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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
楽曲データ、楽曲データの属性を示す属性データおよび楽曲データに対応する画像データ
を記憶する記憶手段と、
　楽曲データを再生する再生手段と、
　前記楽曲データに対応する画像データを表示する表示手段と、
　楽曲データに対応する画像データが前記記憶手段に含まれているか否かを判別する判別
手段と、
　前記判別手段により画像データが未対応であると判別された未対応楽曲データの属性デ
ータに共通する属性データをもつ楽曲データを検索する検索手段と、
　前記検索手段により検索された楽曲データに対応された画像データを抽出し、抽出され
た画像データに基づき画像データを加工し、当該加工された画像データを前記未対応楽曲
データの画像データに対応させる加工手段とを有し、
　前記加工手段は、複数の画像データが抽出され、かつ画像データに優先順位がある場合
、優先順位が高い画像データが他の画像データよりも大きく表示されるように加工する、
コンテンツデータ再生装置。
【請求項２】
前記優先順位は、楽曲データの再生頻度に基づき決定される、請求項１に記載のコンテン
ツデータ再生装置。
【請求項３】
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前記検索手段は、一定数以上の楽曲データが検索された場合には、再生回数を基準に再生
回数の多い楽曲ファイルを選択する、請求項１に記載のコンテンツデータ再生装置。
【請求項４】
前記加工手段は、画像データの顔認識処理を実行し、これにより抽出された顔画像を用い
て画像データを作成する、請求項１に記載のコンテンツデータ再生装置。
【請求項５】
前記加工手段は、加工された画像データであることを示す識別情報を含む、請求項１に記
載のコンテンツデータ再生装置。
【請求項６】
コンテンツデータ再生装置はさらに、楽曲データを検索する楽曲データ検索手段を有し、
当該楽曲データ検索手段が実行されるとき、前記表示手段は、前記楽曲データに対応する
画像データを表示する、請求項１に記載のコンテンツデータ再生装置。
【請求項７】
楽曲データ、楽曲データの属性を示す属性データおよび楽曲データに対応する画像データ
を記憶装置に記憶し、楽曲データの再生または検索時に、楽曲データに対応する画像デー
タを記憶装置から読出し、読み出した画像データを表示する機能を備えたコンテンツデー
タ再生装置における画像データの加工方法であって、
　楽曲データに対応する画像データが前記記憶装置に含まれているか否かを判別する判別
ステップと、
　前記判別ステップにより画像データが未対応であると判別された未対応楽曲データの属
性データに共通する属性データをもつ楽曲データを検索する検索ステップと、
　前記検索ステップにより検索された楽曲データに対応された画像データを抽出し、抽出
された画像データに基づき画像データを加工する加工ステップと、
　当該加工された画像データを前記未対応楽曲データの画像データに対応させるステップ
とを有し、
　前記加工するステップは、複数の画像データが抽出され、かつ画像データに優先順位が
ある場合、優先順位が高い画像データが他の画像データよりも大きく表示されるように加
工する、画像データの加工方法。
【請求項８】
前記検索ステップは、一定数以上の楽曲データが検索された場合には、再生回数を基準に
再生回数の多い楽曲ファイルを選択する、請求項７に記載の画像データの加工方法。
【請求項９】
楽曲データ、楽曲データの属性を示す属性データおよび楽曲データに対応する画像データ
を記憶装置に記憶し、楽曲データの再生または検索時に、楽曲データに対応する画像デー
タを記憶装置から読出し、読み出した画像データを表示する機能を備えたコンテンツデー
タ再生装置が実行する画像データの加工プログラムであって、
　楽曲データに対応する画像データが前記記憶装置に含まれているか否かを判別する判別
ステップと、
　前記判別ステップにより画像データが未対応であると判別された未対応楽曲データの属
性データに共通する属性データをもつ楽曲データを検索する検索ステップと、
　前記検索ステップにより検索された楽曲データに対応された画像データを抽出し、抽出
