
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のフォルダを所定のフォルダ表示領域に一覧表示するフォルダ一覧表示手段と，
　前記フォルダ表示領域に表示されたフォルダの中から選択されたフォルダ内のファイル
を所定のファイル表示領域にアイコン表示するファイル表示手段と，
　上記ファイル表示領域に表示されたファイルに対する選択要求に基づいて異なるフォル
ダから選択されたファイルを記憶する選択ファイル記憶手段と，
　上記異なるフォルダから選択されたファイルを所定の選択ファイル表示領域にアイコン
表示する選択ファイル表示手段と，
　上記選択ファイル表示手段によって上記選択ファイル表示領域に表示されたファイル

が実際に存在するフォルダを上記所定のフォルダ表
示領域において強調表示するフォルダ強調表示手段と，
　複数の処理要求の候補から選択された所定の処理要求に対応する処理を，上記選択ファ
イル記憶手段によって記憶されているファイルそれぞれに対して一括して実行する処理実
行手段とを具備してなることを特徴とするファイル処理装置。
【請求項２】
　複数フォルダにわたって任意に設定された範囲内の複数のファイルの中から，所定の条
件に合致するファイルを選択するファイル選択手段を具備してなる請求項１記載のファイ
ル処理装置。
【請求項３】
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　上記ファイル表示手段は，上記ファイル表示領域にファイルをサムネイル表示する請求
項１又は２のいずれかに記載のファイル処理装置。
【請求項４】
　所定の選択解除要求に基づいて，上記選択ファイル記憶手段によって記憶されたファイ
ルの一部，若しくは全ての選択を解除する選択ファイル解除手段を具備してなる請求項１
～３のいずれかに記載のファイル処理装置。
【請求項５】
　上記選択ファイル表示手段は，上記選択ファイル表示領域にファイルをサムネイル表示
する請求項１～４のいずれかに記載のファイル処理装置。
【請求項６】
　上記選択ファイル記憶手段は，上記処理実行手段によって処理が実行された後も，所定
の選択解除要求があるまで上記選択されたファイルの記憶を維持する請求項１～５のいず
れかに記載のファイル処理装置。
【請求項７】
　複数の処理要求を記憶する処理記憶手段を具備し，
　上記処理実行手段は，上記処理記憶手段に記憶された上記複数の処理要求それぞれに対
応する処理を，上記選択ファイル記憶手段によって記憶されているファイルそれぞれに対
して一括して実行してなる請求項１～６のいずれかに記載のファイル処理装置。
【請求項８】
　コンピュータを，上記請求項１～７のいずれかに記載のファイル処理装置として動作さ
せるためのプログラムを格納したコンピュータ読取可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は，記憶媒体に保存されている１又は複数のデータファイルに対して処理を実行
するファイル処理装置（コンピュータ）の，特にユーザインターフェイス部分に関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】
　パーソナルコンピュータ用のＯＳとして広く用いられているＭｉｃｒｏｓｏｆｔ社のＷ
ｉｎｄｏｗｓ（９５，９８，ＮＴ等）では，画像ファイル，テキストファイルなどのデー
タファイル（以下，単にファイルという）に対する所定の処理（例えば削除，移動，表示
，再生，メール送信など）の実行を，アイコンのドラッグ＆ドロップにより行うことが可
能である。即ち，ユーザは，所定のファイルに対してある処理を実行したい場合，マウス
