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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを再生してユーザーに提供する表示装置において、
　前記コンテンツのメニュー画面を表示するメニュー画面表示部と、
　ユーザーによる入力操作を検出して、前記メニュー画面におけるメニューの選択を検出
する入力部と、
　前記入力部における検出結果に基づいて、前記メニュー画面表示部におけるメニュー画
面の表示を切り換えると共に、前記コンテンツの再生を指示する制御部とを有し、
　前記メニュー画面表示部は、
　前記制御部の制御により、
　ユーザーによる前記入力操作の時間が一定時間より短い場合、前記ユーザーに提供可能
なコンテンツの分類をメニューにより示す上位階層のメニュー画面から、中間階層のメニ
ュー画面に表示を切り換えた後、前記上位階層のメニュー画面の１つのメニューに分類さ
れたコンテンツをメニューにより示す下位階層のメニュー画面に表示を切り換え、
　又は前記下位階層のメニュー画面から前記中間階層のメニュー画面を介して前記上位階
層のメニュー画面に表示を切り換え、
　ユーザーによる前記入力操作の時間が前記一定時間以上である場合、前記中間階層を省
略して、前記上位階層のメニュー画面と前記下位階層のメニュー画面との間で表示を切り
換え、
　前記中間階層のメニュー画面が、
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　表示画面を分割した一方の領域に、前記上位階層のメニュー画面で選択されたメニュー
を表示し、他方の領域に、前記下位階層のメニュー画面で表示する複数のメニューを表示
するメニュー画面である
　ことを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記メニュー画面表示部は、
　前記中間階層のメニュー画面に表示するメニューを動画により変化させて、
　前記中間階層のメニュー画面から前記上位階層のメニュー画面又は前記下位階層のメニ
ュー画面に表示を切り換え、
　又は前記上位階層のメニュー画面又は前記下位階層のメニュー画面から前記中間階層の
メニュー画面に表示を切り換える
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記下位階層のメニュー画面で表示する複数のメニューが、前記コンテンツを選択する
メニューであり、
　前記制御部は、
　前記入力部による検出結果に基づいて、前記下位階層のメニュー画面と前記中間階層の
メニュー画面との双方で、前記コンテンツの選択を受け付けて該コンテンツの再生を指示
する
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
　ユーザーによるコンテンツの選択を受け付けるメニュー画面に係るメニュー表示方法に
おいて、
　前記ユーザーに提供可能なコンテンツの分類をメニューにより示す上位階層のメニュー
画面を表示する上位階層のメニュー画面の表示ステップと、
　中間階層のメニュー画面を表示する中間階層のメニュー画面表示ステップと、
　前記上位階層のメニュー画面の１つのメニューに分類されたコンテンツをメニューによ
り示す下位階層のメニュー画面を表示する下位階層のメニュー画面表示ステップと、
　ユーザーによる操作に応動して、前記上位階層のメニュー画面、前記中間階層のメニュ
ー画面、前記下位階層のメニュー画面で表示を切り換える表示切り換えのステップと、を
有し、
　前記中間階層のメニュー画面が、
　表示画面を分割した一方の領域に、前記上位階層のメニュー画面で選択されたメニュー
を表示し、他方の領域に、前記下位階層のメニュー画面で表示する複数のメニューを表示
するメニュー画面であり、
　前記表示切替えのステップでは、
　ユーザーによる入力操作の時間が一定時間より短い場合に前記上位階層のメニュー画面
または前記下位階層のメニュー画面から前記中間階層のメニュー画面に切替え、
　ユーザーによる前記入力操作の時間が前記一定時間以上である場合に前記中間階層を省
略して、前記上位階層のメニュー画面と前記下位階層のメニュー画面との間で表示を切り
換えることを特徴とするメニュー表示方法。
【請求項５】
　演算処理手段による処理手順の実行により、ユーザーによるコンテンツの選択を受け付
けるメニュー画面に係るメニュー表示方法のプログラムにおいて、
　前記処理手順は、
　前記ユーザーに提供可能なコンテンツの分類をメニューにより示す上位階層のメニュー
画面を表示する上位階層のメニュー画面表示ステップと、
　中間階層のメニュー画面を表示する中間階層のメニュー画面表示ステップと、
　前記上位階層のメニュー画面の１つのメニューに分類されたコンテンツをメニューによ
り示す下位階層のメニュー画面を表示する下位階層のメニュー画面表示ステップと、
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　ユーザーによる操作に応動して、前記上位階層のメニュー画面、前記中間階層のメニュ
ー画面、前記下位階層のメニュー画面で表示を切り換える表示切り換えのステップとを有
し、
　前記中間階層のメニュー画面が、
　表示画面を分割した一方の領域に、前記上位階層のメニュー画面で選択されたメニュー
を表示し、他方の領域に、前記下位階層のメニュー画面で表示する複数のメニューを表示
するメニュー画面であり、
　前記表示切替えのステップでは、
　ユーザーによる入力操作の時間が一定時間より短い場合に前記上位階層のメニュー画面
または前記下位階層のメニュー画面から前記中間階層のメニュー画面に切替え、
　ユーザーによる前記入力操作の時間が前記一定時間以上である場合に前記中間階層を省
略して、前記上位階層のメニュー画面と前記下位階層のメニュー画面との間で表示を切り
換えることを特徴とするメニュー表示方法のプログラム。
【請求項６】
　演算処理手段による処理手順の実行により、ユーザーによるコンテンツの選択を受け付
けるメニュー画面に係るメニュー表示方法のプログラムを記録した記録媒体において、
　前記処理手順は、
　前記ユーザーに提供可能なコンテンツの分類をメニューにより示す上位階層のメニュー
画面を表示する上位階層のメニュー画面表示ステップと、
　中間階層のメニュー画面を表示する中間階層のメニュー画面表示ステップと、
　前記上位階層のメニュー画面の１つのメニューに分類されたコンテンツをメニューによ
り示す下位階層のメニュー画面を表示する下位階層のメニュー画面表示ステップと、
　ユーザーによる操作に応動して、前記上位階層のメニュー画面、前記中間階層のメニュ
ー画面、前記下位階層のメニュー画面で表示を切り換える表示切り換えのステップとを有
し、
　前記中間階層のメニュー画面が、
　表示画面を分割した一方の領域に、前記上位階層のメニュー画面で選択されたメニュー
を表示し、他方の領域に、前記下位階層のメニュー画面で表示する複数のメニューを表示
するメニュー画面であり、
　前記表示切替えのステップでは、
　ユーザーによる入力操作の時間が一定時間より短い場合に前記上位階層のメニュー画面
または前記下位階層のメニュー画面から前記中間階層のメニュー画面に切替え、
　ユーザーによる前記入力操作の時間が前記一定時間以上である場合に前記中間階層を省
略して、前記上位階層のメニュー画面と前記下位階層のメニュー画面との間で表示を切り
換えることを特徴とするメニュー表示方法のプログラムを記録した記録媒体。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置、メニュー表示方法、メニュー表示方法のプログラム及びメニュー
表示方法のプログラムを記録した記録媒体に関し、例えば車載の記録再生装置に適用する
ことができる。本発明は、上位階層のメニュー画面で選択されたメニューと、下位階層で
表示する複数のメニューとを表示する中間階層のメニュー画面を設けることにより、階層
構造によりコンテンツ選択のメニュー画面を表示するようにして、一旦、下位階層に遷移
した場合であっても、上位階層との関係を容易に把握することができるようにする。
【背景技術】
【０００２】
　近年、車載装置は、中央処理ユニットの処理能力、各種デバイスの性能の向上により、
音楽コンテンツ、映像コンテンツの再生機能に加えて、ナビゲーションの機能を備えたも
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のが提供されている。このようなコンテンツの再生装置に関して、特開２００２－８２７
４６号公報等に、コンテンツ選択のメニュー画面を階層構造により表示する方法が提案さ
れている。
【０００３】
　このようにコンテンツ選択のメニュー画面を階層構造により表示すれば、上位の階層か
ら順次下位階層に遷移して選択対象を徐々に絞り込むことができ、これにより多数のコン
テンツから所望するコンテンツを迅速かつ確実に見つけ出すことができる。
【０００４】
　しかしながら従来の階層構造による表示にあっては、一旦、下位階層に表示を切り換え
ると、上位の階層との関係を把握できなくなる問題があり、これにより場合によってはい
わゆる下位階層のメニューで迷った状態となり、所望するコンテンツを見つけ出すことが
できなくなる欠点があった。具体的には、例えば上位階層で誤ったメニューを選択して下
位階層に遷移した場合であり、この場合、元の上位階層に一旦戻って改めて下位階層に遷
移し直すことが必要になる。しかしながら一旦、下位階層に遷移した後にあっては、上位
階層との関係を把握できないことにより、この上位階層における誤ったメニュー選択につ
いても下位階層のメニューでは把握することが困難になり、これにより元の階層に戻るの
に時間を要したり、さらにはコンテンツの選択を諦めることになる。
【特許文献１】特開２００２－８２７４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、階層構造によりコンテンツ選択のメニュ
ー画面を表示するようにして、一旦、下位階層に遷移した場合であっても、上位階層との
関係を容易に把握することができる表示装置、メニュー表示方法、メニュー表示方法のプ
ログラム及びメニュー表示方法のプログラムを記録した記録媒体を提案しようとするもの
である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる課題を解決するため請求項１の発明は、コンテンツを再生してユーザーに提供す
る表示装置に適用して、前記コンテンツのメニュー画面を表示するメニュー画面表示部と
、ユーザーによる入力操作を検出して、前記メニュー画面におけるメニューの選択を検出
する入力部と、前記入力部における検出結果に基づいて、前記メニュー画面表示部におけ
るメニュー画面の表示を切り換えると共に、前記コンテンツの再生を指示する制御部とを
有し、前記メニュー画面表示部は、前記制御部の制御により、前記ユーザーに提供可能な
コンテンツの分類をメニューにより示す上位階層のメニュー画面から、中間階層のメニュ
ー画面に表示を切り換えた後、前記上位階層のメニュー画面の１つのメニューに分類され
たコンテンツをメニューにより示す下位階層のメニュー画面に表示を切り換え、又は前記
下位階層のメニュー画面から前記中間階層のメニュー画面を介して前記上位階層のメニュ
ー画面に表示を切り換え、前記中間階層のメニュー画面が、表示画面を分割した一方の領
域に、前記上位階層のメニュー画面で選択されたメニューを表示し、他方の領域に、前記
下位階層のメニュー画面で表示する複数のメニューを表示するメニュー画面であるように
する。
【０００７】
　また請求項５の発明は、ユーザーによるコンテンツの選択を受け付けるメニュー画面に
係るメニュー表示方法に適用して、前記ユーザーに提供可能なコンテンツの分類をメニュ
ーにより示す上位階層のメニュー画面を表示する上位階層のメニュー画面表示ステップと
、中間階層のメニュー画面を表示する中間階層のメニュー画面表示ステップと、前記上位
階層のメニュー画面の１つのメニューに分類されたコンテンツをメニューにより示す下位
階層のメニュー画面を表示する下位階層のメニュー画面表示ステップと、ユーザーによる
操作に応動して、前記上位階層のメニュー画面、前記中間階層のメニュー画面、前記下位



