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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電話機の着信及び発信時、楽曲の再生時、表示オフ時にそれぞれ、通信相手、再生する
楽曲アルバム、表示オフ時の壁紙に応じた画像を表示する車載機の処理装置において、
　多数の画像の画像データを記憶する画像記憶部、
　画像が通信相手、楽曲アルバム、表示オフのいずれかに対応付けられたとき、該対応関
係を保存する保存部、
　電話機の着信及び発信時、楽曲の再生時、表示オフ時にそれぞれ対応する画像の表示制
御を行い、かつ、画像リスト表示要求により前記画像記憶部に記憶されている画像のリス
トを表示する際、該画像リスト中に各画像が通信相手、楽曲アルバム、表示オフの何に対
応付けられているかを示すアイコンを表示する制御部、
　を備えたことを特徴とする処理装置。
【請求項２】
　電話機の着信及び発信時、楽曲の再生時、表示オフ時にそれぞれ、通信相手、再生する
楽曲アルバム、表示オフ時の壁紙に応じた画像を表示する車載機の処理装置において、
　多数の画像の画像データを記憶する画像記憶部、
　画像が通信相手、楽曲アルバム、表示オフのいずれかに対応付けられたとき、該対応関
係及び通信相手、楽曲アルバム、表示オフの何に対応付けられているかを示す種別情報を
保存する保存部、
　前記画像記憶部から所定の画像、あるいは利用していない全画像、あるいは特定された
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種別に対応する全画像の消去を指示する画像消去指示部、
　電話機の着信及び発信時、楽曲の再生時、表示オフ時に、それぞれ対応する画像の表示
制御を行い、かつ、画像リスト表示要求により、前記画像記憶部に記憶されている画像の
リストと共に、各画像が通信相手、楽曲アルバム、表示オフの何に対応付けられているか
を示すアイコンの表示制御を行い、所定の画像の消去が指示されたとき、該画像の消去、
あるいは、利用していない全画像の消去、あるいは所定の種別に対応する全画像の消去を
指示する項目を表示し、所定の項目が指示されたとき、該指示された項目に従って、1つ
の画像の消去、あるいは利用していない全画像の消去、あるいは特定された種別に対応す
る全画像の消去を実行する制御部、
を備えたことを特徴とする処理装置。
【請求項３】
　電話機の着信及び発信時、楽曲の再生時、表示オフ時にそれぞれ、通信相手、再生する
楽曲アルバム、表示オフ時の壁紙に応じた画像を表示する車載機の画像表示方法において
、
　多数の画像の画像データを画像記憶部に記憶し、
　画像が通信相手、楽曲アルバム、表示オフのいずれかに対応付けられたとき、該対応関
係を保存し、
　電話機の着信及び発信時、楽曲の再生時、表示オフ時にそれぞれ対応する画像の表示制
御を行い、
　画像リスト表示要求により、前記画像記憶部に記憶されている画像のリストを表示する
際、該画像リスト中に各画像が通信相手、楽曲アルバム、表示オフの何に対応付けられて
いるかを示すアイコンを表示する、
ことを特徴とする画像表示方法。
【請求項４】
　電話機の着信及び発信時、楽曲の再生時、表示オフ時にそれぞれ、通信相手、再生する
楽曲アルバム、表示オフ時の壁紙に応じた画像を表示する車載機の画像表示方法において
、
　多数の画像の画像データを画像記憶部に記憶し、
　画像が通信相手、楽曲アルバム、表示オフのいずれかに対応付けられたとき、該対応関
係及び通信相手、楽曲アルバム、表示オフの何に対応付けられているかを示す種別情報を
保存し、
　電話機の着信及び発信時、楽曲の再生時、表示オフ時に、それぞれ対応する画像の表示
制御を行い、
　画像リスト表示要求により、前記画像記憶部に記憶されている画像のリストと共に、各
画像が通信相手、楽曲アルバム、表示オフの何に対応付けられているかを示すアイコンの
表示制御を行い、
　所定の画像の消去が指示されたとき、該画像の消去、あるいは、利用していない全画像
の消去、あるいは所定の種別に対応する全画像の消去を指示する項目を表示し、
　所定の項目が指示されたとき、該指示された項目に従って、1つの画像の消去、あるい
は利用していない全画像の消去、あるいは特定された種別に対応する全画像の消去を実行
する、
　ことを特徴とする画像表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は処理装置および画像表示方法に係わり、特に、処理装置において所定のアクショ
ンが発生したとき、該アクションに応じた必須の情報を表示すると共に該アクションに関
