
(57)【要約】
【課題】ユーザがダウンロード対象データの識別情報を
文字入力する必要なく、比較的容易にダウンロード対象
データを指定することを可能とする。
【解決手段】音楽配信システム端末を構成する端末本体
１０は、少なくともダウンロード対象データを特定する
データアクセス情報をコード情報として組み込んだ画像
を光学的に読み取るカメラ部１１１を有する。端末本体
１０は、カメラ部１１１により読み取られた画像を解読
して、当該画像内にコード化された前記データアクセス
情報としてのビット情報を抽出する。端末本体１０は、
データ配信サーバにアクセスしたとき、当該データアク
セス情報を用いてダウンロード対象データを指定する。
前記画像に組み込まれたデータアクセス情報の一部とし
てＵＲＬやアクセスポイントの電話番号を含むこともで
きる。好ましくは、そのＵＲＬおよび電話番号は、それ
ぞれ対応するコードとしてデータアクセス情報に組み込
み、使用時に解読して用いる。



【特許請求の範囲】
【請求項１】インターネット上のデータ配信サーバに対
してアクセスし、ダウンロード対象データをダウンロー
ドする通信端末であって、
少なくとも前記ダウンロード対象データを特定するデー
タアクセス情報をコード情報として組み込んだ画像を光
学的に読み取る撮像手段と、
この撮像手段により読み取られた画像を解読して、当該
画像内にコード化された前記データアクセス情報として
のビット情報を抽出するビット情報抽出手段と、
前記データ配信サーバにアクセスしたとき、前記データ
アクセス情報を用いてダウンロード対象データを指定す
るデータ指定手段と、
この指定されたダウンロード対象データをダウンロード
するダウンロード手段と、
を備えたことを特徴とする通信端末。
【請求項２】前記ダウンロード対象データは楽曲データ
であり、前記データアクセス情報は、楽曲コードである
ことを特徴とする請求項１記載の通信端末。
【請求項３】前記データアクセス情報の一部として、前
記データ配信サーバのＵＲＬを含むことを特徴とする請
求項１または２記載の通信端末。
【請求項４】前記画像に組み込まれたデータアクセス情
報の一部としてのＵＲＬは、当該ＵＲＬに予め割り当て
られたサイトコードであり、前記通信端末は、前記サイ
トコードを実際のＵＲＬに対応づけるサイトコードテー
ブルをさらに備え、前記サーバへのアクセス時には前記
サイトコードテーブルから得られた実際のＵＲＬを用い
ることを特徴とする請求項３記載の通信端末。
【請求項５】前記データアクセス情報の一部として、イ
ンターネット接続アクセスポイントの電話番号も含み、
ユーザの操作に応じて、前記電話番号への自動ダイアリ
ングによる発呼を行うことを特徴とする請求項１または
２記載の通信端末。
【請求項６】前記画像に組み込まれたデータアクセス情
報の一部としてのアクセスポイントの電話番号は、当該
電話番号に予め割り当てられたダイアルアップコードで
あり、前記通信端末は、前記ダイアルアップコードを実
際の電話番号に対応づけるダイアルアップコードテーブ
ルをさらに備え、前記アクセスポイントへの接続時には
前記ダイアルアップコードテーブルから得られた実際の
電話番号を用いることを特徴とする請求項５記載の通信
端末。
【請求項７】前記データアクセス情報をコード情報とし
て組み込んだ画像は２次元コードを構成することを特徴
とする請求項１～６のいずれかに記載の通信端末。
【請求項８】前記データアクセス情報は複数の画像に組
み込まれており、前記撮像手段により順次にまたは同時
に読み取られた前記複数の画像から抽出された複数組の
ビット情報を連結するビット情報連結手段をさらに備え

