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(57)【要約】
【課題】　コンテンツファイルの選択が容易であり、か
つ、フォルダの階層関係を把握でき、かつ、表示対象の
フォルダ名が表示部の文字数制限により欠落する可能性
を低くできるフォルダ表示装置を提供すること。
【解決手段】　（ａ）表示対象フォルダＪＪＪを先頭に
表示させ、表示対象フォルダの後ろに、表示対象フォル
ダを格納する上位階層のフォルダを下位階層から上位階
層に向かって順番に表示させる。（ｂ）（ｃ）表示対象
フォルダＪＪＪを格納する基準階層のフォルダＣＣＣを
先頭に表示させ、基準階層フォルダの後ろに、基準階層
フォルダに格納されている下位フォルダを、基準階層の
１つ下の階層ＦＦＦから表示対象フォルダＪＪＪまでこ
の順番で表示させる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のコンテンツを複数階層のフォルダ内に記録するコンテンツ記憶装置の各フォルダ
を表示するフォルダ表示装置であって、
　該各フォルダを表示する表示手段と、
　表示対象フォルダを先頭に表示させ、該表示対象フォルダの後ろに、該表示対象フォル
ダを格納する上位階層のフォルダを下位階層から上位階層に向かって順番に表示させるよ
うに該表示手段を制御する表示制御手段とを備える、フォルダ表示装置。
【請求項２】
　複数のコンテンツを複数階層のフォルダ内に記録するコンテンツ記憶装置の各フォルダ
を表示するフォルダ表示装置であって、
　該各フォルダを表示する表示手段と、
　最上位階層以外である基準階層を設定する基準階層設定手段と、
　表示対象フォルダを格納する該基準階層のフォルダを先頭に表示させ、該基準階層のフ
ォルダの後ろに、該基準階層のフォルダに格納されている下位フォルダを、該基準階層の
１つ下の階層から該表示対象フォルダまでこの順番で表示させるように該表示手段を制御
する表示制御手段とを備える、フォルダ表示装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段が、前記表示対象フォルダの後ろに、該表示対象フォルダを格納する
最上位フォルダから前記基準階層のフォルダの１つ上の階層のフォルダまでを表示するよ
うに前記表示手段を制御する、請求項２に記載のフォルダ表示装置。
【請求項４】
　複数のコンテンツを複数階層のフォルダ内に記録するコンテンツ記憶装置の各フォルダ
を表示するフォルダ表示装置であって、
　該各フォルダを表示する表示手段と、
　最上位階層以外である基準階層を設定する基準階層設定手段と、
　表示対象フォルダを先頭に表示させ、該表示対象フォルダの後ろに、該表示対象フォル
ダを格納する上位フォルダを、該表示対象フォルダの１つの上の階層のフォルダから該基
準階層のフォルダまでこの順番で表示させるように該表示手段を制御する表示制御手段と
を備える、フォルダ表示装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段が、前記基準階層フォルダの後ろに、前記表示対象フォルダを格納す
る最上位フォルダから該基準階層のフォルダの１つ上の階層のフォルダまでを表示するよ
うに前記表示手段を制御する、請求項４に記載のフォルダ表示装置。
【請求項６】
　複数のコンテンツを複数階層のフォルダ内に記録するコンテンツ記憶装置の各フォルダ
を表示するフォルダ表示装置であって、
　該各フォルダを表示する表示手段と、
　最上位階層以外である基準階層を設定する基準階層設定手段と、
　表示対象フォルダを格納する該基準階層のフォルダを先頭に表示させ、該基準階層のフ
ォルダの後ろに、他のフォルダを経由せずに該表示対象フォルダを直接表示させるように
該表示手段を制御する表示制御手段とを備える、フォルダ表示装置。
【請求項７】
　複数のコンテンツを複数階層のフォルダ内に記録するコンテンツ記憶装置の各フォルダ
を表示するフォルダ表示装置であって、
　該各フォルダを表示する表示手段と、
　最上位階層以外である基準階層を設定する基準階層設定手段と、
　表示対象フォルダを先頭に表示させ、該表示対象フォルダの後ろに、該表示対象フォル
ダを格納する該基準階層のフォルダを他のフォルダを経由せずに直接表示させるように該
表示手段を制御する表示制御手段とを備える、フォルダ表示装置。
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【請求項８】
　複数のコンテンツを複数階層のフォルダ内に記録するコンテンツ記憶装置の各フォルダ
を表示するフォルダ表示装置であって、
　該各フォルダを表示する表示手段と、
　最上位階層以外である基準階層を設定する基準階層設定手段と、
　表示対象フォルダから該基準階層のフォルダまでの全フォルダのフォルダ名の文字数合
計を算出する算出手段と、
　該算出した合計文字数と該表示手段が表示可能な文字数とを比較する比較手段と、
　該合計文字数が該表示手段が表示可能な文字数よりも小さい場合、該基準階層のフォル
ダを先頭に表示させ、該基準階層のフォルダの後ろに、該基準階層のフォルダに格納され
ている下位フォルダを、該基準階層の１つ下の階層から該表示対象フォルダまでこの順番
で表示させるように該表示手段を制御し、該合計文字数が該表示手段が表示可能な文字数
よりも大きい場合、該基準階層のフォルダを先頭に表示させ、該基準階層のフォルダの後
ろに、他のフォルダを経由せずに該表示対象フォルダを直接表示させるように該表示手段
を制御する表示制御手段とを備える、フォルダ表示装置。
【請求項９】
　複数のコンテンツを複数階層のフォルダ内に記録するコンテンツ記憶装置の各フォルダ
を表示するフォルダ表示装置であって、
　該各フォルダを表示する表示手段と、
　最上位階層以外である基準階層を設定する基準階層設定手段と、
　表示対象フォルダから該基準階層のフォルダまでの全フォルダのフォルダ名の文字数合
計を算出する算出手段と、
　該算出した合計文字数と該表示手段が表示可能な文字数とを比較する比較手段と、
　該合計文字数が該表示手段が表示可能な文字数よりも小さい場合、該表示対象フォルダ
を先頭に表示させ、該表示対象フォルダの後ろに、該表示対象フォルダを格納する上位フ
