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(57)【要約】
【課題】楽曲の検索により適した楽曲リストの表示を行
うことができる楽曲再生装置を提供する。
【解決手段】楽曲再生装置を構成するインタフェース装
置において、各選択項目に関する文字情報及び関連付け
られた画像を各選択項目についての表示内容としてリス
ト表示する表示手段と、表示手段によりリスト表示され
ている選択項目からの選択を、前記リスト表示をスクロ
ールさせながら行うための選択手段（ステップ７４、７
５）と、スクロールの速度が所定以上である場合、前記
リスト表示における各選択項目についての前記関連付け
られた画像の表示を行わないように制御する制御手段（
ステップ７３～７５）とを設ける。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各選択項目に関する文字情報及び関連付けられた画像を各選択項目についての表示内容
としてリスト表示する表示手段と、
　前記表示手段によりリスト表示されている選択項目からの選択を、前記リスト表示をス
クロールさせながら行うための選択手段と、
　前記スクロールの速度が所定以上である場合、前記リスト表示における各選択項目につ
いての前記関連付けられた画像の表示を行わないように制御する制御手段とを具備するこ
とを特徴とするインタフェース装置。
【請求項２】
　前記選択手段は前記スクロールの実行を指示するための２段階で動作する２つのタクト
スイッチを備え、いずれかのタクトスイッチが押下された場合、いずれが押下されたかに
よってスクロール方向を決定し、押下が強押しであれば所定の早い速度で、押下が軽押し
であれば所定の遅い速度で前記スクロールを行うものであり、
　前記制御手段は、前記強押しがなされた場合に、前記スクロール速度が所定以上の場合
であると判断するものであることを特徴とする請求項１に記載のインタフェース装置。
【請求項３】
　請求項１又は２のインタフェース装置を備えた楽曲再生装置であって、
　前記インタフェース装置における各選択項目は、選択されたアルバムに含まれる各楽曲
であり、
　前記インタフェース装置における各選択項目に関連する画像は各楽曲に関連付けられた
画像であり、
　前記楽曲再生装置は前記インタフェース装置における選択手段により選択された楽曲を
再生する再生手段を有することを特徴とする楽曲再生装置。
【請求項４】
　各選択項目に関する文字情報及び関連付けられた画像を記憶手段から読み出し、各選択
項目についての表示内容として、表示装置においてリスト表示する表示手段、
　前記表示手段によりリスト表示されている選択項目からの選択を、入力手段を介して入
力される指令に基づき、前記リスト表示をスクロールさせながら行う選択手段、及び
　前記スクロールの速度が所定以上である場合、前記リスト表示における各選択項目につ
いての前記関連付けられた画像の表示を行わないように制御する制御手段としてコンピュ
ータを機能させることを特徴とするインタフェースプログラム。
【請求項５】
　コンピュータが、各選択項目に関する文字情報及び関連付けられた画像を記憶手段から
読み出し、各選択項目についての表示内容として、表示装置においてリスト表示する表示
工程と、
　コンピュータが、前記表示手段によりリスト表示されている選択項目からの選択を、入
力手段を介して入力される指令に基づき、前記リスト表示をスクロールさせながら行う選
択工程と、
　コンピュータが、前記スクロールの速度が所定以上である場合、前記リスト表示におけ
る各選択項目についての前記関連付けられた画像の表示を行わないように制御する制御工
程とを具備することを特徴とするインタフェース方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、選択項目に関連する文字情報及び画像を、各選択項目についての表示内容と
してリスト表示し、選択を受け入れるインタフェース装置、インタフェースプログラム、
及びインタフェース方法、並びに該装置を備えた楽曲再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、ポータブル楽曲再生装置におけるユーザインタフェースを改善する技術として、
所定のカテゴリの階層を辿って再生対象の検索を行うことができるようにしたものが知ら
れている。階層を形成するカテゴリとしては、たとえば、ジャンル、アーティスト、アル
