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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像記憶手段に記憶されている複数の画像と縮小画像記憶手段に記憶されている縮小画
像であって前記複数の画像のそれぞれに対応する複数の縮小画像とについて、一覧画像表
示領域および画像表示領域を含む表示領域において前記縮小画像記憶手段に記憶されてい
る縮小画像のうちの少なくとも２つ以上の縮小画像を一覧画像として前記一覧画像表示領
域に所定の順序でマトリクス状に配置して描画するとともに前記画像記憶手段に記憶され
ている画像のうちの少なくとも１つの画像を前記所定の順序で前記画像表示領域に描画す
る描画手段と、
　前記一覧画像表示領域および前記画像表示領域を結ぶ方向を第１方向とし、前記第１方
向に直交する方向を第２方向とし、前記一覧画像表示領域に含まれる縮小画像の行および
列を単位とする複数の縮小画像を縮小画像群として、操作受付手段により第１操作入力が
受け付けられた場合には、前記一覧画像表示領域における前記第１方向の長さを前記第１
操作入力に応じて変更し、前記一覧画像表示領域に含まれる縮小画像の数を前記第１操作
入力に応じて前記第１方向に前記所定の順序で増加または減少させるように前記描画手段
に描画させ、前記操作受付手段により第２操作入力が受け付けられた場合には、前記第２
操作入力の受付時に前記一覧画像表示領域に描画されていた前記縮小画像群である第１縮
小画像群を前記第２操作入力に応じて前記第２方向に移動させ、前記所定の順序で前記第
１縮小画像群の次に描画対象となる前記縮小画像群である第２縮小画像群を前記第１縮小
画像群の移動に応じて前記第２方向に移動させるように前記描画手段に描画させる制御手
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段と
を具備する情報処理装置。
【請求項２】
　前記第１操作入力は、前記一覧画像表示領域における前記第１方向の長さを拡大するた
めの操作入力であり、
　前記制御手段は、前記操作受付手段により前記第１操作入力が受け付けられた場合には
、前記一覧画像表示領域を前記画像表示領域側に拡大させて前記一覧画像表示領域に含ま
れる縮小画像の数を増加させるように前記描画手段に描画させる
請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記操作受付手段により前記第１操作入力が受け付けられた場合には
、前記一覧画像表示領域の前記画像表示領域側への拡大に応じて前記画像表示領域に含ま
れる画像を縮小するように前記描画手段に描画させる請求項２記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記描画手段は、前記一覧画像表示領域および前記画像表示領域を隣り合う略矩形状の
領域として描画し、
　前記第１操作入力は、前記一覧画像表示領域における前記画像表示領域に隣接する端部
を前記画像表示領域側に移動させるための操作入力であり、
　前記制御手段は、前記第１操作入力が前記操作受付手段により受け付けられた場合には
、前記第１操作入力に応じて前記端部を移動させて前記一覧画像表示領域を拡大させるよ
うに前記描画手段に描画させる
請求項１記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記第１操作入力が前記操作受付手段により受け付けられた場合には
、前記端部の前記画像表示領域側への移動に応じて前記一覧画像表示領域に含まれる縮小
画像の数を行単位または列単位で増加させるように前記描画手段に描画させる請求項４記
載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記第１操作入力が前記操作受付手段により受け付けられた場合にお
いて前記端部の前記画像表示領域側への移動が所定の距離に達しない場合には、前記一覧
画像表示領域を当該移動前の領域の大きさに戻すように前記描画手段に描画させる請求項
４記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記第１操作入力は、前記一覧画像表示領域における前記第１方向の長さを縮小するた
めの操作入力であり、
　前記制御手段は、前記操作受付手段により前記第１操作入力が受け付けられた場合には
、前記一覧画像表示領域を前記画像表示領域とは反対側に縮小させて前記一覧画像表示領
域に含まれる縮小画像の数を減少させるように前記描画手段に描画させる