された画像データに基づき画像データを加工する加工ステップと、
　当該加工された画像データを前記未対応楽曲データの画像データに対応させるステップ
とを有し、
　前記加工するステップは、複数の画像データが抽出され、かつ画像データに優先順位が
ある場合、優先順位が高い画像データが他の画像データよりも大きく表示されるように加
工する、画像データの加工プログラム。
【請求項１０】
前記検索ステップは、一定数以上の楽曲データが検索された場合には、再生回数を基準に
再生回数の多い楽曲ファイルを選択する、請求項９に記載の画像データの加工プログラム
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツデータを再生するコンテンツデータ再生装置に関し、特に、楽曲
データの再生または検索時に、楽曲データに対応する画像（例えば、ジャケット写真）を
表示する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルオーディオプレーヤー（以下、ＤＡＰと称す）は、デジタル方式のオーディオ
データを再生する装置であり、ＣＤ、ＤＶＤ、半導体メモリなどの外部メディアから取り
込んだ楽曲データや、ネットワーク上の音楽配信サイト等からダウンロードした楽曲デー
タをメモリに記録し、これを再生する機能を備えている。さらに、ＤＡＰは、再生中の楽
曲データに関連したアーティスト名やタイトルなどの属性データや、アルバムのジャケッ
ト写真などの画像を液晶ディスプレイに表示する機能を備えている。こうした背景から、
車載機器に対しても、楽曲データの再生中に、再生している楽曲のジャケット写真などを
表示する需要が高まっている。
【０００３】
　特許文献１は、再生中の楽曲データに対応するジャケット写真の画像がない場合に、再
生中の楽曲データのジャンルをイメージさせるようなイメージ画像をテーブルから読出し
、このイメージ画像を表示する技術を開示している。
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－２１６２０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　車載用オーディオ装置には、外部メディアに記録された楽曲データをメモリに取り込む
リッピング機能が設けられている。このリッピング機能は、アーティスト名やテキスト情
報を、タグ情報やＣＤＤＢから取得することができるが、ＣＤのジャケット写真やアルバ
ム画像を取り込むことができない。このため、ジャケット等の画像データを、その都度、
ネットワークの音楽配信サイトからユーザが取得しなければならず、その作業は煩雑であ
る。他方、ディスプレイにジャケット写真等の画像が何も表示されないと、エンターテイ
メント性に欠け、魅力のない表示になってしまう。また、昔のアルバムやインディーズア
ルバムの場合には、必ずしもジャケット写真やアルバム画像を音楽配信サイトから入手で
きるとは限らない。
【０００６】
　図１（ａ）は、車載用オーディオ装置において楽曲データを再生するときのディスプレ
イの表示例である。ディスプレイ１には、アーティスト、アルバム、タイトル、曲順など
を表示する属性情報表示領域２が表示されるとともに、画像表示領域４には、楽曲に対応
するジャケット写真またはアルバム画像が表示されている。もし、ジャケット写真やアル
バム画像がない場合には、画像表示領域４には、「Ｎｏ Ｉｍａｇｅ」が表示される。
【０００７】
　さらに、近年の車載用オーディオ装置には、画像表示領域４に表示される画像を利用し
たイメージ検索機能が設けられている。上記のように、画像表示領域４に「Ｎｏ Ｉｍａ
ｇｅ」が表示されると、その検索機能が十分に発揮されないという課題もある。
【０００８】
　本発明は、上記従来の課題を解決し、画像データが対応されていない楽曲データに対し
て画像データを対応させることができるコンテンツデータ再生装置を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　本発明に係るコンテンツデータ再生装置は、楽曲データ、楽曲データの属性を示す属性
データおよび楽曲データに対応する画像データを記憶する記憶手段と、楽曲データを再生
する再生手段と、前記楽曲データに対応する画像データを表示する表示手段と、楽曲デー
