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(57)【要約】
　無線通信端末は無線通信モジュール及びコントローラ
を含む。無線通信モジュールは他の通信端末と無線イン
タフェースを介して通信するように構成される。コント
ローラは、無線通信モジュールを介して参加無線通信端
末とコネクションを確立し、再生すべき楽曲ファイルを
示すプレイリストを保守し、参加無線通信端末に保存さ
れている参加楽曲ファイルと対応する参加楽曲ＩＤを参
加無線通信端末から受信し、参加楽曲ＩＤをプレイリス
トに加え、そしてその後、再生のために参加楽曲ファイ
ルを参加無線通信端末からの読み出すことを含む、プレ
イリストで示される楽曲ファイルの再生を実行するよう
に構成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動無線通信端末であって、無線インタフェースを通じて他の複数の通信端末と通信す
るように構成された無線通信モジュールと、
　前記無線通信モジュールを介して参加無線通信端末とコネクションを確立し、再生すべ
き楽曲ファイルを示すプレイリストを保守し、前記参加無線通信端末に保存されている参
加楽曲ファイルと対応する参加楽曲ＩＤを前記参加無線通信端末から受信し、前記参加楽
曲ＩＤを前記プレイリストに追加し、その後、再生のための前記参加楽曲ファイルの前記
参加無線通信端末からの読み出しを含む、前記プレイリストで示される前記楽曲ファイル
の再生を実行するように構成されたコントローラとを有することを特徴とする無線通信端
末。
【請求項２】
　前記コントローラが、前記無線通信モジュールを介して複数の参加無線通信端末とコネ
クションを確立し、前記複数の参加無線通信端末から、前記複数の参加無線通信端末の各
々に保存されている個別の参加楽曲ファイルに対応する参加楽曲ＩＤを複数受信し、前記
複数の参加楽曲ＩＤの各々をプレイリストに追加し、前記複数の参加無線通信端末の各々
から、再生のために複数の前記参加楽曲ファイルを読み出すように構成されることを特徴
とする請求項１記載の無線通信端末。
【請求項３】
　前記コントローラが、前記参加無線通信端末からストリーミング音楽ファイルとして前
記参加楽曲ファイルを読み出して実行するように構成されることを特徴とする請求項１又
は請求項２記載の無線通信端末。
【請求項４】
　前記コントローラが、前記参加楽曲ファイルを前記参加無線通信端末から読み出し、前
記参加楽曲ファイルを前記無線通信端末に保存し、その後、前記保存した参加楽曲ファイ
ルの再生を実行するように構成されることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の無線
通信端末。
【請求項５】
　前記コントローラが、前記プレイリストで示される前記楽曲ファイルをメディアセンタ
で再生するために、再生信号を前記メディアセンタに送信するように構成されることを特
徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の無線通信端末。
【請求項６】
　音響変換器をさらに含み、前記コントローラが、前記プレイリストで示される前記楽曲
ファイルを前記音響変換器を用いて再生するように構成されることを特徴とする請求項１
乃至請求項５のいずれか１項に記載の無線通信端末。
【請求項７】
　前記コントローラが、前記プレイリストで示される前記楽曲ファイルを少なくとも１つ
の参加無線通信端末で再生するため、再生信号を少なくとも１つの参加無線通信端末に送
信するように構成されることを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の
無線通信端末。
【請求項８】
　前記コントローラが、前記参加無線通信端末に保存されている利用可能な楽曲ファイル
を示す楽曲カタログリストを前記参加無線通信端末から受信し、前記利用可能な楽曲ファ
イルから選択するユーザ入力を受信し、前記選択された入手可能な楽曲ファイルを前記プ
レイリストに追加するように構成されることを特徴とする請求項１乃至請求項７のいずれ
か１項に記載の無線通信端末。
【請求項９】
　前記コントローラが、前記プレイリストを前記参加無線通信端末で表示するため、前記
プレイリストを表すリスト信号を前記参加無線通信端末に送信するように構成されること
を特徴とする請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の無線通信端末。
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【請求項１０】
　前記コントローラが、ユーザ入力に応じて前記プレイリストを変更するように構成され
ることを特徴とする請求項１乃至請求項９のいずれか１項に記載の無線通信端末。
【請求項１１】
　前記無線通信モジュールが、他の複数の通信端末と直接ポイントツーポイント無線イン
タフェースを通じて通信するように構成されるとともに、
　前記コントローラが、前記無線通信モジュールを介して前記参加無線通信端末との前記
コネクションを確立し、前記参加無線通信端末から前記参加楽曲ＩＤを受信し、再生のた
めに、前記参加楽曲ファイルの全てを前記直接ポイントツーポイント無線インタフェース
を介して前記参加無線通信端末から読み出すように構成されることを特徴とする請求項１
乃至請求項１０のいずれか１項に記載の無線通信端末。
【請求項１２】
　前記無線通信モジュールが、短距離送信器を備えるとともに、
　前記コントローラが、前記参加無線通信端末と前記コネクションを確立し、前記参加楽
曲ＩＤを前記参加無線通信端末から受信し、再生のために、前記参加楽曲ファイルの全て
を前記短距離送信器を介して前記参加無線通信端末から読み出すように構成されることを
特徴とする請求項１乃至請求項１１のいずれか１項に記載の無線通信端末。
【請求項１３】
　前記短距離送信器がブルートゥース送信器であることを特徴とする請求項１２記載の無
線通信端末。
【請求項１４】
　前記無線通信端末が、携帯電話機を含むことを特徴とする請求項１乃至請求項１３のい
ずれか１項に記載の無線通信端末。
【請求項１５】
　楽曲プレイリストを提供するシステムであって、
　ホスト移動無線通信端末と、
　参加無線通信端末とを備え、
　前記ホスト無線通信端末が、
　　無線インタフェースを通じて他の複数の通信端末と通信するように構成された無線通
信モジュールと、
　　前記無線通信モジュールを介して前記参加無線通信端末とのコネクションを確立し、
再生すべき楽曲ファイルを示すプレイリストを保守し、前記参加無線通信端末に保存され
ている参加楽曲ファイルと対応する参加楽曲ＩＤを前記参加無線通信端末から受信し、前
記参加楽曲ＩＤを前記プレイリストに追加し、その後、再生のための前記参加楽曲ファイ
ルの前記参加無線通信端末からの読み出しを含む、前記プレイリストで示される前記楽曲
ファイルの再生を実行するように構成されたコントローラとを含むことを特徴とするシス
テム。
【請求項１６】
　複数の参加無線通信端末を含み、前記コントローラが、前記無線通信モジュールを介し
て前記複数の参加無線通信端末の各々とコネクションを確立し、前記複数の参加無線通信
端末から、前記複数の参加無線通信端末の各々に保存されている個別の参加楽曲ファイル
に対応する参加楽曲ＩＤを複数受信し、前記複数の参加楽曲ＩＤの各々を前記プレイリス
トに追加し、前記複数の参加無線通信端末の各々から、再生のために複数の前記参加楽曲
ファイルを読み出すように構成されることを特徴とする請求項１５記載のシステム。
【請求項１７】
　ホスト無線通信端末を用いて楽曲プレイリストを提供するための方法であって、
　前記ホスト無線通信端末と参加無線通信端末との間で無線コネクションを確立し、
　再生すべき楽曲ファイルを示すプレイリストを前記ホスト無線通信端末を用いて保守し
、
　前記ホスト無線通信端末において、前記参加無線通信端末に保存されている参加楽曲フ
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ァイルと対応する参加楽曲ＩＤを前記参加無線通信端末から受信し、
　前記参加楽曲ＩＤを前記プレイリストに追加し、その後、
　再生のために前記参加楽曲ファイルを前記参加無線通信端末から読み出すことを含む、
前記プレイリストによって示される前記楽曲ファイルの再生を実行することを特徴とする
方法。
【請求項１８】
　ホスト無線通信端末を用いて楽曲プレイリストを提供するためのコンピュータプログラ
ム製品であって、
　コンピュータが利用可能なプログラムコードが埋め込まれたコンピュータが利用可能な
媒体を含み、前記コンピュータが利用可能なプログラムコードが、
