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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検索する情報の名称である情報名称を所定の順に並べ、
　画面表示部に任意の値に分割した割合表示バーを、情報名称の一部を表示可能に形成し
、
　情報名称の詳細をスクロール可能に表示する情報名称詳細表示部を前記割合表示バーに
近接して形成し、
　利用者が前記割合表示バーのうち任意の範囲を指示することによって検索する情報名称
の範囲を指定し、
　前記並べた情報名称のうち前記指示した範囲の情報名称について、前記割合表示バーの
分割位置に対応する情報名称を検索し、
　前記検索して得られた情報名称の頭文字から所定の部分を、前記割合表示バーの各対応
する分割位置に前記情報名称の一部として表示し、
前記指示した範囲の情報名称の詳細を、前記整列した順序で前記情報名称詳細表示部に表
示し、
　前記割合表示バーに表示する情報名称の一部は、隣接する情報名称の一部と同一の時、
それぞれ頭文字からの文字数を増加することにより互いに識別可能としたことを特徴とす
る情報検索方法。
【請求項２】
前記利用者による検索する情報名称の範囲の指示は、表示画面の割合表示バーに対して利
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用者が始点と終点を指定した範囲の指示であることを特徴とする請求項１記載の情報検索
方法。
【請求項３】
前記利用者による検索する情報名称の範囲の指示は、表示画面の割合表示バーに対して利
用者が接触してなぞった範囲の指示であることを特徴とする請求項１記載の情報検索方法
。
【請求項４】
前記割合表示バーには前記情報名称の一部と共に割合を表示することを特徴とする請求項
１記載の情報検索方法。
【請求項５】
前記情報名称詳細表示部は、全体の情報名称を任意に分割した情報名称グループ毎にタブ
を形成し、各タブを指示することにより各タブのグループ内の詳細な情報名称を順に表示
可能とし、
前記割合表示バーは、指示したタブに属するグループの情報名称について、分割位置に対
応する情報名称を検索し、情報表示バーに情報名称の一部を表示することを特徴とする請
求項１記載の情報検索方法。
【請求項６】
前記タブは利用者が指定した範囲の情報名称について、任意に分割した情報名称グループ
毎に形成し、指定した範囲を変更する毎にタブの表示を変更することを特徴とする請求項
５記載の情報検索方法。
【請求項７】
検索する情報の名称である情報名称を所定の順に並べる情報名称順整列処理部と、
画面表示部に任意の値に分割し、情報名称の一部を表示可能とした割合表示バーを形成す
る割合表示バー形成部と、
情報名称の詳細をスクロール可能に表示する情報名称詳細表示部を前記割合表示バーに近
接して形成する情報名称詳細表示処理部と、
利用者が前記割合表示バーのうち任意の範囲を指示することにより検索する情報名称の範
囲を指示する絞り込み指示部と、
前記並べた情報名称のうち前記指定した範囲の情報名称について、前記割合表示バーの分
割位置に対応する情報名称を検索する割合表示バー内表示情報検索部と、
前記検索して得られた情報名称の頭文字から所定の部分を、前記割合表示バーの各対応す
る分割位置に前記情報名称の一部として表示する割合表示バー内情報名称表示処理部と、
前記指示した範囲の情報名称の詳細を、前記整列した順序で前記情報名称詳細表示部に表
示する情報名称詳細表示処理部とを備え、
　前記割合表示バー内情報名称表示処理部は、前記割合表示バーに表示する情報名称の一
部が隣接する情報名称の一部と同一の時、それぞれ頭文字からの文字数を増加することに
より互いに識別可能としたことを特徴とする情報検索装置。
【請求項８】
前記絞り込み指示部は、表示画面の割合表示バーに対して利用者が始点と終点を指定した
範囲により指示することを特徴とする請求項７記載の情報検索装置。
【請求項９】
前記絞り込み指示部は、表示画面の割合表示バーに対し利用者が接触してなぞった範囲に
より指示することを特徴とする請求項７記載の情報検索装置。
【請求項１０】
前記割合表示バー形成部は、前記情報名称の一部と共に割合を表示することを特徴とする
請求項７記載の情報検索装置。
【請求項１１】
前記情報名称詳細表示処理部は、全体の情報名称を任意に分割した情報名称グループ毎に
目印としてのタブを形成し、各タブを指示することにより各タブのグループ内の詳細な情
報名称を順に表示可能とし、
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前記割合表示バー内名称表示処理部は、前記指示したタブに属するグループの情報名称に
ついて、分割位置に対応する情報名称を検索し、情報表示バーに情報名称の一部を表示す
ることを特徴とする請求項７記載の情報検索装置。
【請求項１２】
　前記情報名称詳細表示処理部は、前記タブを利用者が指定した範囲の情報名称について
、任意に分割した情報名称グループ毎に形成し、前記指定した範囲を変更する毎にタブの
表示を変更することを特徴とする請求項１１記載の情報検索装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は例えば極めて多数の曲を記録しているオーディオ装置において、所望の曲を容