ォルダを、該表示対象フォルダの１つ上の階層から該基準階層のフォルダまでこの順番で
表示させるように該表示手段を制御し、該合計文字数が該表示手段が表示可能な文字数よ
りも大きい場合、該表示対象フォルダを先頭に表示させ、該表示対象フォルダの後ろに、
該表示対象フォルダを格納する該基準階層のフォルダを他のフォルダを経由せずに直接表
示させるように該表示手段を制御する表示制御手段とを備える、フォルダ表示装置。
【請求項１０】
　前記コンテンツ記憶装置に記録されているコンテンツに関する特定カテゴリのコンテン
ツ情報の一覧であるコンテンツ情報リストを生成するリスト生成手段をさらに備え、
　前記基準階層設定手段が、複数階層のフォルダの中からそのフォルダ名が該コンテンツ
情報リストに含まれるコンテンツ情報と一致するフォルダを前記基準階層として自動的に
設定する、請求項２～９のいずれかに記載のフォルダ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツファイルを管理する複数の階層構造を有するフォルダを表示する
フォルダ表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＨＤＤ（ハードディスクドライブ）等のコンテンツ記憶装置に多数の曲ファイルを記録
し、ユーザ操作によって選択された曲ファイルを再生するコンテンツ記録再生装置が利用
されている。この装置において、複数のフォルダ内に曲ファイルを格納し管理する機能が
提案されており、図２に示すように、上位のフォルダ内にいくつかのファイルやフォルダ
を格納する階層構造が用いられる。例えば、フォルダＡＡＡ内にフォルダＢＢＢ及び複数
の曲ファイルが格納され、フォルダＢＢＢ内にフォルダＣＣＣ～ＥＥＥ及び複数の曲ファ
イルが格納され、フォルダＣＣＣ内にフォルダＦＦＦ、ＧＧＧ及び複数の曲ファイルが格
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納される。曲ファイルのアーティスト名やアルバム名等のフォルダ名を有するフォルダを
作成することにより、曲ファイルの管理が容易になる。
【０００３】
　このような階層構造において、例えば、フォルダＣＣＣの中にある曲ファイルを選択す
るには、フォルダＡＡＡから、まず、フォルダＢＢＢを選択すると、その選択によってフ
ォルダＣＣＣ～ＥＥＥが表示される。次にフォルダＣＣＣを選択することにより、フォル
ダＣＣＣ内の曲ファイルが表示されるので、目的の曲ファイルを選択することができる。
この階層構造においては、所望の曲ファイルを表示して選択するために複数回フォルダを
選択する必要があるので、ファイルの選択操作が煩雑である。
【０００４】
　この問題を解決するために、下記特許文献１に記載の技術が提案されている。この技術
は、異なる階層のフォルダに関する情報も互いに階層によらず相互に同列の形式でリスト
表示するものである。しかし、この表示方法によると、各フォルダの階層構造を無視して
同列に表示するので、ユーザはフォルダ間の階層関係を理解することができないという問
題がある。さらに、同一のフォルダ名のフォルダが複数存在する場合には、どのフォルダ
が所望のフォルダであるかをそのフォルダを選択して、フォルダ内の情報を確認しないと
判断できないという問題がある。
【０００５】
　この問題を解決するために、図９に示すように、異なる階層のフォルダを全て同列で表
示するのに加えて、表示対象フォルダを格納する上位フォルダを含めて表示する方法が考
えられる。具体的には、最上位の階層のフォルダから表示対象フォルダまでの全フォルダ
をこの順番で表示する。例えば、フォルダＪＪＪを表示する場合、「ＡＡＡ－ＢＢＢ－Ｃ
ＣＣ－ＦＦＦ－ＪＪＪ」と表示される。この表示方法によると、同一のフォルダ名を有す
るフォルダが複数存在しても上位フォルダが併せて表示されることによって所望のフォル
ダを容易に見つけ出すことができる。しかし、表示部の表示可能文字数に制限がある場合
に、上位階層のフォルダから順に表示しているので、表示対象フォルダの少なくとも一部
が欠落して表示できないという問題が生じる。すなわち、フォルダＪＪＪを表示している
にも関わらず、表示部には「ＡＡＡ－ＢＢＢ－ＣＣＣ－ＦＦＦ－」までが表示され、「Ｊ
ＪＪ」が表示されないことがある。この場合にＪＪＪを表示さるために、ユーザがスクロ
ールボタンを押して、表示内容をスクロールさせてＪＪＪを表示する必要があり、その操
作が煩雑である。
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－３０１１６号
【特許文献２】特開２００４－２４６２号
【特許文献３】特開２００５－１９８０３９号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、コンテンツファイルの選択が容易であり、かつ、フォルダの階層関係
を把握でき、かつ、表示対象のフォルダが表示部の文字数制限により欠落する可能性を低
くできるフォルダ表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の好ましい実施形態によるフォルダ表示装置は、複数のコンテンツを複数階層の
フォルダ内に記録するコンテンツ記憶装置の各フォルダを表示するフォルダ表示装置であ
り、該各フォルダを表示する表示手段と、表示対象フォルダを先頭に表示させ、該表示対
象フォルダの後ろに、該表示対象フォルダを格納する上位階層のフォルダを下位階層から
上位階層に向かって順番に表示させるように該表示手段を制御する表示制御手段とを備え
る。
【０００９】
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　本発明の別の好ましい実施形態によるフォルダ表示装置は、複数のコンテンツを複数階
層のフォルダ内に記録するコンテンツ記憶装置の各フォルダを表示するフォルダ表示装置
であり、該各フォルダを表示する表示手段と、最上位階層以外である基準階層を設定する
基準階層設定手段と、表示対象フォルダを格納する該基準階層のフォルダを先頭に表示さ
せ、該基準階層のフォルダの後ろに、該基準階層のフォルダに格納されている下位フォル
