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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のコンテンツデータと各コンテンツデータに関連付けられた複数の属性情報を記憶
するメディアからコンテンツデータを取得して再生するコンテンツデータ再生装置におい
て、
　前記メディアから前記コンテンツデータのデータ名を取得するコンテンツデータ名取得
部と、
　前記メディアから前記属性情報を取得する属性情報取得部と、
　転送速度が低速なメディアと高速なメディアの種別情報を記憶したメディアデータベー
スと、
　前記メディアの種別を認識するメディア種別認識部と、
　前記認識されたメディアの種別が低速である場合、前記コンテンツデータ名取得部を用
いて、前記メディアからデータ名を取得し、該データ名に基づいてコンテンツデータ名リ
ストを作成し、前記認識されたメディアの種別が高速である場合、前記属性情報取得部を
用いて、前記メディアから属性情報を取得し、該属性情報に基づいて属性情報リストを作
成するコンテンツリスト作成部と、
　前記コンテンツデータ名リストまたは属性情報リストを表示する表示部と、
　を備えることを特徴とするコンテンツデータ再生装置。
【請求項２】
　前記属性情報取得部は、前記コンテンツデータ名リスト作成後、前記メディア内のコン
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テンツデータの属性情報を取得し、
　前記コンテンツリスト作成部は、取得されたコンテンツデータの属性情報に基づいて前
記属性情報リストを作成する、
　ことを特徴とする請求項１記載のコンテンツデータ再生装置。
【請求項３】
　前記コンテンツデータが楽曲データである場合、前記属性情報は、該楽曲データに関す
るアーティスト名、アルバム名、タイトル名、ジャンル名のいずれかを含む、
　ことを特徴とする請求項１、２いずれか１つに記載のコンテンツデータ再生装置。
【請求項４】
　前記コンテンツリスト作成部は、前記属性情報リスト作成時に、前記属性情報リストの
作成状況を前記表示部に表示する、
　ことを特徴とする請求項２に記載のコンテンツデータ再生装置。
【請求項５】
　前記コンテンツデータ再生装置は更に、操作部と、
　前記操作部からの操作に応答して前記コンテンツデータ名リストまたは前記属性情報リ
ストに基づき前記メディアに記憶されたコンテンツデータを検索するデータ検索部と、
　を備えることを特徴とする請求項１～４いずれか１つに記載のコンテンツデータ再生装
置。
【請求項６】
　複数のコンテンツデータと各コンテンツデータに関連付けられた複数の属性情報を記憶
するメディアのコンテンツリスト作成方法において、
　転送速度が低速なメディアと高速なメディアの種別情報を記憶したメディアデータベー
スを備え、
　前記メディアの種別を認識する第１ステップ、
　前記認識されたメディアの種別が低速である場合、前記メディアから前記コンテンツデ
ータのデータ名を取得し、該データ名に基づいてコンテンツデータ名リストを作成する第
２ステップ、
　前記認識されたメディアの種別が高速である場合、前記メディアから前記属性情報を取
得し、該属性情報に基づいて属性情報リストを作成する第３ステップ、
　を有することを特徴とするコンテンツリスト作成方法。
【請求項７】
　前記コンテンツデータ名リスト作成後、前記メディア内のコンテンツデータの属性情報
を取得する第４ステップと、
　該属性情報に基づいて属性情報リストを作成する第５ステップと、
　を更に有することを特徴とする請求項６記載のコンテンツリスト作成方法。
【請求項８】
　前記コンテンツデータ名リストまたは前記属性情報リストを表示する第６ステップを更
に有する、
　ことを特徴とする請求項６、７いずれか１つに記載のコンテンツリスト作成方法。
【請求項９】
　前記属性情報リスト作成時に、前記属性情報リストの作成状況を表示する第７ステップ
を更に有する、
　ことを特徴とする請求項７に記載のコンテンツリスト作成方法。
【請求項１０】
　請求項６～９いずれか１つに記載のコンテンツリスト作成方法により、作成されたコン
テンツデータ名リストまたは属性情報リストを用いて、メディアに記憶されたコンテンツ
データの検索を行う、
　ことを特徴とするコンテンツデータ検索方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、コンテンツデータ再生装置、コンテンツリスト作成方法及びコンテンツデー
タ検索方法に関し、特に、複数のコンテンツデータと各コンテンツデータに関連付けられ
た複数の属性情報を記憶するメディアからコンテンツデータを取得して再生するコンテン