易に選択して聴くことができるようにする等、多数の情報の中から所望の情報を容易に検
索して選択することができるようにした情報検索方法及びその方法を実施する装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　例えばオーディオ装置においては、メモリチップやハードディスク等の小型で大容量の
データ記憶媒体を用い、ＭＰ３等により圧縮したオーディオデータを多数記録し、携帯型
オーディオ装置においてはこれを持ち歩き、いつでもどこでも聴くことができるようにな
っている。また車両用オーディオ装置ではハードディスク等の大容量のデータ記録媒体を
備えて、ここに記録した大量の曲の中から所望の曲を選択して聴くことができるようにな
っている。また、車両用オーディオ装置や一般家庭用オーディオ装置においても前記のよ
うな携帯型オーディオプレーヤを有線或いは無線で接続し、携帯型オーディオプレーヤの
データ記録媒体に記録している大量の曲の中から所望の曲を選択して聴くことができるよ
うにもなっている。
【０００３】
　このように大量の曲の中から所望の曲を選択するに際しては、各楽曲に情報として記録
しているアーティスト名、ジャンル名、曲名、アルバム名等の情報を利用し、例えば曲名
のリストの中から直接曲名を入力して検索を行い、所望の曲を選択することができる。し
かしながらその手法は多くの手数を要するため、記録している全ての曲について曲名のリ
ストを作成し、画面にその一部を表示してこれをスクロール表示可能とし、利用者がリモ
コンによる指示や、画面上のタッチパネルへの接触指示等によってスクロールし、所望の
曲を選択できるようにもしている。
【０００４】
　スクロールによって情報を順に表示する手法は手入力よりはるかに容易であり、曲名等
を正確に記憶していなくても捜すことができるため便利ではあるが、前記のようなオーデ
ィオ装置においては１万曲を超える楽曲を備えていることも多く、アーティストについて
も数百人を超える人やグループが存在することも多い。したがってこのように多数の楽曲
、アーティスト等の情報を小さな画面に表示してスクロールして検索を行う時には、所望
の楽曲がリストの後の方にあるときには極めて多くの時間がかかり、またこれを高速でス
クロールすると途中の曲を見落とすことがあるため、使用しにくい検索手法となってしま
う。
【０００５】
　その対策として、多数の情報をアルファベット順等の所定の順序に並べておき、利用者
が例えば「Ｍ」を指定すると、頭文字が「Ｍ」の情報を選択して表示させることが実開平
５－９６８６９号公報（特許文献１）に開示されている。しかしながらこの検索手法では
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少なくとも頭文字は確実に記憶しておく必要があり、また特定の文字の頭文字の情報を選
択した後はやはりスクロール等により所望の情報を選択する必要があるため、極めて多数
の情報が存在するときには、前記と同様に多くの時間がかかる問題がある。
【０００６】
　上記のような問題を解決する手法として、本願出願人により特開２００２－２３０９５
１号公報に開示している情報選択手法がある。この技術においては画面上に０％から１０
０％を示す％表示バーを設け、利用者が任意の％部分をタッチすると、その％部分を中心
に所定数の情報を抽出し、その情報を番号順に並べた表示を行い、このとき必要に応じて
その情報の頭文字をアルファベットで表示し、利用者はその中から所望のものを選択する
ようにしている。
【特許文献１】実開平５－９６８６９号公報
【特許文献２】特開２００２－２３０９５１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　前記のような特許文献２に開示している技術においては、情報が極めて多数存在しても
、アルファベット等によって並べている全体の情報の中で、所望の情報がどの辺に位置し
ているかの感覚によって指示を行い、その周辺の情報の中から最終的に所望の情報を選択
することができるため、前記のような単に特定の文字の頭文字を指示する技術よりも素早
く所望の情報を選択することができるようになる。しかしながらこの手法においては、％
表示バーの特定の％部分を指定することにより、その指定した部分を中心として所定の数
の情報を選択して提示するため、その部分に所望の情報が存在しないときには、同じ操作
を何回も試行錯誤しながら繰り返して検索する必要があり、より素早く容易に、且つ正確
に所望の情報を検索する手法の開発が望まれている。
【０００８】
　このような情報の検索は前記のようにオーディオ装置で曲やアーティスト等を選択する
ときばかりでなく、例えばナビゲーション装置においては目的地を選択するに際して、多
数の地名や施設名、更には社名や人名等から選択することが行われるが、その際にも前記
と同様の問題を生じる。更には多数の電話番号を蓄積した情報の中から所望の電話番号を
検索する時等、他の分野においても多数の情報の中から所望の情報を検索する際にも同様
の問題を生じることは明らかである。
【０００９】
　したがって本発明は、多数の情報の中から所望の情報を検索して提示するに際して、そ