等を用いてファイルアイコンを処理アイコン上にドラッグ＆ドロップすればよい。また，
上記Ｗｉｎｄｏｗｓでは，同一フォルダ内の複数のファイルを同時に１つの処理アイコン
上にドラッグ＆ドロップすることで，上記複数のファイルを一括処理することが可能であ
る。
　また，上記Ｗｉｎｄｏｗｓ上で実行可能な種々のソフトウェアにより，ファイルの内容
をアイコン上にサムネイル（縮小画像）表示させることが可能となっている。このような
サムネイル表示されたアイコンを用いることで，誤って別のファイルに対して処理を行う
ようなミスを防止でき，また複数のファイルの内容を比較しつつ選択することも可能とな
っている。
　また，例えば特開平６－１９６６９号公報等にも，アイコンのドラッグ＆ドロップによ
る処理に，ファイルの内容をサムネイル表示したアイコンを用いることで，ファイル同士
の比較を容易にする技術が開示されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら，上記従来の技術には次のような問題点があった。
　例えば上記Ｗｉｎｄｏｗｓにおいて，１つのフォルダ内に多数のファイルが存在してそ
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れらのアイコンを一度に表示できない場合には，複数のファイルを選択する際にウィンド
ウのスクロールが必要な場合が考えられるが，このような場合には，たとえそれらのファ
イルの内容がサムネイル表示されていたとしても，それらを比較して検討することは難し
い。
　また，上記Ｗｉｎｄｏｗｓでは，複数のフォルダにまたがって存在するファイルを同時
に選択することができないという問題点もあった。それら複数のフォルダにまたがって存
在するファイルに同一の処理を行う場合には，フォルダを変えながら同じ処理を繰り返す
という煩わしい作業が必要であった。
　更に，選択されたファイルを複数のアイコン上にドラッグ＆ドロップすることはできず
，また一度ドラッグ＆ドロップによる処理を行えばファイルの選択情報は解除されてしま
うため，同じ複数のファイルに対して２つ以上の処理を実行する場合には，ファイル選択
とドラッグ＆ドロップを繰り返す必要があった。
　以上のような問題点は，上記特開平６－１９６６９号公報に記載の発明も同様に有して
いる。
本発明は，上記事情に鑑みてなされたものであり，その目的とするところは，ファイルに
対して所定の処理を実行する際のファイル選択を容易に行うことが可能なファイル処理装
置を提供することである。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために本発明は，複数のフォルダを所定のフォルダ表示領域に一覧
表示するフォルダ一覧表示手段と，前記フォルダ表示領域に表示されたフォルダの中から
選択されたフォルダ内のファイルを所定のファイル表示領域にアイコン表示するファイル
表示手段と，上記ファイル表示領域に表示されたファイルに対する選択要求に基づいて異
なるフォルダから選択されたファイルを記憶する選択ファイル記憶手段と，上記異なるフ
ォルダから選択されたファイルを所定の選択ファイル表示領域にアイコン表示する選択フ
ァイル表示手段と，上記選択ファイル表示手段によって上記選択ファイル表示領域に表示
されたファイル が実際に存在するフォルダを上記
所定のフォルダ表示領域において強調表示するフォルダ強調表示手段と，複数の処理要求
の候補から選択された所定の処理要求に対応する処理を，上記選択ファイル記憶手段によ
って記憶されているファイルそれぞれに対して一括して実行する処理実行手段とを具備し
てなることを特徴とするファイル処理装置として構成されている。
【０００５】

