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(57)【要約】
【課題】外部記憶媒体から記憶手段にアルバムなどの組
単位に楽曲データを取り込む際に、各組に属する各楽曲
に関連付けられた画像をできるだけ早く表示部に表示さ
せることができるような「オーディオ装置」を提供する
ことである。
【解決手段】複数の楽曲の組を単位として管理されつつ
楽曲データが記憶された外部記憶媒体から楽曲データを
読み出して記憶手段に取り込む楽曲取り込み制御手段（
Ｓ１１～Ｓ１９）と、前記取り込まれた楽曲データに基
づいて楽曲の再生を可能とするオーディオ装置であって
、前記楽曲取り込み制御手段は、各組の所定番目の楽曲
についての楽曲データを順次取り込む初期取り込み制御
手段（Ｓ１３～Ｓ１９）を有し、該初期取り込み制御手
段による楽曲データの取り込みの過程で、楽曲データに
含まれる関連情報としての画像データに基づいて画像を
表示部に表示させる表示制御手段（Ｓ１７）を有する構
成となる。
【選択図】図３Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の楽曲の組を単位として楽曲及びその関連情報を表す楽曲データが管理されつつ記
憶された外部記憶媒体から楽曲データを読み出して記憶手段に取り込む楽曲取り込み制御
手段と、
　前記記憶手段に取り込まれた楽曲データに基づいて楽曲の再生を可能とするオーディオ
装置であって、
　前記楽曲取り込み制御手段は、各組の所定番目の楽曲についての楽曲データを順次取り
込む初期取り込み制御手段を有し、
　該初期取り込み制御手段による楽曲データの取り込みの過程で、楽曲データに含まれる
関連情報としての画像データに基づいて画像を表示部に表示させる表示制御手段を有する
オーディオ装置。
【請求項２】
　前記初期取り込み制御手段は、各組の１番目の楽曲についての楽曲データを順次取り込
む請求項１記載のオーディオ装置。
【請求項３】
　前記楽曲の組は、アルバム名にて特定される請求項１または２記載のオーディオ装置。
【請求項４】
　前記楽曲取り込み制御手段は、前記外部記憶媒体に記憶された全ての組の前記各所定番
目の楽曲データの取り込みが終了した後に、組毎に残りの楽曲データの取り込みを行う継
続取り込み制御手段を有する請求項１乃至３のいずれかに記載のオーディオ装置。
【請求項５】
　前記楽曲取り込み制御手段は、前記表示部に表示される画像の選択操作がなされたとき
に、該選択された画像に対応する組の残りの楽曲データの取り込みを行う指定組取り込み
制御手段を有する請求項１乃至４のいずれかに記載のオーディオ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、楽曲及びその関連情報を表す楽曲データをＵＳＢメモリ等の外部記憶媒体か
ら読み出してＨＤＤ等の記憶手段に取り込み、該記憶手段に取り込まれた楽曲データに基
づいて楽曲の再生を可能としたオーディオ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車載用オーディオ装置は、ＣＤやＤＶＤに記憶されたデータを再生する機能に加えて、
外部記憶媒体（ＵＳＢストレージデバイス等）を接続し、該外部記憶媒体に格納された楽
曲データをＨＤＤ等の記憶手段に取り込み、該記憶手段に取り込まれた楽曲データに基づ
いて楽曲を再生する機能を有している（例えば、特許文献１参照）。外部記憶媒体では、
複数の楽曲を組として含む、例えば、アルバムを単位として全体の楽曲データが管理され
ており、通常、外部記憶媒体からアルバム単位に順次楽曲データが読み出され、その楽曲
データがアルバム単位となってＨＤＤ等の記憶手段に格納される。
【０００３】
　また、アルバムに属する楽曲名をリスト表示する際に、そのアルバムに含まれる各楽曲
に関連付けられた画像（例えば、ジャケット画像）を表示部に表示させることが提案され
ている（特許文献２参照）。そして、このジャケット画像等のアルバムに属する各楽曲に