　前記ホスト無線通信端末と参加無線通信端末との間で無線コネクションを確立するよう
に構成されたコンピュータ利用可能なプログラムコードと、
　再生すべき楽曲ファイルを示すプレイリストを前記ホスト無線通信端末を用いて保守す
るように構成されたコンピュータ利用可能なプログラムコードと、
　前記ホスト無線通信端末において、前記参加無線通信端末に保存されている参加楽曲フ
ァイルと対応する参加楽曲ＩＤを参加無線通信端末から受信するように構成されたコンピ
ュータ利用可能なプログラムコードと、
　前記参加楽曲ＩＤを前記プレイリストに追加するように構成されたコンピュータ利用可
能なプログラムコードと、
　その後、再生のために前記参加楽曲ファイルを前記参加無線通信端末から読み出すこと
を含み、前記プレイリストによって示される前記楽曲ファイルの再生を実行するように構
成されたコンピュータ利用可能なプログラムコードとを含むことを特徴とするコンピュー
タプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子機器に関し、特には楽曲ファイル(song file)を再生するための電子機器
、方法およびコンピュータプログラム製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信端末（例えば携帯電話）のような移動電子機器は、楽曲ファイルの保存・再生
に広く用いられている。ユーザは、ある楽曲を、メディアセンター（例えばＰＣやラップ
トップコンピュータ、テレビ、オーディオレシーバなど）のような他の装置や、他の無線
通信端末で再生したいと思うかも知れない。これは、他の装置が適切な通信モジュール（
内蔵モジュール又は補助（例えばプラグイン）モジュールであってよい）を備えていれば
、ケーブル又は無線リンク（例えばブルートゥース接続）を介して、この他の装置に電子
機器を接続することによって実現できるであろう。楽曲ファイルは、１つ又はそれより多
い移動電子機器から１つ以上の再生装置へ、１つずつ送信されるであろう。
【発明の開示】
【０００３】
　本発明の実施形態によれば、移動無線通信端末は無線通信モジュール及びコントローラ
を含む。無線通信モジュールは他の通信端末と無線インタフェースを介して通信するよう
に構成される。コントローラは、無線通信モジュールを介して参加無線通信端末とコネク
ションを確立し、再生すべき楽曲ファイルを示すプレイリストを保守し、参加無線通信端
末に保存されている参加楽曲ファイルと対応する参加楽曲ＩＤを参加無線通信端末から受
信し、参加楽曲ＩＤをプレイリストに追加し、そしてその後、再生のために参加楽曲ファ
イルを参加無線通信端末から読み出すことを含む、プレイリストで示される楽曲ファイル
の再生を実行するように構成される。
【０００４】
　コントローラは複数の参加無線通信端末とコネクションを確立し、それぞれが個々の参



(5) JP 2009-506603 A 2009.2.12

10

20

30

40

50

加無線通信端末に保存されている個々の参加楽曲ファイルと対応する複数の参加楽曲ＩＤ
を複数の参加無線通信端末から受信し、各参加楽曲ＩＤをプレイリストに追加し、各参加
無線通信端末から、再生のために参加楽曲ファイルを読み出すように構成されても良い。
【０００５】
　一実施形態によれば、コントローラは参加無線通信端末からストリーミング音楽ファイ
ルとして参加楽曲ファイルを読み出し並びに実行するように構成される。
【０００６】
　一実施形態によれば、コントローラは参加楽曲ファイルを参加無線通信端末から読み出
し、参加楽曲ファイルを無線通信端末に保存し、その後、保存した参加楽曲ファイルの再
生を実行するように構成される。
【０００７】
　コントローラは、プレイリストで示される楽曲ファイルをメディアセンタで再生するた
め、再生信号をメディアセンタに送信するように構成されても良い。
【０００８】
　一実施形態によれば、無線通信端末は音響変換器を含む。コントローラはプレイリスト
で示される楽曲ファイルを音響変換器を用いて再生するように構成される。
【０００９】
　コントローラはプレイリストで示される楽曲ファイルを少なくとも１つの参加無線通信
端末で再生するため、再生信号を少なくとも１つの参加無線通信端末に送信するように構
成されても良い。
【００１０】
　コントローラは、参加無線通信端末に保存されている利用可能な楽曲ファイルを示す楽
曲カタログを参加無線通信端末から受信し、利用可能な楽曲ファイルから選択するユーザ
入力を受信し、選択された入手可能な楽曲をプレイリストに加えるように構成されても良
い。
【００１１】
　一実施形態によれば、コントローラは参加無線通信端末に、参加無線通信端末上にプレ
イリストを表示するための、プレイリストを表すリスト信号を送信するように構成される
。
【００１２】
　コントローラはプレイリストをユーザ入力に応答して変更するように構成されても良い
。
【００１３】
　一実施形態によれば、無線通信モジュールは他の通信端末と直接ポイントツーポイント
無線インタフェースを介して通信するように構成される。コントローラは参加無線通信端
末とコネクションを確立し、参加楽曲ＩＤを参加無線通信端末から受信し、再生のために
、参加楽曲ファイルの全てを直接ポイントツーポイント無線インタフェースを介して参加
無線通信端末から読み出すように構成される。
【００１４】
　一実施形態によれば、無線通信モジュールは短距離送信器を備える。コントローラは参
加無線通信端末とコネクションを確立し、参加楽曲ＩＤを参加無線通信端末から受信し、
再生のために、参加楽曲ファイルの全てを短距離送信器を介して参加無線通信端末から読
み出すように構成される。短距離送信器はブルートゥース（商標）送信器であってよい。
【００１５】
　無線通信端末は、携帯電話機を含みうる。
【００１６】
　本発明の他の実施形態によれば、楽曲プレイリストを提供するシステムが、ホスト移動
無線通信端末と、参加無線通信端末とを含む。ホスト無線通信端末は無線通信モジュール
及びコントローラを含む。無線通信モジュールは他の通信端末と無線インタフェースを介
して通信するように構成される。コントローラは、無線通信モジュールを介して参加無線
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通信端末とコネクションを確立し、再生すべき楽曲ファイルを示すプレイリストを保守し
、参加無線通信端末に保存されている参加楽曲ファイルと対応する参加楽曲ＩＤを参加無
線通信端末から受信し、参加楽曲ＩＤをプレイリストに追加し、そしてその後、再生のた
めの参加楽曲ファイルの参加無線通信端末からの読み出しを含む、プレイリストで示され
る楽曲ファイルの再生を実行するように構成される。
【００１７】
　一実施形態によれば、システムは複数の参加無線通信端末を含む。コントローラは複数
の参加無線通信端末の各々とコネクションを確立し、それぞれが個々の参加無線通信端末
に保存されている個々の参加楽曲ファイルと対応する複数の参加楽曲ＩＤを複数の参加無
線通信端末から受信し、各参加楽曲ＩＤをプレイリストに追加し、各参加無線通信端末か
ら、再生のために参加楽曲ファイルを読み出すように構成される。
【００１８】
　本発明の他の実施形態によれば、ホスト無線通信端末を用いて楽曲プレイリストを提供
する方法が、以下のステップを含む。ホスト無線通信端末と参加無線通信端末との間で無
線コネクションを確立し、再生すべき楽曲ファイルを示すプレイリストをホスト無線通信
端末を用いて保守し、ホスト無線通信端末において、参加無線通信端末に保存されている
参加楽曲ファイルと対応する参加楽曲ＩＤを参加無線通信端末から受信し、参加楽曲ＩＤ
をプレイリストに追加し、その後、再生のために参加楽曲ファイルを参加無線通信端末か
ら読み出すことを含む、プレイリストによって示される楽曲ファイルの再生を実行する。
【００１９】
　本発明の別の実施形態によれば、ホスト無線通信端末を用いて楽曲プレイリストを提供
するコンピュータプログラム製品が、コンピュータが使用可能なプログラムコードが実装
されたコンピュータ利用可能な媒体を含み、コンピュータが利用可能なプログラムコード
が、ホスト無線通信端末と参加無線通信端末との間で無線コネクションを確立するように
構成されたコンピュータ利用可能なプログラムコードと、再生すべき楽曲ファイルを示す
プレイリストをホスト無線通信端末を用いて保守するように構成されたコンピュータ利用
可能なプログラムコードと、ホスト無線通信端末において、参加無線通信端末に保存され
ている参加楽曲ファイルと対応する参加楽曲ＩＤを、参加無線通信端末から受信するよう
に構成されたコンピュータ利用可能なプログラムコードと、参加楽曲ＩＤをプレイリスト
