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(57)【要約】
【課題】複数の要素を重畳して表示部に表示し、利用者
に対して迅速かつ容易に複数の要素から任意の要素を選
択させることが可能な情報処理装置及び情報処理方法を
提供すること。
【解決手段】外部からの操作を受け付ける第１の操作部
と、外部からの操作を受け付ける、第１の操作部と異な
る第２の操作部とから信号が入力される入力受付部１０
２と、仮想的な第１のレイヤ上で第１の操作部の入力に
応じて選択又は移動可能に配置された複数の第１の要素
と、第１のレイヤと異なる仮想的な第２のレイヤ上で第
２の操作部の入力に応じて選択又は移動可能に配置され
た複数の第２の要素とを重畳して表示部に表示する表示
制御部１２６とを有することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部からの操作を受け付ける第１の操作部と、外部からの操作を受け付ける、前記第１
の操作部と異なる第２の操作部とから信号が入力される入力受付部と、
　仮想的な第１のレイヤ上で前記第１の操作部の入力に応じて選択又は移動可能に配置さ
れた複数の第１の要素と、前記第１のレイヤと異なる仮想的な第２のレイヤ上で前記第２
の操作部の入力に応じて選択又は移動可能に配置された複数の第２の要素とを重畳して表
示部に表示する表示制御部と、
を有する、情報処理装置。
【請求項２】
　前記第１の要素は文字列であり、前記第２の要素は画像である、請求項１に記載の情報
処理装置。
【請求項３】
　複数の前記第１の要素からなる一群が含まれる階層は、前記第２の要素が含まれる階層
の下位階層である、請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記第１の操作部は面部材であり、前記表示部に重畳して設けられる、請求項１～３の
いずれかに記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記第１の要素は、楽曲情報を示す文字列であり、前記第２の要素は前記楽曲情報を示
す画像である、請求項１～４のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項６】
　入力受付部が、外部からの操作を受け付ける第１の操作部と、外部からの操作を受け付
ける、前記第１の操作部と異なる第２の操作部とから信号が入力されるステップと、
　表示制御部が、仮想的な第１のレイヤ上で前記第１の操作部の入力に応じて選択又は移
動可能に配置された複数の第１の要素と、前記第１のレイヤと異なる仮想的な第２のレイ
ヤ上で前記第２の操作部の入力に応じて選択又は移動可能に配置された複数の第２の要素
とを重畳して表示部に表示するステップと、
を有する、情報処理方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及び情報処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パーソナルコンピュータや、音楽や映像などを出力する携帯型のオーディオプレイヤー
などは、音楽データや映像データなどの複数のデータを記憶して、これら複数のデータの
タイトルなどを表示部に一覧表示する。これにより、利用者は一覧表示された複数のタイ
トルなどの項目の中から任意のデータを選択することができ、所望のデータを再生するな
どの処理を開始させることができる（例えば、特許文献１及び２など）。
【０００３】
【特許文献１】特開平９－３１１７９９号公報
【特許文献２】特開２００２－８２７４５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、従来、階層構造を有する複数のデータを表示部の画面に表示する場合、複数
のデータのタイトルなどの項目をアイコンや文字列などで表示すると、下位階層の項目を
上位階層の項目と同時に表示することは困難であった。また、複数のデータの項目をツリ
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ー型に表示しても、上位階層の項目を選択しない限り、下位階層の項目は画面に表示され
なかった。
【０００５】
　そのため、下位階層のデータを見つけるには、上位階層の項目から下位階層の項目を推
定する必要があった。そのため、上位階層の項目を選択して下位階層の項目を表示させて
、目的とするデータが見つからなかった場合、再度、上位階層に戻って、別の上位階層の