タに対応する画像データが前記記憶手段に含まれているか否かを判別する判別手段と、前
記判別手段により画像データが未対応であると判別された未対応楽曲データの属性データ
に共通する属性データをもつ楽曲データを検索する検索手段と、前記検索手段により検索
された楽曲データに対応された画像データを抽出し、抽出された画像データに基づき画像
データを加工し、当該加工された画像データを前記未対応楽曲データの画像データに対応
させる加工手段とを有する。
【００１０】
　好ましくは前記加工手段は、抽出された画像データを縮小し、縮小した画像データを複
数含む画像データを作成する。また、前記加工手段は、抽出された画像データから人物像
を抽出し、抽出した人物像を用いて画像データを作成することもできる。さらに前記加工
手段は、加工された画像データであることを示す識別情報を含むことができる。例えば識
別情報は、検索された画像データの背景色と異なる背景色である。
【００１１】
　好ましくは前記表示手段は、前記再生手段により楽曲データが再生されるとき、再生さ
れた楽曲データに対応する画像データを表示する。コンテンツデータ再生装置はさらに、
楽曲データを検索する楽曲データ検索手段を有し、当該楽曲データ検索手段が実行される
とき、前記表示手段は、前記楽曲データに対応する画像データを表示するようにしてもよ
い。
【００１２】
　本発明に係る画像データの加工方法またはプログラムは、楽曲データ、楽曲データの属
性を示す属性データおよび楽曲データに対応する画像データを記憶装置に記憶し、楽曲デ
ータの再生または検索時に、楽曲データに対応する画像データを記憶装置から読出し、読
み出した画像データを表示する機能を備えたコンテンツデータ再生装置において実行され
るものであり、楽曲データに対応する画像データが前記記憶装置に含まれているか否かを
判別する判別ステップと、前記判別ステップにより画像データが未対応であると判別され
た未対応楽曲データの属性データに共通する属性データをもつ楽曲データを検索する検索
ステップと、前記検索ステップにより検索された楽曲データに対応された画像データを抽
出し、抽出された画像データに基づき画像データを加工する加工ステップと、当該加工さ
れた画像データを前記未対応楽曲データの画像データに対応させるステップとを有する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、未対応楽曲データが判別されたとき、属性データが共通する他の楽曲
データの画像データを加工して未対応楽曲データに画像データを対応させるようにしたの
で、楽曲データの再生時に画像データを表示することができる。これにより、従来のよう
に画像データをネットワーク配信等から取得するような煩雑な作業を削除することができ
、ユーザの仕様満足度が向上される。また、楽曲データの検索時にも画像データが表示さ
れるため、検索機能を十分に発揮させることができる。さらに画像データを加工すること
でオリジナルの画像データと異なることを容易に認識することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　本発明の最良の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。本実施の形態では
、外部メディアに記録された楽曲データ等をリッピングする機能を備えた車載用オーディ
オ装置を例示する。車載用オーディオ装置は、ＨＤＤ（ハードディスク記憶装置）または
メモリ等へリッピングした楽曲データやＣＤ再生から読み出された楽曲データなどを再生
する際に、ジャケット写真やアルバム画像等の画像データを内部にもっていない場合、同
じアーティストの他のＣＤジャケット写真等の画像データを加工し、アーティストイメー
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ジとして生成し、これを表示する。
【実施例】
【００１５】
　本実施例に係る車載用オーディオ装置１０は、タッチパネルやリモコン、入力キーなど
から入力を行う入力部２０と、外部メディア等を接続する外部インターフェース（以下、
外部Ｉ／Ｆと称す）３０と、楽曲データの属性情報やＣＤ等のジャケット写真やアルバム
画像等の画像データを表示する表示部４０と、オーディオデータを再生し出力する再生出
