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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再生候補とされた複数のコンテンツが有する複数の関連性に応じて、前記複数のコンテ
ンツを分類した複数のグループのうち、所定数のグループに含まれる前記コンテンツに関
連する画像を、表示部に表示させ、
　ユーザの操作に基づいて、前記所定数のグループを切り替えて、前記コンテンツに関す
る画像を、前記表示部に表示させ、
　前記コンテンツの中から再生対象とする前記コンテンツを選択し、
　再生対象とする前記コンテンツが新たに選択されたときに、その選択された前記コンテ
ンツに基づいて前記グループごとに複数の前記コンテンツがランダムに順番付されて前記
グループの再構築が行われるのに従って、前記画像の表示を更新する
　制御部
　を備え、
　前記表示部は、
　　再生対象の前記コンテンツに関連する前記画像を所定位置に表示するとともに、
　　前記グループごとに第１の方向に沿って、再生候補の前記コンテンツに関連する前記
画像を前記グループごとに、前記所定位置に対して前記第１の方向の一方側に複数枚ずつ
表示し、
　前記制御部は、
　　前記第１の方向に略直交する第２の方向を示すユーザの操作に従って、再生候補の前
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記コンテンツに関連する前記画像を前記第２の方向にスライドして、前記表示部に表示さ
れる所定数のグループの切り替えのみを行い、
　　前記第１の方向の一方から他方を示すユーザの操作に従って、前記所定位置から直接
的に前記第１の方向の一方側に表示されている前記画像に対応する前記コンテンツを、新
たな再生対象のコンテンツとする選択を行う
　再生装置。
【請求項２】
　前記表示部は、前記制御部により新たに再生対象とする前記コンテンツが選択されると
、新たに再生対象とする前記コンテンツに関連する前記画像を前記所定位置に表示すると
ともに、直前まで再生対象であった前記コンテンツに関連する前記画像を、前記所定位置
から直接的に前記第１の方向の他方側に表示する
　請求項１に記載の再生装置。
【請求項３】
　前記制御部は、再生対象の前記コンテンツの再生が終了すると、前記所定位置から直接
的に前記第１の方向の一方側に表示されている前記画像に対応する前記コンテンツを、新
たな再生対象のコンテンツとして選択する
　請求項１または２に記載の再生装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記表示部に表示されている再生候補の前記コンテンツに関連する前記
画像をユーザが指定する操作を行うと、その指定された前記画像に対応する前記コンテン
ツを、新たな再生対象のコンテンツとして選択する
　請求項１乃至３のいずれかに記載の再生装置。
【請求項５】
　再生候補とされた複数のコンテンツが有する複数の関連性に応じて、前記複数のコンテ
ンツを分類した複数のグループのうち、所定数のグループに含まれる前記コンテンツに関
連する画像を、表示部に表示させ、
　ユーザの操作に基づいて、前記所定数のグループを切り替えて、前記コンテンツに関す
る画像を、前記表示部に表示させ、
　前記コンテンツの中から再生対象とする前記コンテンツを選択し、
　再生対象とする前記コンテンツが新たに選択されたときに、その選択された前記コンテ
ンツに基づいて前記グループごとに複数の前記コンテンツがランダムに順番付されて前記
グループの再構築が行われるのに従って、前記画像の表示を更新する
　ステップを含み、
　前記表示部では、再生対象の前記コンテンツに関連する前記画像が所定位置に表示され
るとともに、前記グループごとに第１の方向に沿って、再生候補の前記コンテンツに関連
する前記画像が前記グループごとに、前記所定位置に対して前記第１の方向の一方側に複
数枚ずつ表示され、
　　前記第１の方向に略直交する第２の方向を示すユーザの操作に従って、再生候補の前
記コンテンツに関連する前記画像を前記第２の方向にスライドして、前記表示部に表示さ
れる所定数のグループの切り替えのみが行われ、
　　前記第１の方向の一方から他方を示すユーザの操作に従って、前記所定位置から直接
的に前記第１の方向の一方側に表示されている前記画像に対応する前記コンテンツを、新
たな再生対象のコンテンツとする選択が行われる
　再生方法。
【請求項６】
　再生候補とされた複数のコンテンツが有する複数の関連性に応じて、前記複数のコンテ
ンツを分類した複数のグループのうち、所定数のグループに含まれる前記コンテンツに関
連する画像を、表示部に表示させ、
　ユーザの操作に基づいて、前記所定数のグループを切り替えて、前記コンテンツに関す
る画像を、前記表示部に表示させ、
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　前記コンテンツの中から再生対象とする前記コンテンツを選択し、
　再生対象とする前記コンテンツが新たに選択されたときに、その選択された前記コンテ
ンツに基づいて前記グループごとに複数の前記コンテンツがランダムに順番付されて前記
グループの再構築が行われるのに従って、前記画像の表示を更新する
　ステップを含み、
　前記表示部では、再生対象の前記コンテンツに関連する前記画像が所定位置に表示され
るとともに、前記グループごとに第１の方向に沿って、再生候補の前記コンテンツに関連
する前記画像が前記グループごとに、前記所定位置に対して前記第１の方向の一方側に複
数枚ずつ表示され、
　　前記第１の方向に略直交する第２の方向を示すユーザの操作に従って、再生候補の前
記コンテンツに関連する前記画像を前記第２の方向にスライドして、前記表示部に表示さ
れる所定数のグループの切り替えのみが行われ、
　　前記第１の方向の一方から他方を示すユーザの操作に従って、前記所定位置から直接
的に前記第１の方向の一方側に表示されている前記画像に対応する前記コンテンツを、新
たな再生対象のコンテンツとする選択が行われる
　処理をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、再生装置および再生方法、並びにプログラムに関し、特に、再生中のコンテ
ンツと様々な関連性のあるコンテンツをより手軽に選択して再生することができるように
した再生装置および再生方法、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、再生装置が楽曲（コンテンツ）を再生する機能の一つとして、再生装置に記憶さ
れている全ての楽曲をランダムな順番で再生するシャッフル再生という機能がある。そし
て、再生装置によりシャッフル再生されている楽曲を聞いているユーザが、再生中の楽曲
と同一のアーティストによる他の楽曲や、再生中の楽曲と同年代に発売された他の楽曲な
ど、再生中の楽曲と関連性のある他の楽曲を聞きたくなることがある。
【０００３】
　この場合、従来の再生装置において、ユーザは、再生中の楽曲のアーティスト名または
発売年を記憶した上で再生装置を操作して、アーティスト名または発売年ごとに楽曲を選
択する画面を表示させた後に、所望の楽曲を選択する必要があった。つまり、従来の再生
装置では、ユーザが再生中の楽曲と関連性のある楽曲を聞きたくなった場合に、所望の楽
曲を選択して再生するまでの操作に手間が掛かっていた。
【０００４】
