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(57)【要約】
【課題】検索対象アーティスト及びそのプライベート情
報を選択操作すると、選択操作されたアーティスト及び
プライベート情報に基づいて、該当するアーティスト情
報を特定し、このアーティストの楽曲データを自動で再
生することができる「オーディオ装置及びその再生方法
」を提供することである。
【解決手段】検索するアーティスト及びプライベート情
報の種類を操作部２５から選択操作すると、選択操作さ
れたアーティスト及びプライベート情報に基づいて、プ
ライベート情報特定部１１は、該当するアーティスト情
報をプライベート情報データベース２７から特定する。
楽曲情報抽出部１３は、楽曲情報記憶部２１から特定さ
れたアーティスト情報を有する楽曲情報を抽出し、楽曲
データ取得部１５は、この楽曲情報を有する楽曲データ
を該楽曲データが記憶されているＵＳＢメモリから取得
して再生する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
楽曲データと該楽曲データに関連する少なくともアーティスト名を含む複数の楽曲情報が
記憶されている複数の楽曲データ記憶部から所望の楽曲データを取得して再生するオーデ
ィオ装置において、
前記複数の楽曲データ記憶部から前記楽曲情報を取得し、該楽曲情報が記憶された楽曲デ
ータ記憶部を識別するデータを該楽曲情報と共に記憶する楽曲情報記憶部と、
　アーティストに関する複数種類のプライベート情報を記憶したプライベート情報データ
ベースと、
　アーティスト及びプライベート情報の種類を選択する操作部と、
　前記操作部により選択されたアーティスト及びプライベート情報の種類に基づいて、該
当するプライベート情報を前記プライベート情報データベースから特定し、前記楽曲情報
記憶部から前記プライベート情報に該当する楽曲情報を抽出する楽曲情報抽出部と、
　前記抽出された楽曲情報に関連する楽曲データを前記識別データが示す楽曲データ記憶
部より取得して再生する楽曲データ再生部と、
を備えることを特徴とするオーディオ装置。 
【請求項２】
楽曲データと該楽曲データに関連する少なくともアーティスト名を含む複数の楽曲情報が
記憶されている複数の楽曲データ記憶部から所望の楽曲データを取得して再生するオーデ
ィオ装置において、
前記複数の楽曲データ記憶部から前記楽曲情報を取得し、該楽曲情報が記憶された楽曲デ
ータ記憶部を識別するデータを該楽曲情報と共に記憶する楽曲情報記憶部と、
　アーティストに関する複数種類のプライベート情報を記憶したプライベート情報データ
ベースと、
　楽曲データ再生中に、プライベート情報の種類を選択する操作部と、
　再生中の楽曲データのアーティストと前記操作部により選択されたプライベート情報の
種類とに基づいて、該当するプライベート情報を前記プライベート情報データベースから
特定し、前記楽曲情報記憶部から前記プライベート情報に該当する楽曲情報を抽出する楽
曲情報抽出部と、
　前記抽出された楽曲情報に関連する楽曲データを前記識別データが示す楽曲データ記憶
部より取得して再生する楽曲データ再生部と、
を備えることを特徴とするオーディオ装置。
【請求項３】
前記楽曲情報抽出部により複数の楽曲情報が抽出された場合、該楽曲情報を有する楽曲デ
ータを再生対象楽曲データとして登録したプレイリストを作成するプレイリスト作成部を
更に備え、
前記楽曲データ再生部は、前記プレイリストに登録された楽曲データを前記識別データに
より識別された楽曲データ記憶部より取得して再生する、
ことを特徴とする請求項１または２記載のオーディオ装置。
【請求項４】
前記楽曲データ再生部は、前記再生中の楽曲データが再生終了した後、前記楽曲情報抽出
部により抽出された楽曲情報に関連する楽曲データを前記識別データが示す楽曲データ記
憶部より取得して再生する、
　ことを特徴とする請求項２記載のオーディオ装置。
【請求項５】
前記楽曲データ再生部は、前記再生中の楽曲データが再生終了した後、前記プレイリスト
に登録された楽曲データを前記識別データが示す楽曲データ記憶部より取得して再生する
、
　ことを特徴とする請求項３記載のオーディオ装置。
【請求項６】
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前記プライベート情報の種類は、影響を与えたアーティスト、影響を受けたアーティスト