ツデータ再生装置、コンテンツリスト作成方法及びコンテンツデータ検索方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車載オーディオ装置は、ＣＤやＤＶＤ等のメディアに記憶された楽曲データや映像デー
タを再生する機能に加えて、外部メディア（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や映像データなどを再生する機能を備えている。
このようなメディアは、記憶容量が増加の一途をたどり、そこに記憶される楽曲データ数
が数千にもなることがある。このため、メディア内の楽曲データを検索するためには楽曲
データのリスト化が必要となる。
【０００３】
　例えば特許文献１には、コンテンツデータに関するコンテンツリストを自動的に構築し
、ある再生装置に保存されているコンテンツデータを他の再生装置が共用できるようにし
た技術が開示されている。これによれば、自動で構築されたコンテンツリストにより、ユ
ーザは所望のコンテンツデータを検索することができる。
【特許文献１】特開２００３－１３２０６３号公報
【０００４】
　一般に、楽曲データ等を記憶するメディアは、ファイルシステムのみを車載オーディオ
装置に提供するため、車載オーディオ装置は、メディア内のファイルやフォルダを直接操
作する必要がある。そのため、車載オーディオ装置においてメディアに記憶された楽曲デ
ータの検索を実行しようとする場合には、事前にメディア内のファイルを一つずつ確認し
、楽曲リストを作成・保持する必要がある。従来の楽曲リストの作成手順は、以下の通り
である。
【０００５】
　まず、車載オーディオ装置は、接続されたメディアのファイルシステムを解析し、フォ
ルダおよび／またはファイル情報を収集する。次に、全てのファイル内の楽曲データに含
まれる楽曲情報（属性情報）を収集して楽曲リストを作成する。楽曲情報には、楽曲デー
タを検索するための検索情報として利用可能なアーティスト名、アルバム名、タイトル名
、ジャンル名、アルバム画像等の情報が含まれている。１つ１つの楽曲データに含まれる
楽曲情報を読み取ることにより、楽曲リストが作成され、この楽曲リストに基づきメディ
アに記憶された楽曲データを表示部に表示し、ユーザは所望の楽曲データを検索する。そ
して、ユーザにより選択された楽曲データをメディアから読み出し、車載オーディオ装置
において再生している。
【０００６】
　しかしながら、メディアに記憶される楽曲データの数が多くなると、楽曲リストの作成
に長い時間を要する。このため、ユーザは、メディアが接続されてからその認識および楽
曲リストが作成されるまでの間、楽曲データの検索をすることができないという課題があ
る。
【０００７】
　上記課題を解決するため、本願出願人は、接続されたメディアのファイルシステムを解
析してフォルダ名およびファイル名を収集し、収集したフォルダ名およびファイル名に基
づき仮楽曲リストを作成する電子装置を提案している（特願２００６－２６２１９３号）
。これにより、メディアに記憶された楽曲データの仮楽曲リストを作成するようにしたの
で、楽曲リストの作成時間を短縮することができ、ユーザは、メディアが接続されてから
短時間で楽曲データの検索を行うことができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　しかしながら、上記従来技術では、フォルダ名およびファイル名に基づき仮楽曲リスト
を作成するため、仮楽曲リストによる楽曲データ検索において、ジャンル名等による楽曲
データ検索を行うことができなかった。また、転送速度が速く、短時間で楽曲情報に基づ
いて楽曲リストが作成できるメディアに対しても仮楽曲リストを作成していたため、転送
速度が速いメディアに対する楽曲データ検索において、操作性が低下する問題があった。
【０００９】
　本発明の目的は、接続されるメディアの転送速度に応じて、メディア内の楽曲データに
関する楽曲リストを効率的に作成し、楽曲データ検索を直ちに実行することができるコン
テンツデータ再生装置、コンテンツリスト作成方法及びコンテンツリスト検索方法を提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
・コンテンツデータ再生装置
本発明は、複数のコンテンツデータと各コンテンツデータに関連付けられた複数の属性情
報を記憶するメディアからコンテンツデータを取得して再生するコンテンツデータ再生装
置であり、前記メディアから前記コンテンツデータのデータ名を取得するコンテンツデー
タ名取得部と、前記メディアから前記属性情報を取得する属性情報取得部と、転送速度が
低速なメディアと高速なメディアの種別情報を記憶したメディアデータベースと、前記メ
