデータベースを格納する外部機器との間でデータ通信を行う通信手
段と、
　上記検索手段による検索の結果該当するコンテンツが上記第１のコンテンツデータベー
スにないとされた場合に、上記テンポ計測手段により計測されたテンポ情報を指定したコ
ンテンツ配信要求が上記外部機器に対して為されるように上記通信手段に対する制御を行
い、また上記検索手段による検索の結果該当したコンテンツの上記再生手段による再生回
数が所定回数以上である場合に、上記テンポ計測手段により計測されたテンポ情報を指定
したコンテンツ配信要求が上記外部機器に対して為されるように上記通信手段に対する制
御を行う配信要求制御手段と、
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　を備えた再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツについての再生を行う再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　オーディオプレイヤの小型軽量化に伴い、オーディオプレイヤを携帯して音楽コンテン
ツを楽しむということが広く行われている。
【０００３】
　なお関連する従来技術については以下の特許文献を挙げることができる。
【特許文献１】特開２００５－３１６４４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そして近年、携帯オーディオプレイヤによる音楽コンテンツの楽しみ方としては、歩行
やジョギング、ダンスなどといった身体運動を行いながら音楽を聞くということが行われ
始めている。
　特にこのような用途で携帯オーディオプレイヤを使用する場合に対応して、近年では運
動のテンポに合った音楽を再生させたいとのニーズが高まっている。つまりは、身体運動
のテンポにあったテンポを有する音楽を再生させるというものである。
【０００５】
　現状において、このように運動テンポに応じた音楽を再生させるとした場合、ユーザは
自らが行う運動のテンポにあった適切なテンポを有する楽曲を予め選択しておき、これを
プレイリストなどとして登録しておく必要がある。そして、その上で、この登録したプレ
イリストについての再生を開始させてから歩行やジョギングなどといった運動を開始する
といった手順を踏む必要がある。
【０００６】
　しかしながら、上記のようにして運動テンポに応じた楽曲を手動で選択するには、自ら
運動テンポを調べ、その上でそのテンポにあった楽曲を例えば試聴などしながら探す必要
があり、非常に手間がかかる作業となる。
　また、このように手間のかかる作業は、上記のようにして運動開始前に予め行っておく
必要がある点で、気軽に運動テンポにあった曲を楽しむ上での障害となる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　そこで、本発明では以上のような問題点に鑑み、再生装置として以下のように構成する
こととした。
　つまり、少なくとも音楽を含むコンテンツと上記音楽のテンポを示すテンポ情報とが対
応づけられた第１のコンテンツデータベースが格納される記憶手段と、上記コンテンツの
再生を行う再生手段とを備える。
　また、ユーザの身体運動に伴い得られる運動テンポを計測するテンポ計測手段を備える
。
　また、上記テンポ計測手段により計測された運動テンポの情報に基づき、上記第１のコ
ンテンツデータベースからコンテンツを検索する検索手段を備える。
　その上で、上記検索手段により検索されたコンテンツを上記再生手段による再生対象コ
ンテンツとして選択するコンテンツ選択手段を備えるようにした。
【０００８】
　上記構成によれば、上記再生装置においては、自動的に計測したユーザの運動テンポの
情報に基づき、その運動テンポに応じたテンポを有するコンテンツを自動的に選択するこ
とができる。
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【発明の効果】
【０００９】
　このようにして本発明によれば、自動的に計測されるユーザの運動テンポの情報に基づ
きその運動テンポに応じたテンポを有するコンテンツを自動的に選択することができるの
で、運動テンポに応じた音楽を楽しむといった場合に、ユーザに事前に対象とする運動を
行った際のテンポを計測させる、またユーザに自らが行う運動のテンポにあった適切なテ
ンポを有するコンテンツを選択させるなどといった手間を省略することができる。
　つまり、このような本発明によれば、ユーザにより気軽に運動テンポにあったコンテン
ツを楽しませることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、発明を実施するための最良の形態（以下実施の形態とする）について説明してい
く。

　＜第１の実施の形態＞
　－システム概要－

　図１は第１の実施の形態としてのコンテンツ配信システム１の概要について説明するた
めの図である。
　この図に示されているように第１の実施の形態のコンテンツ配信システム１としては、
ポータブルタイプのオーディオプレイヤとされる携帯型再生装置２と、少なくともサーバ
装置４とを含んで構成される。この場合、携帯型再生装置２が本発明でいう再生装置に相
当し、サーバ装置４が本発明でいうサーバ装置に相当する。
【００１１】
　携帯型再生装置２は、例えばインターネットとされるネットワーク３に無線接続する機
能を有している。すなわち、携帯型再生装置２は、ネットワーク３に接続された図示され
ない電波中継器との間で無線による通信を行ってネットワーク３に接続することができる
。
　このようなネットワーク接続機能により、携帯型再生装置２は、ネットワーク３に接続
されたサーバ装置４との間でデータ通信を行うことが可能とされる。
【００１２】
　そして、この第１の実施の形態のコンテンツ配信システム１においては、携帯型再生装
置２が、サーバ装置４に格納されるコンテンツについての配信先となるようにされる。コ
ンテンツの具体的な配信形態としては、例えば携帯型再生装置２のユーザが、携帯型再生
装置２をサーバ装置４側で実現されるインターネット上の所定のコンテンツ配信サイトに
アクセスさせ、このサイト上で所望のコンテンツを選択するようにされる。そして、この
ようにしてユーザにより選択されたコンテンツが、携帯型再生装置２に対してダウンロー
ドされるようになっている。
　ここで、この場合、上記コンテンツとしては音楽（楽曲）であり、従って携帯型再生装
置２に対してはサーバ装置４側に格納される音楽データファイルがダウンロードされるよ
うになっている。
　なお、この場合のコンテンツ配信サービスとしては、１曲ごとに料金請求が発生するも
のでなく、月額などの定額料金の支払いにより音楽ファイルを無制限にダウンロード可能
なものを想定している。
【００１３】
　サーバ装置４においては、携帯型再生装置２側に配信されるべきコンテンツデータとし
て、曲単位の音楽データファイルが多数格納されている。そしてこの場合、それぞれのコ
ンテンツデータには、その付加情報が対応づけられて格納されている。つまり、コンテン
ツとしての楽曲の付加情報として、例えばその楽曲のタイトル（曲名）、ジャンル、アー
ティスト、リリース年（例えばその楽曲がリリースされた年月日の情報）などの情報が対



(4) JP 4356700 B2 2009.11.4

10

20

30

40

50

応づけられている。
　携帯型再生装置２は、サーバ装置４側からのコンテンツのダウンロード時には、コンテ
ンツデータとしての音楽データファイルと共にこれらの付加情報もダウンロードするよう
にされる。これによって携帯型再生装置２では、これらの付加情報に基づいて、例えば再
生中のコンテンツデータについてのタイトルなどの情報をユーザに提示するといったこと
ができる。
　なお、本実施の形態において各コンテンツに対応づけられる上記付加情報の内容につい
ては後述する。
【００１４】
　－再生装置の構成－

　図２は、図１に示される携帯型再生装置２の内部構成について示すブロック図である。
　この図２において、先ずＣＰＵ（Central Processing Unit）２１は、起動されたプロ
グラムに基づいて携帯型再生装置２全体の制御、演算処理を行う。例えばユーザに対する
入出力動作、ＨＤＤ（Hard Disc Drive）３４によるデータの記録／再生の制御等を行う
。
　ＣＰＵ２１に対しては、図示するようにＲＯＭ（Read Only Memory）２２とＲＡＭ（Ra
ndom Access Memory）２３とが備えられる。
　ＲＯＭ２２には、ＣＰＵ２１の動作プログラム、プログラムローダー、各種演算係数、
プログラムで用いるパラメータ等が記憶される。また、上記ＲＡＭ２３には、プログラム
を実行する上でのデータ領域、タスク領域が一時的に確保される。
　なお、上記ＣＰＵ２１の処理により実現される各種機能については後に改めて説明する
。
【００１５】
　操作入力部２６は、例えば携帯型再生装置２の筐体外面に表出するようにして備えられ
る図示されない操作キー等による入力デバイスであって、ユーザが各種操作入力やデータ
入力を行う。操作入力部２６で入力された情報はＣＰＵ２１に対して操作又はデータの入
力情報として伝達される。ＣＰＵ２１は入力された情報に対応して必要な演算や制御を行
う。
【００１６】
　表示部２７は、例えば液晶パネルなどの表示パネルを備え、ユーザに対して各種情報表
示を行う。表示処理部２８は、ＣＰＵ２１から各種動作状態や入力状態、通信状態に応じ
て供給される表示データに基づき、表示部２７を駆動して表示動作を実行させる。
【００１７】
　通信部２９、アンテナ３０は、図１に示したネットワーク３に接続された外部機器（こ
の場合は特にサーバ装置４）との間でデータ通信を行うために設けられる。
　通信部２９は、ＣＰＵ２１から供給された送信データについて所要のエンコード処理を
施し、これがネットワーク３上の所定の機器（特にサーバ装置４）に対して送信されるよ
うに、先の図１にて説明した電波中継器（図示せず）との間で上記アンテナ３０を介した
データ通信を行う。またネットワーク３→アンテナ３０を介してサーバ装置４などの外部
機器から送信されてきたデータ（音楽データファイルやその付加情報）については、所要
のデコード処理を施してＣＰＵ２１に受け渡す。
【００１８】
　記録／再生部３１は、記憶媒体としてのＨＤＤ３４に対する記録データを生成するため
の処理、及びＨＤＤ３４から読み出されたデータについての再生処理を行うために設けら
れる。
　例えば、ＨＤＤ３４に対するデータの記録時において、記録／再生部３１は、ＣＰＵ２
１から供給されるデータ（この場合は特に通信データとして受信された音楽データファイ
ルとその付加情報）について所定のエンコード処理を行って記録データを生成する。そし
て、この記録データをＨＤＤ３４に受け渡して記録させる。
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　また、再生時においては、ＨＤＤ３４から読み出されたデータについて所定のデコード
処理を行って再生データを得る。再生される音楽データ（オーディオデータ）については
、音声信号処理部３２に供給するようにされる。また再生される音楽データの付加情報に
ついてはＣＰＵ２１に供給するようにされる。この際、ＣＰＵ２１はこの付加情報に基づ
く表示データを生成してこれを表示処理部２８に供給することで、表示部２７上に再生中
のオーディオデータについてのタイトル名などの情報を文字等により表示させることがで
きる。
【００１９】
　音声信号処理部３２は、ＣＰＵ２１の制御に基づき、供給されるオーディオデータにつ
いて所要の音声信号処理を施す。例えばＣＰＵ２１からの指示値に基づく音量調整処理な
どを行うようにされる。
　音声信号処理部３２にて音声信号処理の施されたオーディオデータはＤ／Ａ変換された
後、ヘッドホンアンプ３３にて増幅されて図示するヘッドホン端子Ｔhdに対して供給され
る。これにより、ヘッドホン端子Ｔhdに対して接続されたヘッドホン（図示せず）を介し
ての音声出力を行うことが可能とされる。
【００２０】
　ＨＤＤ３４には、図示するように再生装置側コンテンツデータベース３４ａが格納され
る。
　この再生装置側コンテンツデータベース３４ａは、サーバ装置４側からネットワーク３
を介して携帯型再生装置２に配信されたコンテンツとその付加情報とに基づいて生成され
たものである。すなわち、この場合は音楽データファイルとその付加情報とが対応づけら
れて形成されたデータベースとなる。
　これら音楽データファイルと付加情報との対応づけは、例えば同じくＨＤＤ３４に対し
記憶されるコンテンツ管理情報により実現されるようになっている。すなわち、ＣＰＵ２
１は当該コンテンツ管理情報を読み出すことで各コンテンツとその付加情報との対応関係
を把握するようにされている。
　なお、本実施の形態における再生装置側コンテンツデータベース３４ａのデータ構造に
ついては後述する。
【００２１】
　また、本実施の形態の携帯型再生装置２に対しては、ユーザの運動テンポを計測するた
めの構成が付加される。
　ここで、上記運動テンポとは、ユーザが歩行やジョギング、ダンスなど身体を動かす身
体運動を行う際に得られる規則的な運動周期のことを指す。このような運動テンポは、運
動中のユーザに保持された状態で当該携帯型再生装置２に加わる加速度の変化の周期を計
測することで得ることができる。或いは、想定されるユーザの運動種類がひねりを伴うも
のである場合等には、方位センサ（ジャイロセンサ）を用い、方位変化の周期を計測する
ことでも得ることができる。
　本実施の形態では、一例として、ユーザの身体運動として想定されるのは歩行であると
し、上記運動テンポは歩行テンポであることとする。そしてこれに伴い、テンポ計測にあ
たっては加速度センサを用い、当該加速度センサにより検出される加速度の変化周期を計
測することで運動テンポ（歩行テンポ）を計測するようにされる場合を例示する。
【００２２】
　これに応じ当該携帯型再生装置２に対しては、図示する加速度センサ２４と歩行テンポ
計測部２５とが設けられる。
　加速度センサ２４は加速度を検出し、その検出結果を歩行テンポ計測部２５に供給する
。歩行テンポ計測部２５は加速度センサ２４により検出される加速度の変化の周期を計測
し、その周期情報を歩行テンポ情報として得る。この場合、歩行テンポ情報としては或る
所定時間あたりの平均の周期を計測するようにされる。つまり、具体的に歩行のテンポの
情報としては、最短でユーザの２歩分の歩みに応じて得られる２回の加速度変化回数をそ
れに要した時間で除算することで測定できるが、このように極端に少ない歩数の周期を計
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測するのでは、正確なテンポを計測できない可能性が高くなる。そこで或る程度の検出時
間を設け、その時間内で得られた加速度の変化回数に基づいて平均のテンポ情報を得るよ
うにする。
　また、本実施の形態の場合のテンポ情報としては、後述するようにしてコンテンツ側に
付されるテンポ情報と同じ基準とするために、分単位を基準として平均化された情報を得
るようにする。すなわち、この場合の曲側のテンポ情報としてはＢＰＭ（Beat Per Minut
e）を用いるようにされるので、それに応じ分単位を基準に平均化された周期情報を算出
するようにされる。
　このようにして歩行テンポ計測部２５により計測された歩行テンポの情報は、ＣＰＵ２
１に対して供給される。
【００２３】
　－サーバ装置の構成－

