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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ファイルを階層的に記憶するファイル記憶手段と前記ファイル記憶手段に記憶されてい
るファイルの情報を画面表示する情報表示手段とを有する情報表示装置の情報表示プログ
ラムであって、
　前記ファイル記憶手段に記憶されている各ファイルを識別するファイル標章と、ファイ
ルをグループ化するフォルダを識別するフォルダ標章とを画面に表示する標章表示ステッ
プと、
　前記フォルダに含まれるファイルに関する情報又は前記ファイルに含まれる情報を表示
するビューアウィンドウを前記画面上に生成するビューア生成ステップと、
　前記ビューアウィンドウを前記画面上で移動するビューア移動ステップと、
　前記ビューアウィンドウを前記画面上で移動して前記画面上の前記フォルダ標章に重ね
たときはそのフォルダに含まれるファイル標章を表示し、前記ファイル標章に重ねたとき
はそのファイルに含まれる情報を画像によって表示するプレビュー表示ステップと、
をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項２】
　前記フォルダ標章又はファイル標章は、フォルダ又はファイルを表す図形、フォルダ又
はファイルの名称を表す文字、記号若しくはこれらの結合であることを特徴とする請求項
１に記載のプログラム。
【請求項３】
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　前記フォルダに含まれるファイルに関する情報は、該ファイルを表すアイコンまたは該
ファイルの名称であることを特徴とする請求項１または２に記載のプログラム。
【請求項４】
　前記プレビュー表示ステップは、前記ファイルが画像ファイルである場合はそのファイ
ルに含まれる画像の縮小画像を表示し、前記ファイルが音声ファイルである場合はそのフ
ァイルに含まれるデータから音声の波形を表わす画像を表示し、前記ファイルがＭＩＤＩ
を含む音楽演奏ファイルである場合はそのファイルに含まれるデータから音階を表わす楽
譜又はピアノロールを表示することを特徴とする請求項１乃至３の内いずれか１項に記載
のプログラム。
【請求項５】
　前記ビューアウィンドウは動画像、音声、音楽演奏情報の少なくとも１つを再生可能で
あることを特徴とする請求項１乃至４の内いずれか１項に記載のプログラム。
【請求項６】
　前記ファイルに含まれる情報が動画像又は音声又は音楽演奏情報の場合には、前記ファ
イルのアイコンは時間経過を表わす形状を有し、前記ビューアウィンドウは前記情報を再
生しつつ前記アイコンの時間経過を表わす形状上を移動することを特徴とする請求項５に
記載のプログラム。
【請求項７】
　前記ビューアウィンドウはサイズを変更することが可能であり、同時に複数のファイル
の情報表示が可能であることを特徴とする請求項１乃至６の内いずれか１項に記載のプロ
グラム。
【請求項８】
　第１のビューアウィンドウに表示されているファイル標章に第２のビューアウィンドウ
を移動して重ねた場合には、前記第２のビューアウィンドウは前記第１のビューアウィン
ドウに表示されているファイル標章に対応したファイルの情報を表示することを特徴とす
る請求項１乃至６の内いずれか１項に記載のプログラム。
【請求項９】
　ファイルを階層的に記憶するファイル記憶手段と前記ファイル記憶手段に記憶されてい
るファイルの情報を画面表示する情報表示手段とを有する情報表示装置の情報表示プログ
ラムを記録した記録媒体であって、
　前記ファイル記憶手段に記憶されている各ファイルを識別するファイル標章と、ファイ
ルをグループ化するフォルダを識別するフォルダ標章とを画面に表示する標章表示ステッ
プと、
　前記フォルダに含まれるファイルに関する情報又は前記ファイルに含まれる情報を表示
するビューアウィンドウを前記画面上に生成するビューア生成ステップと、
　前記ビューアウィンドウを前記画面上で移動するビューア移動ステップと、
　前記ビューアウィンドウを前記画面上で移動して前記画面上の前記フォルダ標章に重ね
たときはそのフォルダに含まれるファイル標章を表示し、前記ファイル標章に重ねたとき
はそのファイルに含まれる情報を画像によって表示するプレビュー表示ステップと、
をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録した記録媒体。
【請求項１０】
　第１のビューアウィンドウに表示されているファイル標章に第２のビューアウィンドウ
を移動して重ねた場合には、前記第２のビューアウィンドウは前記第１のビューアウィン
ドウに表示されているファイル標章に対応したファイルの情報を表示することを特徴とす
る請求項９に記載の記録媒体。
【請求項１１】
　ファイルを階層的に記憶するファイル記憶手段と前記ファイル記憶手段に記憶されてい
るファイルの情報を画面表示する情報表示手段とを有する情報表示装置であって、
　前記ファイル記憶手段に記憶されている各ファイルを識別するファイル標章と、ファイ
ルをグループ化するフォルダを識別するフォルダ標章とを画面に表示する標章表示手段と
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、
　前記フォルダに含まれるファイルに関する情報又は前記ファイルに含まれる情報を表示
するビューアウィンドウを前記画面上に生成するビューア生成手段と、
　操作部材の操作に応じて前記ビューアウィンドウを前記画面上で移動させるビューア移
動手段と、
　前記ビューアウィンドウを前記画面上で移動して前記画面上の前記フォルダ標章に重ね
たときはそのフォルダに含まれるファイル標章を表示し、前記ファイル標章に重ねたとき
はそのファイルに含まれる情報を画像によって表示するプレビュー表示手段と
を備えたことを特徴とする情報表示装置。
【請求項１２】
　前記プレビュー表示手段は、第１のビューアウィンドウに表示されているファイル標章
に第２のビューアウィンドウを移動して重ねた場合には、前記第２のビューアウィンドウ