の情報量が極めて多数である場合でも、素早く容易に、且つ正確に所望の情報を検索して
提示することができる情報検索方法及びその方法を実施する装置を提供することを主たる
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る情報検索方法は、前記課題を解決するため、検索する情報の名称である情
報名称を所定の順に並べ、画面表示部に任意の値に分割した割合表示バーを、情報名称の
一部を表示可能に形成し、情報名称の詳細をスクロール可能に表示する情報名称詳細表示
部を前記割合表示バーに近接して形成し、利用者が前記割合表示バーのうち任意の範囲を
指示することによって検索する情報名称の範囲を指定し、前記並べた情報名称のうち前記
指示した範囲の情報名称について、前記割合表示バーの分割位置に対応する情報名称を検
索し、前記検索して得られた情報名称の頭文字から所定の部分を、前記割合表示バーの各
対応する分割位置に前記情報名称の一部として表示し、前記指示した範囲の情報名称の詳
細を、前記整列した順序で前記情報名称詳細表示部に表示し、前記割合表示バーに表示す
る情報名称の一部は、隣接する情報名称の一部と同一の時、それぞれ頭文字からの文字数
を増加することにより互いに識別可能としたことを特徴とする。
【００１２】
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　本発明に係る他の情報検索方法は、前記情報検索方法において、前記利用者による検索
する情報名称の範囲の指示が、表示画面の割合表示バーに対して利用者が始点と終点を指
定した範囲の指示であることを特徴とする。
【００１３】
　本発明に係る他の情報検索方法は、前記情報検索方法において、前記利用者による検索
する情報名称の範囲の指示が、表示画面の割合表示バーに対し利用者が接触してなぞった
範囲の指示であることを特徴とする。
【００１４】
　本発明に係る他の情報検索方法は、前記情報検索方法において、前記割合表示バーには
前記情報名称の一部と共に割合を表示することを特徴とする。
【００１５】
　本発明に係る他の情報検索方法は、前記情報検索方法において、前記情報名称詳細表示
部が、全体の情報名称を任意に分割した情報名称グループ毎に目印としてのタブを形成し
、各タブを指示することにより各タブのグループ内の詳細な情報名称を順に表示可能とし
、前記割合表示バーは、指示したタブに属するグループの情報名称について、分割位置に
対応する情報名称を検索し、情報表示バーに情報名称の一部を表示することを特徴とする
。
【００１６】
　本発明に係る他の情報検索方法は、前記情報検索方法において、前記タブは利用者が指
定した範囲の情報名称について、任意に分割した情報名称グループ毎に形成し、指定した
範囲を変更する毎にタブの表示を変更することを特徴とする。
【００１７】
　本発明に係る情報検索方法は、前記課題を解決するため、検索する情報の名称である情
報名称を所定の順に並べる情報名称順整列処理部と、画面表示部に任意の値に分割し、情
報名称の一部を表示可能とした割合表示バーを形成する割合表示バー形成部と、情報名称
の詳細をスクロール可能に表示する情報名称詳細表示部を前記割合表示バーに近接して形
成する情報名称詳細表示処理部と、利用者が前記割合表示バーのうち任意の範囲を指示す
ることにより検索する情報名称の範囲を指示する絞り込み指示部と、前記並べた情報名称
のうち前記指定した範囲の情報名称について、前記割合表示バーの分割位置に対応する情
報名称を検索する割合表示バー内表示情報検索部と、前記検索して得られた情報名称の頭
文字から所定の部分を、前記割合表示バーの各対応する分割位置に前記情報名称の一部と
して表示する割合表示バー内情報名称表示処理部と、前記指示した範囲の情報名称の詳細
を、前記整列した順序で前記情報名称詳細表示部に表示する情報名称詳細表示処理部とを
備え、前記割合表示バー内情報名称表示処理部は、前記割合表示バーに表示する情報名称
の一部が隣接する情報名称の一部と同一の時、それぞれ頭文字からの文字数を増加するこ
とにより互いに識別可能としたことを特徴とする。
【００１９】
　本発明に係る他の情報検索装置は、前記情報検索装置において、前記絞り込み指示部は
、表示画面の割合表示バーに対して利用者が始点と終点を指定した範囲により指示するこ
とを特徴とする。
【００２０】
　本発明に係る他の情報検索装置は、前記情報検索装置において、前記絞り込み指示部は
、表示画面の割合表示バーに対し利用者が接触してなぞった範囲により指示することを特
徴とする。
【００２１】
　本発明に係る他の情報検索装置は、前記情報検索装置において、前記割合表示バー形成
部は、前記情報名称の一部と共に割合を表示することを特徴とする。
【００２２】
　　本発明に係る他の情報検索装置は、前記情報検索装置において、前記情報名称詳細表
示処理部は、全体の情報名称を任意に分割した情報名称グループ毎に目印としてのタブを



(6) JP 5137188 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

形成し、各タブを指示することにより各タブのグループ内の詳細な情報名称を順に表示可