たことを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の通
信端末。
【請求項９】インターネット上のデータ配信サーバに対
してアクセスし、ダウンロード対象データをダウンロー
ドする、撮像手段を備えた通信端末において実行可能な
コンピュータプログラムを格納したプログラム格納媒体
であって、
少なくとも前記ダウンロード対象データを特定するデー
タアクセス情報をコード情報として組み込んだ画像を前
記撮像手段により光学的に読み取る画像読み取り処理ス
テップと、
この読み取られた画像を解読して、当該画像内にコード
化された前記データアクセス情報としてのビット情報を
抽出するビット情報抽出処理ステップと、
前記データ配信サーバにアクセスしたとき、前記データ
アクセス情報を用いてダウンロード対象データを指定す
るデータ指定処理ステップと、
この指定されたダウンロード対象データをダウンロード
するダウンロード処理ステップと、
を備えたコンピュータプログラムを格納したプログラム
格納媒体。
【請求項１０】少なくともダウンロード対象データを特
定するデータアクセス情報をコード情報として組み込ん
だ画像を、光学的に読み取り可能に記録した記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、インターネットな
どの通信媒体を介したデータ配信サービスに関し、特
に、データ配信サーバから所望のデータをダウンロード
する技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来の携帯電話機などの小型の端末か
ら、ユーザが配信希望のデータ、例えば楽曲データを指
定する場合、テンキーなどを用いた文字入力により、配
信希望の曲の曲名やアーティスト名を入力し、入力結果
をサーバに送信して、所望の楽曲を検索することが考え
られる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】しかし、テンキーを文
字キーとして併用する携帯電話機や、文字をペンやソフ
トウェアキーボードから入力するような携帯情報端末で
は、文字入力が煩わしく、音楽配信サービスを受けると
き、配信希望の曲の曲名やアーティスト名の入力に多く
の手間がかかってしまう。また、手入力には誤入力がつ
きまとう。このような理由で、音楽配信サービスの利用
を拒否したり躊躇するユーザも存在しうる。
【０００４】したがって、ユーザが楽曲やアーティスト
の名前を文字入力する必要なく、比較的容易に希望する
楽曲データをダウンロードできることが望まれる。
【０００５】本発明はこのような背景においてなされた
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ものであり、その目的は、ユーザがダウンロード対象デ
ータの識別情報を文字入力する必要なく、比較的容易に
ダウンロード対象データを指定することを可能とする通
信端末、プログラム格納媒体および記録媒体を提供する
ことにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明による通信端末は、インターネット上のデー
タ配信サーバに対してアクセスし、ダウンロード対象デ
ータをダウンロードする通信端末であって、少なくとも
前記ダウンロード対象データを特定するデータアクセス
情報をコード情報として組み込んだ画像を光学的に読み
取る撮像手段と、この撮像手段により読み取られた画像
を解読して、当該画像内にコード化された前記データア
クセス情報としてのビット情報を抽出するビット情報抽
出手段と、前記データ配信サーバにアクセスしたとき、
前記データアクセス情報を用いてダウンロード対象デー
タを指定するデータ指定手段と、この指定されたダウン
ロード対象データをダウンロードするダウンロード手段
とを備えたことを特徴とする。
【０００７】このような撮像手段を備える通信端末にお
いて、データアクセス情報をコード情報として組み込ん
だ画像を読み取ることにより、ユーザによる文字入力を
要することなく、通信端末がデータアクセス情報を認識
し、ダウンロード対象データを正確にかつ迅速に特定す
ることが可能となる。
【０００８】前記データアクセス情報の一部として、前
記データ配信サーバのＵＲＬも含めてもよい。この場合
には、ＵＲＬを画像に組み込む際には、当該ＵＲＬに予
め割り当てられたサイトコードを用いることにより必要
なビット数が低減される。この場合、前記通信端末に
は、前記サイトコードを実際のＵＲＬに対応づけるサイ
トコードテーブルをさらに備える。
【０００９】同様に、前記データアクセス情報の一部と
して、インターネット接続アクセスポイントの電話番号
を含めることも可能である。この場合にも、画像に組み
込む電話番号は、当該電話番号に予め割り当てられたダ
イアルアップコードとしてもよい。その際には、通信端
末は、前記ダイアルアップコードを実際の電話番号に対
応づけるダイアルアップコードテーブルをさらに備え
る。
【００１０】前記端末装置には、さらに、前記データア
クセス情報は複数の画像に組み込まれており、前記撮像
手段により順次にまたは同時に読み取られた前記複数の
画像から抽出された複数組のビット情報を連結するビッ
ト情報連結手段を備えてもよい。これにより、例えばダ
ウンロード対象データの識別情報の表現に、１個の画像
で表されるビット数では不足する場合に、対処すること
ができる。
【００１１】また、本発明は、インターネット上のデー