　続いて、図３のブロック図は、図１に示したサーバ装置４の内部構成について示してい
る。
　図３において、先ずＣＰＵ４１は、起動されたプログラムに基づいて当該サーバ装置４
の全体制御、演算処理を行う。例えば、図示する入力部４５に対する入力に応じた動作、
ＨＤＤ４８へのデータファイルの格納や管理情報の作成・更新等を行う。またＣＰＵ４１
は、図示するバス４２を介して各部との間で制御信号やデータのやりとりを行う。
【００２４】
　メモリ部４３は、ＣＰＵ４１が処理に用いるＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリなどを
包括的に示している。このメモリ部４３のＲＯＭには、ＣＰＵ４１の動作プログラム、プ
ログラムローダー等が記憶される。また、上記フラッシュメモリには各種演算係数、プロ
グラムで用いるパラメータ等が記憶され、ＲＡＭにはプログラムを実行する上でのデータ
領域、タスク領域が一時的に確保される。
【００２５】
　ＨＤＤ４８においては、ＣＰＵ４１の制御に基づいてデータファイルの格納や管理情報
の作成・更新等が行われる。
　特に、この場合のＨＤＤ４８に対しては、図示するようにしてサーバ側コンテンツデー
タベース４８ａが格納される。
　このサーバ側コンテンツデータベース４８ａには、携帯型再生装置２に対して配信され
るべきコンテンツ（音楽データファイル）と、その付加情報とが対応づけられて格納され
る。
【００２６】
　ここで図４は、上記サーバ側コンテンツデータベース４８ａのデータ構造を示している
。
　図４において、サーバ側コンテンツデータベース４８ａとしては、コンテンツとしての
音楽（楽曲）データファイルに対し、その付加情報として例えばその楽曲のタイトル、ジ
ャンル、アーティスト、リリース年の情報が対応づけられる。そして、特に本実施の形態
の場合では、付加情報としてさらにテンポ情報が対応づけられている。
　このテンポ情報は、各曲のテンポを表す情報であり、具体的にはＢＰＭとしての、その
曲のテンポを分単位で平均化した情報とされる。このようなＢＰＭとしてテンポ情報は、
予め各曲について音声解析を行って取得しておき、それらをサーバ装置４に対しオペレー
タ等が手動で入力することでサーバ側コンテンツデータベース４８ａに格納されるように
する。或いは、サーバ装置４に音声解析機能を与え、サーバ装置４に対し音楽データファ
イルを記録すると自動的にその音楽データファイルを再生してそのテンポ情報を検出する
ようにし、さらに検出されたテンポ情報が自動的にサーバ側コンテンツデータベース４８
ａに対して追加されるように構成することもできる。
【００２７】
　なお、このサーバ側コンテンツデータベース４８ａにおいて、コンテンツデータに付加



(7) JP 4356700 B2 2009.11.4

10

20

30

40

50

される付加情報のうち、テンポ情報を除いた他の付加情報については、コンテンツの属性
を表す情報という意味で、属性情報と呼ぶ。
　この属性情報については上記したタイトル、ジャンル、アーティスト、リリース年以外
にも多様に考えられ、例えば作詞・作曲者、その曲が収録されるＣＤ等のアルバム名やシ
ングル名などの情報とすることもできる。
　また、このようなサーバ側コンテンツデータベース４８ａについても、実際には例えば
ＨＤＤ４８などに記録されるコンテンツ管理情報により各コンテンツと付加情報との対応
づけが行われている。
【００２８】
　説明を図３に戻す。
　入力部４５は、図示されないキーボードやマウス、リモートコマンダー、その他の入力
デバイスとされる。この入力部４５に対しては、サービスを運営する側のオペレータなど
が各種操作入力やデータ入力を行うものとして想定されている。
　入力部４５で入力された情報は入力処理部４４で所定の処理が施され、ＣＰＵ４１に対
して操作又はデータの入力として伝達される。そしてＣＰＵ４１では入力された情報に対
応して必要な演算や制御を行うようにされる。
【００２９】
　ディスプレイ４７は、例えば液晶ディスプレイなどの表示ディスプレイとされて、オペ
レータ等に対して各種情報表示を行う。例えばＣＰＵ４１が各種動作状態や入力状態、通
信状態に応じて表示情報を表示処理部４６に供給すると、表示処理部４６は供給された表
示データに基づいてディスプレイ４７を表示駆動し、これによって各種の情報についての
表示出力が行われる。
【００３０】
　通信処理部４９は、ＣＰＵ４１の制御に基づいて送信データのエンコード処理、受信デ
ータのデコード処理を行う。
　ネットワークインタフェース５０は、上記通信処理部４９にてエンコードされた送信デ
ータをネットワーク３を介して所定の機器（特にネットワーク３に対して所定の電波中継
器を介して接続された携帯型再生装置２）に送信する。またネットワーク３を介して携帯
型再生装置２などの外部機器から送信されてきた信号を、通信処理部４９に受け渡す。
　通信処理部４９は受信した情報をＣＰＵ４１に転送する。
【００３１】
　－第１の実施の形態としての動作－

　ところで、先にも述べたように近年においては、携帯オーディオプレイヤによる音楽コ
ンテンツの楽しみ方として、歩行やジョギング、ダンスなどいった身体運動を行いながら
音楽を聞くということが広く行われつつある。そして、特にこのような用途で携帯オーデ
ィオプレイヤを使用する場合に対応して、運動のテンポに合った音楽を再生させたいとの
ニーズが高まっている。つまりは、身体運動のテンポにあったテンポを有する音楽を再生
させるというものである。
【００３２】
　現状において、このように運動テンポに応じた音楽を再生させるとした場合、ユーザは
自らが行う運動のテンポにあった適切なテンポを有する楽曲を予め選択しておき、これを
プレイリストなどとして登録しておく必要がある。そして、その上でこの登録したプレイ
リストについての再生を開始させてから歩行やジョギングなどといった運動を開始すると
いった手順を踏む必要がある。
【００３３】
　しかしながら、このように運動テンポに応じた楽曲を手動で選択するには、自ら運動テ
ンポを調べ、その上でそのテンポにあった楽曲を例えば試聴などしながら探す必要があり
、非常に手間がかかる作業となる。また、このように手間のかかる作業は、上記のように
して運動開始前に予め行っておく必要がある点で、気軽に運動テンポにあった曲を楽しむ
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上での障害となる。
【００３４】
　そこで本実施の形態では、自動的にユーザの運動テンポを検出し、そのテンポを有する
曲を自動的に選択して再生するようにする。
　そのための具体的構成として、携帯型再生装置２に対しては、先の図２にて説明したよ
うに運動テンポを計測するための構成（この場合は加速度センサ２４と歩行テンポ計測部
２５）を備えるようにされる。そしてさらには、携帯型再生装置２のＣＰＵ２１に対し、
次の図５に示すような各種の機能部としての機能が与えられるようにしている。
【００３５】
　図５は、携帯型再生装置２におけるＣＰＵ２１の処理動作により実現される各種機能を
機能ブロックとして示している。
　先ず、ＣＰＵ２１に対しては、コンテンツ取得機能部２１ａとテンポ対応選曲再生機能
部２１ｂとしての機能部が備えられる。 
　上記コンテンツ取得機能部２１ａは、コンテンツとその付加情報をサーバ装置４から取
得して再生装置側コンテンツデータベース３４ａを生成するための制御を行う機能部であ
る。つまり、先の図１においても述べたように、所定の配信サイトにアクセスして、サー
バ装置４におけるサーバ側コンテンツデータベース４８ａに格納されるコンテンツのうち
、選択されたコンテンツとその付加情報とをダウンロードするための制御を行う。さらに
、ダウンロードされたコンテンツとその付加情報とを対応づけてＨＤＤ３４に対して記録
するように制御することで、再生装置側コンテンツデータベース３４ａが生成されるよう
にするものである。
　なお、このようにしてネット上の所定のサイトにアクセスしてサーバに格納されるコン
テンツとそれに付加される情報とを取得し、それらを対応づけて記録することでコンテン
ツのデータベースを生成する技術については既に周知であり、その具体的処理についての
説明は省略する。
【００３６】
　このコンテンツ取得機能部２１ａの制御により、携帯型再生装置２には、サーバ装置４
側から取得したコンテンツとその付加情報とが対応づけられた再生装置側コンテンツデー
タベース３４ａが生成される。
　ここで、先の図４に示したように、本例ではサーバ側コンテンツデータベース４８ａ側
の付加情報として、テンポ情報も対応づけて格納している。つまり、上記のようにコンテ
ンツ取得機能部２１ａによって付加情報もダウンロードされてコンテンツと対応づけられ
て記録されることで、再生装置側コンテンツデータベース３４ａとしても、図４と同様の
データ構造となるようにされる。すなわち、再生装置側コンテンツデータベース３４ａに
おいても、各コンテンツに対してはそのテンポ情報が対応づけられて格納されるようにな
っておる。
【００３７】
　続いて、上記テンポ対応選曲再生機能部２１ｂとしては、歩行テンポ計測部２５にて計
測されたテンポ情報に基づき、再生装置側コンテンツデータベース３４ａからコンテンツ
を検索し、検索されたコンテンツを再生対象として選択した上で、そのコンテンツについ
ての再生が行われるように制御する機能部となる。
【００３８】
　ここで、前提として、本実施の形態においてユーザが運動テンポに応じた曲を携帯型再
生装置２に再生させるとしたときは、当該携帯型再生装置２の再生モードを、通常の再生
モードから、テンポ対応選曲再生モードに切り替えるようにされる。そして、このように
テンポ対応選曲再生モードへの切り替えを行った上で、身体運動を開始するようにされる
。
【００３９】
　このような前提に基づき、先ず上記テンポ対応選曲再生機能部２１ｂとしては、上記の
ようなテンポ対応選曲再生モードへの切り替えを行うための、予め定められた所定操作入
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力が行われるのを待機するようにされる。
　そして、この所定操作入力としての、テンポ対応選曲再生モードへの切り替え操作入力
が行われたことに応じ、先ずは歩行テンポ計測部２５による歩行テンポの計測を開始させ
て、ユーザの歩行テンポの情報を取得するようにされる。
【００４０】
　さらに、歩行テンポの情報を取得すると、この取得された歩行テンポの情報に基づき、
再生装置側コンテンツデータベース３４ａからコンテンツを検索し、検索されたコンテン
ツでプレイリストを作成するようにされる。
　具体的に、この場合は再生装置側コンテンツデータベース３４ａに格納されるコンテン
ツ（音楽データファイル）のうちから、計測された歩行テンポの情報としてのＢＰＭの数
値と一致するＢＰＭの数値を有するテンポ情報が対応づけられている音楽データファイル
を検索するようにされる。その上で、このように検索されたコンテンツを再生対象とする
プレイリストを作成するようにされる。すなわち、これによって検索された曲を再生対象
として選択するようにされる。
【００４１】
　そして、このようにプレイリストを作成すると、このプレイリストに基づくコンテンツ
再生が行われるように制御を行う。すなわち、プレイリストにリストアップされる音楽デ
ータファイルについての再生が行われるように、記録／再生部３１に対する制御を行う。
　これによりユーザの歩行テンポと一致するテンポを有する曲が再生されるものとなる。
【００４２】
　このようにして本実施の形態の携帯型再生装置２によれば、運動テンポを自動的に計測
し、計測した運動テンポと一致するテンポを有するコンテンツを自動的に選択してそれを
再生することができる。
　これによれば、ユーザが事前に自らの運動テンポを調べる手間と、さらに運動テンポと
一致するテンポを有するコンテンツを手動で選択する手間とを省略でき、これによってユ
ーザにより気軽に運動テンポに応じた曲を楽しませることができる。
【００４３】
　ところで、上記説明では、ユーザの歩行テンポと一致するテンポを有するコンテンツが
端末側データベース３４ａ内にあることを前提としたが、このような歩行テンポと一致す
るテンポを有するコンテンツがデータベース３４ａ内には存在せずに、検索結果として該
当コンテンツが無いとされる場合も考えられる。
【００４４】
　そこで、さらにＣＰＵ２１に対しては、図５に示される不在テンポコンテンツ自動取得
機能部２１ｃとしての機能も与えるものとしている。
　この不在テンポコンテンツ自動取得機能部２１ｃとしては、再生装置側コンテンツデー
タベース３４ａ内に該当するコンテンツがないとされた場合に、サーバ装置４側から該当
するコンテンツを取得するための制御を行うための機能部となる。
【００４５】
　具体的に、この不在テンポコンテンツ自動取得機能部２１ｃとしては、再生装置側コン
テンツデータベース３４ａ内に該当するコンテンツがないとされた場合に、歩行テンポ計
測部２５により計測されたテンポ情報を指定したコンテンツ配信要求がサーバ装置４側に
対して為されるように制御を行う。
【００４６】
　この配信要求に応じサーバ装置４では、当該配信要求により指定されるテンポ情報に基
づき、サーバ側コンテンツデータベース４８ａからコンテンツを検索するようにされる。
この場合、サーバ装置４としても、指定されたテンポ情報としてのＢＰＭの数値と一致す
る数値を有するテンポ情報が対応づけられているコンテンツを検索するようにされる。
　そして、検索されたコンテンツとその付加情報とを携帯型再生装置２に送信するように
される。
【００４７】
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　なお、上記サーバ装置４としては、コンテンツ配信サービスにおけるコンテンツの配信
側となることから、そこには大量のコンテンツを格納するようにされている。ここでは、
このようなサーバ装置４の性質上、サーバ側コンテンツデータベース４８ａには、ユーザ
の運動テンポとして想定されるテンポを有する曲は全て格納されているものとして以下の
説明を続ける。
【００４８】
　上記のようにしてサーバ装置４側から送信された該当するコンテンツとその付加情報と
が受信されると、上記不在テンポコンテンツ自動取得機能部２１ｃは、先ずはこれら受信
されたコンテンツとその付加情報とが再生装置側コンテンツデータベース３４ａに保存さ
れるように制御を行う。すなわち、これら受信されたコンテンツ（音楽データファイル）
とその付加情報とが対応づけられてＨＤＤ３４に記録されるように記録／再生部３１を制
御する。
【００４９】
　その上で、このように保存されたコンテンツでプレイリストを作成し、このプレイリス
トに基づく再生が行われるように制御する。つまり、上記のようにして保存されたコンテ
ンツ（音楽データファイル）を再生対象とするプレイリストを作成する。その上で、当該
プレイリストにリストアップされる音楽データファイルについての再生が行われるように
、記録／再生部３１に対する制御を行う。
【００５０】
　このような動作により、携帯型再生装置２側に歩行テンポ情報に応じたテンポを有する
コンテンツがないとされた場合には、サーバ装置４側から該当するコンテンツを取得する
ことができる。また、その上で携帯型再生装置２では、取得されたコンテンツを再生対象
として選択し、それら選択されたコンテンツについての再生を行うことができる。
　これにより、携帯型再生装置２側にユーザの運動テンポと一致するテンポを有するコン
テンツがない場合にも、ユーザに手動でサーバ装置４側から該当するコンテンツをダウン
ロードするなどの手間をかけることなく、より気軽にユーザに運動テンポに応じた曲を楽
しませることができる。
【００５１】
　また、さらにこの場合、上記不在テンポコンテンツ自動取得機能部２１ｃとしては、例
えば電波障害等によってサーバ装置４側との接続が確立できなかった場合を考慮して、サ
ーバ装置４への接続が不可とされた場合に、その後の所定タイミングで再度接続処理及び
測定されたテンポ情報を指定した配信要求を行うようにされる。すなわち、リトライ処理
を行うようにされる。
　例えばこの場合、上記リトライ処理としては予め定められた所定時間待機した後に、再
度再度接続処理及び測定されたテンポ情報を指定した配信要求を行うようにされる。
【００５２】
　このような不在テンポコンテンツの取得についてのリトライ機能が与えられていること
で、例えば電波障害等で一時的にサーバ装置４との接続が不可とされた場合にも確実に該
当するコンテンツを取得することができる。
【００５３】
　－処理動作－