関連付けられた画像を表示させる技術を前述したＨＤＤ等の記憶手段に取り込まれた楽曲
の内容を提示するために適用することが考えられる。このようにすれば、ＨＤＤ等の記憶
手段にアルバム単位に格納された楽曲がどのようなものであるかを視覚的に提示すること
ができ、特に、車両運転者にとって便利である。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００４】
【特許文献１】特開２００８－８３９１４号公報
【特許文献２】特開２００８－７１４１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、外部記憶媒体の記憶容量の増大化に伴って外部記憶媒体に格納される楽曲デ
ータの容量（楽曲数）も増加しており、外部記憶媒体から全てのアルバムの楽曲データを
記憶手段に取り込むまでに時間がかさむ傾向にある。このため、記憶手段に取り込まれる
全てのアルバムについての各楽曲に関連付けられた画像を表示部上に表示するまでに時間
がかさんでしまう。
【０００６】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、外部記憶媒体から記憶手段にアルバ
ムなどの組単位に楽曲データを取り込む際に、各組に属する各楽曲に関連付けられた画像
をできるだけ早く表示部に表示させることができるようなオーディオ装置を提供するもの
である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係るオーディオ装置は、複数の楽曲の組を単位として楽曲及びその関連情報を
表す楽曲データが管理されつつ記憶された外部記憶媒体から楽曲データを読み出して記憶
手段に取り込む楽曲取り込み制御手段と、前記記憶手段に取り込まれた楽曲データに基づ
いて楽曲の再生を可能とするオーディオ装置であって、前記楽曲取り込み制御手段は、各
組の所定番目の楽曲についての楽曲データを順次取り込む初期取り込み制御手段を有し、
該初期取り込み制御手段による楽曲データの取り込みの過程で、楽曲データに含まれる関
連情報としての画像データに基づいて画像を表示部に表示させる表示制御手段を有する構
成となる。
【０００８】
　このような構成により、外部記憶媒体から各組の所定番目の楽曲データが取り込まれる
過程で、楽曲データに含まれる画像データに基づいて画像が表示部に表示されるようにな
るので、各組につきその所定番目の１つの楽曲データの取り込みがなされれば、各組に対
応した画像を表示部に表示できるようになる。
【０００９】
　本発明に係るオーディオ装置において、前記初期取り込み制御手段は、各組の１番目の
楽曲についての楽曲データを順次取り込むように構成することができる。
【００１０】
　このような構成により、各組の１番目の楽曲についての楽曲データの取り込みがなされ
れば、各組に対応した画像を表示部に表示できるようになる。
【００１１】
　また、本発明に係るオーディオ装置において、前記楽曲の組は、アルバム名にて特定さ
れるように構成することができる。
【００１２】
　このような構成により、各アルバムにつき１つの楽曲データの取り込みがなされれば、
各アルバムに対応した画像を表示部に表示できるようになる。
【００１３】
　また、本発明に係るオーディオ装置において、前記楽曲取り込み制御手段は、前記外部
記憶媒体に記憶された全ての組の前記各所定番目の楽曲データの取り込みが終了した後に
、組毎に残りの楽曲データの取り込みを行う継続取り込み制御手段を有するように構成す
ることができる。
【００１４】
　このような構成により、各組に対応した画像が表示部に表示された状態で、引き続き組
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毎に残りの楽曲データの外部記憶媒体から記憶手段への取り込みがなされるようになるの
で、利用者にどのような組（アルバム）の楽曲が存在するかを視覚的に提供しつつ、残り
の楽曲データの取り込みを行うことができるようになる。
【００１５】
　更に、本発明に係るオーディオ装置において、前記楽曲取り込み制御手段は、前記表示