【 】
　さらに，上記構成によれば，異なるフォルダにまたがって存在する複数のファイルに対
して一括処理を行うことが可能となる。また，異なるフォルダ内のファイルであっても同
じフォルダから選択されたファイルと同様に選択ファイル表示領域に表示されるため，フ
ァイルの存在場所に関わらず，ファイルの比較検討を容易に行うことが可能となる。
【０００７】

【０００８】
　また，

【 】
　またこの時，上記ファイル表示手段が上記ファイル表示領域にファイルをサムネイル表
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　以上のような構成によれば，処理対象として選択されたファイルが，所定の選択ファイ
ル表示領域にアイコン表示されるため，例えばウィンドウをスクロールさせながらのファ
イル選択も容易且つ正確に行うことができる。

０００６

　さらに，上記構成によれば，ユーザは選択したファイルの存在するフォルダを記憶して
おく必要がなく，既に選択されたファイルと同じフォルダ内での再検討を容易に行うこと
が可能となる。

複数フォルダにわたって任意に設定された範囲内の複数のファイルの中から，所
定の条件に合致するファイルを選択するファイル選択手段を具備すれば，条件に合致する
ファイルを自動的に選択できるため，ファイル選択の手順がより簡略化できる。

０００９



示するように構成すれば，誤ったファイルを選択するミスを防止できると共に，複数のフ
ァイル同士の比較も容易となる。
【 】
　また，所定の選択解除要求（例えば「Ｃｌｅａｒ」ボタンのクリックなど）に基づいて
，上記選択ファイル記憶手段によって記憶されたファイルの一部，若しくは全ての選択を
解除する選択ファイル解除手段を搭載すれば，ファイルを一度選択しても，その後で必要
に応じて容易に解除することができるため，ファイルの比較検討などをより気軽に行うこ
とができる。
【 】
　また，上記選択ファイル表示手段を，上記選択ファイル表示領域にファイルをサムネイ
ル表示するように構成すれば，選択されたファイル同士の比較検討が更に容易となる。ま
た，上述した選択ファイル解除手段を併用すれば，例えばファイル表示領域内の離れた位
置に表示されている複数のファイルをとりあえず選択し，選択ファイル表示領域内に並べ
てサムネイル表示させ，比較検討した上で不要なファイルの選択を解除するような操作も
可能である。
【 】
　またこの時，上記選択ファイル記憶手段を，上記処理実行手段によって処理が実行され
た後も，所定の選択解除要求があるまで上記選択されたファイルの記憶を維持するように
構成すれば，同じ選択ファイル群に対して複数の処理を実行する場合に，ファイルの選択
処理を繰り返すといった煩雑な手順を行う必要がなく，処理手順を簡素化できる。
【 】
　また，複数の処理要求を記憶する処理記憶手段を搭載し，その処理記憶手段に記憶され
た上記複数の処理要求それぞれに対応する処理を，上記選択ファイル記憶手段によって記
憶されているファイルそれぞれに対して一括して実行ように上記処理実行手段を構成すれ
ば，同じ選択ファイル群に対して複数の処理を実行する場合に，ファイルの選択や処理の
選択を繰り返すといった煩雑な手順を行う必要がなく，処理手順を簡素化できる。
【００１４】
　また，上記ファイル処理装置は，パーソナルコンピュータなどのコンピュータ上でプロ
グラムを動作させることにより実現される。コンピュータを上記ファイル処理装置として
動作させるプログラムは，例えばＣＤ－ＲＯＭなどの記憶媒体に記憶した状態で，或いは
インターネットなどのネットワークを介してユーザに提供される。
【００１５】
【発明の実施の形態】
　以下添付図面を参照して，本発明の実施の形態につき説明し，本発明の理解に供する。
尚，以下の実施の形態は本発明を具体化した一例であって，本発明の技術的範囲を限定す
る性格のものではない。
　以下，本発明を具現化したファイル処理装置の実施形態を順次説明する。尚，後述する
各ファイル処理装置は，例えばパーソナルコンピュータやワークステーションなどのコン
ピュータ上で，所定のプログラムを実行することにより実現される。
【００１６】
（実施の形態１）
　本実施の形態１に係るファイル処理装置Ｚ１は，図１に示すように，コンピュータ本体
０と，それに接続された入出力デバイスとしてのモニタ２０，キーボード３０，マウス４
０により構成されている。
