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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに異なる複数のデータに対してそれぞれ付与された、複数のインデックス情報を記
憶する記憶手段と、
　前記複数のインデックス情報を一覧表示する表示手段と、
　自機器のユーザによる各データへのアクセスの時間間隔を監視すると共に、前記一覧表
示に際し、前記時間間隔に応じて上位に表示すべきインデックス情報を決定する制御手段
と、を備え、
　前記制御手段は、
　各時間間隔から各データが次にアクセスされ得る時刻を推定し、前記一覧表示に際して
、前記推定した時刻が到来しているデータに対応する第１のインデックス情報を、前記上
位に表示すべきインデックス情報として決定し、
　前記第１のインデックス情報が複数存在する場合、前記第１のインデックス情報の最上
位から下位へ向かう方向における表示順序を、前記推定した時刻の降順とし、
　前記推定した時刻が到来していないデータに対応する第２のインデックス情報を、前記
第１のインデックス情報より下位に表示すべきインデックス情報として決定する、
　情報表示機器。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記制御手段は、前記時間間隔として、前記一覧表示に先立つ、前記データへの過去２
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回のアクセス同士間の時間間隔を監視することを特徴とした情報表示機器。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記制御手段は、前記時間間隔として、前記一覧表示に先立つ、前記データへの過去３
回以上に亘るアクセス間の平均時間間隔を監視することを特徴とした情報表示機器。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項において、
　前記データが、Ｗｅｂページであり、
　前記インデックス情報が、前記ＷｅｂページのＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ Ｒｅｓｏｕｒ
ｃｅ Ｌｏｃａｔｏｒ）を含むブックマーク情報であることを特徴とした情報表示機器。
【請求項５】
　記憶部と、表示部と、制御部とを備えた情報表示機器の制御方法であって、
　互いに異なる複数のデータに対してそれぞれ付与された、複数のインデックス情報を前
記記憶部へ記憶し、
　前記制御部にて、前記情報表示機器のユーザによる各データへのアクセスの時間間隔を
監視し、
　前記制御部にて、前記表示部による前記複数のインデックス情報の一覧表示に際し、前
記時間間隔に応じて上位に表示すべきインデックス情報を決定し、
　前記制御部にて、各時間間隔から各データが次にアクセスされ得る時刻を推定し、
　前記制御部にて、前記一覧表示に際して、前記推定した時刻が到来しているデータに対
応する第１のインデックス情報を、前記上位に表示すべきインデックス情報として決定し
、
　前記制御部にて、前記第１のインデックス情報が複数存在する場合、前記第１のインデ
ックス情報の最上位から下位へ向かう方向における表示順序を、前記推定した時刻の降順
とし、
　前記制御部にて、前記推定した時刻が到来していないデータに対応する第２のインデッ
クス情報を、前記第１のインデックス情報より下位に表示すべきインデックス情報として
決定する、
　ことを含む制御方法。
【請求項６】
　記憶部と、表示部と、制御部とを備えた情報表示機器に、
　互いに異なる複数のデータに対してそれぞれ付与された、複数のインデックス情報を前
記記憶部へ記憶する処理と、
　前記制御部にて、前記情報表示機器のユーザによる各データへのアクセスの時間間隔を
監視する処理と、
　前記制御部にて、前記表示部による前記複数のインデックス情報の一覧表示に際し、前
記時間間隔に応じて上位に表示すべきインデックス情報を決定する処理と、