部に表示される画像の選択操作がなされたときに、該選択された画像に対応する組の残り
の楽曲データの取り込みを行う指定組取り込み制御手段を有する構成とすることができる
。
【００１６】
　このような構成により、表示部に表示される画像が選択されたときに、その選択された
画像に対応する組の残りの楽曲データの取り込みがなされるので、利用者の好みの組の楽
曲を表す楽曲データをより早く記憶手段に取り込むことができるようになる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係るオーディオ装置によれば、各組につき所定番目の１つの楽曲を表す楽曲デ
ータの取り込みがなされれば、各組に対応した画像を表示部に表示できるようになるので
各組に属する各楽曲に関連付けられた画像をできるだけ早く表示部に表示させることがで
きるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係るオーディオ装置の構成を示すブロック図である。
【図２】外部メモリ内における楽曲データの管理構造及び楽曲データの読み出し順を示す
図である。
【図３Ａ】外部メモリから楽曲データを読み出して記憶部に取り込む処理手順を示すフロ
ーチャート（その１）である。
【図３Ｂ】外部メモリから楽曲データを読み出して記憶部に取り込む処理手順を示すフロ
ーチャート（その２）である。
【図３Ｃ】外部メモリから楽曲データを読み出して記憶部に取り込む処理手順を示すフロ
ーチャート（その３）である。
【図４】各アルバムに対応するジャケット画像の表示例を示す図である。
【図５】各アルバムに対応するジャケット画像の他の表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
【００２０】
　本発明の実施形態に係るオーディオ装置は、図１に示すように構成される。このオーデ
ィオ装置１００は、例えば、車両に搭載される。
【００２１】
　図１において、オーディオ装置１００は、処理ユニット１０、操作部１１、表示部１２
、出力回路１３、記憶部１４及びスピーカ１５を備えている。記憶部１４は、ＨＤＤ等に
より構成され、楽曲を表す楽曲データを記憶する。処理ユニット１０は、操作部１１での
所定の再生操作に応じて記憶部１４から読み出した楽曲データを出力回路１３に供給する
。そして、出力回路１３が前記楽曲データに対応したオーディオ信号をスピーカ１５に供
給することで、前記楽曲データに基づいた楽曲が車室内に設けられたスピーカ１５から発
せられる。表示部１２は、処理ユニット１０での処理により生成された各種情報を表示す
る。なお、図示はしていないが、オーディオ装置１００は、ＣＤやＤＶＤなどのディスク
ドライバを有しており、ＣＤに格納された楽曲データに基づいた楽曲をスピーカ１５から
出力することができ、また、ＤＶＤに格納されたオーディオ・ビデオデータに基づいて音
声をスピーカ１５から出力させるとともに映像を表示部１２にて出力させることができる
。
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【００２２】
　ＵＳＢストレージデバイスやＳＤメモリカードのような外部メモリ２０は、オーディオ
装置１００設けられたコネクタ（図示略）を介して処理ユニット１０に接続される。外部
メモリ２０は、例えば、図２に示すように、ルート、アーティスト、アルバムの各カテゴ
リにより階層的に管理された複数の楽曲データを記憶している。例えば、ルートフォルダ
は、アーティストＡフォルダとアーティストＢフォルダとを含み、アーティストＡフォル
ダは、アルバムＡフォルダとアルバムＢフォルダとを含み、アーティストＢフォルダは、
アルバムＣフォルダとアルバムＤフォルダとを含んでいる。そして各アルバムフォルダが
楽曲データを含んでいる。このように楽曲データが最終的にアルバムを単位として管理さ
れつつ外部メモリ２０に格納されている。各楽曲を表す楽曲データは、その楽曲の曲音を