、楽曲メロディが類似しているアーティストのいずれかを含む、
　ことを特徴とする請求項１～５いずれか１つに記載のオーディオ装置。
【請求項７】
楽曲データと該楽曲データに関連する少なくともアーティスト名を含む複数の楽曲情報が
記憶されている複数の楽曲データ記憶部から所望の楽曲データを取得して再生するオーデ
ィオ装置の再生方法において、
アーティストに関する複数種類のプライベート情報を記憶したプライベート情報データベ
ースを備え、
前記複数の楽曲データ記憶部から前記楽曲情報を取得し、該楽曲情報が記憶された楽曲デ
ータ記憶部を識別するデータを該楽曲情報と共に記憶する第１ステップと、
　アーティスト及びプライベート情報の種類を選択する第２ステップと、
　前記第２ステップにより選択されたアーティスト及びプライベート情報の種類に基づい
て、該当するプライベート情報を前記プライベート情報データベースから特定し、前記楽
曲情報記憶部から前記プライベート情報に該当する楽曲情報を抽出する第３ステップと、
前記抽出された楽曲情報に関連する楽曲データを前記識別データが示す楽曲データ記憶部
より取得して再生する第４ステップと、
を有することを特徴とするオーディオ装置の再生方法。
【請求項８】
楽曲データと該楽曲データに関連する少なくともアーティスト名を含む複数の楽曲情報が
記憶されている複数の楽曲データ記憶部から所望の楽曲データを取得して再生するオーデ
ィオ装置の再生方法において、
　アーティストに関する複数種類のプライベート情報を記憶したプライベート情報データ
ベースを備え、
前記複数の楽曲データ記憶部から前記楽曲情報を取得し、該楽曲情報が記憶された楽曲デ
ータ記憶部を識別するデータを該楽曲情報と共に記憶する第１ステップと、
　楽曲データ再生中に、プライベート情報の種類を選択する第２ステップと、
　再生中の楽曲データのアーティストと前記第２ステップにより選択されたプライベート
情報の種類とに基づいて、該当するプライベート情報を前記プライベート情報データベー
スから特定し、前記楽曲情報記憶部から前記プライベート情報に該当する楽曲情報を抽出
する第３ステップと、
　前記抽出された楽曲情報に関連する楽曲データを前記識別データが示す楽曲データ記憶
部より取得して再生する第４ステップと、
を有することを特徴とするオーディオ装置の再生方法。
【請求項９】
前記第３ステップにより、複数の楽曲情報が抽出された場合、該楽曲情報を有する楽曲デ
ータを再生対象楽曲データとして登録したプレイリストを作成する第５ステップと、
前記プレイリストに登録された楽曲データを前記識別データにより識別された楽曲データ
記憶部より取得して再生する第６ステップと、
を更に有することを特徴とする請求項７または８記載のオーディオ装置の再生方法。
【請求項１０】
前記第４ステップは、前記再生中の楽曲データが再生終了した後、前記楽曲情報抽出部に
より抽出された楽曲情報に関連する楽曲データを前記識別データが示す楽曲データ記憶部
より取得して再生する、
　ことを特徴とする請求項８記載のオーディオ装置の再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、オーディオ装置及びその再生方法に関し、特に、複数の楽曲データと少なくと
もアーティスト名を含む複数の楽曲情報が記憶されている複数の楽曲データ記憶部から所
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望の楽曲データを取得して再生するオーディオ装置及びその再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、オーディオ装置は、複数の外部メディア（ハードディスク、ＵＳＢメモリ、ＳＤ
カード等）と接続し、その外部メディアに記憶された楽曲データを再生する機能を備えて
いる。各楽曲データには、アルバム名、楽曲名、アーティスト名及びジャンル等のタグ情
報（以下、楽曲情報とする）が付加されており、オーディオ装置ではこれらの楽曲情報を
用いて楽曲データを管理している。また、通常、この種のオーディオ装置では、再生中の
楽曲のアルバム名、楽曲名、アーティスト名及びジャンル等の情報を表示部に表示してい
る。
【０００３】
この種のオーディオ装置で音楽を再生する場合、例えば所定の操作を行うことにより複数
の外部メディアに記録されている全ての楽曲データに関する楽曲情報が画面に表示される
ので、その楽曲情報からユーザは所望の楽曲を選択して「再生」ボタンを押す。これによ
