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(57)【要約】
【課題】　記憶メディアがオーディオ装置に接続された
際、常に同一の楽曲データが自動再生されないようにす
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】　記憶メディア３１が車載オーディオ装置
１に接続されたことをメディア認識部７が認識すると、
楽曲情報取得部９は、記憶メディア３１から所定曲数（
例えば５曲分）の楽曲情報を取得する。そして、楽曲デ
ータ取得部１１は、この楽曲情報からランダムに１曲を
選択し、選択された楽曲情報に関連する楽曲データを取
得する。取得された楽曲データは、アンプ１３を介して
スピーカ１５により出力される。
【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楽曲情報が複数記憶されている記憶メディアが接続
されたとき、該楽曲データを取得して自動再生するオーディオ装置において、
　前記記憶メディアが接続されたことを認識する認識部と、
　前記認識部が記憶メディアの接続を認識したとき、該記憶メディアの楽曲データをラン
ダムに取得して再生するランダム再生部と、
　を備えたことを特徴とするオーディオ装置。
【請求項２】
前記認識部が記憶メディアの接続を認識したとき、該記憶メディアから所定曲数の楽曲情
報を取得して記憶する楽曲情報記憶部を更に備え、
　前記ランダム再生部は、前記楽曲情報記憶部に記憶された楽曲情報に関連する楽曲デー
タをランダムに取得して再生する、
　ことを特徴とする請求項１記載のオーディオ装置。
【請求項３】
前記認識部が記憶メディアの接続を認識したとき、前記記憶メディアを識別する識別デー
タを取得して記憶する識別データ記憶部と、
接続された記憶メディアの識別データが、前記識別データ記憶部に記憶されているか否か
判定する判定部とを更に備え、
前記判定部により、接続された記憶メディアの識別データが、前記識別データ記憶部に記
憶されていると判定された場合、前記楽曲情報記憶部は、該記憶メディアから所定曲数の
楽曲情報を取得して記憶し、
前記ランダム再生部は、前記楽曲情報記憶部に記憶された楽曲情報に関連する楽曲データ
をランダムに取得して再生する、
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４】
前記認識部が記憶メディアの接続を認識したとき、前記記憶メディアを識別する識別デー
タを取得して記憶すると共に、前記楽曲情報記憶部が該記憶メディアから最初に取得して
記憶した楽曲情報を記憶する識別データ記憶部と、
接続された記憶メディアの識別データ及び前記楽曲情報記憶部が該記憶メディアから最初
に取得して記憶した楽曲情報が、前記識別データ記憶部に記憶されているか否か判定する
判定部とを更に備え、
前記判定部により、接続された記憶メディアの識別データ及び前記楽曲情報記憶部が該記
憶メディアから最初に取得して記憶した楽曲情報が、前記識別データ記憶部に記憶されて
いると判定された場合、前記楽曲情報記憶部は、該記憶メディアから所定曲数の楽曲情報
を取得して記憶し、
前記ランダム再生部は、前記楽曲情報記憶部に記憶された楽曲情報に関連する楽曲データ
をランダムに取得して再生する、
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】
前記ランダム再生部により、楽曲データが再生されているとき、前記楽曲情報記憶部は、
前記楽曲情報記憶部に記憶されていない楽曲情報を前記記憶メディアから取得して記憶す
る、
　ことを特徴とする請求項２～４記載のオーディオ装置。
【請求項６】
前記楽曲情報は、少なくとも楽曲データの記憶位置を含んでいる、
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれか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楽曲情報が複数記憶されている記憶メディアが接続
されたとき、該楽曲データを取得して自動再生するオーディオ装置の再生方法において、
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　前記記憶メディアが接続されたことを認識するステップと、
　前記記憶メディアの接続が認識されたとき、該記憶メディアの楽曲データをランダムに
取得して再生するステップと、
　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】
前記記憶メディアの接続が認識されたとき、該記憶メディアから所定曲数の楽曲情報を取
得して記憶するステップと、
　前記記憶された楽曲情報に関連する楽曲データをランダムに取得して再生するステップ
と、
　を更に有することを特徴とする請求項７記載のオーディオ装置の再生方法。
【請求項９】
前記記憶メディアの接続が認識されたとき、前記記憶メディアを識別する識別データを取
得して記憶するステップと、
