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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の異なる属性の各々に対して項目が規定されたオーディオデータであるコンテンツ
データを再生する再生装置であって、
　オーディオデータである所定のコンテンツデータが再生される再生部と、
　情報が表示されるディスプレイと、
　前記複数の属性の切り替えを指示する第１の操作キーと、
　前記ディスプレイに表示される複数の項目のうち、所定の項目の選択を指示する第２の
操作キーと、
　処理手段と
　を有し、
　前記処理手段は、
　　前記所定のコンテンツデータが前記再生部において再生されているとき前記ディスプ
レイにおいて前記複数の異なる属性のうち、前記所定のコンテンツデータのタイトル及び
前記所定のコンテンツデータの属する少なくとも一つの属性に基づく項目を再生画面とし
て表示させ、
　　前記再生部において当該所定のコンテンツデータ再生中に前記第２の操作キーが操作
された場合には当該所定のコンテンツデータの頭出し若しくは次のコンテンツデータの頭
出しを実行させ、
　　前記再生部において当該所定のコンテンツデータ再生中に前記第１の操作キーが操作
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された場合には前記再生画面から所定の属性に基づく複数の項目から階層的に構成されて
いる第１の階層画面に切り替えさせ、
　　更に前記第１の操作キーが操作された場合には前記所定の属性に基づく複数の項目か
らなる前記第１の階層画面から当該所定の属性とは異なる属性に基づく複数の項目から階
層的に構成されている別の第１の階層画面に切り替えさせ、
　　前記第１の階層画面が前記ディスプレイに表示されているとき前記第２の操作キーが
操作された場合には前記第１の階層画面において選択された項目に対応するとともに前記
第１の階層画面の属性とは異なる属性に基づく複数の項目から階層的に構成されている第
２の階層画面を前記ディスプレイに表示させる、
　再生装置。
【請求項２】
　当該再生装置は、前記処理手段を収容する板状の筐体を有し、
　前記筐体の厚み方向の第１の面上に、当該第１の面の中央に対して一端側に前記第１の
操作キーが位置し、
　前記第１の面に直交および隣接する第２の面上に、当該第２の面の中央に対して前記一
端側と反対の他端側に前記ディスプレイが位置し、
　当該第１の面の中央に対して前記一端側に前記第２の操作キーが位置する、
　請求項１に記載の再生装置。
【請求項３】
　前記処理手段は、
　　前記第１の画面を前記ディスプレイに表示中に前記第１の操作キーが操作されると、
前記第１の階層画面の切り換えを行い、
　　前記第２の階層画面を前記ディスプレイに表示中に前記第１の操作キーが操作される
と当該第２の階層画面に対応した前記第１の階層画面に切り換えを行う、
　請求項１に記載の再生装置。
【請求項４】
　前記処理手段は、前記第１の階層画面および前記第２の階層画面以外の画面を前記ディ
スプレイに表示中に前記第１の操作キーが操作されると、前記複数の第１の階層画面のう
ち予め決められた前記第１の階層画面に切り換えを行う、
　請求項１に記載の再生装置。
【請求項５】
　当該再生装置は、カーソルで選択されているコンテンツデータを再生することを指示す
る第３の操作キーを有し、
　前記処理手段は、
　　前記第２の階層画面内に表示した前記複数の項目のうち選択された前記項目について
、当該選択された項目に属する前記コンテンツデータを選択させる第３の画面を前記ディ
スプレイに表示し、
　　当該第３の画面上で前記第３の操作キーが操作されると、当該第３の操作キーを操作
したときにカーソルで選択されているコンテンツデータを再生する、
　請求項１に記載の再生装置。
【請求項６】
　前記第２の操作キーは、十字キーの十字上キー、十字下キー、十字右キーおよび十字左
キーの何れかであり、
　前記第３の操作キーは、前記十字上キー、前記十字下キー、前記十字右キーおよび前記
十字左キーの内側に位置する十字決定キーである、
　請求項５に記載の再生装置。
【請求項７】
　前記処理手段は、前記第１の階層画面あるいは前記第２の階層画面を前記ディスプレイ
に表示中に前記第３の操作キーが操作されると、当該第３の操作キーが操作されたタイミ
ングで前記第１の階層画面または前記第２の階層画面内に表示している前記項目に応じて
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規定された再生順序でコンテンツデータを選択し、当該選択したコンテンツデータを再生
する、
　請求項５に記載の再生装置。
【請求項８】
　当該再生装置は、メニュー画面の表示を指示する第４の操作キーを有し、
　前記処理手段は、
　　前記第４の操作キーが操作されるとメニュー画面を表示し、
　　当該メニュー画面上で再生モード選択が選択されると、前記再生順序が相互に異なる
複数の再生モードから一つの再生モードを選択させる再生モード選択画面を表示し、
　　前記再生モード選択画面上で選択された前記再生モードに対応した再生順序を基に、
前記コンテンツデータを選択して再生する、
　請求項１に記載の再生装置。
【請求項９】
　前記第１の面上に、前記第１の操作キーに対して前記中央の側に前記第４の操作キーが
位置する、
　請求項８に記載の再生装置。
【請求項１０】
　前記第１の面上に、前記第１の操作キーに対して前記一端側に、前記コンテンツデータ
の再生音量を調整する第５の操作キーが位置する、
　請求項１に記載の再生装置。
【請求項１１】
　当該再生装置は、外部機器と接続可能な接続手段を備え、
　前記処理手段は、前記接続手段を介して前記外部機器から受信したコンテンツの属性に
基づく項目から階層的に構成されている第１の階層画面を前記ディスプレイに表示させる
ことを特徴とする、
　請求項１記載の再生装置。
【請求項１２】
　オーディオデータである所定のコンテンツデータを再生する再生部と、情報を表示する
ディスプレイと、複数の属性の切り替えを指示する第１の操作キーと、画面を制御する処
理手段と、前記ディスプレイに表示される複数の項目のうち、所定の項目の選択を指示す
る第２の操作キーとを有する、複数の異なる属性の各々に対して項目が規定されたコンテ
ンツデータを再生する再生装置の再生方法であって、
　前記所定のコンテンツデータが前記再生部において再生されているとき前記ディスプレ
イにおいて前記複数の異なる属性のうち、前記所定のコンテンツデータのタイトル及び前
記所定のコンテンツデータの属する少なくとも一つの属性に基づく項目を再生画面として
表示するステップと、
　前記再生部において当該所定のコンテンツデータ再生中に前記第２の操作キーが操作さ
れた場合には当該所定のコンテンツデータの頭出し若しくは次のコンテンツデータの頭出
しを実行させるステップと、
　前記再生部において当該所定のコンテンツデータ再生中に前記第１の操作キーが操作さ
れた場合には前記再生画面から所定の属性に基づく複数の項目から階層的に構成されてい
る第１の階層画面に切り替えるステップと、
　更に前記第１の操作キーが操作された場合には前記所定の属性に基づく複数の項目から
階層的に構成されている前記第１の階層画面から当該所定の属性とは異なる属性に基づく
複数の項目から階層的に構成されている別の第１の階層画面に切り替えるステップと、
　前記第１の階層画面が前記ディスプレイに表示されているとき前記第２の操作キーが操
作された場合には前記第１の階層画面において選択された項目に対応するとともに前記第
１の階層画面の属性とは異なる属性に基づく複数の項目から階層的に構成されている第２
の階層画面を前記ディスプレイに表示するステップと
　を有する、