(5) JP 4815927 B2 2011.11.16

10

20

30

40

50

階層のメニュー画面で表示を切り換える表示切り換えのステップとを有し、前記中間階層
のメニュー画面が、表示画面を分割した一方の領域に、前記上位階層のメニュー画面で選
択されたメニューを表示し、他方の領域に、前記下位階層のメニュー画面で表示する複数
のメニューを表示するメニュー画面であるようにする。
【０００８】
　また請求項６の発明は、演算処理手段による処理手順の実行により、ユーザーによるコ
ンテンツの選択を受け付けるメニュー画面に係るメニュー表示方法のプログラムに適用し
て、前記処理手順は、前記ユーザーに提供可能なコンテンツの分類をメニューにより示す
上位階層のメニュー画面を表示する上位階層のメニュー画面表示ステップと、中間階層の
メニュー画面を表示する中間階層のメニュー画面表示ステップと、前記上位階層のメニュ
ー画面の１つのメニューに分類されたコンテンツをメニューにより示す下位階層のメニュ
ー画面を表示する下位階層のメニュー画面表示ステップと、ユーザーによる操作に応動し
て、前記上位階層のメニュー画面、前記中間階層のメニュー画面、前記下位階層のメニュ
ー画面で表示を切り換える表示切り換えのステップとを有し、前記中間階層のメニュー画
面が、表示画面を分割した一方の領域に、前記上位階層のメニュー画面で選択されたメニ
ューを表示し、他方の領域に、前記下位階層のメニュー画面で表示する複数のメニューを
表示するメニュー画面であるようにする。
【０００９】
　また請求項７の発明は、演算処理手段による処理手順の実行により、ユーザーによるコ
ンテンツの選択を受け付けるメニュー画面に係るメニュー表示方法のプログラムを記録し
た記録媒体に適用して、前記処理手順は、前記ユーザーに提供可能なコンテンツの分類を
メニューにより示す上位階層のメニュー画面を表示する上位階層のメニュー画面表示ステ
ップと、中間階層のメニュー画面を表示する中間階層のメニュー画面表示ステップと、前
記上位階層のメニュー画面の１つのメニューに分類されたコンテンツをメニューにより示
す下位階層のメニュー画面を表示する下位階層のメニュー画面表示ステップと、ユーザー
による操作に応動して、前記上位階層のメニュー画面、前記中間階層のメニュー画面、前
記下位階層のメニュー画面で表示を切り換える表示切り換えのステップとを有し、前記中
間階層のメニュー画面が、表示画面を分割した一方の領域に、前記上位階層のメニュー画
面で選択されたメニューを表示し、他方の領域に、前記下位階層のメニュー画面で表示す
る複数のメニューを表示するメニュー画面であるようにする。
【００１０】
　請求項１の構成によれば、コンテンツを再生してユーザーに提供する表示装置に適用し
て、前記コンテンツのメニュー画面を表示するメニュー画面表示部と、ユーザーによる入
力操作を検出して、前記メニュー画面におけるメニューの選択を検出する入力部と、前記
入力部における検出結果に基づいて、前記メニュー画面表示部におけるメニュー画面の表
示を切り換えると共に、前記コンテンツの再生を指示する制御部とを有し、前記メニュー
画面表示部は、前記制御部の制御により、前記ユーザーに提供可能なコンテンツの分類を
メニューにより示す上位階層のメニュー画面から、中間階層のメニュー画面に表示を切り
換えた後、前記上位階層のメニュー画面の１つのメニューに分類されたコンテンツをメニ
ューにより示す下位階層のメニュー画面に表示を切り換え、又は前記下位階層のメニュー
画面から前記中間階層のメニュー画面を介して前記上位階層のメニュー画面に表示を切り
換え、前記中間階層のメニュー画面が、表示画面を分割した一方の領域に、前記上位階層
のメニュー画面で選択されたメニューを表示し、他方の領域に、前記下位階層のメニュー
画面で表示する複数のメニューを表示するメニュー画面であることにより、この中間階層
のメニュー画面により上位階層と下位階層との関係を容易に把握することができ、これに
より階層構造によりコンテンツ選択のメニュー画面を表示するようにして、一旦、下位階
層に遷移した場合であっても、上位階層との関係を容易に把握することができる。
                                                                                