は前記第１のビューアウィンドウに表示されているファイル標章に対応したファイルの情
報を表示することを特徴とする請求項１１に記載の情報表示装置。
【請求項１３】
　ファイルを階層的に記憶するファイル記憶手段と前記ファイル記憶手段に記憶されてい
るファイルの情報を画面表示する情報表示手段とを有する情報表示装置の情報表示方法で
あって、
　前記ファイル記憶手段に記憶されている各ファイルを識別するファイル標章と、ファイ
ルをグループ化するフォルダを識別するフォルダ標章とを画面に表示する標章表示ステッ
プと、
　前記フォルダに含まれるファイルに関する情報又は前記ファイルに含まれる情報を表示
するビューアウィンドウを前記画面上に生成するビューア生成ステップと、
　前記ビューアウィンドウを前記画面上で移動するビューア移動ステップと、
　前記ビューアウィンドウを前記画面上で移動して前記画面上の前記フォルダ標章に重ね
たときはそのフォルダに含まれるファイル標章を表示し、前記ファイル標章に重ねたとき
はそのファイルに含まれる情報を画像によって表示するプレビュー表示ステップと
を備えたことを特徴とする情報表示方法。
【請求項１４】
　第１のビューアウィンドウに表示されているファイル標章に第２のビューアウィンドウ
を移動して重ねた場合には、前記第２のビューアウィンドウは前記第１のビューアウィン
ドウに表示されているファイル標章に対応したファイルの情報を表示することを特徴とす
る請求項１３に記載の情報表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータ等の記憶部に格納されている情報を表示する技術に関し、特に
静的な情報だけでなく、動的な情報を含む所望の情報を効率的に検索するための情報表示
技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、コンピュータ等の記憶部に格納されているファイルの内所望のファイルを検索す
る場合、次のような操作を行っていた。
【０００３】
　先ずフォルダツリーに基づいて所望のファイルを含んでいると思われるフォルダをマウ
スなどのポインティングデバイスでポイントし、マウスのボタンクリックによりポイント
しているフォルダを選択して開き、そのフォルダに含まれるファイルの一覧をアイコン等
で表示させる。そしてそのファイルの一つが目的のファイルと思われる場合には、そのフ
ァイルをポインティングデバイスでポイントし、マウスボタンをクリックしてそのファイ
ルのプレビューをプレビューウインドウに表示したり、そのファイルを作成したソフトウ
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エアを起動してファイルを表示又は再生する。
【０００４】
　この手順を所望のファイルが見つかるまで繰り返す。もし、所望のファイルが選択した
フォルダ中に見つからない場合は、別のフォルダを選択して上述の手順を繰り返す。この
ように、ファイルの検索に際してはポイントを選択して開くと言う操作を何度も繰り返す
ことが必要であった。
【０００５】
　そこで、マウス等のポインティングデバイスの操作によって選択したファイルに関する
種々の情報を、モニタ画面のカーソル部を見るだけで把握することのできる技術が提案さ
れている。（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－１５９２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の技術では、フォルダが選択された段階でそのフォルダに含
まれる全てのファイルをサムネイル画像として表示するため、一画面中に表示できるファ
イル数が制限されることになる。このため、フォルダに含まれる全てのファイルを調べる
場合には、表示画面を更新する操作と、ファイルに関する情報を表示する操作とが繰り返
し必要となってしまう。
【０００７】
　更に、特許文献１の技術では、静止画像等の静的な情報を取り扱うことができるが、時
間経過を含む動的な情報を取り扱う際の操作の簡便化については言及されていない。また
、その簡便化を実現できる方法を示唆する記述もない。
【０００８】
　本発明は、かかる事情に鑑みてなされたものであり、情報がファイルとして記憶され、
管理されているシステムにおいて、静的な情報だけでなく、動的な情報も効率的に検索す
ることのできる情報表示プログラム、情報表示方法、情報表示装置及び記録媒体を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するための、本発明に係る請求項１に記載の情報表示プログラムは、フ
ァイルを階層的に記憶するファイル記憶手段と前記ファイル記憶手段に記憶されているフ
ァイルの情報を画面表示する情報表示手段とを有する情報表示装置の情報表示プログラム
であって、前記ファイル記憶手段に記憶されている各ファイルを識別するファイル標章と
、ファイルをグループ化するフォルダを識別するフォルダ標章とを画面に表示する標章表
示ステップと、前記フォルダに含まれるファイルに関する情報又は前記ファイルに含まれ
る情報を表示するビューアウィンドウを前記画面上に生成するビューア生成ステップと、
前記ビューアウィンドウを前記画面上で移動するビューア移動ステップと、前記ビューア
ウィンドウを前記画面上で移動して前記画面上の前記フォルダ標章に重ねたときはそのフ
ォルダに含まれるファイル標章を表示し、前記ファイル標章に重ねたときはそのファイル
に含まれる情報を画像によって表示するプレビュー表示ステップと、をコンピュータに実
行させる。
【００１０】
　また本発明に係る請求項２に記載の情報表示プログラムは、上記記載の発明であるプロ
グラムにおいて、前記フォルダ標章又はファイル標章は、フォルダ又はファイルを表す図
形、フォルダ又はファイルの名称を表す文字、記号若しくはこれらの結合である。
【００１１】
　また本発明に係る請求項３に記載の情報表示プログラムは、上記記載の発明であるプロ
グラムにおいて、前記フォルダに含まれるファイルに関する情報は、該ファイルを表すア