(4) JP 4615262 B2 2011.1.19

10

20

30

40

50

　再生方法。
【請求項１３】
　当該再生方法は、前記第１の階層画面を前記ディスプレイに表示中に前記第１の操作キ
ーが操作されると、前記第１の階層画面の切り換えを行い、前記第２の階層画面を前記デ
ィスプレイに表示中に前記第１の操作キーが操作されると当該第２の階層画面に対応した
前記第１の階層画面に切り換えを行うステップを有する、
　請求項１２に記載の再生方法。
【請求項１４】
　当該再生方法は、前記第１の階層画面および前記第２の階層画面以外の画面を前記ディ
スプレイに表示中に前記第１の操作キーが操作されると、前記複数の第１の階層画面のう
ち予め決められた前記第１の階層画面に切り換えを行うステップを有する、
　請求項１２に記載の再生方法。
【請求項１５】
　当該再生方法は、前記第２の階層画面内に表示した前記複数の項目のうち選択された前
記項目について、当該選択された項目に属する前記コンテンツデータを選択させる第３の
画面を前記ディスプレイに表示し、当該第３の画面上でカーソルで選択されているコンテ
ンツデータを再生することを指示する第３の操作キーが操作されると、当該第３の操作キ
ーを操作したときに前記カーソルで選択されているコンテンツデータを再生するステップ
を有する、
　請求項１２に記載の再生方法。
【請求項１６】
　当該再生方法は、前記第１の階層画面あるいは前記第２の階層画面を表示中に前記第３
の操作キーが操作されると、当該第３の操作キーが操作されたタイミングで前記第１の階
層画面または前記第２の階層画面内に表示している前記項目に応じて規定された再生順序
でコンテンツデータを選択し、当該選択したコンテンツデータを再生するステップを有す
る、
　請求項１２に記載の再生方法。
【請求項１７】
　当該再生方法は、メニュー画面を表示することを指示する第４の操作キーが操作される
とメニュー画面を表示し、当該メニュー画面上で再生モードが選択されると、前記再生順
序が相互に異なる複数の再生モードから一つの再生モードを選択させる再生モード選択画
面を表示し、前記再生モード選択画面上で選択された前記再生モードに対応した再生順序
を基に、前記コンテンツデータを選択して再生するステップを有する、
　請求項１２に記載の再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、選択画面を基にコンテンツデータを選択させる再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、記録メディアの大容量化、並びに音楽、動画、静止画などの圧縮技術の発達によ
り、携帯型などの再生装置内の記録メディアに膨大な数のコンテンツデータを記憶できる
。
　このように記録メディアに記憶できるコンテンツデータの数が増えるに従い、ユーザが
希望するコンテンツデータを再生装置の画面上で効率的に検索して再生することを可能に
するシステムが必要である。
　このようなシステムとしては、コンテンツデータが楽曲データである場合に、各楽曲デ
ータの属性であるジャンル、アーティスト、アルバムなどを基に、楽曲データを階層的に
ツリー構造で管理し、ツリーの最上層から順に属性を選択して最下層に位置する楽曲デー
タを選択させるものがある。
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【０００３】
【特許文献１】特開２００１－７６４１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述した従来のシステムでは、上記ツリー構造の層として用いる属性の数を増やせば、
最下層の属性に属するコンテンツデータの数を少なくできるが、階層を移動するための操
作回数が増加し、操作が煩雑になるという問題がある。
　また、コンテンツデータの簡単な選択操作を可能にするために、上記再生装置の操作キ
ーにどのような機能を割り当てるかは、操作キーの数の制約および操作性の観点から重要
である。
【０００５】
　本発明は上述した従来技術の問題点を解決するために、ユーザが簡単な操作でコンテン
ツデータの属性を基に所望のコンテンツデータを容易に選択できる再生装置およびその方
法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によれば、複数の異なる属性の各々に対して項目が規定されたオーディオデータ
であるコンテンツデータを再生する再生装置であって、
　オーディオデータである所定のコンテンツデータが再生される再生部と、情報が表示さ
れるディスプレイと、前記複数の属性の切り替えを指示する第１の操作キーと、前記ディ
スプレイに表示される複数の項目のうち、所定の項目の選択を指示する第２の操作キーと
、処理手段とを有し、
　前記処理手段は、
　　前記所定のコンテンツデータが前記再生部において再生されているとき前記ディスプ
レイにおいて前記複数の異なる属性のうち、前記所定のコンテンツデータのタイトル及び
前記所定のコンテンツデータの属する少なくとも一つの属性に基づく項目を再生画面とし
てさせ、
　　前記再生部において当該所定のコンテンツデータ再生中に前記第２の操作キーが操作
された場合には、当該所定のコンテンツデータの頭出し若しくは次のコンテンツデータの
頭出しを実行させ、
　　前記再生部において当該所定のコンテンツデータ再生中に前記第１の操作キーが操作
された場合には、前記再生画面から所定の属性に基づく複数の項目から階層的に構成され
ている第１の階層画面に切り替えさせ、
　　更に前記第１の操作キーが操作された場合には、前記所定の属性に基づく複数の項目
からなる前記第１の階層画面から当該所定の属性とは異なる属性に基づく複数の項目から
階層的に構成されている別の第１の階層画面に切り替えさせ、
　　前記第１の階層画面が前記ディスプレイに表示されているとき前記第２の操作キーが
操作された場合には、前記第１の階層画面において選択された項目に対応するとともに前
記第１の階層画面の属性とは異なる属性に基づく複数の項目から階層的に構成されている
第２の階層画面を前記ディスプレイに表示させる、
　再生装置が提供される。
【０００８】
　また本発明によれば、オーディオデータである所定のコンテンツデータを再生する再生
部と、情報を表示するディスプレイと、複数の属性の切り替えを指示する第１の操作キー
と、画面を制御する処理手段と、前記ディスプレイに表示される複数の項目のうち、所定
の項目の選択を指示する第２の操作キーとを有する、複数の異なる属性の各々に対して項
目が規定されたコンテンツデータを再生する再生装置の再生方法であって、
　前記所定のコンテンツデータが前記再生部において再生されているとき前記ディスプレ
イにおいて前記複数の異なる属性のうち、前記所定のコンテンツデータのタイトル及び前
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記所定のコンテンツデータの属する少なくとも一つの属性に基づく項目を再生画面として
表示するステップと、
　前記再生部において当該所定のコンテンツデータ再生中に前記第２の操作キーが操作さ
れた場合には当該所定のコンテンツデータの頭出し若しくは次のコンテンツデータの頭出
しを実行させるステップと、
　前記再生部において当該所定のコンテンツデータ再生中に前記第１の操作キーが操作さ
れた場合には前記再生画面から所定の属性に基づく複数の項目から階層的に構成されてい
る第１の階層画面に切り替えるステップと、
　更に前記第１の操作キーが操作された場合には前記所定の属性に基づく複数の項目から
階層的に構成されている前記第１の階層画面から当該所定の属性とは異なる属性に基づく
複数の項目から階層的に構成されている別の第１の階層画面に切り替えるステップと、
　前記第１の階層画面が前記ディスプレイに表示されているとき前記第２の操作キーが操
作された場合には前記第１の階層画面において選択された項目に対応するとともに前記第
１の階層画面の属性とは異なる属性に基づく複数の項目から階層的に構成されている第２
の階層画面を前記ディスプレイに表示するステップと
　を有する、再生方法が提供される。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ユーザが簡単な操作でコンテンツデータの属性を基に所望のコンテン
ツデータを容易に選択できる再生装置およびその方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
  以下、本発明の実施形態を説明する。
　先ず、本実施形態の構成要素と、本発明の構成要素との対応関係を説明する。
　図２（Ａ）に示すＭＯＤＥキー２５が本発明の第１の操作キーに対応し、十字右キー２
７ａが本発明の第２の操作キーに対応している。
　また、十字決定キー２７ｅが本発明の第３の操作キーに対応し、ＭＥＮＵキー２４が本
発明の第４の操作キーに対応し、ＶＯＬＵＭＥキー２６が本発明の第５の操作キーに対応
している。
　また、図１に示すＨＤＤ１３に記憶されている楽曲データが、本発明のコンテンツデー
タに対応している。
　また、後述するアーティスト、アルバム、ジャンル、グループ、ニュートラックおよび
ブックマークの各々が本発明の属性に対応している。
　図６および図７等に示す選曲画面Ｄ１＿１～Ｄ１＿５が本発明の第１の画面に対応し、
選曲画面Ｄ１＿１１，Ｄ１＿３１が本発明の第２の画面に対応している。
　また、選曲画面Ｄ１＿１２，Ｄ１＿２１，Ｄ１＿３２，Ｄ１＿４１，Ｄ１＿５１が本発
明の第３の画面に対応している。
【００１１】
　また、図１に示すＣＰＵ１７が本発明の処理手段に対応している。
　また、図１に示すＨＤＤ１３が、第２の発明の記憶手段に対応している。
　また、図１に示すＬＣＤパネル１４が本発明のディスプレイに対応している。
【００１２】
　以下、本発明の実施形態に係わる再生装置について説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係わる再生装置１の構成図である。
　再生装置１は、例えば、携帯型のオーディオ再生装置である。
　図１に示すように、再生装置１は、例えば、ＵＳＢ(Universal Serial Bus)インタフェ
ース１１、ＳＤＲＡＭ(Synchronous DRAM)１２、ＨＤＤ(Hard Disk Drive) １３、ＬＣＤ
(Liquid Crystal Display)パネル１４、入力デバイス１５、フラッシュメモリ１６、ＣＰ
Ｕ(Central Processing Unit) １７およびオーディオ出力回路１８を有する。
　ＵＳＢインタフェース１１、ＳＤＲＡＭ１２、ＨＤＤ１３、フラッシュメモリ１６、Ｃ
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ＰＵ１７およびオーディオ出力回路１８は、例えば、データ線１０を介して接続されてい
る。
　また、ＵＳＢインタフェース１１、ＳＤＲＡＭ１２、ＨＤＤ１３、ＬＣＤパネル１４、
入力デバイス１５、フラッシュメモリ１６、ＣＰＵ１７およびオーディオ出力回路１８は
、板状の筐体内に収容されている。
【００１３】
　ＵＳＢインタフェース１１は、パーソナルコンピュータ３と接続され、パーソナルコン
ピュータ３との間でデータ入出力を行う。
　ＳＤＲＡＭ１２は、ＣＰＵ１７の処理に係わるデータ等を一時的に記憶する。
【００１４】
　ＨＤＤ１３は、圧縮された楽曲データ（音楽データ）を記憶する。
　当該楽曲データは、ＵＳＢインタフェース１１を介してパーソナルコンピュータ３から
ＨＤＤ１３に書き込まれる。
　ＨＤＤ１３は、例えば、２０ＧＢの記憶容量を有し、ＡＴＲＡＣ(Adaptive Transfrom 
Acoustic Coding)３等で圧縮された約１００００万曲（コンパクトディスク７００枚分）
の楽曲データを記憶可能である。
　ＨＤＤ１３に記憶された１曲分の楽曲データ（以下、単に楽曲データとも記す）の各々
には、そのア－ティスト、アルバム、ジャンル、グループ、ニュートラック、ブックマー
クなどに関する属性データが付されている。
　ア－ティスト属性データは、楽曲データの楽曲を演奏等するアーティストを示している
。
　アルバム属性データは、楽曲データが属するアルバムを示している。
　ジャンル属性データは、楽曲データの楽曲が属するジャンルを示している。
　グループ属性データは、パーソナルコンピュータ３上で規定されたグループのうち何れ
のグループに当該楽曲データが属するかを示している。
　ニュートラック属性データは、再生装置１がパーソナルコンピュータ３に前回接続した
ときに、パーソナルコンピュータ３から入力した楽曲データであるか否かを示している。
　ブックマーク属性データは、ユーザによってブックマークが付された楽曲データである
か否かを示している。
【００１５】
　ＬＣＤパネル１４は、図２（Ｂ）に示すように、再生装置１の筐体の正面１ａ（第２の
面）上に、正面１ａの中央に対して端部１ｃ側に位置している。
　ＬＣＤパネル１４には、ＣＰＵ１７によって種々の画面が表示される。
　ＬＣＤパネル１４に表示される主な画面としては、例えば、図３に示すように、選曲画
面Ｄ１、設定画面Ｄ２および再生画面Ｄ３があり、ユーザのキー操作に応じてこれらの画
面が切り替わる（遷移する）。
【００１６】
　選曲画面Ｄ１は、例えば、図４（Ａ）に示すように、アーティスト属性データに関して
複数の項目（例えば、アーティストＡ，Ｂ，Ｃ・・・）を表示し、項目をユーザに選択さ
せる。
　選曲画面Ｄ１は、後述するように種々の属性データ毎に規定され、項目を選択すること
でその下層の選曲画面Ｄ１に切り替わる。
　設定画面Ｄ２は、例えば、図４（Ｂ）に示すように、「Ｒｅｐｅａｔ」、「Ｐｌａｙ　
Ｍｏｄｅ」、「Ｓｏｕｎｄ」、「ＡＶＬＳ」および「Ｂｅｅｐ」などの項目を表示する。
　「Ｐｌａｙ　Ｍｏｄｅ」は、後述するように、再生モードを選択する際に指定（選択）
される。
　なお、設定画面Ｄ２を画面下方にスクロールすることで、設定画面Ｄ２には、上記の他
、「Ｃｏｎｔｒａｓｔ」、「Ｂａｃｋｌｉｇｈｔ」、「Ｒｅｖｅｒｓｅ　Ｄｉｓｐｌａｙ
」、「Ｌａｎｇｕａｇｅ」および「Ｆｒｏｍａｔ」などの項目が表示される。
　再生画面Ｄ３は、図４（Ｃ）に示すように、再生対象として選択された楽曲データのタ