連づけた画像を表示し、あるいは音声を出力する処理装置および画像表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　現在の車載機はインテリジェント機能を備え、ハンズフリー機能（自動車電話機能）や
車載ナビゲーション機能、オーディオ機能を備えており、音楽を聴きながらナビゲーショ
ン地図を参照して運転し、あるいは車内よりハンズフリーで発呼することにより、無線基
地局、公衆電話網を介して相手先電話機に接続して相手と通話し、また、外部の電話機か
らの着信に応答して相手と電話できるようになっている。
　かかる車載機には大容量記憶装置としてのハードディスクが備えられており、ここに種
々の画像を保存し、該画像をいろいろな用途で利用するようになっている。例えば壁紙(
ディスプレイオフ指示したときの表示画像)やメニューの背景を、ユーザが選択した所定
の画像で表示できるようになっている。また、電話着信あるいは発呼したとき、相手通話
者に応じた画像(相手写真、相手所在地の風景など)を画面に表示させることができる。あ
るいは、リッピングによりハードディスクに記憶してある曲データに基づくオーディオ再
生時に、アルバム毎にCDのジャケット画像あるいはアーチスト演奏風景などの写真を表示
させることができる。
　また、画像に限らず、種々の音声(メロディー、操作音、案内音声)を保存することによ
り、該音声をいろいろな用途で利用するようになっている。例えば着信時に相手通話者に
応じた着信メロディーを出力し、あるいは操作キーに応じた操作音を出力する。なお、以
上の従来技術として、再生する音楽データに関して画像データを関連づけて表示する処理
装置が提案されている(たとえば特許文献１参照)。
【特許文献１】特開２００３－３０３４８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、車載機におけるハードディスクで画像記憶に利用できるメモリ領域は有限で
あり、保存できる画像ファイル数は限られ、現状では２００枚程度である。このため、ひ
とつの画像を複数で利用し、あるいは画像の追加ができない場合は不要な画像を消去して
新しい画像を追加登録するようにしている。しかし、従来はどこでどの画像を利用してい
るか確認するのが、非常に面倒な作業となっており、不要が画像の発見及びその消去作業
が煩雑であるという問題があった。
　以上から本発明の目的は、どこでどの画像及び音声を利用しているかを容易に確認でき
るようにすることである。
　本発明の別の目的は、不要な画像あるいは音声を容易に特定して消去できるようにする
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題は本発明によれば、電話機の着信及び発信時、楽曲の再生時、表示オフ時にそ
れぞれ、通信相手、再生する楽曲アルバム、表示オフ時の壁紙に応じた画像を表示する車
載機において、１）多数の画像の画像データを画像記憶部に記憶し、２）画像が通信相手
、楽曲アルバム、表示オフのいずれかに対応付けられたとき、該対応関係を保存し、３）
電話機の着信及び発信時、楽曲の再生時、表示オフ時にそれぞれ対応する画像の表示制御
を行い、４）画像リスト表示要求により、前記画像記憶部に記憶されている画像のリスト
を表示する際、該画像リスト中に各画像が通信相手、楽曲アルバム、表示オフの何に対応
付けられているかを示すアイコンを表示する、ことにより達成される。
　又、上記課題は本発明によれば、電話機の着信及び発信時、楽曲の再生時、表示オフ時
にそれぞれ、通信相手、再生する楽曲アルバム、表示オフ時の壁紙に応じた画像を表示す
る車載機において、１）多数の画像の画像データを画像記憶部に記憶し、２）画像が通信
相手、楽曲アルバム、表示オフのいずれかに対応付けられたとき、該対応関係及び通信相
手、楽曲アルバム、表示オフの何に対応付けられているかを示す種別情報を保存し、３）
電話機の着信及び発信時、楽曲の再生時、表示オフ時に、それぞれ対応する画像の表示制
御を行い、４）画像リスト表示要求により、前記画像記憶部に記憶されている画像のリス
トと共に、各画像が通信相手、楽曲アルバム、表示オフの何に対応付けられているかを示
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すアイコンの表示制御を行い、５）所定の画像の消去が指示されたとき、該画像の消去、
あるいは、利用していない全画像の消去、あるいは所定の種別に対応する全画像の消去を
指示する項目を表示し、６）所定の項目が指示されたとき、該指示された項目に従って、