　そこで、再生中の楽曲と関連性のある楽曲を、ユーザが容易に選択することができるよ
うな様々な手法が提案されている。
【０００５】
　例えば、特許文献１には、再生中の楽曲に関連付けられた画像と類似性を有する画像に
基づいて選択された複数の楽曲を提示し、ユーザに再生させる楽曲を選択させるオーディ
オ再生装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－１８１６４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１に開示されているオーディオ再生装置では、再生中の楽曲に
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関連付けられた画像の類似性に基づいて選択された楽曲を提示するだけに過ぎず、再生中
の楽曲と画像の類似性以外の様々な関連性のある楽曲が提示されることはない。従って、
例えば、アーティスト名や発売年などの様々な関連性の中から、楽曲を手軽に選択して再
生させたいユーザにとっては使い勝手が良いものではなかった。
【０００８】
　本開示は、このような状況に鑑みてなされたものであり、再生中のコンテンツと様々な
関連性のあるコンテンツをより手軽に選択して再生することができるようにするものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本開示の一側面の再生装置は、再生候補とされた複数のコンテンツが有する複数の関連
性に応じて、前記複数のコンテンツを分類した複数のグループのうち、所定数のグループ
に含まれる前記コンテンツに関連する画像を、表示部に表示させ、ユーザの操作に基づい
て、前記所定数のグループを切り替えて、前記コンテンツに関する画像を、前記表示部に
表示させ、前記コンテンツの中から再生対象とする前記コンテンツを選択し、再生対象と
する前記コンテンツが新たに選択されたときに、その選択された前記コンテンツに基づい
て前記グループごとに複数の前記コンテンツがランダムに順番付されて前記グループの再
構築が行われるのに従って、前記画像の表示を更新する制御部を備え、前記表示部は、再
生対象の前記コンテンツに関連する前記画像を所定位置に表示するとともに、前記グルー
プごとに第１の方向に沿って、再生候補の前記コンテンツに関連する前記画像を前記グル
ープごとに、前記所定位置に対して前記第１の方向の一方側に複数枚ずつ表示し、前記制
御部は、前記第１の方向に略直交する第２の方向を示すユーザの操作に従って、再生候補
の前記コンテンツに関連する前記画像を前記第２の方向にスライドして、前記表示部に表
示される所定数のグループの切り替えのみを行い、前記第１の方向の一方から他方を示す
ユーザの操作に従って、前記所定位置から直接的に前記第１の方向の一方側に表示されて
いる前記画像に対応する前記コンテンツを、新たな再生対象のコンテンツとする選択を行
う。
【００１０】
　本開示の一側面の再生方法またはプログラムは、再生候補とされた複数のコンテンツが
有する複数の関連性に応じて、前記複数のコンテンツを分類した複数のグループのうち、
所定数のグループに含まれる前記コンテンツに関連する画像を、表示部に表示させ、ユー
ザの操作に基づいて、前記所定数のグループを切り替えて、前記コンテンツに関する画像
を、前記表示部に表示させ、前記コンテンツの中から再生対象とする前記コンテンツを選
択し、再生対象とする前記コンテンツが新たに選択されたときに、その選択された前記コ
ンテンツに基づいて前記グループごとに複数の前記コンテンツがランダムに順番付されて
前記グループの再構築が行われるのに従って、前記画像の表示を更新するステップを含み
、前記表示部では、再生対象の前記コンテンツに関連する前記画像が所定位置に表示され
るとともに、前記グループごとに第１の方向に沿って、再生候補の前記コンテンツに関連
する前記画像が前記グループごとに、前記所定位置に対して前記第１の方向の一方側に複
数枚ずつ表示され、前記第１の方向に略直交する第２の方向を示すユーザの操作に従って
、再生候補の前記コンテンツに関連する前記画像を前記第２の方向にスライドして、前記
表示部に表示される所定数のグループの切り替えのみが行われ、前記第１の方向の一方か
ら他方を示すユーザの操作に従って、前記所定位置から直接的に前記第１の方向の一方側
に表示されている前記画像に対応する前記コンテンツを、新たな再生対象のコンテンツと
する選択が行われる。
【００１１】
　本開示の一側面においては、再生候補とされた複数のコンテンツが有する複数の関連性
に応じて、前記複数のコンテンツを分類した複数の複数のグループのうち、所定数のグル
ープに含まれるコンテンツに関連する画像が表示され、ユーザの操作に基づいて、所定数
のグループが切り替えられて、コンテンツに関する画像が表示されて、コンテンツの中か
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ら再生対象とするコンテンツが選択され、再生対象とするコンテンツが新たに選択された
ときに、その選択されたコンテンツに基づいてグループごとに複数のコンテンツがランダ
ムに順番付されてグループの再構築が行われるのに従って、画像の表示が更新される。ま
た、表示部では、再生対象のコンテンツに関連する画像が所定位置に表示されるとともに
、グループごとに第１の方向に沿って、再生候補のコンテンツに関連する画像がグループ
ごとに、所定位置に対して第１の方向の一方側に複数枚ずつ表示される。そして、第１の
方向に略直交する第２の方向を示すユーザの操作に従って、再生候補のコンテンツに関連
する画像が第２の方向にスライドされて、表示部に表示される所定数のグループの切り替
えのみが行われ、第１の方向の一方から他方を示すユーザの操作に従って、所定位置から
直接的に第１の方向の一方側に表示されている画像に対応するコンテンツを、新たな再生
対象のコンテンツとする選択が行われる。
【発明の効果】
【００１２】
　本開示の一側面によれば、再生中のコンテンツと様々な関連性のあるコンテンツをより
手軽に選択して再生することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本技術を適用した再生装置の一実施の形態の構成例を示すブロック図である。
【図２】楽曲を分類するグループについて説明する図である。
【図３】操作画面の表示例を示す図である。
【図４】右フリックされたときに表示される操作画面の表示例を示す図である。
【図５】再生装置が楽曲を再生する再生方法を示すフローチャートである。
【図６】コンピュータの構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本技術を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明
する。
【００１５】
　図１は、本技術を適用した再生装置の一実施の形態の構成例を示すブロック図である。
【００１６】
　図１において、再生装置１１は、タッチパネル１２、記憶部１３、操作情報取得部１４
、グループ構築部１５、表示制御部１６、再生処理部１７、出力部１８、および制御部１
９を備えて構成され、ユーザの操作に応じて選択された楽曲（コンテンツ）を再生する。
【００１７】
　タッチパネル１２は、操作部１２Ａおよび表示部１２Ｂを有して構成される。操作部１
２Ａは、例えば、タッチパネル１２の表面における静電容量の変化を検出するセンサなど
