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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　楽曲データを再生する楽曲データ再生装置において、
　複数の楽曲データを記憶する楽曲データ記憶部と、
　該楽曲データ記憶部に記憶されている複数の楽曲データの再生順序を記述したプレイリ
ストを複数記憶すると共に、該複数のプレイリストに対応させて楽曲の再生停止位置を記
憶可能なプレイリスト記憶部と、
　操作部と、
　該操作部の選択操作により、前記プレイリスト記憶部に記憶されている複数のプレイリ
ストの中から所定のプレイリストが選択されたとき、該プレイリストに記述された楽曲を
前記楽曲データ記憶部から読み出して再生する楽曲データ再生部と、
　該楽曲データ再生部により再生された楽曲が前記操作部の停止操作により停止されたと
き、再生している楽曲の再生停止位置及び楽曲情報を特定し、前記選択されたプレイリス
トに対応させて前記再生停止位置及び前記楽曲情報を前記プレイリスト記憶部に記憶させ
る制御部と、
　前記プレイリスト記憶部に記憶された再生停止位置及び楽曲情報をプレイリスト毎に一
覧表示する表示部とを備え、
　前記楽曲データ再生部は、前記操作部により前記表示部に表示された前記再生停止位置
が選択されたとき、該選択された再生停止位置からプレイリスト再生を開始し、前記操作
部により前記表示部に表示された前記楽曲情報が選択されたとき、前記楽曲データ再生部
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は、該選択された楽曲情報に関連する楽曲データの先頭からプレイリスト再生を開始する
、
　ことを特徴とする楽曲データ再生装置。
【請求項２】
　楽曲データを再生する楽曲データ再生装置の再生方法において、
　複数の楽曲データ及び該複数の楽曲データの再生順序を記述したプレイリストを予め複
数記憶させておき、
　前記複数のプレイリストの中から所定のプレイリストを選択する第１ステップと、
　該プレイリストに記述された楽曲を再生する第２ステップと、
　前記第２ステップにより再生された楽曲が停止されたとき、再生している楽曲の再生停
止位置及び楽曲情報を特定する第３ステップと、
　前記選択されたプレイリストに対応させて前記再生停止位置及び前記楽曲情報を記憶す
る第４ステップと、
　前記第４ステップにより記憶された再生停止位置及び楽曲情報をプレイリスト毎に一覧
表示する第５ステップと、
　前記第５ステップにより表示された前記再生停止位置が選択されたとき、該選択された
再生停止位置からプレイリスト再生を開始し、前記第５ステップにより表示された前記楽
曲情報が選択されたとき、前記楽曲データ再生部は、該選択された楽曲情報に関連する楽
曲データの先頭からプレイリスト再生を開始する第６ステップと、
　を有することを特徴とする楽曲データ再生装置の再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、楽曲データ再生装置及びその再生方法に関し、特に、楽曲データを再生する
楽曲データ再生装置及びその再生方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、楽曲データ再生装置は、光ディスクやハードディスク等の記録媒体に記憶されて
いる楽曲データを再生中に、ユーザが一時的に再生を中断した後、再び、その記憶媒体に
対して再生動作を行った場合、再生を中断した時点の記録位置から引き続き楽曲データを
再生することができるレジューム再生機能を有している。即ち、このレジューム再生機能
は、記憶媒体に記憶されている楽曲データが再生されているとき、この再生を途中で中断
した場合、この中断時点の記録位置をレジューム情報としてメモリに記憶しておき、再び
再生を行うと、そのレジューム情報をメモリから読み出し、そのレジューム情報に基づい
て前記中断時点の記録位置を検出し、この記録位置から記録情報を再生する機能である。
【０００３】
　レジューム再生機能に関する従来技術として、特許文献１には、ＣＤ／ＭＤディスクチ
ェンジャーに収納されている複数のディスクの内、所定のディスクの再生を途中で停止し