  
【００１１】
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　これにより請求項５、請求項６、請求項７の構成によれば、階層構造によりコンテンツ
選択のメニュー画面を表示するようにして、一旦、下位階層に遷移した場合であっても、
上位階層との関係を容易に把握することができるメニュー表示方法、メニュー表示方法の
プログラム、メニュー表示方法のプログラムを記録した記録媒体を提供することができる
。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、階層構造によりコンテンツ選択のメニュー画面を表示するようにして
、一旦、下位階層に遷移した場合であっても、上位階層との関係を容易に把握することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、適宜図面を参照しながら本発明の実施例を詳述する。
【実施例１】
【００１４】
　（１）実施例の構成
  図２は、本発明の実施例に係る車載装置１を示す斜視図である。この車載装置１は、ナ
ビゲーション装置の機能と、オーディオ、ビデオを再生するコンテンツ提供装置の機能と
を有するマルチメディア端末であり、所定厚みによる板形状により形成され、矢印Ａによ
り示すように、車両のセンターコンソールに設けられた車載用クレードル２Ａにセットし
て車両に搭載される。このためこの車載装置１は、下側端面に各種データの入出力に係る
端子等が設けられ、車載用クレードル２Ａにセットした場合には、この下側端面の端子に
より車載用クレードル２Ａから電源の供給等を受け、さらに動作に必要な各種のデータ等
を車載用クレードル２Ａを介して入出力する。
【００１５】
  また車載装置１は、この車載用クレードル２Ａから取り外して持ち帰り、矢印Ｂにより
示すように、例えば家庭に設けられた家庭用クレードル２Ｂにセットすることにより、こ
の家庭用クレードル２Ｂを介してコンピュータ３、テレビジョン受像機４に接続される。
車載装置１は、このように家庭用クレードル２Ｂを介してコンピュータ３と接続して、マ
ルチメディア端末としての動作に必要な各種ファイルのアップロード、ダウンロードに供
される。このためコンピュータ３は、この車載装置１に対応するアプリケーションプログ
ラムの起動により、家庭用クレードル２Ｂを介してコンピュータ３に保持した所定のファ
イルを車載装置１にアップロードし、またこれとは逆に車載装置１から所定のファイルを
ダウンロードする。この実施例では、このアップロード、ダウンロードに供するファイル
が、音楽コンテンツ、映像コンテンツのファイル、電子メール、ナビゲーションに供する
地図のファイル等である。
【００１６】
  これに対して家庭用クレードル２Ｂを介したテレビジョン受像機４との接続では、マル
チメディア端末として各種コンテンツをテレビジョン受像機４を介してユーザーに提供し
、さらにはテレビジョン受像機４に地図を表示してナビゲーションの機能に係るルート検
索等の処理を実行する。
【００１７】
  これらのためこの車載装置１は、車載時にコンテンツ等を表示する表示画面１１が正面
に設けられ、この表示画面１１の右側、上方に電源スイッチ１２が設けられる。またこの
電源スイッチ１２とは逆側の操作パネルに、音量等の操作子１３が設けられる。
【００１８】
  図３は、この車載装置１を関連する構成と共に示すブロック図である。車載装置１は、
車載用クレードル２Ａを介して外部ユニット２１に接続される。外部ユニット２１は、例
えば座席の下に設けられ、チュナー部２３、光ディスクドライブ２４等が設けられる。
【００１９】
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  ここでチュナー部２３は、車載装置１の制御により、テレビジョン放送波、道路交通情
報通信システム（ＶＩＣＳ：Vehicle Information and Communication System）に係る交
通情報を受信し、受信結果に係るビデオデータ、オーディオデータ、交通情報を車載用ク
レードル２Ａに出力する。光ディスクドライブ２４は、同様の車載装置１の制御により、
ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）、コンパクトディスク等の光ディスクを再生してビデ
オデータ、オーディオデータを車載用クレードル２Ａに出力する。
【００２０】
  車載用クレードル２Ａは、ＧＰＳ部２２、インターフェース（Ｉ／Ｆ）２５、オーディ
オデータの出力部２７が設けられる。ここでＧＰＳ部２２は、ＧＰＳ（Global Positioni
ng System ）に係る現在位置検出装置であり、車載装置１の制御により、現在位置を検出
して車載装置１に出力する。インターフェース２５は、チュナー部２３、光ディスクドラ
イブ２４の出力データを車載装置１に出力し、またこれとは逆に車載装置１から出力され
る各種のデータをチュナー部２３、光ディスクドライブ２４に出力する。出力部２７は、
車載装置１から出力されるオーディオデータ、各種制御データをカーオーディオ装置２８
に出力し、カーオーディオ装置２８は、この出力部２７より入力される制御データにより
動作を切り換えて、出力部２７から出力されるオーディオデータによりスピーカを駆動す
る。
【００２１】
　これらにより車載装置１は、車載用クレードル２Ａにセットすることにより、マルチメ
ディア端末として動作に必要な各種のデータをチュナー部２３、光ディスクドライブ２４
、ＧＰＳ部２２から取得し、さらにはカーオーディオ装置２８を介して各種コンテンツの
オーディオデータを出力する。
【００２２】
　このため車載装置１は、車載用クレードル２Ａのインターフェース２５との間で種々の
データを入出力するインターフェース（Ｉ／Ｆ）２６が設けられ、このインターフェース
２６によりチュナー部２３、光ディスクドライブ２４、ＧＰＳ部２２との間で種々のデー
タを送受し、また家庭用クレードル２Ｂに載置された場合には、コンピュータ３との間で
アップロード、ダウンロードに供するファイルを入出力し、さらにはテレビジョン受像機
４にビデオデータを出力する。
【００２３】
　この車載装置１において、インターフェース（Ｉ／Ｆ）３１は、コントローラ３３の制
御により、この車載装置１の側面に設けられたカードスロットから挿入されるメモリカー
ド３２との間で種々のデータを入出力し、またこのデータをバスＢＵＳとの間で入出力す
る。これにより車載装置１では、メモリカード３２を介して例えば電子スチルカメラで取
得した静止画を取り込み、またこれとは逆に取り込んだ静止画をメモリカード３２に記録
する。
【００２４】
  通信ユニット３４は、無線通信ＬＡＮ（Local Area Network）に係る送受信装置であり
、コントローラ３３の制御によりバスＢＵＳに出力されるデータをネットワークに送出し
、またネットワークを介して所望するデータを取得してバスＢＵＳに出力する。これによ
りこの車載装置１では、この通信ユニット３４を介してインターネットに接続して、コン
ピュータ３よりアップロードされた音楽コンテンツについて、メニューの作成に必要な各
種のデータを取得し、さらには電子メールを送受する。
【００２５】
  ハードディスク装置（ＨＤＤ）３５は、この車載装置１の処理に係るプログラム、コン
テンツ等を記録して保持し、コントローラ３３の制御によりこれらのデータをバスＢＵＳ
に出力する。これによりハードディスク装置３５は、インターフェース２６、３１を介し
て外部機器から入力される各種ファイルのデータ、通信ユニット３４を介して取得した各
種のデータ、電子メールに係るデータ等を保持し、必要に応じてバスＢＵＳに出力する。
なおこのプログラムにおいては、事前のインストールにより提供されるようになされてい