能とし、前記割合表示バー内名称表示処理部は、前記指示したタブに属するグループの情
報名称について、分割位置に対応する情報名称を検索し、情報表示バーに情報名称の一部
を表示することを特徴とする。
【００２３】
　本発明に係る他の情報検索装置は、前記情報検索装置において、前記情報名称詳細表示
処理部は、前記タブを利用者が指定した範囲の情報名称について、任意に分割した情報名
称グループ毎に形成し、前記指定した範囲を変更する毎にタブの表示を変更することを特
徴とする。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明は前記のように構成したので、多数の情報の中から所望の情報を検索して提示す
るに際して、その情報量が極めて多数である場合でも、素早く容易に、且つ正確に所望の
情報を検索して提示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　本発明は、多数の情報の中から所望の情報を検索して提示するに際して、その情報量が
極めて多数である場合でも、素早く容易に、且つ正確に所望の情報を検索して提示すると
いう目的を、検索する情報の名称である情報名称を所定の順に並べ、画面表示部に任意の
値に分割した割合表示バーを、情報名称の一部を表示可能に形成し、情報名称の詳細をス
クロール可能に表示する情報名称詳細表示部を前記割合表示バーに近接して形成し、利用
者が前記割合表示バーのうち任意の範囲を指示することによって検索する情報名称の範囲
を指定し、前記並べた情報名称のうち前記指示した範囲の情報名称について、前記割合表
示バーの分割位置に対応する情報名称を検索し、前記検索して得られた情報名称の頭文字
から所定の部分を、前記割合表示バーの各対応する分割位置に前記情報名称の一部として
表示し、前記指示した範囲の情報名称の詳細を、前記整列した順序で前記情報名称詳細表
示部に表示することにより実現した。
【００３０】
　また前記目的を、検索する情報の名称である情報名称を所定の順に並べる情報名称順整
列処理部と、画面表示部に任意の値に分割した割合表示バーを形成する割合表示バー形成
部と、前記画面表示部に情報名称の詳細をスクロール可能に表示する情報名称詳細表示部
を前記割合表示バーに近接して形成する情報名称詳細表示処理部と、利用者が前記割合表
示バーのうち任意の範囲を指示することにより検索する情報名称の範囲を指定する絞り込
み指示部と、前記並べた情報名称のうち前記指定した範囲の情報名称について、前記割合
表示バーの分割位置に対応する情報名称を検索する割合表示バー内表示情報検索部と、前
記検索して得られた情報名称の頭文字から所定の部分を、前記割合表示バーの各対応する
分割位置に前記情報名称の一部として表示する割合表示バー内情報名称表示処理部と、前
記指定した範囲の情報名称の詳細を、前記整列した順序で前記情報名称詳細表示部に表示
する情報名称詳細表示処理部とを備えることにより実現した。
【実施例１】
【００３１】
　本発明の実施例を図面に沿って説明する。図１は本発明による情報検索方法を実施する
装置の実施例における機能ブロック図であり、同図に示す例においては情報検索装置で検
索する対象である検索情報が蓄積されている検索情報蓄積部１を備え、情報名称順整列処
理部２ではこの検索情報蓄積部１に蓄積されている情報について、その情報に付されてい
る名称である情報名称を、予め設定されている順序、或いは指示入力部８で利用者が設定
した順により、アルファベット順、五十音順等の所定の順に整列処理を行う。
【００３２】
　割合表示バー形成部３では、表示画面１２において図中下方に示している割合表示バー
１３を表示する。図示の例においては横長で矩形の割合表示バーを示しており、割合表示
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バー１３内を５分割し、分割した領域内を文字表示部としている。このように割合表示バ
ー１３内を５分割しているため、その各分割部分の下方に、各分割部分の左端の位置に対
応する％を付与しており、それにより図示の例では左側から順に０％、２５％、５０％、
７５％、１００％を付与している。このような表示形式は任意に設定することができ、指
示入力部８から利用者によって、例えば初期設定等により任意に表示態様を変更すること
ができるようにしても良い。
【００３３】
　割合表示バー内表示情報検索部４においては、前記のように割合表示バー形成部３で所
定の割合表示バーが形成されている状態で、指示入力部８における割合表示バー内絞り込
み指示部９で指示した絞り込みに応じて、その絞り込みの範囲内に含まれる情報の名称を
情報名称順整列処理部２から検索する処理を行う。この割合表示バー１３の初期設定状態
では全ての情報が選択されるが、以降は後述するように利用者によって絞り込みの指示が
なされ、その絞り込みの範囲内で検索等がなされる。また、このような未だ絞り込みが行
われない状態、更に絞り込みが行われた状態で、割合表示バーで分割された割合部分の情
報を検索する。
【００３４】
　割合表示バー内情報名称表示処理部５では、前記のようにして形成された割合表示バー
１３について、図示の例では５分割された文字表示部に、各文字表示部の下部に表示して