、他のディスクに切り替えて再生し、その後に、所定のディスクを前回再生停止した位置
から続行して再生させることができるレジューム再生装置が開示されている。また、特許
文献２には、複数の光ディスクの継続再生位置情報および識別子情報を互いに関連させて
メモリ指示手段の操作に伴い記憶手段に記憶し、前記記憶手段における情報は電源遮断時
においても情報保持されているものであり、装着された光ディスクの識別された識別子が
前記記憶手段に記憶されている識別子と一致するか否かを検出し、前記一致したことを検
出した場合、継続再生位置からの再生を開始する光ディスク再生装置が開示されている。
【特許文献１】特開平１０－２４１３４４号公報
【特許文献２】特開平９－２１９０８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　ところで、近年、楽曲データ再生装置は、上記レジューム再生機能に加え、記録媒体に
記憶されている複数の楽曲データの再生順序を任意に記述したプレイリストを作成して記
憶媒体に記憶しておき、ユーザによりプレイリストによる楽曲データ再生が指定されると
、このプレイリストに記述された再生順序に従って楽曲データを再生するプレイリスト再
生機能を有している。なお、このプレイリストは１つの記憶媒体に対して複数記憶するこ
とができる。
【０００５】
しかしながら、記憶媒体に記憶されている複数のプレイリストの内、所定のプレイリスト
再生を途中で停止し、他のプレイリストに切り替えて再生し、その後に、所定のプレイリ
ストを前回再生停止した位置から続行して再生しようとした場合、上記所定のプレイリス
トの再生は、最初に記述された楽曲から再生が開始される。従って、上記楽曲データ再生
装置においては、所定のプレイリストの再生を途中で停止し、他のプレイリストを再生し
、その後に、所定のプレイリストを前回再生停止した位置以降から再生させたい場合には
、前回再生した部分を早送りするか、最初の部分から前回再生を停止した位置まで通常再
生するかのいずれかであり、早送りするようにすると、その操作が煩雑であるという問題
がある。また、最初の部分から前回再生を停止した位置まで通常再生すると、その間の時
間が無駄であるという問題がある。
【０００６】
　本発明の目的は、記憶媒体に記憶されている複数のプレイリストのうち、所定のプレイ
リストの再生を途中で停止し、他のプレイリストに切り替えて再生し、その後に、所定の
プレイリストを前回再生停止した位置から続き再生を行うことができる楽曲データ再生装
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】
本発明は、楽曲データを再生する楽曲データ再生装置であり、複数の楽曲データを記憶す
る楽曲データ記憶部と、該楽曲データ記憶部に記憶されている複数の楽曲データの再生順
序を記述したプレイリストを複数記憶すると共に、該複数のプレイリストに対応させて楽
曲の再生停止位置を記憶可能なプレイリスト記憶部と、操作部と、該操作部の選択操作に
より、前記プレイリスト記憶部に記憶されている複数のプレイリストの中から所定のプレ
イリストが選択されたとき、該プレイリストに記述された楽曲を前記楽曲データ記憶部か
ら読み出して再生する楽曲データ再生部と、該楽曲データ再生部により再生された楽曲が
前記操作部の停止操作により停止されたとき、再生している楽曲の再生停止位置を特定し
、前記選択されたプレイリストに対応させて前記再生停止位置を前記プレイリスト記憶部
に記憶させる制御部とを備えている。
【０００８】
前記制御部は、前記プレイリストによる楽曲データ再生が停止されたとき、再生している
楽曲に関連する楽曲情報を前記選択されたプレイリストに対応させて前記プレイリスト記
憶部に記憶する。
【０００９】
前記プレイリスト記憶部に記憶された再生停止位置及び楽曲情報をプレイリスト毎に一覧
表示する表示部を更に備えている。
【００１０】
前記操作部により前記表示部に表示された前記再生停止位置が選択されたとき、前記楽曲
データ再生部は、該選択された再生停止位置からプレイリスト再生を開始する。
【００１１】
前記操作部により前記表示部に表示された前記楽曲情報が選択されたとき、前記楽曲デー
タ再生部は、該選択された楽曲情報に関連する楽曲データの先頭からプレイリスト再生を