イコンまたは該ファイルの名称である。
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【００１２】
　また本発明に係る請求項４に記載の情報表示プログラムは、上記記載の発明であるプロ
グラムにおいて、前記プレビュー表示ステップは、前記ファイルが画像ファイルである場
合はそのファイルに含まれる画像の縮小画像を表示し、前記ファイルが音声ファイルであ
る場合はそのファイルに含まれるデータから音声の波形を表わす画像を表示し、前記ファ
イルがＭＩＤＩを含む音楽演奏ファイルである場合はそのファイルに含まれるデータから
音階を表わす楽譜又はピアノロールを表示する。
【００１３】
　また、本発明に係る請求項５に記載の情報表示プログラムは、上記記載の発明である情
報表示プログラムにおいて、前記ビューアウィンドウは動画像、音声、音楽演奏情報の少
なくとも１つを再生可能である。
【００１４】
　また、本発明に係る請求項６に記載の情報表示プログラムは、上記記載の発明である情
報表示プログラムにおいて、前記ファイルに含まれる情報が動画像又は音声又は音楽演奏
情報の場合には、前記ファイルのアイコンは時間経過を表わす形状を有し、前記ビューア
ウィンドウは前記情報を再生しつつ前記アイコンの時間経過を表わす形状上を移動する。
【００１５】
　また、本発明に係る請求項７に記載の情報表示プログラムは、上記記載の発明である情
報表示プログラムにおいて、前記ビューアウィンドウはサイズを変更することが可能であ
り、同時に複数のファイルの情報表示が可能である。
【００１６】
　また、本発明に係る請求項８に記載の情報表示プログラムは、上記記載の発明である情
報表示プログラムにおいて、第１のビューアウィンドウに表示されているファイル標章に
第２のビューアウィンドウを移動して重ねた場合には、前記第２のビューアウィンドウは
前記第１のビューアウィンドウに表示されているファイル標章に対応したファイルの情報
を表示する。
【００１７】
　また、本発明に係る請求項９に記載の記録媒体は、ファイルを階層的に記憶するファイ
ル記憶手段と前記ファイル記憶手段に記憶されているファイルの情報を画面表示する情報
表示手段とを有する情報表示装置の情報表示プログラムを記録した記録媒体であって、前
記ファイル記憶手段に記憶されている各ファイルを識別するファイル標章と、ファイルを
グループ化するフォルダを識別するフォルダ標章とを画面に表示する標章表示ステップと
、前記フォルダに含まれるファイルに関する情報又は前記ファイルに含まれる情報を表示
するビューアウィンドウを前記画面上に生成するビューア生成ステップと、前記ビューア
ウィンドウを前記画面上で移動するビューア移動ステップと、前記ビューアウィンドウを
前記画面上で移動して前記画面上の前記フォルダ標章に重ねたときはそのフォルダに含ま
れるファイル標章を表示し、前記ファイル標章に重ねたときはそのファイルに含まれる情
報を画像によって表示するプレビュー表示ステップと、をコンピュータに実行させるため
のプログラムを記録した。
　また、本発明に係る請求項１０に記載の記録媒体は、上記記載の発明である記録媒体に
おいて、第１のビューアウィンドウに表示されているファイル標章に第２のビューアウィ
ンドウを移動して重ねた場合には、前記第２のビューアウィンドウは前記第１のビューア
ウィンドウに表示されているファイル標章に対応したファイルの情報を表示する。
【００１８】
　また、本発明に係る請求項１１に記載の情報表示装置は、ファイルを階層的に記憶する
ファイル記憶手段と前記ファイル記憶手段に記憶されているファイルの情報を画面表示す
る情報表示手段とを有する情報表示装置であって、前記ファイル記憶手段に記憶されてい
る各ファイルを識別するファイル標章と、ファイルをグループ化するフォルダを識別する
フォルダ標章とを画面に表示する標章表示手段と、前記フォルダに含まれるファイルに関
する情報又は前記ファイルに含まれる情報を表示するビューアウィンドウを前記画面上に
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生成するビューア生成手段と、操作部材の操作に応じて前記ビューアウィンドウを前記画
面上で移動させるビューア移動手段と、前記ビューアウィンドウを前記画面上で移動して
前記画面上の前記フォルダ標章に重ねたときはそのフォルダに含まれるファイル標章を表
示し、前記ファイル標章に重ねたときはそのファイルに含まれる情報を画像によって表示
するプレビュー表示手段とを備えた。
　また、本発明に係る請求項１２に記載の情報表示装置は、上記記載の発明である情報表
示装置において、前記プレビュー表示手段は、第１のビューアウィンドウに表示されてい
るファイル標章に第２のビューアウィンドウを移動して重ねた場合には、前記第２のビュ
ーアウィンドウは前記第１のビューアウィンドウに表示されているファイル標章に対応し
たファイルの情報を表示する。
【００１９】
　また、本発明に係る請求項１３に記載の情報表示方法は、ファイルを階層的に記憶する
ファイル記憶手段と前記ファイル記憶手段に記憶されているファイルの情報を画面表示す
る情報表示手段とを有する情報表示装置の情報表示方法であって、前記ファイル記憶手段
に記憶されている各ファイルを識別するファイル標章と、ファイルをグループ化するフォ
ルダを識別するフォルダ標章とを画面に表示する標章表示ステップと、前記フォルダに含
まれるファイルに関する情報又は前記ファイルに含まれる情報を表示するビューアウィン
ドウを前記画面上に生成するビューア生成ステップと、前記ビューアウィンドウを前記画
面上で移動するビューア移動ステップと、前記ビューアウィンドウを前記画面上で移動し
て前記画面上の前記フォルダ標章に重ねたときはそのフォルダに含まれるファイル標章を
表示し、前記ファイル標章に重ねたときはそのファイルに含まれる情報を画像によって表
示するプレビュー表示ステップとを備えた。
　また、本発明に係る請求項１４に記載の情報表示方法は、上記記載の発明である情報表
示方法において、第１のビューアウィンドウに表示されているファイル標章に第２のビュ