項目を選択して、下位階層の項目を表示させる必要があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、複数の要素を重畳して表示部に表示し、利用者に対して迅速かつ容易に複数の要素か
ら任意の要素を選択させることが可能な、新規かつ改良された情報処理装置及び情報処理
方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、外部からの操作を受け付ける
第１の操作部と、外部からの操作を受け付ける、第１の操作部と異なる第２の操作部とか
ら信号が入力される入力受付部と、仮想的な第１のレイヤ上で第１の操作部の入力に応じ
て選択又は移動可能に配置された複数の第１の要素と、第１のレイヤと異なる仮想的な第
２のレイヤ上で第２の操作部の入力に応じて選択又は移動可能に配置された複数の第２の
要素とを重畳して表示部に表示する表示制御部とを有する情報処理装置が提供される。
【０００８】
　上記第１の要素は文字列であり、第２の要素は画像であってもよい。
　複数の第１の要素からなる一群が含まれる階層は、第２の要素が含まれる階層の下位階
層であってもよい。
【０００９】
　上記第１の操作部は面部材であり、表示部に重畳して設けられてもよい。
　上記第１の要素は、楽曲情報を示す文字列であり、第２の要素は楽曲情報を示す画像で
あってもよい。
【００１０】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、入力受付部が、外部か
らの操作を受け付ける第１の操作部と、外部からの操作を受け付ける、第１の操作部と異
なる第２の操作部とから信号が入力されるステップと、表示制御部が、仮想的な第１のレ
イヤ上で第１の操作部の入力に応じて選択又は移動可能に配置された複数の第１の要素と
、第１のレイヤと異なる仮想的な第２のレイヤ上で第２の操作部の入力に応じて選択又は
移動可能に配置された複数の第２の要素とを重畳して表示部に表示するステップとを有す
る情報処理方法が提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、複数の要素を重畳して表示部に表示し、利用者に対して迅速かつ容易
に複数の要素から任意の要素を選択させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１３】
　まず、本発明の一実施形態に係る情報処理装置１００について説明する。図１は、本実
施形態に係る情報処理装置１００を示すブロック図である。
　本実施形態に係る情報処理装置１００は、例えば、制御部１０２と、メモリ１０４と、
ストレージ１０６と、入力Ｉ／Ｆ１０８と、映像信号処理部１１０と、タッチパネル１１



(4) JP 2010-26985 A 2010.2.4

10

20

30

40

50

２と、タッチパッド１１４と、音声出力Ｉ／Ｆ１１６と、スクロールホイール１１８など
からなる。
【００１４】
　情報処理装置１００は、例えば、利用者が容易に携帯可能なパーソナルコンピュータ、
オーディオプレイヤー、メディアプレイヤー、ＰＤＡ（personal　digital　assistant）
、携帯電話などである。
【００１５】
　制御部１０２は、例えばＣＰＵ（Central　Processing　Unit）、ＲＯＭ（Read　Only
　Memory）、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）などが組み合わされて構成されるマイク
ロコンピュータなどを有する。制御部１２２は、プログラムによって演算処理装置及び制
御装置として機能し、情報処理装置１００における上記各構成要素などを制御する。制御
部１０２は、入力受付部の一例であり、外部からの操作を受け付けるタッチパネル１１２
と、外部からの操作を受け付けるタッチパッド１１４から信号が入力される。
【００１６】
　メモリ１０４は、例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、キャッシュメモリなどの記憶部で構成され
ており、制御部１０２のＣＰＵの処理に関するデータ、ＣＰＵの動作プログラムなどを一
時的に記憶する機能を有する。
【００１７】
　ストレージ１０６は、例えば、ハードディスク、光ディスク、フラッシュメモリなどで
あり、データを長期に亘って格納するための記憶部である。ストレージ１０６は、例えば