開始する。
【００１２】
　本発明は、楽曲データを再生する楽曲データ再生装置の再生方法であり、複数の楽曲デ
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ータ及び該複数の楽曲データの再生順序を記述したプレイリストを予め複数記憶させてお
き、前記複数のプレイリストの中から所定のプレイリストを選択する第１ステップと、該
プレイリストに記述された楽曲を再生する第２ステップと、前記第２ステップにより再生
された楽曲が停止されたとき、再生している楽曲の再生停止位置を特定する第３ステップ
と、前記選択されたプレイリストに対応させて前記再生停止位置を記憶する第４ステップ
と、前記第４ステップにより記憶された再生停止位置及び楽曲情報をプレイリスト毎に一
覧表示する第５ステップと、　前記第５ステップにより表示された前記再生停止位置が選
択されたとき、該選択された再生停止位置からプレイリスト再生を開始し、前記第５ステ
ップにより表示された前記楽曲情報が選択されたとき、前記楽曲データ再生部は、該選択
された楽曲情報に関連する楽曲データの先頭からプレイリスト再生を開始する第６ステッ
プとを有している。
【発明の効果】
【００１３】
本発明によれば、記憶媒体に記憶されている複数のプレイリストのうち、所定のプレイリ
ストの再生を途中で停止し、他のプレイリストを再生し、その後に、所定のプレイリスト
を前回再生停止した位置から続き再生を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
・楽曲データ再生装置の構成
　図１は、本発明に係る楽曲データ再生装置の構成図であり、本楽曲データ再生装置１は
、ＣＤドライブ２、ＣＤ読込部３、楽曲データ再生部５、スピーカ７、楽曲情報データベ
ース９、楽曲情報検索部１１、制御部１３、楽曲データ記憶部１９、プレイリスト記憶部
２１、操作部２５、表示部２７を備えている。また、制御部１３は、楽曲データ符号化部
１５、楽曲データ復号部１７を備えている。
【００１５】
楽曲データが記憶されたＣＤを再生するには、ＣＤドライブ２はＣＤを線速度一定でスピ
ンドル回転制御するとともに、フォーカス／トラッキングサーボ制御し、ＣＤ読込部３は
光ピックアップで読み込んだ信号をＥＦＭ処理、ＡＧＣ処理後、デジタル信号処理してＴ
ＯＣ情報と楽曲データを発生する。楽曲データ再生部５は音楽データを用いてＤＡ変換処
理等の制御を行ってスピーカ７より再生音を出力する。
【００１６】
　ＣＤ読込部３はＣＤから読み取った楽曲データを楽曲データ記憶部１９に記憶（リッピ
ング）するために、ＴＯＣ情報を楽曲情報検索部１１に入力し、楽曲データを楽曲データ
符号化部１５に入力する。楽曲情報データベース９はアルバムの楽曲情報（アーティスト
、アルバム、タイトル、ジャンル等）がＣＤ毎に予め記憶されている。楽曲情報検索部１
１はＴＯＣ情報で特定されるＣＤの楽曲情報を楽曲情報データベース９から取得して楽曲
データ符号化部１５に入力する。楽曲データ符号化部１５はアルバムの楽曲データを符号
化するとともに楽曲情報データベース９から読み出された該アルバムの楽曲情報を該符号
化楽曲データに付加し、楽曲情報付き符号化楽曲データを楽曲データ記憶部１９に記憶す
る（図２）。
【００１７】
　楽曲データ記憶部１９に記憶された符号化楽曲データを再生するには、ユーザが操作部
２５から楽曲データ記憶部１９に記憶された符号化楽曲データを再生するように制御部１
３に指示する。この指示により、制御部１３は、楽曲データ記憶部１９に記録されている
符号化楽曲データを順に読み出して楽曲データ復号部１７に入力する。楽曲データ復号部
１７は符号化楽曲データを復号して楽曲データ再生部５に入力し、スピーカ７より再生音
を出力する。更に、制御部１３は楽曲データ記憶部１９に記録されている楽曲情報を読み
出して表示部２７に表示する。
【００１８】
次に、楽曲データ記憶部１９に記憶された符号化楽曲データに対してプレイリストを作成
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するには、まず、ユーザが操作部２５から制御部１３にプレイリスト作成モードを指示す
る。この指示により、制御部１３は、楽曲データ記憶部１９に記憶された楽曲情報（アー