ダを、該基準階層の１つ下の階層から該表示対象フォルダまでこの順番で表示させるよう
に該表示手段を制御する表示制御手段とを備える。なお、基準階層を設定するとは、ユー
ザ操作によって基準階層が設定されること、基準階層が予め設定されていること、基準階
層をカテゴリリストに基づいて自動的にその都度設定することを含む。
【００１０】
　好ましい実施形態においては、前記表示制御手段は、前記表示対象フォルダの後ろに、
該表示対象フォルダを格納する最上位フォルダから前記基準階層のフォルダの１つ上の階
層のフォルダまでを表示するように前記表示手段を制御する。
【００１１】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態によるフォルダ表示装置は、複数のコンテンツを
複数階層のフォルダ内に記録するコンテンツ記憶装置の各フォルダを表示するフォルダ表
示装置であり、該各フォルダを表示する表示手段と、最上位階層以外である基準階層を設
定する基準階層設定手段と、表示対象フォルダを先頭に表示させ、該表示対象フォルダの
後ろに、該表示対象フォルダを格納する上位フォルダを、該表示対象フォルダの１つの上
の階層のフォルダから該基準階層のフォルダまでこの順番で表示させるように該表示手段
を制御する表示制御手段とを備える。
【００１２】
　好ましい実施形態においては、前記表示制御手段は、前記基準階層フォルダの後ろに、
前記表示対象フォルダを格納する最上位フォルダから該基準階層のフォルダの１つ上の階
層のフォルダまでを表示するように前記表示手段を制御する。
【００１３】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態によるフォルダ表示装置は、複数のコンテンツを
複数階層のフォルダ内に記録するコンテンツ記憶装置の各フォルダを表示するフォルダ表
示装置であり、該各フォルダを表示する表示手段と、最上位階層以外である基準階層を設
定する基準階層設定手段と、表示対象フォルダを格納する該基準階層のフォルダを先頭に
表示させ、該基準階層のフォルダの後ろに、他のフォルダを経由せずに該表示対象フォル
ダを直接表示させるように該表示手段を制御する表示制御手段とを備える。
【００１４】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態によるフォルダ表示装置は、複数のコンテンツを
複数階層のフォルダ内に記録するコンテンツ記憶装置の各フォルダを表示するフォルダ表
示装置であり、該各フォルダを表示する表示手段と、最上位階層以外である基準階層を設
定する基準階層設定手段と、表示対象フォルダを先頭に表示させ、該表示対象フォルダの
後ろに、該表示対象フォルダを格納する該基準階層のフォルダを他のフォルダを経由せず
に直接表示させるように該表示手段を制御する表示制御手段とを備える。
【００１５】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態によるフォルダ表示装置は、複数のコンテンツを
複数階層のフォルダ内に記録するコンテンツ記憶装置の各フォルダを表示するフォルダ表
示装置であり、該各フォルダを表示する表示手段と、最上位階層以外である基準階層を設
定する基準階層設定手段と、表示対象フォルダから前記基準階層のフォルダまでの全フォ
ルダのフォルダ名の文字数合計を算出する算出手段と、該算出した合計文字数と該表示手
段が表示可能な文字数とを比較する比較手段と該合計文字数が該表示手段が表示可能な文
字数よりも小さい場合、該基準階層のフォルダを先頭に表示させ、該基準階層のフォルダ
の後ろに、該基準階層のフォルダに格納されている下位フォルダを、該基準階層の１つ下
の階層から該表示対象フォルダまでこの順番で表示させるように該表示手段を制御し、該
合計文字数が該表示手段が表示可能な文字数よりも大きい場合、該基準階層のフォルダを
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先頭に表示させ、該基準階層のフォルダの後ろに、他のフォルダを経由せずに該表示対象
フォルダを直接表示させるように該表示手段を制御する表示制御手段とを備える。
【００１６】
　本発明のさらに別の好ましい実施形態によるフォルダ表示装置は、複数のコンテンツを
複数階層のフォルダ内に記録するコンテンツ記憶装置の各フォルダを表示するフォルダ表
示装置であり、該各フォルダを表示する表示手段と、最上位階層以外である基準階層を設
定する基準階層設定手段と、表示対象フォルダから該基準階層のフォルダまでの全フォル
ダのフォルダ名の文字数合計を算出する算出手段と、該算出した合計文字数と該表示手段
が表示可能な文字数とを比較する比較手段と、該合計文字数が該表示手段が表示可能な文
字数よりも小さい場合、該表示対象フォルダを先頭に表示させ、該表示対象フォルダの後
ろに、該表示対象フォルダを格納する上位フォルダを、該表示対象フォルダの１つ上の階
層から該基準階層のフォルダまでこの順番で表示させるように該表示手段を制御し、該合
計文字数が該表示手段が表示可能な文字数よりも大きい場合、該表示対象フォルダを先頭
に表示させ、該表示対象フォルダの後ろに、該表示対象フォルダを格納する該基準階層の
フォルダを他のフォルダを経由せずに直接表示させるように該表示手段を制御する表示制
御手段とを備える。
【００１７】
　好ましい実施形態においては、フォルダ表示装置は、前記コンテンツ記憶装置に記録さ
れているコンテンツに関する特定カテゴリのコンテンツ情報の一覧であるコンテンツ情報
リストを生成するリスト生成手段をさらに備える。前記基準階層設定手段は、複数階層の
フォルダの中からそのフォルダ名が該コンテンツ情報リストに含まれるコンテンツ情報と
一致するフォルダを前記基準階層として自動的に設定する。
【発明の効果】
【００１８】
　コンテンツファイルの選択が容易であり、かつ、フォルダの階層関係を把握でき、かつ
、表示対象のフォルダ名が表示部の文字数制限により欠落する可能性を低くできるフォル
ダ表示装置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】
【００１９】