り、ユーザが所望する楽曲が再生される。なお、これ以外にも、例えば外部メディアに記
録されている楽曲データをアルバム毎またはアーティスト毎またはジャンル毎に分類した
楽曲情報リストを表示部に表示し、これらの楽曲情報リストからユーザが所望の楽曲を選
択するような使い方もできる。
【０００４】
しかしながら、外部メディアに記録できる楽曲データの数は極めて多いので、ユーザはど
のような楽曲がどの外部メディアに記録されているのかわからなくなってしまう。そのた
め、上述した従来のオーディオ装置では、各外部メディアに数千曲分の楽曲データが記録
されているにもかかわらず、ユーザは限られた比較的少数の楽曲しか聴かなくなってしま
うという傾向がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
上記課題を解決するための従来技術として、ユーザが現在聴いている楽曲のアーティスト
に関する他の楽曲を記憶媒体から検索して、その結果を表示部にスクロール表示し、ユー
ザ操作により表示された楽曲を再生することができるオーディオ装置が開示されている（
特許文献１参照）。これにより、ユーザの現在の好みにあう楽曲データが利用可能である
ことを通知したり、再生したりすることができる。
【０００６】
しかしながら、上記従来技術ではユーザは現在再生している楽曲データを聴いて、この楽
曲のアーティストに関連するプライベート情報（影響を与えた/受けたアーティスト、楽
曲メロディが類似するアーティスト）を検索し、このプライベート情報に関連する楽曲デ
ータを自動で再生することはできなかった。これに対し、特許文献２には、コンピュータ
端末を用いたネット上等でアーティスト等の人物についての関連情報を検索することがで
きる情報検索システムが開示されているが、上記情報検索システムでは、単に、アーティ
ストの人名等の識別情報からプライベート情報を検索して閲覧等を行うことができるだけ
であった。
【特許文献１】特開２００５－１１６０６８号公報
【特許文献２】特開２０００－３３１０３０号公報
【０００７】
本発明の目的は、検索対象アーティスト及びそのプライベート情報（影響を与えた/受け
たアーティスト、楽曲メロディが類似するアーティスト）を選択操作すると、選択操作さ
れたアーティスト及びプライベート情報に基づいて、該当するアーティスト情報を特定し
、このアーティストの楽曲データを自動で再生することができるオーディオ装置及びその
再生方法を提供することである。
また、他の目的として、楽曲データ再生中に、該楽曲データのアーティストのプライベー
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ト情報（影響を与えた/受けたアーティスト、楽曲メロディが類似するアーティスト）を
指示すると、再生中の楽曲データのアーティストとプライベート情報に基づいて、該当す
るアーティスト情報を特定し、このアーティストの楽曲データを自動で再生することがで
きるオーディオ装置及びその再生方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
・オーディオ装置
本発明は、楽曲データと該楽曲データに関連する少なくともアーティスト名を含む複数の
楽曲情報が記憶されている複数の楽曲データ記憶部から所望の楽曲データを取得して再生
するオーディオ装置であり、前記複数の楽曲データ記憶部から前記楽曲情報を取得し、該
楽曲情報が記憶された楽曲データ記憶部を識別するデータを該楽曲情報と共に記憶する楽
曲情報記憶部と、アーティストに関する複数種類のプライベート情報を記憶したプライベ
ート情報データベースと、アーティスト及びプライベート情報の種類を選択する操作部と
、前記操作部により選択されたアーティスト及びプライベート情報の種類に基づいて、該
当するプライベート情報を前記プライベート情報データベースから特定し、前記楽曲情報
記憶部から前記プライベート情報に該当する楽曲情報を抽出する楽曲情報抽出部と、前記
抽出された楽曲情報に関連する楽曲データを前記識別データが示す楽曲データ記憶部より
取得して再生する楽曲データ再生部とを備えている。
【０００９】
本発明は、楽曲データと該楽曲データに関連する少なくともアーティスト名を含む複数の
楽曲情報が記憶されている複数の楽曲データ記憶部から所望の楽曲データを取得して再生
するオーディオ装置であり、前記複数の楽曲データ記憶部から前記楽曲情報を取得し、該