ディアの種別を認識するメディア種別認識部と、前記認識されたメディアの種別が低速で
ある場合、前記コンテンツデータ名取得部を用いて、前記メディアからデータ名を取得し
、該データ名に基づいてコンテンツデータ名リストを作成し、前記認識されたメディアの
種別が高速である場合、前記属性情報取得部を用いて、前記メディアから属性情報を取得
し、該属性情報に基づいて属性情報リストを作成するコンテンツリスト作成部と、前記コ
ンテンツデータ名リストまたは属性情報リストを表示する表示部とを備えている。
【００１１】
前記属性情報取得部は、前記コンテンツデータ名リスト作成後、前記メディア内のコンテ
ンツデータの属性情報を取得し、前記コンテンツリスト作成部は、取得されたコンテンツ
データの属性情報に基づいて前記属性情報リストを作成する。
【００１２】
前記コンテンツデータが楽曲データである場合、前記属性情報は、該楽曲データに関する
アーティスト名、アルバム名、タイトル名、ジャンル名のいずれかを含んでいる。
【００１３】
前記コンテンツリスト作成部は、前記属性情報リスト作成時に、前記属性情報リストの作
成状況を前記表示部に表示する。
【００１４】
前記コンテンツデータ再生装置は更に、操作部と、前記操作部からの操作に応答して前記
コンテンツデータ名リストまたは前記属性情報リストに基づき前記メディアに記憶された
コンテンツデータを検索するデータ検索部とを備えている。
【００１５】
・コンテンツリスト作成方法
本発明は、複数のコンテンツデータと各コンテンツデータに関連付けられた複数の属性情
報を記憶するメディアのコンテンツリスト作成方法であり、転送速度が低速なメディアと
高速なメディアの種別情報を記憶したメディアデータベースを備え、前記メディアの種別
を認識する第１ステップ、前記認識されたメディアの種別が低速である場合、前記メディ
アからデータ名を取得し、該データ名に基づいてコンテンツデータ名リストを作成する第
２ステップ、前記認識されたメディアの種別が高速である場合、前記メディアから属性情
報を取得し、該属性情報に基づいて属性情報リストを作成する第３ステップ、とを有して
いる。
【００１６】
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前記コンテンツデータ名リスト作成後、前記メディア内のコンテンツデータの属性情報を
取得する第４ステップと、該属性情報に基づいて属性情報リストを作成する第５ステップ
と、前記コンテンツデータ名リストまたは前記属性情報リストを表示する第６ステップと
、前記属性情報リスト作成時に、前記属性情報リストの作成状況を表示する第７ステップ
とを更に有している。
【００１７】
・コンテンツデータ検索方法
本発明は、コンテンツデータ検索方法であり、上記コンテンツリスト作成方法により、作
成されたコンテンツリストを用いて、外部メディアに記憶されたコンテンツデータの検索
を行う。
【発明の効果】
【００１８】
本発明によれば、接続されたメディアの転送速度が低速である場合、メディア内のコンテ
ンツデータのデータ名に基づいてコンテンツデータ名リストを作成し、接続されたメディ
アの転送速度が高速である場合、メディア内のコンテンツデータに関する属性情報に基づ
いて属性情報リストを作成するよう構成した。これにより、接続されたメディアの転送速
度が低速である場合、従来と比較してコンテンツリストの作成時間を短縮し、短時間でコ
ンテンツデータ検索ができると共に、接続されたメディアの転送速度が高速である場合、
コンテンツデータ検索の操作性を低下しないようにすることができる。
【００１９】
本発明によれば、属性情報リスト作成時に、属性情報リストの作成状況を表示するよう構
成したため、ユーザが属性情報リストの作成状況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】
【００２０】
　本実施例では、コンテンツ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、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、ＵＳＢ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記憶するものであればよい。楽曲データの記憶
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。
【００２１】
・車載オーディオ装置の構成
　図１は、本発明の実施例に係る車載オーディオ装置の構成を示すブロック図である。
コンテンツデータ記憶手段としての外部メディア３１は、車載オーディオ装置に接続され
、制御部３３、データの送受信を行う通信部３５、コンテンツファイル記憶部３７により