バム、プレイリスト等を採用することができる。この場合たとえば、ジャンル、アーティ
スト、及びアルバム並びに各アルバムに含まれる楽曲はこの順で階層構造を形成すること
ができる。ユーザはたとえば、ホーム画面において表示されるアルバム、アーティスト、
ジャンル、及びプレイリストのうちのいずれかのカテゴリから始めて、下位のカテゴリへ
向けて、再生対象の検索を行うことができる。
【０００３】
　たとえば、ユーザはホーム画面においてアルバムのカテゴリを選択することにより、装
置に記録されているアルバムのリストを表示させることができる。さらに、いずれかのア
ルバムを選択して、そのアルバムに含まれる楽曲のリストを表示させることができる。同
様に、ホーム画面においてアーティストを選択することにより、アーティスト、アルバム
及び楽曲の順で、上位から下位の階層へ向けて検索を行うことができる。ホーム画面にお
いてジャンルを選択した場合には、ジャンル、アーティスト、アルバム、及び楽曲の順で
階層を下りながら検索を行うことができる。プレイリストを選択した場合には、ユーザが
予めプレイリストに登録したアルバムや楽曲を検索することができる。
【０００４】
　一方、楽曲の再生中に、その楽曲のアルバムジャケットの画像や、その楽曲のジャンル
に関連したイメージ画像を表示するようにした楽曲再生装置も知られている（たとえば特
許文献１参照）。
【０００５】
　図８はさらに別の従来技術に係る楽曲再生装置における楽曲リストの表示画面を示す。
この楽曲リストの表示は楽曲の選択用メニューとして用いられる。この楽曲リストの表示
は、あるアルバムが選択された場合に、その下位の画面として、そのアルバムに含まれる
楽曲について行われる。この楽曲再生装置では、上述のユーザインタフェースを改善する
技術におけるのと同様のカテゴリによる階層構造に従った検索を可能としている。また、
楽曲リスト中の各楽曲にはその楽曲が属するアルバムのジャケット画像が関連付けられて
おり、楽曲リストの表示に際しては、各楽曲の名称の表示に付随させて、その楽曲に関連
付けられた画像が表示される。
【０００６】
　すなわち、図８に示す楽曲リストの表示画面８０では、最上部のアルバム表示欄８１に
おいて、選択されたアルバムの名称である「アルバムＡ」が表示されている。その下の、
各楽曲の表示欄８２では、アルバムＡに含まれる各楽曲の名称として「楽曲１」、「楽曲
２」・・・が表示されている。また、各楽曲名の表示に付随させて、各楽曲に関連付けら
れたアルバムジャケットの画像８３が併せて表示されている。基本的には、同一アルバム
に含まれる各楽曲に対しては、同一のジャケット画像が関連付けられる。ただし、異なる
画像が関連付けられる場合もある。
【０００７】
　楽曲リストにおける選択中の楽曲についての表示欄８２ａ、すなわちカーソルが位置す
る表示欄８２ａでは、選択中であることがわかるように、画像の表示が拡大され、他の表
示欄８２とは異なる配色の文字で情報の表示が行われる。拡大された表示欄８２ａには楽
曲名称に加え、アーティストの名称「アーティストα」や演奏時間「３：３８」の情報が
追加的に表示される。選択中の楽曲については、所定のユーザ操作がなされた場合、再生
が開始されることになる。
【０００８】
【特許文献１】特開２００６－２１６２０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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　しかしながら、上述図８の従来例によれば、各楽曲の表示欄８２や８２ａにおいて、同
一のジャケット画像が繰り返し表示されているので、観た感じとして、煩わしい印象を与
える。また、ジャケット画像が明るい配色のものである場合には、相対的に、文字情報が
見え難くなり、各楽曲についての情報の視認性が低下する場合がある。さらに、楽曲の選
択のためにカーソルを移動させるとき、移動速度を大きくしようとしても、画像の表示を
書き換えるための負荷により、移動速度がスムーズに上がらないという問題もある。
【００１０】
　本発明の目的は、このような従来技術の問題点に鑑み、楽曲の検索により適した楽曲リ
ストの表示を行うことができる楽曲再生装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、第１の発明に係るインタフェース装置は、各選択項目に関
する文字情報及び関連付けられた画像を各選択項目についての表示内容としてリスト表示
する表示手段と、前記表示手段によりリスト表示されている選択項目からの選択を、前記