タ配信サーバに対してアクセスし、ダウンロード対象デ
ータをダウンロードする、撮像手段を備えた通信端末に
おいて実行可能なコンピュータプログラムを格納した、
後述するようなプログラム格納媒体として把握すること
ができる。
【００１２】さらに本発明は、少なくともダウンロード
対象データを特定するデータアクセス情報をコード情報
として組み込んだ画像を、光学的に読み取り可能に記録
した記録媒体としても把握できる。このような記録媒体
は、例えば用紙やフィルム等のシート状の記録媒体であ
り、単体のカードやシート状物の他、製本した雑誌形態
のものも含む。
【００１３】
【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施の形態
について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００１４】図１は、本発明を移動体通信による音楽配
信システムに適用した場合の概略のシステム構成を示
す。本明細書において、「システム」とは、複数の装置
が論理的に集合した物をいい、各構成の装置が同一筐体
中にあるか否かは問わない。
【００１５】音楽配信サーバ４００は、多数の楽曲デー
タのような音楽コンテンツを蓄積している。この音楽配
信サーバ４００に対して、ユーザは、公衆網４０２を介
して、各種の音楽配信システム端末１００ａ，１００
ｂ，１００ｃからアクセスすることにより、音楽配信サ
ービスを受けることができる。音楽配信システム端末１
００ａ，１００ｂ，１００ｃは、それぞれ、端末本体１
０ａ，１０ｂ，１０ｃと、ヘッドセット３１０ａ，３１
０ｂ，１０５ｃとで構成されている。以下、音楽配信シ
ステム端末１００ａ，１００ｂ，１００ｃを総称すると
きは、その参照番号の添え字を除いて音楽配信システム
端末１００と呼ぶ。他の参照番号についても同様であ
る。本実施の形態では、端末本体１０は携帯電話機を例
として説明する。
【００１６】端末本体１０ａ，１０ｂ，１０ｃには、そ
れぞれ、操作手段として用いられる操作キー（図示せ
ず）と、楽曲情報の表示手段として用いられる液晶ディ
スプレイＬＣＤ１１０が装備されている。ヘッドセット
３１０は、１対のスピーカ３１２と、単一のマイクロフ
ォン３１１を有する。音声入力をマイクロフォン３１１
で行い、スピーカ３１２で音楽配信システムにより配信
された楽曲を聴取する。端末本体１０４ａ，１０４ｃ
は、それぞれヘッドセット３１０ａ，３１０ｃと有線
（ケーブル）で接続されており、当該端末本体に記憶さ
れた楽曲データをヘッドセット３１０ａ，３１０ｃで再
生聴取することができる。一方、端末本体１０５ｂは、
対応するヘッドセット３１０ｂと無線で接続されてい
る。ヘッドセット３１０ｂは、図示しないが、無線通信
および楽曲データの記憶、読み出し、再生の機能を実行
するための回路構成を内蔵している。ヘッドセット３１
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０ｂは、受信した楽曲データを、ヘッドセット３１０ｂ
に装着できる着脱可能な音楽用記憶媒体１１２に記憶す
ることができ、楽曲データを音楽用記憶媒体１１２に記
憶した後は、ヘッドセット３１０ｂのみで楽曲を聴取す
ることができる。端末本体１０４ｃは、その筐体内に装
着できる着脱可能な音楽用記憶媒体１１２を用いること
ができ、音楽用記憶媒体１１２に記憶した楽曲データを
ヘッドセット３１０ｃで再生聴取することができる。端
末１００ｂとヘッドセット３１０ｂとの間の無線通信と
しては、例えば、Bluetooth（商標）のような電波によ
る短距離無線通信を利用することができる。。
【００１７】図２は、本発明を適用した音楽配信システ
ムにおける端末１００の外観図の例である。ここでは端
末１００として、撮像装置としてのカメラが付属した携
帯電話機の例を示す。図１に示したように、端末本体１
０とヘッドセット３１０とは、有線または無線で接続し
うる。図示の都合上、図２における端末本体１０とヘッ
ドセット３１０の縮尺は同じではない。有線接続の場合
には、ヘッドセット３１０からケーブルおよびプラグ
（図示せず）を介して携帯電話機のイヤホンマイク端子
（図示せず）に接続される。無線接続の場合には、両者
に、当該無線通信のためのアンテナおよび無線通信回路
が付設される。
【００１８】この端末本体１０は、中央のヒンジ部２１
１を境に表示部２１２と本体部２１３とに分けられてお
り、当該ヒンジ部２１１を介して折り畳み可能に形成さ
れている。
【００１９】表示部２１２には、上端左部に送受信用の
アンテナ１０１が引出しおよび収納可能な状態に取り付
けられており、当該アンテナ１０１を介して基地局との
間で電波を送受信するようになされている。
【００２０】また表示部２１２には、上端中央部にほぼ
１８０度の角度範囲で回動自在なカメラ部１１１が設け
られており、当該カメラ部１１１のＣＣＤカメラ２１６
によって所望の撮像対象を撮像し得るようになされてい
る。
【００２１】ここで表示部２１２は、カメラ部１１１が
ユーザによってほぼ１８０度回動されて位置決めされた
場合、当該カメラ部１１１の背面側中央に設けられたス
ピーカ１０７が正面側に位置することになり、これによ
り通常の音声通話状態に切り換わるようになされてい
る。
【００２２】さらに表示部２１２には、その正面に液晶
ディスプレイ（ＬＣＤ）１１０が設けられており、電波
の受信状態、電池残量、電話帳として登録されている相
手先名や電話番号および発信履歴等の他、電子メールの
内容、簡易ホームページ、ＣＣＤカメラ２１６で撮像し
た画像を表示し得るようになされている。
【００２３】一方、本体部２１３には、その表面に
「０」～「９」の数字キー、発呼キー、リダイヤルキ