　上記コンピュータ本体０内には，処理対象となる画像ファイル，テキストファイルなど
のファイルが記憶されているハードディスク装置等よりなるファイル記憶部２と，上記フ
ァイル記憶部２内のファイルに対する各種操作を行うファイル操作部１と，上記ファイル
操作部１と入出力デバイス（上記モニタ２０，キーボード３０，マウス４０）との間の入
出力制御を行う入出力制御部３とを具備して構成されている。更に，上記ファイル操作部
１は，ファイル表示部１１，選択ファイル記憶部１２，選択ファイル表示部１３，処理記
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憶部１４，処理実行部１５により構成されている。
　ここで，上記ファイル操作部１内の各部は，コンピュータ０上でプログラムを実行する
ことにより仮想的に実現される。
【００１７】
　続いて，ファイル処理装置Ｚ１の構成及び動作を更に具体的に説明する。
　図３は，ファイル処理装置Ｚ１のモニタ２０に表示されるウィンドウＷのイメージを示
したものである。上記ウィンドウＷは，ファイル表示ウィンドウＷ１，選択ファイル表示
ウィンドウＷ２，及び実行アイコン表示ウィンドウＷ３の３つの領域に分割されている。
　上記ファイル表示ウィンドウＷ１（所定のファイル表示領域の一例）には，上記ファイ
ル表示部１１により，例えばユーザによって選択されたフォルダ内に存在するファイルが
アイコン表示される。これらのアイコンには，そのファイルの内容がサムネイル（縮小画
像）表示されており，そのファイルの内容の概略が一目で分かるようになっている。これ
により，誤ったファイルを選択するミスを防止できると共に，複数のファイル同士の比較
も容易となる。尚，フォルダ内の全てのファイルを上記ファイル表示ウィンドウＷ１内に
一度に表示できない場合には，そのウィンドウの側部に表示されたスクロールキーを例え
ばマウス４０でドラッグすることによりスクロール表示することが可能である。
　上記選択ファイル表示ウィンドウＷ２（所定の選択ファイル表示領域の一例）には，ユ
ーザがマウス４０で例えばダブルクリックすることにより選択したファイルが，上記選択
ファイル表示部１３によってアイコン表示される。また，それら選択されたファイルの情
報は，上記選択ファイル記憶部１２に一時的に記憶される。
　上記実行アイコン表示ウィンドウＷ３には，ファイルに対する処理（例えばファイルの
削除，移動，表示，メール送信など）のアイコンが表示される。
【００１８】
　引き続き，実際のファイル処理動作の手順を説明する。図２に，ファイル処理装置Ｚ１
におけるファイル処理手順のフローチャートを示す。
　ユーザがファイルに対して処理を行うに際し，当該ファイル処理装置Ｚ１を起動すると
，所定の初期化処理が行われた後，モニタ２０上に図３に示すウィンドウＷが表示される
。
　ユーザは，ファイル表示ウィンドウＷ１内にサムネイル表示されたアイコンによってフ
ァイルの内容を確認し，また複数のファイル同士を比較しつつ，処理対象とするファイル
をダブルクリックにより選択する。一度選択したファイルは，上記選択ファイル記憶部１
２に記憶されると共に，上記選択ファイル表示部１３によって上記選択ファイル表示ウィ
ンドウＷ２にアイコン表示されるため，例えばウィンドウをスクロールさせながらのファ
イル選択も容易且つ正確に行うことができる。
　ファイル選択終了後の処理の実行は，上記実行アイコン表示ウィンドウＷ３に表示され
ている処理アイコンを例えばダブルクリックすることにより行う。いずれかの処理アイコ
ンがダブルクリックされると，上記処理実行部１４により，上記選択ファイル記憶部１２
に記憶されているファイルに対して上記処理アイコンに対応する処理が実行される。
【００１９】
　以上説明したように，本実施の形態１に係るファイル処理装置Ｚ１によれば，選択され
たファイルが選択ファイル表示ウィンドウＷ２にアイコン表示されるため，例えばウィン
ドウをスクロールさせながらのファイル選択も容易且つ正確に行うことができる。
　また，ファイル表示ウィンドウＷ１に表示されるアイコンには，そのファイルの内容が
サムネイル表示されるため，誤ったファイルを選択するミスを防止できると共に，複数の
ファイル同士の比較も容易となる。
【００２０】
（実施の形態２）
　続いて，上記ファイル処理装置Ｚ１を改良したファイル処理装置Ｚ２について説明する
。
　ファイル処理装置Ｚ２は，図４に示すように，上記ファイル処理装置Ｚ１のファイル操