楽曲情報が記憶された楽曲データ記憶部を識別するデータを該楽曲情報と共に記憶する楽
曲情報記憶部と、アーティストに関する複数種類のプライベート情報を記憶したプライベ
ート情報データベースと、楽曲データ再生中に、プライベート情報の種類を選択する操作
部と、再生中の楽曲データのアーティストと前記操作部により選択されたプライベート情
報の種類とに基づいて、該当するプライベート情報を前記プライベート情報データベース
から特定し、前記楽曲情報記憶部から前記プライベート情報に該当する楽曲情報を抽出す
る楽曲情報抽出部と、前記抽出された楽曲情報に関連する楽曲データを前記識別データが
示す楽曲データ記憶部より取得して再生する楽曲データ再生部とを備えている。
【００１０】
前記楽曲情報抽出部により複数の楽曲情報が抽出された場合、該楽曲情報を有する楽曲デ
ータを再生対象楽曲データとして登録したプレイリストを作成するプレイリスト作成部を
更に備え、
前記楽曲データ再生部は、前記プレイリストに登録された楽曲データを前記識別データに
より識別された楽曲データ記憶部より取得して再生する。
【００１１】
前記楽曲データ再生部は、前記再生中の楽曲データが再生終了した後、前記楽曲情報抽出
部により抽出された楽曲情報に関連する楽曲データを前記識別データが示す楽曲データ記
憶部より取得して再生する。
【００１２】
前記楽曲データ再生部は、前記再生中の楽曲データが再生終了した後、前記プレイリスト
に登録された楽曲データを前記識別データが示す楽曲データ記憶部より取得して再生する
。
【００１３】
前記プライベート情報の種類は、影響を与えたアーティスト、影響を受けたアーティスト
、楽曲メロディが類似しているアーティストのいずれかを含んでいる。
【００１４】
・オーディオ装置の再生方法
本発明は、楽曲データと該楽曲データに関連する少なくともアーティスト名を含む複数の
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楽曲情報が記憶されている複数の楽曲データ記憶部から所望の楽曲データを取得して再生
するオーディオ装置の再生方法であり、アーティストに関する複数種類のプライベート情
報を記憶したプライベート情報データベースを備え、前記複数の楽曲データ記憶部から前
記楽曲情報を取得し、該楽曲情報が記憶された楽曲データ記憶部を識別するデータを該楽
曲情報と共に記憶する第１ステップと、アーティスト及びプライベート情報の種類を選択
する第２ステップと、前記第２ステップにより選択されたアーティスト及びプライベート
情報の種類に基づいて、該当するプライベート情報を前記プライベート情報データベース
から特定し、前記楽曲情報記憶部から前記プライベート情報に該当する楽曲情報を抽出す
る第３ステップと、前記抽出された楽曲情報に関連する楽曲データを前記識別データが示
す楽曲データ記憶部より取得して再生する第４ステップとを有している。
【００１５】
本発明は、楽曲データと該楽曲データに関連する少なくともアーティスト名を含む複数の
楽曲情報が記憶されている複数の楽曲データ記憶部から所望の楽曲データを取得して再生
するオーディオ装置の再生方法であり、アーティストに関する複数種類のプライベート情
報を記憶したプライベート情報データベースを備え、前記複数の楽曲データ記憶部から前
記楽曲情報を取得し、該楽曲情報が記憶された楽曲データ記憶部を識別するデータを該楽
曲情報と共に記憶する第１ステップと、楽曲データ再生中に、プライベート情報の種類を
選択する第２ステップと、再生中の楽曲データのアーティストと前記第２ステップにより
選択されたプライベート情報の種類とに基づいて、該当するプライベート情報を前記プラ
イベート情報データベースから特定し、前記楽曲情報記憶部から前記プライベート情報に
該当する楽曲情報を抽出する第３ステップと、前記抽出された楽曲情報に関連する楽曲デ
ータを前記識別データが示す楽曲データ記憶部より取得して再生する第４ステップとを有
している。
【００１６】
前記第３ステップにより、複数の楽曲情報が抽出された場合、該楽曲情報を有する楽曲デ
ータを再生対象楽曲データとして登録したプレイリストを作成する第５ステップと、前記
プレイリストに登録された楽曲データを前記識別データにより識別された楽曲データ記憶
部より取得して再生する第６ステップとを更に有している。
【００１７】
前記第４ステップは、前記再生中の楽曲データが再生終了した後、前記楽曲情報抽出部に