に追加するように構成されたコンピュータ利用可能なプログラムコードと、その後、再生
のために参加楽曲ファイルを参加無線通信端末から読み出すことを含む、プレイリストに
よって示される楽曲ファイルの再生を実行するように構成されたコンピュータ利用可能な
プログラムコード。
【００２０】
　本技術分野に属する当業者は、本発明の別の特徴、利点及び詳細を、図面及び以下の好
ましい実施形態の詳細な説明を読むことにより理解するであろう。しかしながら、以下の
説明は本発明の単なる例証に過ぎない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態を示す添付図面を参照して、本発明をより詳細に説明する。し
かしながら、本発明はここで説明する実施形態に限定解釈されるべきではない。むしろ、
これら実施形態は本明細書の開示が十分且つ完全となるように、そして本発明の範囲を本
技術分野の当業者に十分伝えるように提供されるものである。図面を通じて同様の数字は
同様の要素を示す。
【００２２】
　本明細書において、「備える」とは、非限定的な表現であり、記載された特徴、整数、
要素、ステップ、部品又は機能の１つ又は複数を含むが、他の特徴、整数、要素、ステッ
プ、部品、機能の１つ以上又はそれらのグループの存在や追加を排除しないものとして使
用される。
【００２３】
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　本明細書において、「及び／又は」という語は、１つ又は複数の関連する記載項目の任
意かつ全ての組み合わせを含むものとして使用される。
【００２４】
　本明細書において、ラテン語の「例を挙げると」という句から派生した「例えば」とい
う略語は、前に記載した項目の一般的な１つ以上の例を紹介又は特定するために用いられ
、それら項目の限定を意図したものではない。また、本明細書でラテン語の「言い換えれ
ば」という句から派生した「即ち」という一般的な略語が用いられた場合、より一般的な
記載から、具体的な項目を特定するために用いられる。
【００２５】
　本明細書における専門用語は、特定の実施形態の説明のみを目的としたものであり、本
発明を限定する意図はない。本明細書において、そうでないことが明記されない限り、単
数形の表記は複数形を含むことが意図されている。
【００２６】
　逆の規定がない限り、本明細書で用いられる全ての語（技術用語、科学用語を含む）は
、本発明が属する技術分野における当業者による通常の理解と同義である。一般的に用い
られている辞書で規定されているような用語は、関連技術分野における意味と整合する意
味を有するものとして解されるべきであり、明示的に規定される場合を除き、理想化され
た、又は過度に形式的な意味に解されない。
【００２７】
　本明細書において、ある要素が他の要素と「結合」又は「接続」されていると表現され
る場合、その要素は他の要素と直接結合又は接続されていても良いし、介在要素が存在し
ていても良い。一方、ある要素が他の要素と「直接結合」又は「直接接続」されていると
表現される場合には、介在要素は存在しない。さらに、「結合」又は「接続」されている
との表現は、無線的に結合又は接続されている状態を含みうる。
【００２８】
　周知の機能及び構成については、簡潔さ及び／又は明瞭さのためにその詳細について説
明を省略する。
【００２９】
　本発明は方法、電子機器、及び／又はコンピュータプログラム製品として実施されうる
。従って、本発明は、ハードウェア及び／又はソフトウェア（ファームウェア、常駐ソフ
トウェア、マイクロコード等を含む）の形式で実施可能であり、これらは本明細書におい
て「回路」又は「モジュール」と総称する。さらに、本発明は、命令実行システムによっ
て、あるいは命令実行システムとともに用いるための、コンピュータ利用可能又はコンピ
ュータ読み取り可能な記録媒体上のコンピュータプログラム製品であって、記録媒体に実
装されたコンピュータ利用可能又はコンピュータ読み取り可能なプログラムコードを有す
るコンピュータプログラム製品の形態を取りうる。この文脈において、コンピュータ利用
可能又はコンピュータ読み取り可能な媒体とは、命令実行システム、装置又はデバイスに
よって、あるいはそれらと共に用いるためのプログラムを格納、保存、通信、伝播、又は
伝送可能な任意の媒体であって良い。
【００３０】
　以下、本発明のいくつかの実施形態について、方法及び無線端末のブロック図及び／又
は動作説明図を参照して説明する。この点に関し、各ブロックは、記載された１つ以上の
論理的な動作を実現するための１つ以上の実行可能な命令を備えるモジュール、セグメン
ト又はコード部分を表しうる。なお、ブロック図及び／又は動作説明図の各ブロック及び
、ブロック図及び／又は動作説明図におけるブロックの組み合わせは、無線周波数、アナ
ログ及び／又はデジタルハードウェア，及び／又はプログラム命令によって実施可能であ
ることを理解されたい。これらプログラム命令は汎用コンピュータ、特定用途向けコンピ
ュータ、ＡＳＩＣ、及び／又はプログラム可能な他のデータ処理装置の１つ以上を含みう
るコントローラに与えられることができ、これらの命令は、コントローラ及び／又は他の
プログラム可能なデータ処理装置を介して、ブロック図及び／又は１つ以上の動作ブロッ
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クに記載される機能／動作を実行するための手段を生成する。ある代替実施形態において
、複数のブロックに記載されている機能／動作は、動作説明図とは異なる順序に発生しう
る。例えば、連続して記載された２つのブロックは、関連する機能／動作に応じ、実質的
に同時に実行されたり、逆の順序で実行されたりすることがありうる。
【００３１】
　コンピュータプログラム命令は、コンピュータ利用可能又はコンピュータ読み取り可能
なメモリ内に格納され、コンピュータ利用可能又はコンピュータ読み取り可能なメモリに
格納された命令が、フローチャート及び／又はブロック図の１つ以上のブロックに記載さ
れる機能を実行する命令を含む製品(article of manufacture)を生成するようにして、コ
ンピュータ又は他のプログラム可能なデータ処理装置を、特定の方法で機能するように命
令することができる。
【００３２】
　コンピュータ利用可能又はコンピュータ読み取り可能な媒体を非限定的に例示すれば、
電気、磁気、光学、電磁気、赤外線、又は半導体のシステム、装置、デバイス、又は伝播
媒体であってよい。コンピュータ読み取り可能な媒体のより具体的な例（限定的なリスト
）は、以下の物を含む。ハードディスク、光学式記憶装置、インターネット又はイントラ
ネットをサポートするような伝送媒体、磁気記憶装置、１つ以上の配線を有する電気的な
接続、ポータブルコンピュータディスケット、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み
出し専用メモリ（ＲＯＭ）、消去可能なプログラマブル読み出し専用メモリ（ＥＰＲＯＭ
又はフラッシュメモリ）、光ファイバ、コンパクトディスク読み出し専用メモリ（ＣＤ－
ＲＯＭ）。
【００３３】
　本発明の動作を実行するためのコンピュータプログラムコードは、Java（登録商標）、
Smalltalk又はC++のようなオブジェクト指向プログラミング言語で記述することができる
。しかし、本発明の動作を実行するためのコンピュータプログラムコードは、プログラミ
ング言語Ｃ及び／又はより低レベルなアセンブラ言語のような、従前からある手続き型プ
ログラミング言語によっても記述可能である。任意又は全てのプログラムモジュールの機
能が、個別のハードウェア要素、１つ以上の特定用途向け集積回路(ASIC)、又はプログラ
ミングされたデジタルシグナルプロセッサ又はマイクロコントローラを用いても実施可能
であることもまた理解されよう。
【００３４】
　本明細書において「電子部品」とは、電気コネクタなどの受動素子とは対照的に、能動
素子を意味するものとして用いられる。電子部品はプロセッサを含みうる。
【００３５】
　本明細書において「ストリーミングされた」又は「ストリーミング」は、音声又は楽曲
ファイルのようなファイルが、デジタル信号によって受信装置に連続的に送信され、受信
装置において、適切な受信アプリケーションを通じ、音声又は楽曲ファイルが同時再生さ
れることを意味するものとして用いられる。デジタル信号は通常バッファされる。
【００３６】
　本明細書における「通信端末」は、公衆交換電話網(PSTN)、デジタル加入者線(DSL)、
デジタルケーブル又は他のデータ接続／ネットワークのような有線接続、及び／又は無線
インタフェースを介して、例えばセルラネットワーク、衛星ネットワーク、無線ローカル