、音楽データやビデオ、写真などの映像データを記憶する。ストレージ１０６は、音楽デ
ータや映像データを、制御部１０２におけるデータ受信制御処理、蓄積制御処理を経て記
録する。
【００１８】
　入力Ｉ／Ｆ１０８は、例えば、ＵＳＢ端子、IEEE　1394端子等であり、外部装置と接続
可能なインターフェースである。各種データは、入力Ｉ／Ｆ１０８を介して、情報処理装
置１００に入力される。
【００１９】
　映像信号処理部１１０は、映像信号を復号処理したり、復号処理した映像信号を映像信
号処理したりする。映像信号処理部１１０は、映像信号について、表示部１２４の画素数
に変換する解像度変換、輝度補正、色補正、ガンマ補正など各種所要の信号処理を実行す
る。
【００２０】
　タッチパネル１１２は、第１の操作部の一例であり、タッチセンサー１２２と、表示部
１２４などからなり、表示部１２４の画面上の接触を検知することで、利用者の操作を受
け付ける。そして、タッチパネル１１２は、接触動作や接触位置に応じて、画面に表示さ
れた項目を選択したり、画面のスクロール、拡大又は縮小表示など表示を変化させたりす
る。
【００２１】
　表示部１２４は、例えば、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ等であり、表示制
御部１２６によって制御される。表示部１２４は、データのタイトルなどを表示するメニ
ュー画面や、映像データによる映像を表示する。表示制御部１２６は、入力された映像信
号を利用して表示部１２４を駆動する。これによって、表示部１２４の画面には、映像信
号に応じた画像が表示される。表示制御部１２６は、映像信号処理部１１０から受けた映
像信号の再生処理をする。また、表示制御部１２６は、表示データの合成処理をして、表
示部１２４で利用者が視聴可能となるデータを生成する。表示制御部１２６で生成された
データは、表示部１２４に出力される。
【００２２】
　タッチセンサー１２２は、表示部１２４上に設けられる面状の透明部材であり、利用者
の指やスタイラスペンなどによる接触や、接触位置を検出する。タッチセンサー１２２に
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よって検出した接触位置と、表示部１２４に表示された画面とは対応付けされる。タッチ
パネル１１２の構成、動作方式には、抵抗膜方式、静電容量方式などがある。タッチパネ
ル１１２は、通常の技術で実現可能な構成とすることができ、ここでは詳細な説明は省略
する。タッチパネル１１２は、接触位置などに基づいて操作信号を生成し、生成した操作
信号を制御部１０２に送る。
【００２３】
　タッチパッド１１４は、第２の操作部の一例であり、表面上の接触を検知することで、
利用者の操作を受け付ける。そして、タッチパッド１１４は、接触動作や接触位置に応じ
て、画面の表示を変化させたり、画面に表示されたカーソルの表示位置を移動させたりす
る。タッチパッド１１４は、面状部材であり、利用者の指による接触を検出する。タッチ
パッド１１４の構成、動作方式には、静電容量方式などがある。タッチパッド１１４は、
通常の技術で実現可能な構成とすることができ、ここでは詳細な説明は省略する。タッチ
パッド１１４は、接触位置などに基づいて操作信号を生成し、生成した操作信号を制御部
１０２に送る。
【００２４】
　音声出力Ｉ／Ｆ１１６は、例えばフォーンプラグなどの端子であり、ヘッドフォン、ス
ピーカ等の外部装置と接続される。音声出力Ｉ／Ｆ１１６は、再生された音声データを外
部装置に出力する。
【００２５】
　スクロールホイール１１８は、例えば円板状の部材であり、利用者の操作による円板の
中心を中心とした回転を検出する。スクロールホイール１１８は、スクロールホイール１
１８の回転によって生じた操作信号を制御部１０２に送る。スクロールホイール１１８に
よって検出された回転と、表示部１２４の画面における上下方向又は左右方向への移動（
スクロール表示）とが対応づけられる。
【００２６】
　次に、本実施形態に係る情報処理装置１００の外観の一例について説明する。図２は、
本実施形態に係る情報処理装置１００を示す正面図（Ａ）及び背面図（Ｂ）である。図２
（Ａ）は、情報処理装置１００の外観の一面側を示す図であり、図２（B）は、図２（Ａ
）で示した情報処理装置１００の一面に対して裏側の面を示す図である。
【００２７】
　本実施形態に係る情報処理装置１００は、例えば平板に近い直方体形状の筐体を有する
。情報処理装置１００は、図２（Ａ）に示すように一面側にタッチパネル１１２が設けら