リスト表示をスクロールさせながら行うための選択手段と、前記スクロールの速度が所定
以上である場合、前記リスト表示における各選択項目についての前記関連付けられた画像
の表示を行わないように制御する制御手段とを具備することを特徴とする。
【００１２】
　ここで、インタフェース装置としては、たとえば携帯型の楽曲再生装置において使用さ
れるものが該当する。選択項目に関する文字情報及び関連付けられた画像としては、たと
えば、選択項目が楽曲である場合の楽曲名及びその楽曲に関連付けられたアルバムジャケ
ット画像が該当する。選択項目としては、たとえば、再生や削除の対象とする楽曲やアル
バムが該当する。スクロールの速度が所定以上である場合としては、スクロールの実際の
速度が所定以上である場合や、スクロールの指示された速度が所定以上である場合が該当
する。
【００１３】
　この構成において、各選択項目に関する文字情報及び関連付けられた画像を各選択項目
についての表示内容とするリスト表示が行われると、ユーザは選択手段を用い、リスト表
示を必要に応じてスクロールさせながら、表示される各選択項目のうちのいずれかの選択
を行うことができる。その際、スクロール速度が所定以上の場合、リスト表示における各
選択項目についての前記関連付けられた画像の表示は行われない。この場合、画像を表示
するための処理負荷が軽減されることになる。したがって、ユーザは所望の速いスクロー
ル速度を容易に得ることができる。
【００１４】
　第２の発明に係るインタフェース装置は、第１発明において、前記選択手段は前記スク
ロールの実行を指示するための２段階で動作する２つのタクトスイッチを備え、いずれか
のタクトスイッチが押下された場合、いずれが押下されたかによってスクロール方向を決
定し、押下が強押しであれば所定の早い速度で、押下が軽押しであれば所定の遅い速度で
前記スクロールを行うものであり、前記制御手段は、前記強押しがなされた場合に、前記
スクロール速度が所定以上の場合であると判断するものであることを特徴とする。
【００１５】
　第３の発明に係る楽曲再生装置は、第１発明又は第２発明に係るインタフェース装置を
備えた楽曲再生装置であって、前記インタフェース装置における各選択項目は、選択され
たアルバムに含まれる各楽曲であり、前記インタフェース装置における各選択項目に関連
する画像は各楽曲に関連付けられた画像であり、前記楽曲再生装置は前記インタフェース
装置における選択手段により選択された楽曲を再生する再生手段を有することを特徴とす
る。
【００１６】
　第４の発明に係るインタフェースプログラムは、各選択項目に関する文字情報及び関連
付けられた画像を記憶手段から読み出し、各選択項目についての表示内容として、表示装
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置においてリスト表示する表示手段、前記表示手段によりリスト表示されている選択項目
からの選択を、入力手段を介して入力される指令に基づき、前記リスト表示をスクロール
させながら行う選択手段、及び、前記スクロールの速度が所定以上である場合、前記リス
ト表示における各選択項目についての前記関連付けられた画像の表示を行わないように制
御する制御手段としてコンピュータを機能させることを特徴とする。
【００１７】
　第５の発明に係るインタフェース方法は、コンピュータが、各選択項目に関する文字情
報及び関連付けられた画像を記憶手段から読み出し、各選択項目についての表示内容とし
て、表示装置においてリスト表示する表示工程と、コンピュータが、前記表示手段により
リスト表示されている選択項目からの選択を、入力手段を介して入力される指令に基づき
、前記リスト表示をスクロールさせながら行う選択工程と、コンピュータが、前記スクロ
ールの速度が所定以上である場合、前記リスト表示における各選択項目についての前記関
連付けられた画像の表示を行わないように制御する制御工程とを具備することを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、スクロールの速度が所定以上である場合、リスト表示における各選択
項目についての前記関連付けられた画像の表示を行わないようにしたため、画像を表示す
るための処理負荷を軽減し、容易に速いスクロール速度を達成することができる。したが
って、選択項目についての検索効率を向上させることができる。また、高速でスクロール
を行うとき、画像の流れてゆく表示が煩わしい印象を与えたり、文字情報の視認性の低下