(8) JP 4815927 B2 2011.11.16

10

20

30

40

50

るものの、これに代えてインターフェース２６、３１を介した記録媒体からのダウンロー
ドにより、又は通信ユニット３４を用いたネットワークからのダウンロードによりハード
ディスク装置３５に記録するようにしてもよい。なおこの場合、記録媒体は、光ディスク
、メモリカード、磁気テープ等、種々の記録媒体を広く適用することができる。
【００２６】
  表示部３７は、図２について上述した表示画面１１を形成する例えば液晶表示装置によ
り構成され、コントローラ３３の制御により各種コンテンツ、地図等を表示する。
【００２７】
  入力部３８は、この表示画面１１に配置されたタッチパネル３９による操作を検出する
タッチパネルに係る構成、リモートコマンダー４０から出力される遠隔制御信号を受信す
る受信部４１、操作子１３の操作を検出するインターフェースにより構成され、これらで
検出されるユーザーによる操作をコントローラ３３に通知する。
【００２８】
  図４は、リモートコマンダー４０を示す平面図である。リモートコマンダー４０は、所
定厚みによる細長い板形状により形成され、その短辺側の１端面に赤外線による遠隔制御
信号を出力する送光部４２が設けられる。リモートコマンダー４０は、送光部４２が設け
られている側より、上側面の左側に、押圧操作可能なポインティングディバイスであるジ
ョイスティック４３が設けられる。さらにリモートコマンダー４０は、手前側の中央に、
押圧操作可能な回転操作子であるジョグダイヤル４６が設けられ、このジョグダイヤル４
７の左右に戻る、進むの操作子４８、４７が設けられ、さらに車載装置１の操作パネルに
設けられた操作子１３に対応する操作子等が設けられる。
【００２９】
  コントローラ３３は（図３）、ハードディスク装置３５に記録されたプログラムの実行
により全体の動作を制御する演算処理手段であり、ハードディスク装置３５に音楽コンテ
ンツのファイルがアップロードされると、通信ユニット３４の制御によりインターネット
に接続して所定のホームページをアクセスし、音楽コンテンツのメニュー画面の作成に必
要なメニュー作成用のデータを取得する。ここでこのメニュー作成用のデータは、音楽コ
ンテンツのタイトル、音楽コンテンツが収録されたアルバムに関するデータ、音楽コンテ
ンツのアーティストに関するデータであり、アルバムに関するデータは、アルバム名、ジ
ャケットの画像、総演奏時間、曲数、発売日等のデータである。またアーティストに関す
るデータは、アーティストの画像、アーティスト名、過去のアルバムに係るアルバムに関
するデータ、アーティストの略歴等のデータである。なおこれらのデータについては、コ
ンピュータ３に接続して所定のアプリケーションプログラムを実行することにより、ユー
ザーの所望する画像、タイトル等を適用することもできる。
【００３０】
　さらにコントローラ３３は、このようにして取得したメニュー作成用のデータをハード
ディスク装置３５に記録して解析し、これによりハードディスク装置３５に記録された音
楽コンテンツのデータベースをハードディスク装置３５に構築する。コントローラ３３は
、このデータベースの検索結果により音楽コンテンツの選択に供する階層構造によるメニ
ューを表示する。
【００３１】
　すなわちコントローラ３３は、ユーザーにより操作に応動して各種メニューを表示し、
ユーザーにより音楽コンテンツの再生が指示されると、ハードディスク装置３５に音楽コ
ンテンツに係るファイルの再生を指示し、ハードディスク装置３５から出力されるビデオ
データによる映像を表示部３７により表示し、またこの音楽コンテンツのオーディオデー
タを出力部２７を介してカーオーディオ装置２８により再生する。
【００３２】
　このときコントローラ３３は、ハードディスク装置３５に記録した音楽コンテンツに係
るデータベースを検索し、検索結果により音楽コンテンツ選択用のメニュー画面を表示し
てユーザーによる音楽コンテンツの選択を受け付ける。
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【００３３】
　図５は、この音楽コンテンツ選択用のメニュー画面のトップメニュー画面を示す平面図
である。このトップメニュー画面Ｍ１は、ハードディスク装置３５に記録したユーザーに
提供可能な音楽コンテンツの大分類をメニューにより示すメニュー画面であり、この実施
例では、この大分類に音楽コンテンツのアーティストが適用される。これによりこのトッ
プメニュー画面は、ハードディスク装置３５に記録された音楽コンテンツのアーティスト
名と画像と一体に表示したメニュー５０を一覧表示して形成される。これにより以下にお
いて、この音楽コンテンツ選択用のトップメニュー画面を適宜、アーティスト階層のメニ
ュー画面と呼ぶ。
【００３４】
　このメニュー画面Ｍ１は、さらに例えば枠によりメニュー５０を囲ってカーソルＫが表
示され、画面の左右に表示切り換えのガイドＧが表示され、画面の右側にスクロールバー
ＳＢが表示される。ここで表示切り換えのガイドＧのうち、左端のガイドＧは、縦長の大
きな枠の表示が形成され、これによりこのトップメニュー画面Ｍ１の上位に、さらにルー
トメニュー画面が存在することが示され、さらにこの枠の内側に画面の外側に向かった矢
印の表示が形成され、これにより戻るの操作子の操作、カーソルＫを左端よりさらに左方
向に移動させる操作、又はこの矢印が表示された箇所のタッチパネル３９の操作により、
上位のルートメニュー画面に表示を切り換え得ることが示される。また右端のガイドＧは
、スクロールバーＳＢの上下にそれぞれ上方向及び下方向の矢印を表示して形成され、こ
れによりカーソルの操作子の上下方向の操作により、一覧表示をスクロールできることが
示される。
【００３５】
　これに対して図６は、このトップメニュー画面Ｍ１の下位階層のメニュー画面を示す平
面図である。この下位階層のメニュー画面は、上位階層のメニュー画面に表示したメニュ
ーのうちから、ユーザーにより選択された１つのメニューに分類されたコンテンツを、さ
らに分類してメニューにより示すメニュー画面であり、この実施例では、この分類にアル
バムが適用される。これにより以下においては、このメニュー画面を適宜、アルバム階層
のメニュー画面と呼ぶ。
【００３６】
　このアルバム階層のメニュー画面Ｍ２は、これによりアルバムジャケットの画像、アル
バムのタイトル、演奏時間、曲数、作成年月日、ユーザーによるお気に入りを示す星印、
アーティスト名、レコード会社名を一体に表示したメニュー５１を順次表示して形成され
る。
【００３７】
　このメニュー画面Ｍ２は、このメニュー５１が横長に形成されて、このメニュー５１が
表示画面の縦方向に順次配置されて形成され、この縦方向に並んだメニュー５１の中で、
フォーカスの設定されたメニュー５１が左方向に飛び出すように表示される。またメニュ
ー画面Ｍ１と同様に、画面の左右に表示切り換えのガイドＧが表示され、画面の右側にス
クロールバーＳＢが表示される。
【００３８】
　これに対して図７は、アルバム階層のメニュー画面Ｍ２の下位階層のメニュー画面を示
す平面図である。この下位階層のメニュー画面は、上位階層であるアルバム階層のメニュ
ー画面Ｍ２に表示したメニュー５１のうちから、ユーザーにより選択された１つのメニュ
ー５１に分類されたコンテンツをメニューにより示す下位階層のメニュー画面である。こ
れにより以下においては、このメニュー画面を適宜、トラック階層のメニュー画面と呼ぶ
。
【００３９】
　このトラック階層のメニュー画面Ｍ３は、これにより各音楽コンテンツに設定されたタ
イトルである曲名、トラック番号一体に表示したメニュー５２を順次表示して形成される
。このメニュー画面Ｍ２は、このメニュー５２が横長に形成されて、このメニュー５２が
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表示画面の縦方向に順次配置されて形成され、この縦方向に並んだメニュー５２の中で、
フォーカスの設定されたメニュー５２が左方向に飛び出すように表示される。またメニュ
ー画面Ｍ２と同様に、画面の左右に表示切り換えのガイドＧが表示され、画面の右側にス
クロールバーＳＢが表示される。
【００４０】
　これにより車載装置１では、これらメニュー画面Ｍ１～Ｍ３を用いて階層構造によるコ
ンテンツ選択のメニュー画面を表示してユーザーによる音楽コンテンツの選択を受け付け
る。また各メニュー画面Ｍ１～Ｍ３の表示に、各メニューの分類に係る音楽コンテンツに
関する情報を表示するようにして、下位階層に移るに従ってこの音楽コンテンツに関する
情報をきめ細やかなものとし、これによりユーザーによる使い勝手を向上する。またさら
に、メニュー画面Ｍ１及びＭ２、Ｍ２及びＭ３間に、それぞれ中間階層のメニュー画面が
用意される。
【００４１】
　ここで図８は、アーティスト階層のメニュー画面Ｍ１とアルバム階層のメニュー画面Ｍ
２との間の中間階層に係るメニュー画面を示す平面図である。この中間階層のメニュー画
面Ｍ１２は、表示画面をほぼ中央により左右に２分割して２つの領域が形成され、この２
つの領域の左側の領域に、上位階層のメニュー画面であるアーティスト階層のメニュー画