請求項１記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記操作受付手段により前記第１操作入力が受け付けられた場合には
、前記一覧画像表示領域の前記反対側への縮小に応じて前記画像表示領域に含まれる画像
を拡大するように前記描画手段に描画させる請求項７記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記描画手段は、前記一覧画像表示領域および前記画像表示領域を隣り合う略矩形状の
領域として描画し、
　前記第１操作入力は、前記一覧画像表示領域における前記画像表示領域に隣接する端部
を前記画像表示領域とは反対側に移動させるための操作入力であり、
　前記制御手段は、前記第１操作入力が前記操作受付手段により受け付けられた場合には
、前記第１操作入力に応じて前記端部を移動させて前記一覧画像表示領域を縮小させるよ



(3) JP 4952275 B2 2012.6.13

10

20

30

40

50

うに前記描画手段に描画させる
請求項１記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記制御手段は、前記第１操作入力が前記操作受付手段により受け付けられた場合には
、前記端部の前記反対側への移動に応じて前記一覧画像表示領域に含まれる縮小画像の数
を行単位または列単位で減少させるように前記描画手段に描画させる請求項９記載の情報
処理装置。
【請求項１１】
　前記制御手段は、前記第１操作入力が前記操作受付手段により受け付けられた場合にお
いて前記端部の前記反対側への移動が所定の距離に達しない場合には、前記一覧画像表示
領域を当該移動前の領域の大きさに戻すように前記描画手段に描画させる請求項９記載の
情報処理装置。
【請求項１２】
　前記描画手段は、前記一覧画像表示領域および前記画像表示領域を隣り合う略矩形状の
領域として描画し、
　前記第２操作入力は、前記一覧画像表示領域における前記第２方向の一端部を前記第２
方向に移動させるための操作入力であり、
　前記制御手段は、前記第２操作入力が前記操作受付手段により受け付けられた場合には
、前記一端部の移動に応じて前記一覧画像表示領域に含まれる縮小画像を前記第２方向に
移動させるように前記描画手段に描画させる
請求項１記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記制御手段は、前記一端部を前記第２方向に所定の距離だけ移動させる前記第２操作
入力が前記操作受付手段により受け付けられた場合には、前記一覧画像表示領域に含まれ
る縮小画像をアニメーションにより移動させて前記一覧画像表示領域に含まれる縮小画像
を前記第１縮小画像群から前記第２縮小画像群に変更するように前記描画手段に描画させ
る請求項１２記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記制御手段は、前記第２操作入力が前記操作受付手段により受け付けられた場合にお
いて前記一端部の前記第２方向への移動が所定の距離に達しない場合には、前記第２操作
入力により移動された縮小画像をアニメーションにより前記一覧画像表示領域に戻すよう
に前記描画手段に描画させる請求項１２記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記操作受付手段と、
　前記画像記憶手段と、
　前記縮小画像記憶手段と
をさらに具備する請求項１乃至１４の何れかに記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　操作入力を受け付ける操作受付手段と、
　複数の画像を記憶する画像記憶手段と、
　前記画像記憶手段に記憶されている複数の画像に対応する縮小画像を記憶する縮小画像
記憶手段と、
　少なくとも一覧画像表示領域および画像表示領域を含む表示領域において前記縮小画像
記憶手段に記憶されている縮小画像のうちの少なくとも２つ以上の縮小画像を一覧画像と
して前記一覧画像表示領域に所定の順序でマトリクス状に配置して描画するとともに前記
画像記憶手段に記憶されている画像のうちの少なくとも１つの画像を前記所定の順序で前
記画像表示領域に描画する描画手段と、
　前記一覧画像表示領域および前記画像表示領域を結ぶ方向を第１方向とし、前記第１方
向に直交する方向を第２方向とし、前記一覧画像表示領域に含まれる縮小画像の行および
列を単位とする複数の縮小画像を縮小画像群として、操作受付手段により第１操作入力が
