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(57)【要約】
【課題】ユーザーが項目を選択するに際して、ユーザー
の負担を軽減する。
【解決手段】表示画面に表示された複数の項目の中の選
択候補の項目を、他の項目とは異なる態様で表示する。
そして、操作部が基準位置にある状態で所定の決定操作
が行われると、選択候補の項目を、選択された項目とし
て決定する。また、操作部が基準位置から変位すると、
表示画面に表示された選択候補の項目を、該基準位置か
らの変位量に応じた速度で変更し、操作部の基準位置か
らの変位量が所定の閾値変位量を超えている場合には、
表示画面に複数の項目が表示されるグループを変更する
。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の項目が複数のグループに分類して記憶されており、表示画面に前記複数の項目が
表示されると共に該項目が表示されるグループを変更することによって、該表示画面上で
所望の項目を選択する項目選択装置であって、
　所定の基準位置を有し、所定の操作を受けることで該基準位置から変位する操作部と、
　前記表示画面に表示された前記複数の項目の中の選択候補の項目を、他の項目とは異な
る態様で表示する選択候補表示手段と、
　前記操作部が前記基準位置から変位すると、前記表示画面に表示された前記選択候補の
項目を、該基準位置からの変位量に応じた速度で変更する選択候補変更手段と、
　前記操作部が前記基準位置にある状態で所定の決定操作が行われると、前記選択候補の
項目を、選択された項目として決定する決定手段と、
　前記操作部の前記基準位置からの変位量が所定の閾値変位量を超えている場合には、前
記表示画面に前記複数の項目が表示される前記グループを変更するグループ変更手段と
　を備える項目選択装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の項目選択装置であって、
　前記グループ変更手段は、前記操作部の前記基準位置からの変位量が前記閾値変位量を
超えている場合には、前記表示画面に前記複数の項目が表示される前記グループを、他の
前記グループとは異なる態様で表示する手段である項目選択装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の項目選択装置であって、
　前記グループ変更手段は、前記操作部の変位量が前記閾値変位量より大きくなるほど、
前記表示画面に前記複数の項目が表示される前記グループを速い速度で変更する手段であ
る項目選択装置。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３の何れか一項に記載の項目選択装置であって、
　前記複数の項目をスクロールさせながら前記表示画面に表示するスクロール手段を備え
る項目選択装置。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４の何れか一項に記載の項目選択装置であって、
　前記操作部は回転可能に設けられており、前記操作部は回転することで前記基準位置か
ら変位する項目選択装置。
【請求項６】
　複数の項目が複数のグループに分類して記憶されており、表示画面に前記複数の項目が
表示されると共に該項目が表示されるグループを変更することによって、該表示画面上で
所望の項目を選択する項目選択方法であって、
　前記表示画面に表示された前記複数の項目の中の選択候補の項目を、他の項目とは異な
る態様で表示する工程と、
　操作部が基準位置から変位すると、前記表示画面に表示された前記選択候補の項目を、
該基準位置からの変位量に応じた速度で変更する工程と、
　前記操作部が前記基準位置にある状態で所定の決定操作が行われると、前記選択候補の
項目を、選択された項目として決定する工程と、
　前記操作部の前記基準位置からの変位量が所定の閾値変位量を超えている場合には、前
記表示画面に前記複数の項目が表示される前記グループを変更する工程と
　を備える項目選択方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザーに項目を選択させるための項目選択装置に関し、詳しくはディスプ
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レイ等の表示画面に表示される複数の項目の中から所定の項目を選択させる技術に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　複数の項目を表示画面に表示して所望する項目をユーザーに選択させる機能を有する装
置が知られている。例えば、複数の楽曲タイトルを表示して、そこから所望する楽曲を選
択させるオーディオ装置や、複数の地名を表示して、そこから所望する地名を選択させる
ナビゲーション装置などが存在する。このような装置では、選択可能な項目数が多いと、
所望する項目を見つけ出しにくく、ユーザーの負担が大きくなってしまう。
【０００３】
　そこで、このようなユーザーの負担を軽減するために種々の技術が提案されている。た
とえば、所定の条件で（例えば項目名の先頭文字毎に）項目を複数のグルーブに分類して
おき、表示されている複数のグループを順に１つずつ選択候補として表示する。そして、
所定の選択操作が行われると、選択候補として表示中のグループを選択して、該グループ
内に分類された複数の項目を表示する。このようにグループ内の項目を表示した状態で所
定のスクロール操作が行われると、今度は、そのグループ内の項目がスクロール表示され
て、表示されている複数の項目を順に選択候補として表示する。こうすれば、項目数が多
くなってもユーザーは迷うことなく所望の項目を見つけて選択することができる（特許文
献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１４０１４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記の提案されている技術では、項目を選択する際のユーザーの負担を十分に
軽減しているとは言い難いという問題があった。なぜなら、「グループを順に選択候補と
して表示させるための操作」と「項目を順に選択候補として表示させるための操作」との
間に、選択候補として表示させる対象（グループまたは項目）を変更する操作が必要とな
り、この操作はユーザーにとって煩わしいためである。
【０００６】
　この発明は、従来の技術が有する上述した課題に鑑みてなされたものであり、ユーザー
が項目を選択するに際して、ユーザーの負担を軽減することが可能な技術の提供を目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決するために、本発明の項目選択装置および項目選択方法は、表示画
面に表示された複数の項目の中の選択候補の項目を、他の項目とは異なる態様で表示する
。そして、操作部が基準位置にある状態で所定の決定操作が行われると、選択候補の項目
を、選択された項目として決定する。また、操作部が基準位置から変位すると、表示画面