力部５０と、楽曲データ等を記憶する記憶部６０と、プログラムを格納するプログラムメ
モリ７０と、データを一時的に記憶するデータメモリ８０と、プログラムを実行し各部を
制御する制御部９０とを含む。
【００１６】
　外部Ｉ／Ｆ３０は、有線ケーブル、無線ＬＡＮ、赤外線通信機、ブルートゥースなどを
利用して、半導体メモリ、携帯用端末等の外部メディアを接続することができる。外部Ｉ
／Ｆ３０に接続された外部メディアの楽曲データ等は、リッピング機能により記憶部６０
に格納することができる。さらにネットワークを介して音楽配信サイトから楽曲データ等
をダウンロードするようにすることも可能である。
【００１７】
　表示部４０は、後述するように、楽曲データの再生時に、再生する楽曲データの属性デ
ータを表示したり、対応するジャケット写真を表示する。さらに、アルバム単位の検索を
行うとき、アルバムのジャケット写真を連続的に流れるように表示する。
【００１８】
　再生出力部５０は、車載用オーディオ装置に設けられているＣＤ、ＤＶＤドライブから
読み出された楽曲データの再生に加えて、記憶部６０に記憶された楽曲データを再生する
。再生された楽曲は、スピーカから音声出力される。
【００１９】
　図３（ａ）は、記憶部６０のデータ構造の例を示している。同図に示すように、記憶部
６０は、楽曲ファイル１００とその下層に楽曲データ１１０、画像データ１２０、属性デ
ータ１３０を階層構造で記憶している。楽曲ファイル１００は、１つの楽曲データを記憶
するものであってもよいし、複数の楽曲データを記憶するものであってもよい。また、楽
曲ファイル１００は、アルバム単位で作成されるものであってもよいし、ユーザのプレイ
リストに応じて作成されるものであってもよい。図３（ａ）では、説明を分かり易くする
ため、１つの楽曲データを例示している。
【００２０】
　楽曲データ１１０は、オーディオ信号であり、ＭＰ３やＷＡＶ等の圧縮された信号であ
ってもよい。画像データ１２０は、楽曲データ１１０に対応する画像であり、例えば、当
該楽曲が収録されているアルバムのジャケット写真のイメージデータが対応付けされてい
る。但し、画像データが対応されていない場合には、本実施例により加工された画像デー
タが対応付けされることになる。
【００２１】
　属性データ１３０は、さらに、アーティストデータ１３１、アルバムデータ１３２、タ
イトルデータ１３３、曲順データ１３４、ジャンルデータ１３５等を含む。
【００２２】
　図３（ｂ）は、他のデータ構造例である。この例は、楽曲データ、属性データ、画像デ
ータをそれぞれ関連付けする対応テーブルを用意し、対応テーブルには、それぞれのデー
タの格納先アドレスが保持されている。例えば、楽曲データＡであれば、その画像データ
はＡＤＤ＃１００に格納され、属性データはＡＤＤ＃２００に格納される。
【００２３】
　図４は、楽曲ファイルの一例である。例えば、楽曲ファイル＃０１は、楽曲データ「Ａ
ＵＤ０１」、画像データ「ＶＶＶ」を含み、その属性データとして、アーティストデータ
「Ａｒｔ０１」、アルバムデータ「Ａｌｂ０１」、タイトルデータ「Ｔｉｔ０１」、曲順
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データ「Ｏｒｄ０１」、ジャンルデータ「ＰＯＰＳ」を含む。なお、楽曲ファイル＃Ｋ、
＃Ｌは、対応する画像データを含んでいない。
【００２４】
　プログラムメモリ７０には、楽曲データを再生する再生プログラム、画像データや属性
データをディスプレイに出力する出力プログラム、対応する画像データがないとき記憶部
に記憶された画像データを利用して画像データを加工する画像データ加工プログラム１５
０と、記憶部６０に格納されている複数の楽曲ファイルから特定の楽曲ファイルを検索す
る検索プログラムなどを含む。データメモリ８０は、記憶部６０から読み出した楽曲ファ
イルのデータや、加工した画像データ等を記憶する。
【００２５】
　図５は、画像データ加工プログラムの機能ブロック図である。画像データ加工プログラ
ム１５０は、未対応楽曲データ判別部１５２と、属性データ選択部１５４と、属性データ
検索部１５６と、画像データ抽出部１５８と、画像データ加工部１６０とを含む。
【００２６】
　未対応楽曲データ判別部１５２は、楽曲データに対応する画像データが含まれているか