構成される。コンテンツファイル記憶部３７には、コンテンツに該当する楽曲ファイルが
複数記憶されている。この楽曲ファイルは、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）とが含まれ、楽曲デ
ータであることを示す拡張子（ｍｐ３、ｗｍａ）を有したデータ名が付与されている。制
御部３３は、外部メディア３１の動作全体を制御するものであり、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡ
Ｍなどから構成される。
車載オーディオ装置１は、外部メディア３１を接続するための通信部３、各部を制御する
制御部５、制御部５が外部メディア３１から読み取った楽曲データをオーディオ信号とし
て生成して増幅するオーディオ信号処理部１３、増幅されたオーディオ信号を可聴音に変
換するスピーカ１５、外部メディア３１の楽曲データに関する楽曲リスト等を表示する表
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示部１７、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１９、転送速度が高速なメディアと低速なメディアの識別情報を記憶したメディアデ
ータベース２１、外部メディア３１の楽曲データに関する楽曲リストを一時記憶するコン
テンツリスト記憶部２３を備えている。なお、本実施例ではメディアデータベース２１に
は、転送速度が高速なメディアとしてＵＳＢメモリ及びＳＤカードが記憶され、転送速度
が低速なメディアとしてＣＤ及びＤＶＤが記憶されているが、これに限定されず、ユーザ
により変更できるようにしてもよい。
【００２２】
　ここで、前述した制御部５の構成を詳細に説明する。
制御部５は、車載オーディオ装置１に接続される外部メディア３１の種別を認識するメデ
ィア種別認識部７、外部メディア３１に記憶された楽曲データのデータ名を取得するコン
テンツデータ名取得部８、外部メディア３１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、ジャンル名等）を取得す
るコンテンツ情報取得部９、取得されたデータ名または楽曲情報に基づいて楽曲リストを
作成するコンテンツリスト作成部１１を備える。これにより、外部メディア３１が接続さ
れると、外部メディア３１の接続を認識し、それに応じて外部メディア３１に記憶された
楽曲データに関する楽曲リストを自動的に作成し、作成された楽曲リストは、表示部１７
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楽曲リスト作成処理
　図２は、車載オーディオ装置の楽曲リスト作成処理を示すフローチャートである。
まず、車載オーディオ装置１に外部メディア３１が接続されると（ステップＳ１）、メデ
ィア種別認識部７は、外部メディア３１の接続を認識し、外部メディア３１の種別（ＵＳ
Ｂメモリ、ＤＶＤ等）を認識する（ステップＳ３）。制御部５は、ステップＳ３により認
識された外部メディア３１の種別が低速なメディアとしてメディアデータベース２１に記
憶されているか否か判定する（ステップＳ５）。ステップＳ５において、認識された外部
メディア３１の種別が低速なメディアとしてメディアデータベース２１に記憶されている
、つまり、外部メディア３１の種別がＣＤまたはＤＶＤ等のディスクドライブ装置であれ
ば、外部メディア３１に記憶された楽曲データに関する楽曲データ名リストを作成する（
ステップＳ７）。楽曲データ名リストの詳細な作成については後述する。そして、制御部
５は、作成された楽曲データ名リストをコンテンツリスト記憶部２３に記憶し、この楽曲
データ名リスト（図６）を表示部１７に表示する（ステップＳ９）。ユーザは、表示部１
７に表示された楽曲データ名リストを参照しながら、外部メディア３１に記憶されている
所望の楽曲データを検索する（ステップＳ１１）。ユーザが操作部１９を用いて所望の楽
曲データを選択すると（ステップＳ１３）、制御部５は、楽曲データ名リストに基づき該
当する楽曲データを外部メディア３１から読み出し（ステップＳ１５）、読み出した楽曲
データを再生する（ステップＳ１７）。楽曲データの再生が行われている間、制御部５は
、バックグラウンド動作により外部メディア３１に記憶されている楽曲データに関する楽
曲情報リストを作成してコンテンツリスト記憶部２３に記憶する（ステップＳ１９）。
ここで、楽曲情報リストの作成について説明する。楽曲情報リストの作成は、制御部５が
外部メディア３１のファイルシステムを解析し、フォルダ／ファイル情報（ファイルパス
）を収集する。そして、制御部５は、収集したフォルダ／ファイル情報に基づいて、外部