表すオーディオデータ、及びその楽曲の関連情報（ジャンル、アルバム名、アーティスト
名、楽曲名、演奏時間、関連画像等）を含んでいる。一般的に、アルバムフォルダに含ま
れる先頭（１番目の）楽曲の楽曲データの関連情報としてジャケット画像の画像データが
含まれている。
【００２３】
　処理ユニット１０は、外部メモリ２０に格納された楽曲データを図３Ａ～図３Ｃに示す
処理手順に従って読み出して記憶部１４に取り込む。
【００２４】
　図３Ａにおいて、操作部１１において外部メモリ２０から楽曲データの取り込みに関す
る操作がなされると、処理ユニット１０は、取り込みモードの指定があるか否かを判定す
る（Ｓ１１）。特に取り込みモードの指定がない場合（Ｓ１１でＮＯ）、処理ユニット１
０は、外部メモリ２０内の１番目のアーティストフォルダ（図２におけるアーティストフ
ォルダＡ）をアクセスし（Ｓ１２）、その１番目のアーティストフォルダに含まれる１番
目のアルバムフォルダ（図２におけるアルバムＡ）をアクセスする（Ｓ１３）。そして、
処理ユニット１０は、１番目のアルバムフォルダの１曲目の楽曲データを読み出し、その
楽曲データを記憶部１４に取り込む（Ｓ１４）。その結果、例えば、図２に示すように楽
曲データが管理される場合、アーティストＡのアルバムＡの１曲目の楽曲ａについての楽
曲データが記憶部１４に取り込まれる。
【００２５】
　次いで、処理ユニット１０は、同一のアーティストフォルダに次のアルバムフォルダが
あるか否かを判定する（Ｓ１５）。次のアルバムフォルダがある場合（Ｓ１５でＹＥＳ）
、処理ユニット１０は、次のアルバムフォルダ（図２におけるアルバムＢ）をアクセスし
（Ｓ１６）、当該次のアルバムフォルダの１曲目の楽曲データを読み出し、その楽曲デー
タを記憶部１４に取り込む（Ｓ１４）。その結果、例えば、図２に示すように楽曲データ
が管理される場合、アーティストＡのアルバムＢの１曲目の楽曲ｅについての楽曲データ
が記憶部１４に取り込まれる。
【００２６】
　同様にして、同一アーティストフォルダに含まれる全てのアルバムフォルダの１曲目の
楽曲データが記憶部１４に取り込まれると（Ｓ１５でＮＯ）、処理ユニット１０は、記憶
ユニット１４に取り込んだ各アルバムフォルダの１曲目の楽曲データに関連情報として含
まれる画像データを読み出し、その画像データに基づいて表示部１２に画像を表示させる
（Ｓ１７）。一般にアルバムフォルダの１曲目の楽曲データに当該アルバムのジャケット
画像を表す画像データが含まれているので、表示部１２には、あるアーティストの各アル
バムのジャケット画像が表示される。例えば、図２に示すように楽曲データが管理される
場合、この時点で、アーティストＡのアルバムＡ及びアルバムＢの２つのジャケット画像
が表示部１２に表示される。
【００２７】
　更に、処理ユニット１０は、次のアーティストフォルダがあるか否かを判定する（Ｓ１
８）。次のアーティストフォルダがある場合（Ｓ１８でＹＥＳ）、処理ユニット１０は、
次のアーティストフォルダ（図２におけるアーティストＢ）をアクセスする（Ｓ１９）。
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そして、処理ユニット１０は、前述したのと同様の手順（Ｓ１３～Ｓ１６）に従って、次
のアーティストフォルダに含まれる各アルバムフォルダの１曲目の楽曲データを外部メモ
リ２０から読み出して記憶部１４に取り込む。その結果、例えば、図２に示すように楽曲
データが管理される場合、アーティストＢのアルバムＣの１曲目の楽曲ｈについての楽曲
データと、同アーティストＢのアルバムＤの１曲目の楽曲ｊについての楽曲データとが記
憶部１４に取り込まれる。
【００２８】
　その後、処理ユニット１０は、前述したのと同様の手順（Ｓ１７）に従って、記憶ユニ
ット１４に取り込んだ次のアーティストの各アルバムフォルダの１曲目の楽曲データに関
連情報として含まれる画像データを読み出し、その画像データに基づいて表示部１２に画
像を表示させる。例えば、図２に示すように楽曲データが管理される場合、この時点で、