否かを判別する。この判別対象は、記憶部６０に記憶されている楽曲データのみならず、
ＣＤやＤＶＤ、あるいは外部メディアの楽曲データである。
【００２７】
　属性データ選択部１５４は、未対応楽曲データ判別部１５２によって楽曲データに対応
する画像データが含まれていないと判別結果を受け取ると、当該未対応楽曲データの属性
データを選択する。属性データには、幾つかのデータが含まれるが、好ましい例では、ア
ーティストデータを選択する。勿論、アーティストデータに加えてジャンルデータやアル
バムデータなどの他の属性データを一緒に選択してもよい。属性データの選択は、初期設
定により決定され、あるいはユーザ設定により変更することができる。
【００２８】
　属性データ検索部１５６は、選択された属性データと一致する属性データを記憶部６０
から検索する。選択された属性データが複数（アーティストデータとジャンルデータ）で
あるとき、全ての属性データが一致するものを検索するようにしてもよいし、全てが一致
しないときには、優先順位をつけられた一部の属性データ（アーティストデータ）が一致
するものを検索するようにしてもよい。
【００２９】
　画像データ抽出部１５８は、属性データ検索部１５６の検索結果を受けて、共通の属性
データを含む他の楽曲ファイルの画像データを抽出する。
【００３０】
　画像データ加工部１６０は、画像データ抽出部１５８によって抽出された画像データを
利用して画像データの加工、作成を行い、作成された画像データを、未対応楽曲データに
対応する画像データとして記憶部６０に記憶する。画像データの加工は、例えば抽出され
た画像データが複数あるとき、画像データを縮小しこれらを複数の画像データを合成した
り、画像データの背景色を変更したり、画像データから人物像を抽出したりする。
【００３１】
　次に、本実施例の車載用オーディオ装置における画像データの加工動作について図６の
フローチャートを参照して説明する。ここでは、ＣＤなどからリッピングにより楽曲デー
タが記憶部６０に保存されたときに、画像データを形成する例を説明する。
【００３２】
　先ず、未対応楽曲データ判別部１５２は、記憶部６０の楽曲ファイル内の画像データを
検索し、画像データが対応されていない未対応楽曲データを検索する（ステップＳ１０１
）。例えば、図４の例であれば、楽曲ファイル＃Ｋ、＃Ｌが判別される。
【００３３】
　未対応楽曲データ判別部１５２により未対応楽曲データが判別されると（ステップＳ１
０２）、次に、属性データ選択部１５４は、未対応楽曲データの属性データを選択する（
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ステップＳ１０３）。例えば、アーティストが共通の画像データを作成する場合には、属
性データとしてアーティストデータが選択され、ジャンルが共通する画像データを作成す
る場合にはジャンルデータが選択される。
【００３４】
　次に、属性データ検索部１５６は、選択された属性データに一致する他の楽曲ファイル
の属性データを検索する（ステップＳ１０４）。複数の属性データが選択された場合には
、すべての属性データの一致を検索するか、一部の属性データの一致を検索する。図４の
例において、楽曲ファイル＃Ｋの属性データとして、アーティストデータ「Ａｒｔ０１」
が選択された場合、「Ａｒｔ０１」にこの属性データ一致する属性データをもつ楽曲ファ
イル＃０１と楽曲ファイル＃０２が検索される。また、楽曲ファイル＃Ｌの属性データと
して、アーティストデータ「Ａｒｔ０１」とジャンルデータ「ＰＯＰＳ」が選択された場
合、両者の属性データと共通の属性データをもつ楽曲ファイル＃０２が検索される。
【００３５】
　共通の属性データを持つ楽曲ファイルが検索された場合、次のステップへ進み、共通の
属性データを持つ他の楽曲ファイルが検索されない場合、属性データの検索条件を変えて
再検索する（ステップＳ１０５）。例えば、最初にアーティストデータで検索し、これに
該当する他の画曲ファイルが見つからない場合には、例えばジャンルデータで再検索する
。
【００３６】
　次に、属性データ検索部１５６の検索結果を受けた画像データ抽出部１５８は、検索さ
れた楽曲ファイルの画像データを抽出する（ステップＳ１０６）。この際、一定数以上の
楽曲ファイルが検索された場合には、更新日時や再生回数などを基準として、最新の楽曲