10

20

30

40

50

(5) JP 3862913 B2 2006.12.27



作部１内に，更に選択ファイル解除部１５が追加された構成となっている。
　また，図６に示すように，例えば選択ファイル表示ウィンドウＷ２内には「Ｃｌｅａｒ
」ボタンが表示される。或いは，図７に示すように，「Ｃｌｅａｒ」ボタンと共に「Ａｌ
ｌ　Ｃｌｅａｒ」ボタンを表示するようにしてもよい。
　図５に，ファイル処理装置Ｚ２におけるファイル処理手順のフローチャートを示す。
　ユーザが，選択ファイル表示ウィンドウＷ２内に表示されたアイコンを１又は複数選択
した後，上記「Ｃｌｅａｒ」ボタンをクリックすると，上記選択ファイル解除部１５は，
上記選択ファイル記憶部１２に記憶されているファイルの中から上記選択されたファイル
を削除する。また，ユーザがファイルを選択することなく上記「Ａｌｌ　Ｃｌｅａｒ」ボ
タンをクリックすると，上記選択ファイル解除部１５は，上記選択ファイル記憶部１２に
記憶されている全てのファイルを削除する。またこれらに伴って，上記選択ファイル表示
ウィンドウＷ２内に表示されたアイコンから上記選択されたアイコン，若しくは全てのア
イコンが削除される。
【００２１】
　以上のように，本実施の形態２に係るファイル処理装置Ｚ２では，一度選択されて上記
選択ファイル表示ウィンドウＷ２内にアイコン表示されたファイルの一部若しくは全てを
，必要に応じて容易に解除することができるため，ファイルの比較検討などをより気軽に
行うことができる。
　尚，上記「Ｃｌｅａｒ」ボタンや上記「Ａｌｌ　Ｃｌｅａｒ」ボタンは，常時表示させ
ておく必要はなく，例えばマウスの右クリックなどによって一時的に表示させるようにし
てもよい。また，上記「Ｃｌｅａｒ」ボタンや上記「Ａｌｌ　Ｃｌｅａｒ」ボタンをクリ
ックする代わりに，例えば選択ファイル表示ウィンドウＷ２内のファイルのダブルクリッ
クにより選択を解除するようにしてもよい。
【００２２】
（実施の形態３）
　続いて，上記ファイル処理装置Ｚ１を改良したファイル処理装置Ｚ３（概略構成図及び
フローチャートは，ファイル処理装置Ｚ１と同じ図１，図２を用いる）について説明する
。
　ファイル処理装置Ｚ３の選択ファイル表示部１３は，ユーザが上記ファイル表示ウィン
ドウＷ１内で選択したファイルを，上記選択ファイル表示ウィンドウＷ２内に，そのファ
イルの内容をサムネイル表示したアイコンにより表示する（図８参照）。
　これにより，選択されたファイル同士の比較検討が更に容易となる。また，上記実施の
形態２に係るファイル処理装置Ｚ２の選択ファイル解除部１５を併用すれば，例えばファ
イル表示ウィンドウＷ１内の離れた位置に表示されている複数のファイルをとりあえず選
択し，選択ファイル表示ウィンドウＷ２内に並べてサムネイル表示させ，比較検討した上
で不要なファイルの選択を解除するような操作も可能である。
【００２３】
（実施の形態４）
　続いて，上記ファイル処理装置Ｚ３を改良したファイル処理装置Ｚ４について説明する
。
　ファイル処理装置Ｚ４は，図９に示すように，上記ファイル処理装置Ｚ３のファイル操
作部１内に，更にフォルダ表示部１６が追加された構成となっている。
　ファイル処理装置Ｚ４で表示されるウインドウＷ′は，図１１に示すように，ファイル
表示ウィンドウＷ１，選択ファイル表示ウィンドウＷ２，実行アイコン表示ウィンドウＷ
３に加えて，フォルダツリー表示ウィンドウＷ４を有している。このフォルダツリー表示
ウィンドウＷ４には，上記フォルダ表示部１６により，上記ファイル記憶部２内のフォル
ダがツリー形式で表示される。また，上記ファイル表示ウィンドウＷ１には，上記ファイ
ル表示部１１により，上記フォルダツリー表示ウィンドウＷ４上で選択されたフォルダ内
のファイルが表示される。
　ファイル処理装置Ｚ４におけるファイル処理手順のフローチャートを図１０に示す。
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【００２４】
　また，ファイル処理装置Ｚ４の選択ファイル表示部１３は，異なるフォルダから選択さ
れたファイルを，同じフォルダから選択されたファイルと同様に上記選択ファイル表示ウ
ィンドウＷ２に同時に表示し，選択ファイル記憶部１２は，それら異なるフォルダから選