を生じさせたりするのを防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図１は、本発明の一実施形態に係る携帯型の楽曲再生装置の構成を示すブロック図であ
る。同図に示すようにこの装置は、装置各部の制御や各種情報の処理を行う制御部１１、
制御部１１によってアクセスされるハードディスク１２、制御部１１の制御により各種情
報の表示を行う表示部１３、制御部１１に対してユーザが操作入力を行うための入力部１
４、制御部１１からの音声信号を音波に変換して出力する音声出力部１５を備える。
【００２０】
　ハードディスク１２には、楽曲の再生に用いられる音楽ファイルや、各楽曲に対して関
連付けられた画像データが格納される。制御部１１は所定のプログラムに従い、ハードデ
ィスク１２中のデータを参照しながら、入力部１４及び表示部１３を用いたユーザインタ
フェース機能や、該機能を介して指定された楽曲の再生等を行う。
【００２１】
　図２は図１の装置の前面を示す。同図において、２１は表示部１３を構成する液晶ディ
スプレイの画面、２２は入力部１４を構成する操作キー、２３は同様に入力部１４を構成
するメニューキー、２４は音声出力部１５を構成するヘッドホンである。操作キー２２は
中央に位置する中央キーＭ、上部に位置する上キーＵ、下部に位置する下キーＤ、右側に
位置する右キーＲ、及び左側に位置する左キーＬの５つのキーを備える。それぞれタクト
スイッチで構成されている。特に上キーＵ及び下キーＤはそれぞれ、軽く押下する軽押し
及び強く押下する強押しにより２段階で動作するタクトスイッチで構成されている。つま
り、上キーＵ及び下キーＤはそれぞれ、１つのキーで軽押し及び強押しによる２種類の操
作入力を行うことができるようになっている。
【００２２】
　メニューキー２３は、各種動作モード設定用の選択項目を上下方向に並べて表示したメ
ニュー画面を表示させるために用いることができる。上キーＵ及び下キーＤは、各種メニ
ュー画面における選択項目の選択を行うために用いることができる。再生装置は、上キー
Ｕ又は下キーＤが押下されると、選択中の項目を示すカーソルを、メニューの上方向又は
下方向に移動させる。その際、選択項目数が多い場合には、必要に応じて、メニュー表示
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を上下方向にスクロールさせる。上キーＵ又は下キーＤの押下によるカーソル移動やメニ
ュー表示のスクロールの速度は、軽押しの場合に遅く、強押しの場合に早い。右キーＲは
選択中の項目に関連する下位の画面を表示させるために用いることができる。
【００２３】
　図３はハードディスク１２に記録されている楽曲を区分する方法の一例を示す。各楽曲
の音楽ファイルに付随するアルバム名、アーティスト名、ジャンル名等の情報に基づき、
同図のように、各楽曲はアルバム毎に区分することができる。また、各アルバムはアーテ
ィスト毎に区分し、各アーティストはジャンル毎に区分することができる。すなわち、ジ
ャンル、アーティスト、アルバム、及び楽曲を各階層のカテゴリとする階層構造を形成す
ることができる。階層構造としては図３の例の他、音楽ファイルに付随するアルバム名、
アーティスト名、ジャンル名等の情報を用いて形成し得る種々の形態のものを採用するこ
とができる。たとえば、カテゴリ要素として全楽曲が含まれる楽曲カテゴリのみの階層か
なる階層構造や、カテゴリ要素として全アーティストが含まれるアーティストカテゴリの
階層、及びその下の階層としての各アーティスト毎に区分された楽曲カテゴリの階層から
なる階層構造を採用してもよい。
【００２４】
　図４は画面２１に表示されたホーム画面を示す。この画面上には「アーティスト」、「
アルバム」、「ジャンル」等のカテゴリ名が表示されており、いずれかのカテゴリを選択
して右キーＲを押下することにより、そのカテゴリの階層から始めて、図３のような階層
構造に従い、所望の階層のカテゴリにおける要素の検索を行うことができるようになって
いる。
【００２５】
　たとえば、図４のホーム画面において「アーティスト」にカーソルが位置付けられ、「
アーティスト」が選択された状態において、右キーＲが押下されると、楽曲再生装置は、
図３の例に従えば、「アーティストＡ」、「アーティストＢ」・・・を選択項目とするア
ーティストの一覧画面を表示する。この画面において、上キーＵ及び下キーＤの操作によ