より抽出された楽曲情報に関連する楽曲データを前記識別データが示す楽曲データ記憶部
より取得して再生する。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、アーティスト及びプライベート情報の種類を選択すると、選択された
アーティスト及びプライベート情報に基づいて、該当するプライベート情報をプライベー
ト情報データベースから特定し、楽曲情報記憶部から前記プライベート情報に該当する楽
曲情報を抽出し、前記抽出された楽曲情報に関連する楽曲データを再生するように構成し
たため、アーティストに関する興味深い情報が得られると共に、この情報を有する楽曲を
自動で再生することができ、記憶媒体内の楽曲データを有効利用することができる。
【００１９】
本発明によれば、楽曲データ再生中に、プライベート情報に関する楽曲データ再生が指示
されると、再生中の楽曲データのアーティスト及び前記プライベート情報に基づいて、該
当するプライベート情報をプライベート情報データベースから特定し、楽曲情報記憶部か
ら前記プライベート情報に該当する楽曲情報を抽出し、該楽曲情報に関連する楽曲データ
を再生するように構成したため、ユーザ好むアーティストのプライベート情報が容易に得
られると共に、この情報を有する楽曲を自動で再生することができ、記憶媒体内の楽曲デ
ータを有効利用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
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　本実施例では、楽曲データ再生装置の好ましい一例として車載オーディオ装置を用いる
。車載オーディオ装置は、複数の外部メディアを接続し、そこに記憶された楽曲データを
再生する機能を備える。外部メディアは、半導体メモリ、ＣＤやＤＶＤ等のディスクドラ
イブ装置、ハードディスクドライブ装置等の記憶媒体を含むデバイスであり、車載オーデ
ィオ装置において再生可能な楽曲データを格納するものであればよい。楽曲データの格納
形式は、ＭＰ３やＷＭＡのようなフォーマットで圧縮されたものであってもよい。また、
外部メディアは、それ自身が再生機能を持たず、楽曲データのみを記憶し、それを提供す
るものであってもよいし、それ自身が楽曲データを再生する機能を備えるものであっても
よい。さらに、外部メディアは、それ自身が楽曲データのリストを備えているものであっ
ても良いが、そのような場合には、車載オーディオ装置のフォーマットにて楽曲リストが
作成される。以下の説明では、外部メディアとしてＵＳＢ端子をもつＵＳＢメモリを用い
、複数のＵＳＢメモリが車載オーディオ装置に接続されるものとする。
【００２１】
・車載オーディオ装置及びＵＳＢメモリの構成
　図１は、本発明の実施例に係る車載オーディオ装置及びＵＳＢメモリの構成を示すブロ
ック図である。楽曲データ記憶手段としてのＵＳＢメモリＭ１、Ｍ２、Ｍ３は、車載オー
ディオ装置１に接続され、制御部３１、データの送受信を行う通信部３３、記憶部３５に
より構成される。記憶部３５には、楽曲データと楽曲データに関連付けられた楽曲情報（
アーティスト名、アルバム名、タイトル名、ジャンル名等）とが複数記憶されている。制
御部３１は、ＵＳＢメモリの動作全体を制御するものであり、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭな
どから構成される。
車載オーディオ装置１は、ＵＳＢメモリＭ１、Ｍ２、Ｍ３を接続するための通信部３～５
、各部を制御する制御部７、制御部７がＵＳＢメモリＭ１、Ｍ２、Ｍ３から読み取った楽
曲データを再生処理する楽曲データ再生部１７、再生処理された楽曲データを可聴音に変
換するスピーカ１９、後述する楽曲情報取得部９により取得された楽曲情報リストを一時
記憶する楽曲情報記憶部２１、楽曲情報記憶部２１に記憶された楽曲情報リスト等を表示
する表示部２３、タッチパネルやリモートコントローラ等を含みユーザからの操作を入力
する操作部２５、複数のアーティストに関するそれぞれのプライベート情報（影響を与え
た/受けたアーティスト、メロディが類似するアーティスト）を記憶したプライベート情
報データベース２７を備えている。
【００２２】
　ここで、前述した制御部７の構成を詳細に説明する。
　制御部７は、ＵＳＢメモリＭ１、Ｍ２、Ｍ３に記憶された楽曲データに対応付けて記憶
されている楽曲情報（アーティスト名、アルバム名、タイトル名等）を取得し、該楽曲情