いる％の割合に相当する情報の名称の一部を表示する処理を行う。この文字表示部は大き
なスペースをとることができないと共に、一見してその文字を見ることができるように、
頭文字のみ、或いは隣接する文字表示部に表示する文字が同じ時、両者を識別可能とする
ため頭文字に更に適宜文字を追加して、頭文字から２文字或いは必要に応じて頭文字から
３文字等の表示を行う。情報の名称を表示する際には、検索開始時の初期画面表示から、
更に後述するような操作によって絞り込み検索を行うとき、その絞り込みの範囲での割合
表示を行うため、割合表示バー内の文字をその絞り込みに応じて変更する。
【００３５】
　情報名称詳細表示処理部６においては、表示画面１２の前記割合表示バー１３の上方に
形成した情報名称詳細表示部１４に、情報の詳細な名称を表示する処理を行うものであり
、表示当初においては表示バーで絞り込まれた範囲の先頭の情報から順に表示を行う。図
示の例では所定の順序で５個表示した例を示しており、表示する情報の名称は情報名称順
整列処理部２で整列している情報名称から順に取り込むことによって表示する。
【００３６】
　情報名称詳細表示処理部６にはスクロール表示部７を備え、指示入力部８におけるスク
ロール指示部１０からの利用者の指示により、前記のように表示している情報の名称を順
にスクロール表示することができるようにしている。このようなスクロール操作のため、
図示の例では表示画面１２の左端にスクロールバーを設け、リモコン、或いはタッチパネ
ルによりスクロールして表示を変更することができるようにしている。
【００３７】
　指示入力部８は利用者の指示を入力するものであり、前記のように割合表示バー内で絞
り込む指示を行うための割合表示バー内絞り込み指示部９を備えており、ここでは表示画
面１２において、図示するように、表示画面１２表面をタッチパネルとし、割合表示バー
１３の任意の部分にタッチすると共に、そのタッチの状態で割合表示バー１３の他の部分
までなぞることにより、絞り込みの範囲を指示する。このように指を割合表示バーにタッ
チしてなぞるとき、利用者がどの部分をタッチしているのかを明瞭に表示するため、タッ
チした部分を他と容易に識別可能に着色表示等を行うことが好ましい。このようなタッチ
してなぞる以外に、１回目に押した部分と２回目に押した部分を指示範囲とすることもで
きる。その際にはリモコンによってカーソルを移動し、両端を指示しても良い。
【００３８】
　前記のタッチ部分の検出に際しては、割合表示バーに表示されている分割した文字表示
部に相当する割合を指示入力とするほか、更に詳細に、割合表示バーにタッチした部分、



(8) JP 5137188 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

タッチを離した部分に相当する割合を検出し、その割合によって絞り込みを行うようにし
ても良い。
【００３９】
　指示入力部８のスクロール指示部１０では、前記のように情報名称詳細表示部１４に表
示する情報の詳細な名称を順にスクロールするものであり、スクロールバー１５部分をタ
ッチすることにより、或いはリモコン等の種々の手法によってスクロール操作を行うこと
ができる。情報名称指示確定部１１では、このように情報の詳細な名称が表示されている
とき、指示している情報の名称を他とは異なった色で表示する等により識別可能に表示し
、前記スクロールによって指示している名称を順送りに変化させ、利用者が意図する情報
の名称が表示されたとき、その部分を指示して確定ボタンを押す等によってこれを確定す
る。
【００４０】
　前記のような機能ブロックからなる本発明においては、例えば図２に示す作動フローに
より作動させることができる。以下に図２の作動を前記図１の機能ブロック図、及び図３
～図５の表示例を参照しつつ説明する。図２に示す絞り込み検索処理の例においては、最
初に検索の対象となる情報について、その情報の名称を例えばアルファベット順等の所定
の順に並べる処理を行う（ステップＳ１）。この処理は図１の情報名称順整列処理部２が
検索情報蓄積部１に蓄積した所定の情報の名称を、アルファベット順等の所定の順に整列
することによって行う。
【００４１】
　次いで表示画面中に、任意に分割した割合表示バーを形成する（ステップＳ２）。この
割合表示バーは図１に示した表示画面１２と同様の表示画面を示している図３（ａ）の例
では、表示画面１２の下部に横長の矩形によって割合表示バー１３を表示している。図示
の割合表示バー１３は内部を５分割し、各分割した部分を文字表示部としており、各分割
した文字表示部の左端部分に相当する割合である％の数字をそれぞれ下部に表示している
。
【００４２】
　それにより図示の例では左端の文字表示部には全体の０％、即ちこの割合表示バーが対
象としている情報の範囲の先頭の情報がこの部分に対応し、以降順に２５％、５０％、７
５％とし、最後にこの割合表示バーが対象としている情報のうち最も最後の情報について
表示する１００％の情報部分に表示するようにしている。なお、この％の表示に加え、例
えば図６（ａ）に示すように検索対象件数表示部１７を設け、現在検索の対象となってい
る件数を、図示するように「検索対象：６，２００件」のように表示しても良い。その際
にこれを絞り込んでいくときの画面に、例えば図６（ｂ）に「検索対象：２００件」と示