(8) JP 4615262 B2 2011.1.19

10

20

30

40

50

イトル、アルバム、アーティス、ジャンルなどの名前を示す属性データ、再生済の割合な
どのデータを表示する。
【００１７】
　入力デバイス１５は、再生装置１の筐体に設けられ、ユーザによって操作される種々の
キーである。
　入力デバイス１５としては、例えば、図２（Ａ），図２（Ｂ），図２（Ｃ）に示すよう
に、リモコン端子２９、ＭＥＮＵキー２４、ＭＯＤＥキー２５、ＶＯＬＵＭＥキー２６、
十字キー２７およびＨＯＬＤキー２８がある。
　ＭＥＮＵキー２４、ＭＯＤＥキー２５、ＶＯＬＵＭＥキー２６、十字キー２７およびＨ
ＯＬＤキー２８は、それぞれユーザによる押圧などの操作に応じた操作信号をＣＰＵ１７
に出力する。
【００１８】
　ＭＥＮＵキー２４は、設定画面Ｄ２をＬＣＤパネル１４に表示するために用いられる。
　ＭＯＤＥキー２５は、後述するように選曲画面Ｄ１の表示および切り替えに用いられる
。
　ＶＯＬＵＭＥキー２６は、ヘッドフォン端子２１からヘッドフォン（図示せず）に出力
する音声信号が規定する音量を調整するために用いられる。
　ＶＯＬＵＭＥキー２６は、音量プラスキー２６ａと、音量マイナスキー２６ｂとを有す
る。
　十字キー２７には、十字右キー２７ａ，十字左キー２７ｂ、十字上キー２７ｃ、十字下
キー２７ｄおよび十字決定キー２７ｅがある。
　十字右キー２７ａおよび十字左キー２７ｂは、例えば、後述するように、選曲画面Ｄ１
の階層を切り換える際に用いられる。
　十字上キー２７ｃおよび十字下キー２７ｄは、選曲画面Ｄ１および設定画面Ｄ２上でカ
ーソルを上下方向に移動させるために用いられる。
　十字決定キー２７ｅは、カーソルが位置する項目を決定したり、再生指示を入力するた
めに用いられる。
【００１９】
　図２（Ａ）に示すように、ＭＥＮＵキー２４、ＭＯＤＥキー２５、ＶＯＬＵＭＥキー２
６、ヘッドフォン端子２１およびリモコン端子２９は、再生装置１の筐体の厚み方向の側
面１ｄ（本発明の第１の面）に設けられている。本実施形態において、筐体は、板状であ
り、側面１ｄと正面１ａとは直交および隣接している。
　ＭＥＮＵキー２４、ＭＯＤＥキー２５およびＶＯＬＵＭＥキー２６は、側面１ｄの中央
の端部１ｂ側から端部１ｂに向けて順に設けられている。ここで、端部１ｂは、端部１ａ
に対向して位置する。また、ＶＯＬＵＭＥキー２６は、ＭＥＮＵキー２４およびＭＯＤＥ
キー２５に比べて大きな面積を有している。
　また、図２（Ｂ）に示すように、十字キー２７は、正面１ａの中央より端部１ｂ側で、
且つ側面１ｄ側に設けられている。
【００２０】
　フラッシュメモリ１６は、例えば、ＣＰＵ１７の動作を規定したプログラムＰＲＧを記
憶する。
　ＣＰＵ１７は、フラッシュメモリ１６から読み出したプログラムＰＲＧを基に、再生装
置１の動作を統括的に制御する。
　ＣＰＵ１７は、図４に示す選曲画面Ｄ１、設定画面Ｄ２および再生画面Ｄ３をＬＣＤパ
ネル１４に表示する処理を行う。
　また、ＣＰＵ１７は、選択された楽曲データをＨＤＤ１３から読み出して復号し、これ
を再生する処理を行う。
【００２１】
　オーディオ出力回路１８は、ＣＰＵ１７が復号した楽曲データに応じたオーディオ信号
をヘッドフォン端子２１に出力する。
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【００２２】
　以下、図２（Ａ），図２（Ｂ），図２（Ｃ）に示す各操作キーの機能を説明する。
　図５は、当該操作キーの機能を説明するための図である。
　図５において、縦方向は各操作キーを示し、横方向は、操作キーが押圧されたときにＬ
ＣＤパネル１４に表示中の画面、並びに操作キーが短押しか長押しかを示している。
　ここで、短押しは操作キーの押下を所定の時間（例えば２秒）未満の時間継続した場合
、長押しは操作キーの押下を所定の時間以上の時間継続した場合を示している。
　以下に示す処理は、図１に示すＣＰＵ１７が、操作キーからの操作信号に基づいて、実
行する。
【００２３】
　図５に示すように、選曲画面Ｄ１または設定画面Ｄ２を表示中に十字上キー２７ｃが短
押しされると、ＣＰＵ１７はＬＣＤパネル１４上でカーソルを画面上方向に移動する。
　選曲画面Ｄ１または設定画面Ｄ２を表示中に十字上キー２７ｃが長押しされると、ＣＰ
Ｕ１７はＬＣＤパネル１４上でカーソルを連続的に画面上方向に移動する。
　再生画面Ｄ３を表示中に十字上キー２７ｃが短押しされると、ＣＰＵ１７はＬＣＤパネ
ル１４上でカーソルを画面上方向に移動する。
　再生画面Ｄ３を表示中に十字上キー２７ｃが長押しされると、ＣＰＵ１７はＬＣＤパネ
ル１４上でカーソルが位置する楽曲データのブックマークを登録あるいは解除する。
【００２４】
　十字下キー２７ｄが押下されたときの処理は、上述した十字上キー２７ｃが押下された
場合とカーソル移動方向が下になる以外は同じである。
【００２５】
　選曲画面Ｄ１または設定画面Ｄ２を表示中に十字右キー２７ａが短押しされると、ＣＰ
Ｕ１７はＬＣＤパネル１４に表示する選局画面の属性を下層に移行させる。
　また、再生画面Ｄ３を表示中に十字右キー２７ａが短押しされると、ＣＰＵ１７は、先
方向に楽曲データの頭出しを行う。
　また、再生画面Ｄ３を表示中に十字右キー２７ａが長押しされると、ＣＰＵ１７は、早
送りを行う。
【００２６】
　選曲画面Ｄ１または設定画面Ｄ２を表示中に十字左キー２７ｂが短押しされると、ＣＰ
Ｕ１７はＬＣＤパネル１４に表示する選局画面の属性を上層に移行させる。
　また、再生画面Ｄ３を表示中に十字左キー２７ｂが短押しされると、ＣＰＵ１７は、逆
方向に楽曲データの頭出しを行う。
　また、再生画面Ｄ３を表示中に十字左キー２７ｂが長押しされると、ＣＰＵ１７は、早
戻しを行う。
【００２７】
　選曲画面Ｄ１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しされると、ＣＰＵ１７はＬＣＤパ
ネル１４上でカーソルが位置する項目を再生する。
　選曲画面Ｄ１を表示中に十字決定キー２７ｅが長押しされると、ＣＰＵ１７は再生を停
止する。
　再生画面Ｄ３を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しあるいは長押しされると、再生開
始または再生停止を行う。
　設定画面Ｄ２を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しあるいは長押しされると、ＣＰＵ
１７は入力（ＥＮＴＥＲ）を行う。
【００２８】
　選曲画面Ｄ１を表示中にＭＯＤＥキー２５が短押しされると、ＣＰＵ１７は後述するよ
うに選曲画面Ｄ１の切り替えを行う。
　選曲画面Ｄ１を表示中にＭＯＤＥキー２５が長押しされると、ＣＰＵ１７は再生画面Ｄ
３をＬＣＤパネル１４に表示する。
　再生画面Ｄ３を表示中にＭＯＤＥキー２５が短押しされると、ＣＰＵ１７は後述するよ
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うに、その再生画面に対応した第１階層の選曲画面Ｄ１をＬＣＤパネル１４に表示する。
　再生画面Ｄ３を表示中にＭＯＤＥキー２５が長押しされると、ＣＰＵ１７は、最後に表
示していた選曲画面をＬＣＤパネル１４に表示する。
　設定画面Ｄ２を表示中にＭＯＤＥキー２５が短押しされると、ＣＰＵ１７は、第１階層
の選曲画面Ｄ１をＬＣＤパネル１４に表示する。
　設定画面Ｄ２を表示中にＭＯＤＥキー２５が長押しされると、ＣＰＵ１７は、最後に表
示していた選曲画面をＬＣＤパネル１４に表示する。
【００２９】
　選局画面Ｄ１または再生画面Ｄ３を表示中にＭＥＮＵキー２４が短押しされると、ＣＰ
Ｕ１７は設定画面Ｄ２をＬＣＤパネル１４に表示する。
　選局画面Ｄ１、再生画面Ｄ３または設定画面Ｄ２を表示中にＭＥＮＵキー２４が長押し
されると、ＣＰＵ１７は再生装置１の電源をオフにする。
　設定画面Ｄ２を表示中にＭＥＮＵキー２４が短押しされると、ＣＰＵ１７は設定画面Ｄ
２のトップメニューをＬＣＤパネル１４に表示する。
【００３０】
　選局画面Ｄ１、再生画面Ｄ３または設定画面Ｄ２を表示中に音量プラスキー２６ａが短
押しされると、ＣＰＵ１７は再生音量を増加させる。
　選局画面Ｄ１、再生画面Ｄ３または設定画面Ｄ２を表示中に音量プラスキー２６ａが長
押しされると、ＣＰＵ１７は再生音量を連続的に増加させる。
　選局画面Ｄ１、再生画面Ｄ３または設定画面Ｄ２を表示中に音量マイナスキー２６ｂが
短押しされると、ＣＰＵ１７は再生音量を減少させる。
　選局画面Ｄ１、再生画面Ｄ３または設定画面Ｄ２を表示中に音量マイナスキー２６ｂが
長押しされると、ＣＰＵ１７は再生音量を連続的に減少させる。
【００３１】
　選局画面Ｄ１、再生画面Ｄ３または設定画面Ｄ２を表示中にＨＯＬＤキー２８が短押し
あるいは長押しされると、ＣＰＵ１７はキー操作を無効にするＨＯＬＤ状態に移行する。
【００３２】
　以下、選曲画面Ｄ１について説明する。
　選曲画面Ｄ１として、複数の異なる属性（楽曲データに関しての属性）の各々について
規定され、当該属性について規定された複数の項目を表示して選択させる第１階層の複数
の選曲画面が規定されている。
　また、選曲画面Ｄ１として、上記第１階層の選曲画面の各々について、第２階層以下の
選曲画面が規定されている。
　第２階層以下の選曲画面は、その上層の選曲画面の各項目毎に規定され、当該項目に対
応した前記属性以外の前記属性を基に、当該項目に属する楽曲データを分類するための複
数の項目を有する。
　なお、第１の階層の選曲画面Ｄ１を[Depth1]と記し、第２の階層の選曲画面Ｄ１を[Dep
th2]と記し、第３の階層の選曲画面Ｄ１を[Depth3]とも記す。
【００３３】
　先ず、第１階層の選曲画面Ｄ１について説明する。
　第１の階層の選曲画面Ｄ１は、例えば、図６および図７に示す選曲画面Ｄ１＿１，Ｄ１
＿２，Ｄ１＿３，Ｄ１＿４，Ｄ１＿５である。
　ここで、選曲画面Ｄ１＿１Ｄ１＿２，Ｄ１＿３，Ｄ１＿４，Ｄ１＿５は、それぞれアー
ティスト(Artist)、アルバム(Album) 、ジャンル(Genre) 、グループ(Group) 、それ以外
(Others)の楽曲データの属性を基に楽曲データを分類して表示するための画面である。
【００３４】
　例えば、ＬＣＤパネル１４に設定画面Ｄ２などが表示されている状態で、図２（Ａ）に
示すＭＯＤＥキー２５をユーザが短押しすると、図１に示すＣＰＵ１７は、ＭＯＤＥキー
２５からの操作信号を基に、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１をＬＣＤパネル１４に表示する
。
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　選曲画面Ｄ１＿１は、アーティストを属性として楽曲データを分類する複数の項目（ア
ーティストＡ，Ｂ，Ｃ等）を表示している。
　このとき、ＣＰＵ１７は、選曲画面Ｄ１＿１以外の第１階層の選曲画面をＬＣＤパネル
１４に表示してもよい。
【００３５】
　続いてＭＯＤＥキー２５をユーザが短押しすると、ＣＰＵ１７は、ＭＯＤＥキー２５か
らの操作信号を基に、図６に示す選曲画面Ｄ１＿２をＬＣＤパネル１４に表示する。
　選曲画面Ｄ１＿２は、アルバムを属性として楽曲データを分類する複数の項目（アルバ
ムＡ，Ｂ，Ｃ等）を表示している。
　続いてＭＯＤＥキー２５をユーザが短押しすると、ＣＰＵ１７は、ＭＯＤＥキー２５か
らの操作信号を基に、図６に示す選曲画面Ｄ１＿３をＬＣＤパネル１４に表示する。
　選曲画面Ｄ１＿３は、ジャンルを属性として楽曲データを分類する複数の項目（ＣＬＡ
ＳＳＩＣ，Ｊ－ＰＯＰ，ＲＯＣＫ等）を表示している。
【００３６】
　続いてＭＯＤＥキー２５をユーザが短押しすると、ＣＰＵ１７は、ＭＯＤＥキー２５か
らの操作信号を基に、図７に示す選曲画面Ｄ１＿４をＬＣＤパネル１４に表示する。