面Ｍ１で選択されたメニュー５０の拡大画像５４が表示され、さらにこの画像の下側に、
アーティストの略歴、過去のアルバムが表示される。またこの２つの領域の残りの領域に
、下位階層のメニュー画面であるアルバム階層のメニュー画面Ｍ２に表示する複数のメニ
ューが表示される。またメニュー画面Ｍ２と同様に、画面の左右に表示切り換えのガイド
Ｇが表示され、画面の右側にスクロールバーＳＢが表示される。
【００４２】
　これに対して図９は、アルバム階層のメニュー画面Ｍ２とトラック階層のメニュー画面
Ｍ３との間の中間階層に係るメニュー画面を示す平面図である。この中間階層のメニュー
画面Ｍ２３は、メニュー画面Ｍ１２と同様に、表示画面に２つの領域が形成され、この２
つの領域の左側の領域に、上位階層のメニュー画面であるアルバム階層のメニュー画面Ｍ
２で選択されたメニュー５１の一部の拡大画像５５が表示される。この実施例では、この
拡大画像５５の表示に、メニュー５１に配置したジャケットの画像が適用される。またこ
の拡大画像５５の上に、最上位のメニュー画面Ｍ１の対応するメニューに配置したアーテ
ィスト名が配置され、また拡大画像５５の下に、アルバム名が配置される。
【００４３】
　これに対してこの２つの領域の残りの領域に、下位階層のメニュー画面であるトラック
階層のメニュー画面Ｍ３に表示する複数のメニューが表示される。またメニュー画面Ｍ２
と同様に、画面の左右に表示切り換えのガイドＧが表示され、画面の右側にスクロールバ
ーＳＢが表示される。
【００４４】
　これらによりこの実施例では、階層構造によりメニュー画面を表示するようにして、上
下の階層の双方の情報を表示する中間階層のメニュー画面を設け、これにより一旦、下位
階層に遷移した場合であっても、上位階層との関係を容易に把握することができるように
する。このためコントローラ３３は、ユーザーによる操作に応動して、この中間階層のメ
ニュー画面Ｍ１２、Ｍ２３を介して、又は中間階層のメニュー画面Ｍ１２、Ｍ２３を省略
して、メニュー画面Ｍ１～Ｍ３で表示を切り換える。
【００４５】
　すなわちコントローラ３３は、ルートメニュー画面を表示した状態で、音楽コンテンツ
の視聴を指示するメニューがユーザーにより選択されると、図１に示すように、アーティ
スト階層のメニュー画面Ｍ１を表示する。なおここで、音楽コンテンツの視聴を指示する
メニューの選択にあっては、ジョイスティック４３の上下左右方向の操作により、又はジ
ョグダイヤル４６の回転操作、操作子４７、４８の押圧操作により、音楽コンテンツの視
聴を指示するメニューにフォーカスを設定した後、ジョイスティック４３又はジョグダイ
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ヤル４６の押圧操作により実行される。またこれに代えて対応するメニューへの指等によ
り接触をタッチパネル３９を介して検出して実行される。これによりコントローラ３３は
、ルートメニュー画面において、これらの操作が入力部３８により検出されると、アーテ
ィスト階層のメニュー画面Ｍ１を表示する。
【００４６】
　このアーティスト階層のメニュー画面Ｍ１を表示すると、コントローラ３３は、ジョイ
スティック４３の上下左右方向の操作により、又はジョグダイヤル４６の回転操作、操作
子４７、４８の押圧操作により、さらにはタッチパネル３９を介して検出されるスクロー
ルバーＳＢの操作により、メニュー５０のフォーカスを上下、左右に変化させ、また一覧
表示を上下方向にスクロールさせ、これによりユーザーの所望するメニューにフォーカス
を変化させる。またジョイスティック４３又はジョグダイヤル４６の押圧操作により、フ
ォーカスが設定されているメニュー５０について、下位階層のメニューに表示を切り換え
る。なお、メニュー５０への指等による接触がタッチパネル３９を介して検出されると、
この接触されたメニュー５０について、下位階層のメニューに表示を切り換える。
【００４７】
　このときコントローラ３３は、ジョイスティック４３又はジョグダイヤル４６の押圧操
作時間、メニュー５０への指等による接触時間を判定し、ジョイスティック４３又はジョ
グダイヤル４６の押圧操作が一定時間以上継続されると、又はメニュー５０への指等によ
る接触が一定時間以上継続されると、矢印Ａ１により示すように、下位階層であるアルバ
ム階層のメニュー画面Ｍ２に表示を切り換える。これに対してジョイスティック４３又は
ジョグダイヤル４６の押圧操作が一定時間より短い場合、又はメニュー５０への指等によ
る接触が一定時間より短い場合、矢印Ｂ１により示すように、アルバム階層との間の中間
階層のメニュー画面Ｍ１２に表示を切り換える。
【００４８】
　このときコントローラ３３は、中間階層のメニュー画面Ｍ１２に表示するメニューを動
画により変化させて、中間階層のメニュー画面Ｍ１２に表示を切り換える。すなわちコン
トローラ３３は、図１０において矢印Ｃ１により示すように、ユーザーにより選択された
メニュー５０に設けられたアーティストの画像、アーティスト名の表示を徐々に拡大させ
ながら、中間階層のメニュー画面Ｍ１２における拡大画像５４の表示位置に、これらアー
ティストの画像、アーティスト名の表示を移動させて、中間階層のメニュー画面Ｍ１２に
表示を切り換える。また矢印Ｄ１により示すように、アルバム階層のメニュー画面Ｍ２に
表示する複数のメニュー５１にあっては、画面の右端から画面中央側に向かって徐々に表
示を拡大させて、中間階層のメニュー画面Ｍ１２に表示を切り換える。またアーティスト
階層のメニュー画面Ｍ１のうち、このようにアーティストの画像、アーティスト名の表示
、下位階層のメニュー表示を徐々に変化させて、これらアーティストの画像、アーティス
ト名の表示、メニュー表示により覆い隠されない部分については、中間階層のメニュー画
面Ｍ１２にクロスフェードするようにして、中間階層のメニュー画面Ｍ１２に表示を切り
換える。
【００４９】
　これに対してアーティスト階層のメニュー画面Ｍ１を表示した状態で、リモートコマン
ダー４０に設けられた戻るの操作子が操作された場合、さらには左端のガイドＧの操作が
タッチパネル３９により検出された場合、コントローラ３３は、ルートメニュー画面に表
示を切り換える。
【００５０】
　これに対してアルバム階層のメニュー画面Ｍ２を表示すると、コントローラ３３は、ジ
ョイスティック４３の上下方向の操作により、又はジョグダイヤル４６の回転操作により
、さらにはタッチパネル３９を介して検出されるスクロールバーＳＢの操作により、メニ
ュー５１のフォーカスを上下に変化させ、また一覧表示を上下方向にスクロールさせ、こ
れによりユーザーの所望するメニューにフォーカスを変化させる。またジョイスティック
４３又はジョグダイヤル４６の押圧操作により、フォーカスの設定されたメニューに係る
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アルバムの音楽コンテンツについて、ハードディスク装置３５に記録された音楽コンテン
ツの再生を指示する。なおメニュー５１への指等による接触がタッチパネル３９を介して
検出された場合にあっても、コントローラ３３は、同様に、このメニューに係る音楽コン
テンツの再生を指示する。
【００５１】
　これに対してジョイスティック４３が右方向に操作されると、又は操作子４７が押圧操
作されると、さらには画面の右端の指等による接触がタッチパネル３９により検出される
と、フォーカスが設定されているメニュー５１について、下位階層のメニューに表示を切
り換える。
【００５２】
　このときコントローラ３３は、ジョイスティック４３又は操作子４７の操作時間、タッ
チパネル３９への指等による接触時間を判定し、押圧時間、接触時間が一定時間以上の場
合、矢印Ａ２により示すように、下位階層であるトラック階層のメニュー画面Ｍ３に表示
を切り換える。これに対して押圧時間、接触時間が一定時間より短い場合、矢印Ｂ２によ
り示すように、トラック階層との間の中間階層のメニュー画面Ｍ２３に表示を切り換える
。
【００５３】
　この場合もコントローラ３３は、中間階層のメニュー画面Ｍ２３に表示するメニューを
動画により変化させて、中間階層のメニュー画面Ｍ２３に表示を切り換える。すなわちコ
ントローラ３３は、図１１において矢印Ｃ２により示すように、ユーザーにより選択され
たメニュー５１に設けられたジャケットの画像を徐々に拡大させながら、中間階層のメニ
ュー画面Ｍ２３における拡大画像５５の表示位置に、このジャケットの画像を移動させて
、中間階層のメニュー画面Ｍ１２に表示を切り換える。また矢印Ｄ２により示すように、
トラック階層のメニュー画面Ｍ３に表示する複数のメニュー５２にあっては、画面の右端
から画面中央側に向かって徐々に表示を拡大させて、中間階層のメニュー画面Ｍ２３に表
示を切り換える。またアルバム階層のメニュー画面Ｍ２のうち、このようにジャケットの
画像、下位階層のメニュー表示を徐々に変化させて、これらジャケットの画像、下位階層
のメニュー表示により覆い隠されない部分については、中間階層のメニュー画面Ｍ２３に
クロスフェードするようにして、中間階層のメニュー画面Ｍ２３に表示を切り換える。
【００５４】
　これに対してアルバム階層のメニュー画面Ｍ２を表示した状態で、リモートコマンダー
４０に設けられた戻るの操作子が操作された場合、ジョイスティック４３が左方向に操作