により構成され、タッチパネル１２の表面に対するユーザのタッチを検知し、タッチされ
た箇所の位置を示すタッチデータを操作情報取得部１４に供給する。表示部１２Ｂは、例
えば、液晶パネルや有機ＥＬ（Electro-Luminescence）パネルなどにより構成され、表示
制御部１６から供給される画像データに従って、楽曲が収録されているアルバムのジャケ
ット画像などが配置された操作画面（後述の図３参照）を表示する。
【００１８】
　記憶部１３は、例えば、再生装置１１に内蔵または着脱可能とされたフラッシュメモリ
（例えば、EEPROM（Electronically Erasable and Programmable Read Only Memory））
などにより構成され、複数の楽曲のデータ（オーディオファイル）を記憶する。また、記
憶部１３には、楽曲に対応付けられて、それぞれの楽曲に関連する情報であるメタ情報が
記憶されている。メタ情報には、例えば、楽曲の名称であるタイトル、楽曲を歌唱した歌
手の名前であるアーティスト名、楽曲が収録されているアルバムの名称であるアルバム名
、楽曲の作曲者の名前であるコンポーザ、楽曲が発売された年を示す発売年などが含まれ
る。さらに、記憶部１３には、楽曲に対応付けられて、それぞれの楽曲に関連する画像と
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して、楽曲が収録されているアルバムのジャケット画像が記憶されている。
【００１９】
　操作情報取得部１４は、タッチパネル１２の操作部１２Ａから供給されるタッチデータ
に基づいて、ユーザにより行われた操作の内容を示す操作情報を取得し、その操作情報を
制御部１９に供給する。
【００２０】
　例えば、操作情報取得部１４は、タッチデータが、タッチされた箇所が移動せず、短時
間でタッチが離れたことを示している場合、ユーザがタッチパネル１２の表面を指でワン
タッチした操作（以下、適宜、タップと称する）を行ったことを示す操作情報を取得する
。また、操作情報取得部１４は、タッチデータが、タッチされた箇所が移動したことを示
している場合、ユーザがタッチパネル１２の表面をタッチしたまま指をスライドした操作
（以下、適宜、フリックと称する）を行ったことを示す操作情報を取得する。また、操作
情報には、ユーザによる操作がタップである場合にはタップされた位置を示す情報が含ま
れ、ユーザによる操作がフリックである場合にはフリックされた方向を示す情報が含まれ
る。
【００２１】
　グループ構築部１５は、制御部１９の制御に従い、再生装置１１において再生対象とな
る楽曲のメタ情報に基づいて、記憶部１３に記憶されている複数の楽曲を分類するグルー
プを構築する。例えば、グループ構築部１５は、再生対象となる楽曲のアーティスト名や
発売年などに基づいて記憶部１３を検索し、再生対象の楽曲と同一のアーティスト名の楽
曲で分類されたグループや、再生対象の楽曲と同一の発売年の楽曲で分類されたグループ
を構築する。
【００２２】
　表示制御部１６は、制御部１９の制御に従い、タッチパネル１２の表示部１２Ｂに対し
て画像データを供給し、表示部１２Ｂに表示される操作画面の表示を制御する。例えば、
表示制御部１６は、再生装置１１で再生対象（再生中）の楽曲が収録されているアルバム
のジャケット画像を操作画面に表示させる。また、表示制御部１６は、再生対象の楽曲の
ジャケット画像とともに、再生対象の楽曲のメタ情報に基づいてグループ構築部１５が構
築したグループごとに、再生候補とする楽曲が収録されているアルバムのジャケット画像
を操作画面に表示させる。
【００２３】
　再生処理部１７は、制御部１９の制御に従って、記憶部１３に記憶されている楽曲を再
生する処理を行い、再生した楽曲を出力部１８に出力する。また、再生処理部１７は、再
生対象の楽曲が最後まで再生されると、楽曲の再生が終了したことを制御部１９に通知す
る。
【００２４】
　出力部１８は、例えば、音楽や音声などを出力可能なスピーカなどにより構成され、再
生処理部１７により再生された楽曲を出力する。
【００２５】
　制御部１９は、操作情報取得部１４から供給される操作情報に従って、再生装置１１を
構成する各ブロックを制御する。
【００２６】
　例えば、制御部１９は、ユーザの操作に応じて再生対象とする楽曲を選択し、その楽曲
を再生するように再生処理部１７に対する制御を行う。このとき同時に、制御部１９は、
再生対象とされた楽曲のメタ情報に基づいたグループを構築するようにグループ構築部１
５に対する制御を行うとともに、再生対象とされた楽曲に応じた操作画面を表示部１２Ｂ
に表示するように表示制御部１６に対する制御を行う。
【００２７】
　また、表示部１２Ｂに表示される操作画面には、グループ構築部１５により構築された
複数のグループのうちの所定数のグループごとに、再生候補とする楽曲が収録されている
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アルバムのジャケット画像が表示される。そして、制御部１９は、ユーザの操作に応じて
、表示部１２Ｂに表示されるグループを変更するように表示制御部１６に対する制御を行
う。
【００２８】
　次に、図２を参照して、グループ構築部１５により構成される楽曲のグループについて
説明する。
【００２９】
　例えば、再生対象として楽曲Ｐが選択されて再生装置１１において再生中である場合、
グループ構築部１５は、図２に示すように、楽曲Ｐを中心とした５つのグループＧ１乃至
Ｇ５を構築する。
【００３０】
　即ち、グループ構築部１５は、記憶部１３に記憶されている全ての楽曲ａが含まれるグ
ループＧ１、楽曲Ｐと同一のアーティストによる楽曲ｂが含まれるグループＧ２、楽曲Ｐ
と同一の発売年である楽曲ｃが含まれるグループＧ３、楽曲Ｐと同一のアルバムに収録さ
れている楽曲ｄが含まれるグループＧ４、および、楽曲Ｐと同一のコンポーザによる楽曲
ｅが含まれるグループＧ５を構築する。
【００３１】
　例えば、グループ構築部１５は、記憶部１３に曲数Ｎ１の楽曲が記憶されているとき、
それらの曲数Ｎ１の楽曲ａを楽曲ａ1から楽曲ａN1までランダムに順番付して、グループ
Ｇ１を作成する。また、グループ構築部１５は、楽曲Ｐのアーティスト名で記憶部１３を
検索して曲数Ｎ２の楽曲ｂを抽出したとき、それらの曲数Ｎ２の楽曲ｂを楽曲ｂ1から楽
曲ｂN2までランダムに順番付して、グループＧ２を作成する。さらに、グループ構築部１
５は、楽曲Ｐの発売年で記憶部１３を検索して曲数Ｎ３の楽曲ｃを抽出したとき、それら
の曲数Ｎ３の楽曲ｃを楽曲ｃ1から楽曲ｃN3までランダムに順番付して、グループＧ３を
作成する。
【００３２】
　同様に、グループ構築部１５は、楽曲Ｐのアルバム名で記憶部１３を検索して曲数Ｎ４
の楽曲ｄを抽出したとき、それらの曲数Ｎ４の楽曲ｄを楽曲ｄ1から楽曲ｄN4までランダ
ムに順番付して、グループＧ４を作成する。さらに、グループ構築部１５は、楽曲Ｐのコ
ンポーザで記憶部１３を検索して曲数Ｎ５の楽曲ｅを抽出したとき、それらの曲数Ｎ５の
楽曲ｅを楽曲ｅ1から楽曲ｅN5までランダムに順番付して、グループＧ５を作成する。
【００３３】
　このように、グループ構築部１５は、再生対象の楽曲Ｐのメタ情報に基づいて、再生対
象の楽曲Ｐと同一のアーティスト名、発売年、アルバム名、およびコンポーザごとに楽曲
を分類し、再生対象の楽曲Ｐと所定の関連性を有する楽曲ごとにグループを構築する。な
お、グループ構築部１５は、再生対象の楽曲Ｐとの関連性として、アーティスト名、発売