接続された記憶メディアの識別データが、記憶されているか否か判定するステップと、
接続された記憶メディアの識別データが、記憶されていると判定された場合、該記憶メデ
ィアから所定曲数の楽曲情報を取得して記憶するステップと、
前記記憶された楽曲情報に関連する楽曲データをランダムに取得して再生するステップと
、
を更に有することを特徴とする請求項７記載のオーディオ装置の再生方法。
【請求項１０】
前記記憶メディアの接続が認識されたとき、前記記憶メディアを識別する識別データを取
得して記憶すると共に、該記憶メディアから最初に取得して記憶した楽曲情報を記憶する
ステップと、
接続された記憶メディアの識別データ及び該記憶メディアから最初に取得して記憶した楽
曲情報が記憶されているか否か判定するステップと、
接続された記憶メディアの識別データ及び該記憶メディアから最初に取得して記憶した楽
曲情報が、記憶されていると判定された場合、該記憶メディアから所定曲数の楽曲情報を
記憶するステップと、
前記記憶された楽曲情報に関連する楽曲データをランダムに取得して再生するステップと
、
を更に有することを特徴とする請求項７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、楽曲データと該楽曲データに
関連する楽曲情報が複数記憶されている記憶メディアが接続されたとき、該楽曲データを
取得して自動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、車載オーディオ装置は、複数の種類の記憶メディア（ＣＤ、ハードディスク、Ｕ
ＳＢメモリ、ＳＤカード等）と接続し、その記憶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、この種の車載オーディ
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。以下に、上記車載オーディオ装置の動作例を説明する。
【０００３】
まず、車載オーディオ装置は、記憶メディアが接続されたことを認識すると、記憶メディ
アのファイルシステムを解析し、例えば、記憶メディアに記録された順に、フォルダ情報
／ファイル情報（楽曲データ記憶位置を示すファイルパス等）を取得する。このとき、車
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載オーディオ装置は、最初に取得されたファイル情報を用いて楽曲データを自動再生する
。次に、車載オーディオ装置は、取得されたファイル内の音楽データに関連する楽曲情報
を取得して楽曲リストを作成する。なお、この楽曲リストは、楽曲データ検索や楽曲デー
タ再生中に楽曲情報を表示する際に用いられる。また、楽曲情報には、アルバム名、楽曲
名、アーティスト名等の情報が含まれている。そして、楽曲リスト作成後、ユーザは所望
の楽曲データを楽曲リストから検索して再生することができる。
【０００４】
しかしながら、このような車載オーディオ装置では、記憶メディアが接続されたときに自
動再生される楽曲データは、記憶メディアから最初に取得されたファイル情報の楽曲デー
タ、すなわち、最初に記憶メディアに記録された楽曲データであるため、常に同一の楽曲
データが自動再生されていた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　記憶メディアが接続されたときに楽曲データを自動再生する従来技術として、記録順序
が最も新しいセッション（フォルダ）内の楽曲データから順に自動再生するオーディオ装
置が開示されている（特許文献１、２参照）。これにより、ユーザは、記憶メディアを接
続したとき、最新の楽曲データを最初から視聴することができる。
しかしながら、上記従来技術を適用しても、記憶メディア内のファイルシステム等に変更
がない限り、常に同一の楽曲データが自動再生されていた。
【特許文献１】特開２００２－２２２５８５号公報
【特許文献２】特開２００３－１７８２７３号公報
【０００６】
　従って、本発明の目的は、記憶メディアがオーディオ装置に接続された際、常に同一の
楽曲データが自動再生されないようにす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】
【０００７】
・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楽曲情報が複数記憶されている記憶メデ
ィアが接続されたとき、該楽曲データを取得して自動再生するオーディオ装置であり、前
記記憶メディアが接続されたことを認識する認識部と、前記認識部が記憶メディアの接続
を認識したとき、該記憶メディアの楽曲データをランダムに取得して再生するランダム再
生部とを備えている。
【０００８】
上記オーディオ装置は、前記認識部が記憶メディアの接続を認識したとき、該記憶メディ
アから所定曲数の楽曲情報を取得して記憶する楽曲情報記憶部を更に備え、前記ランダム
再生部は、前記楽曲情報記憶部に記憶された楽曲情報に関連する楽曲データをランダムに
取得して再生する。