アーティストＡのアルバムＡ及びアルバムＢの２つのジャケット画像に加えて、次のアー
ティストＢのアルバムＣ及びアルバムＤの２つのジャケット画像が表示部１２に表示され
る。
【００２９】
　処理ユニット１０は、前述した処理（Ｓ１３～Ｓ１５）を全てのアーティストフォルダ
の全てのアルバムフォルダについて実行する。その結果、外部メモリ２０に格納された全
てのアーティストフォルダの全てのアルバムフォルダそれぞれの１曲目の楽曲データが記
憶部１４に取り込まれる。そして、例えば、図４に示すように、全てのアーティストの全
てのアルバムそれぞれのジャケット画像Ｇ－０１、Ｇ－０２、Ｇ－３、Ｇ－０４が表示部
１２の画面１２ａに並べて表示される。なお、１曲目の楽曲データの関連情報にその楽曲
が属するアルバムのジャケット画像の画像データが含まれていない場合がある。そのよう
な場合には、そのアルバムについては画像表示を行わなくてもよいが、１曲目の楽曲デー
タに関連情報として含まれる何らかの画像データに基づいた画像（ジャケット画像以外の
画像）、あるいは、所定画像（例えば、「取り込み中」等のメッセージ画像）を表示させ
ることもできる。
【００３０】
　前述した処理の過程で、全てのアーティストフォルダについての処理が終了すると（Ｓ
１８でＮＯ）、処理ユニット１０は、図３Ｂに示す手順に従って処理を続行する。
【００３１】
　図３Ｂにおいて、処理ユニット１０は、１番目のアーティストフォルダをアクセスし（
Ｓ２０）、その１番目のアーティストフォルダに含まれる１番目のアルバムフォルダをア
クセスする（Ｓ２１）。そして、処理ユニット１０は、その１番目のアルバムフォルダに
含まれる既に取り込まれた１曲目以外の残り全楽曲の楽曲データを外部メモリ２０から読
み出し、その楽曲データを記憶部１４に取り込む（Ｓ２２）。その結果、例えば、図２に
示すように楽曲データが管理される場合、アーティストＡのアルバムＡの既に取り込まれ
た１曲目の楽曲ａ以外の残り全楽曲ｂ、ｃ、ｄについての楽曲データが順次記憶部１４に
取り込まれる。
【００３２】
　次いで、処理ユニット１０は、同一のアーティストフォルダに次のアルバムフォルダが
あるか否かを判定する（Ｓ２３）。次のアルバムフォルダがある場合（Ｓ２３でＹＥＳ）
、処理ユニット１０は、次のアルバムフォルダ（図２におけるアルバムＢ）をアクセスし
（Ｓ２４）、当該次のアルバムフォルダの既に取り込まれた１曲目以外の残り全楽曲の楽
曲データを外部メモリ２０から読み出し、その楽曲データを記憶部１４に取り込む（Ｓ２
２）。その結果、例えば、図２に示すように楽曲データが管理される場合、アーティスト
ＡのアルバムＢの既に取り込まれた１曲目の楽曲ｅ以外の残り全楽曲ｆ、ｇについての楽
曲データが順次記憶部１４に取り込まれる。
【００３３】
　同様にして、同一アーティストフォルダに含まれる全てのアルバムフォルダの既に取り
込まれた１曲目以外の残り全楽曲の楽曲データが記憶部１４に取り込まれると（Ｓ２３で



(7) JP 2010-238268 A 2010.10.21

10

20

30

40

50

ＮＯ）、処理ユニット１０は、次のアーティストフォルダがあるか否かを判定する（Ｓ２
５）。次のアーティストフォルダがある場合（Ｓ２５でＹＥＳ）、処理ユニット１０は、
次のアーティストフォルダ（図２におけるアーティストＢ）をアクセスする（Ｓ２６）。
そして、処理ユニット１０は、前述したのと同様の手順（Ｓ２１～２４）に従って、次の
アーティストフォルダに含まれる各アルバムフォルダの既に取り込まれた１曲目以外の残
り全楽曲の楽曲データを外部メモリ２０から読み出して記憶部１４に取り込む。その結果
、図２に示すように楽曲データが管理される場合、アーティストＢのアルバムＣの１曲目
の楽曲ｈ以外の残り楽曲ｉについての楽曲データと、同アーティストＢのアルバムＤの１
曲目の楽曲ｊ以外の残り全楽曲ｋ、ｌについての楽曲データとが記憶部１４に取り込まれ
る。
【００３４】
　このようにして、外部メモリ２０に格納されていた全てのアーティストフォルダに含ま
れる全てのアルバムフォルダ内の全ての楽曲データが外部メモリ２０から読み出されて車