ーアウィンドウを移動して重ねた場合には、前記第２のビューアウィンドウは前記第１の
ビューアウィンドウに表示されているファイル標章に対応したファイルの情報を表示する
。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、静的な情報だけでなく、動的な情報を効率的に検索することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　本発明の実施の形態に係る情報表示方法では、情報処理装置の表示部に表示された情報
表示画面に基づいて、ユーザが操作を行って情報を表示する。
　なお、本実施の形態では情報を表示するためのビューアウィンドウを用いているが、以
下の説明では「ビューア」と簡略して記載する。
【００２２】
　図１は、本発明の実施の形態の情報表示方法による情報表示画面の構成を示す図である
。
【００２３】
　情報表示画面１は、情報表示に関する操作を行うためのツールバーエリア２、ファイル
を格納するフォルダのツリー構造を表示するフォルダエリア３、選択されたフォルダに格
納されたファイルを表示するファイルエリア４及びファイル等に関する情報を表示するた
めのビューア５で構成されている。
【００２４】
　そして、ツールバーエリア２には、ビューア生成ボタン６、ビューア削除ボタン７、ビ
ューア設定ボタン８及び終了ボタン９が設けられている。この操作ボタン６～９によって
ビューア５を設定し、操作することができる。図１では、複数のビューア５が表示されて
いる。ビューア５には、ファイルに含まれる情報のプレビューと当該ファイルに関するフ
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ァイル情報が表示される。
【００２５】
　次に、情報の表示方法の概要を図１を参照しつつ説明する。
【００２６】
　ユーザが情報表示画面１を表示すると、フォルダエリア３には情報表示装置に記憶され
ているフォルダがフォルダアイコン１１のツリー構造で表示される。
【００２７】
　ユーザが、フォルダアイコン１１をクリックして特定すると、そのフォルダに含まれる
ファイルのファイルアイコン１２がファイルエリア４に表示される。なお、フォルダを特
定する場合には複数のフォルダアイコン１１を選択することができ、そのときはその複数
のフォルダに含まれる全てのファイルのファイルアイコン１２がファイルエリア４に表示
される。また、フォルダを特定したとき、そのフォルダにサブフォルダが含まれている場
合は、そのサブフォルダに保存されているファイルのファイルアイコン１２もファイルエ
リア４に表示されてもよい。さらにアイコンは図形でなく、画面上の範囲を特定できるも
のであればファイル名のように文字で構成されたものでも良い。
【００２８】
　次にユーザが、ビューア生成ボタン６を押下すると、情報表示画面１内にビューア５が
表示される。ユーザはこのビューア５をボタンを押したままドラッグすることにより情報
表示画面１内の任意の位置に移動することができる。
【００２９】
　このビューア５には、図２に示すように予め検出点が設けられている。ビューア５の検
出点が画面上のファイルアイコン１２上にあるときは、そのアイコンに対応するファイル
のデータが表示される。一方、ビューア５の検出点が画面上のファイルアイコン１２上に
ないときは、ビューア５は半透明となり併せて検出点を表わすマークが表示される。
【００３０】
　図３は、ファイルエリア４内におけるビューア５の種類を例示する図である。図３の（
１）のビューア５には、ファイルの内容（の一部）を表わすプレビュー画像と、そのファ
イルに関する情報であるファイル情報が表示されている。図３の（２）のビューア５には
、プレビュー画像のみが表示されている。いずれのビューア５を表示するかはビューア設
定ボタン８でビューア毎に設定することができる。
【００３１】
　ビューア５の検出点が画面上のフォルダアイコン１１上にあるときは、そのアイコンに
対応するフォルダに含まれるファイルの縮小アイコンがビューア５内に表示される。
【００３２】
　図４は、フォルダエリア内におけるビューア５の種類を例示する図である。図４の（１
）のビューア５には、ファイルの縮小アイコンが表示されている。ユーザはこの表示によ
りフォルダに含まれるファイルの種類を確認することができる。図４の（２）のビューア
５には、ファイルの縮小アイコンとともにファイル名が表示されている。いずれのビュー
ア５を表示するかはビューア設定ボタン８でビューア毎に設定することができる。
【００３３】
　なお、図１においてフォルダエリア３には２つのビューア５が重ねて表示されている。
下のビューア５はフォルダに保存されているファイルの縮小アイコンとファイル名を表示
し、上のビューア５はその縮小アイコンに対応するファイルのデータを表示している。こ
のように、ビューア５は一階層下の階層に属する情報を表示するものとして機能すること
ができる。
【００３４】
　図５は、動的な情報を表示するときの情報表示画面１の構成を示す図である。情報表示
画面１の基本的な構成は図１で説明した構成と同様であるためその詳細の説明は省略する
。なお、動的な情報とは、時間的に変化する情報のことをいい、動画像、音声、音楽演奏
データ等が含まれる。
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【００３５】
　ユーザが、フォルダアイコン１１をクリックして特定すると、そのフォルダに含まれる
ファイルのファイルアイコン１２がファイルエリア４に表示される。ファイルが動的情報
を含んでいるときは、タイムラインアイコン１４がファイル名称とともに表示される。タ
イムラインアイコン１４は横方向に長い帯状のアイコンで、再生時間を横方向の長さで表
わしている。
【００３６】
　次にユーザが、ビューア５の検出点をタイムラインアイコン１４の領域内に移動すると
、その検出点のアイコン上の位置により決定される時間位置の情報がビューア５に表示さ
れる。そして、そのビューア５に設けられた再生ボタンを押すと、ファイルの属性に対応