ティスト、アルバム、タイトル、ジャンル等）を読み出し、表示部２７に一覧表示する。
次に、ユーザが操作部２５から一覧表示された楽曲情報に基づいて、再生したい順番に楽
曲情報を選択する。そして、プレイリストに追加すべき全ての楽曲情報選択後、ユーザに
より操作部２５から所望のプレイリスト名が付与されると、制御部１３はプレイリスト名
と楽曲情報を対応付けてプレイリストファイルとしてプレイリスト記憶部２１に記憶する
。これにより、プレイリスト作成処理が完了する。また、この処理を繰り返すことにより
、プレイリスト記憶部２１には複数のプレイリストファイルを記憶することができる（図
３）。
【００１９】
次に、プレイリスト記憶部２１に記憶されたプレイリストファイルを再生するには、制御
部１３は、プレイリスト記憶部２１に記憶されたプレイリスト名を表示部２７に一覧表示
する。そして、ユーザは、表示された複数のプレイリスト名から、再生すべき１つのプレ
イリスト名を選択する。制御部１３は、選択されたプレイリスト名に対応するプレイリス
トファイルをプレイリスト記憶部２１から読み出す。そして、制御部１３は、プレイリス
トファイルに記述された楽曲情報を解析し、該楽曲情報に対応付けされた楽曲データを再
生順番に従って楽曲データ記憶部１９から読み出して楽曲データ復号部１７に入力する。
楽曲データ復号部１７は符号化楽曲データを復号して楽曲データ再生部５に入力し、スピ
ーカ７より再生音を出力する。更に、制御部１３は楽曲データ記憶部１９に記録されてい
る楽曲情報を読み出して表示部２７に表示する。また、操作部２５から制御部１３にプレ
イリストによる楽曲データ再生の停止が指示されると、制御部１３は、楽曲データ記憶部
１９から楽曲データの読み出しを停止すると共に、楽曲データ復号部１７による楽曲デー
タ復号処理を終了する。この時、制御部１３は、この楽曲データ読み出し停止位置（例え
ば楽曲データの再生時間情報）をプレイリスト名及び再生されていた楽曲データに対応付
けされた楽曲情報に関連付けてプレイリスト記憶部に記憶する（図４）。
【００２０】
・楽曲データ再生装置の再生処理
図５～７は、本発明に係る楽曲データ再生装置の再生処理を示すフローチャートである。
なお、本再生処理において、楽曲データ記憶部１９には図２に示すような楽曲情報及び楽
曲データが記憶され、プレイリスト記憶部２１には図３に示すようなプレイリストファイ
ルが作成されて記憶されているものとする。
まず、制御部１３は、操作部２５からプレイリスト再生が指示されたか否か判定する（ス
テップＳ１）。ステップＳ１において、プレイリスト再生が指示されていなければ、再生
処理を終了する。一方、プレイリスト再生が指示されれば、制御部１３は、プレイリスト
記憶部１９に記憶された全てのプレイリスト名を読み出す。更に制御部１３は、後述する
ステップＳ１３、Ｓ２５、Ｓ３７においてプレイリスト記憶部１９に記憶され、プレイリ
スト名に対応付けて記憶されたプレイリスト再生停止時の楽曲情報（タイトル）及び再生
停止位置を読み出す。その後、制御部１３は、これらの情報をプレイリスト毎に表示部２
７に一覧表示する（ステップＳ３）。従って、後述するステップＳ１３、Ｓ２５、Ｓ３７
により、図４に示すように各プレイリストの再生停止位置が記憶された場合、図８に示す
ように表示部２７に一覧表示される。なお、プレイリスト再生停止時の楽曲情報（タイト
ル）及び再生停止位置がプレイリスト記憶部１９に記憶されていないプレイリストに関し
ては、プレイリスト記憶部１９から該プレイリストに記述された１曲目の楽曲タイトルを
読み出して表示すると共に、再生停止位置を「０：００」として表示する。これにより、
初期状態の場合には、図９８に示すように各情報が表示部２７に表示される。また、この
とき、制御部１３はカーソル３１を表示部２７に表示し、操作部２５よりプレイリスト名
領域３３Ａ～Ｃ、タイトル領域（楽曲情報領域）３５Ａ～Ｃ、再生停止位置領域３７Ａ～
Ｃをそれぞれ選択できるようにする。
【００２１】
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次に、ユーザが操作部２５からプレイリスト名領域３３Ａ～Ｃのうちの１つを選択したか
を判定する（ステップＳ５）。ステップＳ５において、プレイリスト名領域３３Ａ～Ｃの