れる。これにより、利用者はタッチパネル１１２が設けられた面で、メニュー画面、映像
データによる映像などの表示を見ることができ、かつタッチパネル１１２の画面を介した
操作をすることができる。
【００２８】
　また、情報処理装置１００は、図２（Ｂ）に示すように他面側にタッチパッド１１４が
設けられる。これにより利用者はタッチパネル１１２の画面で確認しながら、タッチパッ
ド１１４を介した操作をすることができる。また、情報処理装置１００は、側面に一部が
露出するように設けられたスクロールホイール１１８が設けられる。これにより、利用者
はタッチパネル１１２の画面で確認しながら、スクロールホイール１１８を介した操作を
することができる。
【００２９】
　次に、本実施形態に係る情報処理装置１００のタッチパネル１１２に表示される画面の
構成について説明する。
【００３０】
　本実施形態では、特に情報処理装置１００が複数の音楽データを記憶しており、その音
楽データを再生する場合の画面表示について説明する。音楽データは、上位階層としてア
ルバムに関する情報があり、下位階層として各アルバムに含まれる曲（楽曲）に関する情
報がある。アルバムに関する情報には、アルバムタイトル、アルバムに関するアーティス
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ト名、アルバムのジャケット（例えば写真やイラストなどからなるアルバムの表紙）等が
含まれる。また、曲に関する情報には、曲タイトル、演奏時間などが含まれる。複数の曲
からなる一群が含まれる階層は、ジャケットが含まれる階層の下位階層である。
【００３１】
　図７は、本実施形態の情報処理装置１００のタッチパネル１１２に表示される画面の一
例を示す説明図である。図７は、複数の音楽データの中から任意の曲を選択するための画
面である。
【００３２】
　図７に示すように、タッチパネル１１２には、曲タイトル１３０と、アルバムタイトル
１３２と、アーティスト名１３４と、仕切り線１３６と、ジャケット１４０と、曲選択フ
レーム１５０と、アルバム選択フレーム１６０などが表示される。曲タイトル１３０と、
アルバムタイトル１３２と、アーティスト名１３４は、第１の要素の一例であり、文字列
である。ジャケット１４０は、第２の要素の一例であり、画像である。
【００３３】
　本実施形態によれば、曲タイトル１３０、アルバムタイトル１３２等の文字列が、ジャ
ケット１４０より前面に表示される。例えば、曲タイトル１３０、アルバムタイトル１３
２等の文字列は、ジャケット１４０より濃い色で表示され、ジャケット１４０は薄い色で
表示されることで、曲タイトル１３０等の文字列が前面に存在するかのように表示できる
。これにより、曲タイトル１３０とアルバムに関する情報であるジャケット１４０を重畳
して同時に表示することができるため、利用者は曲タイトル１３０とジャケット１４０を
同時に画面上で確認することができる。
【００３４】
　図３は、本実施形態の情報処理装置１００のタッチパネル１１２に表示される画面の表
示方法の概念を示す説明図である。本実施形態では、曲タイトル１３０等の文字列が、仮
想的な画層であるレイヤＬ１に配置され、レイヤＬ１上で選択されたり、移動されたりす
る。また、本実施形態では、ジャケット１４０が、仮想的な画層であるレイヤＬ２に配置
され、レイヤＬ２上で選択されたり、移動されたりする。
【００３５】
　図４は、レイヤＬ１に配置された曲タイトル１３０等の文字列と、タッチパネル１１２
の関係を示す説明図である。レイヤ１には、曲タイトル１３０と、アルバムタイトル１３
２と、アーティスト名１３４と、複数のアルバムを仕切る仕切り線１３６が配置される。
【００３６】
　例えば図４ではアルバムタイトル１３２がアルバムＢであり、アーティスト名１３４が
アーティストＸである例を示し、アルバムＢに曲タイトル１３０がＢ－１～Ｂ－６である
曲が含まれる例を示す。アルバムタイトル１３２、アーティスト名１３４の後に、複数の
曲の曲タイトル１３０が１曲に対して１行ずつ配置される。また、アルバムＢの前段には
、アルバムＡに含まれる曲タイトル１３０（Ａ－１～Ａ－１０）が配置され、アルバムＢ
の後段にはアルバムＣに含まれる曲タイトル１３０（Ｃ－１、Ｃ－２・・・）が配置され
る。
【００３７】
　このように、レイヤＬ１には、アルバム毎に複数の曲の曲タイトル１３０が文字列で１
行ずつ配置される。曲タイトル１３０等の文字列は、利用者に対する視認性が確保できる
大きさ、間隔、レイアウトで配置されるとよい。レイヤＬ１に配置されるが、タッチパネ