　続いて、次の図６、図７のフローチャートにより、上記説明による第１の実施の形態と
してのコンテンツ配信システム１の動作を実現するために行われるべき処理動作について
説明する。
　これらの図において、図６は、先の図５にて説明したテンポ対応コンテンツ選択再生機
能部２１ｂとしての機能を実現するために携帯型再生装置２側において行われるべき処理
動作について示し、図７は、不在テンポコンテンツ自動取得機能部２１ｃとしての機能を
実現するために携帯型再生装置２側で行われるべき処理動作と、それに応じてサーバ装置
４にて行われるべき処理動作について示している。
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　なお、これらの図において、携帯型再生装置２側として示す処理動作は、図２に示した
ＣＰＵ２１が例えばＲＯＭ２２に格納されるプログラムに従って実行するものであり、ま
たサーバ装置４側の処理動作としては図３に示したＣＰＵ４１がメモリ部２３の例えばＲ
ＯＭに対して格納されたプログラムに基づいて実行するものである。
【００５４】
　先ず図６において、ＣＰＵ２１は、図示するステップＳ１０１において、テンポ対応選
曲再生モードの切替操作が行われるのを待機する。すなわち、先にも述べたように、テン
ポ対応選曲再生モードへの切替操作として予め定められた所定操作入力が行われるのを待
機する。
【００５５】
　そして、テンポ対応選曲再生モード切替操作が行われたとされた場合は、ステップＳ１
０２において、歩行テンポ計測開始指示を行って、歩行テンポ計測部２５による歩行テン
ポの計測を開始させる。
　さらに、ステップＳ１０３では、歩行テンポが計測されるのを待機するようにされる。
すなわち、先の図１においても説明したように、この場合の歩行テンポの計測にあたって
は所定時間を要するため、それを待機するようにされるものである。
　歩行テンポ情報が計測された場合は、次のステップＳ１０４において、歩行テンポ計測
部２５から供給される歩行テンポの情報を取得するようにされる。
【００５６】
　歩行テンポの情報を取得すると、ステップＳ１０５において、コンテンツデータベース
からテンポが一致するコンテンツを検索する。すなわち、再生装置側コンテンツデータベ
ース３４ａに格納されるコンテンツのうち、この場合は計測されたテンポ情報と数値が一
致するテンポ情報が対応づけられているコンテンツを検索する。
【００５７】
　続くステップＳ１０６においては、該当するコンテンツがあったか否かについて判別処
理を行う。ステップＳ１０６において、該当コンテンツとしてテンポ情報が一致するコン
テンツがないとして否定結果が得られた場合は、後の図７に示す不在テンポコンテンツ自
動取得機能の実現のための処理に移行するようにされる。
【００５８】
　また、ステップＳ１０６において、該当するコンテンツがあったとして肯定結果が得ら
れた場合は、ステップＳ１０７に進み、検索されたコンテンツでプレイリストを作成する
ようにされる。すなわち、検索されたコンテンツを再生対象とするプレイリストを作成す
る。
　そして続くステップＳ１０８においては、作成したプレイリストに基づく再生の開始の
ための処理を実行する。つまり、プレイリストにリストアップされる音楽データファイル
についての再生が行われるように、記録／再生部３１に対する制御を行う。
　これにより、ユーザの歩行テンポと一致するテンポを有する曲の再生が開始される。
【００５９】
　続いて、図７により、不在テンポコンテンツ自動取得機能を実現するために実行される
べき携帯型再生装置２側の処理動作と、それに応じてサーバ装置４側で実行されるべき処
理動作とについて説明する。
　先ず、携帯型再生装置２側において、先のステップＳ１０６にて否定結果が得られた場
合は、この図７に示すステップＳ２０１に処理を進めるようにされる。
　このステップＳ２０１では、先ずは接続処理を実行するようにされる。つまり、具体的
には通信部２９に対する制御として、先ず図１にて説明したネットワーク３と接続された
電波中継器（図示せず）との接続を確立するための制御を実行する。そして、上記電波中
継器との間で接続が確立された場合は、ネットワーク３を介して接続されたサーバ装置４
との接続を確立するための制御を行う。
【００６０】
　ステップＳ２０２では、接続不可であるか否かについて判別処理を行う。すなわち、上
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記ステップＳ２０１による接続処理により、ネットワーク３への接続、及びサーバ装置４
との接続が確立できたか否かについて判別する。
　接続が確立できなかったとして否定結果が得られた場合は、図示するようにしてステッ
プＳ２０７に進み、所定時間待機した後、ステップＳ２０１に戻って再度接続処理を実行
するようにされる。すなわち、これによって先の図５にて説明したリトライ機能が実現さ
れる。
【００６１】
　また、上記ステップＳ２０２において、接続が確立したとして肯定結果が得られた場合
は、ステップＳ２０３において、サーバ装置４に対しテンポ情報を指定した配信要求を行
う。つまり、先のステップＳ１０４にて取得された歩行テンポの情報も含んだコンテンツ
配信要求が行われるように通信部２９に対する制御を行う。
【００６２】
　サーバ装置４側では、上記配信要求の受信をステップＳ３０１において待機する。そし
て配信要求があったとした場合は、ステップＳ３０２において、コンテンツデータベース
から受信されたテンポ情報と一致するテンポ情報が対応づけられたコンテンツを検索する
。すなわち、上記受信された配信要求により指定されるテンポ情報に基づき、サーバ側コ
ンテンツデータベース４８ａからそのテンポ情報と数値が一致するテンポ情報が対応づけ
られたコンテンツを検索するようにされる。
【００６３】
　そして、ステップＳ３０３では、検索されたコンテンツとその付加情報とを携帯型再生
装置２に対して送信する処理を実行する。つまり、検索されたコンテンツとその付加情報
とがネットワーク３を介して携帯型再生装置２に送信されるように通信処理部４９に対す
る制御を行う。
【００６４】
　携帯型再生装置２側では、このようにしてサーバ装置４側から送信されたコンテンツと
その付加情報との受信をステップＳ２０４において待機するようにされる。そしてこれら
の情報が通信部２９により受信されると、ステップＳ２０５において、先ずはこれら受信
されたコンテンツとその付加情報とが再生装置側コンテンツデータベース３４ａに保存さ
れるように制御を行う。すなわち、これら受信されたコンテンツ（音楽データファイル）
とその付加情報とが対応づけられてＨＤＤ３４に記録されるように記録／再生部３１を制
御する。
【００６５】
　その上で、ステップＳ２０６において、このように保存されたコンテンツでプレイリス
トを作成するようにされる。そしてこのステップＳ２０６の処理を実行すると、先の図６
にて説明したステップＳ１０８に進み、作成したプレイリストに基づく再生の開始のため
の処理を実行するようにされる。
　これによってユーザの歩行テンポと一致するテンポを有する曲の再生が開始される。
【００６６】
　＜第２の実施の形態＞
　－システム概要－