に表示された選択候補の項目を、該基準位置からの変位量に応じた速度で変更し、操作部
の基準位置からの変位量が所定の閾値変位量を超えている場合には、表示画面に複数の項
目が表示されるグループを変更する。
【０００８】
　こうすれば、操作部の変位量を増大させていくことにより、「選択候補の項目」の変更
速度を大きくすることができ、やがて操作部の変位量が所定の閾値変位量を超えると、「
表示画面に複数の項目が表示されるグループ」が変更される。従って、ユーザーは、選択
候補の変更速度を大きくする操作（操作部の変位量を大きくする操作）を継続するだけで
、他の操作を介入させることなく、変更の対象を「選択候補の項目」から「表示画面に複
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数の項目が表示されるグループ」に切り換えることができ、且つ、ユーザーに対して、「
選択候補の項目」の変更速度を大きくしていく過程で「表示画面に複数の項目が表示され
るグループ」が変更されるように感じさせることができる。この結果、「選択候補の項目
」を円滑且つ直感的に変更させることができ、項目を選択するに際してのユーザーの負担
を軽減することが可能となる。
【０００９】
　また、上述した本発明の項目選択装置においては、操作部の変位量が閾値変位量を超え
ると、表示画面に複数の項目が表示されるグループを、他のグループとは異なる態様で表
示することとしてもよい。
【００１０】
　こうすれば、ユーザーは、「表示画面に複数の項目が表示されるグループ」を容易に識
別することが可能となり、項目を選択するに際してのユーザーの負担を更に軽減すること
が可能となる。
【００１１】
　また、上述した本発明の項目選択装置においては、操作部の変位量が閾値変位量より大
きくなるほど、表示画面に複数の項目が表示されるグループを速い速度で変更することと
してもよい。
【００１２】
　こうすれば、ユーザーは、変位量が閾値変位量を超えた後も操作部の変位量を大きくす
る操作を継続することで「表示画面に複数の項目が表示されるグループ」の変更速度を大
きくすることができ、且つ、ユーザーに対して、「選択候補の項目」の変更速度を大きく
していく過程で「表示画面に複数の項目が表示されるグループ」が変更されるとともに該
変更の速度が大きくなるように感じさせることができる。この結果、「表示画面に複数の
項目が表示されるグループ」を円滑且つ直感的に変更させることができ、項目を選択する
に際してのユーザーの負担を更に軽減することが可能となる。
【００１３】
　また、上述した本発明の項目選択装置においては、複数の項目をスクロールさせながら
表示画面に表示することとしてもよい。
【００１４】
　こうすれば、選択候補となり得る項目を表示画面に一度に表示させる必要がなくなるの
で、選択候補となり得る項目の数が増えても該項目をユーザーが確認し易い大きさで表示
画面に表示することが可能となる。この結果、項目を選択するに際してのユーザーの負担
を更に軽減することが可能となる。
【００１５】
　また、上述した本発明の項目選択装置においては、操作部は回転可能に設けられており
、操作部は回転することで基準位置から変位することとしてもよい。
【００１６】
　こうすれば、ユーザーが操作部を操作するに際して、操作部の変位量（回転角度）を手
首のひねり量に対応させることができるので、単に操作部を直線移動させる場合等と比較
して、操作部の変位量を体感し易くなる。この結果、項目を選択するに際してのユーザー
の負担を更に軽減することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】項目選択装置１０の構成を示す説明図である。
【図２】携帯型記憶媒体２１に記憶されている楽曲データを概念的に示す説明図である。
【図３】ＣＰＵ１１によって生成される階層データを概念的に示す説明図である。
【図４】選択用操作部１６を示す斜視図である。
【図５】ディスプレイ１９に表示される内容を例示する説明図である。
【図６】ＣＰＵ１１が実行する項目選択処理を示すフローチャートである。
【図７】ＣＰＵ１１が実行するスクロール表示停止中処理を示すフローチャートである。
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【図８】選択用操作部１６の回転角度を示す説明図である。
【図９】ディスプレイ１９において「楽曲名」がスクロール表示されている様子を例示す
る説明図である。
【図１０】ＣＰＵ１１が実行する「楽曲名」スクロール表示中処理を示すフローチャート
である。
【図１１】ディスプレイ１９において「中分類（先頭文字）」がスクロール表示されてい
る様子を例示する説明図である。
【図１２】ＣＰＵ１１が実行する「中分類」スクロール表示中処理を示すフローチャート
である。
【図１３】ディスプレイ１９において「大分類（先頭行）」がスクロール表示されている
様子を例示する説明図である。
【図１４】ＣＰＵ１１が実行する「大分類」スクロール表示中処理を示すフローチャート
である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下では、上述した本願発明の内容を明確にするために項目選択装置の実施例について
説明する。尚、本実施例の項目選択装置１０は、車両に設けられるとともに楽曲を再生す
る機能を有しており、「楽曲名」をユーザーに選択させる装置である。
Ａ．装置構成　：
　図１には、項目選択装置１０の構成が示されている。本実施例の項目選択装置１０は、
図示されるように、ＣＰＵ１１を中心として、ＣＰＵ１１が実行するプログラム等が記憶
されているＲＯＭ１２、ＣＰＵ１１の作業領域であるとともに後述の「階層データ」が記
憶されるＲＡＭ１３等がバス１４を介して接続されている。
　また、バス１４には、操作部用インターフェース１５を介して、再生用操作部１７およ
び選択用操作部１６が接続されている。再生用操作部１７は、楽曲の再生開始や停止など
をユーザーに指定させるための押しボタン式の操作部であり、選択用操作部１６は、楽曲
名をユーザーに選択させるための回動可能な操作部である。尚、選択用操作部１６につい
ては、後に詳しく説明する。
【００１９】
　さらに、バス１４には、表示用インターフェース１８を介して、ディスプレイ１９が接
続されている。ディスプレイ１９（表示画面）には、楽曲名をユーザーに選択させるため
の情報や、再生中の楽曲名などが表示される。また、バス１４には、記憶媒体用インター
フェース２０が接続されており、この記憶媒体用インターフェース２０には、ポータブル
メディアプレーヤー等の携帯型記憶媒体２１が接続される。携帯型記憶媒体２１には、複
数の楽曲データが所定の圧縮形式で予め記憶されており、ユーザー（運転者）によって記
憶媒体用インターフェース２０に接続される。また、バス１４には楽曲再生部２２が接続
されており、その出力先にはスピーカー２３が接続されている。楽曲再生部２２はＤＳＰ
やＤＡＣ等から構成されており、携帯型記憶媒体２１に記憶されている楽曲データを伸張
するとともにＤ／Ａ変換してスピーカー２３に順次出力することで楽曲を再生する。