エリアネットワーク(WLAN)及び／又は他の通信端末と通信信号を送受信するように構成さ
れた端末を含むが、それに限定されない。
【００３７】
　通信端末が無線インタフェースを通じて通信するように構成される場合、本明細書では
、「無線通信端末」又は「無線端末」と呼ぶ。無線端末の非限定的な例としては、携帯電
話機、携帯情報端末(PDA)、ポケットベル、及び／又は、無線通信インタフェースを通じ
てデータ通信するように構成されたコンピュータを含む。無線通信インタフェースは、セ
ルラ電話機インタフェース、ブルートゥースインタフェース、無線ローカルエリアネット
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ワークインタフェース（例えば802.11）、他のＲＦ通信インタフェース及び／又は光学／
赤外線通信インタフェースを含みうる。
【００３８】
　本明細書において「移動端末」は、携帯型、可搬型、（航空、海上、陸上）車両設置型
であっても、地球上及び／又は宇宙の任意の１つ以上の場所で局所的及び／又は分散的に
動作するように設置及び／又は構成されてもよい。
【００３９】
　本発明の実施形態を、図１～図６に関して以下説明する。本発明の実施形態は、他の無
線通信端末からの１つ又はそれより多い楽曲識別情報(ID)を含む楽曲プレイリストを提供
可能な移動無線通信端末を提供する。
【００４０】
　図１は、本発明の一実施形態に係る例示的な無線通信端末１０Ａを示す図である。無線
端末１０Ａは、１つ又はそれより多い他の無線端末と、相互間の直接無線通信インタフェ
ース、１つ又はそれより多いセルラ基地局を通じた別の無線通信インタフェース及び／又
は無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)ルータを通じた別の無線通信インタフェースを
通じてデータを通信するように構成される。無線端末１０Ａは、図１に示すように、無線
電話通信システム２の一部を形成する移動無線電話機であってよい。システム２は移動無
線通信端末１０Ａ及び、無線通信ネットワーク５の一部である基地局送受信器を含む。本
発明の一実施形態において、ネットワーク５は、セルラネットワークにおける個々のセル
を規定するとともに、無線リンクプロトコルを用いて（インタフェース７を介して）移動
端末１０Ａ及び、セル内の他の移動端末と通信する１つ以上の無線送受信器を含む基地局
送受信器を含む。本発明の一実施形態において、無線通信ネットワーク５を規定するため
、多数の基地局送受信器が例えば移動交換局や他の装置を介して接続されていても良いこ
とが理解されよう。
【００４１】
　図示した実施形態において、移動端末１０Ａは、携帯型筐体アセンブリ１２、ディスプ
レイ２０、スピーカ２４（すなわち音響変換器）を含むユーザインタフェース２２（すな
わち、マンマシーンインタフェース(MMI)）、コントローラ３０、通信モジュール３２、
及びメモリ３４を含んでいる。移動端末１０Ａの上述した構成要素は、おそらく多くの一
般的な移動端末に含まれており、その機能については本技術分野に属する当業者に広く知
られている。移動端末１０Ａはさらに、メモリ３４に格納されてもよい楽曲管理モジュー
ル４０を含む。
【００４２】
　ディスプレイ２０は任意の適切な表示画面アセンブリであってよい。例えば、表示画面
２８は外部光源（例えば発光パネル）を有する、又は有さない液晶ディスプレイ(LCD)で
あってよい。
【００４３】
　ユーザインタフェース２２は例えば、接触活性型又は接触関知型デバイス（例えばタッ
チスクリーン）、ジョイスティック、キーボード／キーパッド、ダイアル、（１つ以上の
）方向キー、及び／又はポインティングデバイス（マウス、トラックボール、タッチパッ
ドなど）を含む、任意の適切な（１つ以上の）入力デバイスを含みうる。スピーカ２４は
入力音声信号に応じた音声を生成する。ユーザインタフェース２２はさらに、マイクへの
入力音声に応じて音声データストリームを生成するように構成された音声プロセッサと接
続されるマイクを含んでも良い。
【００４４】
　コントローラ３０は移動端末１０Ａの様々な機能をサポートしうる。コントローラ３０
は、例えば、任意の市販又はカスタムマイクロプロセッサであってよい。使用時、移動端
末１０Ａのコントローラ３０は、ディスプレイ２０上に表示画像を生成する。
【００４５】
　メモリ３４はデジタル音声信号及び／又はデジタル音声ファイルのような、デジタル情
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報信号及びデータを格納するように構成される。
【００４６】
　通信モジュール３２は、ここで説明するように、１つ又はそれより多い無線インタフェ
ース（例えば、本明細書における無線インタフェース７，１１２，１１４，１１６，１２
２，及び１３４（図１及び図３参照））を通じて、他のリモート無線端末とデータを通信
するように構成される。通信モジュール３２は、セルラ通信モジュール、直接ポイントツ
ーポイント接続モジュール、及び／又はＷＬＡＮモジュールを含むことができる。
【００４７】
　セルラ通信モジュールにより、無線端末１０Ａはネットワーク５の（１つ以上の）基地
局を介して、（例えば、AMPS(Advanced Mobile Phone Service)、ANSI-136, GSM (Global
 Standard for Mobile communication), GPRS (General Packet Radio Service), EDGE (
enhanced data rates for GSM evolution), 符号分割多元アクセス(CDMA), 広帯域CDMA, 
CDMA2000, UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)のような）１つ又はそ
れより多いセルラ通信プロトコルを用いて通信することができる。セルラ基地局は移動電
話交換局(MTSO)無線ネットワークに接続されうる。そして、さらにその先で、PSTN及び／
又は他のネットワークにも接続されうる。
【００４８】
　直接ポイントツーポイント接続モジュールは、直接ＲＦ通信モジュール又は直接ＩＲ通
信モジュールを含みうる。直接ＲＦ通信モジュールは、ブルートゥースモジュールを含み
うる。ブルートゥースモジュールを用いることで、無線端末１０Ａは直接ポイントツーポ
イントインタフェースを通じ、アドホックネットワークを介した通信が可能である。
【００４９】
　ＷＬＡＮモジュールにより、無線端末１０Ａは、（802.11a, 802.11b, 802.11e, 802.1
1g及び／又は802.11iを非限定的な例示として含みうる）通信プロトコルを用い、ＷＬＡ
Ｎ（例えばルータ（図３））を通じて通信可能である。
【００５０】
　一般に、通信モジュール３２は、送信器回路及び受信器回路を有する送受信器を含むこ
とができる。送信器回路及び受信器回路はそれぞれ、アンテナを介し、音声及びデータ信
号の様な（例えばネットワーク５、ルータ又は直接他の端末へ向かう）出方向無線周波数
信号を送信し、（例えばネットワーク５、ルータ又は直接他の端末から到来する）入来無
線周波数信号を受信する。通信モジュール３２はブルートゥース送信器及び受信器のよう
な、短距離送信器及び受信器を含んでも良い。アンテナは本発明の範囲内において、埋め
込みアンテナ、リトラクタブルアンテナ又は本技術分野に属する当業者に知られる任意の
アンテナであってよい。移動端末１０Ａとネットワーク５、ルータ又は他の端末との間で
伝送される無線周波数信号は、トラフィック信号及び制御信号（例えば、入来呼用の呼び
出し信号／メッセージ）の両方を含みうる。これらの信号は通話先や送信先との通信を確
立したり維持したりするのに用いられる。無線周波数信号はさらに、例えばセルラデジタ
ルパケットデータ(CDPD)情報のような、パケットデータ情報を含みうる。加えて、送受信
器は、IRポートを介して赤外線信号を他の電子機器との間で送受信するように構成される
赤外線(IR)送受信器を含みうる。
【００５１】
　移動端末１０Ａはまた、他の端末との間でデジタル通信信号を伝送するための有線又は
ケーブルを介して他の端末と電気的に接続されても良い。移動端末１０Ａは、入射光に基
づいて静止画及び／又は動画データストリームを生成する様に構成されたカメラデバイス
のような他の構成要素を含みうる。
【００５２】
　一実施形態によれば、移動端末１０Ａはハンドヘルド移動端末である。「ハンドヘルド
移動端末」とは、一般の操作者が片手で使うのに適した大きさを有する移動端末を意味す
る。一実施形態によれば、ハンドヘルド移動端末１０Ａの総容積は約２００ｃｃ未満であ