ー、終話および電源キー、クリアキーおよび電子メール
キー等の操作キー１１３が設けられており、当該操作キ
ー１１３を用いて各種指示を入力し得るようになされて
いる。
【００２４】また本体部２１３には、操作キー１１３の
下部にメモボタン２２０やマイクロフォン１０５が設け
られており、当該メモボタン２２０によって通話中の相
手の音声を録音し得ると共に、マイクロフォン１０５に
よって通話時のユーザの音声を集音するようになされて
いる。
【００２５】さらに本体部２１３には、操作キー１１３
の上部に回動自在なジョグダイヤル２２２が当該本体部
２１３の表面から僅かに突出した状態で設けられてお
り、当該ジョグダイヤル２２２に対する回動操作に応じ
て液晶ディスプレイ１１０に表示されている電話帳リス
トや電子メールのスクロール動作、簡易ホームページの
ページ送り動作および画像の送り動作等の種々の動作を
実行するようになされている。例えば本体部２１３は、
ユーザによるジョグダイヤル２２２の回動操作に応じて
液晶ディスプレイ１１０に表示された電話帳リストの複
数の電話番号の中から所望の電話番号が選択され、当該
ジョグダイヤル２２２が本体部２１３の内部方向に押圧
されると、選択された電話番号を確定して当該電話番号
に対して自動ダイアリングにより発呼処理を行うように
なされている。この自動ダイアリングによる発呼処理
は、ジョグダイヤル２２２のユーザ操作によらず、後述
する端末１００の処理によるアクセスポイントへの接続
時にも利用される。
【００２６】なお本体部２１３は、背面側に図示しない
バッテリパックが挿着されており、終話および電源キー
がオン状態になると、当該バッテリパックから各回路部
に対して電力が供給されて動作可能な状態に起動する。
【００２７】本体部２１３には、前記音楽用記憶媒体１
１２の一例として、当該本体部２１３の左側面上部に抜
差自在なメモリスティック（ソニー株式会杜の商標）２
２３を挿着するためのメモリスティックスロット２２４
が設けられており、メモボタン２２０が押下されるとメ
モリスティック２２３に通話中の相手の音声を記録した
り、ユーザの操作に応じて電子メール、簡易ホームペー
ジ、ＣＣＤカメラ２１６で撮像した画像を記録し得るよ
うになされている。ここでメモリスティック２２３は、
本願出願人であるソニー株式会社によって開発されたフ
ラッシュメモリカードの一種である。このメモリスティ
ック２２３は、縦２１．５ｘ横５０ｘ厚さ２．８［ｍ
ｍ］の小型薄型形状のプラスチックケース内に電気的に
書換えや消去が可能な不揮発性メモリであるＥＥＰＲＯ
Ｍ（Electrically Erasable and Programmable Read On
ly Memory）の一種であるフラッシュメモリ素子を格納
したものであり、１０ピン端子を介して本発明の楽曲や
画像、音声、音楽等の各種データの書き込みおよび読み
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出しが可能となっている。
【００２８】またメモリスティック２２３は、大容量化
等による内蔵フラッシュメモリの仕様変更に対しても、
使用する機器で互換性を確保することができる独自のシ
リアルプロトコルを採用し、最大書込速度１．５［ＭＢ
／Ｓ］、最大読出速度２．４５［ＭＢ／Ｓ］の高速性能
を実現していると共に、誤消去防止スイッチを設けて高
い信頼性を確保している。従って端末本体１０は、この
ようなメモリスティック２２３を挿着可能に構成されて
いるために、当該メモリスティック２２３を介して他の
電子機器との間でデータの共有化を図ることができるよ
うになされている。
【００２９】図３は、本実施の形態における携帯電話機
の概略構成を示すブロック図である。
【００３０】図３において、端末本体１０としての携帯
電話機は、従来の携帯電話機と同様に、アンテナ１０１
とＲＦ(Radio Frequency)回路１０２と、信号処理部１
０３と、それらを制御する制御手段としての機能を持つ
ＣＰＵ１０９と、記憶手段としての機能を持つメモリ１
０８によって移動体無線通信処理を行う。
【００３１】また、従来の携帯電話機と同様に、音声入
力部としてのマイクロフォン１０５と、このマイクロフ
ォン１０５により抽出した信号をディジタル変換するＡ
Ｄ変換器１０４と、音声出力部としてのスピーカ１０７
と、ディジタル信号をアナログ変換するＤＡ変換器１０
６、ヘッドセットへ音声パスを切り替える切替部１１
５、および、有線のヘッドセットの接続端子１１６を有
する。また、良質の再生音を得るためのＦＭ音源ＬＳＩ
等の音源部１１４を有する。なお、ヘッドセットと無線
接続を行う場合には、無線通信部（図示せず）をさらに
備える。
【００３２】ユーザインターフェイスとしては、ユーザ
が発信、着信、電話番号入力などの操作を行うための操
作キー１１３と、ユーザに対する表示手段として用いら
れるＬＣＤ１１０で構成されている。メモリ１０８は、
画像入力された画像信号を格納する機能を持っている。
ＣＰＵ１０９は、移動体無線通信処理の制御のほかに、
インターフェイス処理、メモリ処理、音声入出力処理、
２次元コード画像解読によるビット情報抽出、後述する
テーブルによるコード情報解読、楽曲データ再生などの
各種の制御を行う。撮像手段としてのカメラ部１１１
は、２次元コードなどの画像情報を電話機内に撮像入力
するために用いられる。
【００３３】前述したように、メモリスティック２２３
のような音楽用記憶媒体１１２は、本発明における楽曲
データを格納するための記憶媒体である。メモリスティ
ック２２３のような可搬性の記憶媒体を用いれば、ある
端末本体で取り込んだ楽曲データを格納した音楽用記憶
媒体を他の同様の端末本体に装着することにより、その
端末本体でも当該音楽用記録媒体を利用することができ