メディア３１に楽曲データであるか否か判定する。この処理は、外部メディア３１に楽曲
データであることを示す識別子を有するデータ（例えば、mp3やWMA等の拡張子を有するデ
ータ）があるか否かで判定する。そして、制御部５により楽曲データであると判定された
場合、コンテンツ情報取得部９は、外部メディア３１に記憶されている楽曲データに関す
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、コンテンツリスト
作成部１１は、取得した楽曲情報とファイルパスとを対応させた楽曲情報リストを作成し
て表示部１７に表示する。なお、上記処理は、外部メディア３１の全楽曲データの楽曲情
報を取得するまで繰り返し行われる。また、制御部５は、ステップＳ７において、楽曲デ
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ータ名リストが作成されている場合、楽曲データ名リストを楽曲情報リストに更新してコ
ンテンツリスト記憶部２３に記憶する。更に、制御部５は、楽曲情報リストを作成中、楽
曲情報リストの作成状況を示す情報を表示部１７に表示する。
楽曲情報リストを作成するタイミングは、楽曲データ名リストの作成後であれば良く、必
ずしも楽曲データの再生中に行う必要はない。一方、ステップＳ５において、認識された
外部メディア３１の種別が高速なメディアとしてメディアデータベース２１に記憶されて
いる、つまり、外部メディア３１の種別がＵＳＢメモリやハードディスクドライブ装置等
であれば、上述した楽曲情報リスト作成処理を行う。
【００２４】
　ここで、前述した楽曲データ名リスト作成について図３～５を参照して詳細に説明する
。図３は、外部メディア３１に記憶される楽曲データのファイルシステムを示す図であり
、図４は、外部メディア３１に記憶される楽曲データに関する楽曲情報を示す図であり、
図５は、楽曲データ名リストを作成するときの動作フローチャートである。
【００２５】
　一般に、多くのデータを記憶し、それらのデータ管理を効率良くするために、データは
、階層構造またはツリー構造からなるファイル構成で記憶される。例えば、図３に示すよ
うに、フォルダ（Ａ、Ｃ、・・・、Ｙ）を作成し、その下層にフォルダ（Ｂ、D、・・・
、Ｚ）を作成し、最下層に楽曲データであるファイル（ABC.mp3、DEF.mp3、・・・、UVW.
mp3、XYZ.mp3）が記憶されている。また、各楽曲データには、アーティスト名、アルバム
名、タイトル名、ジャンル名等の楽曲情報が対応付けされて記憶されている（図４）。
【００２６】
　このようなファイルシステムにより楽曲データが記憶されている場合、楽曲データ名リ
ストの作成は、次のようにして行われる。制御部５は、接続された外部メディア３１のフ
ァイルシステムを解析し（ステップＳ２１）、階層構造を構成するフォルダおよびファイ
ル情報を収集する（ステップＳ２３）。このとき、外部メディア３１のルートから各階層
のフォルダおよびファイルまでのパス、フォルダ名およびファイル名等の情報が収集され
る。例えば、外部メディア３１が図３に示すようなファイルシステムであるとき、ルート
からたどり最上位の階層のフォルダ名（Ａ、Ｃ、・・・、Ｙ）、次の階層のフォルダ名（
Ｂ、D、・・・、Ｚ）、次の階層のファイル名（ABC.mp3、DEF.mp3、・・・、UVW.mp3、XY
Z.mp3）が取得される。
【００２７】
　次に、制御部５は、収集したフォルダ／ファイル情報に基づいて、外部メディア３１に
楽曲データがあるか否か判定する。（ステップＳ２５）。この処理は、楽曲データである
ことを示す識別子を有するデータ（例えば、mp3やWMA等の拡張子を有するデータ）がある
か否かで判定する。制御部５により、楽曲データがあると判定されれば、コンテンツデー
タ名取得部８は、楽曲データのデータ名（ABC.mp3、DEF.mp3、・・・、UVW.mp3、XYZ.mp3
）を取得する（ステップＳ２７）。次に、コンテンツリスト作成部１１は、ステップＳ２
７において取得された楽曲データ名と、ステップＳ２３において収集されたファイルパス
とを対応させて楽曲データ名リストを作成してコンテンツリスト記憶部２３に記憶する（
ステップＳ２９）。そして、作成された楽曲データ名リストは、表示部１７に表示され、
再生すべき楽曲データの検索情報に用いられる。その後、制御部５は、全楽曲データのデ
ータ名取得が完了したか判定する（ステップＳ３１）。ステップＳ３１において、全楽曲
データのデータ名取得が完了していないと判定されれば、上記ステップＳ２７～Ｓ２９の
処理が繰り返し行われる。一方、ステップＳ３１において、全楽曲データのデータ名取得
が完了したと判定されれば、楽曲データ名リスト作成処理を終了する。したがって、例え