る。一実施形態によれば、ハンドヘルド移動端末１０Ａの総容積は約１００ｃｃ未満であ
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る。一実施形態によれば、ハンドヘルド移動端末１０Ａの総容積は約５０ｃｃから１００
ｃｃである。一実施形態によれば、ハンドヘルド移動端末１０Ａのいかなる外形寸法も２
００ｍｍを超えない。
【００５３】
　本発明の一実施形態に係る無線通信端末（例えば移動端末１０Ａ）を用いて楽曲プレイ
リストを提供する方法について、図２のフローチャートを参照して説明する。図２の実施
形態を参照すると、方法は、ホスト無線通信端末と参加無線通信端末との間で無線コネク
ションを確立する工程を含む（ブロック７０）。プレイリストはホスト無線通信端末を用
いて保守される（ブロック７２）。プレイリストは再生すべき楽曲ファイルを示している
。参加無線通信端末からの参加楽曲ＩＤが、ホスト無線通信端末で受信される（ブロック
７４）。参加楽曲ＩＤは、参加無線通信端末に保存されている参加楽曲ファイルと対応す
るか、参加楽曲ファイルを指定する。参加楽曲ＩＤはプレイリストに加えられる（ブロッ
ク７６）。その後、プレイリストで示される楽曲ファイルの再生が実行される（ブロック
７８）。楽曲ファイルの再生の実行は、参加無線通信端末からの参加楽曲ファイルの読み
出しを含む。
【００５４】
　一実施形態によれば、ホスト無線通信端末と複数の参加無線通信端末と複数のコネクシ
ョンが確立され、ホスト無線通信端末は複数の参加無線通信端末から複数の参加楽曲ＩＤ
を受信し、複数の参加楽曲ＩＤの各々をプレイリストに追加し、再生のために参加楽曲フ
ァイルを複数の参加無線通信端末の各々から読み出す。一実施形態によれば、ホスト無線
通信端末と参加無線通信端末との間のコネクションは、ブルートゥース無線ＲＦコネクシ
ョンのような直接ポイントツーポイントインタフェースによって達成される。一実施形態
によれば、ホスト無線通信端末と参加無線通信端末との間の通信は、ＷＬＡＮ又はセルラ
方式のシステムのような間接インタフェースを介して達成される。本発明の他の見地及び
実施形態は、以下に記載する他の実施形態の説明から明らかになるであろう。
【００５５】
　図３に、本発明の実施形態に係る楽曲ファイル再生システム１００Ａを示す。システム
１００Ａは、移動無線通信端末１０Ａ（「ホスト無線通信端末」又は「ホスト端末」とも
呼ぶ）と、付加的な複数の参加無線通信端末１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄ及び１０Ｅ（「参加
無線通信端末」又は「参加端末」とも呼ぶ）と、メディアセンター１３０とを含む。
【００５６】
　端末１０Ｂ－Ｅは、端末１０Ａに関して上述したような構成を有していても良い。端末
１０Ｂ－Ｅの各々は、無線通信モジュール３２及び楽曲管理モジュール４０を含んでいる
。しかし、個々の楽曲管理モジュールは、対象とする装置の機能に応じ、個々の端末１０
Ａ－Ｅについて構成が異なっていても良い。一実施形態によれば、端末１０Ｂ－Ｅの全て
又は一部は移動無線通信端末である。一実施形態によれば、端末１０Ａ－Ｅの全て又は一
部はハンドヘルド移動無線通信端末である。
【００５７】
　メディアセンター１３０は、音声信号（例えばデジタル音声信号）を対応する音声に変
換するように構成された装置を含む。メディアセンター１３０は、例えば、ＰＣ又はラッ
プトップ、テレビジョン受像機、オーディオレシーバ、ステレオ装置などを含みうる。図
示のメディアセンター１３０は無線通信モジュール１３２及び複数の音声変換器（スピー
カ）１３６を含んでいる。無線通信モジュール１３２はメディアセンター１３０と一体化
されていても、スウェーデンのソニーエリクソン社から入手可能なBluetooth Media View
er MMV-100モジュール又はBluetooth Media Viewer MMV-200のような、補助又はプラグイ
ン無線通信モジュールであってもよい。
【００５８】
　以下、システム１００Ａの使用例に関して説明する。集まった一群のユーザは、各々が
端末１０Ａ－Ｅの１つを有している。様々な楽曲が、端末１０Ａ－Ｅの１つ又はそれより
多く（通常２つ以上）に保存されている。ユーザは、自分たちの移動端末に保存された楽
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曲をメディアセンター１３０で再生し、集まったユーザ同士で共有したいと思うだろう。
これは各ユーザに（ブルートゥース等を介して）自分の所有する楽曲（すなわち、音楽オ
ーディオファイル）を、メディアセンター１３０へ、１つずつ、一曲毎に送信させること
で、既知かつ利用可能な技術により実現可能である。しかし、この方法は楽曲を送信する
ユーザ各々に、かなりの、かつ積極的なインタラクションを要求とする。そのような関与
は、状況（例えばパーティ）によっては不便であったり及び／又は実現できないかもしれ
ない。
【００５９】
　本発明の実施形態によれば、ホスト端末１０Ａを用いて、楽曲のプレイリストを生成及
び保守し、楽曲（すなわち音楽オーディオファイル）の再生を実行することによりこのよ
うな問題を解決することができる。通常、各端末１０Ａ－Ｅには、適切な楽曲管理モジュ
ール４０（例えば、ソフトウェア又はファームウェアアプリケーション）がインストール
されている。
【００６０】
　ホスト端末１０Ａは、マスター又はホスト端末として選択され、参加端末１０Ｂ－Ｅは
それぞれスレーブ又は参加端末として指定される。ホスト端末１０Ａのコントローラ３０
は、参加端末１０Ｂ－Ｅの各々と無線コネクションを確立する（すなわち、通信可能に接
続する）。一実施形態によれば、無線コネクションは直接無線通信インタフェースコネク
ションであり、一実施形態によれば、直接ＲＦコネクションであって、また一実施形態に
よればブルートゥースコネクションである。コネクションは既知の方法によって確立され
て良い。例えば、ブルートゥースコネクションの場合、参加（スレーブ）端末１０Ｂ－Ｅ
が探索可能／発見可能状態に設定され、ホスト（マスター）端末１０Ａが、ピコネット又
はパーソナルエリアネットワークを形成するため、利用可能な参加（スレーブ）端末１０
Ｂ－Ｅを特定するための問い合わせを発するであろう。
【００６１】
　図示の通り、ホスト端末１０Ａは、参加端末１０Ｂ，１０Ｃ及び１０Ｄと、直接ポイン
トツーポイント無線インタフェース又はリンク１１２，１１４及び１１６を介してそれぞ
れ通信し、参加端末１０ＥとはＷＬＡＮルータ１２０を通じて無線インタフェース又はリ
ンク１１８，１２２を介して通信する。一実施形態によれば、インタフェースは直接（例
えばブルートゥース）又は間接（例えばＷＬＡＮルータ又はセルラネットワーク５を介す
る）無線インタフェースの様々な組み合わせであって良いことは明らかであろう。予定さ
れる一実施形態によれば、楽曲共有手順の実行のためにホスト端末１０Ａ及び参加端末１
０Ｂ－Ｅとの間に与えられる全ての信号は、直接ポイントツーポイント無線インタフェー
スを介して与えられる。予定される一実施形態によれば、楽曲共有手順の実行のためにホ
スト端末１０Ａ及び参加端末との間に与えられる全ての信号は、ブルートゥースインタフ
ェースのような直接無線周波数（ＲＦ）インタフェースを介して与えられる。
【００６２】
　コネクションの確立前又は確立後、ホスト端末１０Ａは有効な参加端末を任意の好適な
方法により特定し、指定する。一実施形態によれば、ホスト端末１０Ａは可能性のある参
加端末（例えば、ホスト端末のブルートゥース信号の到達範囲内に存在する参加端末）の
全てもしくは選択されたグループに対し、ポーリングするか、インビテーションを送信す
る。そして、可能性のある参加端末は、インビテーションの承認によって応答することで
、選択(opt in)しても良いあるいは、又はそれに加えて、ホスト端末１０Ａは、参加端末
からの自発的な参加要求を受け付けても良い。ホスト端末１０Ａは参加が許可されるであ
ろう可能性のある参加端末（すなわち、プレイリストへ寄与する楽曲）のリストのような
、特定のグループを規定するために用いられても良い。
【００６３】
　ホスト端末１０Ａはさらに、無線インタフェース又はリンク１３４を介して通信モジュ
ール１３２に無線楽曲データ信号を供給するため、メディアセンター１３０とも通信可能
に接続されている。あるいは、ホスト端末１０Ａは、有線又は信号ケーブルを用いてメデ
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ィアセンター１３０と接続されても良い。
【００６４】