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受け付けられた場合には、前記一覧画像表示領域における前記第１方向の長さを前記第１
操作入力に応じて変更し、前記一覧画像表示領域に含まれる縮小画像の数を前記第１操作
入力に応じて前記第１方向に前記所定の順序で増加または減少させるように前記描画手段
に描画させ、前記操作受付手段により第２操作入力が受け付けられた場合には、前記第２
操作入力の受付時に前記一覧画像表示領域に描画されていた前記縮小画像群である第１縮
小画像群を前記第２操作入力に応じて前記第２方向に移動させ、前記所定の順序で前記第
１縮小画像群の次に描画対象となる前記縮小画像群である第２縮小画像群を前記第１縮小
画像群の移動に応じて前記第２方向に移動させるように前記描画手段に描画させる制御手
段と、
　前記描画手段により描画された画像を表示する表示手段と
を具備する画像表示装置。
【請求項１７】
　画像記憶手段に記憶されている複数の画像と縮小画像記憶手段に記憶されている縮小画
像であって前記複数の画像のそれぞれに対応する複数の縮小画像とについて、一覧画像表
示領域および画像表示領域を含む表示領域において前記縮小画像記憶手段に記憶されてい
る縮小画像のうちの少なくとも２つ以上の縮小画像を一覧画像として前記一覧画像表示領
域に所定の順序でマトリクス状に配置して描画するとともに前記画像記憶手段に記憶され
ている画像のうちの少なくとも１つの画像を前記所定の順序で前記画像表示領域に描画す
る描画手順と、
　前記一覧画像表示領域および前記画像表示領域を結ぶ方向を第１方向とし、前記第１方
向に直交する方向を第２方向とし、前記一覧画像表示領域に含まれる縮小画像の行および
列を単位とする複数の縮小画像を縮小画像群として、操作受付手段により第１操作入力が
受け付けられた場合には、前記一覧画像表示領域における前記第１方向の長さを前記第１
操作入力に応じて変更し、前記一覧画像表示領域に含まれる縮小画像の数を前記第１操作
入力に応じて前記第１方向に前記所定の順序で増加または減少させるように描画させる第
１制御手順と、
　前記操作受付手段により第２操作入力が受け付けられた場合には、前記第２操作入力の
受付時に前記一覧画像表示領域に描画されていた前記縮小画像群である第１縮小画像群を
前記第２操作入力に応じて前記第２方向に移動させ、前記所定の順序で前記第１縮小画像
群の次に描画対象となる前記縮小画像群である第２縮小画像群を前記第１縮小画像群の移
動に応じて前記第２方向に移動させるように描画させる第２制御手順と
を具備する情報処理装置の制御方法。
【請求項１８】
　画像記憶手段に記憶されている複数の画像と縮小画像記憶手段に記憶されている縮小画
像であって前記複数の画像のそれぞれに対応する複数の縮小画像とについて、一覧画像表
示領域および画像表示領域を含む表示領域において前記縮小画像記憶手段に記憶されてい
る縮小画像のうちの少なくとも２つ以上の縮小画像を一覧画像として前記一覧画像表示領
域に所定の順序でマトリクス状に配置して描画するとともに前記画像記憶手段に記憶され
ている画像のうちの少なくとも１つの画像を前記所定の順序で前記画像表示領域に描画す
る描画手順と、
　前記一覧画像表示領域および前記画像表示領域を結ぶ方向を第１方向とし、前記第１方
向に直交する方向を第２方向とし、前記一覧画像表示領域に含まれる縮小画像の行および
列を単位とする複数の縮小画像を縮小画像群として、操作受付手段により第１操作入力が
受け付けられた場合には、前記一覧画像表示領域における前記第１方向の長さを前記第１
操作入力に応じて変更し、前記一覧画像表示領域に含まれる縮小画像の数を前記第１操作
入力に応じて前記第１方向に前記所定の順序で増加または減少させるように描画させる第
１制御手順と、
　前記操作受付手段により第２操作入力が受け付けられた場合には、前記第２操作入力の
受付時に前記一覧画像表示領域に描画されていた前記縮小画像群である第１縮小画像群を
前記第２操作入力に応じて前記第２方向に移動させ、前記所定の順序で前記第１縮小画像
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群の次に描画対象となる前記縮小画像群である第２縮小画像群を前記第１縮小画像群の移
動に応じて前記第２方向に移動させるように描画させる第２制御手順と
をコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置に関し、特に、マウス等のポインティングデバイスを用いて複
数の表示画像を操作する情報処理装置、画像表示装置、および、これらにおける制御方法
ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、一般家庭においてパーソナルコンピュータ等の情報処理装置が広く普及している
。これらの情報処理装置は、主に１人で操作されることが多いため、１人の操作を前提に
キーボードやマウス等の操作受付部やアプリケーション等が構成されている場合が多い。
【０００３】
　また、一般家庭においては、家族みんなが使用することができるように、リビング用の
パーソナルコンピュータ（いわゆる、リビングＰＣ（Personal Computer））やインター
ネットテレビ等の情報処理装置がリビングルームに設置される場合が増えつつある。この
ため、一般家庭のリビングルームにおいて用いられるリビングＰＣやインターネットテレ
ビ等の情報処理装置が提案されている。
【０００４】
　また、一般家庭のリビングルームにおいて大画面で映像を楽しむために、大画面のディ
スプレイを表示部として備える情報処理装置が提案されている。
【０００５】
　例えば、リビングルームにおいて、これらの情報処理装置を用いて、デジタルスチルカ
メラ等の撮像装置で撮影された撮影画像を家族みんなで観賞することが考えられる。また
、例えば、これらの複数の情報処理装置をネットワークを介して接続し、この接続されて
いる各情報処理装置の表示部において、多数の人が同一の画面で撮影画像等を観賞するこ
とが考えられる。このように、一般家庭内や複数の場所において、多数の人が同一の画面
で撮影画像等を観賞することができるため、表示部に表示される各画像を多数の人にとっ
て見易くさせるための技術が提案されている。
【０００６】
　例えば、１つの画像が表示部に全画面表示されている状態からインデックス画像表示に
表示切替操作が行われた場合には、表示部において直前まで表示されていた画像やこの画
像に近い画像の縮小画像から優先的に表示させる画像表示装置が提案されている（例えば
、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００１－２３１００５号公報（図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述の従来技術によれば、全画面表示からインデックス画像表示に表示切替操作が行わ
れた場合には、所定の縮小画像を優先的に表示させるため、表示切替後において表示され
る縮小画像を多数の人が認識し易い。
【０００８】
　ここで、主に１人で操作されることを前提に構成されている情報処理装置を用いて、例
えば、リビングルームにおいて、デジタルスチルカメラ等の撮像装置で撮影された複数の
撮影画像を家族みんなで観賞する場合について考える。この場合には、例えば、家族の代
表者（例えば、お父さん）がマウス等を操作して表示部に表示される画像を順次操作して
いくことが考えられる。
【０００９】
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　このように、家族みんなで観賞する場合において、家族の代表者が操作をする場合には
、操作者の好みが優先され、操作者以外の人の好みは、口頭で操作者に伝えられて操作に
反映される程度になることが多い。このような場合には、操作者以外の人の好みが操作に
反映されにくくなり、操作者以外の人の観賞に対する興味を低減させてしまうことがある
。
【００１０】
　そこで、各個人の好みに応じて、表示部に表示される画像を操作することができれば、
さらに楽しく観賞することができると考えられる。また、表示部に表示される画像につい
て多数の人で操作する場合においては、操作対象となる画像が操作者や鑑賞者に見易く表
示されることが重要である。
【００１１】
　そこで、本発明は、複数の画像が表示される場合にこれらの各画像を多数の人にとって
見易くなるように表示させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その第１の側面は、画像記
憶手段に記憶されている複数の画像と縮小画像記憶手段に記憶されている縮小画像であっ
て上記複数の画像のそれぞれに対応する複数の縮小画像とについて、一覧画像表示領域お
よび画像表示領域を含む表示領域において上記縮小画像記憶手段に記憶されている縮小画
像のうちの少なくとも２つ以上の縮小画像を一覧画像として上記一覧画像表示領域に所定
の順序でマトリクス状に配置して描画するとともに上記画像記憶手段に記憶されている画
像のうちの少なくとも１つの画像を上記所定の順序で上記画像表示領域に描画する描画手
段と、上記一覧画像表示領域および上記画像表示領域を結ぶ方向を第１方向とし、上記第