1つの画像の消去、あるいは利用していない全画像の消去、あるいは特定された種別に対
応する全画像の消去を実行する、ことにより達成される。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明によれば、多数の画像の画像データを画像記憶部に記憶し、画像が所定のアクシ
ョンに対応付けられたとき、該対応関係を保存し、所定のアクションが発生したとき該ア
クションに応じた画像の表示制御を行い、また、画像リスト表示要求により、前記画像記
憶部に記憶されている画像のリストを表示する際、該リスト中に各画像に対応付けられて
いるアクションを明記するようにしたから、どこでどの画像を利用しているかを容易に確
認することができる。
　また、本発明によれば、多数の画像の画像データを画像記憶部に記憶し、画像が所定の
アクションに対応付けられたとき該対応関係を保存し、画像記憶部から消去すべき所定画
像が指示されたとき、該画像に対応するアクション名を表示するようにし、あるいは、画
像記憶部から利用していない全画像、あるいは所定のアクションに対応する全画像の消去
が指示されたとき、前記対応関係を用いて、利用していない全画像、あるいは特定された
アクションに対応する全画像を消去するようにしたから、不要な画像を容易に特定して消
去することができる。
　また、本発明によれば、多数の音声の音声データを音声記憶部に記憶し、音声が所定の
アクションに対応付けられたとき該対応関係を保存し、所定のアクションが発生したとき
該アクションに応じた音声の出力制御を行い、前記音声記憶部に記憶されている音声のリ
ストを表示する際、該リスト中に各音声に対応付けられているアクションを明記するよう
にしたから、どこでどの音声を利用しているかを容易に確認することができる。
また、本発明によれば、多数の音声の音声データを音声記憶部に記憶し、音声が所定のア
クションに対応付けられたとき該対応関係を保存し、前記音声記憶部から所定の音声の消
去が指示されたとき、該音声に対応するアクション名を表示するようにし、あるいは、音
声記憶部から利用していない全音声、あるいは所定のアクションに対応する全音声の消去
が指示されたとき、前記対応関係を用いて、利用していない全音声、あるいは特定された
アクションに対応する全音声を消去するようにしたから、不要な音声を容易に特定して消
去することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　所定のアクションが発生したとき、該アクションに応じた必須の情報を表示すると共に
該アクションに関連づけた画像を表示する処理装置において、画像記憶部は多数の画像の
画像データを記憶し、保存部は画像が所定のアクションに対応付けられたとき、該対応関
係を保存し、制御部は所定のアクションが発生したとき該アクションに応じた画像の表示
制御を行い、かつ、前記画像記憶部に記憶されている画像のリストを表示する際、該画像
リスト中に各画像に対応付けられているアクションを明記する。
　また、前記制御部は電話機の着信および発信時に表示する画像を各通信相手に対応づけ
る際に前記画像リストを表示し、該画像リスト中に各画像に対応付けられているアクショ
ンを明記する。さらに、前記制御部は、ハードディスクに記憶された楽曲の再生時に表示
する画像を各アルバムに対応づける際に前記画像リストを表示し、該画像リスト中に各画
像に対応付けられているアクションを明記する。また、前記制御部は、表示オフが指示さ
れたときに表示する画像を設定する際に前記画像リストを表示し、該画像リスト中に各画
像に対応付けられているアクションを明記する。
　また、前記制御部は、画像消去指示部から画像消去が指示されたとき、該画像に対応す
るアクション名を表示する。あるいは、前記制御部は、利用していない全画像、あるいは
所定のアクションに対応する全画像の消去が画像消去指示部から指示されたとき、前記対
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応関係を用いて、利用していない全画像、あるいは特定されたアクションに対応する全画
像を消去する。
【実施例１】
【０００７】
　・車載機
　図１は車載機の構成図であり、車載ナビゲーション制御を実行するナビゲーションユニ
ット１１、ハンズフリー電話制御を行なうハンズフリーユニット１２、オーディオユニッ
ト１３、管理コントローラ１４を備え、制御バスCBS、データバスDBSなどを介して相互に
接続され、さらに、表示装置１５、ハードディスク装置１６、メモリスティック装置１７
などが接続されている。なお、図示市内がTV、インターネットユニットなどを適宜接続す