　選曲画面Ｄ１＿４は、パーソナルコンピュータ３で規定されたグループを属性として楽
曲データを分類する複数の項目（グループＡ，Ｂ，Ｃ等）を表示している。
　続いてＭＯＤＥキー２５をユーザが短押しすると、ＣＰＵ１７は、ＭＯＤＥキー２５か
らの操作信号を基に、図７に示す選曲画面Ｄ１＿５をＬＣＤパネル１４に表示する。
　選曲画面Ｄ１＿５は、その他の属性、例えば、パーソナルコンピュータ３から新たに入
力したトラック（楽曲データ）であることを示す「Ｎｅｗ　Ｔｒａｃｋｓ」、ユーザによ
ってブックマークが付されたことを示す「Ｂｏｏｋｍａｒｋ」を属性として楽曲データを
分類する複数の項目を表示している。
　続いてＭＯＤＥキー２５をユーザが短押しすると、ＣＰＵ１７は、ＭＯＤＥキー２５か
らの操作信号を基に、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１をＬＣＤパネル１４に表示する。
【００３７】
　以下、図６および図７に示す第１階層の選曲画面Ｄ１＿１～Ｄ１＿５から第２階層およ
び第３階層の選曲画面、並びに再生画面Ｄ３に移行する場合を説明する。
　ＣＰＵ１７は、選曲画面を表示中に図２（Ｂ）に示す右十字キー２７ａが短押しされた
ことを検出すると、当該表示中の選曲画面で選択された項目の下層の項目の選曲画面をＬ
ＣＤパネル１４に表示する。
　また、ＣＰＵ１７は、選曲画面を表示中に図２（Ｂ）に示す左十字キー２７ｂが短押し
されたことを検出すると、当該表示中の選曲画面の上層の項目の選曲画面をＬＣＤパネル
１４に表示する。
【００３８】
　ＬＣＤパネル１４に図６に示す選曲画面Ｄ１＿１を表示しているときに、十字上キー２
７ｃおよび十字下キー２７ｄを操作（短押し）してカーソルを画面上下方向に移動し、選
択する項目（アーティスト名）にカーソルを位置させ、十字右キー２７ａを短押しするこ
とで項目を選択すると、ＣＰＵ１７は、キーの操作信号に基づいて、第２階層の選曲画面
Ｄ１＿１１をＬＣＤパネル１４に表示する。
　第２の階層の選曲画面Ｄ１＿１１には、上記選択した項目に属する項目（選択した項目
の下層の項目）が表示される。
　すなわち、選曲画面Ｄ１＿１１には、上記選択した項目であるアーティストＢに属する
アルバムＡ，Ｂ，Ｃの項目が表示される。
【００３９】
　また、ＬＣＤパネル１４に図６に示す第２の階層の選曲画面Ｄ１＿１１を表示している
ときに、十字上キー２７ｃおよび十字下キー２７ｄを操作（短押し）してカーソルを画面
上下方向に移動し、選択する項目（アルバム名）にカーソルを位置させ、十字右キー２７
ａを短押しすることで項目を選択すると、ＣＰＵ１７は、キーの操作信号に基づいて、第
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３階層の選曲画面Ｄ１＿１２をＬＣＤパネル１４に表示する。
　第３階層の選曲画面Ｄ１＿１２には、上記選択した項目に属する項目（選択した項目の
下層の項目）が表示される。
　すなわち、第３階層の選曲画面Ｄ１＿１２には、上記選択した項目であるアルバムＢに
属するタイトルＡ，Ｂ，Ｃが表示される。ここで、タイトルは、楽曲名を示している。
【００４０】
　また、ＬＣＤパネル１４に図６に示す第３階層の選曲画面Ｄ１＿１２を表示していると
きに、十字上キー２７ｃおよび十字下キー２７ｄを操作（短押し）してカーソルを画面上
下方向に移動し、選択する項目（タイトル名）にカーソルを位置させ、十字決定キー２７
ｅを短押しすることで項目を選択すると、ＣＰＵ１７は、キーの操作信号に基づいて、当
該タイトルに関する前述した再生画面Ｄ３をＬＣＤパネル１４に表示すると共に、当該タ
イトルの楽曲データを再生する。
【００４１】
　ＬＣＤパネル１４に図６に示す第１階層の選曲画面Ｄ１＿２を表示しているときに、十
字上キー２７ｃおよび十字下キー２７ｄを操作（短押し）してカーソルを画面上下方向に
移動し、選択する項目（アルバム名）にカーソルを位置させ、十字右キー２７ａを短押し
することで項目を選択すると、ＣＰＵ１７は、キーの操作信号に基づいて、前述した選曲
画面Ｄ１＿１２をＬＣＤパネル１４に表示する。
　選曲画面Ｄ１＿１２から再生画面Ｄ３への移行は、前述したものと同様である。
【００４２】
　ＬＣＤパネル１４に図６に示す第１階層の選曲画面Ｄ１＿３を表示しているときに、十
字上キー２７ｃおよび十字下キー２７ｄを操作（短押し）してカーソルを画面上下方向に
移動し、選択する項目（ジャンル名）にカーソルを位置させ、十字右キー２７ａを短押し
することで項目を選択すると、ＣＰＵ１７は、キーの操作信号に基づいて、第２階層の選
曲画面Ｄ１＿３１をＬＣＤパネル１４に表示する。
　第２階層の選曲画面Ｄ１＿３１には、上記選択した項目に属する項目（選択した項目の
下層の項目）が表示される。
　すなわち、第２階層の選曲画面Ｄ１＿３１には、上記選択した項目であるジャンル（Ｊ
－ＰＯＰ）に属するアーティストＡ，Ｂ，Ｃの項目が表示される。
【００４３】
　また、ＬＣＤパネル１４に図６に示す第２階層の選曲画面Ｄ１＿３１を表示していると
きに、十字上キー２７ｃおよび十字下キー２７ｄを操作（短押し）してカーソルを画面上
下方向に移動し、選択する項目（アーティスト名）にカーソルを位置させ、十字右キー２
７ａを短押しすることで項目を選択すると、ＣＰＵ１７は、キーの操作信号に基づいて、
第３階層の選曲画面Ｄ１＿３２をＬＣＤパネル１４に表示する。
　第３階層の選曲画面Ｄ１＿３２には、上記選択した項目に属する項目（選択した項目の
下層の項目）が表示される。
　すなわち、第３階層の選曲画面Ｄ１＿３２には、上記選択した項目であるアーティスト
Ｂに属するタイトルＡ，Ｂ，Ｃが表示される。
【００４４】
　また、ＬＣＤパネル１４に図６に示す第３階層の選曲画面Ｄ１＿３２を表示していると
きに、十字上キー２７ｃおよび十字下キー２７ｄを操作（短押し）してカーソルを画面上
下方向に移動し、選択する項目（タイトル名）にカーソルを位置させ、十字決定キー２７
ｅを短押しすることで項目を選択すると、ＣＰＵ１７は、キーの操作信号に基づいて、当
該タイトルに関する前述した再生画面Ｄ３をＬＣＤパネル１４に表示すると共に、当該タ
イトルの楽曲データを再生する。
【００４５】
　ＬＣＤパネル１４に図７に示す第１階層の選曲画面Ｄ１＿４を表示しているときに、十
字上キー２７ｃおよび十字下キー２７ｄを操作（短押し）してカーソルを画面上下方向に
移動し、選択する項目（グループ名）にカーソルを位置させ、十字右キー２７ａを短押し
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することで項目を選択すると、ＣＰＵ１７は、キーの操作信号に基づいて、第２の階層の
選曲画面Ｄ１＿４１をＬＣＤパネル１４に表示する。
　第２階層の選曲画面Ｄ１＿４１には、上記選択した項目に属する項目（選択した項目の
下層の項目）が表示される。
　すなわち、第２の階層の選曲画面Ｄ１＿４１には、上記選択した項目であるグループＢ
に属するタイトルＡ，Ｂ，Ｃが表示される。
【００４６】
　また、ＬＣＤパネル１４に図７に示す第２階層の選曲画面Ｄ１＿４１を表示していると
きに、十字上キー２７ｃおよび十字下キー２７ｄを操作（短押し）してカーソルを画面上
下方向に移動し、選択する項目（タイトル名）にカーソルを位置させ、十字決定キー２７
ｅを短押しすることで項目を選択すると、ＣＰＵ１７は、キーの操作信号に基づいて、当
該タイトルに関する前述した再生画面Ｄ３をＬＣＤパネル１４に表示すると共に、当該タ
イトルの楽曲データを再生する。
【００４７】
　ＬＣＤパネル１４に図７に示す第１階層の選曲画面Ｄ１＿５を表示しているときに、十
字上キー２７ｃおよび十字下キー２７ｄを操作（短押し）してカーソルを画面上下方向に
移動し、選択する項目（「Ｎｅｗ　Ｔｒａｃｋ」、「Ｂｏｏｋｍａｒｋ」）にカーソルを
位置させ、十字右キー２７ａを短押しすることで項目を選択すると、ＣＰＵ１７は、キー
の操作信号に基づいて、第２の階層の選曲画面Ｄ１＿５１をＬＣＤパネル１４に表示する
。
　第２階層の選曲画面Ｄ１＿５１には、上記選択した項目に属するタイトル名が表示され
る。
　すなわち、図７に示す例では、第２の階層の選曲画面Ｄ１＿４１には、上記選択した項
目である「Ｂｏｏｋｍａｒｋ」に属するタイトルＡ，Ｂ，Ｃが表示される。
【００４８】
　また、ＬＣＤパネル１４に図７に示す第２階層の選曲画面Ｄ１＿５１を表示していると
きに、十字上キー２７ｃおよび十字下キー２７ｄを操作（短押し）してカーソルを画面上
下方向に移動し、選択する項目（タイトル名）にカーソルを位置させ、十字決定キー２７
ｅを短押しすることで項目を選択すると、ＣＰＵ１７は、キーの操作信号に基づいて、当
該タイトルに関する前述した再生画面Ｄ３をＬＣＤパネル１４に表示すると共に、当該タ
イトルの楽曲データを再生する。
【００４９】
　また、図８および図９に示すように、第２階層および第３階層の選曲画面Ｄ１＿１１，
Ｄ１＿１２，Ｄ＿３１，Ｄ＿３２，Ｄ＿４１，Ｄ＿５１、あるいは再生画面Ｄ３をＬＣＤ
パネル１４に表示中にＭＯＤＥキー２５が短押しされると、ＣＰＵ１７は、その表示中の
選曲画面に対応した第１階層の選曲画面をＬＣＤパネル１４に表示する。
　また、第２階層および第３階層の選曲画面Ｄ１＿１１，Ｄ１＿１２，Ｄ＿３１，Ｄ＿３
２，Ｄ＿４１，Ｄ＿５１をＬＣＤパネル１４に表示中に十字左キー２７ｂが短押しされる
と、ＣＰＵ１７は、その表示中の選曲画面の１つ上位の階層の選曲画面をＬＣＤパネル１
４に表示する。
　また、再生画面Ｄ３をＬＣＤパネル１４に表示中に十字上キー２７ｃあるいは十字下キ
ー２７ｄが短押しされると、ＣＰＵ１７は、直前の選曲画面Ｄ１に移行して、カーソル位
置を上あるいは下に移動させる。
【００５０】
　上述した階層の遷移を図１０にまとめて示す。
【００５１】
　次に、再生モードの選択について説明する。
　図２（Ａ）に示すＭＥＮＵキー２４をユーザが短押しすると、ＣＰＵ１７が操作信号を
基に、図４（Ｂ）に示す設定画面Ｄ２をＬＣＤパネル１４に表示する。
　そして、図４に示すように、ユーザが十字上キー２７ｃおよび十字下キー２７ｄを操作
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（短押し）して設定画面Ｄ２内でカーソルを画面上下方向に移動し、「Ｐｌａｙ　Ｍｏｄ
ｅ」にカーソルを位置させ、十字決定キー２７ｅを短押しする。
　ＣＰＵ１７は、上記十字決定キー２７ｅの短押しを操作信号に基づいて検出し、図１１
に示すように、再生モード選択画面Ｄ１０をＬＣＤパネル１４に表示する。
　再生モード選択画面Ｄ１０には、図１１に示すように、通常再生（Ｎｏｒｍａｌ）、１
トラック再生（１Ｔｒａｃｋ）、ユニット再生（Ｐｌａｙ　Ｕｎｉｔ）、トラックシャッ
フル再生（Ｔｒａｃｋ　ＳＨＵＦ）およびユニットシャッフル再生（Ｕｎｉｔ　ＳＨＵＦ
）が再生モードの項目として表示される。
【００５２】
　ユーザが十字上キー２７ｃおよび十字下キー２７ｄを操作（短押し）して再生モード選
択画面Ｄ１０内でカーソルを画面上下方向に移動し、選択する再生モードの項目にカーソ
ルを位置させ、十字決定キー２７ｅを短押しする。
　これにより、ＣＰＵ１７は、カーソル位置の再生モードを選択する。
【００５３】
　ＣＰＵ１７は、選曲画面Ｄ１を表示中に、十字決定キー２７ｅが短押しされると、その
ときに選曲画面Ｄ１に表示している項目、並びに上記選択された再生モードに基づいて、
ＨＤＤ１３に記憶された楽曲データを所定の再生順序で選択して再生する。
　このとき、ＣＰＵ１７は、上記選択された楽曲データを図１に示すＨＤＤ１３から読み
出して復号（デコード）し、これをオーディオ出力回路１８に出力し、オーディオ出力回
路１８がオーディオデータに応じたオーディオ信号をヘッドフォン端子２１に出力する。
【００５４】