　ホスト端末１０Ａと参加端末１０Ｂ－Ｅとの間でコネクションが確立されると、各参加
端末は、参加者の端末１０Ｂ－Ｅに保存されている楽曲を指定する参加楽曲ＩＤを送信可
能となる。送信元参加端末１０Ｂ－Ｅの楽曲管理モジュール４０は楽曲ＩＤの選択及び送
信を容易にするためのユーザインタフェースを提供することができる。例えば、モジュー
ル４０は利用可能な保存楽曲とホスト端末１０Ａに送信する（１曲以上の）楽曲を選択す
るためのチェックボックスのリストを生成してもよい。
【００６５】
　ホスト端末１０Ａは、参加端末１０Ｂ－Ｅから参加楽曲ＩＤを受信する。ホスト端末１
０Ａの楽曲管理モジュール４０は、これら楽曲ＩＤのホストプレイリストを生成並びに保
守する。ホストプレイリストは再生すべき楽曲ファイルを示す。
【００６６】
　各楽曲管理モジュール４０は、関連する端末１０Ａ－Ｅ上に図４に示すような表示１５
０を行う。ホスト端末１０Ａでの表示は、参加端末１０Ｂ－Ｅの表示とは異なっていて良
い。例えば、表示１５０のうち、管理機能に関する部分は、参加端末の表示から省かれて
いて良い。あるいは、楽曲管理モジュール４０は参加端末１０Ｂ－Ｅには表示を行わなく
ても良い。
【００６７】
　図示の実施形態において、表示１５０はプレイリストフィールド１５２及びコントロー
ルボタン１５４（例えばソフトキー）を含んでいる。制御ボタン１５４は通常、ホスト端
末表示にのみ表示されるであろう。プレイリスト１５６はプレイリストフィールド１５２
に表示される。プレイリスト１５６は一列ずつ並んだ複数の楽曲ＩＤ１５６Ａを含み、楽
曲ＩＤ１５６Ａの各々は個々の楽曲ファイルに対応する。図示の通り、各楽曲ＩＤは、関
連づけられた楽曲ファイルに対応した曲アーティスト、曲名及び曲再生時間と、その楽曲
ＩＤを送信した参加者のＩＤを含んでいる。なお、図示したより多くの、少ない及び／又
は別の情報を同様に提供しうることが理解されよう。
【００６８】
　ホストは楽曲リスト１５６で示される楽曲の再生を、例えばコントロールボタン１５４
を用いて選択的に管理してもよい。例えば、「再生」及び「停止」ボタンはメディアセン
ター１３０への楽曲ファイルの送信を開始及び停止するために用いることができる。「移
動」ボタンは、プレイリスト１５６中の楽曲ＩＤ１５６Ａに優先度を与えたり、順序を変
更したりする（すなわち、関連付けられた楽曲ファイルの再生順序を変更する）ために用
いることができる。「削除」ボタンはプレイリスト１５６からある楽曲ＩＤ１５６Ａを削
除するために用いることができる。「詳細」ボタンは、関連付けされた楽曲ファイルが再
生されないように、プレイリスト１５６から楽曲ＩＤ１５６Ａを削除するために用いるこ
とができる。「ランダムミックス」ボタンは、ホスト端末１０Ａに、楽曲ファイルの再生
をランダム又は他の不連続な順序で実行させる（メディアセンター１３０へ楽曲ファイル
を送信させる）ために用いることができる。通常、ホスト端末１０Ａはランダム又は他の
不連続な順序モードが有効でない限り、リストされた順序で楽曲ファイルの再生を実行す
る。
【００６９】
　さらに他の機能が提供されても良い。例えば、ホスト端末１０Ａは、選択された１つ又
はそれより多い属性（例えば、提供者、曲の長さ、など）に従って、楽曲ＩＤの順序を変
更することをユーザに許可しても良い。ホスト端末１０Ａは、参加端末１０Ｂ－Ｅのうち
、楽曲ＩＤをプレイリスト１５６に追加することを許可される端末を指定するように構成
されても良い。参加端末１０Ｂ－Ｅは、楽曲ＩＤの追加に加え、楽曲リスト１５６の編集
又は変更を許可されても良い。この場合、ホスト端末１０Ａは、参加端末１０Ｂ－Ｅのう
ち、楽曲プレイリスト１５６の変更を許可されるものと、許可されないものとを（すなわ
ち、参加端末のプレイリスト編集機能を有効にするか、無効にするかを）ホストが選択可
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能なように構成されても良い。
【００７０】
　ホスト端末１０Ａが再生モードの時、ホスト端末１０Ａのコントローラ３０は、後で再
生すべき楽曲ＩＤ１５６Ａを特定する。特定された楽曲ＩＤは、次に再生すべき楽曲ＩＤ
かもしれない。すると、ホスト端末１０Ａは、楽曲ＩＤに対応する楽曲ファイルを読み出
すため、楽曲ファイル要求を対応する参加端末１０Ｂ－Ｅに送信する。
【００７１】
　対応する参加端末は、特定された楽曲ファイル（その参加端末に保存されている）のコ
ピーをホスト端末１０Ａへ送信する。一実施形態によれば、参加端末が楽曲ファイルをホ
スト端末１０Ａに楽曲ファイルのコピーとして送信すると、ホスト端末１０Ａは楽曲ファ
イルのコピーを一時的に（例えばメモリ３４に）保存する。他の実施形態によれば、参加
端末は楽曲ファイルをストリーミング楽曲ファイルとしてホスト端末１０Ａに送信する。
一実施形態によれば、ホスト端末と参加端末との間の要求及び楽曲ファイル信号は無線で
送信され、一実施形態によれば、ブルートゥースのような直接無線ＲＦコネクションを介
して送信される。
【００７２】
　ホスト端末１０Ａのコントローラ３０は、読み出した楽曲ファイルをメディアセンター
１３０へ送信することによって、再生を実行する。楽曲ファイルは再生のためにメディア
センター１３０に保存されてもよい。あるいは、例えば楽曲ファイルの保存元の参加端末
からホスト端末１０Ａに楽曲ファイルがストリーミングされたように、楽曲ファイルはメ
ディアセンター１３０にストリーミングされてもよい。ホスト端末１０Ａに割り当てられ
たメモリ容量が不十分な場合及び／又は楽曲ファイルをホスト端末１０Ａに保存すること
が禁止されているか違法である場合には、楽曲ファイルを参加端末からホスト端末へ、及
び／又はホスト端末からメディアセンター１３０へストリーミングすることが好ましいか
、必要となるであろう。一実施形態によれば、楽曲ファイルは、ストリーミングされる場
合も、全体が保存される場合も、再生中もしくは再生後にホスト端末１０Ａから自動的に
（すなわち、ユーザの介入無しに）消去される。
【００７３】
　ホスト端末１０Ａのコントローラ３０は、上述のステップを、楽曲ＩＤ１５６Ａの各々
について、順番に、かつ自動的に（すなわち、ユーザの介入無しに）実行することができ
る。ホスト端末１０Ａがこのようにして楽曲リスト１５６を全体について処理したら、ホ
ストはプレイリスト１５６を好きなように変更することができる。また、一実施形態によ
れば、参加端末１０Ｂ－Ｅは、ホスト端末１０Ａのコントローラ３０がプレイリスト１５
６の処理を終えたら、新たな楽曲ＩＤを楽曲リスト１５６に追加することができる。一実
施形態によれば、ホスト端末１０Ａがプレイリスト１５６の処理を終えたら、新たな参加
端末がグループに加入し、楽曲ＩＤを送信することが可能になる。
【００７４】
　システム１００Ａは、人々のグループによって選択された楽曲を再生するための便利で
楽しい仕組みを提供することができる。システム１００Ａは再生実行機能を提供するとと
もに、ホスト端末（場合によっては参加端末）が、楽曲プレイリストの生成、調整、制御
及び／又は管理を行うことを可能にする。実際には、例えば、パーティの参加者は、自分
の参加端末からホスト端末（例えばパーティホストの移動端末）で保守されている楽曲プ
レイリストに楽曲を追加することができる。自分の所有する楽曲が再生される順番になる
と、楽曲ファイルのコピーが自動的にホスト端末に送信され、再生される。そのため、パ
ーティの参加者は、曲を追加した後は何もする必要がない。一実施形態によれば、直接無
線コネクション（例えばブルートゥースコネクションのようなＲＦインタフェース）を介
してホスト端末と参加端末との間で要求及び楽曲転送信号が通信される場合、パーティの
参加者は自分の参加端末を、ポケットやハンドバッグに入れておくだけでよい。参加者は
、手順が実行されている間に追加もしくは除去されてもよい。例えば、参加者がブルート
ゥースの接続範囲から出た場合、その参加者の楽曲はプレイリストから削除されるか、プ
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レイリスト中で下に移動される。
【００７５】
　図５は、本発明の別の実施形態に係るシステム１００Ｂを示す図である。システム１０
０Ｂは、ホスト端末１０Ａと、複数の参加端末１０Ｂ－Ｅを含んでいる。システム１００
Ｂは、メディアセンター１３０が無く、楽曲プレイリスト１５６からの楽曲ファイルの再
生がホスト端末１０Ａのスピーカ２４を介して実行される点において、システム１００Ａ
（図２）と異なる。
【００７６】
　図６は、本発明の別の実施形態に係るシステム１００Ｃを示す図である。システム１０
０Ｃは、ホスト端末１０Ａと、複数の参加端末１０Ｂ－Ｅを含んでいる。システム１００