る。また、パーソナルコンピュータなどで取り込んだ楽
曲データをメモリスティック２２３を介して端末本体で
利用することも可能である。
【００３４】なお、図３において端末本体の各部に動作
電力を供給する電源回路部は図示省略してある。
【００３５】次に、図４に、音楽配信システムのサーバ
の構成例を示す。サーバ４００は、回線４０１を介して
公衆網４０２に接続し、さらに公衆網４０２に接続して
いる端末に対して音楽すなわち楽曲データの配信を行
う。具体的には、サーバ４００は、端末１００との通信
処理を行う送受信制御部４０４と、端末から送信された
楽曲情報より所望の楽曲を選択する選曲制御部４０５
と、楽曲のオーディオディジタルデータを記憶しておく
楽曲データベース４０６と、最終的に端末側で指定され
た楽曲に対して課金処理を行う課金システム４０７とで
構成されている。但し、課金システム４０７は、必ずし
もサーバ４００内に存在しなくてもよい。例えば、公衆
網または専用線などで接続された課金専用のサーバで行
ってもよい。その場合には課金システム４０７は、課金
サーバとの課金関連情報の授受を行う。
【００３６】図５は、本実施の形態において利用する２
次元コードの一種としてのサイバーコード（「Ｃｙｂｅ
ｒ Ｃｏｄｅ」はソニー株式会社の登録商標）の構成を
示す。サイバーコードは、画像データからコードデータ
を効率よく正確に認識できるように構成されている。図
５に示すように、サイバーコードは、用紙などの記録媒
体の表面に印刷または記録される光学的に認識可能な情
報であり、ロゴマーク部２０１とコード部２０２からな
る。コード部２０２は、７×７の全４９個のブロック
（またはセル）がマトリクス状に配置されたマトリクス
構造を有し、１つのサイバーコードで２４ビットの情報
をコード化しうるよう構成されている。具体的には、四
隅のブロック（コーナーセル）およびその周囲の３ブロ
ックを含む全１６ブロックはデータを構成せず、また、
残り３３ブロック中９ブロックは、コードデータが正し
いコードデータであることを確かめるためのチェックデ
ータを構成する。したがって、コード部２０２には２４
ビット分の情報がコード化される。ＩＤ部２１３は、コ
ード部２０２においてコード化された２４ビットのデー
タを１６進数で表記したものであり、サイバーコードと
して必須の部位ではない。
【００３７】なお、サイバーコードの詳細については、
特開２０００－８２１０８号および特開２０００－１４
８９０４号公報に開示されている。
【００３８】次に、本実施の形態における動作について
説明する。以下では、コードとして前述したサイバーコ
ードを利用する場合について説明する。
【００３９】図６に、以下で説明する処理において、端
末に記憶して利用するアクセス情報テーブル６０１とし
て、ダイアルアップコードテーブル６０１ａおよびサイ
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トコードテーブル６０１ｂの構成例を示す。ダイアルア
ップコードテーブル６０１ａは、ダイアルアップコード
とダイアルアップ先の電話番号とを予め対応づけたデー
タテーブルである。ダイアルアップ先は、インターネッ
ト接続プロバイダのアクセスポイントである。サイトコ
ードテーブル６０１ｂは、本発明に対応した音楽配信サ
ービスを行う音楽配信サイトのＵＲＬ(Uniform Resourc
e Locator)に対して、予め定めたサイトコードを割り当
てたデータテーブルである。ここでは、ダイアルアップ
コードおよびサイトコードとして、それぞれ、１６進数
３桁すなわち１２ビットを用いている。但し、使用ビッ
ト数は１２ビットに限るものではなく、ダイアルアップ
先の個数およびサイトの個数に応じて増減できる。
【００４０】本実施の形態では、音楽配信サービスを受
ける際に、ユーザは端末からダイアルアップ接続してイ
ンターネットに接続し、さらに所定の音楽配信サイトに
アクセスして、希望する楽曲を指定し、その楽曲データ
をダウンロードする場合を考える。その際、本発明によ
る端末がどの段階でサイバーコードを用いるかに関して
は、大別して、以下の第１、第２、第３の方法（１）
（２）（３）が考えられる。
【００４１】（１）ダイアルアップ接続の前にサイバー
コードを用いる。この場合、サイバーコードに含めるア
クセス情報としては、ダイアルアップ先の電話番号情報
および音楽配信サイト（サーバ）のＵＲＬ情報が必要と
なる。例えば、１１桁の電話番号を表すには３７ビット
の情報が必要である。また、ＵＲＬ情報を文字コードで
表す場合、英数１文字につき８ビットの情報が必要であ
る。この場合、多数のサイバーコードが必要となる。し
たがって、図６で示したようなアクセス情報テーブル６
０１を用いる。すなわち、前記ダイアルアップコードテ
ーブル６０１ａおよびサイトコードテーブル６０１ｂが
端末のメモリ上に存在すれば、多数のサイバーコードを
用いることなく、ダイアルアップ先の指定および音楽配
信サイトのＵＲＬの指定を行うことができる。図６の例
では、ダイアルアップコードおよびサイトコードの両コ
ード合計でも２４ビットであり、１つのサイバーコード
で表すことができる。但し、両コードを１つのサイバー
コードに含めた場合には、両コードの全ての組み合わせ
のサイバーコードを用意する必要がある。この弊害を避
けるために、ダイアルアップコードとサイトコードを別
々のサイバーコードで表すようにしてもよい。前記全て
の組み合わせが少なければ、両コードを１つのサイトテ
ーブルに含めても支障は少ない。この方法（１）では楽
曲を特定するための楽曲コードを指定するために、さら
に少なくとも１つの他のサイバーコードを利用する必要
がある。なお、楽曲コードと個々の楽曲データとを対応
づける対応データテーブルは、サーバ側（例えば楽曲デ
ータベース４０６）に用意される。
【００４２】（２）ダイアルアップ接続後、音楽配信サ