ル１１２の画面の範囲内に表示できない曲タイトル１３０等は、レイヤＬ１が画面内で例
えば上下方向に移動（スクロール）されることで順次表示される。レイヤＬ１の画面内の
移動は、例えばスクロールホイール１１８による操作によって行われる。または、レイヤ
Ｌ１の画面内の移動は、タッチパネル１１２の表面上の操作によって行われるとしてもよ
い。
【００３８】
　図５は、レイヤＬ２に配置されたジャケット１４０の画像と、タッチパネル１１２の関
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係を示す説明図である。
【００３９】
　レイヤＬ２には、複数のジャケット１４０の画像（Ｊ１、Ｊ２、・・・）がマトリクス
状に互いに隣接して配置される。１つのジャケット１４０の画像は、１つのアルバムに対
応している。レイヤＬ２には、情報処理装置１００に記憶されたアルバムのジャケット１
４０が順次配置される。レイヤＬ２にあるが、タッチパネル１１２の画面に表示できない
ジャケット１４０は、レイヤＬ２が画面内で上下方向に移動（スクロール）されることで
順次表示される。レイヤＬ２の画面内の移動は、例えばスクロールホイール１１８による
操作によって行われる。または、レイヤＬ２の画面内の移動は、タッチパッド１１４の表
面上の操作によって行われるとしてもよい。
【００４０】
　次に、本実施形態に係る情報処理装置１００が曲再生処理をするまでの動作をタッチパ
ネル１１２における画面表示とともに説明する。図６は、本実施形態に係る情報処理装置
１００の動作を示すフローチャートである。図８及び図９は、本実施形態の情報処理装置
１００のタッチパネル１１２に表示される画面の一例を示す説明図である。
【００４１】
　まず、情報処理装置１００は、ストレージ１０６に記憶されたコンテンツ情報、例えば
音楽データを取得する（ステップＳ１０１）。取得する音楽データは、例えば、アルバム
タイトル、アルバムに関するアーティスト名、アルバムのジャケット（例えば写真やイラ
ストなどからなるアルバムの表紙）等、また、アルバムに含まれる曲タイトル、各曲の演
奏時間などである。このとき、複数の音楽データのコンテンツ情報を取得する。
【００４２】
　次に、利用者によって操作されることで、情報処理装置１００のタッチパネル１１２が
設けられた面と反対の面のタッチパッド１１４が、接触を検知したか否かを判断する（ス
テップＳ１０２）。接触が検知された場合、複数のアルバムの中から任意の１つのアルバ
ムを選択するアルバム選択モードに移行する。アルバム選択モードでは、図８に示すよう
に、複数のジャケットのみが画面に表示されたアルバム選択画面が表示される（ステップ
Ｓ１０３）。
【００４３】
　図８に、アルバム選択画面の一例を示す。図８に示すように、アルバム選択画面は、複
数のアルバムにそれぞれ対応した複数のジャケット１４０と、カーソル１７０を表示する
。そして、利用者によるタッチパッド１１４の操作によってカーソル１７０が移動する。
カーソル１７０が指示するジャケット１４２は、例えば図８に示すように他のジャケット
１４０よりサイズを大きく表示してもよい。または、図示しないが、カーソル１７０が指
示するジャケットは、選択フレームなどの枠で囲まれて表示されてもよい。
【００４４】
　そして、利用者によるタッチパッド１１４の操作（例えばタップ操作など）によって任
意のアルバムが選択されると、例えば、図９に示すようなアルバム詳細説明画面を表示す
る（ステップＳ１０４）。
【００４５】
　図９に、アルバム詳細説明画面の一例を示す。図９に示すように、アルバム詳細説明画
面は、個々のアルバムのジャケット１８２と、アルバム名１８４と、アーティスト名１８
６と、アルバムに関する詳細な情報１８８などを表示する。なお、アルバム詳細説明画面
を表示しないで、次に示すステップＳ１０５の曲選択画面表示に直接遷移してもよい。
【００４６】
　上記のようにステップＳ１０２からステップＳ１０４の動作によれば、複数のアルバム
がジャケット１４０によって画像表示されており、画像から任意のアルバムを利用者に対
して選択させることができる。
【００４７】
　次に、本実施形態の曲選択モードについて説明する。ステップＳ１０２でタッチパッド
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１１４の接触が検知されていない場合や、ステップＳ１０４で表示したアルバムが選択さ
れた場合、再生する曲を選択する曲選択モードに移行する。曲選択モードでは、図７に示