報と該楽曲情報が記憶されているＵＳＢメモリを識別するデータを対応させた楽曲情報リ
ストを作成して楽曲情報記憶部２１に記憶する楽曲情報取得部９、操作部２３により検索
するアーティスト及びプライベート情報が選択操作されたとき、該当するアーティスト情
報をプライベート情報データベース２７から特定するプライベート情報特定部１１、プラ
イベート情報特定部１１により特定されたアーティスト情報を有する楽曲情報を楽曲情報
記憶部２５から抽出する楽曲情報抽出部１３、楽曲情報抽出部１３により抽出された楽曲
情報を有する楽曲データを前記データが示すＵＳＢメモリより取得して楽曲データ再生部
１７に出力する楽曲データ取得部１５、プレイリストを作成するプレイリスト作成部１６
を備えている。これにより、ＵＳＢメモリＭ１、Ｍ２、Ｍ３が接続されると、ＵＳＢメモ
リＭ１、Ｍ２、Ｍ３の接続を認識し、それに応じてＵＳＢメモリＭ１、Ｍ２、Ｍ３に記憶
された楽曲データに関する楽曲情報リストを自動的に作成し、作成された楽曲情報リスト
は、表示部２３に表示され、ユーザの楽曲データ検索に用いられる。
【００２３】
・車載オーディオ装置の第１の楽曲データ再生処理
　図２は、車載オーディオ装置の第１の楽曲データ再生処理を示すフローチャートである
。また、プライベート情報データベース２７は図３のように構成され、ＵＳＢメモリＭ１
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、Ｍ２、Ｍ３には図４に示すような楽曲データ及び楽曲情報が記憶されている。
　まず、楽曲データが記憶されたＵＳＢメモリＭ１、Ｍ２、Ｍ３が車載オーディオ装置１
に接続されると、制御部７は、ＵＳＢメモリ３１の接続を認識する（ステップＳ１）。そ
の後、楽曲情報取得部９は、接続された各ＵＳＢメモリから楽曲情報を取得し、この楽曲
情報を楽曲データ記憶位置を特定するデータと対応させて楽曲情報リストを作成して楽曲
情報記憶部２１に記憶する（ステップＳ２）。これにより、楽曲情報記憶部２１には図５
に示すような楽曲情報リストが記憶される。次に、操作部２５により関連アーティスト楽
曲再生が指示されると、制御部７は、楽曲情報記憶部に記憶されているアーティスト情報
のリスト画面（図６）を生成して表示部２３に表示する（ステップＳ３）。なお、ここで
は、制御部７は、楽曲情報記憶部に記憶されているアーティスト情報のリスト画面を生成
するようにしたが、プライベート情報データベース２７に記憶されているアーティストの
一覧画面や検索対象アーティストを直接入力できるような画面を生成して表示するように
してもよい。そして、ユーザは操作部２５を用いて、ステップＳ３で表示されたアーティ
スト一覧画面から検索したいアーティストを選択する（ステップＳ４）。その後、検索し
たいアーティストが選択されると（例えば、アーティストＡを選択）、制御部７は、検索
したいプライベート情報の種別を選択する画面（図７）を生成して表示部２３に表示する
。次に、ユーザは操作部２５を用いて、プライベート情報の種別を選択する画面から検索
したいプライベート情報の種別を選択する（ステップＳ５）。そして、プライベート情報
特定部１１は、ステップＳ４及びステップＳ５において、ユーザにより選択されたアーテ
ィスト及びプライベート情報に基づいて、該当するアーティストをプライベート情報デー
タベース２７より特定する（ステップＳ６）。
【００２４】
次に、楽曲情報抽出部１３は、プライベート情報特定部１１により特定されたアーティス
トを有する楽曲情報を楽曲情報記憶部２１から抽出する（ステップＳ７）。ステップＳ７
において、プライベート情報特定部１１により特定されたアーティストを有する楽曲情報
が楽曲情報記憶部２１から抽出できない場合は、処理を終了する。このとき、プライベー
ト情報特定部１１により特定されたアーティスト名及び再生すべき楽曲データが存在しな
い旨の画面を生成して表示部２３に表示した後、処理を終了するようにしてもよい。ステ
ップＳ７において、プライベート情報特定部１１により特定されたアーティストを有する
楽曲情報が楽曲情報記憶部２１から１つ抽出された場合は、楽曲データ取得部１５は、楽
曲情報記憶部２１に記憶された楽曲データ記憶位置が示すＵＳＢメモリから該楽曲情報を
有する楽曲データを取得し、楽曲データ再生部１７で再生する（ステップＳ８）。ステッ
プＳ７において、プライベート情報特定部１１により特定されたアーティストを有する楽