　以下、上述した各再生モードに基づいて再生処理について説明する。
　なお、本実施形態において、選曲画面に表示された複数の項目を再生単位（いわゆるプ
レイユニット）として扱う。当該再生単位は、再生を開始した選曲画面によって決定され
る。
　上記再生単位は、選曲画面上でカーソルが位置する項目に属するものとしてもよい。
　また、上述したプレイユニットは、従来のツリー構造に基づいてコンテンツデータを管
理する場合に適用してもよい。
　〔通常再生（Ｎｏｒｍａｌ）〕
　ＣＰＵ１７は、再生モードとして通常再生が選択され、且つ選曲画面Ｄ１をＬＣＤパネ
ル１４に表示中に、十字決定キー２７ｅが短押しされたことを検出すると、再生対象とな
ったトラックを１回ずつトラック番号順に再生する通常再生を行う。
　ＣＰＵ１７は、選曲画面Ｄ１上で選択した（カーソル位置にある）項目の下層にある項
目を次々に再生していき、最下位の項目を再生し終えると、停止する
　ＣＰＵ１７は、選択した項目がグループ（アーティスト、アルバム等）の場合は、項目
に属するグループ内のトラックを順に再生し、グループ内の全トラック再生終了後は次の
グループの最初のトラックから順次再生する
　また、ＣＰＵ１７は、通常再生中に他の再生モードに切り替えられた場合は以下の処理
を行う。
　すなわち、ＣＰＵ１７は、１トラック再生に切り替えられた場合は、再生中のトラック
を再生し終わったら停止する。
　また、ＣＰＵ１７は、ユニット再生に切り替えられた場合は、再生中のトラックを含む
項目内の全トラックをユニットとし、ユニット内の全トラックを最後まで再生する。
　また、ＣＰＵ１７は、トラックシャッフル再生に切り替えられた場合は、全トラックを
シャッフル再生する。
　また、ＣＰＵ１７は、ユニットシャッフル再生に切り替えられた場合は、再生中のトラ
ックを含むユニット内の全曲をシャッフル再生する。
【００５５】
　また、ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１を表示中に十字決定キー２７ｅが短
押しされた場合は、カーソル位置のアーティストの最初のアルバムの最初の曲からトラッ
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ク順に再生し、最後のアーティストの最後の曲を再生し終えて停止する。
　また、ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１１を表示中に十字決定キー２７ｅが
短押しされた場合は、カーソル位置のアルバムの最初の曲からトラック順に再生し、最後
のアルバムの最後の曲を再生し終えて停止する。
　また、ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１２を表示中に十字決定キー２７ｅが
短押しされた場合は、カーソル位置の曲からトラック順に再生し、最後の曲を再生し終え
て停止する。
【００５６】
　また、ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿２を表示中に十字決定キー２７ｅが短
押しされた場合は、カーソル位置のアルバムの最初の曲からトラック順に再生し、最後の
アルバムの最後の曲を再生し終えて停止する。
　また、ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１２を表示中に十字決定キー２７ｅが
短押しされた場合は、カーソル位置の曲からトラック順に再生し、最後の曲を再生し終え
て停止する。
【００５７】
　また、ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿３を表示中に十字決定キー２７ｅが短
押しされた場合は、カーソル位置のジャンルの最初のアーティストの最初の曲からトラッ
ク順に再生し、最後のジャンルの最後の曲を再生し終えて停止する。
　また、ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿３１を表示中に十字決定キー２７ｅが
短押しされた場合は、カーソル位置のアーティストの最初の曲からトラック順に再生し、
最後のアーティストの最後の曲を再生し終えて停止する。
　また、ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿３２を表示中に十字決定キー２７ｅが
短押しされた場合は、カーソル位置の曲からトラック順に再生し、最後の曲を再生し終え
て停止する。
【００５８】
　また、ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿４を表示中に十字決定キー２７ｅが短
押しされた場合は、カーソル位置のグループの最初の曲からトラック順に再生し、最後の
グループの最後の曲を再生し終えて停止する。
　また、ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿４１を表示中に十字決定キー２７ｅが
短押しされた場合は、カーソル位置の曲からトラック順に再生し、最後の曲を再生し終え
て停止する。
【００５９】
　また、ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿５を表示中に十字決定キー２７ｅが短
押しされた場合は、カーソル位置のプレイリストの最初の曲からトラック順に再生し、最
後のプレイリストの最後の曲を再生し終えて停止する。
　また、ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿５１を表示中に十字決定キー２７ｅが
短押しされた場合は、カーソル位置の曲からトラック順に再生し、最後の曲を再生し終え
て停止する。
　また、ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿５を表示中に十字決定キー２７ｅが短
押しされた場合は、カーソル位置のブックマークの最初の曲からトラック順に再生し、最
後のブックマークの最後の曲を再生し終えて停止する。
　また、ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿５を表示中に十字決定キー２７ｅが短
押しされた場合は、カーソル位置の曲からトラック順に再生し、最後の曲を再生し終えて
停止する。
【００６０】
　〔１トラック再生（１Ｔｒａｃｋ）〕
　ＣＰＵ１７は、再生モードとして１トラック再生が選択され、且つ選曲画面Ｄ１をＬＣ
Ｄパネル１４に表示中に、十字決定キー２７ｅが短押しされたことを検出すると、カーソ
ル位置のトラックを一回再生する。
　ＣＰＵ１７は、選択した項目を再生し、再生終了後停止する。
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　また、ＣＰＵ１７は、選択した項目がグループ（アーティスト、アルバム等）の場合は
、項目に属するグループ内の最初のトラックを再生する。
【００６１】
　ＣＰＵ１７は、トラック再生中、他の再生モードに切り替えられた場合は以下の処理を
行う。
　ＣＰＵ１７は、通常再生に切り替えられた場合は、再生中のトラックから下にある項目
を次々に再生していき、最下位の項目を再生し終えると、停止する。
　ＣＰＵ１７は、ユニット再生に切り替えられた場合は、再生中のトラックを含むトラッ
ク一覧グループをユニットとし、ユニット内の全曲を最後まで再生する。
　ＣＰＵ１７は、トラックシャッフルに切り替えられた場合は、全曲をシャッフル再生す
る。
　ＣＰＵ１７は、ユニットシャッフルに切り替えられた場合は、再生中のトラックを含む
ユニット内の全曲をシャッフル再生する。
【００６２】
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、カーソル位置のアーティストの最初のアルバムの最初のトラックを再生する
。
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、カーソル位置のアルバムの最初のトラックを再生する。
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１２を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、カーソル位置のトラックを再生する。
【００６３】
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿２を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、カーソル位置のアルバムの最初のトラックを再生する。
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１２を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、カーソル位置のトラックを再生する。
【００６４】
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿３を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、カーソル位置のジャンルの最初のアーティストの最初のトラックを再生する
。
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿３１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、カーソル位置のアーティストの最初のトラックを再生する。
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿３２を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、カーソル位置のトラックを再生する。
【００６５】
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿４を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、カーソル位置のグループの最初のトラックを再生する。
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿４１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、カーソル位置のトラックを再生する。
【００６６】
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿５を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、カーソル位置のプレイリストの最初のトラックを再生する。
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿５１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、カーソル位置のトラックを再生する。
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿５を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、カーソル位置のブックマークの最初のトラックを再生する。
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿５１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、カーソル位置のトラックを再生する。
【００６７】
　〔ユニット再生（Ｐｌａｙ　Ｕｎｉｔ）〕