　以下、本発明の好ましい実施形態によるフォルダ表示装置について説明するが、本発明
はこれらの実施形態には限定されない。図１は、フォルダ表示装置１０を示すブロック図
である。
【００２０】
　フォルダ表示装置１０は、制御部１１と、ＨＤＤ（Hard
Disk Drive）等の記憶部１２と、メモリ１３と、操作部１４と、表示部１５と、音声処理
部１６とを備える。
【００２１】
　ＨＤＤ１２は、コンテンツ記憶部１２Ａ及びコンテンツ情報データベース（コンテンツ
情報ＤＢ）１２Ｂを有する。コンテンツ記憶部１２Ａは、図示しないＣＤドライブ等によ
りＣＤから読み出された複数のコンテンツが、複数のコンテンツファイルとして記録され
る。あるいは、コンテンツ記憶部１２は、図示しないインターネットを介して外部のコン
テンツ販売サーバから購入し、ダウンロードされたコンテンツファイルが記録される。コ
ンテンツファイルとは、楽曲データ、映像データ、静止画データ等のファイルの総称であ
る。コンテンツ記憶部１２Ａに記録されているコンテンツファイルは、制御部１１からの
指示によって再生され、音声処理部１６を介して外部のスピーカーに供給される。
【００２２】
　図２に示すとおり、コンテンツ記憶部１２Ａには１又は複数のフォルダが形成されてお
り、複数のコンテンツファイルは、１又は複数のフォルダのいずれかに格納されている。
各フォルダは階層構造（図２では階層１～階層５）を有している。例えば、フォルダＡＡ
Ａ（階層１）の中にフォルダＢＢＢ（階層２）及び複数のコンテンツファイルが、フォル
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ダＢＢＢの中にはフォルダＣＣＣ～ＥＥＥ（階層３）及び複数のコンテンツファイルが、
フォルダＣＣＣの中にはフォルダＦＦＦ～ＧＧＧ（階層４）及び複数のコンテンツファイ
ルが、フォルダＦＦＦの中にはフォルダＪＪＪ（階層５）及び複数のコンテンツファイル
がそれぞれ格納されている。
【００２３】
　コンテンツ情報ＤＢ１２Ｂには、コンテンツ記憶部１２Ａに記録されている複数のコン
テンツファイルに関するコンテンツ情報（メタデータ）が記録されている。コンテンツ情
報は、例えば、コンテンツ名（曲名）、アーティスト名、アルバム名、ジャンル名、再生
時間等である。
【００２４】
　メモリ１３は、図示しないＲＯＭ及びＲＡＭ等を含む。さらに、メモリ１３は、スタッ
ク１３Ａ及びコンテナ１３Ｂを含む。スタック１３Ａは、First In Last Out（FILO）デ
ータ構造であり、一番最後に入れたデータを一番最初に取り出すことができる（すなわち
、最初に入れたデータは最後に取り出される)、一時的なデータ格納用領域である。本例
において、スタック１３Ａは、表示部１５に表示するフォルダの配列を変更する際に使用
される。
【００２５】
　コンテナ１３Ｂは、表示部１５に表示するフォルダ名が一時的に格納される領域であり
、スタック１３Ａからポップされたフォルダ名を一時的に格納すると共に、これらのフォ
ルダ名が特殊記号（例えば、ハイフン（－）等）を介して連結される。
【００２６】
　操作部１４は、ユーザからコンテンツファイルやフォルダのリスト表示、ファイルやフ
ォルダの選択指示、及び、コンテンツファイルの再生指示等が入力されるものであり、例
えば、操作キーやリモコン等である。
【００２７】
　表示部１５は、フォルダ名やコンテンツファイル名等のリストを表示するものであり、
ＬＣＤ等である。表示部１５は、フォルダ名のリストを表示する場合、コンテナ１３Ｂに
格納されたフォルダ名を表示する。表示部１５が表示するフォルダ名リストを図３に示す
（詳細後述）。
【００２８】
　制御部１１は、ＨＤＤ１２又はＲＯＭに格納されたプログラムを実行することにより、
ＨＤＤ１２、メモリ１３（スタック１３Ａ、コンテナ１３Ｂ）、操作部１４、表示部１５
及び音声処理部１６等を制御するものであり、マイコン等である。また、制御部１１は、
以下のフローチャートに示す処理を実行する。例えば、制御部１１は、スタック１３Ａに
フォルダ名をプッシュ（格納）及びポップ（抽出）し、スタック１３Ａからポップされた
フォルダ名をコンテナ１３Ｂに一時的に格納させる。また、制御部１１は、コンテナ１３
Ｂに格納されたフォルダ名を表示部１５に表示させる。
【００２９】
　以上の構成を有するフォルダ表示装置１０についてその動作を説明する。
［フォルダ表示処理１］
　本例のフォルダ表示方法を図３（ａ）に示す。本例では、表示対象のフォルダを先頭に
表示し、表示対象のフォルダの後ろに、表示対象のフォルダを格納する上位階層のフォル
ダを、下位から上位に向かって順番に表示させる。なお、フォルダＡＡＡ～ＬＬＬの１２
個のフォルダが存在するが、図３（ａ）では表示部１５のフォルダ表示行が６つしか存在
しないので、６個のフォルダ名が表示されている。例えば、フォルダＪＪＪを表示する場
合、「ＪＪＪ－ＦＦＦ－ＣＣＣ－ＢＢＢ－ＡＡＡ」と表示される。フォルダＨＨＨを表示
する場合、「ＨＨＨ－ＤＤＤ－ＢＢＢ－ＡＡＡ」と表示される。フォルダＣＣＣを表示す
る場合、「ＣＣＣ－ＢＢＢ－ＡＡＡ」と表示される。このように表示することにより、表
示対象のフォルダ名が必ず先頭に表示されるので、表示部１５の文字数制限によって表示
対象のフォルダ名が欠落することを防止し、確実に表示対象のフォルダ名を表示できる。
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また、表示対象のフォルダ名の後ろに、表示対象のフォルダを格納するフォルダの階層構
造を表示しているので、ユーザは階層構造を判断することができる。なお、各フォルダ名
の間をハイフンで区切っているが、他の特殊記号（アンダーバー、アスタリスク等）又は
スペース（空白）等で区切ってもよい。
【００３０】
　本例における制御部１１の処理を図４～図６を参照して説明する。図４に示す通り、制
御部１１は、ＨＤＤ１２からフォルダ位置情報を取得し、メモリ１３に一時的に保存する
（Ｓ１０１）。フォルダ位置情報は、表示対象フォルダが格納されている位置、すなわち
表示対象フォルダについてその上位フォルダとの階層関係を表す情報であり、例えば、フ
ォルダＪＪＪの場合には、「ＡＡＡ￥ＢＢＢ￥ＣＣＣ￥ＦＦＦ￥ＪＪＪ」、フォルダＧＧ