曲情報が楽曲情報記憶部２１から複数抽出された場合は、プレイリスト作成部１６は、該
楽曲情報を有する楽曲データを再生対象とするプレイリストを作成し（ステップＳ９）、
楽曲データ取得部１５は、プレイリスト順に楽曲情報記憶部２１に記憶された楽曲データ
記憶位置が示すＵＳＢメモリから該楽曲情報を有する楽曲データを取得し、楽曲データ再
生部１７で再生する（ステップＳ１０）。これにより、例えば、ステップＳ４及びステッ
プＳ５において、ユーザがアーティストＡ及び影響を与えたアーティストをそれぞれ選択
した場合、楽曲情報抽出部１３により、アーティストＢ、Ｒを有する楽曲情報が抽出され
、図８に示すようなプレイリストがプレイリスト作成部１６により作成された後、プレイ
リスト順に楽曲データが再生される。
従って、上記処理によれば、検索するアーティスト及びプライベート情報の種類を選択操
作すると、選択操作されたアーティスト及びプライベート情報に基づいて、該当する情報
をプライベート情報データベース２７から特定し、楽曲情報記憶部から前記情報を有する
楽曲情報を抽出し、該楽曲情報を有する楽曲データを再生するため、アーティストに関す
る興味深い情報が得られると共に、この情報を有する楽曲を自動で再生することができ、
記憶媒体内の楽曲データを有効利用することができる。
【００２５】
・車載オーディオ装置の第２の楽曲データ再生処理
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　図９は、車載オーディオ装置の第２の楽曲データ再生処理を示すフローチャートである
。また、プライベート情報データベース２７には図３のように構成され、ＵＳＢメモリＭ
１、Ｍ２、Ｍ３には図４に示すような楽曲データ及び楽曲情報が記憶されている。
　まず、楽曲データが記憶されたＵＳＢメモリＭ１、Ｍ２、Ｍ３が車載オーディオ装置１
に接続されると、制御部７は、ＵＳＢメモリ３１の接続を認識する（ステップＳ２１）。
その後、楽曲情報取得部９は、接続された各ＵＳＢメモリから楽曲情報を取得し、この楽
曲情報を楽曲データ記憶位置を特定するデータと対応させて楽曲情報リストを作成して楽
曲情報記憶部２１に記憶する（ステップＳ２２）。これにより、楽曲情報記憶部２１には
図５に示すような楽曲情報リストが記憶される。次に、ユーザは、操作部２５を用いて、
表示部２３に表示される楽曲情報リストから所望する楽曲データを選択して再生指示する
（ステップＳ２３）。楽曲データ取得部１５は、選択された楽曲データを楽曲情報記憶部
２１に記憶されている楽曲データ記憶位置が示すＵＳＢメモリから取得し、楽曲データ再
生部１７で再生する（ステップＳ２４）。次に、楽曲データ再生中（例えば楽曲データＤ
ＡＴＡ１[アーティスト：Ａ、タイトル：ＡＢＣ]）に、操作部２５により関連アーティス
ト楽曲再生が指示されると、制御部７は、検索したいプライベート情報の種別を選択する
画面（図７）を生成して表示部２３に表示する（ステップＳ２５）。次に、ユーザは操作
部２５を用いて、プライベート情報の種別を選択する画面から検索したいプライベート情
報の種別を選択する（ステップＳ２６）。そして、プライベート情報特定部１１は、再生
している楽曲データのアーティスト及びステップＳ２６において、ユーザにより選択され
たアーティスト及びプライベート情報に基づいて、該当するアーティストをプライベート
情報データベース２７より特定する（ステップＳ２７）。
【００２６】
次に、楽曲情報抽出部１３は、プライベート情報特定部１１により特定されたアーティス
トを有する楽曲情報を楽曲情報記憶部２１から抽出する（ステップＳ２８）。ステップＳ
２８において、プライベート情報特定部１１により特定されたアーティストを有する楽曲
情報が楽曲情報記憶部２１から抽出できない場合は、処理を終了する。このとき、プライ
ベート情報特定部１１により特定されたアーティスト名及び再生すべき楽曲データが存在
しない旨の画面を生成して表示部２３に表示した後、処理を終了するようにしてもよい。
ステップＳ２８において、プライベート情報特定部１１により特定されたアーティストを
有する楽曲情報が楽曲情報記憶部２１から１つ抽出された場合は、楽曲データ取得部１５
は、楽曲情報記憶部２１に記憶された楽曲データ記憶位置が示すＵＳＢメモリから該楽曲
情報を有する楽曲データを取得し、楽曲データ再生部１７で再生する（ステップＳ２９）
。ステップＳ２８において、プライベート情報特定部１１により特定されたアーティスト