　続いて、第２の実施の形態について説明する。
　図８は、第２の実施の形態としてのコンテンツ配信システム１０の概要について説明す
るための図である。
　図８において、第２の実施の形態のコンテンツ配信システム１０としては、図示するよ
うにして携帯型再生装置５と、パーソナルコンピュータ６と、サーバ装置４とを少なくと
も含んで構成される。この場合、携帯型再生装置５が本発明でいう再生装置に相当し、サ
ーバ装置４が本発明でいうサーバ装置に相当する。また、パーソナルコンピュータ６が本
発明でいう情報処理装置に相当するものとなる。
【００６７】
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　第２の実施の形態の場合、携帯型再生装置５としては、先の携帯型再生装置２とは異な
りネットワーク３への接続機能を有さない機器を想定している。但し、この場合の携帯型
再生装置５としては、パーソナルコンピュータ６とのデータ通信を行うための通信手段を
備えており、ユーザはパーソナルコンピュータ６に格納されるＰＣ側コンテンツデータベ
ース（後述するＰＣ側コンテンツデータベース６８ａ）から、携帯型再生装置５へのコン
テンツ（及びその付加情報）をダウンロードするようにされる。
【００６８】
　また、この場合、パーソナルコンピュータ６における上記ＰＣ側コンテンツデータベー
スは、サーバ装置４（所定の配信サイト）からダウンロードしたコンテンツ・付加情報に
より形成されるようになっている。さらには、ＣＤ（Compact Disc）等のメディアに記憶
されたコンテンツを取り込み（いわゆるリッピング）、これを上記ＰＣ側コンテンツデー
タベースに追加することもできるようにされる。
【００６９】
　なお、このようにＣＤ等のメディアからリッピングしたコンテンツについては、タイト
ル名などの付加情報が付加されていない場合がある。そのような場合、例えば現状におい
て広く行われているように、インターネットとしてのネットワーク３上に存在するＣＤＤ
Ｂ（ＣＤ Data Base）等、過去においてリリースされた楽曲についての付加情報を格納す
る所定のデータベースから該当する付加情報をダウンロードするようにされる。
【００７０】
　また、実施の形態の場合、付加情報としてはテンポ情報が必要となるが、パーソナルコ
ンピュータ６が上記のようにしてリッピングしたコンテンツについてのテンポ情報を取得
するにあたっては、例えば上記ＣＤＤＢのようなデータベースに予めテンポ情報も付加情
報として格納しておき、それを取得するようにされていればよい。
　或いは、パーソナルコンピュータ６が音声解析機能を備え、リッピングしたコンテンツ
について音声解析を行ってテンポ情報を自動的に取得するように構成することもできる。
　または、上述のようにしてリッピングしたコンテンツについて取得した他の付加情報（
属性情報）を送信してサーバ装置４に該当するテンポ情報の問い合わせを行い、サーバ装
置４側からそのコンテンツのテンポ情報を取得するように構成することもできる。
　なお、このようにしてパーソナルコンピュータ６がリッピングしたコンテンツの付加情
報としてテンポ情報を取得するための手法は多様に考えられる。ここでは一例として、ネ
ットワーク３上のＣＤＤＢのようなデータベースに対し予めテンポ情報も付加情報として
格納される場合を例に挙げる。すなわち、この場合のパーソナルコンピュータ６では、現
状において行われているようにリッピングしたコンテンツについての付加情報をネット上
の所定のデータベースから取得するようにされていることで、そのテンポ情報をも取得す
ることができるようにされる。
【００７１】
　ここで、上記のようなサーバ装置４側からのコンテンツ・付加情報のダウンロード、及
びリッピングしたコンテンツについてのネットワーク上からの付加情報の取得、及びコン
テンツと付加情報とを対応づけたＰＣ側コンテンツデータベースの生成、及び携帯型再生
装置５へのコンテンツ・付加情報のダウンロードなどの各種処理は、パーソナルコンピュ
ータ６に対し予めインストールされた専用のアプリケーション（以下コンテンツ管理アプ
リケーションと称する）により行われるようになっている。
　なお、このようなコンテンツ管理アプリケーションとしての、上記各種処理を実現する
プログラムについては既に公知であり、ここでの詳細な説明は省略する。
【００７２】
　第２の実施の形態において、携帯型再生装置２のユーザは、パーソナルコンピュータ６
のユーザでもあることを想定しており、使用形態として、先ずユーザは、上記コンテンツ
管理アプリケーションがインストールされたパーソナルコンピュータ６により、サーバ装
置４からのコンテンツ・付加情報のダウンロード、或いはリッピングによるコンテンツ・
付加情報の取り込みを行わせる。これによって先ずは上記ＰＣ側コンテンツデータベース
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が形成されるようにする。その上で、例えばパーソナルコンピュータ６に対し携帯型再生
装置５を例えばＵＳＢケーブル等を介して接続することで、携帯型再生装置５にパーソナ
ルコンピュータ６側に格納されるコンテンツ・付加情報をダウンロードするようにされる
。つまり、ユーザはこのようにして携帯型再生装置５にダウンロードしたコンテンツを再
生させてこれを楽しむようにされている。
【００７３】
　また、本実施の形態において、ユーザは、上記コンテンツ管理アプリケーションによる
パーソナルコンピュータ６から携帯型再生装置５へのダウンロード処理についての設定と
して、自動同期処理を行うか否かについて選択を行うことが可能とされる。つまり、例え
ばパーソナルコンピュータ６と携帯型再生装置５とがデータ通信可能な状態に接続された
ことに応じ、自動的にＰＣ側コンテンツデータベースの内容と再生装置側コンテンツデー
タベース３４ａの内容とを同期させる処理を行うか否かを選択設定することができるよう
にされる。
　なお、このような自動同期処理を行わないとの設定の下では、ユーザはＰＣ側コンテン
ツデータベースから任意に選択したコンテンツとその付加情報とを携帯型再生装置５にダ
ウンロードすることができるようにされている。
【００７４】
　なお第２の実施の形態において、サーバ装置４の構成については第１の実施の形態と同
様となるのでここでの改めての説明は省略する。但し、この場合はＣＰＵ４１が行うべき
処理動作は異なるものとなるが、これについては後の説明により明らかとなる。
【００７５】
　－再生装置の構成－

　図９は、図８に示した第２の実施の形態としての携帯型再生装置５の内部構成について
示したブロック図である。
　なおこの図において、既に図２において説明した部分と同様となる部分については同一
符号を付して説明を省略する。
【００７６】
　先にも述べたように、この場合の携帯型再生装置５としては、第１の実施の形態の場合
の携帯型再生装置２からネットワーク接続機能を省略したものとなる。すなわち、図２に
示した通信部２９、アンテナ３０は省略されたものとなる。
【００７７】
　この携帯型再生装置５に対しては、新たにＵＳＢ（Universal Serial Bus）インタフェ
ース５１が追加される。すなわち、この場合は図１に示したパーソナルコンピュータ６と
の間で、ＵＳＢ通信規格に従ったデータ通信を行うように構成されている。
　先の図８の説明からも理解されるように、このＵＳＢインタフェース５１を介しては、
パーソナルコンピュータ６からのコンテンツ（音楽データファイル）とその付加情報など
が受信される。そして、このように受信された音楽データファイルとその付加情報は、上
述したパーソナルコンピュータ６側のコンテンツ管理アプリケーションによる指示に基づ
くＣＰＵ２１の制御処理によって、それらが対応づけられてＨＤＤ３４に対して記録され
るようになっている。すなわち、これによってＨＤＤ３４に対しては、図示する再生装置
側コンテンツデータベース３４ａが形成されるようになっている。
【００７８】
　なお、ここではパーソナルコンピュータ６と携帯型再生装置５との間の通信インタフェ
ースとしてＵＳＢインタフェースを採用するものとしたが、このようなパーソナルコンピ
ュータ６と携帯型再生装置５との間の通信インタフェースとしては、例えばＩＥＥＥ(the
 Institute of Electrical and Electronic Engineers)１３９４などの他のインタフェー
スとすることもできる。或いは有線による通信以外にも、例えばBluetooth（登録商標）
などの無線通信により行うこともできる。
【００７９】
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　－情報処理装置の構成－

　図１０は、図８に示したパーソナルコンピュータ６の内部構成について示すブロック図
である。
　図１０において、先ずＣＰＵ６１は、起動されたプログラムに基づいて当該パーソナル
コンピュータ６の全体制御、演算処理を行う。例えば、図示する入力部６５に対する入力
に応じた動作、ＨＤＤ６８へのデータファイルの格納や管理情報の作成・更新等を行う。
またＣＰＵ６１は、図示するバス６２を介して各部との間で制御信号やデータのやりとり
を行う。
【００８０】
　メモリ部６３は、ＣＰＵ６１が処理に用いるＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリなどを
包括的に示している。このメモリ部６３のＲＯＭには、ＣＰＵ６１の動作プログラム、プ
ログラムローダー等が記憶される。
　特にこの場合は、先の図８にて説明したような、コンテンツ・付加情報についてのダウ
ンロードやＰＣ側コンテンツデータベース６８ａの生成などの各種機能を実現するための
専用のアプリケーションプログラム（コンテンツ管理アプリケーションプログラム）も格
納される。なお、このようなコンテンツ管理アプリケーションプログラムについては、Ｈ
ＤＤ６８に対して格納することもできる。
　また、上記フラッシュメモリには各種演算係数、プログラムで用いるパラメータ等が記
憶され、ＲＡＭにはプログラムを実行する上でのデータ領域、タスク領域が一時的に確保
される。
【００８１】
　ＨＤＤ６８においては、ＣＰＵ６１の制御に基づいてデータファイルの格納や管理情報
の作成・更新等が行われる。
　特に、この場合のＨＤＤ６８に対しては、図示するようにしてサＰＣ側コンテンツデー
タベース６８ａが格納される。
　このＰＣ側コンテンツデータベース６８ａは、先の図８の説明からも理解されるように
、サーバ装置４からダウンロードしたコンテンツとその付加情報、リッピングにより取り
込んだコンテンツとその付加情報とが対応づけられて形成されたものとなる。
　なお、確認のために述べておくと、このようなＰＣ側コンテンツデータベース６８ａの
データ構造としても、先の図４に示したものと同様の構造となる。すなわち、コンテンツ
データとしての音楽データファイルに対し、付加情報として属性情報（この場合はタイト
ル、アーティスト、ジャンル、リリース年）とテンポ情報とが対応づけられたものとなる
。
　また、このようなＰＣ側コンテンツデータベース６８ａについても、実際には例えばＨ
ＤＤ６８などに記録されるコンテンツ管理情報により各コンテンツと付加情報との対応づ
けが行われる。
【００８２】
　入力部６５は、図示されないキーボードやマウス、リモートコマンダー、その他の入力
デバイスとされる。この入力部６５に対しては、ユーザが各種操作入力やデータ入力を行
うものとして想定されている。
　入力部６５で入力された情報は入力処理部６４で所定の処理が施され、ＣＰＵ６１に対
して操作又はデータの入力として伝達される。そしてＣＰＵ６１では入力された情報に対
応して必要な演算や制御を行うようにされる。
【００８３】
　ディスプレイ６７は、例えば液晶ディスプレイなどの表示ディスプレイとされて、ユー
ザに対して各種情報表示を行う。例えばＣＰＵ６１が各種動作状態や入力状態、通信状態
に応じて表示情報を表示処理部６６に供給すると、表示処理部６６は供給された表示デー
タに基づいてディスプレイ６７を表示駆動し、これによって各種の情報についての表示出
力が行われる。
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【００８４】
　通信処理部６９は、ＣＰＵ６１の制御に基づいて送信データのエンコード処理、受信デ
ータのデコード処理を行う。
　ネットワークインタフェース７０は、上記通信処理部６９にてエンコードされた送信デ
ータをネットワーク３を介して所定の機器（特にこの場合はサーバ装置４）に送信する。
またネットワーク３を介してサーバ装置４などの外部機器から送信されてきた信号を、通
信処理部６９に受け渡す。
　通信処理部６９は受信した情報をＣＰＵ６１に転送する。
【００８５】
　ＵＳＢインタフェース７１は、ＵＳＢケーブルを介して接続された外部機器（この場合
は特に携帯型再生装置５）との間でデータ通信を行うために設けられる。
【００８６】
　また、パーソナルコンピュータ６に対しては、図示するドライブ制御部７２とメディア
ドライブ７３が設けられる。
　メディアドライブ７３は、例えばＣＤ、ＭＤ(Mini Disc：光磁気ディスク)、ＣＤ－Ｒ(
Recordable)、ＣＤ－ＲＷ（ReWritable）、ＤＶＤ(Digital Versatile Disc)、ＤＶＤ－
Ｒ、ＤＶＤ－ＲＷ、メモリーカード（半導体メモリ装置）等、所要の記録メディアに対応
するドライブ機能部であり、これらメディアについての記録再生動作を行うことが可能に
構成される。例えばメディアとしてＣＤ系やＤＶＤ系のディスクメディアに対応する場合
、このメディアドライブ７３には、例えば光学ヘッド、スピンドルモータ、再生信号処理
部、サーボ回路等が備えられるものとなる。
　ドライブ制御部７２は、メディアドライブ７３に装填されたメディアについての記録再
生動作、アクセス動作等を制御する。例えば装填されたメディアに対する再生指示が発生
した場合、ＣＰＵ６１はドライブ制御部７２にメディアの再生を指示する。するとドライ
ブ制御部７２は、メディアドライブ７３に対してアクセス動作や再生動作を実行させるた
めの制御を行う。メディアドライブ７３は、読み出した再生データをドライブ制御部７２
を介してバス６２に送出する。
　これらドライブ制御部７２とメディアドライブ７３とが備えられることで、上述したリ
ッピングとしての、メディアからのコンテンツの取り込みが可能とされる。
【００８７】
　－第２の実施の形態としての動作－