年、アルバム名、およびコンポーザの他、例えば、楽曲の演奏者（ギタリストなど）や、
作詞者、指揮者、録音スタジオなどを用いてもよい。
【００３４】
　次に、図３を参照して、タッチパネル１２の表示部１２Ｂに表示される操作画面につい
て説明する。
【００３５】
　図３に示すように、操作画面２１には、複数のジャケット画像２２、左方向マーク２３
、および右方向マーク２４が表示される。
【００３６】
　操作画面２１に表示される複数のジャケット画像２２のうちの、ジャケット画像２２Ｐ
は再生対象の楽曲Ｐに対応し、その他のジャケット画像２２は再生候補の楽曲に対応する
。
【００３７】
　また、図３の表示例では、操作画面２１には、グループＧ１に含まれる楽曲ａ1乃至ａ3
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および楽曲ａN1に対応するジャケット画像２２ａ1乃至２２ａ3および２２ａN1、グループ
Ｇ２に含まれる楽曲ｂ1乃至ｂ3および楽曲ｂN2に対応するジャケット画像２２ｂ1乃至２
２ｂ3および２２ｂN2、グループＧ３に含まれる楽曲ｃ1乃至ｃ3および楽曲ｃN3に対応す
るジャケット画像２２ｃ1乃至２２ｃ3および２２ｃN3、グループＧ４に含まれる楽曲ｄ3

に対応するジャケット画像２２ｄ3、並びに、グループＧ５に含まれる楽曲ｅ3に対応する
ジャケット画像２２ｅ3が再生候補として表示されている。
【００３８】
　なお、以下、適宜、楽曲ａ1乃至ａN1およびジャケット画像２２ａ1乃至２２ａN1を区別
する必要がない場合、楽曲ａおよびジャケット画像２２ａとそれぞれ称する。また、楽曲
ｂ1乃至ｂN2およびジャケット画像２２ｂ1乃至２２ｂN2、楽曲ｃ1乃至ｃN3およびジャケ
ット画像２２ｃ1乃至２２ｃN3、楽曲ｄ1乃至ｄN4およびジャケット画像２２ｄ1乃至２２
ｄN4、並びに、楽曲ｅ1乃至ｅN5およびジャケット画像２２ｅ1乃至２２ｅN5についても同
様とする。
【００３９】
　再生対象の楽曲Ｐに対応するジャケット画像２２Ｐは、再生候補の楽曲ａ乃至ｅに対応
するジャケット画像２２ａ乃至２２ｅよりも大きく表示され、操作画面２１の中央よりも
下側の所定位置に配置される。また、ジャケット画像２２Ｐの下方には、上側から順に、
再生対象の楽曲ＰのタイトルＰ、アーティスト名Ｐ、アルバム名Ｐ、および発売年Ｐが表
示される。
【００４０】
　再生候補の楽曲ａ乃至ｅに対応するジャケット画像２２ａ乃至２２ｅは、それぞれ対応
するグループＧ１乃至Ｇ５ごとに縦方向に列をなして配置される。また、再生候補の楽曲
ａ乃至ｅに対応するジャケット画像２２ａ乃至２２ｅは、ジャケット画像２２Ｐの上側に
３枚ずつ配置されるとともに、ジャケット画像２２Ｐの下側に１枚ずつ配置される。
【００４１】
　図３の表示例では、操作画面２１の中央に、グループＧ１に含まれる楽曲ａに対応する
ジャケット画像２２ａの列が表示され、操作画面２１の左側に、グループＧ２に含まれる
楽曲ｂに対応するジャケット画像２２ｂの列が表示され、操作画面２１の右側に、グルー
プＧ３に含まれる楽曲ｃに対応するジャケット画像２２ｃの列が表示される。このように
、操作画面２１には、５つのグループのうちの３つのグループに分類される楽曲に対応す
るジャケット画像２２の列が表示される。なお、図３では図示されていないが、ジャケッ
ト画像２２ｂの列よりも左側に、グループＧ４に含まれる楽曲ｄに対応するジャケット画
像２２ｄの列が配置されており、図４を参照して後述するように、ユーザが右方向にフリ
ックすることで表示される。同様に、ジャケット画像２２ｃの列よりも右側に、グループ
Ｇ５に含まれる楽曲ｅに対応するジャケット画像２２ｅの列が配置されており、ユーザが
左方向にフリックすることで表示される。
【００４２】
　また、操作画面２１において、ジャケット画像２２Ｐよりも上側には、それぞれのグル
ープの１番目から３番目までの楽曲に対応するジャケット画像２２が下側から順に表示さ
れる。さらに、操作画面２１において、ジャケット画像２２Ｐよりも下側には、それぞれ
のグループの最後の順番とされた楽曲に対応するジャケット画像２２が、図３では破線で
表現されるように、他のジャケット画像２２よりも薄く表示される。
【００４３】
　即ち、操作画面２１の中央において、ジャケット画像２２Ｐよりも上側には、グループ
Ｇ１に含まれる曲数Ｎ１の楽曲ａのうちの、１番目の楽曲ａ1に対応するジャケット画像
２２ａ1、２番目の楽曲ａ2に対応するジャケット画像２２ａ2、および、３番目の楽曲ａ3

に対応するジャケット画像２２ａ3が表示される。そして、操作画面２１の中央において
、ジャケット画像２２Ｐよりも下側には、グループＧ１において最後の順番とされた楽曲
ａN1に対応するジャケット画像２２ａN1が表示される。
【００４４】
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　同様に、操作画面２１の左側において、ジャケット画像２２Ｐよりも上側には、グルー
プＧ２に含まれる曲数Ｎ２の楽曲ｂのうちの、１番目の楽曲ｂ1に対応するジャケット画
像２２ｂ1、２番目の楽曲ｂ2に対応するジャケット画像２２ｂ2、および、３番目の楽曲
ｂ3に対応するジャケット画像２２ｂ3が表示される。そして、操作画面２１の左側におい
て、ジャケット画像２２Ｐよりも下側には、グループＧ２において最後の順番とされた楽
曲ｂN2に対応するジャケット画像２２ｂN2が表示される。
【００４５】
　さらに同様に、操作画面２１の右側には、ジャケット画像２２Ｐよりも上側に、グルー
プＧ３に含まれる曲数Ｎ３の楽曲ｃのうちの、１番目の楽曲ｃ1に対応するジャケット画
像２２ｃ1、２番目の楽曲ｃ2に対応するジャケット画像２２ｃ2、および、３番目の楽曲
ｃ3に対応するジャケット画像２２ｃ3が表示される。そして、操作画面２１の右側におい
て、ジャケット画像２２Ｐよりも下側には、グループＧ３において最後の順番とされた楽
曲ｃN3に対応するジャケット画像２２ｃN3が表示される。
【００４６】
　なお、上述したように、図３では図示されていないが、ジャケット画像２２ｂの列より
も左側に、グループＧ４に含まれる楽曲ｄに対応するジャケット画像２２ｄの列が配置さ
れている。そして、そのことを示唆するために、グループＧ４に含まれる３番目の楽曲ｄ

3に対応するジャケット画像２２ｄ3の一部が、ジャケット画像２２ｂ3の左側に表示され
る。同様に、グループＧ５に含まれる３番目の楽曲ｅ3に対応するジャケット画像２２ｅ3

の一部が、ジャケット画像２２ｃ3の右側に表示される。
【００４７】
　また、操作画面２１の上辺には、再生候補の楽曲に対応するジャケット画像２２の列ご
とに、それぞれの列の分類を表すグループ分類名が表示される。
【００４８】
　即ち、操作画面２１の上辺の中央には、記憶部１３に記憶されている全ての楽曲ａに対
応するジャケット画像２２ａの列が表示されていることを表すグループ分類名「全て」と
、全ての楽曲ａの曲数「Ｎ１」とが表示される。同様に、操作画面２１の上辺の左側には
、再生対象の楽曲Ｐと同一のアーティストによる楽曲ｂに対応するジャケット画像２２ｂ
の列が表示されていることを表すグループ分類名「アーティスト名Ｐ」が表示される。さ
らに同様に、操作画面２１の上辺の右側には、再生対象の楽曲Ｐと同一の発売年である楽
曲ｃに対応するジャケット画像２２ｃの列が表示されていることを表すグループ分類名「
発売年Ｐ」が表示される。
【００４９】