を有する楽曲情報が楽曲情報記憶部２１から複数抽出された場合は、プレイリスト作成部
１６は、該楽曲情報を有する楽曲データを再生対象とするプレイリストを作成し（ステッ
プＳ３０）、楽曲データ取得部１５は、プレイリスト順に楽曲情報記憶部２１に記憶され
た楽曲データ記憶位置が示すＵＳＢメモリから該楽曲情報を有する楽曲データを取得し、
楽曲データ再生部１７で再生する（ステップＳ３１）。ここで、ステップＳ２９及びステ
ップＳ３１において、楽曲データ再生部１７は、現在再生中の楽曲データが再生終了した
後に、楽曲データ取得部１５が取得した楽曲データを再生するようにしてもよい。これに
より、例えば、楽曲データＤＡＴＡ１[アーティスト：Ａ、タイトル：ＡＢＣ]再生中に、
ステップＳ２６において、ユーザがアーティストＡ及び影響を与えたアーティストをそれ
ぞれ選択した場合、楽曲情報抽出部１３により、アーティストＢ、Ｒを有する楽曲情報が
抽出され、図８に示すようなプレイリストがプレイリスト作成部１６により作成された後
、プレイリスト順に楽曲データが再生される。
従って、上記処理によれば、楽曲データ再生中に、プライベート情報に関する楽曲データ
再生が指示すると、再生中の楽曲データのアーティスト及び前記プライベート情報に基づ
いて、該当するアーティスト情報をプライベート情報データベース２７から特定し、楽曲
情報記憶部２１から前記アーティスト情報を有する楽曲情報を抽出し、該楽曲情報を有す
る楽曲データを再生するため、ユーザ好むアーティストのプライベート情報が容易に得ら
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れると共に、この情報を有する楽曲を自動で再生することができ、記憶媒体内の楽曲デー
タを有効利用することができる。
【００２７】
　上記実施例では、楽曲データを格納する外部メディアにＵＳＢメモリを用いたが、これ
以外のメディア（例えばＳＤカードやメモリースティック）であってもよい。また、上記
実施例ではそれ自身がデータ再生機能を有さない外部メディア（ＵＳＢメモリ）を用いた
が、楽曲データを記憶し、それ自身が再生機能を有する携帯型データ再生装置であっても
よい。車載オーディオ装置への接続方法は、有線または無線のいずれであってもよい。ま
た、複数の楽曲データを記憶したＣＤやＤＶＤ等のディスクを再生することができる車載
オーディオ装置に適用することもできる。その際には、車載オーディオ装置自身にディス
クドライブを内蔵することにより実現可能となる。さらに、上記実施例では、楽曲データ
を対象にしたが、ビデオデータやこれ以外のマルチメディアデータであってもよい。その
場合、データを再生する再生装置は、楽曲データ再生に加えて、ビデオデータ再生機能を
有する。
【００２８】
　その他、オーディオ装置の構成や制御手順等についても、特許請求の範囲に記載された
本発明の要旨の範囲内において、種々の変形・変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の実施例に係る車載オーディオ装置及びＵＳＢメモリの構成を示すブロッ
ク図である。
【図２】車載オーディオ装置の第１の楽曲データ再生処理を示すフローチャートである。
【図３】プライベート情報データベースの構造を示す図である。
【図４】ＵＳＢメモリに記憶される楽曲情報と楽曲データの詳細を示す図である。
【図５】楽曲情報記憶部に記憶される楽曲情報リストを示す図である。
【図６】車載オーディオ装置の第１の楽曲データ再生処理に係る操作画面例（その１）で
ある。
【図７】車載オーディオ装置の第１の楽曲データ再生処理に係る操作画面例（その２）で
ある。
【図８】車載オーディオ装置の第１の楽曲データ再生処理に係るプレイリスト作成例を示
す図である。
【図９】車載オーディオ装置の第２の楽曲データ再生処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００３０】
１：車載オーディオ装置
７：制御部
９：楽曲情報取得部
１１：プライベート情報特定部
１３：楽曲情報抽出部
１５：楽曲データ取得部
１６：プレイリスト作成部
２１：楽曲情報記憶部
２７：プライベート情報データベース
Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３：ＵＳＢメモリ
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