　図１１、図１２は、上記により説明した携帯型再生装置５のＣＰＵ２１、及びパーソナ
ルコンピュータ６のＣＰＵ６１の処理動作によりそれぞれ実現される各種機能について説
明するための図である。
　先ず、図１１は、携帯型再生装置５のＣＰＵ２１により実現される機能について示して
いる。
　図１１において、この場合のＣＰＵ２１に対しても、テンポ対応選曲再生機能部２１ｂ
が備えられるものとなる。すなわち、第２の実施の形態の携帯型再生装置５としても、第
１の実施の形態の場合と同様に、ユーザの運動テンポと一致するテンポを有する曲を再生
装置側コンテンツデータベース３４ａから自動的に選曲してこれを再生することができる
ようにされている。
【００８８】
　また、不在テンポ情報保存機能部２１ｄは、上記テンポ対応選曲再生機能部２１ｂによ
るコンテンツの検索の結果、再生装置側コンテンツデータベース３４ａに運動テンポと一
致するテンポを有するコンテンツがないとされた場合に、計測された運動テンポの情報を
不在テンポ情報として保存するための機能部となる。
　つまり、この不在テンポ情報保存機能部２１ｄとしてＣＰＵ２１は、上記のようにして
再生装置側コンテンツデータベース３４ａ内に該当するテンポを有するコンテンツがない
とされた場合に、計測された運動テンポ情報を不在テンポ情報として、例えばＨＤＤ３４
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などの所要の記憶媒体に対して記録するための処理を行う。
【００８９】
　なおこの場合、不在テンポ情報としては、後述するようにしてパーソナルコンピュータ
６側と接続された際に、当該不在テンポ情報に応じたテンポを有するコンテンツが取得さ
れるようにするための情報となる。
　パーソナルコンピュータ６と接続されるタイミングとしては、当該携帯型再生装置５の
電源がオフとされた後となる可能性があり、例えばＲＡＭ等の揮発性メモリに上記不在テ
ンポ情報を保持させたのでは該当するコンテンツをパーソナルコンピュータ６側に要求す
ることができなくなってしまう。
　そこで不在テンポ情報としては、上記のようにＨＤＤ３４などの不揮発性のメモリに保
存する。なお、ＨＤＤ３４以外にも、別途不揮発性メモリが設けられる場合には、そこに
不在テンポ情報を保存するようにすることもできる。
【００９０】
　また、本実施の形態の場合、再生装置側コンテンツデータベース３４ａ内に該当するテ
ンポを有するコンテンツがないとされた場合には、ユーザに対して該当コンテンツ不在通
知を行うようにされる。すなわち、例えば表示部２７上に該当コンテンツがない旨のメッ
セージを文字等により表示するようにされる。
　このような通知を行うことで、携帯型再生装置５側には該当するテンポを有する曲がな
いことをユーザに知らせることができ、パーソナルコンピュータ６への接続（つまりは該
当テンポコンテンツのパーソナルコンピュータ６側からの取得のための接続）を促すこと
ができる。
【００９１】
　続いて、図１２は、ＣＰＵ６１により実現される機能について示している。
　図示するコンテンツ取得機能部６１ａとしては、先に述べたリッピングやサーバ装置４
からのダウンロードにより、コンテンツとその付加情報とを取得し、それらを対応づけて
ＨＤＤ６８に記録することでＰＣ側コンテンツデータベース６８ａを生成する機能を実現
するための機能部となる。すなわち、このコンテンツ取得機能部６１ａの機能部としては
、先に述べたコンテンツ管理アプリケーションにより実現されるものである。
【００９２】
　また、コンテンツダウンロード（対再生装置）機能部６１ｂは、携帯型再生装置５に対
してＰＣ側コンテンツデータベース６８ａに格納されたコンテンツ・付加情報をダウンロ
ードするための機能部となる。先の図８においても述べたように、携帯型再生装置５への
コンテンツのダウンロード時には、ユーザは自動同期処理を行うか否かについて選択設定
を行うことが可能とされる。
　自動同期処理設定が為されている場合、このコンテンツダウンロード（対再生装置）機
能部６１ｂとしては、パーソナルコンピュータ６と携帯型再生装置５とがデータ通信可能
な状態に接続されたことに応じ、自動的にＰＣ側コンテンツデータベース６８ａの内容と
再生装置側コンテンツデータベース３４ａの内容とを同期させるための処理を行うように
される。また、自動同期処理設定が為されていない場合は、自動同期処理は行わず、ユー
ザ操作に応じて選択されたコンテンツとその付加情報とを携帯型再生装置５側にダウンロ
ードするようにされる。
　このようなコンテンツダウンロード（対再生装置）機能部６１ｂの機能としても、上記
コンテンツ管理アプリケーションの機能の一部となる。
【００９３】
　本実施の形態の場合、以下の不在テンポコンテンツ自動ダウンロード（対再生装置）機
能部６１ｃと、不在テンポコンテンツ自動取得（対サーバ）機能部６１ｄとしての機能が
、上記コンテンツ管理アプリケーションの機能として新たに追加される。
　先ず、不在テンポコンテンツ自動ダウンロード（対再生装置）機能部６１ｃとしては、
上述のようにして不在テンポ情報保存機能部２１ｄにより携帯型再生装置５側に不在テン
ポ情報が保存されている場合に対応して、この不在テンポ情報が示すテンポと一致するテ
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ンポを有するコンテンツとその付加情報とを携帯型再生装置５側にダウンロードするため
の機能部となる。
【００９４】
　ここで、本実施の形態のパーソナルコンピュータ６としては、上記のように携帯型再生
装置５との間でコンテンツデータベースについての自動同期処理を行うようにされている
。このような自動同期処理設定がなされている場合は、ＰＣ側コンテンツデータベース６
８ａ側に格納されるコンテンツうち、携帯型再生装置５側に保持されているコンテンツ以
外の全てのコンテンツとその付加情報とが携帯型再生装置５側にダウンロードされること
になる。
　すなわち、このようにして自動同期処理設定が為されている場合には、携帯型再生装置
５側にダウンロードしたコンテンツうちに、不在テンポ情報と一致するテンポを有するコ
ンテンツが含まれていたか否かについて確認を行えばよいものとなる。
【００９５】
　このようにして自動同期処理設定が為されている場合に対応した具体的な処理動作とし
ては、先ずは自動同期処理としてＰＣ側コンテンツデータベース６８ａの内容と再生装置
側コンテンツデータベース３４ａの内容とを同期させるための処理を行う。
　その上で、携帯型再生装置５側に不在テンポ情報が保存されているか否かを確認し、不
在テンポ情報が保持されていることが確認された場合は、ＰＣ側コンテンツデータベース
６８ａ内にその不在テンポ情報と一致するテンポを有するコンテンツがあるか否かについ
て判別する。
　この判別処理により、不在テンポ情報と一致するテンポを有するコンテンツがあったと
された場合には、上述した同期処理によって該当するコンテンツが携帯型再生装置５側に
ダウンロードされたことがわかる。つまり、これによって不在テンポコンテンツ自動ダウ
ンロード（対再生装置）機能部６１ｃとしての動作は完了する。
　このような不在テンポコンテンツ自動ダウンロード（対再生装置）機能部６１ｃとして
の動作が行われることで、携帯型再生装置５側で該当なしとされた、ユーザの運動テンポ
と一致するテンポを有するコンテンツを、ユーザの手動による選択操作なしに自動的に携
帯型再生装置５側にダウンロードすることができる。
【００９６】
　一方で、自動同期処理設定が為されていない場合、不在テンポコンテンツ自動ダウンロ
ード（対再生装置）機能部６１ｃとしては、携帯型再生装置５側に不在テンポ情報が保存
されていることに応じ、その不在テンポ情報と一致するテンポを有するコンテンツをＰＣ
側コンテンツデータベース６８ａから検索し、該当するコンテンツがあった場合にはその
コンテンツと付加情報とを携帯型再生装置５側にダウンロードする処理を行う。
　このような動作が行われることで、自動同期処理設定が為されていない場合においても
、携帯型再生装置５側では該当なしとされたユーザの運動テンポと一致するテンポを有す
るコンテンツを、ユーザの手動による選択操作なしに自動的に携帯型再生装置５側にダウ
ンロードすることができる。
【００９７】
　また、上述した不在テンポコンテンツ自動取得（対サーバ）機能部６１ｄは、ＰＣ側コ
ンテンツデータベース６８ａ内に不在テンポ情報と一致するテンポを有するコンテンツが
ないとされた場合に対応して、該当するコンテンツをサーバ装置４側から取得し、これを
携帯型再生装置５側に転送して取得させるための機能部となる。
　具体的に、この場合の不在テンポコンテンツ自動取得（対サーバ）機能部６１ｄとして
は、上記不在テンポコンテンツ自動ダウンロード（対再生装置）機能部６１ｃによるＰＣ
側コンテンツデータベース６８ａの検索の結果、該当するコンテンツがないとされた場合
に応じ、サーバ装置４への接続処理を行った上で、携帯型再生装置５から取得した不在テ
ンポ情報を指定したコンテンツ配信要求を行うようにされる。
【００９８】
　パーソナルコンピュータ６側からの上記配信要求に応じ、サーバ装置４は、この場合と
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しても当該配信要求により指定されるテンポ情報と一致するテンポを有するコンテンツを
サーバ側コンテンツデータベース４８ａから検索し、検索されたコンテンツとその付加情
報とをパーソナルコンピュータ６に対して送信するようにされる。
【００９９】
　このようにしてサーバ装置４側から送信された該当するコンテンツとその付加情報とが
受信されると、上記不在テンポコンテンツ自動取得（対サーバ）機能部６１ｄとしては、
先ずはこれら受信されたコンテンツとその付加情報とがＰＣ側コンテンツデータベース６
８ａに保存されるように制御処理を行う。すなわち、これら受信されたコンテンツとその
付加情報とが対応づけられてＨＤＤ６８に記録されるように制御処理を行う。
　そして、このようにサーバ装置４から受信されて保存されたコンテンツとその付加情報
とが、携帯型再生装置５に対して送信されるようにする。
【０１００】
　このような不在テンポコンテンツ自動取得（対サーバ）機能部６１ｄとしての動作が行
われることで、ＰＣ側コンテンツデータベース６８ａ内に該当するコンテンツがない場合
においても、ユーザの運動テンポと一致するテンポを有するコンテンツを、ユーザの手動
による選択操作なしに自動的に携帯型再生装置５側にダウンロードすることができる。
【０１０１】
　以上のようにしてパーソナルコンピュータ６側に備えられた不在テンポコンテンツ自動
ダウンロード（対再生装置）機能部６１ｃと不在テンポコンテンツ自動取得（対サーバ）
機能部６１ｄとによっては、携帯型再生装置５側では該当なしとされたユーザの運動テン
ポと一致するテンポを有するコンテンツを、ＰＣ側コンテンツデータベース６８ａ、或い
はサーバ側コンテンツデータベース４８ａから、ユーザの手動による選択操作なしに自動
的に携帯型再生装置５側にダウンロードすることができる。
【０１０２】
　ここで、上記説明のように、本実施の形態の携帯型再生装置５では、計測された運動テ
ンポと一致するテンポを有するコンテンツが再生装置側コンテンツデータベース３４ａ内
にないとされた場合に、そのテンポ情報を不在テンポ情報として保存しておくようにされ
ているが、このことで、パーソナルコンピュータ６側と接続された場合にその不在テンポ
情報をパーソナルコンピュータ６に取得させることができ、これによって上述のようにし
てパーソナルコンピュータ６側からその不在テンポ情報に応じたテンポを有するコンテン
ツを取得することができる。つまり、このように不在テンポ情報を保存しておくようにさ
れることで、外部装置と接続されたときにこの不在テンポ情報に基づいて該当するコンテ
ンツを取得することができるようになる。
【０１０３】
　また、パーソナルコンピュータ６としては、このように携帯型再生装置５で不在テンポ
情報を保存するようにされている場合に対応して、その不在テンポ情報を取得して自らの
ＰＣ側コンテンツデータベース６８ａにおける該当コンテンツの有無を確認することがで
きる。そして、自らのデータベース６８ａに該当するコンテンツがないとされた場合は、
上述のようにしてネットワーク３上のサーバ装置４に上記不在テンポ情報を指定した配信
要求を行うようにされており、これによってサーバ装置４から該当するテンポのコンテン
ツ（及び付加情報）を取得することができる。さらには、このように取得した該当するテ
ンポのコンテンツを携帯型再生装置５に対して転送するようにされていることで、携帯型
再生装置５に該当するコンテンツを取得させることができる。
【０１０４】
　－処理動作－