　また、操作画面２１の上辺の左端には、操作画面２１の左辺の画面外に、グループＧ４
に含まれる楽曲ｄに対応するジャケット画像２２ｄの列が配置されていることを示唆する
ために、左方向を指す左方向マーク２３が表示されている。同様に、操作画面２１の上辺
の右端には、操作画面２１の右辺の画面外に、グループＧ５に含まれる楽曲ｅに対応する
ジャケット画像２２ｅの列が配置されていることを示唆するために、右方向を指す右方向
マーク２４が表示されている。
【００５０】
　また、操作画面２１では、楽曲ａ1のタイトルａ1がジャケット画像２２ａ1の下方に表
示され、楽曲ａ2のタイトルａ2がジャケット画像２２ａ2の下方に表示され、楽曲ａ3のタ
イトルａ3がジャケット画像２２ａ3の下方に表示される。同様に、楽曲ｂ1のタイトルｂ1

がジャケット画像２２ｂ1の下方に表示され、楽曲ｂ2のタイトルｂ2がジャケット画像２
２ｂ2の下方に表示され、楽曲ｂ3のタイトルｂ3がジャケット画像２２ｂ3の下方に表示さ
れる。さらに同様に、楽曲ｃ1のタイトルｃ1がジャケット画像２２ｃ1の下方に表示され
、楽曲ｃ2のタイトルｃ2がジャケット画像２２ｃ2の下方に表示され、楽曲ｃ3のタイトル
ｃ3がジャケット画像２２ｃ3の下方に表示される。
【００５１】
　このような操作画面２１が、再生装置１１のタッチパネル１２に表示され、ユーザは、
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タッチパネル１２の表面に対してタッチ操作をすることで、再生対象とする楽曲を選択し
たり、再生候補の楽曲に対応するジャケット画像の表示を変更したりすることができる。
例えば、ユーザが、タッチパネル１２の表面に対して左右方向にフリックすると、再生候
補の楽曲ａ乃至ｅに対応するジャケット画像２２ａ乃至２２ｅの表示が、左右方向にスラ
イドする。
【００５２】
　即ち、図４には、図３の操作画面２１に対して右方向にフリックされたときに表示され
る操作画面２１’が示されている。
【００５３】
　図４に示すように、図３の操作画面２１では中央に表示されていたジャケット画像２２
ａの列が、操作画面２１’では右側に移動して表示される。同様に、図３の操作画面２１
では左側に表示されていたジャケット画像２２ｂの列が、操作画面２１’では中央に移動
して表示される。そして、図３の操作画面２１の左辺の画面外に配置されていることが示
唆されていたジャケット画像２２ｄ1乃至２２ｄ3からなる列が、操作画面２１’の左側に
表示される。
【００５４】
　同時に、操作画面２１’の上辺において、グループ分類「全て」および曲数「Ｎ１」と
、グループ分類「アーティスト名Ｐ」とが右方向に移動して表示される。そして、操作画
面２１’ の上辺の左側には、再生対象の楽曲Ｐと同一のアルバムに収録されている楽曲
ｄに対応するジャケット画像２２ｄが表示されていることを表すグループ分類名「アルバ
ム名Ｐ」が表示される。
【００５５】
　さらに、操作画面２１’では、右辺の画面外に、グループＧ３に含まれる楽曲ｃに対応
するジャケット画像２２ｃの列が配置されていることを示唆するために、グループＧ３に
含まれる３番目の楽曲ｃ3に対応するジャケット画像２２ｃ3の一部が表示される。一方、
操作画面２１’では、左辺の画面外にはジャケット画像２２が配置されていないため、図
３の操作画面２１の上辺の左端に表示されていた左方向マーク２３が非表示とされる。
【００５６】
　なお、図示しないが、ユーザが、タッチパネル１２の表面に対して左方向にフリックす
ると、再生候補の楽曲ａ乃至ｅに対応するジャケット画像２２ａ乃至２２ｅの表示が、左
方向にスライドする。
【００５７】
　このように、再生装置１１では、５つのグループのうちの３つのグループに含まれる再
生候補の楽曲の複数のジャケット画像２２が、それぞれのグループごとに縦方向に沿って
操作画面２１に表示される。そして、再生装置１１では、ユーザが左右方向にフリックす
るのに従って、表示制御部１６が、複数のジャケット画像２２がスライドさせ、操作画面
２１に表示される３つのグループを切り替える。
【００５８】
　また、ユーザが、タッチパネル１２の表面に対して下方向にフリックすると、再生対象
の楽曲Ｐのジャケット画像２２Ｐの真上側（直接的に上側）に表示されているジャケット
画像２２に対応する楽曲が再生対象として新たに選択される。
【００５９】
　例えば、図３の表示例では、再生対象の楽曲Ｐのジャケット画像２２Ｐの真上側には、
ジャケット画像２２ａ1が表示されており、下方向のフリックに応じて、ジャケット画像
２２ａ1に対応する楽曲ａ1が再生対象として新たに選択される。これに応じて、ジャケッ
ト画像２２ａ1が下方向に移動してジャケット画像２２Ｐの位置に表示される。同時に、
新たに再生対象とされた楽曲Ｐのメタ情報に基づいてグループＧ１乃至Ｇ５が再構築され
るのに従って、新たに再生候補とされた楽曲ａ乃至ｅに対応するジャケット画像２２ａ乃
至２２ｅによって操作画面２１の表示が更新される。
【００６０】
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　なお、直前まで再生対象であった楽曲Ｐは、そのときに中央に配置されているグループ
の最後の順番とされる。従って、図３の表示例では、直前まで再生対象であった楽曲Ｐに
対応するジャケット画像２２Ｐは、下方に移動して、ジャケット画像２２ａN1が表示され
ていた箇所に表示される。
【００６１】
　同様に、ユーザが、タッチパネル１２の表面に対して上方向にフリックすると、再生対
象の楽曲Ｐのジャケット画像２２Ｐの真下側（直接的に下側）に表示されているジャケッ
ト画像２２に対応する楽曲が再生対象として新たに選択される。
【００６２】
　例えば、図３の表示例では、再生対象の楽曲Ｐのジャケット画像２２Ｐの真下側には、
ジャケット画像２２ａN1が表示されており、ジャケット画像２２ａN1に対応する楽曲ａN1

が再生対象として新たに選択される。これに応じて、ジャケット画像２２ａN1が上方向に
移動してジャケット画像２２Ｐの位置に表示される。同時に、新たに再生対象とされた楽
曲Ｐのメタ情報に基づいてグループＧ１乃至Ｇ５が再構築されるのに従って、新たに再生
候補とされた楽曲ａ乃至ｅに対応するジャケット画像２２ａ乃至２２ｅによって操作画面
２１の表示が更新される。
【００６３】
　また、楽曲Ｐの再生中に、ユーザが、操作画面２１に表示されているジャケット画像２
２Ｐをタップすると、ジャケット画像２２Ｐが押し込まれたように変化して表示され、楽
曲Ｐの再生が停止される。そして、楽曲Ｐの再生が停止されているときに、ユーザが、操
作画面２１に表示されているジャケット画像２２Ｐをタップすると、ジャケット画像２２
Ｐが押し込まれたように変化して表示され、楽曲Ｐの再生が再開される。
【００６４】
　また、ユーザが、操作画面２１に表示されている再生候補の楽曲のジャケット画像２２
ａ乃至２２ｃのいずれかをタップすると、そのジャケット画像２２に対応する楽曲が再生
対象として新たに選択される。これに応じて、タップされたジャケット画像２２が移動し
てジャケット画像２２Ｐの位置に表示される。同時に、新たに再生対象とされた楽曲Ｐの
メタ情報に基づいてグループＧ１乃至Ｇ５が再構築されるのに従って、新たに再生候補と
された楽曲ａ乃至ｅに対応するジャケット画像２２ａ乃至２２ｅによって操作画面２１の
表示が更新される。
【００６５】
　このように、再生装置１１では、再生候補の楽曲のジャケット画像２２ａ乃至２２ｃの