して動画、音声、音楽演奏データが再生され、再生の経過時間に応じてビューア５がタイ
ムラインアイコン１４上を移動する。
【００３７】
　図６は、動画を再生するときのビューア５を示す図である。ビューア５には、動画の１
フレームの縮小画像が再生位置の時間、再生位置のフレームナンバと共に表示されている
。再生位置の時間、再生位置のフレームナンバは、動画の再生の時間経過に伴って更新さ
れる。
【００３８】
　図７は、音声を再生するときのビューア５を示す図である。ビューア５には、音声波形
を表わす縮小画像が再生位置の時間、波形表示の時間幅と共に表示されている。再生位置
の時間は、音声の再生の時間経過に伴って更新される。
【００３９】
　図８は、音楽演奏データを再生するときのビューア５を示す図である。ビューア５には
、再生（演奏）位置の楽譜の一部分と再生位置の時間が、再生位置の小節ナンバと拍ナン
バと共に表示されている。再生位置の時間、再生位置の小節と拍は、音楽演奏データの再
生の時間経過に伴って更新される。
【００４０】
　なお、動画と音声を対応付けて同時に再生することも可能である。図９は、動画・音声
を同時再生するときのビューア５を示す図である。ビューア５には、動画の１フレームの
縮小画像と音声波形を表わす縮小画像とが表示され、再生の経過時間に応じてビューア５
がタイムラインアイコン１４上を移動する。
【００４１】
　続いて、上述の情報表示方法を実現するための情報表示装置の構成と、その主な処理手
順について説明する。
【００４２】
　図１０は、情報表示装置２０の構成を示す図である。情報表示装置２０は、通信インタ
ーフェース２１、表示部２２、操作入力部２３、処理部２４、プログラムメモリ２５、情
報メモリ２６、情報管理ＤＢ２７を備えている。
【００４３】
　通信インターフェース２１は、外部装置（不図示）との間で情報を通信により授受する
ためのインターフェースである。表示部２２は、情報表示画面１を表示する。操作入力部
２３は、ユーザからの操作指示入力を受取るためのマンマシンインターフェースである。
【００４４】
　処理部２４は、情報表示装置２０の動作を統括的に制御する。プログラムメモリ２５は
、情報表示装置２０の各機能を制御するプログラムを保存する。情報メモリ２６は、情報
表示装置２０が操作可能なファイル、フォルダに関する構造やファイル情報等の情報を格
納する。情報管理ＤＢ２７は、情報表示装置２０の処理に用いる管理情報を記憶する。こ
の情報管理ＤＢ２７に格納される情報は、情報表示装置２０内の情報ばかりでなく、通信
インターフェース２１により接続された外部の情報処理装置（不図示）に記憶されている
情報であってもよい。
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【００４５】
　図１１は、情報を表示するための情報表示プログラムの概略の処理手順を示すフロー図
である。なお、以下に説明する処理は、本情報表示プログラムの機能の内主な機能に関す
る処理である。従って、以下の説明に記載されていない機能であっても、図１乃至図９の
説明に記載された機能は本情報表示プログラムの機能に含まれる。
【００４６】
　ユーザが操作入力部２３から情報表示画面１の表示を指示すると、情報表示プログラム
が起動する。そして、ステップＳ０１において、情報管理ＤＢ２７が情報表示装置２０内
に作成済みかどうかを調べる。情報管理ＤＢ２７が未作成の場合は、ステップＳ０２にお
いて、情報管理ＤＢ構築処理を実行する。
【００４７】
　図１２は、情報管理ＤＢ構築処理の概略の手順を示すフロー図である。
【００４８】
　ステップＴ０１において、情報表示プログラムは、情報メモリ２６に記憶されているフ
ォルダ構造を分析する。そして、全フォルダとフォルダツリー構造に関する情報を抽出し
、その情報を情報管理ＤＢに登録する。
【００４９】
　次に、ステップＴ０２において、各フォルダに含まれる各ファイルのプレビュー情報を
作成する。即ち、ビューア５に表示する情報として、例えば、画像ファイルであればサム
ネイル画像を作成する。なお、プレビュー情報が作成できないファイルについては、プレ
ビュー作成は行われない。
【００５０】
　そして、ステップＴ０３において、作成されたプレビュー情報と、そのファイルのファ
イル情報とを情報管理ＤＢに登録してリターンする。
【００５１】
　図１１に戻り、ステップＳ０１において、情報管理ＤＢが作成済みの場合は、ステップ
Ｓ０３において、情報管理ＤＢ２７の情報更新処理を実行する。図１３は、情報管理ＤＢ
２７の情報更新処理の概略の手順を示すフロー図である。
【００５２】
　ステップＴ０５において、情報表示プログラムは、情報管理ＤＢ２７の最終更新日時に
関する情報を読み出す。次に、ステップＴ０６において、情報メモリ２６に記憶されてい
るフォルダ構造を分析し、情報管理ＤＢ２７に登録されているフォルダ情報を更新する。
【００５３】
　ステップＴ０７において、情報メモリ２６に記憶されているファイルのうち、最終更新
日時以降に新規に作成されたファイルのプレビュー情報を作成する。そして、ステップＴ
０８において、新規に作成されたファイルのプレビュー情報とファイル情報とを情報管理
ＤＢに登録する。
【００５４】
　また、ステップＴ０９において、情報メモリ２６に記憶されているファイルの内、最終
更新日時以降に更新、削除されたファイルについて、情報管理ＤＢ２７に登録されている
情報を更新、削除する。そして、ステップＴ１０において最終更新日時を現在の日時に更
新する。
【００５５】
　図１４は、情報管理ＤＢ２７に登録されているファイルのオブジェクト情報を示す図で
ある。ファイルが新規に作成されたときはファイルのプレビュー情報とファイル情報とを
記載した管理情報２７ａだけが作成され、その後、ファイル内容が更新される毎に、ファ
イルのプレビュー情報とファイル情報とを更新した管理情報２７ｂ～２７ｎがその都度作
成される。この更新した管理情報２７ｂ～２７ｎも履歴情報として情報管理ＤＢ２７に保
存されている。
【００５６】