　前記制御部にて、各時間間隔から各データが次にアクセスされ得る時刻を推定する処理
と、
　前記制御部にて、前記一覧表示に際して、前記推定した時刻が到来しているデータに対
応する第１のインデックス情報を、前記上位に表示すべきインデックス情報として決定す
る処理と、
　前記制御部にて、前記第１のインデックス情報が複数存在する場合、前記第１のインデ
ックス情報の最上位から下位へ向かう方向における表示順序を、前記推定した時刻の降順
とする処理と、
　前記制御部にて、前記推定した時刻が到来していないデータに対応する第２のインデッ
クス情報を、前記第１のインデックス情報より下位に表示すべきインデックス情報として
決定する処理と、
　を実行させるための制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報表示機器、並びにその制御方法及びプログラムに関し、特にブックマー
ク情報等のインデックス情報を一覧表示する機器、並びにその制御方法及びプログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、携帯端末等の情報表示機器は、ユーザにより登録された複数のブックマーク情
報を一覧表示する機能(以下、ブックマーク機能と呼称することがある)を有している。こ
こで、ブックマーク情報には、Ｗｅｂサイト(Ｗｅｂページ)のＵＲＬ(Ｕｎｉｆｏｒｍ Ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ Ｌｏｃａｔｏｒ)等が含まれる。このブックマーク機能を利用すると、ユ
ーザは、一覧表示されたブックマーク情報の内から一のブックマーク情報を選択する簡易
な操作で、所望のＷｅｂページを閲覧することが可能である。
【０００３】
　しかしながら、従来のブックマーク機能では、ブックマーク情報が登録順或いは最後に
参照した時刻順に一覧表示されることが多い。このため、ユーザが閲覧したいＷｅｂペー
ジに対応するブックマーク情報が必ずしも上位に表示されるとは限らず、ユーザに、目的
のブックマーク情報を検索する手間を掛けさせてしまうという問題があった。
【０００４】
　この問題に対処する技術が、例えば特許文献１～３に記載されている。これらの特許文
献１～３に記載される情報表示機器においては、複数のブックマーク情報が、対応するＷ
ｅｂページへのアクセス回数の降順に一覧表示される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００３－７６６２８号公報
【特許文献２】特開２０００－９９４３６号公報
【特許文献３】特開２００８－２８７６３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記の特許文献１～３には、目的のブックマーク情報の検索に要する手
間の低減効果が不十分であるという課題があった。
【０００７】
　具体的には、情報表示機器に、ユーザにより頻繁に(例えば、毎日)閲覧されるＷｅｂペ
ージに対応するブックマーク情報と、頻繁では無いものの定期的に(例えば、月に一度)閲
覧されるＷｅｂページに対応するブックマーク情報とが混在して記憶されているとする。
この場合、前者のブックマーク情報は、常に上位に表示され得る。しかしながら、後者の
ブックマーク情報は、下位に表示され得る。このため、ユーザに、後者のブックマーク情
報を検索する手間を掛けさせてしまう虞がある。
【０００８】
　従って、本発明の目的は、ブックマーク情報等のインデックス情報の検索に要する手間
を、より低減させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するため、本発明の第１の態様に係る情報表示機器は、互いに異なる
複数のデータに対してそれぞれ付与された、複数のインデックス情報を記憶する記憶手段
と、前記複数のインデックス情報を一覧表示する表示手段と、自機器のユーザによる各デ
ータへのアクセスの時間間隔を監視すると共に、前記一覧表示に際し、前記時間間隔に応