載オーディオ装置１００の記憶部１４に取り込まれる。すると（Ｓ２５でＮＯ）、処理ユ
ニット１０は、１曲目の楽曲データにジャケット画像の画像データが含まれていなかった
アルバムについては、他の楽曲の楽曲データからジャケット画像の画像データを抽出し、
その画像データに基づいて、既に表示されている画像（例えば、「取り込み中」のメッセ
ージ画像）に代えて、あるいは新たにジャケット画像を表示部１２に表示させる（Ｓ２７
）。
【００３５】
　なお、記憶部１４に取り込まれた楽曲データも、外部メモリ２０内の楽曲データと同様
に、ルート、アーティスト及びアルバムのカテゴリによって階層的に管理される（図２参
照）。
【００３６】
　前述したように操作部１１において外部メモリ２０から楽曲データの取り込みに関する
操作がなされた際に、取り込みモードの指定があると（図３ＡにおけるＳ１１でＹＥＳ）
、処理ユニット１０は、図３Ｃに示す手順に従って処理を続行する。
【００３７】
　図３Ｃにおいて、アルバム指定取り込みモードが指定されると（Ｓ２８でＹＥＳ）、処
理ユニット１０は、指定されたアルバムフォルダに含まれる全楽曲データを順次外部メモ
リ２０から読み出して記憶部１４に取り込む（Ｓ２９）。その後、処理ユニット１０は、
図３Ａに示す処理に移行し、前記全楽曲データを取り込んだアルバムフォルダが属するア
ーティストフォルダの他のアルバムフォルダから前述した手順（図３Ａ、図３Ｂ参照）に
従って楽曲データの取り込みを実行する。その過程で、既に全楽曲データの取り込みが終
了したアルバムフォルダについては処理がスキップされる。
【００３８】
　アーティスト指定取り込みモードが指定されると（Ｓ２８でＮＯ、Ｓ３０でＹＥＳ）、
指定されたアーティストフォルダについて、前述した処理Ｓ１２～Ｓ１７（図３Ａ参照）
に対応する処理Ｓ３１～Ｓ３６が実行され、指定されたアーティストの全アルバムのジャ
ケット画像が表示部１２に表示される。その後、前述した処理Ｓ２１～Ｓ２４（図３Ｂ参
照）に対応する処理Ｓ３７～Ｓ４０が実行され、指定されたアーティストフォルダに含ま
れる全アルバムフォルダの既に取り込まれた１曲目以外の残りの楽曲についての楽曲デー
タが外部メモリ２０から記憶部１４に取り込まれる。そして、処理ユニット１０は、図３
Ａに示す処理に移行し、１番目のアーティストフォルダから前述した手順（図３Ａ、図３
Ｂ参照）に従って楽曲データの取り込みを実行する。その過程で、既に楽曲データの取り
込みが終了したアーティストフォルダのアルバムフォルダについては処理がスキップされ
る。
【００３９】
　更に、その他の取り込みモードが指定されると（Ｓ２８でＮＯ、Ｓ３０でＮＯ、Ｓ４１
）、処理ユニット１０は、その指定された取り込みモードにて定められた手順に従って外
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部メモリ２０から楽曲データを読み出して記憶部１４に取り込む（Ｓ４２）。そして、図
３Ａに示す処理Ｓ１２から順次処理が実行されていく。その過程で、既に取り込まれてい
る楽曲データについては読み出し及び取り込みの処理がスキップされる。
【００４０】
　前述したような車載オーディオ装置１００によれば、各アーティストの各アルバムの１
曲目の楽曲データの記憶部１４への取り込みが終了した時点で、全てのアーティストの全
てのアルバムのジャケット画像が表示部１２に表示されるようになるので、各アルバムに
属する各楽曲に関連付けられたジャケット画像をより早く表示部１２にそろえて表示させ
ることができるようになる（図４参照）。これにより、利用者は、外部メモリ１０から取
り込むべき楽曲データが残っている状態であっても、表示部１２に表示されるジャケット
画像によって外部メモリ１０に格納された全てのアルバムを大まかに把握することができ
るようになる。そして、そのように利用者が全てのアルバムを大まかに把握できる状況に
おいて、残りの楽曲データの取り込みがなされるようになる。
【００４１】