【０００９】
上記オーディオ装置は、前記認識部が記憶メディアの接続を認識したとき、前記記憶メデ
ィアを識別する識別データを取得して記憶する識別データ記憶部と、接続された記憶メデ
ィアの識別データが、前記識別データ記憶部に記憶されているか否か判定する判定部とを
更に備え、前記判定部により、接続された記憶メディアの識別データが、前記識別データ
記憶部に記憶されていると判定された場合、前記楽曲情報記憶部は、該記憶メディアから
所定曲数の楽曲情報を取得して記憶し、前記ランダム再生部は、前記楽曲情報記憶部に記
憶された楽曲情報に関連する楽曲データをランダムに取得して再生する。
【００１０】
上記オーディオ装置は、前記認識部が記憶メディアの接続を認識したとき、前記記憶メデ
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ィアを識別する識別データを取得して記憶すると共に、前記楽曲情報記憶部が該記憶メデ
ィアから最初に取得して記憶した楽曲情報を記憶する識別データ記憶部と、接続された記
憶メディアの識別データ及び前記楽曲情報記憶部が該記憶メディアから最初に取得して記
憶した楽曲情報が、前記識別データ記憶部に記憶されているか否か判定する判定部とを更
に備え、前記判定部により、接続された記憶メディアの識別データ及び前記楽曲情報記憶
部が該記憶メディアから最初に取得して記憶した楽曲情報が、前記識別データ記憶部に記
憶されていると判定された場合、前記楽曲情報記憶部は、該記憶メディアから所定曲数の
楽曲情報を取得して記憶し、前記ランダム再生部は、前記楽曲情報記憶部に記憶された楽
曲情報に関連する楽曲データをランダムに取得して再生する。
【００１１】
上記オーディオ装置は、前記ランダム再生部により、楽曲データが再生されているとき、
前記楽曲情報記憶部は、前記楽曲情報記憶部に記憶されていない楽曲情報を前記記憶メデ
ィアから取得して記憶する。
【００１２】
・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楽曲情報が複数記憶されている記憶メデ
ィアが接続されたとき、該楽曲データを取得して自動再生するオーディオ装置の再生方法
であり、前記記憶メディアが接続されたことを認識するステップと、前記記憶メディアの
接続が認識されたとき、該記憶メディアの楽曲データをランダムに取得して再生するステ
ップとを有している。
【００１３】
上記再生方法は、前記記憶メディアの接続が認識されたとき、該記憶メディアから所定曲
数の楽曲情報を取得して記憶するステップと、前記記憶された楽曲情報に関連する楽曲デ
ータをランダムに取得して再生するステップとを更に有している。
【００１４】
上記再生方法は、前記記憶メディアの接続が認識されたとき、前記記憶メディアを識別す
る識別データを取得して記憶するステップと、接続された記憶メディアの識別データが、
記憶されているか否か判定するステップと、接続された記憶メディアの識別データが、記
憶されていると判定された場合、該記憶メディアから所定曲数の楽曲情報を取得して記憶
するステップと、前記記憶された楽曲情報に関連する楽曲データをランダムに取得して再
生するステップとを更に有している。
【００１５】
上記再生方法は、前記記憶メディアの接続が認識されたとき、前記記憶メディアを識別す
る識別データを取得して記憶すると共に、該記憶メディアから最初に取得して記憶した楽
曲情報を記憶するステップと、接続された記憶メディアの識別データ及び該記憶メディア
から最初に取得して記憶した楽曲情報が記憶されているか否か判定するステップと、接続
された記憶メディアの識別データ及び該記憶メディアから最初に取得して記憶した楽曲情
報が、記憶されていると判定された場合、該記憶メディアから所定曲数の楽曲情報を記憶
するステップと、前記記憶された楽曲情報に関連する楽曲データをランダムに取得して再
生するステップとを更に有している。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、記憶メディアがオーディオ装置に接続されたとき、該記憶メディアの
楽曲データをランダムに取得して再生するように構成したため、常に同一の楽曲データが
自動再生されないようにすることができる。
【００１７】
　本発明によれば、記憶メディアがオーディオ装置に接続されたとき、記憶メディアを識
別する識別データを取得して記憶し、接続された記憶メディアの識別データが記憶されて
いる場合に、該記憶メディアの楽曲データをランダムに取得して再生するように構成した
ため、常に同一の楽曲データが自動再生されないようにすることができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本実施例では、オーディオ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、記憶メディアを接続し、そこに記憶された楽曲データを再生する機
能を備える。記憶メディアは、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、Ｍ