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　図１１に戻り、ステップＳ０４において、情報表示プログラムは、情報表示画面１を表
示する。ここで、情報表示画面１のフォルダエリア３には、フォルダツリー構造に従って
フォルダアイコン１１が表示されている。
【００５７】
　ユーザは、情報表示画面１のツールバーエリア２に設けられたビューア生成ボタン６、
ビューア削除ボタン７、ビューア設定ボタン８及び終了ボタン９を操作、又はフォルダを
選択して所望のファイルを検索する。
【００５８】
　ユーザがビューア設定ボタン８を操作すると、情報表示プログラムは、ステップＳ１０
のビューア設定処理を実行する。図１５は、ビューア設定処理の概略の手順を示すフロー
図である。
【００５９】
　ステップＴ１１～１３において、ビューア設定ボタン８が押されたことを検出すると、
情報表示プログラムは、現在の設定情報を情報管理ＤＢ２７から読み出してビューア設定
ウインドウを表示する。
【００６０】
　図１６は、ビューア設定ウインドウ１６を示す図である。ビューア設定ウインドウ１６
から、ビューア５をフォルダについて表示するときの表示方法、ビューア５をファイルに
ついて表示するときの表示方法を設定することができる。
【００６１】
　例えば、ビューア５をファイルについて表示するとき、ビューア５にはアイコンのみを
表示するか、ファイル情報のみを表示するか、アイコンとファイル情報を表示するかを選
択することができる。
【００６２】
　また、ビューア設定ウインドウ１６からは、ビューア５内に複数のプレビュー表示を行
うかどうかを設定することができる。これによって、図９に示す、動画・音声同時再生を
行うことができる。
【００６３】
　図１５に戻り、ユーザが、ビューア設定ウインドウ１６の「設定」ボタンを操作すると
、ステップＴ１４～１７において、情報表示プログラムは、「設定」ボタンが押されたこ
とを検出して、ビューア設定ウインドウ１６上の設定を情報管理ＤＢ２７に記憶する。そ
して、その後、ビューア設定ウインドウ１６を情報表示画面１から削除し、画面に表示さ
れているビューア５の表示を更新してリターンする。
【００６４】
　ユーザがフォルダエリア３に表示されているフォルダをマウスでクリックして選択する
と、情報表示プログラムは、ステップＳ１１のフォルダ選択処理を実行する。図１７は、
フォルダ選択処理の概略の手順を示すフロー図である。
【００６５】
　ステップＴ２０～２１において、フォルダが選択されたことを検出すると、情報表示プ
ログラムは、現在、ファイルエリアに表示されているビューア５の位置・サイズ・モード
等のビューア情報を情報管理ＤＢ２７に記憶する。そして、ステップＴ２２～２３におい
て、選択されたフォルダを特定し、その選択されたフォルダに含まれるファイルのファイ
ルアイコン１２をファイルエリア４に表示する。
【００６６】
　次に、ステップＴ２４～２６において、情報管理ＤＢ２７から、ファイルエリア４に存
在するビューア情報を読み出し、ファイルエリア４に存在するビューア５の内の１つを選
択する。
【００６７】
　そして、ステップＴ２７～Ｔ２８において、選択したビューア５の検出点が何れかのフ
ァイルアイコン１２に含まれるときは、プレビュー情報をビューア５に表示する処理を実
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行する。なお、ステップＴ２８の処理は後で詳細に説明する。
【００６８】
　ステップＴ２９において、まだ全てのビューア５についてプレビュー表示の確認がされ
ていない場合は、ステップＴ３０において、ファイルエリア４に存在する残りのビューア
５の内から１つを選択して、上述のステップＴ２７～Ｔ２９を繰り返す。
【００６９】
　ステップＴ２９において、全てのビューア５についてプレビュー表示の確認がされてい
る場合は、フォルダ選択処理を終了してリターンする。
【００７０】
　なお、ステップＴ２７において選択したビューアの検出点が何れかのファイルアイコン
１２の表示エリアに含まれないと判定された場合は、ステップＴ２８がスキップされてビ
ューアには何も表示されない。また、Ｔ２５でファイルエリア４にビューアが１つも存在
しないと判定された場合は、Ｔ２６からＴ３０までのステップをスキップする。
【００７１】
　ユーザがビューア生成ボタン６を操作すると、図１１において情報表示プログラムは、
ステップＳ１２のビューア生成処理を実行する。図１８は、ビューア生成処理の概略の手
順を示すフロー図である。
【００７２】
　ステップＴ３３～３４において、ビューア生成ボタン６が押されたことを検出すると、
情報表示プログラムは、ファイルエリア４にある他のビューア５と重ならない位置にビュ
ーア５を表示する。そして、ステップＴ３５～３６において、ビューア５の検出点が何れ
かのファイルアイコン１２に含まれるときは、プレビュー情報をビューア５に表示する処
理を実行し、ビューア５の検出点が何れのファイルアイコンにも含まれない場合は、Ｔ３
６をスキップする。なお、ステップＴ３６の処理は後で詳細に説明する。
【００７３】
　ユーザがビューア５の表示位置を移動、サイズを変更、再生ボタンを操作、停止ボタン
を操作のいずれかの操作を実行したときは、図１１において情報表示プログラムは、ステ
ップＳ１３のビューア操作処理を実行する。図１９は、ビューア操作処理の概略の手順を
示すフロー図である。
【００７４】
　ユーザがビューア５の位置を移動すると、ステップＴ４０～４２において、情報表示プ
ログラムは、ビューア５が移動されたことを検出して、ビューア５の検出点が何れかのフ
ァイルアイコン１２に含まれるかどうかを調べる。そして、ビューア５の検出点が何れか
のファイルアイコン１２に含まれるときは、プレビュー情報をビューア５に表示する処理
を実行し、ビューア５の検出点が何れのファイルアイコンにも含まれない場合は、Ｔ４２
をスキップする。なお、ステップＴ４２の処理は後で詳細に説明する。
【００７５】
　ユーザがビューア５のサイズを変更すると、ステップＴ４５～Ｔ４７において、情報表
示プログラムは、ビューア５がリサイズしたことを検出してビューアのサイズを特定し、