表示を左右方向にスライドさせて、再生対象とする楽曲をユーザに選択させることができ
る。これにより、ユーザは、再生候補となる多数の楽曲を一望することができ、再生対象
の楽曲Ｐと、それぞれ関連性のある楽曲ａ乃至ｅの中から所望の楽曲を簡単に見つけ出す
ことができる。そして、ユーザは、所望の楽曲に対応するジャケット画像２２をタップす
ることで、その楽曲を再生対象として手軽に選択して再生（ジャンプ再生）することがで
きる。
【００６６】
　また、再生装置１１では、ユーザが上下方向にフリックして、再生対象となる楽曲Ｐを
変更するたびに、再生候補となる楽曲ａ乃至ｅが入れ替わるので、単なるシャッフル再生
よりも、楽曲のメタ情報によるつながりを広げることができる。これにより、ユーザは、
普段の再生方法とは異なる曲どうしの新たな関連を発見することができ、楽曲の再生をよ
り楽しむことができる。さらに、再生装置１１では、記憶部１３に記憶させる楽曲によっ
て、操作画面２１の雰囲気を大きく変化させることができる。
【００６７】
　さらに、再生装置１１では、再生対象の楽曲Ｐの再生が終了した場合には、タッチパネ
ル１２の表面に対して下方向にフリックされたときと同様に、再生対象の楽曲Ｐのジャケ
ット画像２２Ｐの真上側に表示されているジャケット画像２２に対応する楽曲が、再生対
象として新たに選択される。これにより、再生装置１１は、ユーザが操作を行わなくても
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、再生対象の楽曲Ｐの再生が終了したときに操作画面２１の中央に表示されているジャケ
ット画像２２の列のグループに含まれる楽曲を連続的に再生することができる。
【００６８】
　例えば、ユーザがタッチパネル１２の表面に対して左右方向にフリックして、楽曲Ｐと
同一の発売年である楽曲ｃに対応するジャケット画像２２ｃの列を操作画面２１の中央に
配置するだけで、再生対象の楽曲Ｐが終了した後に、その楽曲Ｐと同一の発売年である楽
曲ｃが再生される。
【００６９】
　このように、操作画面２１の中央に表示されているジャケット画像２２の列は、他のジ
ャケット画像２２の列よりも優先的に再生されるため、図３の表示例では、二重枠線で表
示しているように、他のジャケット画像２２の列よりも強調して表示される。
【００７０】
　また、操作画面２１では、図３に示すように、再生候補の楽曲ａ乃至ｅに対応するジャ
ケット画像２２ａ乃至２２ｅは、下側に配置されている方が大きく表示され、上側に配置
されるに従い小さく表示される。なお、図３では表現されていないが、ジャケット画像２
２ａ乃至２２ｅは、上側に配置されるに従い色が濃く表示される。これにより、ジャケッ
ト画像２２ａ乃至２２ｅが奥行感を有した表示となり、下側に配置されている方が手前側
、即ち、再生順番が先であることを表している。
【００７１】
　なお、再生装置１１のタッチパネル１２のサイズによっては、操作画面２１の縦方向の
長さが規定値より短い場合があり、この場合には、上述の奥行感に従って、ジャケット画
像２２Ｐおよびジャケット画像２２ａ乃至２２ｅが重なり合って表示される。
【００７２】
　次に、図５のフローチャートを参照して、再生装置１１が楽曲を再生する再生方法につ
いて説明する。
【００７３】
　例えば、ユーザが、楽曲を再生するアプリケーションプログラムを実行するように再生
装置１１に対する操作を行うと処理が開始され、ステップＳ１１において、制御部１９は
、記憶部１３に記憶されている楽曲の中から、再生対象とする楽曲Ｐをランダムに選択す
る。または、再生装置１１において最後に再生された楽曲を示す情報が記憶部１３に記憶
されている場合には、制御部１９は、その情報に従って、最後に再生されていた楽曲を再
生対象として選択する。
【００７４】
　ステップＳ１２において、制御部１９は、再生対象とした楽曲Ｐをグループ構築部１５
に通知するとともに、楽曲Ｐのメタデータに基づいて再生候補とする楽曲のグループを構
築するように、グループ構築部１５に対する制御を行う。
【００７５】
　グループ構築部１５は、再生対象の楽曲のメタデータを記憶部１３から読み出し、再生
対象の楽曲Ｐのアーティスト名Ｐで記憶部１３を検索して、再生対象の楽曲Ｐと同一のア
ーティストによる楽曲ｂが含まれるグループＧ２を構築する。同様に、グループ構築部１
５は、再生対象の楽曲Ｐの発売年Ｐ、アルバム名Ｐ、およびコンポーザＰで記憶部１３を
検索して、グループＧ３、グループＧ４、およびグループＧ５をそれぞれ構築する。また
、グループ構築部１５は、記憶部１３に記憶されている全ての楽曲ａが含まれるグループ
Ｇ１を構築する。
【００７６】
　ステップＳ１３において、制御部１９は、再生対象の楽曲Ｐに基づいて、ジャケット画
像Ｐおよびジャケット画像２２ａ乃至２２ｅが配置された操作画面２１を表示するように
、表示制御部１６に対する制御を行う。
【００７７】
　表示制御部１６は、再生対象の楽曲Ｐに対応付けられて記憶部１３に記憶されているジ
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ャケット画像Ｐおよびメタ情報を記憶部１３から読み出す。そして、表示制御部１６は、
図３を参照して上述したように、ジャケット画像Ｐとともに、楽曲ＰのタイトルＰ、アー
ティスト名Ｐ、アルバム名Ｐ、および発売年Ｐを配置した操作画面２１を作成する。さら
に、表示制御部１６は、グループ構築部１５が構築したグループＧ１乃至Ｇ５を参照して
、図３を参照して上述したように操作画面２１に表示するジャケット画像２２ａ乃至２２
ｅを記憶部１３から読み出し、ジャケット画像２２ａ乃至２２ｅを配置した操作画面２１
を作成する。そして、表示制御部１６は、作成した操作画面２１を表示させる画像データ
を表示部１２Ｂに供給し、表示部１２Ｂの表示範囲に合わせて表示させる。
【００７８】
　ステップＳ１４において、制御部１９は、ユーザにより操作されたか否かを判定し、ユ
ーザにより操作されたと判定するまで処理を待機する。例えば、ユーザがタッチパネル１
２に対して操作を行うと、操作情報取得部１４は操作部１２Ａからのタッチデータに基づ
いて操作情報を取得して制御部１９に供給し、制御部１９は、ユーザにより操作されたと
判定して、処理はステップＳ１５に進む。
【００７９】
　ステップＳ１５において、制御部１９は、操作情報取得部１４から供給された操作情報
に基づいて、ユーザによる操作内容が、タップおよびフリックのどちらであるかを判定す
る。
【００８０】
　ステップＳ１５において、制御部１９が、ユーザによる操作内容がタップであると判定
した場合、処理はステップＳ１６に進む。ステップＳ１６において、制御部１９は、操作
情報取得部１４から供給された操作情報に基づいて、ユーザによりタップされた箇所が、
再生対象の楽曲Ｐに対応するジャケット画像２２Ｐが表示されている領域、または、再生
候補の楽曲ａ乃至ｅに対応するジャケット画像２２ａ乃至２２ｅが表示されている領域の
いずれであるかを判定する。
【００８１】
　ステップＳ１６において、ユーザによりタップされた箇所が、再生対象の楽曲Ｐに対応
するジャケット画像２２Ｐが表示されている領域であると判定された場合、処理はステッ
プＳ１７に進み、制御部１９は、楽曲の再生中であるか否かを判定する。
【００８２】
　ステップＳ１７において、制御部１９が楽曲の再生中でないと判定した場合、処理はス
テップＳ１８に進む。ステップＳ１８において、制御部１９は、再生対象として選択され