Ｐ３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、記憶メディ
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、記憶メディアは、それ自身が楽曲データの楽曲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。
【００１９】
（Ａ）第１実施例
・車載オーディオ装置の構成
　図１は、本発明の第1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
。
楽曲データ記憶手段としての記憶メディア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、複数の楽曲ファイルを記憶する記憶部３７に
より構成される。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、記憶メディア３１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、記憶メディア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が記憶メディア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アンプ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、記憶メディア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、記憶
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楽曲情報記憶部２１を備え
ている。
【００２０】
　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に接続される記憶メディア３１を認識するメディア認
識部７、記憶メディア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）を取得し、楽曲リストとし
て楽曲情報記憶部２１に記憶する楽曲情報取得部９、記憶メディア３１から楽曲データを
取得する楽曲データ取得部１１を備える。これにより、記憶メディア３１が接続されると
、記憶メディア３１の接続を認識し、それに応じて記憶メディア３１に記憶された楽曲デ
ータを取得して自動再生する。また、この時、記憶メディア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。
【００２１】
・車載オーディオ装置の楽曲データ再生処理
図２は、第１実施例に係る車載オーディオ装置の楽曲データ再生処理を示すフローチャー
トであり、図３は、記憶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
あり、図４は、記憶メディアに記憶されている楽曲データに関する楽曲情報を示す図であ
る。なお、図３において、楽曲データはAAA.mp3、BBB.mp3、・・・、ZZZ.mp3の順に記憶
メディア３１に記憶されたものとする。
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まず、楽曲データが記憶された記憶メディア３１が接続されると、メディア認識部７は、
記憶メディア３１の接続を認識する（ステップＳ１）。次に、制御部５は、接続された記
憶メディア３１のファイルシステムを解析し（ステップＳ３）、階層構造を構成するフォ
ルダ／ファイル情報を取得する（ステップＳ５）。このとき、記憶メディア３１のルート
から各階層のフォルダ及びファイルまでのパス情報（楽曲データ記憶位置）、フォルダ名
およびファイル名等の情報が取得される。次に、制御部５は、取得されたフォルダ／ファ
イル情報から記憶メディア３１に楽曲データが記憶されているか否か判定する（ステップ
Ｓ７）。具体的には、制御部５は、ステップＳ５において取得したフォルダ／ファイル情
報に基づいて、記憶メディア３１内に楽曲データであることを示す拡張子（ｍｐ３、ｗｍ
ａ）を有するファイルがあるか否かにより判定する。ステップＳ７において、記憶メディ
ア３１に楽曲データが記憶されていなければ、楽曲データ再生処理を終了する。一方、ス
テップＳ７において、記憶メディア３１に楽曲データが記憶されていれば、楽曲情報取得
部９は、記憶メディア３１に記憶された記録順序が古い順に所定曲数（例えば５曲分）の
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、ジャンル名等
）を取得し、ステップＳ５において取得されたファイルパスと共に、仮楽曲リストとして
楽曲情報記憶部２１に記憶する（ステップＳ９）。なお、ここでは、記録順序が古い順に
楽曲情報を取得したが、これに限定されない。これにより、楽曲情報記憶部２１には図５