ファイルや回数の多い楽曲ファイルを選択し、楽曲ファイルの数を絞り込むようにしても
よい。あるいは、候補となる画像データを表示してユーザに選択させるようにしてもよい
。
【００３７】
　次いで、画像データ加工部１６０は、抽出した画像データを加工し、画像データを作成
する（ステップＳ１０７）。そして、作成した画像データは、未対応楽曲データの画像デ
ータとして記憶部６０に保存される（ステップＳ１０８）。保存された画像データは、楽
曲ファイルの再生または検索時に、図１に示す画像表示領域１４に対応付けされた画像デ
ータとして表示される。
【００３８】
　なお、上記実施例では、未対応楽曲データへの画像データの加工をリッピングの際に行
うようにしたが、これ以外のタイミングで画像データを加工してもよい。例えば、車載用
オーディオ装置の起動時、ユーザから指示があったとき、楽曲ファイルを再生するとき等
に行うようにしてもよい。さらに、ＣＤなどに記録された楽曲データを再生するときに、
上記方法を用いて、記憶部から画像データを検索し、画像データを加工し、表示するよう
にしてもよい。この場合には、加工された画像データは、必ずしも記憶部６０に記憶する
必要はなく、ＣＤの再生の終了と同時に消去される。
【００３９】
　次に、画像データの加工例について説明する。図７（ａ）は、図４の楽曲ファイル＃Ｋ
の属性データとしてアーティストデータが選択されたときの画像データの加工例である。
この場合、アーティストデータが一致する楽曲ファイル＃１と＃２の画像データ「Ｖ」と
「Ｗ」が抽出され、画像データ加工部は、画像データを１／４サイズに縮小し、４つの画
像データを合成した画像データ１７０を作成する。「Ｖ」と「Ｗ」の配列は並べても良い
し、交互でもよい。また、画像データを１／２に縮小し、２つの画像データ「Ｖ」と「Ｗ
」を合成してもよい。
【００４０】
　図７（ｂ）は、楽曲ファイル＃Ｌについての画像データの加工例である。属性データと
してアーティストデータとジャンルデータが選択されたとき、楽曲ファイル＃２が検索さ
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れ、その画像データ「Ｗ」が抽出される。画像データ加工部は、「Ｗ」を１／４サイズに
縮小し、４つの画像データを合成した画像データ１７２を作成する。
【００４１】
　図７（ｃ）に示す画像データ１７４は、３種類の画像データが抽出されたときの加工例
である。図７（ｄ）に示す画像データ１７６は、４種類の画像データを加工するが、画像
データに優先順位があるとき（例えば、楽曲ファイルの再生頻度やリッピングの最新の更
新日時）、優先順位が高い画像データ「Ｖ」が他の画像データ「Ｘ」、「Ｙ」、「Ｚ」よ
りも大きく表示されるようにする。
【００４２】
　図７（ｅ）に示す画像データ１７８は、図７（ｂ）の変形である。図７（ｂ）に示す画
像データ１７２は、画像データが縮小して複数表示されるため、画像データを加工したも
のであることが認識されるが、図７（ｅ）では、画像データ「Ｗ」を縮小しない代わりに
、その背景色（ハッチングで表示）を変更するものである。図７（ｆ）に示す画像データ
１８０は、図７（ｂ）の変形であり、４つの画像データ「Ｗ」を縮小し、かつ背景色を変
更したものである。これをより、画像データを加工したことがより識別される。なお、こ
れらの加工は一例であり、画像データの表示サイズ、解像度などに応じて、倍率や配色等
の加工を適宜変更することが可能であり、また、その変更はユーザによって設定できるよ
うにしてもよい。
【００４３】
　次に、画像データの他の加工例について説明する。アルバムのジャケット写真には、ア
ーティスト本人の写真やアーティスト本人をデフォルメしたイラストが使われることが多
い。アーティストイメージをもつ画像データを作成するには、アーティストの顔画像を用
いることが望ましい。そこで、図８（ａ）に示すように抽出された画像データ１９０の顔
認識処理を実行し、これにより顔画像１９２を抽出する。そして、抽出された顔画像１９
２の倍率等を適宜選択し、図８（ｂ）に示すような加工された画像データ１９４を作成す
る。
【００４４】
　顔認識とは、顔写真の画像データを画像解析することにより、画像の中から人間の顔を
識別して抽出する技術である。具体的な方法としては、顔の外形、顔を構成する目・鼻・