じて上位に表示すべきインデックス情報を決定する制御手段とを備える。
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【００１０】
　また、本発明の第２の態様に係る制御方法は、情報表示機器の制御方法を提供する。こ
の制御方法は、互いに異なる複数のデータに対してそれぞれ付与された、複数のインデッ
クス情報を記憶し、前記情報表示機器のユーザによる各データへのアクセスの時間間隔を
監視し、前記複数のインデックス情報の一覧表示に際し、前記時間間隔に応じて上位に表
示すべきインデックス情報を決定することを含む。
【００１１】
　さらに、本発明の第３の態様に係る制御プログラムは、情報表示機器に、互いに異なる
複数のデータに対してそれぞれ付与された、複数のインデックス情報を記憶する処理と、
前記情報表示機器のユーザによる各データへのアクセスの時間間隔を監視する処理と、前
記複数のインデックス情報の一覧表示に際し、前記時間間隔に応じて上位に表示すべきイ
ンデックス情報を決定する処理とを実行させる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ブックマーク情報等のインデックス情報の検索に要する手間を、上記
の特許文献１～３と比較して大幅に低減させることが可能である。その理由は、ユーザに
より頻繁にアクセスされるデータに対応するインデックス情報と、頻繁では無いものの定
期的にアクセスされるデータに対応するインデックス情報とが混在する場合であっても、
両インデックス情報を上位に表示できるためである。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態に係る情報表示機器の構成例を示したブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る情報表示機器が記憶する、ブックマーク情報の構成例
を示した図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る情報表示機器における、次回アクセス時刻の推定処理
例を示したフローチャート図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る情報表示機器における、ブックマーク情報の並替処理
の一例を示したフローチャート図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る情報表示機器における、ブックマーク情報の並替結果
を示した図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る情報表示機器における、ブックマーク情報の並替処理
の他の例を示したフローチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明に係る情報表示機器の実施の形態を、図１～図６を参照して説明する。な
お、各図面において、同一要素には同一の符号が付されており、説明の明確化のため、必
要に応じて重複説明は省略される。
【００１５】
　図１に示すように、本実施の形態に係る情報表示機器１は、記憶部１０と、表示部２０
と、制御部３０とを含む。
【００１６】
　この内、記憶部１０は、インデックス情報の一例として、図２に示す如く複数のブック
マーク情報１１を記憶する。具体的には、各ブックマーク情報は、自機器１のユーザによ
り登録されるタイトル及びＵＲＬと、制御部３０により更新される前回アクセス時刻及び
残り時間とを含む。タイトルは、表示部２０による一覧表示に際しての表示名を示す。ま
た、ＵＲＬは、対応するＷｅｂページのＵＲＬを示す。また、前回アクセス時刻は、対応
するＷｅｂページが前回アクセスされた時刻を示す。さらに、残り時間は、現在時刻から
、対応するＷｅｂページが次回にアクセスされ得る推定時刻(以下、次回アクセス推定時
刻と呼称することがある)迄の時間を示す。
【００１７】
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　なお、記憶部１０は、インデックス情報の他の例として、画像や動画等のデータへのア