ることができる。
　ハンズフリーユニット１２は電話機インターフェース部１８を介して携帯電話機１９と
接続し、受信音声信号をスピーカSPから出力すると共に、ユーザ音声をマイクMCより取り
込んで携帯電話機１９より通信相手に送信する。なお、スピーカSPはオーディオ用のスピ
ーカSPKと併用することができる。
　オーディオユニット１３は図２に示すように、バス接続され、CDチェンジャ１３a、チ
ューナ機器１３b、ミニディスクプレーヤ１３c、オーディオプロセッサ１３dを備え、各
オーディオソースからの音楽やナビゲーション案内音声を選択的にオーディオ回路１３e
に入力してスピーカSPKから出力するようになっている。
　管理コントローラ１４はプロセッサ、制御プログラムメモリ（ROM）、データメモリ（R
AM）、バス接続ポートで構成され、データメモリはバッテリバックアップされている。デ
ータメモリ１４aには、(１)ハードディスクHDDに記憶する画像の画像番号リスト及び、(
２)アクションと画像の対応関係テーブルを保存するようになっている。アクションとは
、(１)ハンズフリー電話機の着信および発信、(２)ハードディスクに記憶された楽曲の再
生、（３）表示オフなどである。ハードディスクHDDに画像を記憶し、アクションと画像
の対応関係を保存することにより、アクション発生時に該アクションに必須の画像と共に
、該アクションに関連付けしてある画像を表示することができる。たとえば、電話の相手
通話者に対して所定の画像(相手写真、相手所在地の風景など)を関連付けておけば、着信
あるいは発呼があったとき、相手通話者に応じた画像を表示することができる。また、リ
ッピングしたアルバムに対してCDのジャケット画像あるいはアーチスト演奏風景などの画
像を関連付けておけば、該アルバムのオーディオ再生時に、CDのジャケット画像あるいは
アーチスト演奏風景などの画像を表示することができ、あるいは、ディスプレイオフ時に
所定の画像を表示することができる。
【０００８】
　表示装置１５はタッチパネル構成になっており、スクリーン１５aに地図や各種メニュ
　ー、操作画像(ソフトキー)を表示し、メニューやソフトキーをタッチしてデータやコ　
マンドを入力するようになっている。又、スクリーンの側部にメニュー画面を呼び出し　
て表示するメニューキーMKや音量アップ/ダウンを指示するボリュームVOLが設けられ　て
いる。管理コントローラ１４は車載機の状態に応じて操作キーからの指示を対応する　ユ
ニット１１～１３に入力する。
　ハードディスクディスク装置１６は、ハードディスクHDD１６aとHDD制御ユニット１６b
を備え、ハードディスク１６aにはアクションに対応させて出力するための画像や音声を
記憶すると共に、CDチェンジャからリッピングしたオーディオデータをアルバム毎に保存
してミュージックラックを構成している。
　メモリスティック装置１７は、メモリスティック(MS)１７aとMS制御ユニット１７bを備
え、メモリスティック(MS)を介してハードディスクHDDに画像や音声を記憶し、アクショ
ンに応じた画像データや音声データを該ハードディスクHDDから読み出して表示装置１５
に表示し、あるいはスピーカSPKから出力するようになっている。
【０００９】
　車載機はボックス状になっており、その前面にタッチパネルの表示装置１５が開閉可能
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に取り付けられている。表示装置１５は通常は閉じているが、CD、ミニディスク、MS(メ
モリスティック)などの記憶媒体を各ドライブ機構に挿入、排出する際に図３に示すよう
に開き、記憶媒体挿入/排出口２１～２３からCD、ミニディスク、MS(メモリスティック)
をそれぞれドライブ機構に装着し、あるいはこれらから脱却するようになっている。
　図４は管理コントローラ１４のデータメモリ１４aの記憶例である。データメモリ１４a
には、ハードディスクHDDに記憶されている画像の画像リスト(図４A)と、アクションと画
像の対応関係テーブル(図４(B))が保存されている。図４(A)の画像リストは、メモリステ
ィックMSから画像をハードディスクHDDに格納する際に作成、更新される。図４（B）の対
応関係テーブルには、(１)画像IDと、(２)アクション(ハンズフリー電話HFT、ミュージッ
クラックMR、壁紙)毎の使用の有無を示すデータUDTと、(３)使用の詳細(相手通話者名、
アルバム名)DTLが書き込まれており、対応関係の設定、画像消去時に作成、更新される。
【００１０】
　・メニュー画面及び設定画面
　図５はメニューキーMKの操作により表示されるメニュー画面(図５(A))及び該メニュー