すように、曲タイトル１３０等の文字列と、ジャケット１４０の画像が重畳して同時に表
示された曲選択画面が表示される（ステップＳ１０５）。
【００４８】
　上述したとおり、図７の曲選択画面には、曲タイトル１３０と、アルバムタイトル１３
２と、アーティスト名１３４と、仕切り線１３６と、ジャケット１４０と、曲選択フレー
ム１５０と、アルバム選択フレーム１６０などが表示される。
【００４９】
　曲選択フレーム１５０は、画面内の所定の位置に固定的に表示されており、曲タイトル
１３０が上下方向に移動して、曲選択フレーム１５０に１曲ずつ順次曲タイトル１３０が
納まる。曲選択フレーム１５０に納まった曲タイトル１３０が、選択されている曲を示す
。これにより、画面に表示された複数の曲タイトル１３０のうち１つの曲タイトルが選択
されていることを利用者に対して示すことができる。なお、曲選択フレーム１５０に納ま
った曲タイトル１３０は、図７に示すように他の曲タイトル１３０より拡大して表示して
もよい。また、曲が選択されていることを示す表示は、図７に示すようなフレームに限定
されず、文字を反転表示したり、太字にしたりするなどの強調表示をするなどして表示し
てもよい。
【００５０】
　アルバム選択フレーム１６０は、曲選択フレーム１５０に納まった曲タイトル１３０が
収録されたアルバムのジャケット１４０を囲むなどの表示をする。これにより、選択され
た曲タイトル１３０に対応するアルバムのジャケット１４０がどのジャケットであるかを
利用者に対して示すことができる。また、アルバムを強調する表示は、図７に示すような
フレームに限定されない。例えば、図７に示す画面では、複数のジャケット１４０は、上
述したとおり、曲タイトル１３０等が鮮明になるように、薄い色などで表示されている。
従って、曲選択フレーム１５０に納まった曲タイトル１３０に対応するアルバムのジャケ
ット１４０のみを他のジャケット１４０より濃い色で表示するとしてもよい。
【００５１】
　そして、利用者によるタッチパネル１１２などの操作によって、曲タイトル１３０が上
又は下方向に移動すると、前後の曲タイトル１３０が曲選択フレーム１５０に選択可能に
納まることとなる。更に、利用者によるタッチパネル１１２などの操作によって、曲タイ
トル１３０が上又は下方向に移動すると、前段又は後段に配置されたアルバムの曲タイト
ル１３０が曲選択フレーム１５０に選択可能に納まることとなる。
【００５２】
　あるいは、図７に示す曲選択画面を維持したまま、タッチパッド１１４などの操作によ
って、アルバム選択フレーム１６０を自在に移動させて任意のアルバムに対応するジャケ
ット１４０を選択できるとしてもよい。この場合、選択されたアルバムが移動すると、そ
れに応じて、曲選択画面に表示する曲タイトル１３０、アルバム名１３２などの文字列の
表示を変化させる。
【００５３】
　上記のいずれかの操作によって、曲選択フレーム１５０で選択された曲タイトル１３０
が変化するたびに、曲タイトル１３０に対応するアルバムが別のアルバムに遷移している
か否かを判断する（ステップＳ１０６）。選択されたアルバムが別のアルバムに遷移する
までは、アルバム選択フレーム１６０によるハイライト（強調）表示は、同一のアルバム
の位置に維持される（ステップＳ１０７）。一方、選択されたアルバムが別のアルバムに
遷移すると、アルバム選択フレーム１６０によるハイライト表示は、曲選択フレーム１５
０で選択された曲タイトル１３０に対応するアルバムの位置に移動する（ステップＳ１０
８）。これにより、曲タイトルとアルバムの関連が明確になる。
【００５４】
　次に、利用者によるタッチパネル１１２を介した選択操作などによって、曲選択フレー
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ム１５０で選択された曲タイトル１３０が再生する曲として決定されたか否かを判断する
（ステップＳ１０９）。再生する曲が決定された場合、情報処理装置１００は、選択され
た曲タイトル１３０に対応する曲の再生処理を開始する（ステップＳ１１０）。一方、再
生する曲が決定されるまでは、曲選択モードを維持し、曲選択画面で再生する曲が選択可
能な状態を継続する。
【００５５】
　上記の通り、ステップＳ１０５～ステップＳ１１０によれば、曲タイトル１３０等の文
字列とジャケット１４０の画像が重畳して同時に表示されているため、上位階層のデータ
であるアルバムに関する情報と、下位階層のデータである曲に関する情報が同時に表示さ
れる。従って、利用者は、情報処理装置１００に記憶された音楽データを効率的に探すこ