【００２０】
　図２には、携帯型記憶媒体２１に記憶されている楽曲データが概念的に示されている。
携帯型記憶媒体２１に記憶されている各楽曲データには、図示されるように、楽曲名，ア
ルバム名，アーティスト名を示す楽曲識別情報が対応付けられて記憶されている。ユーザ
ーによって携帯型記憶媒体２１が記憶媒体用インターフェース２０に接続されると、ＣＰ
Ｕ１１は「階層データ」を生成してＲＡＭ１３の所定アドレスに記憶する。「階層データ
」とは、ユーザーが選択可能な楽曲名や、該楽曲名が属する分類（グループ）を、ディス
プレイ１９に表示させるためのデータである。
【００２１】
　図３には、ＣＰＵ１１によって生成される階層データが概念的に示されている。ＣＰＵ
１１は、携帯型記憶媒体２１が記憶媒体用インターフェース２０に接続されると、先ず、
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携帯型記憶媒体２１に記憶されている楽曲識別情報（図２参照）から楽曲名を読み出す。
そして、図３（ａ）に示すように、楽曲名毎に中分類情報，大分類情報を対応付けて記憶
する。中分類情報，大分類情報は、楽曲名を中分類，大分類に分類するためのデータであ
る。本実施例では、中分類として楽曲名の「先頭文字」が設定されており、大分類として
楽曲名の先頭文字が属する五十音の「行（先頭行）」が設定されている。
　携帯型記憶媒体２１に記憶されている全ての楽曲名について中分類情報および大分類情
報を対応付けることによって、図３（ｂ）に示すように、楽曲名が中分類および大分類に
分類された階層構造が階層データとして記憶される。尚、以下では、特に楽曲名，中分類
（先頭文字），大分類（先頭行）を区別しない場合は、これらをまとめて「階層」と表現
する。
【００２２】
　図４には、選択用操作部１６の斜視図が示されている。前述したように選択用操作部１
６は、楽曲名が選択される際にユーザーに操作される操作部である。選択用操作部１６は
、円盤状の可動部を回動させることが可能であり、車両の運転席周辺に設けられている。
このような選択用操作部１６にすると、ユーザーが選択用操作部１６を操作するに際して
、選択用操作部１６の変位量（回転角度）を手首のひねり量に対応させることができるの
で、単に操作部を直線移動させる場合等と比較して、選択用操作部１６の変位量（回転角
度）を体感し易くなる。
　また、選択用操作部１６の上面の一部には、楽曲名の選択を確定する際に操作される押
圧式の決定ボタン１６ａが設けられている。
【００２３】
　図５には、ディスプレイ１９に表示される内容が例示されている。詳しくは後述するが
、本実施例の項目選択装置１０は、上述した楽曲名，中分類（先頭文字），大分類（先頭
行）の何れかを、選択用操作部１６の回転角度に応じてスクロール表示する。そこで、デ
ィスプレイ１９には、楽曲名，中分類，大分類の何れかをスクロール表示する領域（スク
ロール表示領域）１９ａ、および、スクロール表示中の階層を表示する領域（階層表示領
域）１９ｂが設定されている。
　また、ディスプレイ１９には、選択用操作部１６の基準位置からの回転角度を示す画像
１９ｃが表示される。こうすると、ユーザーは、ディスプレイ１９から目を離して選択用
操作部１６を見なくても、選択用操作部１６の回転角度の調節を容易に行うことができる
。図５に示す例では、選択用操作部１６の回転角度が０度であること（選択用操作部１６
が基準位置にあること）が示されている。
【００２４】
Ｂ．項目選択処理　：
　図６は、ＣＰＵ１１が実行する項目選択処理を示すフローチャートである。項目選択処
理は、図３を用いて前述した階層データを生成した後に起動されるとともに、所定時間（
例えば４ｍ秒）毎にタイマ割り込み処理として実行される。項目選択処理を開始すると、
ＣＰＵ１１は先ず、「楽曲名」のスクロール表示が停止中であるか否かを判断する（Ｓ１
００）。ここで、本実施例の項目選択装置１０では、図５に示すように、選択用操作部１
６の基準位置からの回転角度が０度のとき（選択用操作部１６が基準位置にあるとき）に
「楽曲名」のスクロール表示を停止する。従って、Ｓ１００の判断処理では、選択用操作
部１６が基準位置にあることで「楽曲名」スクロール表示が停止されているか否かが判断
される。その結果、「楽曲名」のスクロール表示が停止中である場合は（Ｓ１００：ｙｅ
ｓ）、スクロール表示停止中用の処理（スクロール表示停止中処理）を行う。
【００２５】
Ｂ－１．スクロール表示停止中処理　：
　図７は、スクロール表示停止中処理を示すフローチャートである。スクロール表示停止
中処理を開始すると、ＣＰＵ１１は先ず、選択用操作部１６が基準位置のままであるか否
かを判断する（Ｓ２０２）。その結果、選択用操作部１６が基準位置のままである場合は
、決定ボタン１６ａが操作されたか否かを判断する（Ｓ２０４）。そして、決定ボタン１
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６ａが操作された場合は（Ｓ２０４：ｙｅｓ）、選択候補として表示中の「楽曲名」の選
択を確定する（Ｓ２０６）。ここで、本実施例の項目選択装置１０では、「楽曲名」のス
クロール表示が停止中である場合は、図５に斜線ハッチングで示すように、表示中の「楽
曲名」のうち１つの「楽曲名」の色彩を他と異ならせることで、該「楽曲名」を選択候補
として表示する。Ｓ２０６の処理では、このように選択候補として表示中の（選択候補の
）「楽曲名」の選択が確定される。
　これに対して、Ｓ２０４の判断処理で、決定ボタン１６ａが操作されていないと判断さ
れた場合は（Ｓ２０４：ｎｏ）、「楽曲名」のスクロール表示を停止したままとする。
【００２６】
　以上のように、本実施例の項目選択装置１では、選択用操作部１６が基準位置にあると
きに決定ボタン１６ａが操作されると、選択候補の「楽曲名」の選択が確定される。尚、
こうして「楽曲名」の選択が確定されると、ＣＰＵ１１は該「楽曲名」を楽曲再生部２２
に向けて送信する。そして、楽曲再生部２２は「楽曲名」を受信すると、該「楽曲名」に
対応する楽曲データを携帯型記憶媒体２１から読み出し、該楽曲データを伸張および増幅
してスピーカー２３から出力することで、楽曲を再生する。
【００２７】
　一方、Ｓ２０２の判断処理で、選択用操作部１６が基準位置のままでないと判断された
場合は（Ｓ２０２：ｎｏ）、選択用操作部１６が基準位置から角度範囲Ａまで回転された
か否かを判断する（Ｓ２０８）。
　図８は、選択用操作部１６の回転角度を示す説明図である。図８に示すように、選択用
操作部１６は基準位置（０度）から６０度まで回転させることが可能である。そして、Ｃ
ＰＵ１１は、選択用操作部１６の回転角度が、基準位置（０度）より大きく２０度未満の
範囲（角度範囲Ａ）にあるか、２０度以上４０度未満の範囲（角度範囲Ｂ）にあるか、４
０度以上６０度以下の範囲（角度範囲Ｃ）にあるかを判断することが可能である。
【００２８】
　図７のＳ２０８の判断処理で、選択用操作部１６が基準位置から角度範囲Ａまで回転さ
れたと判断された場合は（Ｓ２０８：ｙｅｓ）、階層データ（図３参照）を参照して「楽
曲名」のスクロール表示を開始する（Ｓ２１０）。