Ｃは、楽曲プレイリスト１５６からの楽曲ファイルの再生がホスト端末１０Ａのスピーカ
２４を介して実行されることに加え、複数の参加端末１０Ｂ－Ｅの各々のスピーカ及び／
又は複数の参加端末１０Ｂ－Ｅに動作可能に接続された１つ又はそれより多いヘッドセッ
ト（例えばインナーイヤー型ステレオヘッドセット）を通じて実行される点において、シ
ステム１００Ｂ（図５）と異なる。より具体的には、ホスト端末１０Ａのコントローラ３
０は上述した方法で各楽曲ファイルを再生し、さらにその楽曲ファイルを同時再生のため
に参加端末１０Ｂ－Ｅに送信する。従って、ホスト端末１０Ａは、参加端末１０Ｂ－Ｅか
らの楽曲ＩＤを含みうる楽曲プレイリストを生成及び保守し、楽曲ファイルのコピーを必
要に応じて適切な参加端末１０Ｂ－Ｅから読み出し、その楽曲ファイルのコピーを再生の
ために参加端末１０Ｂ－Ｅに配信する。一実施形態によれば、ホスト端末１０Ａから参加
端末１０Ｂ－Ｅへ送信される楽曲転送信号は無線で送信され、一実施形態によれば、ブル
ートゥースのような直接無線ＲＦコネクションを介して送信される。一実施形態によれば
、楽曲ファイルは、参加端末１０Ｂ－Ｅへストリーミングされる。ホスト端末１０Ａは、
参加端末１０Ｂ－Ｅのうち、再生信号を受信するもの及び、プレイリスト１５６に楽曲Ｉ
Ｄを追加することを許可するものをホストが指定可能なように構成されても良い。なお、
再生信号を受信する参加端末のグループと、プレイリスト１５６に楽曲ＩＤを追加するこ
とを許可する参加端末のグループとは異なっていても良い。
【００７７】
　ホスト端末１０Ａは、上述した様々なオプションから、再生のための装置または装置の
組み合わせを選択的に選べるように構成されても良い。例えば、ホスト端末１０Ａは、再
生を、自身のスピーカ２４を通じてのみ、自身のスピーカ及び参加端末１０Ｂ－Ｅのスピ
ーカを通じて、参加端末１０Ｂ－Ｅのスピーカ及びメディアセンター１３０を通じて、等
で行うように構成されても良い。楽曲ファイルが参加端末１０Ｂ－Ｅのスピーカを通じて
再生される場合、これら参加端末の所与の１つのユーザは、自身の端末のスピーカを無効
にしたり及び／又は他の装置（例えば、関連付けられた他のメディアセンターなど）で再
生するために楽曲ファイルを中継したりしてもよい。
【００７８】
　別の実施形態によれば、ホスト端末１０Ａのコントローラ３０は、ある参加端末に対し
て楽曲カタログリストを要求したり及び／又は自発的な楽曲カタログリストを受け付けた
りしても良い。楽曲カタログリストは、その参加端末上の各楽曲ファイルを示す楽曲ＩＤ
又は、その参加端末が利用可能することを希望する全ての楽曲についての楽曲ＩＤを含む
。ホスト端末１０Ａはその後、プレイリストに追加したいと思う楽曲カタログリストの楽
曲ＩＤをホストに選択することを可能にしても良い。
【００７９】
　楽曲管理モジュール４０を含む、ここで説明したアプリケーションプログラムは、本発
明の実施形態に係る様々な機能を実施するプログラムの例示である。本発明の実施形態に
従って、他の及び／又は更なるアプリケーションプログラムが用いられうることが理解さ
れよう。
【００８０】
　図１には、楽曲ファイルを管理及び再生するための移動端末及び／又は他の電子機器に
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おいて使用可能であろう例示的なハードウェア／ソフトウェア構造を示したが、本発明は
そのような構成に限定されず、ここで説明した動作を実行可能な任意の構成の包含が意図
されていることが理解されよう。例えば、メモリ３４はコントローラ３０と別個に図示さ
れているが、メモリ３４又はその一部がコントローラ３０の一部であると見なしても良い
。より一般的には、特定の複数のブロックにおいて特定の複数の機能が例示されていても
、それらの異なる複数のブロック及び／又は複数の部分は、結合、分割、及び／又は削除
されうる。さらに、図１のハードウェア／ソフトウェア構造の機能は、本発明の様々な実
施形態に従ってシングルプロセッサシステム又はマルチプロセッサシステムとして実施可
能である。
【００８１】
　本明細書の開示から利益を享受する本技術分野に属する当業者は、本発明の精神及び範
囲内において様々な変更及び改変を行うことができる。従って、ここで説明してきた例示
的な実施形態は単に例示を目的としたものと解釈されなければならず、以下の請求項によ
って規定される本発明を限定するものと解釈されるべきではない。従って、以下の請求項
は、文言で説明された要素の組み合わせに限らず、実質的に同一の結果を得るために実質
的に同じ方法で実質的に同じ機能を実行するための全ての等価物を含むように解釈される
べきである。従って、請求項は具体的に図示され、説明されたもの、概念的に等価な物及
び、本発明の基本的な思想を組み込んだものを含むものと解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】本発明の一実施形態に係る移動無線通信端末及び、例示的な基地局送受信器を模
式的に示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る方法を示すフローチャートである。
【図３】図１の無線通信端末を含む、本発明の一実施形態に係る楽曲ファイル再生システ
ムを模式的に示す図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る、図１の無線通信端末の表示を模式的に示す図である
。
【図５】図１の無線通信端末を含む、本発明の別の実施形態に係る楽曲ファイル再生シス
テムを模式的に示す図である。
【図６】図１の無線通信端末を含む、本発明の別の実施形態に係る楽曲ファイル再生シス
テムを模式的に示す図である。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成19年6月28日(2007.6.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動無線通信端末であって、無線インタフェースを通じて他の複数の通信端末と通信す
るように構成された無線通信モジュールと、
　前記無線通信モジュールを介して参加無線通信端末とコネクションを確立し、再生すべ
き楽曲ファイルを示すプレイリストを保守し、前記参加無線通信端末に保存されている参
加楽曲ファイルと対応する参加楽曲ＩＤを前記参加無線通信端末から受信し、前記参加楽
曲ＩＤを前記プレイリストに追加し、その後、再生のための前記参加楽曲ファイルの前記
参加無線通信端末からの読み出しを含む、前記プレイリストで示される前記楽曲ファイル
の再生を実行するように構成されたコントローラとを有することを特徴とする移動無線通
信端末。
【請求項２】
　前記コントローラが、前記無線通信モジュールを介して複数の参加無線通信端末とコネ
クションを確立し、前記複数の参加無線通信端末から、前記複数の参加無線通信端末の各
々に保存されている個別の参加楽曲ファイルに対応する参加楽曲ＩＤを複数受信し、前記
複数の参加楽曲ＩＤの各々をプレイリストに追加し、前記複数の参加無線通信端末の各々
から、再生のために複数の前記参加楽曲ファイルを読み出すように構成されることを特徴
とする請求項１記載の移動無線通信端末。
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【請求項３】
　前記コントローラが、前記参加無線通信端末からストリーミング音楽ファイルとして前
記参加楽曲ファイルを読み出し、前記参加楽曲ファイルが前記移動無線通信端末にストリ
ーミングされている際に前記参加楽曲ファイルの再生を実行するように構成されることを
特徴とする請求項１又は請求項２記載の移動無線通信端末。
【請求項４】
　前記コントローラが、前記参加楽曲ファイルを前記参加無線通信端末から読み出し、前
記参加楽曲ファイルを前記無線通信端末に保存し、その後、前記保存した参加楽曲ファイ
ルの再生を実行するように構成されることを特徴とする請求項１又は請求項２記載の移動
無線通信端末。
【請求項５】
　前記コントローラが、前記プレイリストで示される前記楽曲ファイルをメディアセンタ
で再生するために、再生信号を前記メディアセンタに送信するように構成されることを特
徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記載の移動無線通信端末。
【請求項６】
　音響変換器をさらに含み、前記コントローラが、前記プレイリストで示される前記楽曲
ファイルを前記音響変換器を用いて再生するように構成されることを特徴とする請求項１
乃至請求項５のいずれか１項に記載の移動無線通信端末。
【請求項７】