とが可能となる。
【００５６】
　即ち、下位階層のデータを画面に表示するためには、所望のデータが含まれると推定さ
れる上位階層の項目を選択する必要があり、確実に下位階層のデータを選択することがで
きなかった。また、所望のデータが見つからなかった場合、再度、上位階層に戻って、他
の上位階層の項目を選択する必要があった。
【００５７】
　また、音楽データなどのコンテンツ情報は、比較的正方形に近いジャケットの画像情報
と、曲名やアルバム名等のような横長（または縦長）に配置される文字列の情報が混在す
る。このとき、画像と文字列を画面内で有効に配置するのは困難であった。例えば、画像
は利用者が一瞥できれば他の画像と識別したり内容を把握したりすることができるが、文
字列は、利用者に判読可能に提示しなければ意味をなさなくなる。一方、本実施形態によ
れば、このような画像と文字の特性を生かして、画面の面積を有効に活用しながら、両者
を同時に提示できる。また、利用者は、アルバム（上位階層）または曲タイトル（下位階
層）のいずれからも、情報処理装置１００に記憶された音楽データを効率的に探すことが
可能となる。
【００５８】
　また、本実施形態によれば、上位階層の項目（アルバムのジャケット１４０）と、下位
階層の項目（曲タイトル１３０）とが同時に表示されるためデータの一覧性が向上する。
更に、上位階層の項目と、下位階層の項目を同時に表示しつつ、例えばアルバム名１３２
やアーティスト名１３４等といった曲タイトル１３０とは別のアルバムに関する情報を文
字列として提示できる。
【００５９】
　また、本実施形態によれば、上位階層の項目（アルバムのジャケット１４０）を選択す
る操作部（タッチパッド１１４）と、下位階層の項目（曲タイトル１３０）を選択する操
作部（タッチパネル１１２）とを分けている。例えば、タッチパッド１１４の操作ではア
ルバム（ジャケット１４０）の移動を素早く行うことができるが、曲タイトル１３０の選
択はできない（あるいは、アルバムの最初の曲などが自動的に選択される）。一方、タッ
チパネル１１２の操作では、曲タイトル１３０の移動を素早く行うことができるが、アル
バムの選択は、曲タイトル１３０の移動に応じるため、現在表示されているアルバムの前
段又は後段以外に配置されたアルバムへの移行は自在にできない。
【００６０】
　このように、上位階層のデータと、下位階層のデータの操作を別の操作部（デバイス）
で行って、それぞれ異なった粒度でデータの探索を行うことができるため、より迅速かつ
容易に所望の音楽データを見つけ出すことができる。利用者にとっては、曲タイトルから
の探索、又はアルバムからの探索を、表示モードを意識的に切り替えることなく、シーム
レスに行うことができる。
【００６１】
　本実施形態の情報処理装置１００の操作の一例として、曲タイトル１３０を上下方向に
高速に移動させて曲を選択する場合、文字列は高速に流れて視認することが不可能になる
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。しかし、そのような場合でも、アルバムに関する情報を示すジャケット１４０のハイラ
イト表示は、ゆっくりと別のアルバムのジャケット１４０に移行したり、ゆっくりとレイ
ヤＬ２がスクロールしたりする。例えば、１つのアルバムにつき曲が１０曲含まれ、図７
に示すようにタッチパネル１１２の横方向に５列のジャケットが表示される場合、アルバ
ムのハイライト表示の移行速度は、文字列の移行速度に比べて１／５０の速度となる。従
って、曲タイトル１３０を上下方向に高速に移動させて曲を選択する場合でも、ジャケッ
ト１４０の視認性には影響を及ぼさない。これにより、従来、画面に表示するスクロール
バーといった要素を使用することなく、文字列の高速スクロール中でも、複数の音楽デー
タ全体の現在位置の把握が可能である。
【００６２】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【００６３】
　例えば、上記実施形態では、ジャケット１４０を選択する第２の操作部として、情報処
理装置１００にタッチパッド１１４が設けられる例を示したが、本発明はかかる例に限定
されない。例えば、図１０に示すように、第２の操作部は、十字キーボタン２０２及び決
定ボタン２０４でもよい。図１０は、本実施形態に係る情報処理装置１００の変更例を示
す正面図である。十字キーボタン２０２によって選択されるジャケット１４０を移動する
ことができ、決定ボタン２０４によって曲選択画面に表示するアルバムを決定することが