に示すような仮楽曲リストが記憶される。次に、楽曲データ取得部１１は、ステップＳ９
において記憶された仮楽曲リストからランダムに１曲の楽曲情報を選択し、この楽曲情報
に関連する楽曲データをファイルパスに基づいて記憶メディア３１から取得する（ステッ
プＳ１１）。そして、楽曲データ取得部１１により取得された楽曲データはアンプ１３を
介してスピーカ１５により出力される（ステップＳ１３）。このとき、制御部５は、出力
中の楽曲データに関連する楽曲情報を楽曲情報記憶部２１から取得して表示部１７に表示
する。また、ステップＳ１３において、楽曲データ出力中に、楽曲情報取得部９は、仮楽
曲リスト以外の楽曲情報を記憶メディア３１から取得し、正規楽曲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Ｓ１５）。これにより、楽曲情報記憶部２１には図
６のような正規楽曲リストが記憶され、楽曲データ検索等に用いられる。
上記処理により、記憶メディア３１が車載オーディオ装置１に接続されたとき、記憶メデ
ィア３１の楽曲データをランダムに取得して再生するため、同一の楽曲データが自動再生
されないようにすることができる。
【００２２】
（Ｂ）第２実施例
・車載オーディオ装置の構成
　図７は、本発明の第２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
。第２実施例に係る車載オーディオ装置の構成は、第１実施例に係る車載オーディオ装置
の構成と比較し、記憶メディアの識別データを取得する識別データ取得部８と、この識別
データを記憶する識別データ記憶部２２を更に備えている。また、記憶メディア３１の記
憶部３７には楽曲データ及び楽曲情報と共に、記憶メディアを識別する識別データ（例え
ば、「Media1」というデータ）を記憶している。
【００２３】
・車載オーディオ装置の楽曲データ再生処理
図８、図９は、第２実施例に係る車載オーディオ装置の楽曲データ再生処理を示すフロー
チャートである。なお、記憶メディアに記憶される楽曲データのファイルシステム及び記
憶メディアに記憶されている楽曲データに関する楽曲情報は図３及び図４と同様である。
　まず、楽曲データが記憶された記憶メディア３１が接続されると、メディア認識部７は
、記憶メディア３１の接続を認識する（ステップＳ２１）。次に、制御部５は、接続され
た記憶メディア３１のファイルシステムを解析し（ステップＳ２３）、階層構造を構成す
るフォルダ／ファイル情報を取得する（ステップＳ２５）。このとき、記憶メディア３１
のルートから各階層のフォルダ及びファイルまでのパス情報（楽曲データ記憶位置）、フ
ォルダ名およびファイル名等の情報が取得される。次に、制御部５は、取得されたフォル
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ダ／ファイル情報から記憶メディア３１に楽曲データが記憶されているか否か判定する（
ステップＳ２７）。具体的には、制御部５は、ステップＳ５において取得したフォルダ／
ファイル情報に基づいて、記憶メディア３１内に楽曲データであることを示す拡張子（ｍ
ｐ３、ｗｍａ）を有するファイルがあるか否かにより判定する。ステップＳ２７において
、記憶メディア３１に楽曲データが記憶されていなければ、楽曲データ再生処理を終了す
る。一方、ステップＳ２７において、記憶メディア３１に楽曲データが記憶されていれば
、識別データ取得部８は、記憶メディア３１から記憶部３７に記憶されている識別データ
（Media1）を取得する（ステップＳ２９）。また、楽曲情報取得部９は、記憶メディア３
１に記憶された記録順序が１番古い楽曲データ（AAA.mp3）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、ジャンル名等）を取得し、ステップＳ２５において取
得されたファイルパスと共に、仮楽曲リストとして楽曲情報記憶部２１に記憶する（ステ
ップＳ３１）。次に、制御部５は、ステップＳ２９及びステップＳ３１において取得した
識別データ及び楽曲情報が識別データ記憶部２３に記憶されているか否か判定する（ステ
ップＳ３３）。ステップＳ３３において、取得した識別データ及び楽曲情報が識別データ
記憶部２３に記憶されていない（記憶メディア３１が初めて車載オーディオ装置１に接続
されたことと同等）と判定されれば、制御部５は、取得した識別データ及び楽曲情報を識
別データ記憶部８に記憶する（ステップＳ３５）。その後、楽曲データ取得部１１は、記
憶メディア３１から楽曲情報記憶部２１に記憶された楽曲情報に関連する楽曲データ（AA
A.mp3）をファイルパスに基づいて取得する（ステップＳ３７）。そして、楽曲データ取
得部１１により取得された楽曲データはアンプ１３を介してスピーカ１５により出力され
る（ステップＳ３９）。このとき、制御部５は、出力中の楽曲データに関連する楽曲情報
を楽曲情報記憶部２１から取得して表示部１７に表示する。また、ステップＳ３９におい
て、楽曲データ出力中に、楽曲情報取得部９は、仮楽曲リスト以外の楽曲情報を記憶メデ