　続いては、次の図１３～図１７のフローチャートを参照して、上記説明による第２の実
施の形態としての動作を実現するための処理動作について説明する。
　先ず、図１３は、図１１にて説明したテンポ対応選曲再生機能部２１ｂとしての機能と
、不在テンポ情報保存機能部２１ｄとしての機能とを実現するために携帯型再生装置５に
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おいて行われるべき処理動作について示している。なおこの図に示す処理動作は図９に示
した携帯型再生装置５のＣＰＵ２１がＲＯＭ２２に格納されるプログラムに基づいて実行
するものである。
【０１０５】
　図１３において、ステップＳ４０１～ステップＳ４０８の処理は、図１１に示すテンポ
対応選曲再生機能部２１ｂとしての機能を実現するための処理動作であり、その内容は先
の図６にて説明したステップＳ１０１～Ｓ１０８と同様となる。従って、これらステップ
Ｓ４０１～ステップＳ４０８によるテンポ対応選曲再生機能部２１ｂとしての機能を実現
するための処理動作については、ここでの改めての説明は省略する。
　ここでは、図中ステップＳ４０９～Ｓ４１１としての、不在テンポ情報保存機能部２１
ｄによる機能を実現するための処理動作について説明する。
【０１０６】
　このような不在テンポ情報保存機能部２１ｄとしての機能を実現するための処理動作と
しては、ステップＳ４０６に示す判別処理により、再生装置側コンテンツデータベース３
４ａ内に計測された歩行テンポと一致するテンポを有するコンテンツがないとされた場合
に実行されるものとなる。
　すなわち、ステップＳ４０６において否定結果が得られたことに応じ、上記ステップＳ
４０９～Ｓ４１１による処理が実行される。
【０１０７】
　先ずステップＳ４０９では、取得したテンポ情報を保存するための処理を実行する。す
なわち、ステップＳ４０４にて取得されたテンポ情報を、例えばＨＤＤ３４などの所定の
不揮発性の記憶媒体に記録するための処理を行う。
【０１０８】
　続くステップＳ４１０では、該当コンテンツ不在通知を行う。つまり、ユーザに対し、
計測された運動テンポと一致するテンポを有するコンテンツがデータベース３４ａ内に無
い旨の通知を行うようにされる。
　先にも述べたように、このような該当コンテンツ不在通知としては、表示部２７上に所
定のメッセージを文字等により表示することで行うようにされる。つまり具体的にステッ
プＳ４１０では、予め用意された所定のメッセージデータを表示データとして表示処理部
２８に供給して当該メッセージデータが表示部２７に表示されるように指示を行う。
【０１０９】
　なお、該当コンテンツ不在通知としては、このようなメッセージ表示による視覚的な通
知を行う以外にも、例えば音声による通知とすることもできる。その場合は、音声信号処
理部３２に対して所定の音声データ（電子音等も含む）を供給してこれがヘッドホンアン
プ３３を介して音声出力されるようにすればよい。
【０１１０】
　そして、ステップＳ４１１では、フラグ＝１を設定する。このフラグは、後にパーソナ
ルコンピュータ６側と接続された際に、パーソナルコンピュータ６側に不在テンポ情報が
保存されていることを示すための識別子となる。ここではフラグ＝１により不在テンポ情
報が保存されていることを示し、フラグ＝０により不在テンポ情報が保存されていないこ
とを示すようにされているとする。
【０１１１】
　続いて、図１４～図１７は、先の図１２にて説明した不在テンポコンテンツ自動ダウン
ロード（対再生装置）機能部６１ｃと、不在テンポコンテンツ自動取得（対サーバ）機能
部６１ｄとしての機能を実現するための処理動作について主に示している。
　なお、これらの図において、携帯型再生装置側の処理動作は図９に示した携帯型再生装
置５のＣＰＵ２１がＲＯＭ２２に格納されるプログラムに基づいて実行するものであり、
またパーソナルコンピュータ６側の処理動作は、図１０に示したＣＰＵ６１が例えばメモ
リ部６３に格納されるプログラムに従って実行するものである。さらに、サーバ装置側の
処理動作としてはサーバ装置４のＣＰＵ４１がメモリ部４３に格納されるプログラムに従
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って実行するものである。
　また、図１４においては、既に携帯型再生装置５とパーソナルコンピュータ６とがデー
タ通信可能な状態に接続された状態にあるものとする。
【０１１２】
　図１４は、主に自動同期処理設定が為されている場合であって、ＰＣ側コンテンツデー
タベース６８ａ内に不在テンポ情報と一致するテンポを有するコンテンツがあった場合に
対応して行われるべき処理動作について示している。
　この図１４において、先ずパーソナルコンピュータ６では、ステップＳ６０１において
自動同期モードであるか否かについて判別処理を行うようにされる。つまり、パーソナル
コンピュータ６側では、例えば携帯型再生装置５側との接続が確立されたことに応じコン
テンツ管理アプリケーションを自動的に起動するようにされ、現在の設定として自動同期
処理設定が為されているか否かの判別処理を行うようにされる。
　ステップＳ６０１において、自動同期処理設定が為されていないとして否定結果が得ら
れた場合は、後述する図１７に示す一連の処理を実行するようにされる。
　また自動同期処理設定が為されているとして肯定結果が得られた場合は、図示するよう
にしてステップＳ６０２に進む。
【０１１３】
　ステップＳ６０２では、同期処理を実行するようにされる。すなわち、ＰＣ側コンテン
ツデータベース６８ａの内容と、接続された携帯型再生装置５における再生装置側コンテ
ンツデータベース３４ａの内容とを同期させるための処理を行う。なお、ここではパーソ
ナルコンピュータ６側におけるこの同期処理に応じて携帯型再生装置５にて行われるべき
処理動作を、図中のステップＳ５０１の同期処理として示している。このようにパーソナ
ルコンピュータ６と携帯型再生装置５との間で行われる同期処理時には、例えば携帯型再
生装置５側へのコンテンツ管理情報（先に述べたようにコンテンツと付加情報との対応関
係を管理するための情報）の転送指示、転送されたコンテンツ管理情報とＰＣ側コンテン
ツデータベース６８ａについてのコンテンツ管理情報との比較、その比較結果に応じたＰ
Ｃ側コンテンツデータベース６８ａからのコンテンツとその付加情報の転送等の各種の処
理が行われるものとなる。
【０１１４】
　パーソナルコンピュータ６側において、続くステップＳ６０３では、携帯型再生装置５
に対するフラグ情報の送信要求を行う。
【０１１５】
　この送信要求に応じ携帯型再生装置５側では、ステップＳ５０２と示すようにしてフラ
グ情報の送信処理を行う。すなわち、先の図１３にて説明した不在テンポ情報の保存の有
無を示すためのフラグ情報が、ＵＳＢインタフェース５１を介してパーソナルコンピュー
タ６側に送信されるように制御処理を行う。
【０１１６】
　パーソナルコンピュータ６側では、このようにして携帯型再生装置５側から送信される
フラグ情報の受信をステップＳ６０４にて待機しており、フラグ情報が受信された場合は
ステップＳ６０５において、フラグ＝１であるか否かについて判別処理を行う。
　フラグ＝１でない場合、すなわち携帯型再生装置５に不在テンポ情報が保存されていな
いとして否定結果が得られた場合は、次の図１５に示すように、ステップＳ７０１におい
て携帯型再生装置５側に処理終了通知を行う。つまり、この場合は携帯型再生装置５側に
特に取得させるべきコンテンツはないとして、自動同期処理のみを行って処理動作を終了
するようにされる。
　上記処理終了通知に応じ、携帯型再生装置５としても処理動作を終了するようにされる
。
【０１１７】
　図１４に戻り、上記ステップＳ６０５において、フラグ＝１である場合、すなわち携帯
型再生装置５側に不在テンポ情報が保存されているとして肯定結果が得られた場合は、ス
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テップＳ６０６に進み、テンポ情報の送信要求を行うようにされる。
　この送信要求に応じ携帯型再生装置５側では、図中ステップＳ５０３と示されるように
保存されるテンポ情報の送信処理を行う。つまり、先の図１３におけるステップＳ４０９
にて例えばＨＤＤ３４などの所定の不揮発性の記憶媒体に記録した不在テンポ情報がＵＳ
Ｂインタフェース５１を介してパーソナルコンピュータ６側に送信されるように制御処理
を行う。
【０１１８】
　そしてパーソナルコンピュータ６側では、このテンポ情報の受信をステップＳ６０７で
待機するようにされ、テンポ情報が受信された場合はステップＳ６０８において、コンテ
ンツデータベースから受信されたテンポ情報と一致するテンポ情報が対応づけられたコン
テンツを検索するようにされる。つまり、ＰＣ側コンテンツデータベース６８ａから上記
受信されたテンポ情報と数値の一致するテンポ情報が対応づけられたコンテンツを検索す
るようにされる。
【０１１９】
　続くステップＳ６０９では、該当コンテンツが存在するか否かについて判別処理を行う
。該当するコンテンツとして、上記受信されたテンポ情報と一致するテンポ情報が対応づ
けられたコンテンツが上記ＰＣ側コンテンツデータベース６８ａには無かったとして否定
結果が得られた場合は、後の図１６に示すサーバ装置４側からのコンテンツ取得のための
処理を実行するようにされる。
【０１２０】
　一方、ステップＳ６０９において該当するコンテンツがあったとして肯定結果が得られ
た場合は、ステップＳ６１０において、携帯型再生装置５に対しフラグリセット指示を行
う。
【０１２１】
　このフラグリセット指示に応じ携帯型再生装置５側では、図中ステップＳ５０４と示す
ようにしてフラグ＝０にリセットするようにされる。
　これにより、自動同期処理設定が為されている場合であって、ＰＣ側コンテンツデータ
ベース６８ａ内に該当するコンテンツがある場合に対応して行われるべき処理動作は終了
となる。
【０１２２】
　図１６は、上記ステップＳ６０９において否定結果が得られた場合、すなわち自動同期
処理設定が為されていた場合において、ＰＣ側コンテンツデータベース６８ａに不在テン
ポ情報と一致するテンポを有するコンテンツが無かった場合に対応して行われるべき処理
動作を示している。
【０１２３】
　先ず、パーソナルコンピュータ６では、上記ステップＳ６０９において否定結果が得ら
れた場合は、図中ステップＳ９０１において、サーバ装置４への接続処理を実行するよう
にされる。すなわち、例えば通信処理部６９に対する制御を行うなどして、ネットワーク
３を介してサーバ装置４とデータ通信可能な状態に接続されるようにするための制御処理
を実行する。
【０１２４】
　そして続くステップＳ９０２では、サーバ装置４に対しテンポ情報を指定した配信要求
を行うようにされる。つまり、例えば通信処理部６９に対する制御を行うなどして、先の
図１４のステップＳ６０７にて携帯型再生装置５側から受信された不在テンポ情報を指定
した配信要求がサーバ装置４に対し行われるようにするための制御処理を行う。
【０１２５】
　サーバ装置４側では、パーソナルコンピュータ６側との接続確立後、このようなパーソ
ナルコンピュータ６側からの配信要求の受信をステップＳ１００１にて待機するようにさ
れる。
　そして、上記配信要求が受信された場合は、ステップＳ１００２において、コンテンツ
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データベースから受信されたテンポ情報と一致するテンポ情報が対応づけられたコンテン
ツを検索するようにされる。つまり、サーバ側コンテンツデータベース４８ａから、上記
受信された配信要求により指定されるテンポ情報と数値の一致するテンポ情報が対応づけ
られたコンテンツを検索するようにされる。
【０１２６】
　続くステップＳ１００３では、検索されたコンテンツとその付加情報とをパーソナルコ
ンピュータ６に対して送信する処理を実行する。つまり、検索されたコンテンツとその付
加情報とがネットワーク３を介してパーソナルコンピュータ６に送信されるように通信処
理部４９に対する制御を行う。
【０１２７】
　パーソナルコンピュータ６側では、上記コンテンツとその付加情報の受信をステップＳ
９０３にて待機するようにされる。そしてこれらコンテンツ、付加情報が受信された場合
は、ステップＳ９０４において、先ずはこれら受信されたコンテンツとその付加情報とが
ＰＣ側コンテンツデータベース６８ａに保存されるように制御を行う。すなわち、これら
受信されたコンテンツとその付加情報とが対応づけられてＨＤＤ６８に記録されるように
制御処理を行う。
【０１２８】
　その上で、続くステップＳ９０５においては、受信したコンテンツ、付加情報を携帯型
再生装置５に対して送信するための処理を行うようにされる。すなわち上記ステップＳ９
０３にて受信されたコンテンツ、付加情報がＵＳＢインタフェース７１を介して携帯型再
生装置５に送信されるように制御処理を行う。
　これにより、サーバ装置４側から取得されたコンテンツ・付加情報についての携帯型再
生装置５側への転送が行われたことになる。
【０１２９】
　携帯型再生装置５側では、このようなパーソナルコンピュータ６側から送信されたコン
テンツとその付加情報が受信された場合、ステップＳ８０５において、受信されたコンテ
ンツと付加情報とを再生装置側コンテンツデータベース３４ａに保存するための処理を行
うようにされる。
【０１３０】
　また、パーソナルコンピュータ６側では、上記ステップＳ９０５にてコンテンツと付加
情報の送信処理を実行すると、続くステップＳ９０６においてフラグリセット指示を携帯
型再生装置５側に対して行うようにされる。
【０１３１】
　このフラグリセット指示に応じ、携帯型再生装置５側では、図示するステップＳ８０６
にてフラグ＝０にリセットするようにされる。
【０１３２】
　続いて、図１７は、先の図１４のステップＳ６０１において否定結果が得られた場合、
すなわち自動同期処理設定が為されていない場合に対応して行われるべき処理動作につい
て示している。
　図１７において、パーソナルコンピュータ６側では、上記ステップＳ６０１にて否定結
果が得られた場合、ステップＳ１２０１においてフラグ情報の送信要求を携帯型再生装置
５に対し行うようにされる。
【０１３３】
　この送信要求に応じ携帯型再生装置５側では、図中ステップＳ１１０１において、パー
ソナルコンピュータ６側に対するフラグ情報の送信処理を行うようにされる。
【０１３４】
　パーソナルコンピュータ６側では、このようにして携帯型再生装置５側から送信される
フラグ情報の受信をステップＳ１２０２にて待機しており、フラグ情報が受信された場合
は、ステップＳ１２０３において、フラグ＝１であるか否かについて判別処理を行う。
　フラグ＝１でなく、携帯型再生装置５に不在テンポ情報が保存されていないとして否定
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結果が得られた場合は、この場合も先の図１５に示す処理終了通知（Ｓ７０１）を実行す
るようにされ、処理動作を終了するようにされる。
【０１３５】
　また上記ステップＳ１２０３において、フラグ＝１であり携帯型再生装置５側に不在テ
ンポ情報が保存されているとして肯定結果が得られた場合は、ステップＳ１２０４に進み
、テンポ情報の送信要求を行うようにされる。
【０１３６】
　この送信要求に応じ携帯型再生装置５側では、図中ステップＳ１１０２と示されるよう
に保存されるテンポ情報の送信処理を行う。
【０１３７】
　そしてパーソナルコンピュータ６側では、このテンポ情報の受信をステップＳ１２０５
で待機するようにされ、テンポ情報が受信された場合は、ステップＳ１２０６において、
コンテンツデータベースから受信されたテンポ情報と一致するテンポ情報が対応づけられ
たコンテンツを検索するようにされる。
【０１３８】
　また、続くステップＳ１２０７では、該当コンテンツが存在するか否かについて判別処
理を行う。
　該当するコンテンツとして、上記受信されたテンポ情報と一致するテンポ情報が対応づ
けられたコンテンツが上記ＰＣ側コンテンツデータベース６８ａには無かったとして否定
結果が得られた場合は、この場合も先の図１６に示した一連の処理動作を実行するように
される。つまり、これによって自動同期処理設定が為されていなかった場合においても、
ＰＣ側コンテンツデータベース６８ａに該当するコンテンツが存在しなかった場合は、サ
ーバ装置４側から該当コンテンツ（とその付加情報）を取得し、取得したコンテンツの保
存及び携帯型再生装置５側への送信が行われる。
　また、携帯型再生装置５側では、パーソナルコンピュータ６側から送信されたコンテン
ツの保存、及びパーソナルコンピュータ６からのフラグリセット指示に応じたフラグリセ
ット処理（フラグ＝０）が行われるものとなる。
【０１３９】
　また、上記ステップＳ１２０７において、該当するコンテンツがあったとして肯定結果
が得られた場合は、ステップＳ１２０８において、検索されたコンテンツとその付加情報
とを携帯型再生装置５に対して送信する処理を行うようにされる。つまり、これら検索さ
れたコンテンツとその付加情報とがＵＳＢインタフェース７１を介して携帯型再生装置５
側に送信されるように制御処理を行う。
【０１４０】
　この場合も携帯型再生装置５側では、このようなパーソナルコンピュータ６側から送信
されたコンテンツとその付加情報が受信された場合は、図中ステップＳ１１０３において
、受信されたコンテンツと付加情報とを再生装置側コンテンツデータベース３４ａに保存
するための処理を行うようにされる。
【０１４１】
　そして、この場合もパーソナルコンピュータ６側では、上記ステップＳ１２０８にてコ
ンテンツと付加情報の送信処理を実行すると、続くステップＳ１２０９においてフラグリ
セット指示を携帯型再生装置５側に対して行うようにされる。
　このフラグリセット指示に応じ、携帯型再生装置５側では、図示するステップＳ１１０
４にてフラグ＝０にリセットするようにされる。
【０１４２】
　＜変形例＞