できる。
【００６４】
　また、上記実施形態では、レイヤＬ２に配置されるジャケット１４０はマトリクス状に
配置されるとしたが、本発明はかかる例に限定されない。例えば図１１～図１３に示すよ
うにアルバムを表示するジャケットが配置されてもよい。図１１、図１２及び図１３は、
レイヤＬ２に配置されたジャケット１４０の画像と、タッチパネル１１２の関係を示す説
明図である。
【００６５】
　例えば、図１１に示すようにジャケット２４０が螺旋上に配置されてもよい。図１１の
タッチパネル１１２には、画面の上下方向に延びる螺旋が表示されている。この画面に表
示された螺旋は、螺旋を横（側面）から見たときの形状である。利用者によってタッチパ
ッド１１４が操作されることで螺旋が上下方向に移動し、それと共にジャケット２４０が
順次表示される。
【００６６】
　また、例えば、図１２に示すようにジャケット３４０が螺旋上に配置されてもよい。図
１２のタッチパネル１１２には、画面の手前から奥行き方向に延びる螺旋が表示されてい
る。この画面に表示された螺旋は、螺旋を上（又は下）から見たときの形状である。利用
者によってタッチパッド１１４が操作されることで螺旋が手前から奥方向（又は奥から手
前方向）に移動し、それと共にジャケット３４０が順次表示される。
【００６７】
　また、例えば、図１３に示すようにジャケット４４０が円柱（ドラム）の表面に配置さ
れてもよい。図１３のタッチパネル１１２には、横から見た円柱が表示されている。利用
者によってタッチパッドが表示されることで、円柱が回転し、それと共にジャケット４４
０が順次表示される。
【００６８】
　また、上記実施形態では、情報処理装置１００が表示するデータが音楽データである場
合について説明し、上位階層がアルバムに関する情報であり、下位階層が曲に関する情報
であるとして説明したが、本発明はかかる例に限定されない。例えば、映像データなど他
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の情報を有するデータであってもよい。また、上位階層の情報を画像データとしてレイヤ
Ｌ２に配置し、上位階層に対して下位階層の情報を文字列データとしてレイヤＬ１に配置
するとしたが、本発明はかかる例に限定されない。例えば、画像データと文字列データが
一対一に対応しており、データが階層構造を有さない場合にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の一実施形態に係る情報処理装置を示すブロック図である。
【図２】同実施形態に係る情報処理装置を示す正面図（Ａ）及び背面図（Ｂ）である。
【図３】同実施形態の情報処理装置のタッチパネルに表示される画面の表示方法の概念を
示す説明図である。
【図４】レイヤＬ１に配置された曲タイトル等の文字列と、タッチパネルの関係を示す説
明図である。
【図５】レイヤＬ２に配置されたジャケットの画像と、タッチパネルの関係を示す説明図
である。
【図６】同実施形態に係る情報処理装置の動作を示すフローチャートである。
【図７】同実施形態の情報処理装置のタッチパネルに表示される画面の一例を示す説明図
である。
【図８】同実施形態の情報処理装置のタッチパネルに表示される画面の一例を示す説明図
である。
【図９】同実施形態の情報処理装置のタッチパネルに表示される画面の一例を示す説明図
である。
【図１０】同実施形態に係る情報処理装置の変更例を示す正面図である。
【図１１】レイヤＬ２に配置されたジャケットの画像と、タッチパネルの関係を示す説明
図である。
【図１２】レイヤＬ２に配置されたジャケットの画像と、タッチパネルの関係を示す説明
図である。
【図１３】レイヤＬ２に配置されたジャケットの画像と、タッチパネルの関係を示す説明
図である。
【符号の説明】
【００７０】
　１００　　　情報処理装置
　１０２　　　制御部
　１０４　　　メモリ
　１０６　　　ストレージ
　１０８　　　入力Ｉ／Ｆ
　１１０　　　映像信号処理部
　１１２　　　タッチパネル
　１１４　　　タッチパッド
　１１６　　　音声出力Ｉ／Ｆ
　１１８　　　スクロールホイール
　１２２　　　タッチセンサー
　１２４　　　表示部
　１２６　　　表示制御部
　１３０　　　曲タイトル
　１４０　　　ジャケット
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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