クセス(再生や編集等)の用途に付与された複数の属性情報を記憶しても良い。この場合、
記憶部１０は、例えば、上記のタイトルとしてデータ名を記憶し、上記のＵＲＬに代えて
データの記憶先アドレスを記憶すれば良い。
【００１８】
　また、表示部２０は、制御部３０からの命令に従って、記憶部１０からブックマーク情
報１１を読出すと共に、その並び順にタイトルを一覧表示し、以てユーザに、所望のＷｅ
ｂページに対応する一のタイトルを選択させる。
【００１９】
　なお、記憶部１０に画像や動画等のデータの属性情報が記憶される場合、表示部２０は
、データ名等を一覧表示し、以てユーザに所望のデータを選択させる。
【００２０】
　さらに、制御部３０は、各ブックマーク情報に対応するＷｅｂページへのアクセスの時
間間隔を監視し、各時間間隔に応じて、一覧表示に際して上位に表示すべきブックマーク
情報(タイトル)を決定する。具体的には、制御部３０は、計時部３１と、ブックマーク操
作処理部３２と、ブックマーク情報処理部３３とを備えている。
【００２１】
　計時部３１は、現在時刻を計時する。
【００２２】
　ブックマーク操作処理部３２は、ユーザによる所定操作に応じて、表示部２０に対する
ブックマーク情報１１の表示命令を発生する。また、ブックマーク操作処理部３２は、ユ
ーザにより一のタイトルの選択操作(換言すると、一のＷｅｂページへのアクセス操作)が
行われると、ブックマーク情報処理部３３に対して、選択されたタイトルを通知すると共
に、ブックマーク情報１１の書換を指示する書換命令を与える。なお、ブックマーク操作
処理部３２は、選択されたタイトルに代えて、各ブックマーク情報を一意に識別するため
の情報(例えば、ＩＤ)を通知しても良い。
【００２３】
　ブックマーク情報処理部３３は、ブックマーク操作処理部３２から書換命令を受信する
と、計時部３１から現在時刻を取得し、通知されたタイトルに対応するブックマーク情報
の前回アクセス時刻及び残り時間を更新する(以下、この一連の処理を"次回アクセス時刻
推定処理"と呼称する)。また、ブックマーク情報処理部３３は、書換命令の受信有無に関
わらず計時部３１から現在時刻を定期的に取得し、各ブックマーク情報についての残り時
間の更新(減算)と、更新後の残り時間に応じたブックマーク情報の並替(ソート)とを行う
(以下、この一連の処理を"ブックマーク情報並替処理"と呼称する)。
【００２４】
　なお、表示部２０に画像や動画等のデータ名を一覧表示させる場合、制御部３０は、ユ
ーザにより選択されたデータ名に対応する属性情報を対象として次回アクセス時刻推定処
理を実行し、これと並行して、各属性情報に対する並替処理を定期的に実行すれば良い。
【００２５】
　次に、本実施の形態の動作を説明するが、まず、次回アクセス時刻推定処理例を、図３
を参照して詳細に説明する。そして、ブックマーク情報並替処理例を、図４～図６を参照
して詳細に説明する。
【００２６】
[次回アクセス時刻推定処理例]
　図３に示すように、制御部３０内のブックマーク操作処理部３２は、ユーザによるタイ
トル選択(すなわち、Ｗｅｂページへのアクセス)を検知すると、ブックマーク情報処理部
３３に対して、書換命令と選択されたタイトルとを送信する。ブックマーク情報処理部３
３は、これらの書換命令及びタイトルを受信する(ステップＳ１１)。
【００２７】
　この時、ブックマーク情報処理部３３は、計時部３１から現在時刻Ｔ(０)を取得する(
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ステップＳ１２)。
【００２８】
　そして、ブックマーク情報処理部３３は、記憶部１０から、上記のステップＳ１１で受
信したタイトルに対応する前回アクセス時刻Ｔ(－１)を読み出して参照すると共に、下記
の式(１)に従って、残り時間Ｔ(ｒ)を算出する(ステップＳ１３及びＳ１４)。
【００２９】
 Ｔ(ｒ) ＝ Ｔ(０) － Ｔ(－１)                    …式(１)
【００３０】