画面の「設定を変える」をタッチしたときの設定画面(図５（B）)である。
　メニュー画面上の、「MUSIC RACK」、「CD/DVD」、「MD」、「RADIO」、「TV」、「MEM
ORY STICK」をタッチすることにより、オーディオ、ラジオ、TVなどの操作画面に移行す
る。また、「現在地」をタッチすることによりナビゲーション画面を表示し、「MULTI」
をタッチすることにより２画面を表示する。さらに、「行き先を探す」、「情報を見る」
、「設定を変える」をタッチすることにより、ナビゲーションのための目的探索画面、シ
ステム設定操作画面等に移行する。また、「電話」をタッチすることにより、ハンズフリ
ーで電話をかける際の操作画面に移行し、「Display Off」をタッチすることにより画面
を消して所定の壁紙を表示する。設定画面(図５（B）)で本発明に関係するソフトキーは
「画像設定」と「Display Off設定」であり、「画像設定」はハードディスクに画像を登
録する際、あるいはハードディスクより画像を消去する際にタッチし、「Display Off設
定」は壁紙を選択する際にタッチする。
【００１１】
　・画像登録
　図６はメモリスティックMSより画像をハードディスクHDDに登録する登録のフローであ
る。図６（A）の設定画面において、「画像設定」をタッチすると、(B)に示す画像設定画
面になる。ここで、MS(メモリスティック)をタッチすると、MSから画像番号リストが読み
込まれて(C)に示すように表示されると共に、メニューバーMBが指示する画像を発生して
表示する。この図(C)において、「画像追加」をタッチすれば、該画像が画像ID（画像２)
に関連付けられてハードディスクHDDに登録される(図６(D)参照)。管理コントローラ１４
はデータメモリ１４aの画像リスト(図４（A）)に該画像IDを追加する。以下同様にして所
望の画像をメモリスティックMSよりハードディスクに登録する。なお、(C)において、「
全画像追加」をタッチすればMSに記憶されている全画像がハードディスクにHDDに登録さ
れる。
【００１２】
　・ハンズフリー電話の発呼、着信時における表示画像の設定
　図７はハンズフリー電話の発呼、着信時における表示画像の設定フローである。メニュ
ー画面において、「電話」をタッチすると図７(A)に示す電話帳表示画面になる。ここで
、たとえば発呼すれば、メニューバーMBで選択されている相手に電話したことになり、(X
)に示す通話画面が表示される。この際、相手通話者に対応させて表示画像が登録されて
いないと、スクリーン部分S1にデフォルト設定されている通話中画像が表示される。そこ
で、(A)の画面において、「画像」をタッチすれば、(B)に示すようにデフォルト画像と共
にハードディスクHDDに登録されている画像リストが表示される。なお画像１はデフォル
ト画像である。ここで、メニューバーMBで「画像２」を選択すると図７(C)に示すように
デフォルト画像に代わって画像ID＝画像2の画像が表示される。「アルパインタロウ」の
発着信画像を画像２とする場合には「完了」をタッチする。これにより、(A)と同一の(D)
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画面に戻り、画像の登録が完了する。なお、管理コントローラ１４はデータメモリ１４a
の対応関係テーブルに新たな対応関係を追加する。すなわち、「画像ID＝画像２、HFT：
使用、相手通話者：アルパインタロウ」が対応関係テーブルに追加される。
　以上の登録を行った後に、発呼すれば、(X)と異なり(E)に示すように相手通話者に対応
する画像をスクリーン部S1に表示できる。また、(D)の状態から「画像」をタッチして画
像リストを表示すると、アクションが対応付けられている画像番号の表示欄に該アクショ
ンを示すアイコンAICNを表示する。これにより、どの画像にどのアクションが対応付けら
れているか容易に把握することができる。
【００１３】
　・ミュージックラックの再生時における表示画像の設定
　図８はミュージックラックの再生時における表示画像の設定処理フローである。メニュ
ー画面において、「Music Rack」をタッチすると図8(A)に示すミュージックラックの再生
初期画面になる。ここで、「編集」をタッチすると、第１アルバムの曲番号リストが表示
される。この際、第１アルバムに対応させて表示画像が登録されていないと、スクリーン
部分S1にデフォルト設定されている画像が表示される。そこで、「画像」をタッチすると
(C) に示すようにデフォルト画像と共にハードディスクHDDに登録されている画像リスト