イトにアクセスする前にサイバーコードを用いる。例え
ば、ＮＴＴドコモ社のｉモード（商標）携帯電話機のよ
うに、ボタン一つで所定のインターネット接続サービス
プロバイダに接続される場合には、ダイアルアップ先の
電話番号情報は不要である。したがって、このような場
合、音楽配信サイトの指定の段階からサイバーコードを
用いる。音楽配信サイトコードを含めたサイバーコード
には未使用ビットが１２ビットあるので、これを楽曲の
指定に利用することができる。勿論、サイトコードと楽
曲コードでサイバーコードを分けてもよい。特に指定可
能な楽曲数が多く、単一のサイバーコードでは足りない
場合には、後述するように複数のサイバーコードを組み
合わせて用いてもよい。
【００４３】（３）音楽配信サイトにアクセスした後、
サイバーコードを用いる。この場合、ユーザがインター
ネットに接続し、かつ、ＵＲＬ入力またはボタンやメニ
ュー操作により所定の音楽サイトにアクセスした後、楽
曲の指定の段階からサイバーコードを用いる。この場合
は、サイバーコードの２４ビットを楽曲指定に利用でき
るので、通常の場合、単一のサイバーコードで１つの楽
曲コードの指定が十分可能と考えられる。しかし、楽曲
コードがさらに大サイズの場合、あるいは、楽曲名やア
ーティスト名をコード化しないような場合には、１つの
楽曲の指定に複数のサイバーコードを使用する場合も考
えられる。その場合には後述する複数のサイバーコード
の読み込み合成方法を用いることができる。
【００４４】なお、上記（１）（２）（３）のいずれの
方法においても、有料のデータ配信サービスを受ける前
提として、ユーザは、アクセスする音楽配信サイトにお
いて前もってユーザ登録などの手続きを完了しているも
のとする。ユーザはそのような登録済みの音楽配信サイ
トのＵＲＬ情報を組み込んだサイバーコードを選択す
る。アクセスポイントについても、自己の登録している
インターネット接続プロバイダの最寄りのアクセスポイ
ントを選択する。
【００４５】図７は、前記第１の方法による端末の処理
例を示すフローチャートである。まず、サイバーコード
をカメラ部１１１にかざして撮像するよう、ユーザに促
す（Ｓ１１）。ここでは、アクセスポイントコードとサ
イトコードと楽曲コードを複数のサイバーコードから読
み込む。この撮像により得られた画像信号は、メモリ１
０８に格納される。メモリ１０８に格納された画像信号
から、サイバーコードのビット情報を抽出する（Ｓ１
２）。ついで、このビット情報から、ダイアルアップコ
ードと音楽配信サイトコードと楽曲コードとを得る（Ｓ
１３）。
【００４６】次に、ダイアルアップコードから、前記ア
クセス情報テーブル６０１のダイアルアップコードテー
ブル６０１ａを参照して、ダイアルアップ電話番号を得
る（Ｓ１４）。さらに、この電話番号を基にダイアルア
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ップ接続によりインターネットに接続する（Ｓ１５）。
その際、ユーザＩＤやパスワードが要求されれば、それ
らを入力する。
【００４７】インターネットに接続された後、前記音楽
サイトコードから、前記アクセス情報テーブル６０１の
サイトコードテーブル６０１ｂを参照して、音楽配信サ
イトのＵＲＬを得て（Ｓ１６）、当該音楽配信サイトを
アクセスし、前記楽曲コードを音楽配信サーバ４００に
送信する（Ｓ１７）。このサイトアクセス時にも、ユー
ザＩＤやパスワードが要求されれば、それらを入力す
る。以下の方法についても同様である。その後の処理に
ついては、後述する。
【００４８】図８は、前記第２の方法による端末の処理
例を示すフローチャートである。まず、ユーザのダイア
ルアップボタン押下等の操作に応じて、ダイアルアップ
接続により所定のインターネット接続プロバイダのアク
セスポイントを介してインターネットに接続する（Ｓ２
１）。ついで、ユーザに対して、サイバーコードの撮像
を促す（Ｓ２２）。ここでは、複数のサイバーコードを
用いるものとする。この撮像により得られた画像信号
は、メモリ１０８に格納される。メモリ１０８に格納さ
れた画像信号から、サイバーコードのビット情報を抽出
する（Ｓ２３）。ついで、このビット情報から、音楽配
信サイトコードと楽曲コードとを得る（Ｓ２４）。
【００４９】ついで、前記音楽サイトコードから、前記
アクセス情報テーブル６０１のサイトコードテーブル６
０１ｂを参照して、音楽配信サイトのＵＲＬを得て（Ｓ
２５）、当該音楽配信サイトをアクセスし、前記楽曲コ
ードを音楽配信サーバ４００に送信する（Ｓ２６）。そ
の後の処理については、後述する。
【００５０】図９は、前記第３の方法による端末の処理
例を示すフローチャートである。まず、ユーザのダイア
ルアップボタン押下等の操作に応じて、ダイアルアップ
接続により所定のインターネット接続プロバイダのアク
セスポイントを介してインターネットに接続する（Ｓ３
１）。ついで、ＵＲＬ入力またはボタンやメニュー操作
により所定の音楽サイトにアクセスする（Ｓ３２）。そ
こで、ユーザに対して、サイバーコードの撮像を促す
（Ｓ３３）。このときサイバーコードは必要に応じて複
数個用いる。複数個のサイバーコードを組み合わせて用
いる具体的な処理の詳細については後述する。この撮像
により得られた画像信号は、メモリ１０８に格納され
る。メモリ１０８に格納された画像信号から、サイバー
コードのビット情報を抽出する（Ｓ３４）。ついで、こ
のビット情報から、楽曲コードを得る（Ｓ３５）。この
楽曲コードを音楽配信サーバ４００へ送信する（Ｓ３
６）。この第３の方法では、前記アクセス情報テーブル
６０１は不要である。その後の処理については、後述す
る。
【００５１】次に、図１０により、複数のサイバーコー