口・耳などのパーツの位置および形状、筋肉のつき方などを認識し、数値化する。この数
値化された特徴から人間の顔か否かを判断し、人間の顔であれば顔部分のみを抽出する。
【００４５】
　次に、楽曲ファイルの検索例について説明する。画像データは、楽曲データの再生中に
、その再生情報とともにディスプレイに表示されるが、楽曲ファイルの検索に画像データ
を利用することができる。ユーザ入力によって属性データを選択し、選択された属性デー
タに対応する楽曲ファイルの画像データを連続的に表示することで、所望の楽曲ファイル
を検索（カバーフロー）することができる。
【００４６】
　図９（ａ）は、属性データとしてアルバムを選択したときのアルバム検索画面２００を
示している。アルバム検索画面２００には、選択されたアルバムに対応する画像データ２
１０が一定の時間間隔でフロー表示され、ユーザは、その中から画像データを見てアルバ
ムを選択する。図９（ｂ）は、属性データとしてアーティストを選択したときのアーティ
スト検索画面２２０を示し、図９（ｃ）は、属性データとしてジャンルを選択したときの
ジャンル検索画面２３０を示し、図９（ｄ）は、プレイリストを選択したときの検索画面
２４０を示している。ここでのプレイリストは、楽曲データの再生順序をユーザが任意に
決定したリストである。なお、属性データを選択しないときには、すべての楽曲データの
画像データを順次表示することもできる。
【００４７】
　このように本実施例によれば、楽曲データの再生中に、ジャケット写真が収まるスペー
スに、画像データが未対応である「ＮＯ　Ｉｍａｇｅ」を表示させずに、アーティストイ
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メージを表示できるため、ユーザエンターテイメントを損なうことなく、仕様満足度を向
上させることができる。また、カバーフローで検索するときに、ジャケット写真が収まる
スペースに、「ＮＯ　Ｉｍａｇｅ」を表示させずに、アーティストイメージを表示できる
ため、アルバム内容を理解する手助けになり、利便性が向上される。さらに、カバーフロ
ーは、アルバム単位の検索であるが、アーティストフローとしてアーティスト単位での検
索が可能となる。
【００４８】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、本発明は、特定の実施形態に
限定されるものではなく、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】
【００４９】
【図１】図１（ａ）はダウンロードした音楽の情報画像の例であり、図１（ｂ）はＣＤか
ら取り込んだ音楽の情報画像の例である。
【図２】本発明の実施例に係る車載用オーディオ装置の構成を示すブロック図である。
【図３】図３（ａ）は本実施例に係る再生ファイルのデータ構造の例であり、図３（ｂ）
は本実施例に係る再生ファイルのデータ構造の変形例である。
【図４】本実施例に係る再生ファイルの具体例である。
【図５】本実施例に係る画像データ加工プログラムの機能ブロック図である。
【図６】本実施例に係る画像データの加工動作のフローチャートである。
【図７】本発明の実施例に係る画像データの加工例を示す図である。
【図８】図８（ａ）は人物像を含む画像データであり、図８（ｂ）は本発明の第３の実施
例に係る合成画像の例である。
【図９】本発明の実施例における楽曲ファイルの検索画面例であり、図９（ａ）はアルバ
ム検索画面例、図９（ｂ）はアーティスト検索画面例、図９（ｃ）はジャンル検索画面例
、図１１（ｄ）はプレイリスト検索画面例である。
【符号の説明】
【００５０】
１０：車載用オーディオ装置　　　　２０：入力部
３０：外部Ｉ／Ｆ　　　　　　　　　４０：表示部
５０：再生出力部　　　　　　　　　６０：記憶部
７０：プログラムメモリ　　　　　　８０：データメモリ
１００：楽曲ファイル　　　　　　　１１０：楽曲データ
１２０：画像データ　　　　　　　　１３０：属性データ
１５０：合成画像　　　　　　　　　２００：アルバム検索画面
２２０：アーティスト検索画面　　　２３０：ジャンル検索画面
２４０：プレイリスト検索画面
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