　図９には、ディスプレイ１９において「楽曲名」がスクロール表示されている様子が例
示されている。「楽曲名」のスクロール表示中は、図示されるように、スクロール表示領
域１９ａにおいて「楽曲名」のスクロール表示が行われ、階層表示領域１９ｂにはスクロ
ール表示中の階層「楽曲名」が表示される。当然ながら「楽曲名」のスクロール表示中は
、スクロール表示領域１９ｂに表示される「楽曲名」が順次変更されることから、選択候
補として表示する「楽曲名」（斜線ハッチングで示す「楽曲名」）も順次変更される。ま
た、ディスプレイ１９には、選択用操作部１６の回転角度が角度範囲Ａにあることを示す
画像１９ｃが表示される。尚、最後の「楽曲名」（図３の最下部の楽曲名）までスクロー
ル表示を行ったら（選択候補として表示したら）、先頭の「楽曲名」（図３の最上部の楽
曲名）に戻ってそれ以降の「楽曲名」をスクロール表示する（選択候補として表示する）
。
【００２９】
　以上は、「楽曲名」のスクロール表示が停止中である場合の処理（スクロール表示停止
中処理）について説明した。これに対して、「楽曲名」のスクロール表示が停止中でない
場合は（図６のＳ１００：ｎｏ）、「楽曲名」のスクロール表示中であるか否かを判断す
る（Ｓ３００）。上述したように、本実施例の項目選択装置１０は、選択用操作部１６が
基準位置から角度範囲Ａまで回転されると「楽曲名」のスクロール表示を開始する。そし
て、選択用操作部１６が角度範囲Ａにある間は「楽曲名」のスクロール表示を継続する。
従って、Ｓ３００の判断処理では、選択用操作部１６が角度範囲Ａにあることで「楽曲名
」のスクロール表示中であるか、否かが判断される。その結果、選択用操作部１６が角度
範囲Ａにあることで「楽曲名」のスクロール表示中である場合は（Ｓ３００：ｙｅｓ）、
「楽曲名」のスクロール表示中用の処理（「楽曲名」スクロール表示中処理）を行う（Ｓ
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４００）。
【００３０】
Ｂ－２．「楽曲名」スクロール表示中処理　：
　図１０は、「楽曲名」スクロール表示中処理を示すフローチャートである。「楽曲名」
スクロール表示中処理を開始すると、ＣＰＵ１１は先ず、選択用操作部１６が角度範囲Ａ
のままであるか否かを判断する（Ｓ４０２）。選択用操作部１６が角度範囲Ａのままであ
る場合は（Ｓ４０２：ｙｅｓ）、「楽曲名」のスクロール表示を継続する（Ｓ４０４）。
このときのスクロール表示の速度は、選択用操作部１６の回転角度（変位量）に対応した
速度に設定する。すなわち、選択用操作部１６が角度範囲Ａにあるときは、選択用操作部
１６の回転角度が大きくなるほど「楽曲名」のスクロール表示の速度を大きくし、選択用
操作部１６の回転角度が小さくなるほど「楽曲名」のスクロール表示の速度を小さくする
。こうすると、ユーザーは、選択用操作部１６を基準位置から回転させることで「楽曲名
」のスクロール表示を開始させて、この回転角度を大きくしていくにつれて「楽曲名」の
スクロール表示の速度を大きくすることができ、この回転角度を小さくしていくにつれて
「楽曲名」のスクロール表示の速度を小さくすることができる。
【００３１】
　一方、Ｓ４０２の判断処理で、選択用操作部１６が角度範囲Ａのままでないと判断され
た場合は（Ｓ４０２：ｎｏ）、選択用操作部１６が角度範囲Ａから基準位置まで戻された
か否かを判断する（Ｓ４０６）。その結果、選択用操作部１６が角度範囲Ａから基準位置
まで戻された場合は（Ｓ４０６：ｙｅｓ）、「楽曲名」のスクロール表示を停止する（Ｓ
４０８）。この際、１つの「楽曲名」が選択候補として表示された状態で（図５の斜線ハ
ッチング参照）、「楽曲名」のスクロール表示が停止される。こうすると、ユーザーは、
選択用操作部１６を角度範囲Ａから基準位置まで戻して（回転角度を小さくして）いくこ
とで、「楽曲名」のスクロール表示の速度を小さくしていった末に、１つの「楽曲名」が
選択候補として表示された状態で「楽曲名」のスクロール表示を停止させることができる
。もちろん、スクロール表示が停止された状態で決定ボタン１６ａが操作されると、選択
候補として表示された「楽曲名」の選択が確定される。
【００３２】
　これに対して、選択用操作部１６が角度範囲Ａから基準位置まで戻されてない場合は（
Ｓ４０６：ｎｏ）、今度は、選択用操作部１６が角度範囲Ａからさらに大きく回転されて
角度範囲Ｂに達したか否かが判断される（Ｓ４１０）。この結果、選択用操作部１６が角
度範囲Ｂに達した場合は（Ｓ４１０：ｙｅｓ）、それまで行っていた「楽曲名」のスクロ
ール表示を終了して、「中分類（先頭文字）」のスクロール表示を開始する（Ｓ４１２）
。尚、所定の「楽曲名」が選択候補として表示された状態で「楽曲名」のスクロール表示
を終了する場合は、該所定の「楽曲名」に対応する（が属する）「中分類（先頭文字）」
が選択候補として表示された状態から「中分類（先頭文字）」のスクロール表示を開始す
る。例えば、「ふ」から始まる「楽曲名」が選択候補として表示された状態で「楽曲名」
のスクロール表示を終了する場合は、「ふ（先頭文字）」が選択候補として表示された状
態から「中分類（先頭文字）」のスクロール表示を開始する。
【００３３】
　図１１には、ディスプレイ１９において「中分類（先頭文字）」がスクロール表示され
ている様子が例示されている。「中分類（先頭文字）」のスクロール表示中は、図示され
るように、スクロール表示領域１９ａにおいて「中分類（先頭文字）」のスクロール表示
が行われ、階層表示領域１９ｂにはスクロール表示中の階層「中分類（先頭文字）」が表
示される。また、図１１に斜線ハッチングで示すように、表示中の「中分類（先頭文字）
」のうち１つの「中分類（先頭文字）」の色彩を他と異ならせることで、該「中分類（先
頭文字）」を選択候補として表示する。こうすると、ユーザーは、選択候補として表示中
の「中分類（先頭文字）」を容易に判別することが可能となる。
　また、当然ながら「中分類（先頭文字）」のスクロール表示中は、スクロール表示領域
１９ｂに表示される「中分類（先頭文字）」が順次変更されることから、選択候補として
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表示する「中分類（先頭文字）」も順次変更される。また、ディスプレイ１９には、選択
用操作部１６の回転角度が角度範囲Ｂにあることを示す画像１９ｃが表示される。尚、最
後の「中分類（先頭文字）」（図３の最下部の中分類）までスクロール表示を行ったら（
選択候補として表示したら）、先頭の「中分類（先頭文字）」（図３の最上部の中分類）
に戻ってそれ以降の「中分類（先頭文字）」をスクロール表示する（選択候補として表示
する）。
【００３４】
　以上のように、本実施例の項目選択装置１０は、選択用操作部１６の回転角度を角度範
囲Ａ内で大きくしていくことにより、「楽曲名」のスクロール表示の速度（選択候補の「
楽曲名」を変更する速度）を大きくすることができ、やがて選択用操作部１６の回転角度
が角度範囲Ｂに達すると、「中分類（先頭文字）」のスクロール表示（選択候補の「中分