　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明としてはこれまでに説明した各
実施の形態に限定されるべきものではない。
　例えば実施の形態では、コンテンツは楽曲（音楽）のみとされる場合を例示したが、例
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えば音楽と映像とが組み合わされたコンテンツとされる場合にも本発明は好適に適用する
ことができる。すなわち、本発明でいうコンテンツとしては、少なくとも音楽を含むもの
とされていればよい。
【０１４３】
　また、これまでの各実施の形態では、携帯型再生装置（２、５）において、単に運動テ
ンポと一致するテンポを有することのみを条件としてコンテンツを検索するものとしたが
、テンポが一致するコンテンツであっても、毎回同じコンテンツを聞かせるようではユー
ザを飽きさせてしまう虞がある。
　そこで、携帯型再生装置としては、テンポが一致するとして検索されたコンテンツであ
っても、その再生回数が所定回数以上である場合にはこれを再生せず、テンポの一致する
別のコンテンツを外部機器から取得できるようにすることもできる。
【０１４４】
　その場合、先ず携帯型再生装置（２、５）としては、テンポ対応選曲再生モード下で再
生したコンテンツについてその再生回数をカウントしてその再生回数の情報を各コンテン
ツに対応づけて保持しておくように構成する。
　そして、テンポ対応選曲再生モードへの切り替えに応じ、運動テンポと一致するコンテ
ンツを検索した場合には、検索されたコンテンツの再生回数を参照し、再生回数が所定回
数以上であるコンテンツ（過再生コンテンツと呼ぶ）についてはこれを再生しないように
（例えばプレイリストにリストアップしないなど）して、テンポが一致する別のコンテン
ツが外部機器から取得されるようにする。
【０１４５】
　具体的な動作として、先ず第１の実施の形態の携帯型再生装置２の場合では、ネットワ
ーク３を介し、サーバ装置４に対して測定された運動テンポの情報とさらに上記過再生コ
ンテンツを特定するための情報（例えばタイトルの情報など）を指定した配信要求を行う
。これに応じサーバ装置４では、この配信要求により指定される運動テンポと一致するコ
ンテンツであって、且つ指定されたコンテンツ特定情報以外の特定情報が対応づけられて
いるコンテンツをサーバ側コンテンツデータベース４８ａから検索し、検索されたコンテ
ンツとその付加情報とを携帯型再生装置２に対して送信する。
　携帯型再生装置２では、サーバ装置４側から受信されたコンテンツ・付加情報を保存し
、そのコンテンツをプレイリストに追加（つまり再生対象として選択）して、その再生を
行う。
【０１４６】
　このような動作により、運動テンポと一致するテンポを有するコンテンツを再生するに
あたっては、該当するコンテンツのうち再生回数が所定以下のコンテンツを常に選択して
再生することができ、これによってユーザを飽きさせることなく、運動テンポと一致する
テンポを有するコンテンツを楽しませることができる。
【０１４７】
　なお、この場合の携帯型再生装置側で少なくとも必要な動作は、運動テンポと一致する
テンポを有するとして検索されたコンテンツの再生回数が所定以上である場合に、外部機
器側に対して配信要求を行うということである。すなわち、少なくともことのことで、外
部機器側に保持されているコンテンツのうちから、運動テンポと一致するテンポを有し且
つ再生回数が所定以下となるコンテンツを取得できる可能性がある。
【０１４８】
　また、第２の実施の形態としては、制御の主体はパーソナルコンピュータ６側となるの
で、上述の第１の実施の形態の場合に対応した動作とは異なるものとなる。すなわち、第
２の実施の形態の携帯型再生装置５の場合、上記のようにして再生装置側コンテンツデー
タベース３４ａから検索された過再生コンテンツについてはこれを再生しないようにする
ことまでは共通となるが、その後において配信要求は行わず、測定された運動テンポの情
報と過再生コンテンツを特定するための特定情報とを、所要の記憶媒体に保存しておくよ
うにされる。
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　この場合は、携帯型再生装置５とパーソナルコンピュータ６とがデータ通信可能に接続
された際、パーソナルコンピュータ６側から携帯型再生装置５側にコンテンツを取得させ
るための動作を行うようにされる。つまり、パーソナルコンピュータ６は、先ず自動同期
処理設定が為されている場合には、携帯型再生装置５側との同期処理を行った後、上記の
ようにして携帯型再生装置５側で保存された運動テンポとコンテンツ特定情報とに基づき
、その運動テンポと一致するテンポを有し、且つそのコンテンツ特定情報により特定され
るコンテンツ以外のコンテンツをＰＣ側コンテンツデータベース６８ａから検索し、該当
コンテンツがあった場合にはそのコンテンツが携帯型再生装置５側に取得されたとして処
理を終了する。
　一方で該当するコンテンツがないとされた場合は、上記運動テンポと上記コンテンツ特
定情報とを指定した配信要求をサーバ装置４に対して行う。このような運動テンポとコン
テンツ特定情報とを指定した配信要求に応じたサーバ装置４側の動作としては、先の第１
の実施の形態の場合について説明したものと同様となり、サーバ側コンテンツデータベー
ス４８ａから指定された運動テンポと一致するテンポを有し且つ指定されたコンテンツ特
定情報により特定されるコンテンツ以外のコンテンツが検索され、そのコンテンツと付加
情報とがパーソナルコンピュータ６側に送信される。このようにサーバ装置４側からコン
テンツとその付加情報とが送信されたことに応じたパーソナルコンピュータ６側の動作と
しては、先の図１６（Ｓ９０４～Ｓ９０６）にて説明したものと同様となり、これによっ
て携帯型再生装置５に該当するコンテンツを取得させることができる。
【０１４９】
　また、自動同期処理設定が為されていない場合、パーソナルコンピュータ６としては、
携帯型再生装置５側に保存された運動テンポとコンテンツ特定情報とに基づき、その運動
テンポと一致するテンポを有し且つそのコンテンツ特定情報により特定されるコンテンツ
以外のコンテンツをＰＣ側コンテンツデータベース６８ａから検索し、該当コンテンツが
あった場合にはそのコンテンツと付加情報とを携帯型再生装置５側に送信する。また、該
当するコンテンツがないとされた場合には、上記自動同期処理設定が為されている場合の
ときと同様に、サーバ装置４側に運動テンポとコンテンツ特定情報とを指定した配信要求
を行って該当するコンテンツを取得した後、そのコンテンツと付加情報とを携帯型再生装
置５側に送信するようにされる。
【０１５０】
　このような動作により、第２の実施の形態の場合にも、携帯型再生装置５において運動
テンポと一致するテンポを有するコンテンツを再生するにあたっては、該当するコンテン
ツのうち再生回数が所定以下のコンテンツを常に選択して再生することができ、これによ
ってユーザを飽きさせることなく運動テンポと一致するテンポを有するコンテンツを楽し
ませることができる。
【０１５１】
　また、実施の形態では、再生装置側コンテンツデータベース３４ａ内に運動テンポと一
致するテンポを有するコンテンツがないとされた場合に、携帯型再生装置の外部機器側か
ら、単に運動テンポと一致するテンポを有することのみを条件としてコンテンツが取得さ
れるようにしたが、これによると、テンポが一致していればジャンルやアーティストなど
を問わずコンテンツが取得されてしまい、その結果としてユーザのあまり好まないジャン
ルやアーティストなどのコンテンツが取得されてしまう虞がある。
　そこで、例えばこのような問題に対する対策として、外部機器側からは、運動テンポと
一致するテンポを有し、且つ所定の属性情報が対応づけられているコンテンツのみが取得
されるようにすることもできる。
【０１５２】
　例えばこの場合、前提としてユーザは、携帯型再生装置（２、５）に対して所定の属性
情報（例えばジャンル、アーティスト）を予め指定しておくようにされるとする。
　そして、先ず第１の実施の形態の携帯型再生装置２としては、再生装置側コンテンツデ
ータベース３４ａには該当する運動テンポを有するコンテンツがないとされた場合に、計
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測された運動テンポと、さらに上記指定された属性情報とを指定した配信要求をサーバ装
置４に対して行うようにする。
【０１５３】
　そしてサーバ装置４側では、このような配信要求により指定される上記運動テンポと一
致するテンポを有し、且つ上記指定された属性情報が対応づけられたコンテンツをサーバ
側コンテンツデータベース４８ａから検索するようにされ、検索されたコンテンツとその
付加情報とを携帯型再生装置２側に送信するようにされる。
【０１５４】
　また、第２の実施の形態の携帯型再生装置５としては、再生装置側コンテンツデータベ
ース３４ａには該当する運動テンポを有するコンテンツがないとされた場合に、計測され
た運動テンポの情報と、さらに上記指定された属性情報とを保存するようにされる。
【０１５５】
　そして携帯型再生装置５とパーソナルコンピュータ６とがデータ通信可能に接続された
際に、パーソナルコンピュータ６が、これらの保存情報に基づいて、携帯型再生装置５側
に該当するコンテンツを取得させるための動作を行うようにされる。具体的に、自動同期
処理設定が為されている場合には、携帯型再生装置５側との同期処理を行った後、上記の
ようにして携帯型再生装置５側で保存された運動テンポと属性情報とに基づき、その運動
テンポと一致するテンポを有し、且つその属性情報が対応づけられているコンテンツをＰ
Ｃ側コンテンツデータベース６８ａから検索し、該当コンテンツがあった場合にはそのコ
ンテンツが携帯型再生装置５側に取得されたとして処理を終了する。一方該当するコンテ
ンツがないとされた場合は、上記運動テンポと上記属性情報とを指定した配信要求をサー
バ装置４に対して行う。この配信要求に応じたサーバ装置４側の動作としては先の第１の
実施の形態の場合について説明したものと同様となり、サーバ側コンテンツデータベース
４８ａから指定された運動テンポと一致するテンポを有し且つ指定された属性情報が対応
づけられたコンテンツが検索され、そのコンテンツと付加情報とがパーソナルコンピュー
タ６側に送信される。このようにサーバ装置４側からコンテンツとその付加情報とが送信
されたことに応じたパーソナルコンピュータ６側の動作としては、先の図１６（Ｓ９０４
～Ｓ９０６）にて説明したものと同様となり、これによって携帯型再生装置５に該当する
コンテンツを取得させることができる。
【０１５６】
　また、自動同期処理設定が為されていない場合、パーソナルコンピュータ６としては、
携帯型再生装置５側に保存された運動テンポと属性情報とに基づき、その運動テンポと一