ドを組み合わせて２４ビットより大きいビット情報を得
るためのサイバーコード読み込み処理の一例を説明す
る。
【００５２】この場合、一組の複数のサイバーコード
は、予め定められた順序にカメラに読み込ませる必要が
ある。そのために、一組のサイバーコード群がユーザに
認識できるように、それらを１または複数の記録媒体上
に記録し、所定の順に各サイバーコードを撮像するよう
にユーザに指示する。また、サイバーコードの２４ビッ
トのうち予め定めた１ビット（連続フラグビットと呼
ぶ）を用いて、後続のサイバーコードの存在の有無を示
すようにする。これによって１個のサイバーコードで表
せるデータは２３ビット分となる。第１のサイバーコー
ドに対して後続の第２のサイバーコードが存在する場合
には、当該第１のサイバーコードの当該連続フラグビッ
トを１とする。このような連続フラグビットの利用自体
は、前記特開２０００－１４８９０４号公報に開示され
ているが、本発明はこれを一要素技術として利用するも
のである。
【００５３】図１０の処理において、図６の処理と同
様、まず、ユーザに対して、所望のサイバーコードをカ
メラ部１１１の前にかざして撮像することを促す（Ｓ４
０）。これに対するユーザの操作に応じて、サイバーコ
ードの撮像処理および認識処理を行う（Ｓ４１）。この
結果、サイバーコードが正しく認識されなかった場合に
は（Ｓ４２，Ｎｏ）、ユーザに対して再入力を促す（Ｓ
４３）。
【００５４】正しく認識された場合には、認識されたサ
イバーコードのビット情報を抽出する（Ｓ４４）。この
抽出されたビット情報をデータとして一時的にメモリ
（例えば図１のメモリ１０８）に記憶する（Ｓ４５）。
この際、すでに抽出された先行するサイバーコードのデ
ータが記憶されていれば、そのデータに対して今回得ら
れたビット情報を連結して記憶する。
【００５５】今回読み込んだサイバーコードの連続フラ
グビットが１であれば（Ｓ４６，Ｙｅｓ）、次のサイバ
ーコードの撮像を促す（Ｓ４７）。ステップＳ４７の
後、上記ステップＳ４１へ戻り、上記処理を繰り返す。
【００５６】ステップＳ４６において、連続フラグビッ
トが０となったとき、そのサイバーコードは１組のサイ
バーコードの最後のサイバーコードであることが分か
る。そこで、読み込み完了したことを例えばメッセージ
表示によりユーザに対して報知する（Ｓ４８）。
【００５７】このように、２４ビットより大きい情報を
複数のサイバーコードに分割して記録しておき、画像読
み取り時に各サイバーコードの複数ビットを連結して１
つのデータとすることができる。なお、この複数のサイ
バーコードの連結は、単一種類の情報（例えば楽曲コー
ド）のみに適用すればよく、複数種類の情報（例えばダ
イアルアップコード、サイトコード、楽曲コード）につ