　前記コントローラが、前記プレイリストで示される前記楽曲ファイルを少なくとも１つ
の参加無線通信端末で再生するため、再生信号を少なくとも１つの参加無線通信端末に送
信するように構成されることを特徴とする請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の
移動無線通信端末。
【請求項８】
　前記コントローラが、前記無線通信モジュールを介して複数の参加無線通信端末とコネ
クションを確立し、前記プレイリストによって示される前記楽曲ファイルを前記複数の参
加無線通信端末で同時再生するために、再生信号を前記複数の参加無線通信端末の各々に
送信するように構成されることを特徴とする請求項７記載の移動無線通信端末。
【請求項９】
　音響変換器をさらに含み、
　前記コントローラが、前記プレイリストによって示される前記楽曲ファイルを、前記音
響変換器を用いて再生し、前記プレイリストによって示される前記楽曲ファイルを、少な
くとも１つの参加無線通信端末で前記移動無線通信端末の前記音響変換器を用いた再生と
同時再生するために、再生信号を前記少なくとも１つの参加無線通信端末へ送信するよう
に構成されることを特徴とする請求項７記載の移動無線通信端末。
【請求項１０】
　前記コントローラが、前記参加無線通信端末に保存されている利用可能な楽曲ファイル
を示す楽曲カタログリストを前記参加無線通信端末から受信し、前記利用可能な楽曲ファ
イルから選択するユーザ入力を受信し、前記選択された入手可能な楽曲ファイルを前記プ
レイリストに追加するように構成されることを特徴とする請求項１乃至請求項９のいずれ
か１項に記載の移動無線通信端末。
【請求項１１】
　前記コントローラが、前記プレイリストを前記参加無線通信端末で表示するため、前記
プレイリストを表すリスト信号を前記参加無線通信端末に送信するように構成されること
を特徴とする請求項１乃至請求項１０のいずれか１項に記載の移動無線通信端末。
【請求項１２】
　前記コントローラが、ユーザ入力に応じて前記プレイリストを変更するように構成され
ることを特徴とする請求項１乃至請求項１１のいずれか１項に記載の移動無線通信端末。
【請求項１３】
　前記無線通信モジュールが、他の複数の通信端末と直接ポイントツーポイント無線イン
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タフェースを通じて通信するように構成されるとともに、
　前記コントローラが、前記無線通信モジュールを介して前記参加無線通信端末との前記
コネクションを確立し、前記参加無線通信端末から前記参加楽曲ＩＤを受信し、再生のた
めに、前記参加楽曲ファイルの全てを前記直接ポイントツーポイント無線インタフェース
を介して前記参加無線通信端末から読み出すように構成されることを特徴とする請求項１
乃至請求項１２のいずれか１項に記載の移動無線通信端末。
【請求項１４】
　前記無線通信モジュールが、短距離送信器を備えるとともに、
　前記コントローラが、前記参加無線通信端末と前記コネクションを確立し、前記参加楽
曲ＩＤを前記参加無線通信端末から受信し、再生のために、前記参加楽曲ファイルの全て
を前記短距離送信器を介して前記参加無線通信端末から読み出すように構成されることを
特徴とする請求項１乃至請求項１３のいずれか１項に記載の移動無線通信端末。
【請求項１５】
　前記短距離送信器がブルートゥース送信器であることを特徴とする請求項１４記載の移
動無線通信端末。
【請求項１６】
　前記コントローラが、前記移動無線通信端末をマスター端末として指定し、前記参加無
線通信端末をスレーブ端末としてい指定し、前記移動無線通信端末及び前記参加無線通信
端末を含む無線パーソナルエリアネットワークを確立するように動作することを特徴とす
る請求項１４又は請求項１５記載の移動無線通信端末。
【請求項１７】
　前記コントローラが、利用可能な参加無線通信端末を特定するための問い合わせを発す
るように動作することを特徴とする請求項１６記載の移動無線通信端末。
【請求項１８】
　前記コントローラが、前記プレイリストから選択された楽曲ＩＤを再生すべきものとし
て特定するように構成されるとともに、前記参加楽曲ＩＤが前記選択された楽曲ＩＤであ
る場合、前記参加無線通信端末から前記参加楽曲ファイルを読み出すため、前記参加無線
通信端末に楽曲ファイル要求を自動的に送信するように構成されることを特徴とする請求
項１乃至請求項１７のいずれか１項に記載の移動無線通信端末。
【請求項１９】
　前記無線通信端末が、携帯電話機を含むことを特徴とする請求項１乃至請求項１８のい
ずれか１項に記載の移動無線通信端末。
【請求項２０】
　前記移動無線通信端末がハンドヘルド移動無線通信端末であることを特徴とする請求項
１乃至請求項１９のいずれか１項に記載の移動無線通信端末。
【請求項２１】
　楽曲プレイリストを提供するシステムであって、
　ホスト移動無線通信端末と、
　参加無線通信端末とを備え、
　前記ホスト無線通信端末が、
　　無線インタフェースを通じて他の複数の通信端末と通信するように構成された無線通
信モジュールと、
　　前記無線通信モジュールを介して前記参加無線通信端末とのコネクションを確立し、
再生すべき楽曲ファイルを示すプレイリストを保守し、前記参加無線通信端末に保存され
ている参加楽曲ファイルと対応する参加楽曲ＩＤを前記参加無線通信端末から受信し、前
記参加楽曲ＩＤを前記プレイリストに追加し、その後、再生のための前記参加楽曲ファイ
ルの前記参加無線通信端末からの読み出しを含む、前記プレイリストで示される前記楽曲
ファイルの再生を実行するように構成されたコントローラとを含むことを特徴とするシス
テム。
【請求項２２】
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　複数の参加無線通信端末を含み、前記コントローラが、前記無線通信モジュールを介し
て前記複数の参加無線通信端末の各々とコネクションを確立し、前記複数の参加無線通信
端末から、前記複数の参加無線通信端末の各々に保存されている個別の参加楽曲ファイル
に対応する参加楽曲ＩＤを複数受信し、前記複数の参加楽曲ＩＤの各々を前記プレイリス
トに追加し、前記複数の参加無線通信端末の各々から、再生のために複数の前記参加楽曲
ファイルを読み出すように構成されることを特徴とする請求項２１記載のシステム。
【請求項２３】
　ホスト無線通信端末を用いて楽曲プレイリストを提供するための方法であって、
　前記ホスト無線通信端末と参加無線通信端末との間で無線コネクションを確立し、
　再生すべき楽曲ファイルを示すプレイリストを前記ホスト無線通信端末を用いて保守し
、
　前記ホスト無線通信端末において、前記参加無線通信端末に保存されている参加楽曲フ
ァイルと対応する参加楽曲ＩＤを前記参加無線通信端末から受信し、
　前記参加楽曲ＩＤを前記プレイリストに追加し、その後、
　再生のために前記参加楽曲ファイルを前記参加無線通信端末から読み出すことを含む、
前記プレイリストによって示される前記楽曲ファイルの再生を実行することを特徴とする
方法。
【請求項２４】
　ホスト無線通信端末を用いて楽曲プレイリストを提供するためのコンピュータプログラ
ム製品であって、
　コンピュータが利用可能なプログラムコードが埋め込まれたコンピュータが利用可能な
媒体を含み、前記コンピュータが利用可能なプログラムコードが、
　前記ホスト無線通信端末と参加無線通信端末との間で無線コネクションを確立するよう
に構成されたコンピュータ利用可能なプログラムコードと、
　再生すべき楽曲ファイルを示すプレイリストを前記ホスト無線通信端末を用いて保守す
るように構成されたコンピュータ利用可能なプログラムコードと、
　前記ホスト無線通信端末において、前記参加無線通信端末に保存されている参加楽曲フ
ァイルと対応する参加楽曲ＩＤを参加無線通信端末から受信するように構成されたコンピ
ュータ利用可能なプログラムコードと、
　前記参加楽曲ＩＤを前記プレイリストに追加するように構成されたコンピュータ利用可
能なプログラムコードと、
　その後、再生のために前記参加楽曲ファイルを前記参加無線通信端末から読み出すこと
を含み、前記プレイリストによって示される前記楽曲ファイルの再生を実行するように構
成されたコンピュータ利用可能なプログラムコードとを含むことを特徴とするコンピュー
タプログラム製品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図３】
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【国際調査報告】
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