択されたファイルを記憶するように構成されている。
　以上のような構成により，例えば，図１１に示すように所定のフォルダからファイルＡ
，Ｂ，Ｃ，Ｄを選択し，続いて，図１２に示すように他のフォルダに切り替えてファイル
Ｅ，Ｆ，Ｇを選択することが可能である。
　異なるフォルダから複数のファイルを選択後，上記実行アイコン表示ウィンドウＷ３に
表示されている処理アイコンを例えばダブルクリックすることにより，異なるフォルダに
またがって存在する複数のファイルに対して処理を一括して行うことができる。
【００２５】
　以上のように，本実施の形態４に係るファイル処理装置Ｚ４では，異なるフォルダにま
たがって存在する複数のファイルに対して一括処理を行うことが可能となる。また，異な
るフォルダ内のファイルであっても同じフォルダから選択されたファイルと同様に選択フ
ァイル表示ウィンドウＷ２に表示されるため，ファイルの存在場所に関わらず，ファイル
の比較検討を容易に行うことが可能となる。
【００２６】
（実施の形態５）
　続いて，上記ファイル処理装置Ｚ４を改良したファイル処理装置Ｚ５（概略構成図及び
フローチャートは，ファイル処理装置Ｚ４と同じ図９，図１０を用いる）について説明す
る。
　ファイル処理装置Ｚ５のフォルダ表示部１６は，上記選択ファイル表示ウィンドウＷ２
に表示されているファイルがクリックされると，そのアイコンをハイライト表示すると共
に，上記フォルダツリー表示ウィンドウＷ４内のフォルダツリー表示上で，上記クリック
されたファイルが存在するフォルダをハイライト表示する（図１３参照）。
　これにより，ユーザは選択したファイルの存在するフォルダを記憶しておく必要がなく
，また既に選択されたファイルと同じフォルダ内での再検討を容易に行うことができる。
【００２７】
（実施の形態６）
　続いて，上記ファイル処理装置Ｚ４を改良したファイル処理装置Ｚ６（概略構成図及び
フローチャートは，ファイル処理装置Ｚ４と同じ図９，図１０を用いる）について説明す
る。
　ファイル処理装置Ｚ６の選択ファイル記憶部１２及び選択ファイル表示部１３は，選択
されたファイルに対して処理アイコンのクリックにより所定の処理が実行された後も，選
択ファイルの記憶，表示を継続するように構成されている（図１４参照）。
　これにより，同じ選択ファイル群に対して複数の処理を実行する場合に，ファイルの選
択処理を繰り返すといった煩雑な手順を行う必要がなく，処理手順を簡素化できる。
【００２８】
（実施の形態７）
　続いて，上記ファイル処理装置Ｚ４を改良したファイル処理装置Ｚ７について説明する
。
　ファイル処理装置Ｚ７は，図１５に示すように，上記ファイル処理装置Ｚ４のファイル
操作部１内に，更に処理記憶部１７が追加された構成となっている。また，ファイル処理
装置Ｚ７では，図１７に示すように，実行アイコン表示ウィンドウＷ３内に例えば「実行
」ボタンが表示される。
　ユーザによるファイル選択が終了した後，上記実行アイコン表示ウィンドウＷ３内の１
又は複数の処理アイコンがクリックされると，上記処理記憶部１７は，それらクリックさ
れた処理アイコンをハイライト表示すると共に，それらの処理（即ち，どの処理が指定さ
れたか）を記憶する。そして，上記「実行」ボタンがクリックされると，上記処理実行部
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１４は，上記選択ファイル記憶部１２に記憶されているファイルに対して，上記処理記憶
部１７に記憶されている１又は複数の処理を順次実行する。
　ファイル処理装置Ｚ７におけるファイル処理手順のフローチャートを図１６に示す。
　以上説明したように，ファイル処理装置Ｚ７によれば，同じ選択ファイル群に対して複
数の処理を実行する場合に，ファイルの選択や処理の選択を繰り返すといった煩雑な手順
を行う必要がなく，処理手順を簡素化できる。
【００２９】
（実施の形態８）
　続いて，上記ファイル処理装置Ｚ４を改良したファイル処理装置Ｚ８について説明する
。
　ファイル処理装置Ｚ８は，図１８に示すように，上記ファイル処理装置Ｚ４のファイル
操作部１内に，更にファイル選択部１８が追加された構成となっている。
　ファイル選択を行う際，ユーザが例えばマウスの右ボタンをクリックすると，ファイル