Ｇの場合には、「ＡＡＡ￥ＢＢＢ￥ＣＣＣ￥ＧＧＧ」である。
【００３１】
　次に、制御部１１は、取得したフォルダ位置情報について、記号￥で区切られる各情報
のうち、先頭の情報ＡＡＡがフォルダ名であるか又はコンテンツファイル名であるかを判
断する（Ｓ１０２）。情報の文字列の末尾にコンテンツファイルの拡張子（例えば、ｍｐ
３、ｗｍａ等）が含まれる場合にはコンテンツファイルであると判断され、そうでなけれ
ばフォルダ名であると判断される。
【００３２】
　フォルダ名であれば（Ｓ１０２：ＹＥＳ）、そのフォルダ名ＡＡＡをスタック１３Ａに
プッシュ（格納）する。フォルダ名ＡＡＡがスタック１３Ａに格納された状態を図５（ａ
）に示す。続いて、制御部１１は、フォルダ名ＡＡＡが最下層であるか否かを判断する（
Ｓ１０４）。ＡＡＡは最下層ではないので（Ｓ１０４：ＮＯ）、Ｓ１０２に戻る。
【００３３】
　続いて、Ｓ１０２において、ＡＡＡの次の情報であるＢＢＢについて同様の処理を実行
する。すなわち、ＢＢＢはフォルダ名であると判断されるので（Ｓ１０２：ＹＥＳ）、制
御部１１は、図５（ａ）に示すように、フォルダ名￥ＢＢＢをスタック１３Ａにプッシュ
する（Ｓ１０３）。このとき、￥ＢＢＢはスタック１３Ａ内においてＡＡＡの１つ上の領
域に格納される。ＢＢＢは最下層ではないので（Ｓ１０４：ＮＯ）、Ｓ１０２に戻る。
【００３４】
　以降、ＣＣＣ、ＦＦＦ、ＪＪＪについても同様に、図５（ｂ）～（ｄ）に示すように、
この順番でスタック１３Ａに順次格納される。ここで、ＪＪＪをスタック１３Ａにプッシ
ュした後、フォルダＪＪＪ内にコンテンツファイルが存在していないときには、制御部１
３はＪＪＪが最下層であると判断し（Ｓ１０４：ＹＥＳ）、Ｓ１０５へと進む。なお、フ
ォルダＪＪＪ内にコンテンツファイルが存在するときは、Ｓ１０４でＪＪＪが最下層でな
いと判断されるが（Ｓ１０４：ＮＯ）、Ｓ１０２でＪＪＪの次の階層がコンテンツファイ
ルであると判断され（Ｓ１０２：ＮＯ）、Ｓ１０５に進む。
【００３５】
　続いて、制御部１１は、図６（ａ）に示すように、スタック１３Ａから最後にプッシュ
したフォルダ名ＪＪＪをポップ（抽出）して（Ｓ１０５）、コンテナ１３Ｂに格納する（
Ｓ１０６）。このとき、フォルダ名ＪＪＪの前に存在する記号￥を削除する。制御部１１
は、スタック１３Ａにフォルダ名が残っているか否かを判断する（Ｓ１０７）。未だフォ
ルダ名がスタック１３Ａに存在するので（Ｓ１０７：ＹＥＳ）、制御部１１は、図６Ｂに
示すように、次のフォルダ名ＦＦＦをスタック１３Ａからポップし（Ｓ１０５）、コンテ
ナ１３Ｂに格納し、先に格納したＪＪＪと今回格納したＦＦＦとを特殊記号（例えばハイ
フン）を介して連結する（Ｓ１０６）。
【００３６】
　同様に、フォルダ名ＣＣＣ、ＢＢＢ、ＡＡＡについて図６（ｃ）、（ｄ）に示すように
、この順番でスタック１３Ａからポップし（Ｓ１０５）、コンテナ１３Ｂに格納して連結
する（Ｓ１０６）。
【００３７】
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　フォルダ名ＡＡＡをスタック１３Ａからポップし、コンテナ１３Ｂに格納した後、スタ
ック１３Ａにはフォルダ名が残っていないと判断される（Ｓ１０７：ＮＯ）。制御部１１
はコンテナ１３Ｂに格納されているフォルダ名を表示部１５に表示させる（Ｓ１０８）。
その結果、表示部１５には、図３（ａ）に示す形態でフォルダ名が表示される。
【００３８】
［フォルダ表示処理２］
　本例では、最上位階層１以外の階層２～５の中から基準階層が設定される。基準階層と
は、フォルダ表示の配列を決定する基準となる階層である。詳細には、基準階層は、フォ
ルダ名の表示の際に、基準階層のフォルダ名から表示対象のフォルダ名までを連結して先
頭に（昇順又は降順で）表示し、必要に応じてその後ろに基準階層のフォルダよりも上位
のフォルダ名を連結して（昇順又は降順で）表示するものである。基準階層はユーザによ
って任意に設定されるか、あるいは、予め設定された階層であり、本例では階層３が基準
階層である。設定された基準階層はメモリ１３内に記憶される。基準階層は、同一のフォ
ルダ名が複数ある場合に、ユーザが基準階層のフォルダ名を見ることで、表示対象のフォ
ルダの判別が容易となるフォルダであることが好ましいので、例えば、アーティスト名の
フォルダが存在する階層が基準階層に設定されるとよい。
【００３９】
　本例では、図３（ｂ）に示すように、基準階層のフォルダ（階層３のフォルダ、例えば
、ＪＪＪ）を先頭に表示し、基準階層のフォルダの後ろに、基準階層に含まれる下位フォ
ルダを基準階層の１つ下の階層から表示対象フォルダまで下位の階層に向けて順番に連結
して表示する。さらに、その後ろにスペースを空けて、表示対象フォルダを格納する最上
位階層のフォルダから基準階層の１つ上の階層のフォルダまでをこの順番で連結して表示
する。例えば、フォルダＪＪＪを表示する場合、「ＣＣＣ－ＦＦＦ－ＪＪＪ　ＡＡＡ－Ｂ
ＢＢ」と表示し、フォルダＨＨＨを表示する場合、「ＤＤＤ－ＨＨＨ　ＡＡＡ－ＢＢＢ」
と表示し、フォルダＦＦＦを表示する場合、「ＣＣＣ－ＦＦＦ　ＡＡＡ－ＢＢＢ」と表示
する。この場合、表示対象のフォルダは基準階層から数えて２番目又は３番目のフォルダ
として表示されているので、最上位階層１から順に表示した場合に比べて、表示対象のフ
ォルダ名が表示部１５の文字数制限により欠落する可能性を低くできる。さらに、表示対
象フォルダの判別に有用である基準階層のフォルダ（例えば、アーティスト名フォルダ）
を先頭に表示することで、表示対象のフォルダ名が重複する場合でも、ユーザは基準階層
のフォルダ名を見ることで表示対象フォルダが何に関するフォルダであるかを直ぐに判別
することができる。
【００４０】
　図７を参照して、本例における制御部１１の処理をフォルダＪＪＪを表示する場合を例
に説明する。まず、制御部１１は、フォルダ位置情報「ＡＡＡ￥ＢＢＢ￥ＣＣＣ￥ＦＦＦ
￥ＪＪＪ」を取得した（Ｓ２０１）あと、基準階層の情報を取得する（Ｓ２０２）。本例
では基準階層が階層３であることがユーザによって設定されておりメモリ１３にその旨が
記憶されているので、制御部１１はメモリ１３に記憶されている基準階層３の情報を取得