検出点のビューア５上の位置を算出する。そして、ステップＴ４８～Ｔ４９において、ビ
ューア５の検出点が何れかのファイルアイコン１２に含まれるかどうかを調べ、ビューア
５の検出点が何れかのファイルアイコン１２に含まれるときは、プレビュー情報をビュー
ア５に表示する処理を実行し、ビューア５の検出点が何れのファイルアイコンにも含まれ
ない場合は、Ｔ４９をスキップする。なお、ステップＴ４９の処理は後で詳細に説明する
。
【００７６】
　ユーザがビューア５の再生ボタンを押すと、ステップＴ５０～Ｔ５１において、情報表
示プログラムは、再生ボタンが押されたことを検出してプレビュー再生処理を実行する。
【００７７】
　図２０は、プレビュー再生処理の概略の手順を示すフロー図である。ステップＰ０１に
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おいて、情報表示プログラムは、ファイルの種類を特定する。
【００７８】
　動画像ファイルの場合は、ステップＰ０２において、プレビュー用動画像を生成してビ
ューア５に再生表示を行ってリターンする。
【００７９】
　音声ファイルの場合は、ステップＰ０３～Ｐ０４において、原音声データを再生し、原
音声データに対応する波形を生成してビューア５に表示してリターンする。
【００８０】
　音楽演奏データの場合は、ステップＰ０５～Ｐ０６において、音楽演奏データを音声に
変換して再生し、再生位置の楽譜データを生成してビューア５に表示してリターンする。
【００８１】
　図１９に戻り、ユーザがビューア５の停止ボタンを押すと、ステップＴ５２～Ｔ５３に
おいて、情報表示プログラムは、停止ボタンが押されたことを検出してファイルの再生を
停止する。
【００８２】
　ユーザがビューア５を選択してビューア削除ボタン７を操作すると、図１１において情
報表示プログラムは、ステップＳ１４のビューア削除処理を実行する。図２１は、ビュー
ア削除処理の概略の手順を示すフロー図である。
【００８３】
　ステップＴ６０～６１において、ビューア削除ボタン７が押されたことを検出すると、
情報表示プログラムは、何れかのビューア５が選択されているかどうかを調べる。
【００８４】
　ビューア５が選択されていなければ、ステップＴ６２において、ビューア５が未選択で
ある警告を表示してリターンする。
【００８５】
　ビューア５が選択されていれば、ステップＴ６３～Ｔ６４において、選択されているビ
ューア５を特定して、そのビューア５を画面から削除してリターンする。
【００８６】
　図１１において、ユーザが終了ボタン９を操作すると、ステップＳ１５において、情報
表示プログラムは、終了ボタン９が押されたことを検出して、情報表示プログラムの処理
を終了する。
【００８７】
　次に、情報表示プログラムで共通して実行される、プレビュー情報をビューア５に表示
する処理について詳細に説明する。図２２は、プレビュー情報をビューア５に表示する処
理の概略の手順を示すフロー図である。
【００８８】
　ステップＰ１０において、ビューア５の検出点は、フォルダエリア３に位置するかどう
かを調べる。
【００８９】
　検出点がフォルダエリア３に位置していない場合、即ち、ファイルエリア４に位置して
いる場合は、ステップＰ１１～Ｐ１２において、情報管理ＤＢ２７からビューア設定ウイ
ンドウ１６のファイルについての設定情報を読出し、更に、情報管理ＤＢ２７から検出点
で選択されたファイルのプレビュー情報及びファイル情報を読出す。
【００９０】
　次に、ステップＰ１３において、検出点が動画・音声・音楽演奏データを格納したファ
イルのファイルアイコン１２内に存在するかどうかを調べる。
【００９１】
　検出点が動画・音声・音楽演奏データを格納したファイルのファイルアイコン１２内に
存在していない場合、即ち、検出点が静的な情報を格納したファイルのファイルアイコン
１２内に存在している場合は、ステップＰ１４において、プレビュー情報又はファイル情
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報をビューア設定ウインドウ１６のファイルについての設定情報に応じてビューア５に表
示する。
【００９２】
　検出点が動画・音声・音楽演奏データを格納したファイルのタイムラインアイコン１４
内に存在している場合は、ステップＰ１５～Ｐ１６において、ビューア５の検出点のタイ
ムラインアイコン１４上の位置に対応した注目時間位置を決定して、その時間位置前後の
プレビューデータ作成処理を実行する。
【００９３】
　図２３は、プレビューデータ作成処理の概略の手順を示すフロー図である。ステップＱ
０１において、注目時間位置を含む所定の時間範囲をプレビュー作成の時間範囲をプレビ
ュー作成の時間範囲として設定する。ステップＱ０２において、情報表示プログラムは、
ファイルの種類を特定する。
【００９４】
　動画像ファイルの場合は、ステップＱ０３において、ステップＱ０１で設定された時間
範囲について原画像の各フレームを縮小したプレビュー用画像を作成してリターンする。
【００９５】
　音楽演奏データの場合は、ステップＱ０４において、ステップＱ０１で設定された時間
範囲について音楽演奏コードに対応したプレビュー用楽譜データを作成してリターンする
。
【００９６】
　音声ファイルの場合は、ステップＱ０５において、原音声データに対応する波形データ
を作成し、プレビュー用音声データに設定してリターンする。
【００９７】
　図２２に戻り、ステップＰ１７において、注目時間位置に対応するプレビューデータを
再生位置の時間と共にビューア５に表示する。
【００９８】
　一方、図２２のステップＰ１０において、検出点がフォルダエリア３に位置する場合は
、ステップＰ２０において、検出点は他のビューア５に表示されているファイルアイコン
１２上に位置するかどうかを調べる。
【００９９】
　検出点が他のビューア５に表示されているファイルアイコン１２上に位置する場合は、
ステップＰ２１において、ファイルアイコン２１で特定されるファイルのプレビュー情報
をビューアに表示する。
【０１００】
　なお、ステップＰ２０、Ｐ２１において、検出点がファイルアイコン上に位置しなくと