選択の条件を設定するためのプルダウンメニュー５１が表示される（図２０参照）。この
プルダウンメニュー５１には，例えばワープロ用のファイル（ｄｏｃ），テキストファイ
ル（ｔｘｔ），ビットマップファイル（ｂｍｐ）などのファイル種類による選択条件がメ
ニューとして設定されている。ユーザが，上記プルダウンメニュー５１の中から条件の一
つを選択すると（図２０ではｄｏｃが選択されている），上記ファイル選択部１８は，フ
ォルダツリー表示ウィンドウＷ４で指定されているフォルダの中から，上記指定された条
件に合致するファイルを選択する。上記ファイル選択部１８によって選択されたファイル
は，選択ファイル表示部１３によって選択ファイル表示ウィンドウＷ２にアイコン表示さ
れる（図２１参照）と共に，選択ファイル記憶部１２に記憶される。
　ファイル処理装置Ｚ８におけるファイル処理手順のフローチャートを図１９に示す。
【００３０】
　以上説明したように，ファイル処理装置Ｚ８によれば，条件に合致するファイルを自動
的に選択できるようにすることで，ファイル選択の手順がより簡略化できる。
　尚，上記ファイル選択条件は，ファイルの種類に関するものだけでなく，例えばファイ
ル名や更新日時などの条件を利用することも可能である。もちろん，メニューに表示され
た条件を選択するだけでなく，ユーザ自身が条件を入力できるようにしてもよい。
【００３１】
（実施の形態９）
　続いて，上記ファイル処理装置Ｚ８を改良したファイル処理装置Ｚ９（概略構成図及び
フローチャートはファイル処理装置Ｚ８と同じ図１８，図１９を用いる）について説明す
る。
　ファイル処理装置Ｚ９では，上記プルダウンメニュー５１（図２０参照）によるファイ
ル選択条件の設定をする前に（設定後でもよい），フォルダツリー表示ウィンドウＷ４上
で複数のフォルダを選択することが可能となっている（図２２参照）。
　ファイル処理装置Ｚ９のファイル選択部１８は，上記フォルダツリー表示ウィンドウＷ
４で指定されている複数のフォルダの中から，上記プルダウンメニュー５１（図２０）で
指定された条件に合致するファイルを選択する。
　このように，条件によるファイルの自動選択の範囲を，特定のフォルダ内だけでなく任
意の範囲に広げることで，ファイル選択の手順がより簡略化できる。
【００３２】
　以上に示した実施の形態は，それらのうちの幾つか若しくは全てを組み合わせて実施す
ることももちろん可能であり，またそのようにすることが望ましい。
【００３３】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明は，複数のフォルダを所定のフォルダ表示領域に一覧表示す
るフォルダ一覧表示手段と，前記フォルダ表示領域に表示されたフォルダの中から選択さ
れたフォルダ内のファイルを所定のファイル表示領域にアイコン表示するファイル表示手
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段と，上記ファイル表示領域に表示されたファイルに対する選択要求に基づいて異なるフ
ォルダから選択されたファイルを記憶する選択ファイル記憶手段と，上記異なるフォルダ
から選択されたファイルを所定の選択ファイル表示領域にアイコン表示する選択ファイル
表示手段と，上記選択ファイル表示手段によって上記選択ファイル表示領域に表示された
ファイル が実際に存在するフォルダを上記所定の
フォルダ表示領域において強調表示するフォルダ強調表示手段と，複数の処理要求の候補
から選択された所定の処理要求に対応する処理を，上記選択ファイル記憶手段によって記
憶されているファイルそれぞれに対して一括して実行する処理実行手段とを具備してなる
ことを特徴とするファイル処理装置として構成されているため，例えばウィンドウをスク
ロールさせながらのファイル選択も容易且つ正確に行うことができる。
【００３４】
　さらに，上記構成によれば，異なるフォルダにまたがって存在する複数のファイルに対
して一括処理を行うことが可能となる。また，異なるフォルダ内のファイルであっても同
じフォルダから選択されたファイルと同様に選択ファイル表示領域に表示されるため，フ
ァイルの存在場所に関わらず，ファイルの比較検討を容易に行うことが可能となる。
【００３５】