する。続いて、制御部１１は、スタック１３Ａにプッシュする対象のフォルダ名を基準階
層の１つ上の階層（ここでは、ＢＢＢ）に移動させる（Ｓ２０２）。
【００４１】
　制御部１１は、ＢＢＢがフォルダ名であると判断し（Ｓ２０３：ＹＥＳ）、フォルダ名
ＢＢＢをスタック１３Ａにプッシュする（Ｓ２０４）。制御部１１は、ＢＢＢが最上層で
はないと判断するので（Ｓ２０５：ＮＯ）、Ｓ２０３に戻る。同様にして、制御部１１は
、ＡＡＡをフォルダ名であると判断し（Ｓ２０３：ＹＥＳ）、スタック１３Ａにプッシュ
する（Ｓ２０４）。（つまり、基準階層の１つ上の階層から最上層に向けて上記の処理を
繰り返す）。フォルダ名ＡＡＡをスタック１３Ａにプッシュしたあと、ＡＡＡは最上層で
あると判断されるので（Ｓ２０５：ＹＥＳ）、Ｓ２０６に進む。制御部１１は、スタック
１３Ａにスペース（区切り）をプッシュする（Ｓ２０６）。
【００４２】
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　次に、制御部１１は、スタックにプッシュする対象のフォルダ名を表示対象フォルダ（
ここでは、最下層５、ＪＪＪ）に移動させる（Ｓ２０７）。そして、制御部１１は、ＪＪ
Ｊ、ＦＦＦ、ＣＣＣの順番にフォルダ名であると判断し（Ｓ２０８：ＹＥＳ）、この順番
でフォルダ名をスタック１３Ａにプッシュする（Ｓ２０９）。（つまり、表示対象フォル
ダから基準階層のフォルダの順に以上の処理を繰り返す。）フォルダ名ＣＣＣをスタック
１３Ａにプッシュしたあと、ＣＣＣは基準階層（階層３）であると判断されるので（Ｓ２
１０：ＹＥＳ）、Ｓ２１１に進む。この結果、スタック１３Ａには、ＢＢＢ、ＡＡＡ、ス
ペース、ＪＪＪ、ＦＦＦ、ＣＣＣの順にスタック１３Ａに格納されている。
【００４３】
　この後、制御部１１は、スタック１３ＡからＣＣＣ、ＦＦＦ、ＪＪＪ、スペース、ＡＡ
Ａ、ＢＢＢの順にフォルダ名をポップし（Ｓ２１１）、コンテナ１３Ｂに格納及び連結し
、表示部１５に表示させる（Ｓ２１４）。その結果、フォルダＪＪＪに関して、表示部１
５に図３（ｂ）の一行目のように表示される。なお、本例において、ＡＡＡとＢＢＢとの
表示順が逆でも構わない。
【００４４】
［フォルダ表示処理３］
　本例では、図３（ｃ）に示すように、基準階層のフォルダを先頭に表示し、基準階層の
フォルダの後ろに、基準階層に含まれる下位フォルダを基準階層の１つ下の階層から表示
対象フォルダまで下位の階層に向けて順番に連結して表示する。図３（ｂ）と比較すると
、基準階層よりも上位の階層のフォルダ名が表示されない点で異なる。例えば、フォルダ
ＪＪＪを表示する場合、「ＣＣＣ－ＦＦＦ－ＪＪＪ」と表示し、フォルダＨＨＨを表示す
る場合、「ＤＤＤ－ＨＨＨ」と表示し、フォルダＦＦＦを表示する場合、「ＣＣＣ－ＦＦ
Ｆ」と表示する。本例における制御部１１の処理は、図７において、Ｓ２０２における「
基準階層の１つ上の階層に移動する」処理、及び、Ｓ２０３～Ｓ２０６の処理を行わない
。その他は図７の処理と同じである。
【００４５】
［フォルダ表示処理４］
　本例では、図３（ｄ）に示すように、表示対象のフォルダを先頭に表示し、表示対象の
フォルダの後ろに、表示対象フォルダを格納する上位フォルダを表示対象フォルダの１つ
上の階層から基準階層のフォルダまで上位の階層に向けて順番に連結して表示する。さら
に、その後ろにスペースを空けて、表示対象フォルダを格納する最上位階層のフォルダか
ら基準階層の１つ上の階層のフォルダまでをこの順番で連結して表示する。例えば、フォ
ルダＪＪＪを表示する場合、「ＪＪＪ－ＦＦＦ－ＣＣＣ　ＡＡＡ－ＢＢＢ」と表示し、フ
ォルダＨＨＨを表示する場合、「ＨＨＨ－ＤＤＤ　ＡＡＡ－ＢＢＢ」と表示し、フォルダ
ＦＦＦを表示する場合、「ＦＦＦ－ＣＣＣ　ＡＡＡ－ＢＢＢ」と表示する。この場合、表
示対象のフォルダは先頭に表示されるので、表示対象のフォルダ名が表示部１５の文字数
制限により欠落することを略確実に防止できる。さらに、表示対象フォルダの判断に有用
である基準階層のフォルダ（例えば、アーティスト名フォルダ）を先頭から２番目又は３
番目に表示するので、基準階層のフォルダ名が表示部１５の文字数制限により欠落する可
能性を低くできる。
【００４６】
　図８を参照して、本例における制御部１１の処理をフォルダＪＪＪを表示する場合を例
に説明する。まず、制御部１１は、フォルダ位置情報「ＡＡＡ￥ＢＢＢ￥ＣＣＣ￥ＦＦＦ
￥ＪＪＪ」を取得した（Ｓ３０１）あと、基準階層が階層３であることをメモリ１３から
取得する（Ｓ３０２）。制御部１１は、スタック１３Ａにプッシュする対象のフォルダを
基準階層の１つ上の階層（ここでは、ＢＢＢ）に移動させる（Ｓ３０２）。
【００４７】
　制御部１１は、ＢＢＢがフォルダ名であると判断し（Ｓ３０３：ＹＥＳ）、フォルダ名
ＢＢＢをスタック１３Ａにプッシュする（Ｓ３０４）。制御部１１は、ＢＢＢが最上層で
はないと判断するので（Ｓ３０５：ＮＯ）、Ｓ３０３に戻る。同様に、制御部１１は、Ａ
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ＡＡをフォルダ名であると判断し（Ｓ３０３：ＹＥＳ）、スタック１３Ａにプッシュする
（Ｓ３０４）。フォルダ名ＡＡＡをスタック１３Ａにプッシュしたあと、ＡＡＡは最上層
であると判断されるので（Ｓ３０５：ＹＥＳ）、Ｓ３０６に進む。制御部１１は、スタッ
ク１３Ａにスペース（区切り）をプッシュする（Ｓ３０６）。
【００４８】
　次に、制御部１１は、スタック１３Ａにプッシュする対象のフォルダを基準階層（階層
３、ＣＣＣ）に移動させる（Ｓ３０７）。そして、制御部１１は、ＣＣＣ、ＦＦＦ、ＪＪ
Ｊの順番にフォルダ名であると判断し（Ｓ３０８：ＹＥＳ）、この順番でフォルダ名をス
タック１３Ａにプッシュする（Ｓ３０９）。フォルダ名ＪＪＪをスタック１３Ａにプッシ
ュしたあと、ＪＪＪは表示対象フォルダであると判断されるので（Ｓ３１０：ＹＥＳ）、
Ｓ３１１に進む。この結果、スタック１３Ａには、ＢＢＢ、ＡＡＡ、スペース、ＣＣＣ、
ＦＦＦ、ＪＪＪの順にスタック１３Ａに格納されている。
【００４９】
　この後、制御部１１は、スタック１３ＡからＪＪＪ、ＦＦＦ、ＣＣＣ、スペース、ＡＡ