された場合、操作子４８が押圧操作された場合、さらには左端のガイドＧの操作がタッチ
パネル３９により検出された場合、コントローラ３３は、上位階層側のメニュー画面に表
示を切り換える。
【００５５】
　これらの処理においても、コントローラ３３は、これらの操作子、タッチパネル３９の
押圧時間、接触時間を判定し、押圧時間、接触時間が一定時間以上の場合、矢印Ａ１によ
り示すように、下位階層であるアーティスト階層のメニュー画面Ｍ１に表示を切り換える
。これに対して押圧時間、接触時間が一定時間より短い場合、矢印Ｂ３により示すように
、アーティスト階層との間の中間階層のメニュー画面Ｍ１２に表示を切り換える。
【００５６】
　この場合もコントローラ３３は、図１２に示すように、中間階層のメニュー画面Ｍ１２
に表示するメニューを動画により変化させて、中間階層のメニュー画面Ｍ１２に表示を切
り換える。すなわちコントローラ３３は、この場合、矢印Ｄ３により示すように、アルバ
ム階層のメニュー画面Ｍ２に表示した各メニュー５１の長さが、右端側に向かって徐々に
短くなるように変化させて、また拡大画像５４等がフェードインにより徐々に表れるよう
にして、中間階層のメニュー画面Ｍ２２に表示を切り換える。
【００５７】
　これに対してトラック階層のメニュー画面Ｍ３を表示すると、コントローラ３３は、ジ
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ョイスティック４３の上下方向の操作により、又はジョグダイヤル４６の回転操作により
、さらにはタッチパネル３９を介して検出されるスクロールバーＳＢの操作により、メニ
ュー５１のフォーカスを上下、左右に変化させ、また一覧表示を上下方向にスクロールさ
せ、これによりユーザーの所望するメニューにフォーカスを変化させる。またジョイステ
ィック４３又はジョグダイヤル４６の押圧操作により、フォーカスの設定されたメニュー
に係る音楽コンテンツの再生を指示する。なおメニュー５１への指等による接触がタッチ
パネル３９を介して検出された場合にあっても、コントローラ３３は、同様に、このメニ
ューに係る音楽コンテンツの再生を指示する。
【００５８】
　これに対してジョイスティック４３が左方向に操作されると、又は操作子４８が押圧操
作されると、さらには画面の左端のガイドＧへの指等による接触がタッチパネル３９によ
り検出されると、上位階層のメニューに表示を切り換える。
【００５９】
　このときコントローラ３３は、上述したと同様に、操作時間、接触時間を判定し、押圧
時間、接触時間が一定時間以上の場合、矢印Ａ２により示すように、上位階層であるアル
バム階層のメニュー画面Ｍ２に表示を切り換える。これに対して押圧時間、接触時間が一
定時間より短い場合、矢印Ｂ４により示すように、アルバム階層との間の中間階層のメニ
ュー画面Ｍ２３に表示を切り換える。
【００６０】
　この場合もコントローラ３３は、中間階層のメニュー画面Ｍ２３に表示するメニューを
動画により変化させて、中間階層のメニュー画面Ｍ２３に表示を切り換える。すなわちコ
ントローラ３３は、図１３において矢印Ｄ４により示すように、トラック階層のメニュー
画面Ｍ３に表示した各メニュー５２の長さが、右端側に向かって徐々に短くなるように変
化させて、また拡大画像５５等がフェードインにより徐々に表れるようにして、中間階層
のメニュー画面Ｍ２３に表示を切り換える。
【００６１】
　これに対してアーティスト階層とアルバム階層との間の中間階層のメニュー画面Ｍ１２
を表示した状態で、コントローラ３３は、ジョイスティック４３の上下方向の操作により
、又はジョグダイヤル４６の回転操作により、さらにはタッチパネル３９を介して検出さ
れるスクロールバーＳＢの操作により、メニュー画面Ｍ２３におけるフォーカスを上下に
変化させ、また一覧表示を上下方向にスクロールさせ、これによりユーザーの所望するメ
ニューにフォーカスを変化させる。またジョイスティック４３又はジョグダイヤル４６の
押圧操作により、フォーカスの設定されたメニューに係るアルバムの音楽コンテンツにつ
いて、ハードディスク装置３５に記録された音楽コンテンツの再生を指示する。なおメニ
ューへの指等による接触がタッチパネル３９を介して検出された場合にあっても、コント
ローラ３３は、同様に、このメニューに係る音楽コンテンツの再生を指示する。
【００６２】
　これに対してジョイスティック４３が右方向に操作されると、又は操作子４７が押圧操
作されると、さらには画面の右端の指等による接触がタッチパネル３９により検出される
と、フォーカスが設定されているメニューについて、下位階層のメニュー画面に表示を切
り換える。
【００６３】
　このときコントローラ３３は、これら操作子の操作時間、タッチパネル３９への接触時
間を判定し、押圧時間、接触時間が一定時間以上の場合、矢印Ａ３により示すように、下
位階層側の中間階層のメニュー画面Ｍ２３に表示を切り換える。これに対して押圧時間、
接触時間が一定時間より短い場合、矢印Ｂ３により示すように、アルバム階層のメニュー
画面Ｍ２に表示を切り換える。
【００６４】
　この場合もコントローラ３３は、中間階層のメニュー画面Ｍ１２に表示するメニューを
動画により変化させて、メニュー画面Ｍ２、Ｍ２３に表示を切り換える。すなわち中間階
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層のメニュー画面Ｍ２３への表示の切り換えにあっては、図１４において矢印Ｃ３により
示すように、中間階層のメニュー画面Ｍ１２に表示したジャケットの画像を徐々に拡大さ
せて、拡大画像５５の表示位置に移動させ、また矢印Ｄ５により示すように、右端より下
位階層のメニュー画面Ｍ３で表示するメニューを徐々に拡大表示させ、他の部分について
は、クロスフェードにより変化させ、これによりメニュー画面Ｍ２３に表示を切り換える
。これに対してアルバム階層のメニュー画面２への表示の切り換えにあっては、図１２に
ついて上述した遷移とは逆の遷移により、メニュー画面２に表示を切り換える。
【００６５】
　これに対して中間階層のメニュー画面Ｍ１２を表示した状態で、ジョイスティック４３
が左方向に操作された場合、操作子４８が押圧操作された場合、さらには左端のガイドＧ
の操作がタッチパネル３９により検出された場合、コントローラ３３は、アーティスト階
層のメニュー画面Ｍ１に表示を切り換える。この場合、コントローラ３３は、図１０につ
いて上述した遷移とは逆の遷移により、メニュー画面Ｍ１に表示を切り換え、これにより
動画によりメニュー画面を切り換える。
【００６６】
　また中間階層のメニュー画面Ｍ２３を表示した状態で、コントローラ３３は、ジョイス
ティック４３の上下方向の操作により、又はジョグダイヤル４６の回転操作により、さら
にはタッチパネル３９を介して検出されるスクロールバーＳＢの操作により、メニュー画
面Ｍ２３におけるフォーカスを上下に変化させ、また一覧表示を上下方向にスクロールさ
せ、これによりユーザーの所望するメニューにフォーカスを変化させる。またジョイステ
ィック４３又はジョグダイヤル４６の押圧操作により、フォーカスの設定されたメニュー
に係る音楽コンテンツの再生を指示する。なおメニューへの指等による接触がタッチパネ
ル３９を介して検出された場合にあっても、コントローラ３３は、同様に、このメニュー
に係る音楽コンテンツの再生を指示する。
【００６７】
　これに対してジョイスティック４３が右方向に操作されると、又は操作子４７が押圧操
作されると、さらには画面の右端の指等による接触がタッチパネル３９により検出される
と、フォーカスが設定されているメニューについて、矢印Ｂ４により示すように、トラッ
ク階層のメニュー画面Ｍ３に表示を切り換える。またこの場合も、図１３について上述し
た遷移とは逆の遷移により表示を切り換え、これにより動画によりメニュー画面の表示を
切り換える。
【００６８】
　これに対してジョイスティック４３が左方向に操作されると、又は操作子４８が押圧操
作されると、さらには画面の左端のガイドＧへの指等による接触がタッチパネル３９によ
り検出されると、上位階層のメニュー画面に表示を切り換える。このとき、コントローラ
３３は、これら操作子、タッチパネル３９における操作時間、押圧時間が一定時間以上の
場合、矢印Ａ３により示すように、中間階層のメニュー画面Ｍ１２に表示を切り換えるの
に対し、操作時間、押圧時間が一定時間より短い場合、矢印Ｂ２により示すように、アル
バム階層のメニュー画面Ｍ２に表示を切り換える。またこの場合も、それぞれ図１４、図
１１について上述した遷移とは逆の遷移により表示を切り換え、これにより動画によりメ
ニュー画面の表示を切り換える。
【００６９】
　（２）実施例の動作
　以上の構成において、この車載装置１は（図２及び図３）、家庭に持ち帰って家庭用ク
レードル２Ｂに載置してコンピュータ３に接続することにより、コンピュータ３から音楽
コンテンツ、映像コンテンツ等のファイルをアップロードしてハードディスク装置３５に
記録した後、車両に設けられた車載用クレードル２Ａに載置することにより、このアップ
ロードした音楽コンテンツ、映像コンテンツを車両にて楽しむことができる。
【００７０】
　車載装置１では、このようにして音楽コンテンツがアップロードされると、通信ユニッ