【００３６】
　また，

【 】
　またこの時，上記ファイル表示手段が上記ファイル表示領域にファイルをサムネイル表
示するように構成すれば，誤ったファイルを選択するミスを防止できると共に，複数のフ
ァイル同士の比較も容易となる。
【 】
　また，所定の選択解除要求（例えば「Ｃｌｅａｒ」ボタンのクリックなど）に基づいて
，上記選択ファイル記憶手段によって記憶されたファイルの一部，若しくは全ての選択を
解除する選択ファイル解除手段を搭載すれば，ファイルを一度選択しても，その後で必要
に応じて容易に解除することができるため，ファイルの比較検討などをより気軽に行うこ
とができる。
【 】
　また，上記選択ファイル表示手段を，上記選択ファイル表示領域にファイルをサムネイ
ル表示するように構成すれば，選択されたファイル同士の比較検討が更に容易となる。ま
た，上述した選択ファイル解除手段を併用すれば，例えばファイル表示領域内の離れた位
置に表示されている複数のファイルをとりあえず選択し，選択ファイル表示領域内に並べ
てサムネイル表示させ，比較検討した上で不要なファイルの選択を解除するような操作も
可能である。
【００４０】
　また，複数の処理要求を記憶する処理記憶手段を搭載し，その処理記憶手段に記憶され
た上記複数の処理要求それぞれに対応する処理を，上記選択ファイル記憶手段によって記
憶されているファイルそれぞれに対して一括して実行ように上記処理実行手段を構成すれ
ば，同じ選択ファイル群に対して複数の処理を実行する場合に，ファイルの選択や処理の
選択を繰り返すといった煩雑な手順を行う必要がなく，処理手順を簡素化できる
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１（３）に係るファイル処理装置Ｚ１（Ｚ３）の概略構成
を示すブロック図。
【図２】　上記ファイル処理装置Ｚ１（Ｚ３）の動作手順を示すフローチャート。
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を選択すると，その選択されたファイル

　さらに，上記構成によれば，ユーザは選択したファイルの存在するフォルダを記憶して
おく必要がなく，既に選択されたファイルと同じフォルダ内での再検討を容易に行うこと
が可能となる。

複数フォルダにわたって任意に設定された範囲内の複数のファイルの中から，所
定の条件に合致するファイルを選択するファイル選択手段を具備すれば，条件に合致する
ファイルを自動的に選択できるため，ファイル選択の手順がより簡略化できる。

００３７

００３８

００３９

。



【図３】　上記ファイル処理装置Ｚ１の表示画面の一例。
【図４】　本発明の実施の形態２に係るファイル処理装置Ｚ２の概略構成を示すブロック
図。
【図５】　上記ファイル処理装置Ｚ２の動作手順を示すフローチャート。
【図６】　上記ファイル処理装置Ｚ２の表示画面の一例。
【図７】　上記ファイル処理装置Ｚ２の表示画面の一例。
【図８】　上記ファイル処理装置Ｚ３の表示画面の一例。
【図９】　本発明の実施の形態４（５，６）に係るファイル処理装置Ｚ４（Ｚ５，Ｚ６）
の概略構成を示すブロック図。
【図１０】　上記ファイル処理装置Ｚ４（Ｚ５，Ｚ６）の動作手順を示すフローチャート
。
【図１１】　上記ファイル処理装置Ｚ４の表示画面の一例（１つ目のフォルダよりファイ
ル選択した状態）。
【図１２】　上記ファイル処理装置Ｚ４の表示画面の一例（図１１の状態から更に別のフ
ォルダよりファイル選択した状態）。
【図１３】　上記ファイル処理装置Ｚ５の表示画面の一例。
【図１４】　上記ファイル処理装置Ｚ６の表示画面の一例。
【図１５】　本発明の実施の形態７に係るファイル処理装置Ｚ７の概略構成を示すブロッ
ク図。
【図１６】　上記ファイル処理装置Ｚ７の動作手順を示すフローチャート。
【図１７】　上記ファイル処理装置Ｚ７の表示画面の一例。
【図１８】　本発明の実施の形態８（９）に係るファイル処理装置Ｚ８（Ｚ９）の概略構
成を示すブロック図。
【図１９】　上記ファイル処理装置Ｚ８（Ｚ９）の動作手順を示すフローチャート。
【図２０】　上記ファイル処理装置Ｚ８の表示画面の一例（プルダウンメニュー５１でフ
ァイル選択条件を設定した状態）。
【図２１】　上記ファイル処理装置Ｚ８の表示画面の一例（条件設定による自動ファイル
選択後の画面）。
【図２２】　上記ファイル処理装置Ｚ９の表示画面の一例。
【符号の説明】
　Ｚ１～Ｚ９…ファイル処理装置
　０…コンピュータ本体
　１…ファイル操作部
　２…ファイル記憶部
　３…入出力制御部
　１１…ファイル表示部
　１２…選択ファイル記憶部
　１３…選択ファイル表示部
　１４…処理実行部
　１５…選択ファイル解除部
　１６…フォルダ表示部
　１７…処理記憶部
　１８…ファイル選択部
　２０…モニタ
　３０…キーボード
　４０…マウス
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】
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【 図 ２ ２ 】
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