Ａ、ＢＢＢの順にフォルダ名をポップし（Ｓ３１１）、コンテナ１３Ｂに格納及び連結し
（Ｓ３１２）、表示部１５に表示させる（Ｓ３１４）。その結果、フォルダＪＪＪに関し
て、表示部１５に図３（ｄ）の一行目のように表示される。なお、本例において、ＡＡＡ
とＢＢＢとの表示順が逆でも構わない。
【００５０】
［フォルダ表示処理５］
　本例では、図３（ｄ）に示すように、表示対象のフォルダを先頭に表示し、表示対象の
フォルダの後ろに、表示対象フォルダを格納する上位フォルダを表示対象フォルダの１つ
上の階層から基準階層のフォルダまで上位の階層に向けて順番に連結して表示する。図３
（ｃ）と比較すると、基準階層よりも上位の階層のフォルダ名が表示されない点で異なる
。例えば、フォルダＪＪＪを表示する場合、「ＪＪＪ－ＦＦＦ－ＣＣＣ」と表示し、フォ
ルダＨＨＨを表示する場合、「ＨＨＨ－ＤＤＤ」と表示し、フォルダＦＦＦを表示する場
合、「ＦＦＦ－ＣＣＣ」と表示する。本例における制御部１１の処理は、図８において、
Ｓ３０２における「基準階層の１つ上の階層に移動する」処理、及び、Ｓ３０３～Ｓ３０
６の処理を行わない。その他は図８の処理と同じである。
【００５１】
［フォルダ表示処理６］
　本例では、図３（ｆ）に示すように、表示対象のフォルダが格納されている基準階層の
フォルダ名を先頭に表示し、その後に、表示対象フォルダを他のフォルダを経由せずに直
接表示する。例えば、フォルダＪＪＪを表示する場合、「ＣＣＣ－ＪＪＪ」と表示し、フ
ォルダＨＨＨを表示する場合、「ＤＤＤ－ＨＨＨ」と表示し、フォルダＦＦＦを表示する
場合、「ＣＣＣ－ＦＦＦ」と表示する。この場合、表示対象フォルダが必ず２番目に表示
されるので、表示対象フォルダが表示部１５の文字数制限によって欠落することをより確
実に防止できる。また、基準階層のフォルダが先頭に表示されるので、基準階層のフォル
ダが表示部１５の文字数制限によって欠落することを略確実に防止できる。従って、重複
するフォルダ名が存在する場合でも、ユーザは基準階層のフォルダ名を見て、表示対象の
フォルダが何に関するフォルダであるか判別することができる。
【００５２】
　制御部１１の処理について説明すると、制御部１１は最初にスタック１３Ａに表示対象
フォルダ名をプッシュし、その後、基準階層のフォルダ名をスタック１３Ａにプッシュす
る。そして、スタック１３Ａから最初に基準階層のフォルダ名をポップし、その後、表示
対象のフォルダ名をポップする。スタック１３Ａからポップしたフォルダ名をコンテナ１
３Ｂ内で連結して表示部１５に表示させることにより、図３（ｆ）のように表示される。
【００５３】
［フォルダ表示処理７］
　本例では、図３（ｇ）に示すように、表示対象のフォルダ名を先頭に表示し、その後に
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、基準階層のフォルダ名を他のフォルダを経由せずに直接表示する。例えば、フォルダＪ
ＪＪを表示する場合、「ＪＪＪ－ＣＣＣ」と表示し、フォルダＨＨＨを表示する場合、「
ＨＨＨ－ＤＤＤ」と表示し、フォルダＦＦＦを表示する場合、「ＦＦＦ－ＣＣＣ」と表示
する。この場合、表示対象フォルダが先頭に表示されるので、表示対象のフォルダが表示
部１５の文字数制限によって欠落することを略確実に防止できる。また、基準階層のフォ
ルダが２番目に表示されるので、基準階層のフォルダが表示部１５の文字数制限によって
欠落することをより確実に防止できる。従って、重複するフォルダ名が存在する場合でも
、ユーザは基準階層のフォルダ名を見て、表示対象のフォルダが何に関するフォルダであ
るか判別することができる。
【００５４】
　制御部１１の処理について説明すると、制御部１１は最初にスタック１３Ａに基準階層
のフォルダ名をプッシュし、その後、表示対象フォルダ名をスタック１３Ａにプッシュす
る。そして、スタック１３Ａから最初に表示対象のフォルダ名をポップし、その後、基準
階層のフォルダ名をポップする。スタック１３Ａからポップしたフォルダ名をコンテナ１
３Ｂ内で連結して表示部１５に表示させることにより、図３（ｆ）のように表示される。
【００５５】
［フォルダ表示処理８］
　本例では、通常はフォルダ表示処理３と同様に図３（ｃ）に示すようにフォルダを表示
し、図３（ｃ）の表示方法では表示対象フォルダの少なくとも一部が欠落する場合に、フ
ォルダ表示処理６と同様に図３（ｆ）に示すようにフォルダを表示する。例えば、フォル
ダＪＪＪを表示する場合、通常は「ＣＣＣ－ＦＦＦ－ＪＪＪ」を表示するが、ＪＪＪの一
部が欠落する場合には、間のＦＦＦを表示せずに、「ＣＣＣ－ＪＪＪ」と表示する。これ
により、表示対象のフォルダ名をより確実に欠落することなく表示でき、かつ、文字数に
余裕があれば基準階層のフォルダと表示対象のフォルダとの間のフォルダも表示し、その
階層関係をより正確に表示できる。
【００５６】
　制御部１１の処理を説明すると、図７において、Ｓ２０２の「基準階層の１つ上に移動
する」処理、及び、Ｓ２０３～Ｓ２０６の処理を行わず、Ｓ２０７の直前に、基準階層フ
ォルダから表示対象フォルダまでの全フォルダのフォルダ名の文字数（なお、特殊記号（
ハイフン）を含む場合はこの文字数も含む）の合計を算出する。算出した合計文字数と表
示部１５の表示可能文字数とを比較する。合計文字数が表示部１５の表示可能文字数より
も小さい場合には、表示対象フォルダから基準階層フォルダまでの全てのフォルダをこの
順番にスタック１３Ａにプッシュする（Ｓ２０９）。その結果、基準階層フォルダを先頭
に表示し、基準階層フォルダの後ろに、基準階層のフォルダに格納されている下位フォル
ダを、基準階層の１つ下の階層から表示対象フォルダまでこの順番で表示することができ
る（Ｓ２１４）。一方、合計文字数が表示部１５の表示可能文字数よりも大きい場合には
、表示対象フォルダ及び基準階層フォルダのみをこの順番にスタック１３Ａにプッシュす
る（Ｓ２０９）。その結果、基準階層のフォルダを先頭に表示し、基準階層のフォルダの
後ろに、他のフォルダを経由せずに表示対象フォルダを直接表示することができる（Ｓ２
１４）。
【００５７】
［フォルダ表示処理９］
　本例では、通常はフォルダ表示処理５と同様に図３（ｅ）に示すようにフォルダを表示