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ト３４により所定のホームページをアクセスしてこの音楽コンテンツに関する種々のデー
タが取得され、この取得したデータの解析によりハードディスク装置３５にメニュー画面
の表示に供するデータベースが構築される。また車載装置１は、音楽コンテンツを車両に
てユーザーに提供する際に、さらには家庭用クレードル２Ｂに載置してユーザーに音楽コ
ンテンツを提供する際に、このハードディスク装置３５に構築されたデータベースにより
、階層構造によるコンテンツ選択用のメニュー画面が提供される（図１）。
【００７１】
　すなわち車載装置１では、ハードディスク装置３５に記録してユーザーに提供可能な音
楽コンテンツがアーティスト、アルバムにより段階的に分類され、最も大きな分類に係る
アーティストを示すメニュー５０によるアーティスト階層のメニュー画面Ｍ１（図５）が
表示される。またこのアーティスト階層のメニュー画面Ｍ１におけるメニューの選択によ
り、各アーティストに係る音楽コンテンツをさらに分類したアルバムを示すメニュー５１
によるアルバム階層のメニュー画面Ｍ２（図６）が表示される。またこのアルバム階層の
メニュー画面Ｍ２におけるメニュー５１の選択により、各音楽コンテンツの曲名を示すト
ラック階層のメニュー画面Ｍ３が表示される。
【００７２】
　これによりユーザーにおいては（図１）、アーティスト階層のメニュー画面Ｍ１におけ
るメニューの選択により、アルバム階層のメニュー画面Ｍ２を開いて所望するアルバムの
メニュー５１を選択することにより、所望するアルバムの音楽コンテンツを楽しむことが
でき、またさらにアルバム階層のメニュー画面Ｍ２におけるメニュー５１の選択により、
トラック階層のメニュー画面Ｍ３を開いて所望する音楽コンテンツのメニューを選択する
ことにより、所望する音楽コンテンツを楽しむことができる。
【００７３】
　この実施例では、このようにして表示される階層構造のメニュー画面Ｍ１～Ｍ３におい
て、最も上位のアーティスト階層のメニュー画面Ｍ１では、アーティストの画像とアーテ
ィスト名とによりメニューが作成され、続くアルバム階層のメニュー画面Ｍ２では、ジャ
ケットの画像、アルバム名等によりメニューが表示され、さらに最下位層のトラック階層
のメニュー画面Ｍ３では、曲名、トラック番号によりメニューが形成され、これにより下
位階層に移るに従ってこの音楽コンテンツに関するきめ細やかな情報をメニューによりユ
ーザーに提供する。これによりユーザーにおいては、このメニューに表示された音楽コン
テンツに関する情報により、所望する音楽コンテンツを簡易かつ確実に選択することがで
き、その分、使い勝手を向上することができる。
【００７４】
　さらにこの実施例では、これらの階層構造によるメニュー画面Ｍ１及びＭ２、Ｍ２及び
Ｍ３間に、表示画面を分割した一方の領域に、上位階層のメニュー画面Ｍ１、Ｍ２で選択
されたメニューを表示し、他方の領域に、下位階層のメニュー画面Ｍ２、Ｍ３で表示する
複数のメニューを表示する中間階層のメニュー画面Ｍ１２、Ｍ２３が設けられ、この中間
階層のメニュー画面Ｍ１２、Ｍ２３を介して、メニュー画面Ｍ１～Ｍ３が切り換えられる
。
【００７５】
　ここでこの中間階層のメニュー画面Ｍ１２、Ｍ２３には、上位階層のメニュー画面Ｍ１
、Ｍ２で選択されたメニューと、下位階層のメニュー画面Ｍ２、Ｍ３で表示する複数のメ
ニューとが表示されていることにより、階層間におけるメニューの関係を把握することが
でき、これにより一旦、下位階層に遷移した場合にあっても、上位階層との関係を容易に
把握することができる。
【００７６】
　すなわち単に階層構造によりメニュー画面Ｍ１～Ｍ３を表示する場合、一旦、下位階層
に遷移すると、上位階層との関係を把握することが困難になる。このために上位の階層に
戻ることも考えられるが、この場合には、今度は下位階層との関係が希薄となり、例えば
種々に音楽コンテンツを探した後、元に戻って音楽コンテンツを選択する場合等に、元に
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戻れなくなる。
【００７７】
　しかしながら中間階層のメニュー画面Ｍ１２、Ｍ２３を設けるようにすると、一旦、下
位階層に遷移した場合にあっても、上位階層のメニュー画面Ｍ１に戻る前に、この中間階
層のメニュー画面Ｍ１２、Ｍ２３を表示することにより、下位階層のメニュー画面Ｍ２、
Ｍ３と上位階層のメニュー画面Ｍ１、Ｍ２との関係を把握することができる。これにより
一旦、下位階層に遷移した場合にあっても、上位階層との関係を容易に把握することがで
き、その分、従来に比して使い勝手を向上することができる。
【００７８】
　さらにこの実施例では、階層構造によるメニュー画面Ｍ１～Ｍ３から中間階層のメニュ
ー画面Ｍ１２、Ｍ２３に表示を切り換える場合、またこれとは逆に、中間階層のメニュー
画面Ｍ１２、Ｍ２３からメニュー画面Ｍ１～Ｍ３に表示を切り換える場合、画像の拡大、
縮小、メニューの表示のクロスフェード、フェードイン、フェードアウト等により、中間
階層のメニュー画面Ｍ１２、Ｍ２３に表示するメニューを動画により変化させて、表示が
切り換えられ、これによりユーザーにおいては、中間階層のメニュー画面Ｍ１２、Ｍ２３
と各階層のメニュー画面Ｍ１～Ｍ３との関係を連続的な動きにより把握することができる
。これによりユーザーにおいては、階層構造によるメニュー画面Ｍ１～Ｍ３に表示するメ
ニュー間の結びつきを一段と容易に把握することができ、これによっても一段と使い勝手
を向上することができる。
【００７９】
　さらにこの実施例では、このような中間階層のメニュー画面Ｍ１２、Ｍ２３を介したメ
ニュー画面Ｍ１～Ｍ３の表示の切り換えが、ユーザーによる操作に応じて切り換えられ、
これによってもユーザーの使い勝手が向上される。
【００８０】
　すなわちこの車載装置１に係る音楽コンテンツの選択操作に手慣れたユーザーにおいて
は、このような中間階層のメニュー画面Ｍ１２、Ｍ２３を介したメニュー画面Ｍ１～Ｍ３
の表示の切り換えにあっては、煩雑と感じる場合もある。しかしながら、一般のユーザー
においては、中間階層のメニュー画面Ｍ１２、Ｍ２３を表示して利便を図ることができる
。
【００８１】
　これにより車載装置１では、このメニュー画面Ｍ１～Ｍ３の表示の切り換えに係る操作
子が長い時間押圧操作された場合、又はメニュー画面Ｍ１～Ｍ３の表示の切り換えに係る
タッチパネル３９の操作時間が長い場合、中間階層のメニュー画面Ｍ１２、Ｍ２３の表示
を省略して、メニュー画面Ｍ１～Ｍ３間で表示が切り換えられる。
【００８２】
　これに対してメニュー画面Ｍ１～Ｍ３の表示の切り換えに係る操作子が短い時間押圧操
作された場合、又はメニュー画面Ｍ１～Ｍ３の表示の切り換えに係るタッチパネル３９の
操作時間が短い場合、中間階層のメニュー画面Ｍ１２、Ｍ２３の表示を介して、メニュー
画面Ｍ１～Ｍ３間で表示が切り換えられる。
【００８３】
　これによりこの実施例では、必要に応じて操作子の操作、タッチパネル３９の操作を切
り換えるだけの簡易な操作により、中間階層のメニュー画面Ｍ１２、Ｍ２３の表示、非表
示を切り換えることができ、その分、使い勝手を向上することができる。
【００８４】
　また中間階層のメニュー画面Ｍ１２、Ｍ２３を表示した状態で、表示の切り換えに係る
操作子が長い時間押圧操作された場合、又は表示の切り換えに係るタッチパネル３９の操
作時間が長い場合、階層構造によるメニュー画面Ｍ２の表示を省略して中間階層のメニュ
ー画面Ｍ２３、Ｍ１２に表示が切り換えられ、またこれとは逆に表示の切り換えに係る操
作子が短い時間押圧操作された場合、又は表示の切り換えに係るタッチパネル３９の操作
時間が短い場合、階層構造によるメニュー画面Ｍ２に表示が切り換えられる。
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【００８５】
　これにより車載装置１では、メニューの切り換え操作に関して、操作の統一性が図られ
、これによってもユーザーの使い勝手を向上することができる。
【００８６】
　また車載装置１では、音楽コンテンツに係る再生の指示にあっては、最下位階層のトラ
ック階層のメニュー画面Ｍ３により受け付けるようにして、このトラック階層のメニュー
画面Ｍ３に表示する複数のメニューを表示した中間階層のメニュー画面Ｍ２３においても
、音楽コンテンツに係る再生の指示が受け付けられる。またアルバム単位の再生の指示に
あっても、アルバム階層のメニュー画面Ｍ２により受け付けるようにして、このアルバム
階層のメニュー画面Ｍ２に表示する複数のメニューを表示した中間階層のメニュー画面Ｍ
１２においても、アルバム単位の再生の指示が受け付けられる。
【００８７】
　これによりこの車載装置１では、必要に応じて中間階層のメニュー画面Ｍ１２、Ｍ２３
からメニュー画面Ｍ２、Ｍ３に表示を切り換えなくても、所望するアルバム、音楽コンテ
ンツを再生することができ、その分、使い勝手を向上することができる。
【００８８】
　（３）実施例の効果
　以上の構成によれば、上位階層のメニュー画面で選択されたメニューと、下位階層で表