類（先頭文字）」の変更）が開始される。従って、ユーザーは、スクロール表示の速度を
大きくする操作（選択用操作部１６を回転させる操作）を継続するだけで、他の操作を介
入させることなく、スクロール表示の対象を「楽曲名」から「中分類（先頭文字）」に切
り換えることができ、且つ、ユーザーに対して、「楽曲名」のスクロール表示の速度を大
きくしていく過程で「中分類（先頭文字）」のスクロール表示が開始されるように感じさ
せることができる。
　また、所定の「楽曲名」が選択候補として表示された状態でスクロール表示の対象を「
楽曲名」から「中分類（先頭文字）」に切り換える場合は、該所定の「楽曲名」に対応す
る（が属する）「中分類（先頭文字）」が選択候補として表示された状態から「中分類（
先頭文字）」のスクロール表示を開始する。従って、ユーザーに対して、「楽曲名」のス
クロール表示の速度を大きくしていく過程で、更に円滑に、「中分類（先頭文字）」のス
クロール表示が開始されるように感じさせることができる。
【００３５】
　以上は、「楽曲名」のスクロール表示中である場合の処理（「楽曲名」スクロール表示
中処理）について説明した。これに対して、「楽曲名」のスクロール表示中でない場合は
（図６のＳ３００：ｎｏ）、「中分類（先頭文字）」のスクロール表示中であるか否かを
判断する（Ｓ５００）。上述したように、本実施例の項目選択装置１０は、選択用操作部
１６が角度範囲Ｂまで回転されると「中分類（先頭文字）」のスクロール表示を開始する
。そして、選択用操作部１６が角度範囲Ｂにある間は「中分類（先頭文字）」のスクロー
ル表示を継続する。従って、Ｓ５００の判断処理では、選択用操作部１６が角度範囲Ｂに
あることで「中分類（先頭文字）」のスクロール表示中であるか、否かが判断される。そ
の結果、選択用操作部１６が角度範囲Ｂにあることで「中分類（先頭文字）」のスクロー
ル表示中である場合は（Ｓ５００：ｙｅｓ）、「中分類（先頭文字）」のスクロール表示
中用の処理（「中分類」スクロール表示中処理）を行う（Ｓ６００）。
【００３６】
Ｂ－３．「中分類」スクロール表示中処理　：
　図１２は、「中分類」スクロール表示中処理を示すフローチャートである。「中分類」
スクロール表示中処理を開始すると、ＣＰＵ１１は先ず、選択用操作部１６が角度範囲Ｂ
のままであるか否かを判断する（Ｓ６０２）。選択用操作部１６が角度範囲Ｂのままであ
る場合は（Ｓ６０２：ｙｅｓ）、「中分類（先頭文字）」のスクロール表示を継続する（
Ｓ６０４）。このときのスクロール表示の速度は、選択用操作部１６の回転角度（変位量
）に対応した速度に設定する。すなわち、選択用操作部１６が角度範囲Ｂにあるときは、
選択用操作部１６の回転角度が大きくなるほど「中分類（先頭文字）」のスクロール表示
の速度を大きくし、選択用操作部１６の回転角度が小さくなるほど「中分類（先頭文字）
」のスクロール表示の速度を小さくする。こうすると、ユーザーは、選択用操作部１６を
角度範囲Ｂまで回転させることで「中分類（先頭文字）」のスクロール表示を開始させて
、角度範囲Ｂ内で回転角度を大きくしていくにつれて「中分類（先頭文字）」のスクロー
ル表示の速度を大きくすることができ、角度範囲Ｂ内で回転角度を小さくしていくにつれ
て「中分類（先頭文字）」のスクロール表示の速度を小さくすることができる。
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【００３７】
　一方、Ｓ６０２の判断処理で、選択用操作部１６が角度範囲Ｂのままでないと判断され
た場合は（Ｓ６０２：ｎｏ）、選択用操作部１６が角度範囲Ｂから角度範囲Ａまで戻され
たか否かを判断する（Ｓ６０６）。その結果、選択用操作部１６が角度範囲Ｂから角度範
囲Ａまで戻された場合は（Ｓ６０６：ｙｅｓ）、それまで行っていた「中分類（先頭文字
）」のスクロール表示を終了して、再び「楽曲名」のスクロール表示を開始する（Ｓ６０
８）。
【００３８】
　ここで、所定の「中分類（先頭文字）」が選択候補として表示された状態で、スクロー
ル表示の対象を「中分類（先頭文字）」から「楽曲名」に切り換える場合は、該所定の「
中分類（先頭文字）」に対応する（に属する）「楽曲名」が選択候補として表示された状
態から「楽曲」のスクロール表示を開始する。例えば、「ふ（先頭文字）」が選択候補と
して表示された状態で、スクロール表示の対象を「中分類（先頭文字）」から「楽曲名」
に切り換える場合は、「ふ」から始まる「楽曲名」が選択候補として表示された状態から
「楽曲名」のスクロール表示を開始する。
　また、所定の「中分類（先頭文字）」が選択候補として表示された状態で、選択用操作
部１６が角度範囲Ｂから角度範囲Ａに戻された場合は、即座に「楽曲名」のスクロール表
示を開始するのではなく、該所定の「中分類（先頭文字）」に対応する「楽曲名」のうち
最初の「楽曲名」が選択候補として表示された状態を所定時間維持した後（スクロール表
示を一時停止した後）、「楽曲名」のスクロール表示を開始する。こうすると、「楽曲名
」のスクロール表示が開始された直後に（最初に）選択候補として表示される「楽曲名」
の選択をユーザーが所望する場合であっても、該「楽曲名」が選択候補として表示された
状態が所定時間維持されるので、容易に該「楽曲名」を選択することができる。
【００３９】
　尚、当然ながら、上述のようにして「楽曲名」のスクロール表示が開始された場合も、
選択用操作部１６が基準位置まで戻されると、上述した図１０のＳ４０８の処理が行われ
ることで、「楽曲名」のスクロール表示が停止されて、１つの「楽曲名」が選択候補とし
て表示された状態となる。さらに、この状態で決定ボタン１６ａが操作されると、上述し
た図７のＳ２０６の処理が行われることで、選択候補として表示された「楽曲名」の選択
が確定し、該「楽曲名」の楽曲が再生される。
【００４０】
　以上のように、本実施例の項目選択装置１０は、選択用操作部１６の回転角度を角度範
囲Ｂから小さくしていくことにより、「中分類（先頭文字）」のスクロール表示の速度（
選択候補の「中分類（先頭文字）」を変更する速度）を小さくすることができ、やがて選
択用操作部１６の回転角度が角度範囲Ａまで戻されると、「楽曲名」のスクロール表示（
選択候補の「楽曲名」の変更）が開始される。従って、ユーザーは、スクロール表示の速
度を小さくする操作（選択用操作部１６を回転させる操作）を継続するだけで、他の操作
を介入させることなく、スクロール表示の対象を「中分類（先頭文字）」から「楽曲名」
に切り換えることができ、且つ、ユーザーに対して、「中分類（先頭文字）」のスクロー
ル表示の速度を小さくしていく過程で「楽曲名」のスクロール表示が開始されるように感
じさせることができる。
　また、所定の「中分類（先頭文字）」が選択候補として表示された状態で、スクロール
表示の対象を「中分類（先頭文字）」から「楽曲名」に切り換える場合は、該所定の「中
分類（先頭文字）」に対応する（に属する）「楽曲名」が選択候補として表示された状態
から「楽曲」のスクロール表示を開始する。従って、ユーザーの所望する「中分類（先頭
文字）」に属する「楽曲名」を円滑且つ直感的にスクロール表示させる（選択候補として
表示）ことができる。