　なお、図示を省略するが、前回アクセス時刻Ｔ(－１)が未だ記憶されていない場合(す
なわち、ユーザにより対応するＷｅｂページへの初回アクセスが行われた場合)、ブック
マーク情報処理部３３は、現在時刻Ｔ(０)を前回アクセス時刻Ｔ(－１)として記憶し、上
記のステップＳ１４並びに以降のステップＳ１５及びＳ１６を実行しない。
【００３１】
　そして、ブックマーク情報処理部３３は、記憶部１０中の前回アクセス時刻Ｔ(－１)を
、現在時刻Ｔ(０)で更新する(ステップＳ１５)。
【００３２】
　また、ブックマーク情報処理部３３は、記憶部１０中の残り時間Ｔ(ｒ)を、上記のステ
ップＳ１４で算出した値に更新する(ステップＳ１６)。
【００３３】
[ブックマーク情報並替処理例]
　図４に示すように、ブックマーク情報処理部３３は、計時部３１から現在時刻Ｔ(０)を
定期的に取得する(ステップＳ２１)。
【００３４】
　そして、ブックマーク情報処理部３３は、前回、残り時間Ｔ(ｒ)を更新してから(詳細
には、下記のステップＳ２３を実行してから)、単位時間ΔＴ(例えば、１分)が経過
したか否かを判定する(ステップＳ２２)。なお、単位時間ΔＴは、１時間や１秒に設定し
ても良い。
【００３５】
　上記のステップＳ２２で単位時間ΔＴが経過したと判定した場合、ブックマーク情報処
理部３３は、下記の式(２)に従って、残り時間Ｔ(ｒ)≠０が成立するブックマーク情報に
ついて、残り時間Ｔ(ｒ)を更新する(ステップＳ２３)。
【００３６】
 Ｔ(ｒ) ＝ Ｔ(ｒ) － ΔＴ                        …式(２)
【００３７】
　例えば、図５(ａ)に示す如く、ブックマーク情報１１として、残り時間Ｔ(ｒ)が"０"に
設定されたタイトルＢＭ１と、残り時間Ｔ(ｒ)が"５０"に設定されたタイトルＢＭ２と、
残り時間Ｔ(ｒ)が"１"に設定されたタイトルＢＭ３と、残り時間Ｔ(ｒ)が"３０"に設定さ
れたタイトルＢＭ４とが記憶されているものとする。この場合、ブックマーク情報処理部
３３は、タイトルＢＭ１に対応する残り時間Ｔ(ｒ)を更新しない。一方、ブックマーク情
報処理部３３は、タイトルＢＭ２、ＢＭ３、及びＢＭ４に対応する残り時間Ｔ(ｒ)を、"
４９"、"０"、及び"２９"にそれぞれ更新する。
【００３８】
　なお、上記のステップＳ２２で単位時間ΔＴが経過していないと判定した場合、ブック
マーク情報処理部３３は、上記のステップＳ２１へ戻る。
【００３９】
　そして、ブックマーク情報処理部３３は、記憶部１０中に、残り時間Ｔ(ｒ)＝０に変化
したブックマーク情報が有るか否かを更に判定する(ステップＳ２４)。
【００４０】
　今、残り時間Ｔ(ｒ)＝０に変化したブックマーク情報として、タイトルＢＭ３に対応す
るブックマーク情報が存在するため、ブックマーク情報処理部３３は、図５(ｂ)に示す如
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く、タイトルＢＭ３に対応するブックマーク情報を最上位に移動する(ステップＳ２５)。
【００４１】
　そして、ブックマーク情報処理部３３は、他のタイトルＢＭ１、ＢＭ２、及びＢＭ４に
対応するブックマーク情報を、下位へ順次ずらす(ステップＳ２６)。
【００４２】
　これにより、この時点での表示部２０による一覧表示の順序は、タイトルＢＭ３、ＢＭ
１、ＢＭ２、及びＢＭ４の順となる。また、図示を省略するが、次に、タイトルＢＭ４に
対応する残り時間Ｔ(ｒ)が"０"になった時点での一覧表示の順序は、タイトルＢＭ４、Ｂ
Ｍ３、ＢＭ１、及びＢＭ２の順となる。さらに、タイトルＢＭ２に対応する残り時間Ｔ(
ｒ)が"０"になった時点での一覧表示の順序は、タイトルＢＭ２、ＢＭ４、ＢＭ３、及び
ＢＭ１の順となる。
【００４３】
　なお、上記のステップＳ２４で時間Ｔ(ｒ)＝０に変化したブックマーク情報が存在しな
いと判定した場合、ブックマーク情報処理部３３は、上記のステップＳ２５及びＳ２６を
実行せず、上記のステップＳ２１へ戻る。
【００４４】
　このように、本実施の形態においては、ユーザにより頻繁にアクセスされるＷｅｂペー