ィア３１から取得し、正規楽曲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Ｓ４１）。これにより、楽曲情報記憶部２１には図６のような正規楽曲リストが記憶さ
れ、楽曲データ検索等に用いられる。
【００２４】
一方、ステップＳ３３において、取得した識別データ及び楽曲情報が識別データ記憶部２
３に記憶されている（記憶メディア３１が車載オーディオ装置１に再接続されたことと同
等）と判定されれば、楽曲情報取得部９は、記憶メディア３１に記憶された記録順序が２
番目に古い順から所定曲数（例えば４曲分）の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、ジャンル名等）を取得し、ステップＳ２５において取得
されたファイルパスと共に、仮楽曲リストに追加して楽曲情報記憶部２１に記憶する（ス
テップＳ４３）。なお、ここでは、記録順序が古い順に楽曲情報を取得したが、これに限
定されない。これにより、楽曲情報記憶部２１には図５に示すような仮楽曲リストが記憶
される。次に、楽曲データ取得部１１は、ステップＳ４３において記憶された仮楽曲リス
トからランダムに１曲の楽曲情報を選択し、この楽曲情報に関連する楽曲データをファイ
ルパスに基づいて記憶メディア３１から取得する（ステップＳ４５）。そして、楽曲デー
タ取得部１１により取得された楽曲データはアンプ１３を介してスピーカ１５により出力
される（ステップＳ４７）。このとき、制御部５は、出力中の楽曲データに関連する楽曲
情報を楽曲情報記憶部２１から取得して表示部１７に表示する。また、ステップＳ４７に
おいて、楽曲データ出力中に、楽曲情報取得部９は、仮楽曲リスト以外の楽曲情報を記憶
メディア３１から取得し、正規楽曲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Ｓ４９）。これにより、楽曲情報記憶部２１には図６のような正規楽曲リストが記
憶され、楽曲データ検索等に用いられる。
　上記処理により、記憶メディア３１が車載オーディオ装置１に再接続されたとき、記憶
メディア３１の楽曲データをランダムに取得して再生するため、同一の楽曲データが自動
再生されないようにすることができる。
【００２５】
　上記実施例では、記憶メディア３１が車載オーディオ装置１に接続されたとき、所定曲
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ファイルパスのみを仮楽曲リストとして記憶するようにしてもよい。このとき、楽曲デー
タ取得部１１は、仮楽曲リストから１つのファイルパスを選択し、このファイルパスに基
づいて楽曲データを取得する。
【００２６】
　上記第２実施例では、記憶メディア３１が車載オーディオ装置１に接続されたとき、記
憶メディア３１の識別データと記憶メディア３１から最初に取得して記憶した楽曲情報と
が識別データ記憶部２３に記憶されている場合、記憶メディア３１から所定曲数の楽曲情
報を取得して、楽曲情報に関連する楽曲データをランダムに取得して再生するようにした
。しかし、記憶メディア３１が車載オーディオ装置１に接続されたとき、記憶メディア３
１の識別データのみを識別データ記憶部２３に記憶するようにし、接続された記憶メディ
ア３１の識別データが識別データ記憶部２３に記憶されていれば、記憶メディア３１から
所定曲数の楽曲情報を取得して、楽曲情報に関連する楽曲データをランダムに取得して再
生するようにしてもよい。
【００２７】
　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】
【００２８】
【図１】本発明の第1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】本発明の第１実施例に係る車載オーディオ装置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】記憶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】記憶メディアに記憶されている楽曲データに関する楽曲情報を示す図である。
【図５】楽曲情報記憶部２１に記憶される仮楽曲リストを示す図である。
【図６】楽曲情報記憶部２１に記憶される正規楽曲リストを示す図である。
【図７】本発明の第２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８】本発明の第２実施例に係る車載オーディオ装置の楽曲データ再生処理を示すフロ
ーチャート（その１）である。
【図９】本発明の第２実施例に係る車載オーディオ装置の楽曲データ再生処理を示すフロ
ーチャート（その２）である。
【符号の説明】
【００２９】
１：車載オーディオ装置
５：制御部
７：メディア認識部
８：識別データ取得部
９：楽曲情報取得部
１１：楽曲データ取得部
２１：楽曲情報記憶部
２３：識別データ記憶部
３１：記憶メディア
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