致するテンポを有し且つその属性情報が対応づけられているコンテンツをＰＣ側コンテン
ツデータベース６８ａから検索し、該当コンテンツがあった場合にはそのコンテンツと付
加情報とを携帯型再生装置５側に送信する。また、該当するコンテンツがないとされた場
合には、上記自動同期処理設定が為されている場合のときと同様に、サーバ装置４側に運
動テンポと属性情報とを指定した配信要求を行って該当するコンテンツを取得した後、そ
のコンテンツと付加情報とを携帯型再生装置５側に送信するようにされる。
【０１５７】
　これらの動作により、携帯型再生装置（２、５）に対しては、再生装置側コンテンツデ
ータベース３４ａ内に運動テンポと一致するテンポを有するコンテンツがないとされた場
合に、外部機器側から運動テンポと一致するテンポを有し且つ所定の属性情報が対応づけ
られているコンテンツのみが取得されるようにすることができる。すなわちこれにより、
例えばユーザのあまり好まないジャンルやアーティストのコンテンツが、運動テンポと一
致するテンポを有するコンテンツとして選択・再生されないようにすることができるよう
になる。
【０１５８】
　この際、上記のようにして携帯型再生装置（２、５）としては、運動テンポと共に所定
の属性情報を指定した配信要求を行う、又は運動テンポと共に所定の属性情報を保存して
おくことで、測定された運動テンポと一致するテンポを有し且つ所定の属性情報が対応づ
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けられているコンテンツを外部機器側から取得することが可能となる。
【０１５９】
　また、パーソナルコンピュータ６としては、上記説明による動作を行うことで、携帯型
再生装置５に対して測定された運動テンポと一致するテンポを有し且つ所定の属性情報が
対応づけられているコンテンツを自らが有するＰＣ側コンテンツデータベース６８ａから
、またはネットワーク３を介して接続されるサーバ装置４の有するサーバ側コンテンツデ
ータベース４８ａから取得して、それを携帯型再生装置５に転送して取得させることがで
きる。
【０１６０】
　また、この場合、属性情報としてはリリース年の情報もある。上記所定の属性情報をこ
のようなリリース年の情報とした場合は、運動テンポと一致するテンポを有するコンテン
ツのうち、例えば所定のリリース年のコンテンツのみが携帯型再生装置側に取得されるよ
うにすることができる。
【０１６１】
　また、リリース年の情報を利用することによっては、テンポが一致するコンテンツのう
ち、例えば新譜とされるコンテンツのみを携帯型再生装置側に取得させるなどといったこ
ともできる。
　つまり、例えば第１の実施の形態の場合に対応させた場合、サーバ装置４側では、携帯
型再生装置２側からのテンポ情報を指定した配信要求に応じ、サーバ側コンテンツデータ
ベース４８ａからテンポ情報が一致し且つリリース年の情報として現日時からみて所定以
内となっているリリース年の情報が対応づけられたコンテンツのみを検索する。そして、
検索したコンテンツとその付加情報を携帯型再生装置２側に送信する。
　この際、携帯型再生装置２側がリリース年の範囲を指定してもよいし、サーバ装置４側
が自動でリリース年の範囲をした検索を行うようにしてもよい。
【０１６２】
　或いは、第２の実施の形態に対応させた場合、パーソナルコンピュータ６は、上述した
属性情報をも指定したコンテンツ検索を行う場合の動作について、検索条件のみを変更し
た動作を行う。具体的には、ＰＣ側コンテンツデータベース６８ａからコンテンツを検索
する際、不在テンポ情報と一致するテンポを有し、且つ現日時からみて所定以内となって
いるリリース年の情報が対応づけられたコンテンツのみを検索するように、検索条件を変
更する。また、この検索の結果該当コンテンツがなしとされた場合には、サーバ装置４側
に不在テンポ情報を指定した配信要求を行うが、この配信要求に応じこの場合のサーバ装
置４としても、サーバ側コンテンツデータベース４８ａから、不在テンポ情報と一致する
テンポを有し且つ現日時からみて所定以内となっているリリース年の情報が対応づけられ
たコンテンツのみを検索し、検索されたコンテンツとその付加情報をパーソナルコンピュ
ータ６側に送信するようにされる。このようにサーバ装置４から送信されたコンテンツと
その付加情報とが受信されたことに応じたパーソナルコンピュータ６の動作としては、こ
の場合も先の図１６（Ｓ９０４～Ｓ９０６）と同様の動作を行うようにされる。
【０１６３】
　このような動作により、携帯型再生装置側に対しては、運動テンポと一致するテンポを
有するコンテンツとして新譜のコンテンツ、つまりリリース年月日が最新とされるコンテ
ンツのみが取得されるようにすることができる。
【０１６４】
　また、携帯型再生装置側のテンポ対応選曲再生機能に対しても、上記により説明したよ
うな検索条件を狭めたコンテンツの検索機能を与えることが可能である。
　つまり、テンポ対応選曲再生モードへの切り替え後、運動テンポが計測されたことに応
じ、その運動テンポと一致するテンポを有するコンテンツのうち、所定の属性情報が対応
づけられているコンテンツのみを検索する、或いは現日時から所定以内となるリリース年
の情報が対応づけられているコンテンツのみを検索するというものである。
【０１６５】
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　また、これまでの説明においては、運動テンポと一致するテンポ情報として、運動テン
ポ情報の数値と一致する数値によるテンポ情報を定義づけるものとした。しかしながら、
それぞれの数値が完全に一致せずとも、例えば運動テンポの数値と倍数の関係となるテン
ポを有している場合、その曲は運動テンポと一致するテンポを有する曲であると定義する
こともできる。
　また、ユーザが曲のテンポに合わせて一定の運動テンポを維持したいとする場合などに
は、その運動テンポよりも意図的にやや速いテンポの曲を流すとその運動テンポが維持さ
れやすいという実験結果もある。つまりその場合、このように運動テンポよりもやや速め
のテンポを有する曲が、運動テンポと一致するとされるテンポを有する曲となる。
【０１６６】
　これらのことより、運動テンポと一致するテンポ情報とは、テンポの数値が完全に一致
するということに限定されるべきものではなく、実際の使用における意図や目的等に応じ
て定義されるべきものとなる。
　但し、何れの場合においても、本発明のように運動テンポに基づき、コンテンツとその
テンポ情報とが対応づけられたコンテンツデータベースからコンテンツを検索するものと
すれば、運動テンポと一致するとされるテンポの曲を検索することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１６７】
【図１】本発明における第１の実施の形態としてのコンテンツ配信システムの概要につい
て説明するための図である。
【図２】第１の実施の形態の再生装置の内部構成について示すブロック図である。
【図３】実施の形態のサーバ装置の内部構成について示すブロック図である。
【図４】実施の形態におけるコンテンツデータベースのデータ構造を示すデータ構造図で
ある。
【図５】第１の実施の形態としての再生装置の動作を実現するために備えられる各種機能
部について示した図である。
【図６】第１の実施の形態としての動作を実現するために実行されるべき処理動作として
、主にテンポ対応選曲再生機能の動作を実現するために行われるべき処理動作について示
したフローチャートである。
【図７】第１の実施の形態としての動作を実現するために実行されるべき処理動作として
、主に不在テンポコンテンツ自動取得機能の動作を実現するために行われるべき処理動作
について示したフローチャートである。
【図８】本発明における第２の実施の形態としてのコンテンツ配信システムの概要につい
て説明するための図である。
【図９】第２の実施の形態の再生装置の内部構成について示すブロック図である。
【図１０】第２の実施の形態の情報処理装置の内部構成について示すブロック図である。
【図１１】第２の実施の形態としての再生装置の動作を実現するために備えられる各種機
能部について示した図である。
【図１２】第２の実施の形態としての情報処理装置の動作を実現するために備えられる各
種機能部について示した図である。
【図１３】第２の実施の形態としての動作を実現するために実行されるべき処理動作とし
て、主にテンポ対応選曲再生機能と不在テンポ情報保存機能の動作を実現するために行わ
れるべき処理動作について示したフローチャートである。
【図１４】第２の実施の形態としての動作を実現するために実行されるべき処理動作とし
て、主に不在テンポコンテンツ自動ダウンロード機能の動作（自動同期処理設定時）を実
現するために行われるべき処理動作について示したフローチャートである。
【図１５】同じく、第２の実施の形態としての動作を実現するために実行されるべき処理
動作として、主に不在テンポコンテンツ自動ダウンロード機能の動作（自動同期処理設定
時）を実現するために行われるべき処理動作について示したフローチャートである。
【図１６】同じく、第２の実施の形態としての動作を実現するために実行されるべき処理
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動作として、主に不在テンポコンテンツ自動ダウンロード機能の動作（自動同期処理設定
時）を実現するために行われるべき処理動作について示したフローチャートである。
【図１７】第２の実施の形態としての動作を実現するために実行されるべき処理動作とし
て、自動同期処理設定が為されていない場合における不在テンポコンテンツ自動ダウンロ
ード機能の動作を実現するために行われるべき処理動作について示したフローチャートで
ある。
【符号の説明】
【０１６８】
　１、１０　コンテンツ配信システム、２、５　携帯型再生装置、３　ネットワーク、４
　サーバ装置、６　パーソナルコンピュータ、２１、４１、６１　ＣＰＵ、２２　ＲＯＭ
、２３　ＲＡＭ、２４　加速度センサ、２５　歩行テンポ計測部、２６　操作入力部、２
７　表示部、２８　表示処理部、２９　通信部、３０　アンテナ、３１　記録／再生部、
３２　音声信号処理部、３３　ヘッドホンアンプ、３４、４８、６８　ＨＤＤ、３４ａ　
再生装置側コンテンツデータベース、４２、６２　バス、４３、６３　メモリ部、４４、
６４　入力処理部、４５、６５　入力部、４６、６６　表示処理部、４７、６７　ディス
プレイ、４８ａ　サーバ側コンテンツデータベース、４９、６９　通信処理部、５０、７
０　ネットワークインタフェース、５１、７１　ＵＳＢインタフェース、７２　ドライブ
制御部、７３　メディアドライブ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】
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