(17) JP 4615262 B2 2011.1.19

10

20

30

40

50

　ＣＰＵ１７は、再生モードとしてユニット再生が選択され、且つ選曲画面Ｄ１をＬＣＤ
パネル１４に表示中に、十字決定キー２７ｅが短押しされたことを検出すると、ユニット
内のトラックを再生する。
　ＣＰＵ１７は、選曲画面Ｄ１内のカーソルがある階層の全項目を再生範囲（ユニット）
とし、カーソル位置の項目から再生を開始し、再生範囲を全て再生終了後停止する。
　ＣＰＵ１７は、再生範囲の途中の項目から再生を開始した場合、最終項目の再生終了後
は再生範囲の先頭項目を再生する。
　ＣＰＵ１７は、選択した項目がグループ（アーティスト、アルバム等）の場合は、項目
に属するグループ内の最初のトラックから再生する。
【００６８】
　ＣＰＵ１７は、ユニット再生中、他の再生モードに切り替えた場合は以下の処理を行う
。
　すなわち、ＣＰＵ１７は、通常再生に切り替えられた場合は、再生中のトラックから下
にある項目を次々に再生していき、最下位の項目を再生し終えると、停止する。
　ＣＰＵ１７は、１トラック再生に切り替えられた場合は、再生中のトラックを再生し終
わったら停止する。
　ＣＰＵ１７は、トラックシャッフル再生に切り替えられた場合は、ユニット内の全曲を
シャッフル再生する。
　ＣＰＵ１７は、ユニットシャッフル再生に切り替えられた場合は、再生中のトラックを
含むユニット内の全項目をシャッフル再生する。
【００６９】
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、全アーティストに属する全トラックをカーソル位置から順に再生する。
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿１で選択したアーティストの全アルバムに属する全トラッ
クをカーソル位置から順に再生する。
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１２を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿１１で選択したアルバムの全トラックをカーソル位置から
順に再生する。
【００７０】
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿２を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、全アルバムに属する全トラックをカーソル位置から順に再生する。
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１２を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿２で選択したアルバムの全トラックをカーソル位置から順
に再生する。
【００７１】
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿３を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、全ジャンルに属する全トラックをカーソル位置から順に再生する。
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿３１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿３で選択したジャンルの全アーティストに属する全トラッ
クをカーソル位置から順に再生する。
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿３２を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿３１で選択したアーティストの全トラックをカーソル位置
から順に再生する。
【００７２】
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿４を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、全グループに属する全トラックを順に再生する。
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿４１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿４で選択したグループの全トラックをカーソル位置から順
に再生する。



(18) JP 4615262 B2 2011.1.19

10

20

30

40

50

【００７３】
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿５を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、全プレイリストに属する全トラックを順に再生する。
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿５１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿５で選択したプレイリストの全トラックをカーソル位置か
ら順に再生する。
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿５を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、全ブックマークに属する全トラックを順に再生する。
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿５１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿５で選択したブックマークの全トラックをカーソル位置か
ら順に再生する。
【００７４】
　〔トラックシャッフル再生（Ｔｒａｃｋ　ＳＨＵＦ）〕
　ＣＰＵ１７は、再生モードとしてトラックシャッフル再生が選択され、且つ選曲画面Ｄ
１をＬＣＤパネル１４に表示中に、十字決定キー２７ｅが短押しされたことを検出すると
、再生対象となったトラックを１回ずつランダムに再生する。
　ＣＰＵ１７は、ャッフル再生での再生順番を毎回シャッフし、前回と同じ再生順番にな
らないようにする。ただし、再生対象のトラックが少ない場合、前回と同じ再生順番にし
えもよい。
　ＣＰＵ１７は、シャッフル再生で再生エンドしたあと再生を開始した場合、およびリピ
ートONのシャッフル再生の場合、次回のシャッフル再生での先頭トラックが前回の最終ト
ラックと同じにならないようにする。ただし、再生対象トラックが少ない場合、前回の最
終トラックと同じトラックにしてもよい。
　ＣＰＵ１７は、再生中にシャッフル再生に切り替えたときは、再生中トラックを再生対
象の先頭トラックとし、ｎ番目（ｎ＝再生対象トラック数）のトラックを最終トラックと
する。
【００７５】
　ＣＰＵ１７は、トラックシャッフル再生中、他の再生モードに切り替えた場合は以下の
処理を行う。
　すなわち、ＣＰＵ１７は、通常再生に切り替えられた場合は、再生中のトラックから下
にある項目を次々に再生していき、最下位の項目を再生し終えると、停止する。
　ＣＰＵ１７は、１トラック再生に切り替えられた場合は、再生中のトラックを再生し終
わったら停止する。
　ＣＰＵ１７は、ユニット再生に切り替えられた場合は、再生中のトラックを含むトラッ
ク一覧グループをユニットとしユニット内の全項目を順に再生する。
　ＣＰＵ１７は、ユニットシャッフル再生に切り替えられた場合は、ユニット内の全曲を
シャッフル再生する。
【００７６】
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、全アーティストに属する全トラックをシャッフル再生する。
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿１で選択したアーティストの全アルバムに属する全トラッ
クをシャッフル再生する。
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１２を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿１１で選択したアルバムの全トラックをシャッフル再生す
る。
【００７７】
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿２を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、全アルバムに属する全トラックをシャッフル再生する。
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１２を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
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された場合は、選曲画面Ｄ１＿２で選択したアルバムの全トラックをシャッフル再生する
。
【００７８】
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿３を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、全ジャンルに属する全トラックをシャッフル再生する。
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿３１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿３で選択したジャンルの全アーティストに属する全トラッ
クをシャッフル再生する。
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿３２を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿３１で選択したアーティストの全トラックをシャッフル再
生する。
【００７９】
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿４を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、全グループに属する全トラックをシャッフル再生する。
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿４１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿４で選択したグループの全トラックをシャッフル再生する
。
【００８０】
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿５を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、全プレイリストに属する全トラックをシャッフル再生する。
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿５１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿５で選択したプレイリストの全トラックをシャッフル再生
する。
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿５を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、全ブックマークに属する全トラックをシャッフル再生する。
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿５１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿５で選択したブックマークの全トラックをシャッフル再生
する。
【００８１】
　〔ユニットシャッフル再生（ＵｎｉｔＳＨＵＦ）〕
　ＣＰＵ１７は、再生モードとしてユニットシャッフル再生が選択され、且つ選曲画面Ｄ
１をＬＣＤパネル１４に表示中に、十字決定キー２７ｅが短押しされたことを検出すると
、ユニット内の項目を１回ずつランダムに再生する。
　ＣＰＵ１７は、カーソルがある階層の全項目を再生範囲（ユニット）とし、ユニット内
の全項目をシャッフル再生する。
　ＣＰＵ１７は、ユニット内の項目がグループの場合は、グループ内の再生順は通常再生
と同じとする。
　ＣＰＵ１７は、シャッフル再生での再生順番を毎回シャッフルし、前回と同じ再生順番
にならないようにする。ただし、再生対象の項目が少ない場合、前回と同じ再生順番にし
えもよい。
　ＣＰＵ１７は、シャッフル再生で再生エンドしたあと再生を開始した場合、およびリピ
ートONのシャッフル再生の場合、次回のシャッフル再生での先頭項目を前回の最終項目と
同じにならないようにする。ただし、再生対象項目が少ない場合、前回の最終項目と同じ
項目にしてもよい。
　ＣＰＵ１７は、再生中にシャッフル再生に切り替えたときは、再生中項目を再生対象の
先頭項目とし、ｎ番目（ｎ＝再生対象項目数）の項目を最終項目とする。
【００８２】
　ＣＰＵ１７は、ユニットシャッフル再生中、他の再生モードに切り替えた場合は以下の
処理を行う。
　すなわち、ＣＰＵ１７は、通常再生に切り替えられた場合は、再生中のトラックから下