り「アーティストＢ」が選択され、右キーＲが押下されると、アーティストＢに属する「
アルバムｂ」及び「アルバムｃ」を選択項目とするアルバムの一覧画面を表示する。この
画面においてアルバムｃが上キーＵ及び下キーＤの操作により選択され、右キーＲが押下
されると、「楽曲１２」、「楽曲１３」・・・「楽曲ｎ」を選択項目とする楽曲の一覧画
面を表示する。この画面においては、上キーＵ及び下キーＤの操作により、表示された楽
曲のうちのいずれかを選択することができる。
【００２６】
　また、このようにして所望の階層のカテゴリにおける選択要素を検索し、選択すること
により、再生範囲や再生開始位置を指定することができるようになっている。たとえばア
ーティストＢが選択され、中央キーＭが押下された場合には、楽曲再生装置は、設定に応
じ、アーティストＢに属する全アルバムの全楽曲を再生し、又はアーティストＢに属する
最初のアルバムｂの楽曲６から再生を開始する。
【００２７】
　図５は図３の例におけるアルバムｃが選択され、右キーＲが押下された場合に、画面２
１上に表示される楽曲の一覧画面、すなわち楽曲選択用のメニュー画面を示す。同図に示
すように、このメニュー画面には、画面２１の上部において、アルバムｃのアルバム名「
アルバムｃ」及びこれに関連付けられたアルバムジャケットの画像５１が表示される。こ
の表示の下の一覧表示領域６１においては、選択項目としての楽曲の一覧が表示されてい
る。楽曲一覧として、同図においては、楽曲１２～１６の楽曲名「楽曲１２」、「楽曲１
３」・・・「楽曲１６」とともに、それぞれに関連付けられた画像５２～５６が、各楽曲
名に付随させて表示されている。
【００２８】
　同図においては、楽曲１４が選択されている様子が示されている。すなわち、同図のメ
ニュー画面の初期状態において楽曲１２の位置に位置していたカーソル６３が、下キーＤ
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の軽押しにより、楽曲１４の位置に位置付けられたときの様子である。このように、選択
されている楽曲については、付随する画像が拡大して表示され、楽曲名等の文字が明るい
配色で表示され、演奏時間に関する情報が追加表示される。なお、下キーＤの軽押しが継
続され、カーソル６３が一覧表示領域６１の最下部に到達した後は、楽曲一覧が下方へ向
けてスクロールされ、順次、楽曲１７、楽曲１８・・・の順で、それらについての選択項
目としての表示が現れ、選択がなされてゆくことになる。
【００２９】
　図６は図５の状態において下キーＤが強押しされ、カーソル６３が楽曲１６の位置まで
移動した後、該強押しが継続しているときの画面２１の状態を示す。カーソル６３は一覧
表示領域６１の下端の項目の１つ手前の項目位置に位置し、楽曲の一覧表示領域６１内に
表示されている楽曲リストは、下キーＤが軽押しされている場合よりも早い速度で下方向
にスクロールしている。なお、スクロール中のカーソル６３の位置としては、上記下端項
目の１つ手前の項目位置に限らず、たとえば、一覧表示領域６１の中間の位置を採用する
ようにしてもよい。このスクロールが行われている間、楽曲リストにおいては楽曲名のみ
、又は選択中の楽曲については楽曲名及び演奏時間のみが表示され、各楽曲に関連付けら
れた画像が表示されることはない。ただし、画面２１の上部には、当該楽曲の属するアル
バムｃの拡大されたジャケット画像５１ａが、アルバムｃのアルバム名「アルバムｃ」、
アーティスト名「アーティストＢ」、曲数「１５曲」、総演奏時間「５０：４３」等の文
字情報６２と共に表示される。下キーＤの強押しが解除された場合には、図５の態様によ
る、各楽曲の画像表示を伴う表示状態に戻る。
【００３０】
　図７は制御部１１による処理の一部を示すフローチャートである。この処理は、いずれ
かのアルバムが選択されて右キーＲが押下された状態において開始される。右キーＲが押
下されたとき、各楽曲に付随する画像を表示する図５の態様による表示が行われるが、初
期状態においては、カーソル６３は一覧表示領域６１の上端に位置している。この状態に
おいて処理を開始すると、制御部１１はまず、ステップ７１及び７２において、上キーＵ
又は下キーＤ若しくは他のキーが押下されるのを待機する。
【００３１】
　上キーＵ又は下キーＤの押下を検出した場合には、ステップ７３へ進み、押下が強押し
であるか否かを判定する。強押しではないと判定した場合すなわち軽押しの場合には、ス
テップ７４へ進み、図５の態様によるメニュー表示のままカーソル６３の移動を行ない、