ば図３に示すファイルシステムであれば、図６に示すような楽曲データ名リストが表示さ
れる。ここで、図６では楽曲データ名リストのファイルパスを表示させるようにしたが、
ファイルパスを表示しないようにしてもよい。また、項目数が多いときはスクロールキー
４１を表示させたりしてもよい。その後、ユーザが、操作部１９から例えば楽曲番号を選
択することにより所望の楽曲データを選択すると、制御部５は、そのタイトルのファイル
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パスに従い外部メディア３１から該当する楽曲データを読み出して再生する。また、楽曲
データの再生が行われている間、制御部５は、バックグラウンド動作により外部メディア
３１に記憶されている全ての楽曲データに関する楽曲情報を取得して楽曲情報リストを作
成してコンテンツリスト記憶部２３に記憶する（図７）。従って、楽曲データ再生終了以
降、ユーザはこの楽曲情報リストに基づいて所望の楽曲データを検索する。これにより、
アーティスト名やアルバム名による楽曲データ検索を行うことができる。更に、制御部５
は、符号４２のような楽曲情報リストの作成状況を示す情報を楽曲情報リストと共に表示
部１７に表示する。
【００２８】
　本実施例では、外部メディア３１が接続されたとき、これに応答して外部メディアの種
別を認識し、転送速度が低速なメディアである場合、楽曲データのデータ名をリスト化し
た楽曲データ名リストを作成し、転送速度が高速なメディアである場合、楽曲データに関
する楽曲情報をリスト化した楽曲情報リストを作成するよう構成した。これにより、転送
速度が低速なメディアの場合、楽曲リストの作成時間を短縮し、短時間で楽曲データ検索
ができると共に、転送速度が高速なメディアの場合、アーティスト名等による楽曲データ
検索ができるようにし、楽曲データ検索の操作性を低下しないようにすることができる。
また、転送速度が低速なメディアである場合において、楽曲データ名リストを作成して表
示した後、最終的な楽曲リスト（楽曲情報リスト）を作成して表示するようにしたため、
ユーザはアーティスト名やアルバム名による検索も行うことができる。
【００２９】
　上記実施例では車載オーディオ装置に接続された外部メディアの種別を認識して楽曲リ
スト作成処理を切り替えるようにしたが、ＣＤやＤＶＤ等のディスクドライブ装置やハー
ドディスク装置を内蔵する車載オーディオ装置において、楽曲データを検索する場合にも
適用することができる。
【００３０】
　上記実施例では、外部メディアと接続して通信する通信部が１つとしたが、該通信部を
複数設けて複数の外部メディアを同時に接続できる構成とすることもできる。また、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。
【００３１】
　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。
【００３２】
　上記実施例では楽曲情報リストの作成状況を示す情報を数値のみで表示したが、インジ
ケータ表示４３を追加してもよい（図８）。このとき、インジケータを所定区間に区切り
、区間毎に色付き表示する。例えば、作成状況が２０％未満である場合は「赤色」、作成
状況が２０％～８０％である場合は「黄色」、作成状況が８０％以上である場合は「青色
」とする。
【００３３】
　その他、車載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】
【００３４】
【図１】本発明の実施例に係る車載オーディオ装置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楽曲リスト作成処理を示すフローチャートである。
【図３】外部メディアに記憶される楽曲データのファイルシステムを示す図である。
【図４】外部メディアに記憶される楽曲データに関する楽曲情報を示す図である。
【図５】楽曲データ名リストを作成するときのフローチャートである。
【図６】楽曲データ名リストの表示例を示す図である。
【図７】楽曲情報リストの表示例を示す図である。
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【図８】楽曲情報リスト表示の変形例を示す図である。
【符号の説明】
【００３５】
１：車載オーディオ装置
５：制御部
７：メディア種別認識部
８：コンテンツデータ取得部
９：コンテンツ情報取得部
１１：コンテンツリスト作成部
２１：メディアデータベース
２３：コンテンツリスト記憶部
３１：外部メディア
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