　また、表示部１２に表示されたジャケット画像（他の画像であってもよい）の指定操作
がなされると（操作部１１や表示部１２に含まれるタッチパネルによる指定操作）、処理
ユニット１０は、そのジャケット画像に対応したアルバムが指定されたことを認識し、ア
ルバム指定モードでの処理に強制的に移行する（図３ＡにおけるＳ１１でＹＥＳ、図３Ｂ
におけるＳ２８でＹＥＳ、Ｓ２９）。なお、アルバム指定モードでの処理の過程で、既に
取り込まれている楽曲データについての読み出し及び取り込み処理はスキップされる。こ
れにより、外部メモリ２０から全てのアルバムの楽曲データを取り込む前に、利用者の好
みのアルバムについて優先的に楽曲データの取り込みが可能となる。その結果、外部メモ
リ２０からの楽曲データの取り込み中であっても、その優先的に取り込んだ楽曲データに
基づいて利用者の好みの楽曲を再生することができるようになる。
【００４２】
　前述した車載オーディオ装置１００では、図４に示すように各アルバムに対応したジャ
ケット画像だけが表示されるものであったが、取り込んだ楽曲データの関連情報に含まれ
る他の情報に基づいて、図５に示すように、ジャケット画像Ｇ－０１、Ｇ－０２、Ｇ－０
３、Ｇ－０４とともに、各ジャケット画像（アルバム）に対応するようにアーティスト名
（Ａｒｔ－０１、Ａｒｔ－０２、Ａｒｔ－０３、Ａｒｔ－０４）、アルバム名（Ａｌｂ－
０１、Ａｌｂ－０２、Ａｌｂ－０３、Ａｌｂ－０４）、既に取得した１曲目の楽曲名（ｔ
ｉｔ１０、ｔｉｔ２０、ｔｉｔ３０、ｔｉｌ４０）を表示させるようにしてもよい。
【００４３】
　なお、前述した車載オーディオ装置１００では、外部メモリ２０から楽曲データを取り
込む際に、アーティストの全アルバムについての楽曲データを取り込んだ後に、そのアー
ティストの各アルバムに関連付けられた画像（ジャケット画像）が表示部１２に表示され
るものであったが（図３ＡのＳ１４、Ｓ１５、Ｓ１６、Ｓ１７の処理参照）、例えば、ス
テップＳ１７の処理（画像表示処理）をステップＳ１４の処理（１曲目の楽曲データの取
り込み）の直後に実行させるようにすることによって、各アルバムの１曲目の楽曲データ
を取り込んだ直後に、その楽曲データに含まれる画像データに基づいて画像（ジャケット
画像）を表示させるようにすることもできる。このようにすれば、他のアルバムについて
の処理を待つことなく、更に早くアルバムに関連付けられた画像（ジャケット画像）を表
示させることができるようになる。
【００４４】
　また、アーティスト指定モード（図３ＣのＳ３０参照）での処理でも、例えば、ステッ
プ３６の処理（画像表示処理）をステップＳ３３の処理（１曲目の画像データの取り込み
）の直後に実行させることによって、上述したのと同様に、更に早くアルバムに関連付け
られた画像（ジャケット画像）を表示させることができるようになる。
【産業上の利用可能性】
【００４５】
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　以上、説明したように、本発明に係るオーディオ装置は、外部記憶媒体から記憶手段に
アルバムなどの組単位に楽曲データを取り込む際に、各組に属する各楽曲に関連付けられ
た画像をできるだけ早く表示部に表示させることができるという効果を有し、楽曲及びそ
の関連情報を表す楽曲データをＵＳＢメモリ等の外部記憶媒体から読み出してＨＤＤ等の
記憶手段に取り込み、該記憶手段に取り込まれた楽曲データに基づいて楽曲の再生を可能
としたオーディオ装置として有用である。
【符号の説明】
【００４６】
　１０　処理ユニット
　１１　操作部
　１２　表示部
　１３　出力回路
　１４　記憶部
　１５　スピーカ
　２０　外部メモリ（外部記憶媒体）
　１００　オーディオ装置

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図３Ｃ】 【図４】



(11) JP 2010-238268 A 2010.10.21

【図５】
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