ている楽曲Ｐを再生するように再生処理部１７に対する制御を行い、再生処理部１７は、
再生対象とされた楽曲Ｐのデータを記憶部１３から読み出し、楽曲Ｐを再生して出力部１
８から出力させる。ステップＳ１８の処理後、処理はステップＳ１４に戻り、以下、同様
の処理が繰り返される。
【００８３】
　一方、ステップＳ１７において、制御部１９が楽曲の再生中であると判定した場合、処
理はステップＳ１９に進む。ステップＳ１９において、制御部１９は、楽曲Ｐの再生を停
止するように再生処理部１７に対する制御を行い、再生処理部１７は楽曲Ｐの再生を停止
する。ステップＳ１９の処理後、処理はステップＳ１４に戻り、以下、同様の処理が繰り
返される。
【００８４】
　一方、ステップＳ１６において、制御部１９が、ユーザによりタップされた箇所が、再
生候補の楽曲ａ乃至ｅに対応するジャケット画像２２ａ乃至２２ｅが表示されている領域
であると判定した場合、処理はステップＳ２０に進む。
【００８５】
　ステップＳ２０において、制御部１９は、ユーザによりタップされたジャケット画像２
２に対応する楽曲を再生対象として新たに選択する。
【００８６】
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　ステップＳ２１において、制御部１９は、ステップＳ２０で再生対象として新たに選択
された楽曲Ｐを再生するように再生処理部１７に対する制御を行う。再生処理部１７は、
再生対象とされた楽曲Ｐのデータを記憶部１３から読み出し、楽曲Ｐを再生して出力部１
８から出力させた後、処理はステップＳ１２に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
即ち、この場合、ステップＳ１２では、ステップＳ２０で新たに再生対象とされた楽曲Ｐ
に基づいたグループが構築され、ステップＳ１３では、ステップＳ２０で新たに再生対象
とされた楽曲Ｐに基づいて、操作画面２１の表示が更新される。
【００８７】
　一方、ステップＳ１５において、制御部１９が、ユーザによる操作内容がフリックであ
ると判定した場合、処理はステップＳ２２に進む。ステップＳ２２において、制御部１９
は、操作情報取得部１４から供給された操作情報に基づいて、フリックの方向が、左右方
向または上下方向のどちらであるかを判定する。
【００８８】
　ステップＳ２２において、制御部１９が、フリックの方向が左右方向であると判定した
場合、処理はステップＳ２３に進む。
【００８９】
　ステップＳ２３において、制御部１９は、再生候補の楽曲ａ乃至ｅに対応するジャケッ
ト画像２２ａ乃至２２ｅを、ユーザがフリックした方向にスライドするように、表示制御
部１６に対する制御を行う。表示制御部１６は、図４を参照して説明したように、再生候
補の楽曲ａ乃至ｅに対応するジャケット画像２２ａ乃至２２ｅをスライドさせて、操作画
面２１に表示されるジャケット画像２２を変更する。その後、処理はステップＳ１４に戻
り、以下、同様の処理が行われる。
【００９０】
　一方、ステップＳ２２において、制御部１９が、フリックの方向が上下方向であると判
定した場合、処理はステップＳ２４に進む。
【００９１】
　ステップＳ２４において、制御部１９は、ユーザがフリックした方向に従って、再生対
象とする楽曲を新たに選択する。例えば、図３に示されている操作画面２１の例では、ユ
ーザが下方向にフリックした場合には、制御部１９は、ジャケット画像２２Ｐの真上側に
表示されているジャケット画像２２ａ1に対応する楽曲ａ1を再生対象として新たに選択す
る。一方、ユーザが上方向にフリックした場合には、制御部１９は、ジャケット画像２２
Ｐの真下側に表示されているジャケット画像２２ａN1に対応する楽曲ａN1を再生対象とし
て新たに選択する。
【００９２】
　ステップＳ２４の処理後、処理はステップＳ２１に進み、以下、同様の処理が行われる
。即ち、この場合、ステップＳ２１では、ステップＳ２４で新たに再生対象とされた楽曲
Ｐが再生され、ステップＳ１２では、ステップＳ２４で新たに再生対象とされた楽曲Ｐに
基づいたグループが構築される。そして、ステップＳ１３では、ステップＳ２４で新たに
再生対象とされた楽曲Ｐに基づいて、操作画面２１の表示が更新される。
【００９３】
　以上のように、再生装置１１では、ユーザが左右方向にフリックすることで、５つのグ
ループＧ１乃至Ｇ５で分類されている再生候補の楽曲ａ乃至ｅに対応するジャケット画像
２２ａ乃至２２ｅの表示がスライドする。これにより、ユーザは、再生対象の楽曲Ｐと、
アーティストや発売年などの様々な関連性のある楽曲をより手軽に選択して再生すること
ができる。
【００９４】
　従って、再生装置１１では、記憶部１３に非常に多数の楽曲が記憶されている場合でも
、操作画面２１には、再生中の楽曲の関連性に基づいて分類された再生候補の楽曲が表示
されるので、ユーザは、所望の楽曲を容易に見つけ出すことができる。例えば、ユーザは
、上下方向および左右方向にフリックするだけで、その日のユーザ自身の気分に合った楽
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曲を簡単に見つけ出して再生することができる。
【００９５】
　また、従来の再生装置では、ユーザは決まったパターンで楽曲を再生することが多く、
ユーザが行う通常の再生方法では、ほとんど再生されない楽曲があることが想定される。
これに対し、再生装置１１では、再生対象とされる楽曲が変わるたびにグループが再構築
されるので、ユーザが行う通常の再生方法では再生されないような楽曲が、再生候補とし
て表示されることがあり、楽曲どうしの新たな関連性をユーザに提示することができる。
また、再生装置１１では、ユーザがプレイリストを作成する必要がなく、決まった順番で
楽曲が再生されることもない。従って、ユーザは、通勤などで毎日定期的に再生装置１１
を使用する場合に、常に斬新な気分で次々と楽曲を選択して再生を楽しむことができる。
【００９６】
　さらに、再生装置１１は、記憶部１３に記憶されている楽曲の他、ネットワークを介し
て接続されたサーバに記憶されている楽曲を再生し、その楽曲のメタ情報を利用して、サ
ーバに記憶されている楽曲を再生候補とすることができる。例えば、楽曲を販売するウェ
ブサイトにおいて視聴可能な楽曲を再生することで、その楽曲の購買機会を増加させるこ
とができる。また、再生装置１１は、記憶部１３に記憶されている楽曲にジャケット画像
２２が対応付けられていない場合には、ネットワークを介してジャケット画像２２を取得
してもよい。同様に、再生装置１１は、記憶部１３に記憶されている楽曲のメタ情報を、
ネットワークを介して取得してもよい。
【００９７】
　また、表示制御部１６は、記憶部１３から読み出したジャケット画像２２を、RAM（Ran
dom Access Memory）に一時的に記憶させて、表示部１２Ｂに表示させる操作画面２１を
作成する。このとき、操作画面２１には多数のジャケット画像２２が表示されるが、表示
制御部１６は、操作画面２１を作成するたびにRAMを開放することで、表示処理を高速に
行うことができる。また、表示制御部１６は、操作画面２１の中央に表示されるジャケッ
ト画像２２を先に読み出して表示を開始することで、操作画面２１の表示が完了するまで
にユーザが感じるストレスを軽減させることができる。
【００９８】
　なお、本実施の形態においては、楽曲の再生について説明したが、再生装置１１は、楽
曲以外にも、静止画像や、動画像、アプリケーションなど、メタ情報により分類可能な様