　以上により、「楽曲名」を選択するに際してのユーザーの負担を軽減することが可能と
なる。
【００４１】
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　一方、Ｓ６０６の判断処理で、選択用操作部１６が角度範囲Ｂから角度範囲Ａに戻され
ていないと判断された場合は（Ｓ６０６：ｎｏ）、今度は、選択用操作部１６が角度範囲
Ｂからさらに大きく回転されて角度範囲Ｃに達したか否かが判断される（Ｓ６１０）。こ
の結果、選択用操作部１６が角度範囲Ｃに達した場合は（Ｓ６１０：ｙｅｓ）、それまで
行っていた「中分類（先頭文字）」のスクロール表示を終了して、「大分類（先頭行）」
のスクロール表示を開始する（Ｓ６１２）。尚、所定の「中分類（先頭文字）」が選択候
補として表示された状態で、スクロール表示の対象を「中分類（先頭文字）」から「大分
類（先頭行）」に切り換える場合は、該所定の「中分類（先頭文字）」に対応する（が属
する）「大分類（先頭行）」が選択候補として表示された状態から「大分類（先頭行）」
のスクロール表示を開始する。例えば、「ふ（先頭文字）」が選択候補として表示された
状態で、スクロール表示の対象を「中分類（先頭文字）」から「大分類（先頭行）」に切
り換える場合は、「は行（先頭行）」が選択候補として表示された状態から「大分類（先
頭行）」のスクロール表示を開始する。
【００４２】
　図１３には、ディスプレイ１９において「大分類（先頭行）」がスクロール表示されて
いる様子が例示されている。「大分類（先頭行）」のスクロール表示中は、図示されるよ
うに、スクロール表示領域１９ａにおいて「大分類（先頭行）」のスクロール表示が行わ
れ、階層表示領域１９ｂにはスクロール表示中の階層「大分類（先頭行）」が表示される
。また、図１３に斜線ハッチングで示すように、表示中の「大分類（先頭行）」のうち１
つの「大分類（先頭行）」の色彩を他と異ならせることで、該「大分類（先頭行）」を選
択候補として表示する。こうすると、ユーザーは、選択候補として表示中の「大分類（先
頭行）」を容易に判別することが可能となる。
　また、当然ながら「大分類（先頭行）」のスクロール表示中は、スクロール表示領域１
９ｂに表示される「大分類（先頭行）」が順次変更されることから、選択候補として表示
する「大分類（先頭行）」も順次変更される。また、ディスプレイ１９には、選択用操作
部１６の回転角度が角度範囲Ｃにあることを示す画像１９ｃが表示される。尚、最後の「
大分類（先頭行）」（図３の最下部の大分類）までスクロール表示を行ったら（選択候補
として表示したら）、先頭の「大分類（先頭行）」（図３の最上部の大分類）に戻ってそ
れ以降の「大分類（先頭行）」をスクロール表示する（選択候補として表示する）。
【００４３】
　以上のように、本実施例の項目選択装置１０は、選択用操作部１６の回転角度を角度範
囲Ｂ内で大きくしていくことにより、「中分類（先頭文字）」のスクロール表示の速度（
選択候補の「中分類（先頭文字）」を変更する速度）を大きくすることができ、やがて選
択用操作部１６の回転角度が角度範囲Ｃに達すると、「大分類（先頭行）」のスクロール
表示（選択候補の「大分類（先頭行）」の変更）が開始される。従って、ユーザーは、ス
クロール表示の速度を大きくする操作（選択用操作部１６を回転させる操作）を継続する
だけで、他の操作を介入させることなく、スクロール表示の対象を「中分類（先頭文字）
」から「大分類（先頭行）」に切り換えることができ、且つ、ユーザーに対して、「中分
類（先頭文字）」のスクロール表示の速度を大きくしていく過程で「大分類（先頭行）」
のスクロール表示が開始されるように感じさせることができる。
　また、所定の「中分類（先頭文字）」が選択候補として表示された状態でスクロール表
示の対象を「中分類（先頭文字）」から「大分類（先頭行）」に切り換える場合は、該所
定の「中分類（先頭文字）」に対応する（が属する）「大分類（先頭行）」が選択候補と
して表示された状態から「大分類（先頭行）」のスクロール表示を開始する。従って、ユ
ーザーに対して、「中分類（先頭文字）」のスクロール表示の速度を大きくしていく過程
で、更に円滑に、「大分類（先頭行）」のスクロール表示が開始されるように感じさせる
ことができる。
【００４４】
　以上は、「中分類（先頭文字）」のスクロール表示中である場合の処理（「中分類」ス
クロール表示中処理）について説明した。これに対して、「中分類（先頭文字）」のスク
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ロール表示中でない場合は（図６のＳ５００：ｎｏ）、「大分類（先頭行）」のスクロー
ル表示中であるか否かを判断する（Ｓ７００）。上述したように、本実施例の項目選択装
置１０は、選択用操作部１６が角度範囲Ｃまで回転されると「大分類（先頭行）」のスク
ロール表示を開始する。そして、選択用操作部１６が角度範囲Ｃにある間は「大分類（先
頭行）」のスクロール表示を継続する。従って、Ｓ７００の判断処理では、選択用操作部
１６が角度範囲Ｃにあることで「大分類（先頭行）」のスクロール表示中であるか、否か
が判断される。その結果、選択用操作部１６が角度範囲Ｃにあることで「大分類（先頭行
）」のスクロール表示中である場合は（Ｓ７００：ｙｅｓ）、「大分類（先頭行）」のス
クロール表示中用の処理（「大分類」スクロール表示中処理）を行う（Ｓ６００）。
【００４５】
Ｂ－４．「大分類」スクロール表示中処理　：
　図１４は、「大分類」スクロール表示中処理を示すフローチャートである。「大分類」
スクロール表示中処理を開始すると、ＣＰＵ１１は先ず、選択用操作部１６が角度範囲Ｃ
のままであるか否かを判断する（Ｓ８０２）。選択用操作部１６が角度範囲Ｃのままであ
る場合は（Ｓ８０２：ｙｅｓ）、「大分類（先頭行）」のスクロール表示を継続する（Ｓ
８０４）。このときのスクロール表示の速度は、選択用操作部１６の回転角度（変位量）
に対応した速度に設定する。すなわち、選択用操作部１６が角度範囲Ｃにあるときは、選
択用操作部１６の回転角度が大きくなるほど「大分類（先頭行）」のスクロール表示の速
度を大きくし、選択用操作部１６の回転角度が小さくなるほど「大分類（先頭行）」のス
クロール表示の速度を小さくする。こうすると、ユーザーは、選択用操作部１６を角度範
囲Ｃまで回転させることで「大分類（先頭行）」のスクロール表示を開始させて、角度範
囲Ｃ内で回転角度を大きくしていくにつれて「大分類（先頭行）」のスクロール表示の速
度を大きくすることができ、角度範囲Ｃ内で回転角度を小さくしていくにつれて「大分類
（先頭行）」のスクロール表示の速度を小さくすることができる。
【００４６】
　一方、Ｓ８０２の判断処理で、選択用操作部１６が角度範囲Ｃのままでないと判断され
た場合は（Ｓ８０２：ｎｏ）、選択用操作部１６が角度範囲Ｃから角度範囲Ｂまで戻され
たか否かを判断する（Ｓ８０６）。その結果、選択用操作部１６が角度範囲Ｃから角度範
囲Ｂまで戻された場合は（Ｓ８０６：ｙｅｓ）、それまで行っていた「大分類（先頭行）
」のスクロール表示を終了して、再び「中分類（先頭文字）」のスクロール表示を開始す