すように、絞り込みがどの程度行われたかがわかり、また情報名称詳細表示部でスクロー
ルしても良いか否かの判断材料として用いることができる。
【００４３】
　その後割合表示バーの分割した位置に対応する情報を検索する（ステップＳ３）。この
処理は図１の割合表示バー内表示情報検索部４において、情報名称順整列処理部２で処理
した情報の名称について、割合表示バー内絞り込み指示部９で指示した割合の範囲につい
て、割合表示バーに表示する分割部分を割合表示バー形成部３から取り込むことによって
検索することにより行う。
【００４４】
　次いで割合表示バーの分割した表示部に、分割した位置に対応した情報の名称のうち、
頭文字から所定部分を表示する（ステップＳ４）。図３（ａ）に示す例においては分割し
た文字表示部の左端部分は０％の位置であり、したがって指示された範囲の情報の最初の
情報の名称であって、図示の例ではその情報の名称の頭文字が英文字の「Ａ」であること
を示している。この文字表示部には頭文字から任意の数の文字を表示することができるが
、利用者が容易に見ることのできる大きさであって、できるだけ細かく分割する方が使用
し易いことを考慮し、図示の例では表示バーを５分割しており、全体の表示画面１２の大
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きさを考慮してこの文字表示部には原則として頭文字のみの１字を表示する例を示してい
る。
【００４５】
　その結果図３（ａ）に示す割合表示バー１３においては、対象としている情報の範囲の
２５％に相当する情報の名称の頭文字が英文字の「Ｌ」であり、５０％はカタカナの「カ
」であり、７５％は漢字の「君」であり、１００％、即ち最後の情報の名称の頭文字は「
蕾」であることを示している。これらの表示処理は、図１の割合表示バー内情報名称表示
処理部５において割合表示バー内表示情報検索部４で検索した結果に基づいて表示するこ
とにより行う。
【００４６】
　その後割合表示バーに近接する画面に、割合表示バーの範囲の情報を先頭から順にスク
ロール表示可能に名称を表示する（ステップＳ５）。図３（ａ）に示す例においては、割
合表示バー１３の直上に情報名称詳細表示部１４を設け、できる限り全ての情報について
その名称のほとんどが表示できる程度の長さで、且つ利用者が容易に読み取ることができ
る程度の幅に分割することにより行い、図３（ａ）の例では縦方向に５分割している。こ
のような情報名称詳細表示部１４に、割合表示バー１３が対象としている情報範囲におい
て、先頭の情報から順にその名称を表示する。
【００４７】
　それによりこの表示がなされる最初の状態では、検索の対象となる全ての情報のうち最
も先頭の情報の名称から表示することとなり、図示の例ではそれは「ＡＬＬＩＣＥ」であ
ることを示している。この情報名称詳細表示部１４に表示することができない部分は利用
者が適宜スクロールによって表示することができ、図３（ａ）の例では情報名称詳細表示
部１４の図中左側に縦長にスクロールバー１５を設け、この部分にタッチすることにより
任意にスクロールすることができるようにしている。
【００４８】
　次いで表示された名称の中に利用者の希望する情報の名称が存在するか否かを判別する
（ステップＳ６）。前記のようなの情報の詳細表示における最初の表示を見て、その中に
利用者の所望の情報が存在したときには、ステップＳ９に進んで希望する情報の名称を指
示して確定する。この操作は所望の情報の詳細な名称を表示している欄がカーソル等で指
示されている状態で、利用者が確定キーを押すことによって実行することができ、図１の
指示入力部８において情報名称指示確定部１１で行う。
【００４９】
　ステップＳ６において表示された名称の中に利用者の希望する情報の名称が存在しない
と判別したときには、情報名称詳細表示画面をスクロールするか否かの判別を行い（ステ
ップＳ７）、スクロールすることにより所望の情報の名称が表示されると利用者が判断し
たときにはここでスクロールするものとしてステップＳ１０に進み、名称表示画面をスク
ロールする。
【００５０】
　ステップＳ７で情報名称詳細表示画面のスクロールを行わないと判別したとき、即ち利
用者が表示画面１２を見て、スクロールによって所望の情報を見つけるのは多くの時間が
かかると思ったとき等には、利用者は割合表示バーの任意の範囲を指定して絞り込みを行
う（ステップＳ８）。その際には図３（ｂ）の例のように、表示画面１２をタッチパネル
としておき、割合表示バーの文字表示部に表示されている頭文字等の文字を参考にして、
利用者が希望する情報がどの辺に存在するかを予測し、利用者のそのときのあやふやな度
合いに応じてその範囲を広く設定し、その範囲を指等でなぞることにより範囲指定する。
そのとき、利用者がほぼその位置がわかっているときには、特定の範囲部分をタッチする
のみで指定することができる。
【００５１】
　図３（ｂ）の例では、同図（ａ）の表示状態において割合表示バー１３の５０％の部分
におけるカタカナの「カ」から、７５％における漢字の「君」までを指でなぞった例を示
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しており、それにより利用者は最初対象となる情報の全体の範囲が選択されていた状態か