々なコンテンツを再生することができる。
【００９９】
　上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行することもできるし、ソフトウエアに
より実行することもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行する場合には、そのソ
フトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコンピュー
タ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが
可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラムが記録されたプログラ
ム記録媒体からインストールされる。
【０１００】
　図６は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウエア
の構成例を示すブロック図である。
【０１０１】
　コンピュータにおいて、CPU（Central Processing Unit）１０１，ROM（Read Only Mem
ory）１０２，RAM（Random Access Memory）１０３は、バス１０４により相互に接続され
ている。
【０１０２】
　バス１０４には、さらに、入出力インタフェース１０５が接続されている。入出力イン
タフェース１０５には、図１のタッチパネル１２の操作を入力する入力部１０６、図１の
表示部１２Ｂや出力部１８などに対応する出力部１０７、ハードディスクや不揮発性のメ
モリなどよりなる記憶部１０８、ネットワークインタフェースなどよりなる通信部１０９
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、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどのリムーバブル
メディア１１１を駆動するドライブ１１０が接続されている。
【０１０３】
　以上のように構成されるコンピュータでは、CPU１０１が、例えば、記憶部１０８に記
憶されているプログラムを、入出力インタフェース１０５及びバス１０４を介して、RAM
１０３にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
【０１０４】
　コンピュータ（CPU１０１）が実行するプログラムは、例えば、磁気ディスク（フレキ
シブルディスクを含む）、光ディスク（CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory),DVD(Di
gital Versatile Disc)等）、光磁気ディスク、もしくは半導体メモリなどよりなるパッ
ケージメディアであるリムーバブルメディア１１１に記録して、あるいは、ローカルエリ
アネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の伝送媒
体を介して提供される。
【０１０５】
　そして、プログラムは、リムーバブルメディア１１１をドライブ１１０に装着すること
により、入出力インタフェース１０５を介して、記憶部１０８にインストールすることが
できる。また、プログラムは、有線または無線の伝送媒体を介して、通信部１０９で受信
し、記憶部１０８にインストールすることができる。その他、プログラムは、ROM１０２
や記憶部１０８に、あらかじめインストールしておくことができる。
【０１０６】
　なお、上述のフローチャートを参照して説明した各処理は、必ずしもフローチャートと
して記載された順序に沿って時系列に処理する必要はなく、並列的あるいは個別に実行さ
れる処理（例えば、並列処理あるいはオブジェクトによる処理）も含むものである。また
、プログラムは、１のCPUにより処理されるものであっても良いし、複数のCPUによって分
散処理されるものであっても良い。
【０１０７】
　なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
（１）
　複数のコンテンツのうちの、再生候補とされた前記コンテンツが有する複数の関連性に
応じたグループごとに、再生候補となる前記コンテンツを分類する分類部と、
　前記分類部により分類された複数の前記グループのうちの所定数のグループに含まれる
再生候補の前記コンテンツに関連する画像を表示する表示部と、
　ユーザの操作に従って、前記表示部に表示される所定数のグループを切り替える切り替
え部と、
　再生候補とされた前記コンテンツの中から再生対象とする前記コンテンツを選択する選
択部と
　を備える再生装置。
（２）
　前記表示部は、前記グループごとに第１の方向に沿って、再生候補の前記コンテンツに
関連する前記画像を前記グループごとに複数枚ずつ表示し、
　前記切り替え部は、前記第１の方向に略直交する第２の方向を示すユーザの操作に従っ
て、再生候補の前記コンテンツに関連する前記画像を前記第２の方向にスライドし、前記
表示部に表示される所定数のグループを切り替える
　上記（１）に記載の再生装置。
（３）
　前記表示部は、再生対象の前記コンテンツに関連する前記画像を所定位置に表示すると
ともに、再生候補の前記コンテンツに関連する前記画像を前記第１の方向の一方側に表示
し、
　前記選択部は、前記第１の方向の一方から他方を示すユーザの操作に従って、前記所定
位置から直接的に前記第１の方向の一方側に表示されている前記画像に対応する前記コン
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　上記（１）または（２）に記載の再生装置。
（４）
　前記表示部は、前記選択部により新たに再生対象とする前記コンテンツが選択されると
、新たに再生対象とする前記コンテンツに関連する前記画像を前記所定位置に表示すると
ともに、直前まで再生対象であった前記コンテンツに関連する前記画像を、前記所定位置
から直接的に前記第１の方向の他方側に表示する
　上記（１）から（３）までのいずれかに記載の再生装置。
（５）
　前記選択部は、再生対象の前記コンテンツの再生が終了すると、前記所定位置から直接
的に前記第１の方向の一方側に表示されている前記画像に対応する前記コンテンツを、新
たな再生対象のコンテンツとして選択する
　上記（１）から（４）までのいずれかに記載の再生装置。
（６）
　前記選択部は、前記表示部に表示されている再生候補の前記コンテンツに関連する前記
画像をユーザが指定する操作を行うと、その指定された前記画像に対応する前記コンテン
ツを、新たな再生対象のコンテンツとして選択する
　上記（１）から（５）までのいずれかに記載の再生装置。
【０１０８】
　なお、本実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本開示の要旨
を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０１０９】
　１１　再生装置，　１２　タッチパネル，　１２Ａ　操作部，　１２Ｂ　表示部，　１
３　記憶部，　１４　操作情報取得部，　１５　グループ構築部，　１６　表示制御部，
　１７　再生処理部，　１８　出力部，　１９　制御部，　２１　操作画面，　２２　ジ
ャケット画像，　２３　左方向マーク，　２４　右方向マーク
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