うちの１つが選択されれば、制御部１３は、選択されたプレイリスト名を有するプレイリ
ストファイルをプレイリスト記憶部１９から読み出し、プレイリストファイルに記述され
た楽曲再生順序に従って再生する（ステップＳ７）。具体的には、プレイリストファイル
に記述された楽曲情報（タイトル）に関連する楽曲データを楽曲データ記憶部１９から読
み出したのち、楽曲データ復号部１７を介して楽曲データ再生部５にて再生される。これ
により、例えば、図８において、プレイリスト名領域３３Ａが選択された場合には、プレ
イリスト名ＰＯＰＳ＿ＰＬＡＹを有するプレイリストファイルに記述された再生順序に従
って再生開始される。すなわち、タイトルＡＡＡ、ＤＤＤ、ＤＤＥ、ＷＷＷの順序で楽曲
データが再生される。その後、制御部１３は、ユーザによりプレイリスト再生が停止され
たかを判定し（ステップＳ９）、プレイリスト再生が停止されなければプレイリスト再生
を継続する（ステップＳ１１）。一方、ステップＳ９において、プレイリスト再生が停止
されれば、制御部１３は、楽曲データ記憶部１９から楽曲データの読み出しを停止すると
共に、楽曲データ復号部１７による楽曲データ復号処理を終了し、この楽曲データ読み出
し停止位置（例えば楽曲データの再生時間情報）をプレイリスト名及び再生されていた楽
曲データに対応付けされた楽曲情報に関連付けてプレイリスト記憶部１９に記憶する（ス
テップＳ１３）。
【００２２】
次に、ステップＳ５において、プレイリスト名領域３３Ａ～Ｃのうちの１つが選択されな
ければ、制御部１３は、ユーザが操作部２５からタイトル領域３５Ａ～Ｃのうちの１つを
選択したかを判定する（ステップＳ１５）。ステップＳ１５において、タイトル領域３５
Ａ～Ｃのうちの１つが選択されれば、制御部１３は、選択されたタイトルに対応付けられ
たプレイリスト名を有するプレイリストファイルをプレイリスト記憶部１９から読み出す
（ステップＳ１７）
。そして、制御部１３は、選択されたタイトルに関連する楽曲データを楽曲データ記憶部
１９から読み出し、楽曲データ復号部１７により、この楽曲データの先頭（再生時間０：
００）から復号処理し、楽曲データ再生部５により再生開始される（ステップＳ１９）。
これにより、例えば、図７において、タイトル領域３５Ａが選択された場合には、プレイ
リスト名ＰＯＰＳ＿ＰＬＡＹを有するプレイリストファイルに記述されたタイトルＤＤＤ
の楽曲データの先頭から再生開始される。その後、制御部１３は、ユーザによりプレイリ
スト再生が停止されたかを判定し（ステップＳ２１）、プレイリスト再生が停止されなけ
ればプレイリスト再生を継続する（ステップＳ２３）。一方、ステップＳ２１において、
プレイリスト再生が停止されれば、制御部１３は、楽曲データ記憶部１９から楽曲データ
の読み出しを停止すると共に、楽曲データ復号部１７による楽曲データ復号処理を終了し
、この楽曲データ読み出し停止位置（例えば楽曲データの再生時間情報）をプレイリスト
名及び再生されていた楽曲データに対応付けされた楽曲情報に関連付けてプレイリスト記
憶部１９に記憶する（ステップＳ２５）。
【００２３】
次に、ステップＳ１５において、タイトル領域３５Ａ～Ｃのうちの１つが選択されなけれ
ば、制御部１３は、ユーザが操作部２５から再生停止位置領域３７Ａ～Ｃのうちの１つを
選択したかを判定する（ステップＳ２７）。ステップＳ２７において、再生停止位置領域
３７Ａ～Ｃのうちの１つが選択されれば、制御部１３は、選択された再生停止位置に対応
付けられたプレイリスト名を有するプレイリストファイルをプレイリスト記憶部１９から
読み出す（ステップＳ２９）
。そして、制御部１３は、選択された再生停止位置に対応する楽曲データを楽曲データ記
憶部１９から読み出し、楽曲データ復号部１７により復号処理され、楽曲データ再生部５
により再生開始される（ステップＳ３１）。これにより、例えば、図８において、再生停
止位置領域３７Ａが選択された場合には、プレイリスト名ＰＯＰＳ＿ＰＬＡＹを有するプ
レイリストファイルに記述されたタイトルＤＤＤの再生時間１：１０を示す楽曲データか
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ら再生開始される。その後、制御部１３は、ユーザによりプレイリスト再生が停止された