示する複数のメニューとを表示する中間階層のメニュー画面を設けることにより、階層構
造によりコンテンツ選択のメニュー画面を表示するようにして、一旦、下位階層に遷移し
た場合であっても、上位階層との関係を容易に把握することができる。
【００８９】
　またこのような中間階層のメニュー画面への表示の切り換え、中間階層のメニュー画面
からの表示の切り換えを、中間階層のメニュー画面に表示するメニューを動画により変化
させて実行することにより、各メニュー画面間の結びつきを一段と容易に把握することが
でき、これによっても一段と使い勝手を向上することができる。
【００９０】
　またユーザーによる操作に応動して、中間階層のメニューの表示を省略することにより
、一段と使い勝手を向上することができる。
【００９１】
　また中間階層のメニュー画面によっても、コンテンツの選択を受け付けることにより、
一段と使い勝手を向上することができる。
【実施例２】
【００９２】
　図１５及び図１６は、本発明の実施例２に係る車載装置に適用される中間階層のメニュ
ー画面を示す平面図である。この実施例に係る車載装置は、この中間階層のメニュー画面
Ｍ１２、Ｍ２３に係る構成が異なる点を除いて、実施例１について上述した車載装置１と
同一に構成される。
【００９３】
　ここでこの中間階層のメニュー画面Ｍ１２、Ｍ２３では、ユーザーによるリモートコマ
ンダー、タッチパネルの操作に応動してスクロールバーＳＢ、ガイドＧの表示位置が、図
８及び図９について上述した表示位置から、画面の左端側、上位階層のメニューに係る表
示の外側に切り換えられる。またこの表示位置の切り換えに連動して、右側のメニューに
係るフォーカスの設定が解除されると共に、上位階層のメニューに係る表示が枠Ｋにより
囲まれて表示され、これらにより上位階層のメニュー画面Ｍ１、Ｍ２に係る表示をスクロ
ール可能に設定してこの設定をユーザーに通知する。
【００９４】
　すなわちこの実施例に係るコントローラは、この状態で、ジョイスティックの上下方向
の操作、ジョグダイヤルの回転操作、タッチパネルにより検出されるスクロールバーＳＢ
の操作に応じて、上位階層のメニュー画面Ｍ１、Ｍ２におけるメニュー５０、５１の配列
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の順序により、この枠Ｋにより囲まれた上位階層のメニューに係る表示をスクロールによ
り順次切り換える。
【００９５】
　これによりこの実施例では、上位側のメニュー画面に係るメニューについても、中間階
層のメニュー画面により選択できるように構成され、その分、使い勝手を向上できるよう
になされている。
【００９６】
　なおこのように枠Ｋにより囲まれた上位階層のメニューに係る表示を切り換える場合に
、右側の下位階層に係るメニューにあっては、上位階層のメニューの表示の切り換えに連
動させて切り換えるようにしてもよく、またさらにはこの右側の領域にスクロールバーＳ
Ｂ、ガイドＧの表示位置を切り換える際に、表示を切り換えるようにしてもよい。
【００９７】
　この実施例によれば、上位側のメニュー画面に係るメニューについても、中間階層のメ
ニュー画面により選択することができ、その分、使い勝手を向上できるようになされてい
る。
【実施例３】
【００９８】
　図１７は、本発明の実施例３に係る車載装置に適用される中間階層のメニュー画面の表
示の切り換えを示す平面図である。この実施例に係る車載装置は、この中間階層のメニュ
ー画面Ｍ１２の表示の切り換えが異なる点を除いて、実施例１について上述した車載装置
１と同一に構成される。
【００９９】
　ここでこの実施例では、中間階層のメニュー画面Ｍ１２を表示した状態におけるユーザ
ーによる操作子の操作により、矢印により示すように、中間階層のメニュー画面Ｍ１２の
表示を切り換え、アルバムに係るメニューをジャケットの画像のみにより表示する。また
各アルバムのタイトルをまとめて表示する。なおジャケットの画像のみによるメニューに
あっては、横方向に並べて配置して枠Ｋにより囲ってフォーカスを示す。
【０１００】
　この実施例によれば、中間階層のメニュー画面におけるメニューの表示をジャケットの
画像のみにより実行するようにしても、実施例１と同様の使い勝手を向上することができ
る。
【実施例４】
【０１０１】
　なお上述の実施例においては、ユーザーによる操作に応動して中間階層のメニュー画面
Ｍ１２、Ｍ２３の表示、非表示を切り換え、さらには中間階層のメニュー画面Ｍ１２の表
示をジャケットの画像のみのメニューによるものに切り換える場合について述べたが、本
発明はこれに限らず、事前の設定により、中間階層のメニュー画面Ｍ１２、Ｍ２３の表示
、非表示とし、さらにはジャケットの画像のみによる中間階層のメニュー画面Ｍ１２を表
示するようにしてもよい。
【０１０２】
　また上述の実施例においては、操作子の操作時間、タッチパネルの操作時間により表示
に供するメニュー画面を切り換える場合について述べたが、本発明はこれに限らず、専用
の操作子により、表示に供するメニュー画面を切り換えるようにしてもよい。
【０１０３】
　また上述の実施例においては、一旦、中間階層のメニュー画面に表示を切り換えた後、
ユーザーの操作により改めて上位階層、下位階層のメニュー画面に表示を切り換える場合
について述べたが、本発明はこれに限らず、１回のユーザーによる操作により、上位階層
又は下位階層のメニュー画面から、中間階層のメニュー画面を表示して下位階層又は上位
階層のメニュー画面に表示を切り換えるようにしてもよい。
【０１０４】
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　また上述の実施例においては、アーティスト、アルバムの分類のより音楽コンテンツを
分類して階層構造によるメニュー画面を表示する場合について述べたが、本発明はこれに
限らず、さらにロック、クラッシック等のジャンルにより分類する場合等にも広く適用す
ることができる。
【０１０５】
　また上述の実施例においては、音楽コンテンツの提供に本発明を適用する場合について
述べたが、本発明はこれに限らず、映像コンテンツの提供にも適用することができる。な
おこの場合、例えば放送局、時間等により映像コンテンツを分類して階層構造によるメニ
ューを構成する場合、さらにはジャンル、出演者等により映像コンテンツを分類して階層
構造によるメニューを構成する場合等が考えられる。
【０１０６】
　また上述の実施例においては、本発明を車載装置に適用する場合について述べたが、本
発明はこれに限らず、据え置き型による音楽コンテンツ、映像コンテンツの再生装置、さ
らには音声コンテンツ、映像コンテンツの再生機能を有するコンピュータ等に広く適用す
ることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０７】
　本発明は、例えば車載の記録再生装置に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】本発明の実施例１に係る車載装置におけるメニュー画面の遷移を示す平面図であ
る。
【図２】本発明の実施例１に係る車載装置の運用の説明に供する斜視図である。
【図３】図２の車載装置を関連する構成と共に示すブロック図である。
【図４】図２の車載装置のリモートコマンダーを示す平面図である。
【図５】図２の車載装置のアーティスト階層のメニュー画面を示す平面図である。
【図６】図２の車載装置のアルバム階層のメニュー画面を示す平面図である。
【図７】図２の車載装置のトラック階層のメニュー画面を示す平面図である。
【図８】図２の車載装置のアーティスト階層とアルバム階層との中間階層のメニュー画面
を示す平面図である。
【図９】図２の車載装置のアルバム階層とトラック階層との中間階層のメニュー画面を示
す平面図である。
【図１０】図８の中間階層のメニュー画面へのアーティスト階層からの表示の切り換えを
示す平面図である。
【図１１】図９の中間階層のメニュー画面へのアルバム階層からの表示の切り換えを示す
平面図である。
【図１２】図８の中間階層のメニュー画面へのアルバム階層からの表示の切り換えを示す
平面図である。
【図１３】図９の中間階層のメニュー画面へのトラック階層からの表示の切り換えを示す
平面図である。
【図１４】図８の中間階層のメニュー画面から図９の中間階層のメニュー画面への表示の
切り換えを示す平面図である。
【図１５】実施例２に係る車載装置におけるアーティスト階層とアルバム階層との中間階
層のメニュー画面を示す平面図である。
【図１６】図１５に対応するアルバム階層とトラック階層との中間階層のメニュー画面を
示す平面図である。
【図１７】実施例３に係る車載装置における中間階層のメニュー画面の表示の切り換えを
示す平面図である。
【符号の説明】
【０１０９】
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　１……車載装置、３４……通信ユニット、３３……コントローラ、３７……表示部、３
８……入力部、４０……リモートコマンダー
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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