も、検出点がファイル名の上に位置している場合には、そのファイル名で特定されるファ
イルのプレビューを表示しても良い。
【０１０１】
　検出点がビューア５に表示されているファイルアイコン１２上に位置しない場合は、ス
テップＰ２２～Ｐ２３において、ビューア設定ウインドウのフォルダについての設定情報
を情報管理ＤＢ２７から読み出し、選択されたフォルダに含まれるファイル種類とファイ
ル名を特定する。そして、ステップＰ２４において、特定したファイルアイコン又はファ
イル名をフォルダについての設定情報に応じてビューア５に表示する。
【０１０２】
　以上の手順によって、プレビュー情報をビューア５に表示する処理が実行される。
【０１０３】
　次に、ビューア５の検出点について説明する。ビューア５は、サイズを変えることがで
き、ビューア５の縦横のサイズに応じて検出点の数を変化させることもできる。
【０１０４】
　図２４は、複数の検出点を算出する方法を説明する図である。
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【０１０５】
　検出点は、横の間隔がＨ、縦の間隔がＶのメッシュの交点に配置され、それらの検出点
がそれぞれビューアの端から少なくとも所定の距離ａ、ｂ以上離れるように設定される。
その結果ビューアのサイズを拡大していくに従って、縦方向にはＶ、横方向にはＨだけ拡
大すると検出点が増加する。なお、ファイルエリアに表示されるファイルアイコン１２は
所定のグリッドの交点に配置され、そのグリッドの横の間隔にビューアのＨが等しく、ま
たそのグリッドの縦の間隔にビューアのＶが等しくなるようにＨとＶを設定する。また、
ビューアの最低サイズは、横が２ａ、縦が２ｂとする。
【０１０６】
　図２４では、両縦端から距離ａ、両横端から距離ｂだけ離れた内部の領域内に、横長さ
Ｈ、縦長さＶの矩形が丁度２個設定できる状態を示している。従って、図２４では、６個
の検出点が設定されている。
【０１０７】
　複数の検出点を設けることにより、１つのビューア５で、複数のプレビューを表示する
ことができる。
【０１０８】
　以上説明した実施の形態の情報表示方法によれば、画面上に自在に移動可能なビューア
を表示し、このビューアでファイルのみならずフォルダのプレビューができる。従って、
少ない操作で目的のファイルを検索することができる。
【０１０９】
　また、このビューアは静止画像の他に、動画像や音声等の時間経過を含むファイルのプ
レビューが可能である。このため、時間経過を含むファイルの検索を効率化することがで
きる。
【０１１０】
　なお、上述の実施の形態で説明した各機能は、ハードウエアを用いて構成しても良く、
また、ソフトウエアを用いて各機能を記載したプログラムをコンピュータに読み込ませて
実現しても良い。また、各機能は、適宜ソフトウエア、ハードウエアのいずれかを選択し
て構成するものであっても良い。
【０１１１】
　更に、各機能は図示しない記録媒体に格納したプログラムをコンピュータに読み込ませ
ることで実現させることもできる。ここで本実施の形態における記録媒体は、プログラム
を記録でき、かつコンピュータが読み取り可能な記録媒体であれば、その記録形式は何れ
の形態であってもよい。
【０１１２】
　なお、この発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではそ
の要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示
されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施
形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】本発明の実施の形態の情報表示方法による情報表示画面の構成を示す図。
【図２】ビューアの検出点を示す図。
【図３】ビューアの種類を例示する図。
【図４】ビューアの種類を例示する図。
【図５】動的な情報を表示するときの情報表示画面の構成を示す図。
【図６】動画を再生するときのビューアを示す図。
【図７】音声を再生するときのビューアを示す図。
【図８】音楽演奏データを再生するときのビューアを示す図。
【図９】動画・音声を同時再生するときのビューアを示す図。
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【図１０】情報表示装置の構成を示す図。
【図１１】情報表示プログラムの概略の処理手順を示すフロー図。
【図１２】情報管理ＤＢ構築処理の概略の手順を示すフロー図。
【図１３】情報管理ＤＢの情報更新処理の概略の手順を示すフロー図。
【図１４】情報管理ＤＢに登録されているファイルのオブジェクト情報を示す図。
【図１５】ビューア設定処理の概略の手順を示すフロー図。
【図１６】ビューア設定ウインドウを示す図。
【図１７】フォルダ選択処理の概略の手順を示すフロー図。
【図１８】ビューア生成処理の概略の手順を示すフロー図。
【図１９】ビューア操作処理の概略の手順を示すフロー図。
【図２０】プレビュー再生処理の概略の手順を示すフロー図。
【図２１】ビューア削除処理の概略の手順を示すフロー図。
【図２２】プレビュー情報をビューアに表示する処理の概略の手順を示すフロー図。
【図２３】プレビューデータ作成処理の概略の手順を示すフロー図。
【図２４】複数の検出点を算出する方法を説明する図。
【符号の説明】
【０１１４】
　１…情報表示画面、２…ツールバーエリア、３…フォルダエリア、４…ファイルエリア
、５…ビューア、６…ビューア生成ボタン、１１…フォルダアイコン、１２…ファイルア
イコン、１４…タイムラインアイコン、１６…ビューア設定ウインドウ、２０…情報表示
装置、２２…表示部、２３…操作入力部、２４…処理部、２６…情報メモリ、２７…情報
管理ＤＢ。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１６】 【図１７】
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