(7)                   特開２００２－１３２６０９
11 12

10

20

30

40

50

10

20

30

40

50



いて適用する必要は必ずしもない。すなわち、図７のフ
ローでダイアルアップコードとサイトコードと楽曲コー
ドとを複数のサイバーコードから読み取る例を示した
が、これらの読み取られたビット情報を連結して１つの
データとする必要はない。さらに言えば、これらの別種
の情報については、それらが必要となる別々の時点で別
個のサイバーコードを読み込むようにしてもよい。
【００５８】次に、図１１のフローチャートにより、端
末からサーバへ楽曲コードを送信した後の処理について
説明する。
【００５９】上述したように端末側から楽曲コードを送
信すると（Ｓ５１）、サーバはこの楽曲コードを受信す
る（Ｓ６１）。この楽曲コードに応じて、サーバは該当
する楽曲データを楽曲データベース４０６から検索し
（Ｓ６２）、この検索結果を端末へ送信する（Ｓ６
３）。検索結果としては、当該楽曲が楽曲データベース
４０６に蓄積されていれば、楽曲の曲名・アーティスト
名などの楽曲情報を送受信制御部４０４を介して端末に
送信する。また、蓄積されていない場合には、該当曲が
蓄積されていない旨のメッセージを端末に送信する。端
末では、この検索結果を受信して、ＬＣＤ１１０上に表
示する（Ｓ５２）。その後、ユーザに対して、その楽曲
情報を確認して、ダウンロード指示またはキャンセル指
示を行うよう促し、ユーザ指示入力を受け付ける（Ｓ５
３）。端末は、このユーザ指示をサーバへ送信する（Ｓ
５４）。サーバはこのユーザ指示を受信し（Ｓ６４）、
これがダウンロード指示であれば（Ｓ６５，Ｙｅｓ）、
当該楽曲データを楽曲データベース４０６から読み出し
て、端滅へ送信する（Ｓ６６）。ダウンロード指示でな
ければ、処理を終了する。その際、終了メッセージを端
末へ送信するようにしてもよい。
【００６０】一方、端末側では、ユーザ指示がダウンロ
ード指示でなければ、後述するステップＳ５８へ進む。
ダウンロード指示であれば（Ｓ５５，Ｙｅｓ）、当該楽
曲データを受信し（Ｓ５６）、受信データをメモリ１０
８または音楽用記憶媒体１１２に記憶する（Ｓ５７）。
その後、本処理の結果として、ダウンロード処理が完了
した旨、またはダウンロード処理がキャンセルされた旨
のメッセージを表示する（Ｓ５８）。
【００６１】このようにして端末側で受信、記憶された
楽曲データは、音源部１１４で処理し、ＤＡ変換器１０
６を介してアナログ信号に変換し、スピーカ１０７また
はヘッドセット３１０にて再生することにより、楽曲を
聴取することができる。
【００６２】なお、上述した通信端末の処理を実行する
プログラムを通信端末にインストールし、通信端末のコ
ンピュータによって実行可能な状態とするために用いら
れるプログラム格納媒体としては、例えば、フロッピー
（登録商標）ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなどのパ
ッケージメディアのみならず、プログラムが一時的もし

くは永続的に格納される半導体メモリや磁気ディスクな
どで実現してもよい。これらプログラム格納媒体にプロ
グラムを格納する手段としては、ローカルエリアネット
ワークやインターネット、デジタル衛星放送などの有線
および無線通信媒体を利用してもよく、ルーターやモデ
ム等の各種通信インターフェイスを介在させて格納する
ようにしてもよい。
【００６３】以上、本発明の好適な実施の形態について
説明したが、種々の変形、変更が可能である。例えば、
コードはサイバーコードに限らず、バーコードや他の２
次元コードであってもよい。また、通信端末は携帯電話
機に限るものではなく、インターネットアクセス機能お
よび撮像機能を有するならば、例えば、ゲーム機、携帯
情報端末、パーソナルコンピュータ等の任意の情報機器
でありうる。さらに、ダウンロードの対象は、楽曲デー
タに限るものではなく、例えば、画像、映像、コンピュ
ータプログラム等、他の任意のデータであってよい。
【００６４】
【発明の効果】本発明によれば、テンキーなどのように
文字入力が煩わしい端末や文字キーが存在しない通信端
末においても、比較的少ない手間で迅速に所望のデータ
の配信を受けることができる。
【００６５】また、画像情報にはダウンロード対象デー
タを特定するデータアクセス情報のほかにインターネッ
トアクセスポイントのアクセス情報やデータ配信サーバ
のアクセス情報も含めることにより、端末使用者は、文
字入力によらずにインターネット接続およびサーバアク
セスを行うことができ、データ配信サービスの垣根を低
くすることができる。その結果、データ配信サービスの
利用者増加を図ることができる。
【００６６】さらに、画像情報にデータアクセス情報を
含めることによって、用紙やフィルム等のシート状の記
録媒体に比較的小さなスペースで楽曲情報を記述するこ
とができるので、雑誌等に大量のデータアクセス情報を
掲載することも可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を移動体通信による音楽配信システムに
適用した場合の概略のシステム構成を示すブロック図で
ある。
【図２】本発明を適用した音楽配信システムにおける通
信端末の外観図の例である。
【図３】本発明の実施の形態における携帯電話機の概略
構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施の形態における音楽配信システム
のサーバの構成例を示すブロック図である。
【図５】本発明の実施の形態において利用する２次元コ
ードの構成を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態において端末に記憶して利
用するアクセス情報テーブルの構成例を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態における、第１の方法によ
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る端末の処理例を示すフローチャートである。
【図８】本発明の実施の形態における、第２の方法によ
る端末の処理例を示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施の形態における、第３の方法によ
る端末の処理例を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の実施の形態における、複数のサイバ
ーコードのサイバーコード読み込み処理の一例を示すフ
ローチャートである。
【図１１】本発明の実施の形態における、端末からサー
バへ楽曲コードを送信した後の処理を示すフローチャー

トである。
【符号の説明】
１０ａ，ｂ，ｃ…端末本体、１００ａ，ｂ，ｃ…音楽配
信システム端末、１１０…ディスプレイ、１１１…カメ
ラ部、１１２…音楽用記憶媒体、２１６…ＣＣＤカメ
ラ、３１０ａ，ｂ，ｃ…ヘッドセット、３１２…スピー
カ、３１１…マイクロフォン、４００…音楽配信サー
バ、４０２…公衆網、４０４…送受信制御部、４０５…
選曲制御部、４０６…楽曲データベース、４０７…課金
システム。

【図１】 【図２】

【図４】
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【図３】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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