(20) JP 4615262 B2 2011.1.19

10

20

30

40

50

にある項目を次々に再生していき、最下位の項目を再生し終えると、停止する。
　ＣＰＵ１７は、１トラック再生に切り替えられた場合は、再生中のトラックを再生し終
わったら停止する。
　ＣＰＵ１７は、ユニット再生に切り替えられた場合は、ユニット内の全曲を順に再生す
る。
　ＣＰＵ１７は、トラックシャッフル再生に切り替えられた場合は、再生中のトラックを
含むユニット内の全項目をシャッフル再生する。
【００８３】
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、アーティストに属する全てのアルバムとトラックを順に再生し、全アーティ
ストをシャッフル再生する。
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿１で選択したアーティストのアルバムに属するの全てのト
ラックを順に再生し、アルバムをシャッフル再生する。
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１２を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿１１で選択したアルバム内の全トラックをシャッフル再生
する。
【００８４】
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿２を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、アルバム内の全てのトラックを順に再生し、アルバムをシャッフル再生する
。
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１２を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿２で選択したアルバム内の全トラックをシャッフル再生す
る。
【００８５】
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿３を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、ジャンルに属する全てのアーティストとトラックを順に再生し、ジャンルを
シャッフル再生する。
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿３１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿３で選択したジャンルのアーティストに属する全てのトラ
ックを順に再生し、アーティストをシャッフルして再生する。
　ＣＰＵ１７は、図６に示す選曲画面Ｄ１＿３２を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿３１で選択したアーティストの全トラックをシャッフル再
生する。
【００８６】
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿４を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、グループ内の全てのトラックを順に再生し、グループをシャッフルして再生
する。
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿４１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿４で選択したグループの全トラックをシャッフル再生する
。
【００８７】
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿５を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、プレイリストに属するの全てのトラックを順に再生し、プレイリストをシャ
ッフル再生する。
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿５１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿５で選択したプレイリストの全トラックをシャッフル再生
する。
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿５を表示中に十字決定キー２７ｅが短押しさ
れた場合は、ブックマークに属する全てのトラックを順に再生し、ブックマークをシャッ
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フル再生する。
　ＣＰＵ１７は、図７に示す選曲画面Ｄ１＿５１を表示中に十字決定キー２７ｅが短押し
された場合は、選曲画面Ｄ１＿５で選択したブックマークの全トラックをシャッフル再生
する。
【００８８】
　以下、図１に示す再生装置１の動作例を説明する。
　〔第１の動作例〕
　当該動作例では、図２（Ａ）に示すＭＯＤＥキー２５が短押しされた場合を説明する。
　図１２は、当該動作例を説明するためのフローチャートである。
　ステップＳＴ１：
　ＣＰＵ１７は、図１に示す入力デバイス１５からの操作信号を基に、図２（Ａ）に示す
ＭＯＤＥキー２５が短押しされたと判断すると、ステップＳＴ２に進み、そうでない場合
はステップＳＴ１の処理を繰り返す。
　ステップＳＴ２：
　ＣＰＵ１７は、ステップＳＴ１でＭＯＤＥキー２５が短押しされたときに、ＬＣＤパネ
ル１４に選曲画面Ｄ１が表示中であったか否かを判断し、表示中であったと判断した場合
にステップＳＴ４に進み、表示中でなかったと判断した場合にステップＳＴ３に進む。
【００８９】
　ステップＳＴ３：
　ＣＰＵ１７は、デフォルトとして、例えば、図６に示す選曲画面Ｄ１＿１をＬＣＤパネ
ル１４に表示する。
　ステップＳＴ４：
　ＣＰＵ１７は、ＬＣＤパネル１４に表示中の選曲画面Ｄ１が、第１階層の選曲画面Ｄ１
＿１，Ｄ１＿２，Ｄ１＿３，Ｄ１＿４，Ｄ１＿５であるか否かを判断し、第１階層の選曲
画面であると判断するとステップＳＴ５に進み、そうでない場合はステップＳＴ６に進む
。
【００９０】
　ステップＳＴ５：
　ＣＰＵ１７は、第１階層の表示順が次の選曲画面Ｄ１をＬＣＤパネル１４に表示する。
　第１階層の選曲画面Ｄ１の表示順は、例えば、図６および図７に示すように、選曲画面
Ｄ１＿１，Ｄ１＿２，Ｄ１＿３，Ｄ１＿４，Ｄ１＿５の順である。
　ステップＳＴ６：
　ＣＰＵ１７は、ＬＣＤパネル１４に表示された選曲画面Ｄ１が第２あるいは第３階層の
選曲画面Ｄ１である場合に、その上位の第１階層の選曲画面Ｄ１をＬＣＤパネル１４に表
示する。
【００９１】
　〔第２の動作例〕
　当該動作例では、ＬＣＤパネル１４に選曲画面Ｄ１が表示されているときに、図２（Ｂ
）に示す十字右キー２７ａあるいは十字左キー２７ｂが短押しされた場合を説明する。
　図１３は、当該動作例を説明するためのフローチャートである。
　ステップＳＴ１１：
　ＣＰＵ１７は、図１に示す入力デバイス１５からの操作信号を基に、図２（Ｂ）に示す
十字右キー２７ａが短押しされたと判断すると、ステップＳＴ１２に進み、そうでない場
合はステップＳＴ１４に進む。
　ステップＳＴ１２：
　ＣＰＵ１７は、表示中の選曲画面Ｄ１内のカーソルが位置する項目に対応した下層の選
曲画面Ｄ１があるか否かを判断し、あると判断するとステップＳＴ１３に進み、ないと判
断するとステップＳＴ１４に進む。
　ステップＳＴ１３：
　ＣＰＵ１７は、表示中の選曲画面Ｄ１内のカーソルが位置する項目に対応した下層の選
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曲画面Ｄ１をＬＣＤパネル１４に表示する。
【００９２】
　ステップＳＴ１４：
　ＣＰＵ１７は、図１に示す入力デバイス１５からの操作信号を基に、図２（Ｂ）に示す
十字左キー２７ｂが短押しされたと判断すると、ステップＳＴ１５に進み、そうでない場
合はステップＳＴ１１に戻る。
　ステップＳＴ１５：
　ＣＰＵ１７は、表示中の選曲画面Ｄ１に対応した上層の選曲画面Ｄ１があるか否かを判
断し、あると判断するとステップＳＴ１６に進み、ないと判断するとステップＳＴ１１に
戻る。
　ステップＳＴ１６：
　ＣＰＵ１７は、表示中の選曲画面Ｄ１に対応した上層の選曲画面Ｄ１をＬＣＤパネル１
４に表示する。
【００９３】
　〔第３の動作例〕
　当該動作例では、ＬＣＤパネル１４に選曲画面Ｄ１が表示されているときに、図２（Ｂ
）に示す十字決定キー２７ｅが短押しされた（再生指示が出された）場合を説明する。
　図１４および図１５は、当該動作例を説明するためのフローチャートである。
　ステップＳＴ２１：
　ＣＰＵ１７は、図１に示す入力デバイス１５からの操作信号を基に、図２（Ｂ）に示す
十字決定キー２７ｅが短押しされたと判断すると、ステップＳＴ２２に進み、そうでない
場合はステップＳＴ２１の処理を繰り返す。
　ステップＳＴ２２：
　ＣＰＵ１７は、選曲画面Ｄ１を表示中に、十字決定キー２７ｅが短押しされると、その
ときに選曲画面Ｄ１に表示している項目に属するコンテンツデータを再生対象の候補とす
る。
　ステップＳＴ２３：
　ＣＰＵ１７は、前述した図１１に示す再生モード選択画面Ｄ１０を用いて既に決定され
た再生モードを特定する。
　ＣＰＵ１７は、上記特定した再生モードに基づいて、以下のステップにおいて、再生モ
ードで規定された再生順序で、ＨＤＤ１３に記憶された楽曲データを選択して再生する。