が表示される。なお、画像２がハンズフリー電話の発着信画像として登録されていること
を意味するアイコンAICNが表示されている。
　ここで、メニューバーMBで「画像２」を選択すると（D）に示すようにデフォルト画像
に代わって画像ID＝画像2の画像が表示される。ここで、アルバム１の画像を画像２とす
る場合には「完了」をタッチする。これにより（E）の画面になり、画像の登録が完了す
る。管理コントローラ１４はデータメモリ１４aの対応関係テーブルに新たな対応関係を
追加する。すなわち、「画像ID＝画像２、MR(ミュージックラック)：使用、使用アルバム
：アルバム１」が対応関係テーブルに追加される。
　以上の登録を行った後に、アルバム１の再生を開始すれば、(A)と異なり(F)に示すよう
にアルバム１に対応する画像をスクリーン部S1に表示できる。また、(E)の状態から「画
像」をタッチして(G)に示すように画像リストを表示すると、アクション(HFT、MR)が対応
付けられている画像番号２の表示欄に該アクションを示すアイコンAICNを表示する。これ
により、どの画像にどのアクションが対応付けられているか容易に把握することができる
。
【００１４】
　・ディスプレイオフ時における表示画像の設定
　図９はディスプレイオフ時における表示画像の設定処理フローである。図９(A)の「設
定画面」において「Display Off」をタッチすると、(B)に示すようにデフォルト画像と共
に、ハードディスクHDDに登録されている画像リストが表示される。画像１はデフォルト
画像である。また、画像２がハンズフリー電話の発着信画像及びミュージックラックの再
生画像として登録されていることを意味するアイコンAICNが表示されている。
　ここで、メニューバーMBで「画像２」を選択すると、(C)に示すようにデフォルト画像
に代わって画像ID＝画像2の画像が表示される。壁紙として画像２を選択する場合には「
完了」をタッチする。これにより、(A)と同一の(D)画面に戻り、画像の登録が完了する。
なお、管理コントローラ１４はデータメモリ１４aの対応関係テーブルに新たな対応関係
を追加する。すなわち、「画像ID＝画像２、壁紙：使用」が対応関係テーブルに追加され
る。
　以上の登録を行った後に、「Display Off」をタッチすると、(E)に示すように画像リス
トと共に画像ID＝画像２の画像をスクリーン部S1に表示し、かつ、画像２がハンズフリー
電話の発着信画像、ミュージックラックの再生画像、壁紙として登録されていることを意
味するアイコンAICNが表示する。また、(D)において、「画像設定」をタッチすれば、(E)
と同様に(F)に示すように、画像リストと共に画像ID＝画像２の画像をスクリーン部S1に
表示し、かつ、画像２がハンズフリー電話の発着信画像、ミュージックラックの再生画像
、壁紙として登録されていることを意味するアイコンAICNを表示する。
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　ところで、図７～図9において、画像リストが表示されているとき、「消去」をタッチ
すれば、メニューバーMBで選ばれている画像を消去することができる。この場合、アクシ
ョンの表示画像として使用されている画像番号に併記して該アクションを特定するアイコ
ンが表示されるから、ユーザは、画像が使用中であるか、使用中でないかを確実に把握す
ることができ、しかも、使用中の場合にはどのアクションで使用しているかを把握するこ
とができ、消去に際して誤って必要な画像を消去することがなくなる。
【００１５】
　・画像の第１の消去法
　図１０はハードディスクHDDから画像を消去する第１の方法のフローである。
　(A)の設定画面において、「画像設定」をタッチして、(B)に示すようにスクリーンに画
像リストと共にデフォルト画像を表示する。ここで画像２をメニューバーMBで選択すれば
、該画像２の画像を初期画像に代えて(C)に示すように表示する。画像２はハンズフリー
で使用されていることがアイコン表示で判るが、気に入らず削除したければ、「消去」を
タッチする。これにより、(D)に示すようにハードディスクHDDから画像２を削除し、削除
後の画像リストを表示する。また、管理コントローラ１４はデータメモリ１４aの画像リ
ストから画像２を削除すると共に、対応テーブルより画像２の対応関係を消去する。第1
の消去法では、画像がどのアクションに使用されているか、使用されていないかがアイコ
ンで判るため誤まって必要な画像を消去することがなくなり、確実に不要な画像のみを消
去できる。
【００１６】
　・画像の第２の消去法
　図１１はハードディスクHDDから画像を消去する第２の方法のフローである。