る（Ｓ８０８）。
【００４７】
　ここで、所定の「大分類（先頭行）」が選択候補として表示された状態で、スクロール
表示の対象を「大分類（先頭行）」から「中分類（先頭文字）」に切り換える場合は、該
所定の「大分類（先頭行）」に対応する（に属する）「中分類（先頭文字）」が選択候補
として表示された状態から「中分類（先頭文字）」のスクロール表示を開始する。例えば
、「は行（先頭行）」が選択候補として表示された状態で、スクロール表示の対象を「大
分類（先頭行）」から「中分類（先頭文字）」に切り換える場合は、「は（先頭文字）」
が選択候補として表示された状態から「中分類（先頭文字）」のスクロール表示を開始す
る。
　また、所定の「大分類（先頭行）」が選択候補として表示された状態で選択用操作部１
６が角度範囲Ｃから角度範囲Ｂに戻された場合は、即座に「中分類（先頭文字）」のスク
ロール表示を開始するのではなく、該所定の「大分類（先頭行）」に対応する「中分類（
先頭文字）」のうち最初の「中分類（先頭文字）」が選択候補として表示された状態を所
定時間維持した後（スクロール表示を一時停止した後）、「中分類（先頭文字）」のスク
ロール表示を開始する。
【００４８】
　尚、上述のようにして「中分類（先頭文字）」のスクロール表示が開始された場合も、
選択用操作部１６が角度範囲Ａまで戻されると、上述した図１２のＳ６０８の処理が行わ
れることで、「中分類（先頭文字）」のスクロール表示が停止されて、「楽曲名」のスク
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ロール表示が開始される。さらに、選択用操作部１６が基準位置まで戻されると、上述し
た図１０のＳ４０８の処理が行われることで、「楽曲名」のスクロール表示が停止されて
、１つの「楽曲名」が選択候補として表示された状態となる。そして、この状態で決定ボ
タン１６ａが操作されると、上述した図７のＳ２０６の処理が行われることで、選択候補
として表示された「楽曲名」の選択が確定し、該「楽曲名」の楽曲が再生される。こうす
ると、「中分類（先頭文字）」のスクロール表示が開始された直後に（最初に）選択候補
として表示される「中分類（先頭文字）」の選択をユーザーが所望する場合であっても、
該「中分類（先頭文字）」が選択候補として表示された状態が所定時間維持されるので、
容易に該「中分類（先頭文字）」を選択することができる。
【００４９】
　以上のように、本実施例の項目選択装置１０は、選択用操作部１６の回転角度を角度範
囲Ｃから小さくしていくことにより、「大分類（先頭行）」のスクロール表示の速度（選
択候補の「大分類（先頭行）」を変更する速度）を小さくすることができ、やがて選択用
操作部１６の回転角度が角度範囲Ｂまで戻されると、「中分類（先頭文字）」のスクロー
ル表示（選択候補の「楽曲名」の変更）が開始される。従って、ユーザーは、スクロール
表示の速度を小さくする操作（選択用操作部１６を回転させる操作）を継続するだけで、
他の操作を介入させることなく、スクロール表示の対象を「大分類（先頭行）」から「中
分類（先頭文字）」に切り換えることができ、且つ、ユーザーに対して、「大分類（先頭
行）」のスクロール表示の速度を小さくしていく過程で「中分類（先頭文字）」のスクロ
ール表示が開始されるように感じさせることができる。
　また、所定の「大分類（先頭行）」が選択候補として表示された状態で、スクロール表
示の対象を「大分類（先頭行）」から「中分類（先頭文字）」に切り換える場合は、該所
定の「大分類（先頭行）」に対応する（に属する）「中分類（先頭文字）」が選択候補と
して表示された状態から「中分類（先頭文字）」のスクロール表示を開始する。従って、
ユーザーの所望する「大分類（先頭行）」に属する「中分類（先頭文字）」を円滑且つ直
感的にスクロール表示させる（選択候補として表示）ことができる。
　これらの結果、「楽曲名」を選択するに際してのユーザーの負担を軽減することが可能
となる。
【００５０】
　また、本実施例の項目選択装置１０は、「楽曲名」，「先頭文字」，「行」をスクロー
ル表示するので、選択候補となり得る「楽曲名」，「先頭文字」，「行」をディスプレイ
１９に一度に表示させる必要がなくなり、選択候補となり得る「楽曲名」，「先頭文字」
，「行」の数が増えても、これらをユーザーが確認し易い大きさでディスプレイ１９に表
示することが可能となる。
【００５１】
　尚、本実施例の項目選択装置１０は、複数の「楽曲名」（項目）が複数の「中分類（先
頭文字）」（グループ）に分類した階層データが記憶されており、ディスプレイ１９（表
示画面）に複数の「楽曲名」（項目）が表示されると共に該「楽曲名」（項目）が表示さ
れる「中分類（先頭文字）」（グループ）を変更することによって、該ディスプレイ１９
（表示画面）上で所望の「楽曲名」（項目）を選択させる。
　また、本実施例の選択用操作部１６は、所定の基準位置を有し、回転操作（所定の操作
）を受けることで該基準位置から回転（変位）する。従って、本実施例の選択用操作部１
６は、本発明における「操作部」に対応している。
【００５２】
　また、本実施例のＣＰＵ１１は、ディスプレイ１９（表示画面）に表示された複数の「
楽曲名」（項目）の中の選択候補の「楽曲名」（項目）を、他の「楽曲名」（項目）とは
異なる態様で表示する。従って、本実施例のＣＰＵ１１は、本発明における「選択候補表
示手段」に対応している。また、本実施例のＣＰＵ１１は、選択用操作部１６（操作部）
が基準位置から回転（変位）すると、ディスプレイ１９（表示画面）に表示された選択候
補の「楽曲名」（項目）を、該基準位置からの回転角度（変位量）に応じた速度で変更す
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る。従って、本実施例のＣＰＵ１１は、本発明における「選択候補変更手段」に対応して
いる。また、本実施例のＣＰＵ１１は、選択用操作部１６（操作部）が基準位置にある状
態で決定ボタン１６ａが操作されると（所定の決定操作が行われると）、選択候補の「楽
曲名」（項目）を、選択が確定された（選択された）「楽曲名」（項目）として決定する
。従って、本実施例のＣＰＵ１１は、本発明における「決定手段」に対応している。また
、本実施例のＣＰＵ１１は、選択用操作部１６（操作部）の基準位置からの回転角度（変
位量）が角度範囲Ｂにある（所定の閾値変位量を超えている）場合には、ディスプレイ１
９（表示画面）に複数の「楽曲名」（項目）が表示される「中分類（先頭文字）」（グル
ープ）を変更するとともに、該「中分類（先頭文字）」（グループ）を、他の「中分類（
先頭文字）」（グループ）とは異なる色彩（態様）で表示する。また、選択用操作部１６
（操作部）の回転角度（変位量）が角度範囲Ｂ内で（閾値変位量より）大きくなるほど、
速い速度で該「中分類（先頭文字）」（グループ）を変更する。従って、本実施例のＣＰ
Ｕ１１は、本発明における「グループ変更手段」に対応している。また、本実施例のＣＰ
Ｕ１１は、複数の「楽曲名」（項目）をスクロールさせながらディスプレイ１９（表示画
面）に表示する。従って、本実施例のＣＰＵ１１は、本発明における「スクロール手段」