し、図３（ｅ）の表示方法では基準階層のフォルダの少なくとも一部が欠落する場合に、
フォルダ表示処理７と同様に図３（ｇ）に示すようにフォルダを表示する。例えば、フォ
ルダＪＪＪを表示する場合、通常は「ＪＪＪ－ＦＦＦ－ＣＣＣ」と表示するが、ＣＣＣの
一部が欠落する場合には、間のＦＦＦを表示せずに、「ＪＪＪ－ＣＣＣ」と表示する。こ
れにより、基準階層のフォルダ名をより確実に欠落することなく表示でき、かつ、表示可
能文字数に余裕があれば基準階層のフォルダと表示対象のフォルダとの間のフォルダも表
示し、その階層関係をより正確に表示できる。
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【００５８】
　制御部１１の処理を説明すると、図８において、Ｓ３０２の「基準階層の１つ上に移動
する」処理、及び、Ｓ３０３～Ｓ３０６の処理を行わず、Ｓ３０７の直前に、基準階層フ
ォルダから表示対象フォルダまでの全フォルダ名の文字数（なお、特殊記号（ハイフン）
を含む場合はこの文字数も含む）の合計を算出する。算出した合計文字数と表示部１５の
表示可能文字数とを比較し、合計文字数が表示部１５の表示可能文字数よりも小さい場合
には、基準階層のフォルダから表示対象フォルダまでの全てのフォルダをこの順番にスタ
ック１３Ａにプッシュする（Ｓ３０９）。その結果、表示対象フォルダを先頭に表示し、
表示対象フォルダの後ろに、表示対象フォルダを格納する上位フォルダを、表示対象フォ
ルダの１つ上の階層から基準階層のフォルダまでこの順番で表示する（Ｓ３１４）。一方
、合計文字数が表示部１５の表示可能文字数よりも大きい場合には、基準階層のフォルダ
及び表示対象フォルダのみをこの順番にスタック１３Ａにプッシュする（Ｓ３０９）。そ
の結果、表示対象フォルダを先頭に表示し、表示対象フォルダの後ろに、表示対象フォル
ダを格納する基準階層のフォルダを他のフォルダを経由せずに直接表示する（Ｓ３１４）
。
【００５９】
［フォルダ表示処理１０］
　本例では、上記のフォルダ表示処理２～９において、制御部１１が基準階層を自動的に
設定する。具体的には、複数のフォルダ名の中から、所定のカテゴリのフォルダ名を判別
して、そのフォルダを基準階層として自動的に設定する。ここで、カテゴリとは、コンテ
ンツ情報の種別を表し、例えば、アーティスト名、アルバム名、ジャンル名等を指し、本
例においてはアーティスト名とする。例えば、フォルダ名がアーティスト名であるフォル
ダがＣＣＣ、ＤＤＤ、ＩＩＩである場合、これらのフォルダが基準階層として自動的に設
定される。
【００６０】
　具体的な処理について説明すると、制御部１１は、コンテンツ情報ＤＢ１２Ｂからアー
ティスト名を全て抽出し、アーティスト名の一覧であるアーティスト名リストを生成する
。そして、Ｓ２０２、Ｓ３０２の基準階層取得処理において、複数の階層２～５の中でフ
ォルダ名がアーティスト名リストに含まれるアーティスト名のいずれかと一致するものを
検索する。一致するフォルダがあればそのフォルダを基準階層に設定し、一致するフォル
ダ名がなければ所定の階層（例えば、階層３）のフォルダを基準階層に設定する。一致す
るフォルダが複数存在する場合には、どちらか一方のフォルダが基準階層として設定され
ればよいが、本例では、表示対象フォルダと階層の近い方のフォルダが設定される。
【００６１】
　本例においては、アーティスト名リストを参照してアーティト名のフォルダが自動的に
基準階層に設定されるので、ユーザが任意の階層にアーティスト名のフォルダを設けても
、基準階層をアーティスト名のフォルダに設定することができる。つまり、基準階層を階
層３と予め決定している場合には、階層３のフォルダ名にジャンル名、アーティスト名、
アルバム名等が混在していれば、基準階層のフォルダ名のカテゴリが様々なものになって
しまい、ユーザを混乱させるが、本例では、基準階層を必ずアーティスト名のフォルダに
統一することができるので、フォルダの判別が容易になる。
【００６２】
　以上、本発明の好ましい実施形態を説明したが、本発明はこれらの実施形態には限定さ
れない。表示対象フォルダを先頭に表示する際に、表示対象フォルダにコンテンツファイ
ルが格納されていれば、コンテンツファイルを先頭に表示し、その後ろに表示対象フォル
ダを表示してもよい。また、フォルダ表示装置のプログラム又はそのプログラムを記録し
た記録媒体という形で提供されてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６３】
　本発明は、フォルダ表示装置とＨＤＤ１２とが１つの筐体内に含まれる例えばＨＤＤレ
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コーダという形態で適用されてもよく、ＨＤＤ１２を備えるサーバ装置と、フォルダ表示
装置を備えるクラアイント装置のようにフォルダ表示装置とＨＤＤ１２とが別の筐体に含
まれるサーバクライアントシステムに適用されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の好ましい実施形態によるフォルダ表示装置を示す図である。
【図２】フォルダの階層構造を説明する図である。
【図３】各実施例におけるフォルダの表示方法を示す図である。
【図４】フォルダ表示処理１の制御部１１の処理を示すフローチャートである。
【図５】スタック１３Ａにフォルダ名をプッシュする様子を説明する図である。
【図６】スタック１３Ａからフォルダ名をポップする様子を説明する図である。
【図７】フォルダ表示処理２の制御部１１の処理を示すフローチャートである。
【図８】フォルダ表示処理４の制御部１１の処理を示すフローチャートである。
【図９】従来のフォルダの表示方法を示す図である。
【符号の説明】
【００６５】
　１０　　　　　　フォルダ表示装置
　１１　　　　　　制御部（表示制御手段）
　１２　　　　　　ＨＤＤ
　１２Ａ　　　　　コンテンツ記憶部
　１５　　　　　　表示部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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