ジに対応するブックマーク情報と、頻繁では無いものの定期的にアクセスされるＷｅｂペ
ージに対応するブックマーク情報とが混在する場合であっても、両インデックス情報を、
対応するＷｅｂページへのアクセス時間間隔に応じて上位に表示できる。このため、ユー
ザにとっては、ブックマーク情報の検索に要する手間が大幅に低減される。
【００４５】
　例えば、タイトルＢＭ３に対応するＷｅｂページへの前回アクセス時刻が"２０１０年
４月１日０：００"であり、前々回のアクセスからの時間間隔が"１日"である場合(すなわ
ち、タイトルＢＭ３に対応するＷｅｂページが頻繁にアクセスされる場合)、タイトルＢ
Ｍ３は、"２０１０年４月２日０：００"に最上位に表示される。
【００４６】
　一方、タイトルＢＭ４に対応するＷｅｂページへの前回アクセス時刻が"２０１０年３
月３日２：００"であり、前々回のアクセスからの時間間隔が"３０日"である場合(すなわ
ち、タイトルＢＭ４に対応するＷｅｂページが定期的にアクセスされる場合)、タイトル
ＢＭ４は、"２０１０年４月２日２：００"に最上位に表示される。この時、タイトルＢＭ
３は、最上位から２番目に表示される。
【００４７】
　従って、ユーザは、ブックマーク情報を検索すること無く、上位に表示されたタイトル
ＢＭ４又はＢＭ３を選択し、以て所望のＷｅｂページへ即座にアクセスできる。
【００４８】
　また、上記のブックマーク情報並替処理例では、次回アクセス推定時刻が到来している
ブックマーク情報に対応する複数のタイトルＢＭ１及びＢＭ３が存在する場合、これらの
表示順序を、次回アクセス推定時刻の降順(次回アクセス推定時刻が遅く到来した順)であ
る、タイトルＢＭ３、及びＢＭ１の順としている。換言すると、より選択される可能性の
高いタイトルを優先的に表示している。このため、ブックマーク情報の検索に要する手間
を更に低減させることができる。
【００４９】
　また、ブックマーク情報並替処理は、図６に示す如く実行されても良い。具体的には、
ブックマーク情報処理部３３は、図４に示した上記のステップＳ２４～Ｓ２６の実行に代
えて、ブックマーク情報１１を、残り時間Ｔ(ｒ)の昇順(すなわち、次回アクセス推定時
刻の昇順)に並べ替える(ステップＳ２７)。
【００５０】
　この場合も、図４に示したブックマーク情報並替処理例と同様、より選択される可能性
の高いタイトルを優先的に表示し、以てブックマーク情報の検索に要する手間を更に低減
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させることができる。
【００５１】
　さらに、上記の次回アクセス時刻推定処理例では、Ｗｅｂページへのアクセス時間間隔
として、過去２回のアクセス同士間の時間間隔を監視する場合を扱った。しかしながら、
Ｗｅｂページへのアクセス時間間隔として、過去３回以上に亘るアクセス間の平均時間間
隔を監視するようにしても良い。この場合、次回アクセス推定時刻を、より正確に推定で
きる。一方、過去２回のアクセス同士間の時間間隔を監視する場合には、図２に示した通
り前回アクセス時刻のみを記憶すれば良く、監視に必要な記憶リソース量が小さいという
メリットがある。
【００５２】
　なお、上記の実施の形態によって本発明は限定されるものではなく、特許請求の範囲の
記載に基づき、当業者によって種々の変更が可能なことは明らかである。
【００５３】
　例えば、上記の実施の形態に示した情報表示機器１の各処理を、コンピュータに実行さ
せるためのプログラムとして提供することもできる。この場合、プログラムは、様々なタ
イプの非一時的なコンピュータ可読媒体(ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ ｃｏｍｐｕｔｅ
ｒ ｒｅａｄａｂｌｅ ｍｅｄｉｕｍ)を用いて格納され、コンピュータに供給することが
できる。ここで、非一時的なコンピュータ可読媒体は、様々なタイプの実体のある記録媒
体(ｔａｎｇｉｂｌｅ ｓｔｏｒａｇｅ ｍｅｄｉｕｍ)を含む。非一時的なコンピュータ可