又は一覧表示領域６１に表示されている楽曲一覧のスクロールを所定の遅い速度で行う。
スクロールは、カーソル６３が一覧表示領域６１の上端又は下端の項目の１つ手前の項目
位置まで移動した後、その移動方においてさらに画面上に現れていない選択項目が存在す
る場合に、それらの選択項目が順次表示されるように行われる。カーソルの移動方向及び
スクロールの方向は、押下されたキーが上キーＵ又は下キーＤであるかに応じて決定され
る。上キーＵ又は下キーＤの押下が停止されると、カーソル６３の移動又は楽曲一覧表示
のスクロールを停止し、ステップ７１に戻る。このときにカーソル６３の位置に位置して
いる楽曲が選択されたことになる。
【００３２】
　ステップ７３において押下が強押しであると判定した場合には、同様に、カーソル６３
の移動を行ない、又は楽曲一覧のスクロールを所定の速い速度で行う。ただし、カーソル
６３を一覧表示領域６１の上端又は下端の項目の１つ手前の項目位置まで移動させる間は
、画面２１の表示態様は、図５の態様のままであるが、楽曲一覧をスクロールさせている
間は図６の態様による表示を行う。つまり高速スクロール中は、楽曲一覧において、各楽
曲に関連付けられた画像の表示は行わない。上キーＵ又は下キーＤの押下が停止されると
、画面２１の表示態様を図５の態様とし、ステップ７１に戻る。このときにカーソル６３
の位置に位置している楽曲が選択されたことになる。
【００３３】
　ステップ７２において他のキーの押下を検出した場合には、そのまま図７の処理を終了
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【００３４】
　本実施形態によれば、上キーＵ又は下キーＤの強押しによる楽曲一覧のスクロールに際
し、楽曲一覧における各楽曲についての関連付けられた画像の表示を行わないようにした
ため、画像を表示するための処理負荷を軽減し、容易に速いスクロール速度を達成するこ
とができる。したがって、楽曲についての検索効率を向上させることができる。また、高
速スクロールに際して画像の流れてゆく表示が煩わしい印象を与えたり、文字情報の視認
性の低下を生じさせたりするのを防止することができる。
【００３５】
　なお、本発明は上述の実施形態に限定されることなく適宜変形して実施することができ
る。たとえば、上述においては、音楽ファイルや関連図形を格納するためにハードディス
クを用いているが、この代わりに半導体メモリを用いるようにしてもよい。
【００３６】
　また上述においては、スクロール時における楽曲一覧の表示態様として図５又は図６の
いずれを用いるかを、タクトスイッチの押下が強押しであるか軽押しであるかに応じて決
定するようにしているが、この代わりに、実際のスクロール速度に応じて決定するように
してもよい。実際のスクロール速度は、たとえば、スクロールのための画面の書換えルー
チンにおいて書換え数をカウントする処理を設け、そのカウント値の単位時間における変
化量として取得することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の一実施形態に係る携帯型の楽曲再生装置の構成を示すブロック図である
。
【図２】図１の装置の前面を示す図である。
【図３】図１の装置のハードディスクに記録されている楽曲を区分する方法の一例を示す
図である。
【図４】図１の装置におけるホーム画面を示す図である。
【図５】図３の例におけるアルバムｃが選択され、右キーＲが押下された場合に表示され
る楽曲選択用のメニュー画面を示す図である。
【図６】図５の表示状態において下キーＤが強押しされ、スクロール状態となったときの
表示態様を示す図である。
【図７】図１の装置における制御部による処理の一部を示すフローチャートである。
【図８】従来の楽曲再生装置における１つのアルバムに含まれる楽曲のリストを表示した
画面を示す図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１１：制御部、１２：ハードディスク、１３：表示部、１４：入力部、１５：音声出力
部、２１：画面、２２：操作キー、２３：メニューキー、２４：ヘッドホン、Ｍ：中央キ
ー、Ｒ：右キー、Ｌ：左キー、Ｕ：上キー、Ｄ：下キー、５１～５６：画像、６１：一覧
表示領域、６２：文字情報、６３：カーソル、８０：表示画面、８１：アルバム表示欄、
８２：表示欄、８２ａ：拡大された表示欄、８３：画像。
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