　このとき、ＣＰＵ１７は、上記選択された楽曲データを図１に示すＨＤＤ１３から読み
出して復号（デコード）し、これをオーディオ出力回路１８に出力し、オーディオ出力回
路１８がオーディオデータに応じたオーディオ信号をヘッドフォン端子２１に出力する。
【００９４】
　ステップＳＴ２４：
　ＣＰＵ１７は、ステップＳＴ２３で特定された再生モードが「通常再生」であるか否か
を判断し、「通常再生」であると判断するとステップＳＴ２５に進み、そうでない場合に
ステップＳＴ２６に進む。
　ステップＳＴ２５：
　ＣＰＵ１７は、上述した〔通常再生〕の欄で説明した再生処理を行う。
【００９５】
　ステップＳＴ２６：
　ＣＰＵ１７は、ステップＳＴ２３で特定された再生モードが「トラック再生」であるか
否かを判断し、「トラック再生」であると判断するとステップＳＴ２７に進み、そうでな
い場合にステップＳＴ２８に進む。
　ステップＳＴ２７：
　ＣＰＵ１７は、上述した〔トラック再生〕の欄で説明した再生処理を行う。
【００９６】
　ステップＳＴ２８：
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　ＣＰＵ１７は、ステップＳＴ２３で特定された再生モードが「ユニット再生」であるか
否かを判断し、「ユニット再生」であると判断するとステップＳＴ２９に進み、そうでな
い場合にステップＳＴ３０に進む。
　ステップＳＴ２９：
　ＣＰＵ１７は、上述した〔ユニット再生〕の欄で説明した再生処理を行う。
【００９７】
　ステップＳＴ３０：
　ＣＰＵ１７は、ステップＳＴ２３で特定された再生モードが「トラックシャッフル再生
」であるか否かを判断し、「トラックシャッフル再生」であると判断するとステップＳＴ
３１に進み、そうでない場合にステップＳＴ３２に進む。
　ステップＳＴ３１：
　ＣＰＵ１７は、上述した〔トラックシャッフル再生〕の欄で説明した再生処理を行う。
【００９８】
　ステップＳＴ３２：
　ＣＰＵ１７は、ステップＳＴ２３で特定された再生モードが「ユニットシャッフル再生
」であるか否かを判断し、「ユニットシャッフル再生」であると判断するとステップＳＴ
３３に進み、そうでない場合にステップＳＴ２１に戻る。
　ステップＳＴ３３：
　ＣＰＵ１７は、上述した〔ユニットシャッフル再生〕の欄で説明した再生処理を行う。
【００９９】
　以上説明したように、再生装置１によれば、図６および図７等を用いて説明したように
、図２（Ａ）に示すＭＯＤＥキー２５の短押しにより、第１階層の選曲画面Ｄ１＿１～Ｄ
１＿５が切り替わり、十字右キー２７ｅの短押しにより、第１階層の選曲画面Ｄ１から第
２階層および第３階層の選曲画面Ｄ１に切り替わる。
　従って、選曲画面Ｄ１の階層数を従来に比べて少なくしても、階層数を越える数の属性
を基に分類した選曲画面を用いて楽曲データをユーザに選択させることができる。これに
より、ユーザの操作を簡単にできる、
　このとき、上述した機能を備えたＭＯＤＥキー２５を図２（Ａ）に示すように、再生装
置１の筐体の側面１ｄの中央右側に設けたことで、ユーザが再生装置１を右手で持った状
態で人指し指を用いて、第１階層の選曲画面Ｄ１＿１～Ｄ１＿５を簡単な操作で切り替え
られる。すなわち、短押しにおいて選曲画面Ｄ１の切り替え専用のＭＯＤＥキー２５を設
けることで、他の操作キーとの関係で、操作キーの数により操作性を下げることなく、且
つ、少ない操作回数で選曲画面Ｄ１を切り替え操作を行うことが可能になる。
　また、上述したように、正面１ｃの中央の右上側に設けられた十字右キー２７ａ、十字
左キー２７ｂを用いて選曲画面Ｄ１の階層を上下させることで、階層の上下移行をユーザ
が操作動作と容易に対応付けることが可能になる。このとき、ユーザは、親指で十字右キ
ー２７ａ、十字左キー２７ｂを操作でき、片手でＭＯＤＥキー２５、十字右キー２７ａ、
十字左キー２７ｂを操作して、選曲画面Ｄ１を移行できる。
　これにより、選曲画面Ｄ１を移行（遷移）させるためのユーザの操作を簡単にでき、ユ
ーザが簡単な操作で所望の楽曲データを選択して再生できる。
【０１００】
　また、再生装置１によれば、第２および第３階層の選曲画面Ｄ１上でＭＯＤＥキー２５
を短押しすると、その選曲画面Ｄ１に対応した第１階層の選曲画面Ｄ１に移行する。これ
により、ユーザが第１階層の選曲画面Ｄ１の属性を間違えた場合でも、簡単な操作で他の
属性に係わる第１階層の選曲画面Ｄ１を再度選択できる。
【０１０１】
　また、再生装置１では、選曲画面Ｄ１を表示中に、十字決定キー２７ｅが短押しされる
と、そのときに選曲画面Ｄ１に表示している項目、並びに上記選択された再生モードに基
づいて、ＨＤＤ１３に記憶された楽曲データを所定の再生順序で選択して再生する。
　そのため、再生装置１は、ユーザが注目している選曲画面Ｄ１に対応した属性を持つ楽
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曲データを対象として、種々の再生モードで楽曲データを再生できる。
【０１０２】
　また、再生装置１では、図２（Ａ）に示すように、再生装置１の筐体の側面１ｄの最も
端部１ｂ側にＶＯＬＵＭＥキー２６を設け、しかもその面積をＭＥＮＵキー２４およびＭ
ＯＤＥキー２５に比べて大きくすることで、ＬＣＤパネル１４を見ずに指でＶＯＬＵＭＥ
キー２６が操作される場合に、その操作性を高めることができる。
【０１０３】
　本発明は上述した実施形態には限定されない。
　上述した実施形態では、本発明を携帯型のオーディオ再生装置に適用した場合を例示し
たが、本発明はパーソナルコンピュータなどの携帯型以外の装置にも適用可能である。
　また、本発明において、コンテンツデータを記憶する記録手段として、図１に示すＨＤ
Ｄ１３の代わりに、ＭＤ（商標）などの光磁気記録媒体、ＣＤ－Ｒ(CD-recordable)やＤ
ＶＤ－Ｒ(DVD-recordable) などの光記録媒体）、メモリースティック（商標）やＳＤカ
ード（商標）などの半導体メモリなどを用いてもよい。
　また、上述した実施形態では、本発明のコンテンツデータとして、楽曲データなどのオ
ーディオデータを例示したが、ビデオや写真などのイメージデータでもよい。
　また、上述した実施形態では、再生装置１として携帯型のオーディオ再生装置を例示し
たが、再生装置１は、例えば、パーソナルコンピュータ、コンパクトディスクなどの光デ
ィスク再生装置、光磁気ディスク再生装置などであってもよい。
　また、図２（Ａ），図２（Ｂ），図２（Ｃ）を示す各操作キー、並びにＬＣＤパネル１
４の位置及び形状は特に限定されない。
【産業上の利用可能性】
【０１０４】
　本発明は、複数のコンテンツデータからその属性を基に所望のコンテンツデータを選択
するシステムに適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】図１は、本発明の実施形態に係わる再生装置の構成図である。
【図２】図２は、図１に示す再生装置の外観を説明するための図である。
【図３】図３は、図１に示すＬＣＤパネルの画面遷移を説明するための図である。
【図４】図４は、図１にＬＣＤパネルに表示される各種の画面を説明するための図である
。
【図５】図５は、図２（Ａ），図２（Ｂ），図２（Ｃ）に示す各操作キーの機能を説明す
るための図である。
【図６】図６は、図１に示すＬＣＤパネルに表示される選曲画面の遷移を説明するための
図である。
【図７】図７は、図１に示すＬＣＤパネルに表示される選曲画面の遷移を説明するための
図である。
【図８】図８は、図１に示すＬＣＤパネルに表示される選曲画面の遷移を説明するための
図である。
【図９】図９は、図１に示すＬＣＤパネルに表示される選曲画面の遷移を説明するための
図である。
【図１０】図１０は、図１に示すＬＣＤパネルに表示される選曲画面の遷移を説明するた
めの図である。
【図１１】図１１は、図１に示すＬＣＤパネルに表示される再生モード選択画面を説明す
るための図である。
【図１２】図１２は、図２（Ａ）に示すＭＯＤＥキーが短押しされた再生装置の動作例を
説明するためのフローチャートである。
【図１３】図１３は、ＬＣＤパネルに選曲画面Ｄ１が表示されているときに、図２（Ｂ）
に示す十字右キーあるいは十字左キーが短押しされた場合の再生装置の動作例を説明する
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ためのフローチャートである。
【図１４】図１４は、ＬＣＤパネルに選曲画面Ｄ１が表示されているときに、図２（Ｂ）
に示す十字決定キーが短押しされた（再生指示が出された）場合を説明するためのフロー
チャートである。
【図１５】図１５は、ＬＣＤパネルに選曲画面Ｄ１が表示されているときに、図２（Ｂ）
に示す十字決定キーが短押しされた（再生指示が出された）場合を説明するための図１１
の続きのフローチャートである。
【符号の説明】
【０１０６】
　１…再生装置、１０…ＨＤＡ、１１…ＵＳＢインタフェース、１２…ＳＤＲＡＭ、１３
…ＨＤＤ、１４…ＬＣＤパネル、１５…入力デバイス、１６…フラッシュメモリ、ＰＲＧ
…プログラム、１８…オーディオ出力回路、２１…ヘッドフォン端子、２４…ＭＥＮＵキ
ー、２５…ＭＯＤＥキー、２６…ＶＯＬＵＭＥキー、２７…十字キー、２７ａ…十字右キ
ー、２７ｂ…十字左キー、２７ｃ…十字上キー、２７ｄ…十字下キー、２７ｅ…十字決定
キー、２８…ＨＯＬＤキー

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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