読媒体の例は、磁気記録媒体(例えば、フレキシブルディスク、磁気テープ、ハードディ
スクドライブ)、光磁気記録媒体(例えば、光磁気ディスク)、ＣＤ－ＲＯＭ(Ｒｅａｄ Ｏ
ｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ)、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－Ｒ／Ｗ、半導体メモリ(例えば、マスクＲＯＭ
、ＰＲＯＭ(Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ ＲＯＭ)、ＥＰＲＯＭ(Ｅｒａｓａｂｌｅ ＰＲＯ
Ｍ)、フラッシュＲＯＭ、ＲＡＭ(Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ))を含む。プ
ログラムは、様々なタイプの一時的なコンピュータ可読媒体(ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ ｃｏ
ｍｐｕｔｅｒ ｒｅａｄａｂｌｅ ｍｅｄｉｕｍ)によってコンピュータに供給されても良
い。一時的なコンピュータ可読媒体の例は、電気信号、光信号、及び電磁波を含む。一時
的なコンピュータ可読媒体は、電線及び光ファイバ等の有線通信路、又は無線通信路を介
して、プログラムをコンピュータに供給できる。
【００５４】
（付記１）
　情報表示機器の制御方法であって、
　互いに異なる複数のデータに対してそれぞれ付与された、複数のインデックス情報を記
憶し、
　前記情報表示機器のユーザによる各データへのアクセスの時間間隔を監視し、
　前記複数のインデックス情報の一覧表示に際し、前記時間間隔に応じて上位に表示すべ
きインデックス情報を決定する、
　ことを含む制御方法。
【００５５】
（付記２）付記１において、
　各時間間隔から各データが次にアクセスされ得る時刻を推定し、
　前記一覧表示に際して、前記推定した時刻が到来しているデータに対応するインデック
ス情報を、前記上位に表示すべきインデックス情報として決定する、
　ことを含む制御方法。
【００５６】
（付記３）付記２において、
　前記上位に表示すべきインデックス情報が複数存在する場合、これらのインデックス情
報の最上位から下位へ向かう方向における表示順序を、前記推定した時刻の降順とする、
　ことを含む制御方法。
【００５７】
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　各時間間隔から各データが次にアクセスされ得る時刻を推定し、
　前記一覧表示に際して、前記複数のインデックス情報の最上位から下位へ向かう方向に
おける表示順序を、前記推定した時刻の昇順とする、
　ことを含む制御方法。
【００５８】
（付記５）付記１～４のいずれか一つにおいて、
　前記時間間隔として、前記一覧表示に先立つ、前記データへの過去２回のアクセス同士
間の時間間隔を監視する、
　ことを含む制御方法。
【００５９】
（付記６）付記１～４のいずれか一つにおいて、
　前記時間間隔として、前記一覧表示に先立つ、前記データへの過去３回以上に亘るアク
セス間の平均時間間隔を監視する、
　ことを含む制御方法。
【００６０】
（付記７）付記１～６のいずれか一つにおいて、
　前記データとして、Ｗｅｂページを用い、
　前記インデックス情報として、前記ＷｅｂページのＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ Ｒｅｓｏ
ｕｒｃｅ Ｌｏｃａｔｏｒ）を含むブックマーク情報を用いる、
　ことを含む制御方法。
【符号の説明】
【００６１】
　１　情報表示機器
　１０　記憶部
　１１　ブックマーク情報
　２０　表示部
　３０　制御部
　３１　計時部
　３２　ブックマーク操作処理部
　３３　ブックマーク情報処理部
　ＢＭ１～ＢＭ４　タイトル
　Ｔ(－１), Ｔ１(－１)～Ｔ４(－１)　前回アクセス時刻
　Ｔ(０)　現在時刻
　Ｔ(ｒ)　残り時間
　ΔＴ　単位時間
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