　図１１の（C）～（E）は図７の（C）～（E)と同じで、ハンズフリー電話における「ア
ルパインタロウ」の表示画像として画像２を設定した場合である。（D）において「画像
」をタッチすると(F)に示すように画像リストを表示する。しかし、図７の場合と異なり
、アクションを示すアイコンを表示しない。ユーザは画像を見て気に入らなければ「消去
」をタッチする。この場合、消去対象の画像(画像２)が所定のアクションを表示する画像
として使用されていることをユーザが見過ごして消去しないように、(G)に示すメッセー
ジ画面を表示してユーザに注意を促し不用意に必要な画像の消去を防ぐ。（G）の画面に
おいて「はい」が選択されると、ハードディスクHDDから画像２を削除する。また、管理
コントローラ１４はデータメモリ１４aの画像リストから画像２を削除すると共に、対応
テーブルより画像２の対応関係を消去する。第2の消去法は、(G)の画面を表示するから、
不用意に必要な画像の消去を防ぐことができる。
【００１７】
　・画像の第３の消去法
　図１２はハードディスクHDDから画像を消去する第３の方法のフローである。
　図１２の（C）～（E）は図７の（C）～（E)と同じで、ハンズフリー電話における「ア
ルパインタロウ」の表示画像として画像２を設定した場合である。（D）において「画像
」をタッチすると(F)に示すように画像リストを表示する。しかし、図７の場合と異なり
、アクションを示すアイコンを表示しない。ユーザは画像を見て気に入らなければ「消去
」をタッチする。この場合、（G）に示すように、(1)表示している画像のみを消去するか
、(2)全件の画像を消去するか、(3)利用していない画像を全件削除するか、(4)各アクシ
ョン(ハンズフリー、ミュージックラック、壁紙)で利用している画像を削除するか、表示
する。ユーザは（G）において、所定の消去項目をメニューバーで選択して画像の削除指
示を行なう。
　第3の消去法によれば、利用していない全画像、あるいは特定されたアクションに対応
する全画像を消去するようにしたから、不要な画像を容易に特定して消去することができ
る。
【００１８】
　・音声登録
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　以上は対象メディアを画像とした例であるが、対象メディアを音声として同様に、音声
のハードディスクへの登録、音声をアクション(ハンズフリー電話における着信、キー操
作など)へ対応付けし、あるいは、音声をハードディスクから削除することができる。
　図１３は音声をメモリスティックMSからハードディスクに登録する際のフローである。
メニュー画面から図１３(A)の設定画面にし、(A)において「音声設定」をタッチすれば（
B）に示すようにハードディスクHDDへの音声登録画面になる。この音声登録画面において
「ＭＳ」をタッチすれば、MSから音声番号リストを読み込んで(C)に示すように表示する
と共に、メニューバーMBが指示する音声をオーディオユニット１３のスピーカＳＰＫから
発生する。この図(C)において、「音声追加」をタッチすれば、該音声が音声ID（音声１
．Wav)に関連付けられてハードディスクHDDに登録される(図１３(D)参照)。管理コントロ
ーラ１４はデータメモリ１４aの音声リストに該音声IDを追加する。以下同様にして所望
の音声をハードディスクHDDに登録する。なお、(C)において、「全音声追加」をタッチす
ればMSに記憶されている全音声をハードディスクHDDに登録する。
【００１９】
　・着メロの設定
　図１４はハンズフリー電話の着信メロディー(着メロ)における表示画像の設定フローで
ある。（A）の設定画面において、「着メロ設定」をタッチすると（B）に示すようにハー
ドディスクHDDに登録されている音声のリストが画面に表示され、デフォルト設定されて
いる音声が出力する。なお「音声１.wav」はデフォルト音声である。ここで、メニューバ
ーMBで「音声２.wav」を選択すると(C)に示すように「音声wav.2」の音声が出力する。着
メロを「音声wav.2」の音声とする場合には「完了」をタッチする。これにより、(A)と同
一の(D)設定画面に戻り、着メロの設定が完了する。管理コントローラ１４はデータメモ
リ１４aの対応関係テーブルに新たな対応関係を追加する。すなわち、「音声ID＝音声wav
.2、着メロ：使用」を対応関係テーブルに追加する。
　以上の設定を行った後に、着メロを確認するために、あるいは着メロを変更するために
(D)の設定画面において「着メロ設定」をタッチすると（E）に示すように音声リストを表
示すると共に、「音声wav.2」が着メロに使用されていることを示すアイコンAICNを表示