ら、全体の情報量の５０～７５％部分に絞った検索を行う指示を行うことができる。その
際に、単なる割合表示バーの数字のみではなく、その割合部分にどのような情報が存在す
るのかを割合表示バーの文字表示部における文字で確認することができ、わかりやすい絞
り込みを行得ことができるようになる。
【００５２】
　前記のようにステップＳ８で利用者が割合表示バーの任意の範囲を指定して絞り込みを
行ったときには、以降は前記ステップＳ３に戻り、割合表示バーの分割した位置に対応す
る情報を検索する作動以降、前記作動を繰り返し、更なる同様の絞り込み検索等を行う。
図３（ｂ）において前記のような範囲を指定して絞り込みを行った後は、同図（ｃ）のよ
うな表示がなされる。同図に示す例においては同図（ｂ）で指定した範囲が５０％～７５
％であり、その結果全情報の５０％に相当する情報の頭文字「カ」から７５％の「君」ま
での情報に絞り込まれる。それにより、割合表示バーの０％の文字表示部には「カ」の頭
文字が表示され、１００％の文字表示部には「君」が表示されると共に、その間の２５％
の部分にも「サ」、５０％の部分には同じ「サ」、７５％の部分には「愛」の各頭文字を
表示した例を示している。
【００５３】
　また、その際の情報名称詳細表示部１４には、絞り込まれた範囲における先頭の情報か
ら順に表示を行い、図示の例では「ガッツだぜ」から順に表示した例を示している。この
画面においてもスクロール表示可能としており、利用者はこの表示を見てスクロールによ
って所望の情報が容易に見つかると思ったときには、スクロール表示処理を行うこととな
る。利用者がこのような表示を見ても更に絞り込みを行う必用があると判断したときには
、この画面の状態で図３（ｄ）のような、前記と同様の絞り込み操作を行う。
【００５４】
　図示の例では割合表示バーにおいて２５％に相当する最初の「サ」にタッチした後、指
をなぞって７５％の「愛」の部分で指を離した例を示している。それにより利用者が所望
とする情報の名称が例えば「サビシイ」であるとき、最初の２５％と次の５０％の「サ」
のいずれに存在するか、更に「サ」を頭文字とする情報が多いと予測され、５０％以上の
中に存在する可能性もあると考えて、７５％の「愛」の部分までを検索する必用があると
考えた場合には、前記のような範囲指定を行うこととなる。以降は同様の絞り込み検索処
理を行い、図２の作動フローでは最終的にステップＳ９において希望する情報の名称を指
示して確定がなされる。
【００５５】
　図３に示す例においては、同図（ｃ）に示すように、絞り込んだ範囲に「サ」が頭文字
とする情報が多数存在した結果、割合表示バーに「サ」が２つ表示され、両者の識別が明
瞭ではない。その対策として例えば図４（ａ）に示すように頭文字のみではなく頭文字の
次の文字までの２文字を表示し、それにより２５％部分は「サー」、５０％部分は「サミ
」と表示する。
【００５６】
　このような表示を行うことにより、利用者が希望する「サビシイ」は２５％の「サー」
と５０％の「サミ」の間にあることがわかるため、図３（ｄ）に示すものよりも狭い範囲
に絞り込むことができ、効率的な検索が可能となる。この絞り込みの結果、図４（ｃ）の
ような表示がなされる。図示の例では０％部分は「サー」であり、２５％部分は「サキ」
、５０％部分は「サタ」、７５％部分は「サブ」、１００％部分は「サミ」であることを
示している。
【００５７】
　この文字表示に際しても、隣接する文字表示部の表示が頭文字のみでは全て同じ「サ」
となるため、互いに識別可能に２文字までを表示するようにしている。ここで表示される
情報名称詳細表示部においては、絞り込んだ範囲の先頭の情報の名称が「サーカス」であ
り、以降図示するような情報の名称が存在することを示している。
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【００５８】
　図４（ｃ）の表示においてこのままスクロールして「サビシイ」を表示させることもで
きるが、全情報数等を考慮してそれでは時間がかかり過ぎると考えたときには同図（ｄ）
のような絞り込みを行うことができる。図示の例では「サビシイ」は５０％の「サタ」と
７５％の「サブ］との間にあるので、この部分の絞り込みを行う際の例を示している。
【００５９】
　このような％表示による絞り込み検索に際しては、例えば図６（ｃ）のように、前記の
ような情報名称の一部を表示する割合表示バー１３に平行に、割合のみを示す割合目盛バ
ー１８を設けても良い。この例においては割合表示バー１３による前記のような概略検索
のほか、割合目盛バー１８部分において、例えば４０％～６０％、或いは５０％～６０％
等をなぞることにより検索範囲を絞り込むこともできるようにしている。それにより割合
表示バーに表示されている情報名称の一部を見ながら、ほぼこの辺にある、と思われる当
たりを細かく指定することができる。そのため、例えば図３（ｂ）のような絞り込みにお
いて、全体の半分に絞り込むような粗い絞り込みでは物足りない利用者は、前記手法によ
りきめの細かな絞り込み検索を行うことができるようになる。なお、図６（ｃ）の例では
、割合表示バー１３のほかに割合目盛バー１８を設けて、この部分をタッチする等により