に対応している。
【００５３】
Ｃ．変形例　：
Ｃ－１．変形例１　：
　上述した実施例の項目選択装置１０は、「楽曲名」のスクロール表示中に選択用操作部
１６が基準位置に戻されたら、該「楽曲名」のスクロール表示を停止して、この状態で決
定ボタン１６ａが操作されると選択候補として表示中の「楽曲名」の選択を確定すること
とした。
【００５４】
　これに対して、「楽曲名」のスクロール表示中に選択用操作部１６が基準位置に戻され
たら、該「楽曲名」のスクロール表示を停止するとともに選択候補として表示中の「楽曲
名」の選択を確定することとしてもよい。すなわち、決定ボタン１６ａが操作されなくて
も、選択用操作部１６が基準位置に戻されたら「楽曲名」の選択を確定することとしても
よい。
　こうすると、「楽曲名」のスクロール表示を停止させる操作を行うだけで、「楽曲名」
の選択を確定させることができる。
【００５５】
Ｃ－２．変形例２　：
　上述した実施例では、スクロール表示の方向については特に言及しなかったが、項目（
楽曲名）またはグループ（中分類，大分類）をスクロール表示している状態で、選択用操
作部１６の回転が基準位置側へ戻された場合は、それまでのスクロール表示の方向と逆方
向にスクロール表示することとしてもよい。
　例えば、選択用操作部１６の回転角度が大きくされることで選択用操作部１６の回転角
度が角度範囲Ａとなって「楽曲名」が下方向へスクロール表示されているときに、該回転
角度が小さくされると「楽曲名」を上方向へスクロール表示するようにしてもよい。こう
すると、項目（楽曲名）またはグループ（中分類，大分類）のスクロール表示中に、所望
する項目（楽曲名）またはグループ（中分類，大分類）の選択候補としての表示が終了し
てしまっても、逆方向にスクロール表示させることで、再度、所望する項目（楽曲名）ま
たはグループ（中分類，大分類）を選択候補として表示させることができる。
【００５６】
Ｃ－３．変形例３　：
　上述した実施例では、「楽曲名」を選択させることとしたが、これに加えて、「アーテ
ィスト名」や「アルバム名」等の他のカテゴリーの選択を可能としてもよい。例えば、上
述の項目選択処理を行う前に、ユーザーが所望する項目が存在するカテゴリーを、「楽曲
名」カテゴリー，「アーティスト名」カテゴリー，「アルバム名」カテゴリーから選択さ
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せるようにしてもよい。
　このとき、カテゴリーによって階層の数が異なる場合、例えば、「楽曲名」カテゴリー
であれば「楽曲名」，「中分類（先頭文字）」，「大分類（先頭行）」の３つの階層があ
るのに対して、「アーティスト名」カテゴリーであれば「アーティスト名」，「大分類（
音楽ジャンル）」の２つの階層があり、「アルバム名」カテゴリーであれば「アルバム名
」，「小分類（先頭文字）」，「中分類（先頭行）」，「大分類（音楽ジャンル）」の４
つの階層がある場合は、各カテゴリーに対応して選択用操作部１６の角度範囲が設定され
る。
　例えば、２つの階層を有する「アーティスト名」カテゴリーが選択された場合は、回転
角度が０度より大きくて３０度未満のときに「アーティスト名」をスクロール表示し、３
０度以上６０度以下のときに「大分類（音楽ジャンル）」をスクロール表示する。また、
４つの階層を有する「アルバム名」カテゴリーが選択された場合は、回転角度が０度より
大きくて１５度未満のときに「アルバム名」をスクロール表示し、１５度以上３０度未満
のときに「小分類（先頭文字）」をスクロール表示し、３０度以上４５度未満のときに「
中分類（先頭行）」をスクロール表示し、４５度以上６０度以下のときに「大分類（音楽
ジャンル）」をスクロール表示する。
　こうすると、互いに階層の数が異なるカテゴリーから項目を選択する場合であっても、
同様の操作（選択用操作部１６を回転させる操作）で、それぞれの項目を選択することが
可能となる。
【００５７】
　以上、実施例および変形例の項目選択装置１０について説明したが、本発明は上記の実
施例および変形例に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の態
様で実施することができる。
【００５８】
　例えば、上述した実施例では、項目を選択するための操作部として回動可能な選択用操
作部１６を設けるものとしたが、ジョイスティック等の揺動可能な操作部や、スライドス
イッチ等の摺動可能な操作部などを設けることとしてもよい。揺動可能または摺動可能な
操作部とした場合は、揺動量または摺動量が大きくなるにつれて項目（楽曲名）のスクロ
ール表示の速度が速くなり、揺動量または摺動量が第１所定量に達するとスクロール表示
の対象がグループ（中分類）に切り換えられる。また、所定のグループが選択されている
状態で揺動量または摺動量が減少されて第２所定量になるとスクロール表示の対象が該グ
ループ内の項目に切り換えられる。
【００５９】
　また、上述した実施例では、各階層をスクロール表示することとしたが、選択候補にな
り得る項目やグループがディスプレイ１９の表示領域に一度に表示可能である場合は、ス
クロール表示を行う必要はなく、項目やグループを順に切り換えながら選択候補として表
示するだけでもよい。
【００６０】
　また、選択用操作部１６の回転角度が角度範囲Ｃから角度範囲Ｂに戻されることで選択
候補として表示中の「大分類（先頭行）が選択された場合は、該「大分類（先頭行）」に
属する「中分類（先頭文字）」のみをスクロール表示してもよい。
【００６１】
　また、選択用操作部１６の回転角度が角度範囲Ｂから角度範囲Ａに戻されることで選択
候補として表示中の「中分類（先頭文字）」が選択された場合は、該「中分類（先頭文字
）」から始まる「楽曲名」のみをスクロール表示してもよい。
【００６２】
　また、上述した実施例では、スクロール表示を行う対象は、楽曲名，先頭文字，行とし
たが、これに限らず、種々の項目やグループをスクロール表示の対象とすることができる
。例えば、ＧＰＳ装置や携帯電話等の各種装置に記憶されている住所，電話番号，メール
アドレス，施設名などを対象とすることができる。 
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【符号の説明】
【００６３】
　　１０…項目選択装置、　　１１…ＣＰＵ、　　　１２…ＲＯＭ、
　　１３…ＲＡＭ、　　　　　１４…バス、　　　　１５…操作部用インターフェース、
　　１６…選択用操作部、　　１６ａ…決定ボタン　１７…再生用操作部、
　　１８…表示用印テーフェース、　　　　　　　　１９…ディスプレイ、
　　２０…記憶媒体用インターフェース、　　　　　２１…携帯型記憶媒体、
　　２２…楽曲再生部、　　　２３…スピーカー
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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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