する。このように、アクションが対応付けられている音声番号の表示欄に該アクションを
示すアイコンAICNを表示するため、どの音声にどのアクションが対応付けられているか容
易に把握することができる。従って、消去に際して誤って必要な音声を消去する誤操作を
なくすことができる。
　なお、着信メロディーを発信者に応じて変えて設定することもできる。かかる場合には
、「着メロ設定」がタッチされたとき図７に示すように電話帳を表示し、画像設定の場合
と同様に相手通話者に対応させて着信メロディーを登録するようにする。
　また、設定画面において「操作音設定」をタッチすることによりキーの操作音を設定す
ることもできる。この場合、キーに応じて操作音を変えて設定することも可能である。
【００２０】
　・音声消去
　図１５は音声消去する場合の説明図である。
　音声をアクションに関連付けした状態において (A)の「設定画面」で「音声設定」をタ
ッチする。これにより、管理コントローラ１４は(B)に示すように、ハードディスクHDDに
登録されている音声のリストを表示し、かつ、各音声に関連付けされているアクションの
アイコンAICNを音声ID欄に表示する。これにより、ユーザは音声リストにおいて、各音声
とアクションの対応を把握することができ、真に必要でない音声をメニューバーMBで選択
して「消去」をタッチして該音声をハードディスクHDDから削除する。なお、メニューバ
ーMBで選択した音声の音を出力し、あるいは、音楽名を表示することもできる。
　また、音声の消去法としては画像の第２、第３の消去法(図１１、図１２参照)と同様に
音声消去することもできる。すなわち、音声リストが表示されている状態において(アイ
コンは非表示)、所定音声の消去が指示されたとき、該音声に対応するアクション名を図
１１(G)に示すようにメッセージ表示してユーザの注意を促し、「はい」が入力されたと
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　あるいは、音声リストが表示されている状態において(アイコンは非表示)、所定音声の
消去が指示されたとき、図１２の(G)に示すように、 (1)メールバーで選択している音声
のみを消去するか、(2)全件の音声を消去するか、(3)利用していない音声を全件削除する
か、(4)所定のアクション(着メロ、操作音など)で利用している音声をすべて削除するか
、表示する。そして、所定の消去項目をメニューバーで選択して画像の削除指示を行なう
。このようにすれば、利用していない全音声、あるいは特定されたアクションに対応する
全音声を消去するようにでき、不要な音声を容易に素早く特定して消去することができる
。
 以上では本発明を車載機に適用した場合について説明したが本発明はパソコンや携帯電
話機などにも応答できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】車載機の構成図である。
【図２】オーディオユニットの構成図である。
【図３】車載機の前面開閉構造説明図である。
【図４】管理コントローラのデータメモリにおける画像リストと、アクションと表示画像
の対応関係テーブル説明図である。
【図５】メニュー画面及び設定画面例である。
【図６】メモリスティックより画像をハードディスクHDDに登録するフローである。
【図７】ハンズフリー電話の発呼、着信時における表示画像の設定フローである。
【図８】ミュージックラックの再生時における表示画像の設定フローである。
【図９】ディスプレイオフ時における表示画像の設定フローである。
【図１０】ハードディスクHDDから画像を消去する第１の方法のフローである。
【図１１】ハードディスクHDDから画像を消去する第２の方法のフローである。
【図１２】ハードディスクHDDから画像を消去する第３の方法のフローである。
【図１３】音声をメモリスティックMSからハードディスクに登録する際のフローである。
【図１４】ハンズフリー電話の着信メロディー(着メロ)における表示画像の設定フローで
ある。
【図１５】音声消去する場合の説明図である。
【符号の説明】
【００２２】
１１　ナビゲーションユニット
１２　ハンズフリーユニット
１３　オーディオユニット
１４　管理コントローラ１４
１４a データメモリ（RAM）
１５　表示装置
１６　ハードディスク装置
１６a ハードディスクHDD
１７　メモリスティック装置
１７aメモリスティック（MS）
１８　電話機インターフェース部
１９　携帯電話機
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