かを判定し（ステップＳ３３）、プレイリスト再生が停止されなければプレイリスト再生
を継続する（ステップＳ３５）。一方、ステップＳ３３において、プレイリスト再生が停
止されれば、制御部１３は、楽曲データ記憶部１９から楽曲データの読み出しを停止する
と共に、楽曲データ復号部１７による楽曲データ復号処理を終了し、この楽曲データ読み
出し停止位置（例えば楽曲データの再生時間情報）をプレイリスト名及び再生されていた
楽曲データに対応付けされた楽曲情報に関連付けてプレイリスト記憶部１９に記憶する（
ステップＳ３７）。一方、ステップＳ２７において、再生停止位置領域３７Ａ～Ｃのうち
の１つが選択されなければ、ステップＳ３による表示処理が継続される。
【００２４】
上記処理によれば、記憶媒体に記憶されている複数のプレイリストのうち、所定のプレイ
リストの再生を途中で停止し、他のプレイリストを再生し、その後に、所定のプレイリス
トを前回再生停止した位置から続行して再生することができる。
【００２５】
本実施例では、ステップＳ３において、プレイリスト名、タイトル、再生停止位置をそれ
ぞれ一覧表示して選択できるようにしたが、タイトル以外の楽曲情報（アーティスト、ア
ルバム、ジャンル等）をタイトルと共に表示するようにしてもよい。また、ステップＳ３
において、プレイリスト名のみ一覧表示し、ユーザによりプレイリスト名が選択されると
、選択されたプレイリスト名に対応付けられた再生停止位置からプレイリスト再生を開始
するようにしてもよい。
【００２６】
また、プレイリスト記憶部１９に記憶されたデータ（プレイリスト名、タイトル、再生停
止位置）を電源オフ後も保持しておき、再度電源オンされ、プレイリスト再生が指示され
た際、プレイリスト記憶部１９に記憶されたデータ（プレイリスト名、タイトル、再生停
止位置）を一覧表示するようにしてもよい。これにより、再電源オン後も所定のプレイリ
ストを前回再生停止した位置から続行して再生することができる。
【００２７】
本実施例では、楽曲データ再生装置１に内蔵された楽曲データ記憶部１９に記憶された楽
曲データに関するプレイリスト再生処理について説明したが、楽曲データが記憶された外
部メディア（ＳＤカード、ＵＳＢメモリ）と接続可能な楽曲データ再生装置（図１０）に
適用することができる。その際には、楽曲データ再生装置には外部メディアと接続可能な
通信部２９を有し、制御部１３を外部メディア３０に記憶された楽曲データに対してプレ
イリストを作成できるように制御すればよい。
また、複数の楽曲データ及び該複数の楽曲データに関するプレイリストが予め複数記憶さ
れている外部メディアについても本発明は適用可能である。この場合、制御部１３を外部
メディア３０に記憶されたプレイリストを読み出してプレイリスト記憶部２１に記憶する
ように制御すればよい。
【００２８】
　その他、楽曲データ再生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】本発明に係る楽曲データ再生装置の構成図である。
【図２】楽曲データ記憶部に記憶される楽曲情報及び楽曲データを示す図である。
【図３】プレイリスト記憶部に記憶されるプレイリストファイルを示す図である。
【図４】プレイリストの再生停止位置が記憶されたときのプレイリスト記憶部の記憶状態
を示す図である。
【図５】本発明に係る楽曲データ再生処理のフローチャート（その１）である。
【図６】本発明に係る楽曲データ再生処理のフローチャート（その２）である。
【図７】本発明に係る楽曲データ再生処理のフローチャート（その３）である。
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【図８】プレイリスト一覧表示画面を示す図である。
【図９】プレイリスト一覧表示画面の初期状態を示す図である。
【図１０】本発明に係る楽曲データ再生装置の構成の変形例である。
【符号の説明】
【００３０】
１：楽曲データ再生装置
５：楽曲データ再生部
１３：制御部
１９：楽曲データ記憶部
２１：プレイリスト記憶部
２５：操作部
２７：表示部
３０：外部メディア 

【図１】 【図２】
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