指示した例を示したが、割合表示バーにタッチした位置を割合目盛バーの位置として読み
取り、それにより前記と同様の絞り込みを行わせても良い。
【００６０】
　本発明は更に種々の態様で実施することができるが、例えば図５に示す表示例のように
実施することもできる。即ち図５に示す例においては前記図３及び図４の例と同様に画面
表示部１２の下部に割合表示バー１３を設けると共に、その上方に情報名称詳細表示部１
４を配置し、その左側にスクロールバー１５を設けているが、図５の例においては情報名
称詳細表示部１４はタブ１６毎に分けられている。タブ１６部分には情報の名称の頭文字
を表示可能とし、図示の例では全情報を８個のグループに大別し、各グループの先頭の情
報の頭文字である「Ａ」「Ｍ」「Ｔ」「タ」「朝」「氷」「不」「夜」を順に表示した例
を示している。
【００６１】
　また図５（ａ）に示す例においては、最初の画面として「Ａ」のタブに含まれる情報の
絞り込みを行う例を示しており、それにより割合表示バー１３においても全体の情報がこ
のタブの先頭である「Ａ」から、次のタブの先頭である「Ｍ」までの情報とし、各割合毎
の文字表示部には「Ａ」「Ｄ」「Ｇ」「Ｊ」「Ｍ」を表示している。この表示手法は前記
各例と同様である。
【００６２】
　このときの情報名称詳細表示部１４における表示は、タブ「Ａ」に属する情報の範囲内
であり、多数存在するときには前記と同様にスクロールバー１５によってスクロール表示
を可能とする。この表示状態で希望する情報はタブＡの範囲に存在すると推定されたとき
には、図５（ｂ）のように、前記と同様の絞り込みを行う。図示の例では２５％の「Ｄ」
と５０％の「Ｇ」の範囲に存在すると推定されたことにより、図示のような絞り込みを行
っている。
【００６３】
　この絞り込みにより図５（ｃ）のような表示がなされる。同図に示す例においては「Ｄ
」から「Ｇ」の範囲の情報のみについて、ほぼ均等にタブで分け、各々先頭の情報の文字
である「Ｄａ」「Ｄｉ」「Ｄｏ」「Ｅｘ」「Ｆｒ」「Ｆｕ」「Ｇａ」「Ｇｒ」のタブを形
成している。ここでも隣接するタブの名前が同一にならないように、２文字表示するよう
にしている。このとき図示の例では最初に表示されるＤａのタブが選択されている状態を
示しており、割合表示バーにおいては前記と同様に、この選択したタブに含まれる情報を
全ての情報とし、これを分割して「Ｄａ」「Ｄｅｅ」「Ｄｅｐ」「Ｄｉｃ」「Ｄｉｓ」を
文字表示部に表示している。ここにおいて文字表示が「Ｄｅ」或いは「Ｄｉ」の２文字の
みでは、隣接する文字が同じとなるため、頭文字から３文字を表示している。
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　図５（ｃ）の状態からスクロールではまだ移管が係ると思ったときには更に絞り込みを
行い、利用者が希望する情報の名称が「Ｄｉａｍｏｎｄ」であるとき、「Ｄｅｐ」から「
Ｄｉｃ」までをなぞって絞り込みを行うことができる。このようにタブによる情報の分割
を行うと、各々タブ分の情報量が少なくなるため、全情報量に対する割合を表示する割合
表示バーにおいて、各分割した文字表示部間に含まれる情報量が少なくなり、絞り込みの
効果が高まる。
【００６５】
　前記実施例においては、本発明を多数の楽曲のデータを記録したデータ記録媒体を備え
ているオーディオ装置において、所望の曲を検索する時の情報検索方法及び装置について
説明したが、そのほかナビゲーション装置において目的地を選択するに際し、多数の地名
や施設名、更には社名や人名等から選択する際も本発明を有効に用いることができる。そ
の際には例えば図６（ｄ）に示すように、目的地としての多数の企業名の情報があるとき
、図示するような表示を行うことにより、前記と同様の手法によって絞り込み検索を行う
ようにしても良い。この社名表示部分を指示することにより住所、電話番号、更には地図
画面を表示する、等の作動が可能となる。図６（ｄ）に示す検索態様は、電話番号検索に
も用いることができ、所望する社名を指示することによってその電話番号及び住所等の付
随した情報の表示も可能となる。本発明は更に他の分野においても多数の情報の中から所
望の情報を検索する際にも有効に用いることができる。　
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明の実施例の機能ブロック図である。
【図２】同実施例の作動フローズである。
【図３】同実施例の画面表示例を示す図である。
【図４】同実施例の他の画面表示例を示す図である。
【図５】他の実施例の画面表示例を示す図である。
【図６】更に他の実施例の各種画面表示例を示す図である。
【符号の説明】
【００６７】
　１　検索情報蓄積部
　２　情報名称順整列処理部
　３　割合表示バー形成部
　４　割合表示バー内表示情報検索部
　５　割合表示バー内情報名称表示処理部
　６　情報名称詳細表示処理部
　７　スクロール表示部
　８　指示入力部
　９　割合表示バー内絞り込み指示部
　１０　スクロール指示部
　１１　情報名称指示確定部
　１２　画面表示部
　１３　割合表示バー
　１４　情報名称詳細表示部
　１５　スクロールバー
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