１方向に直交する方向を第２方向とし、上記一覧画像表示領域に含まれる縮小画像の行お
よび列を単位とする複数の縮小画像を縮小画像群として、操作受付手段により第１操作入
力が受け付けられた場合には、上記一覧画像表示領域における上記第１方向の長さを上記
第１操作入力に応じて変更し、上記一覧画像表示領域に含まれる縮小画像の数を上記第１
操作入力に応じて上記第１方向に上記所定の順序で増加または減少させるように上記描画
手段に描画させ、上記操作受付手段により第２操作入力が受け付けられた場合には、上記
第２操作入力の受付時に上記一覧画像表示領域に描画されていた上記縮小画像群である第
１縮小画像群を上記第２操作入力に応じて上記第２方向に移動させ、上記所定の順序で上
記第１縮小画像群の次に描画対象となる上記縮小画像群である第２縮小画像群を上記第１
縮小画像群の移動に応じて上記第２方向に移動させるように上記描画手段に描画させる制
御手段とを具備する情報処理装置およびその制御方法ならびに当該方法をコンピュータに
実行させるプログラムである。これにより、複数の画像のうちの少なくとも１つの画像を
所定の順序で画像表示領域に描画するとともに、その複数の画像に対応する縮小画像のう
ちの少なくとも２つ以上の縮小画像を一覧画像として所定の順序でマトリクス状に配置し
て一覧画像表示領域に描画して、第１操作入力が受け付けられた場合には、一覧画像表示
領域における第１方向の長さを第１操作入力に応じて変更し、一覧画像表示領域に含まれ
る縮小画像の数を第１操作入力に応じて第１方向に所定の順序で増加または減少させるよ
うに描画させ、第２操作入力が受け付けられた場合には、第１縮小画像群を第２操作入力
に応じて第２方向に移動させ、第２縮小画像群を第１縮小画像群の移動に応じて第２方向
に移動させるように描画させるという作用をもたらす。
【００１３】
　また、この第１の側面において、上記第１操作入力は、上記一覧画像表示領域における
上記第１方向の長さを拡大するための操作入力であり、上記制御手段は、上記操作受付手
段により上記第１操作入力が受け付けられた場合には、上記一覧画像表示領域を上記画像
表示領域側に拡大させて上記一覧画像表示領域に含まれる縮小画像の数を増加させるよう
に上記描画手段に描画させることができる。これにより、第１操作入力が受け付けられた
場合には、一覧画像表示領域を画像表示領域側に拡大させ、一覧画像表示領域に含まれる
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縮小画像の数を増加させるという作用をもたらす。
　また、この第１の側面において、上記制御手段は、上記操作受付手段により上記第１操
作入力が受け付けられた場合には、上記一覧画像表示領域の上記画像表示領域側への拡大
に応じて上記画像表示領域に含まれる画像を縮小するように上記描画手段に描画させるこ
とができる。これにより、一覧画像表示領域の画像表示領域側への拡大に応じて、画像表
示領域に含まれる画像を縮小させるという作用をもたらす。
【００１４】
　また、この第１の側面において、上記描画手段は、上記一覧画像表示領域および上記画
像表示領域を隣り合う略矩形状の領域として描画し、上記第１操作入力は、上記一覧画像
表示領域における上記画像表示領域に隣接する端部を上記画像表示領域側に移動させるた
めの操作入力であり、上記制御手段は、上記第１操作入力が上記操作受付手段により受け
付けられた場合には、上記第１操作入力に応じて上記端部を移動させて上記一覧画像表示
領域を拡大させるように上記描画手段に描画させることができる。これにより、一覧画像
表示領域および画像表示領域を隣り合う略矩形状の領域として描画し、この一覧画像表示
領域における画像表示領域に隣接する端部を画像表示領域側に移動させる第１操作入力が
受け付けられた場合には、第１操作入力に応じてその端部を移動させて一覧画像表示領域
を拡大させるという作用をもたらす。
　また、この第１の側面において、上記制御手段は、上記第１操作入力が上記操作受付手
段により受け付けられた場合には、上記端部の上記画像表示領域側への移動に応じて上記
一覧画像表示領域に含まれる縮小画像の数を行単位または列単位で増加させるように上記
描画手段に描画させることができる。これにより、第１操作入力が受け付けられた場合に
は、端部の画像表示領域側への移動に応じて一覧画像表示領域に含まれる縮小画像の数を
行単位または列単位で増加させるという作用をもたらす。
【００１５】
　また、この第１の側面において、上記制御手段は、上記第１操作入力が上記操作受付手
段により受け付けられた場合において上記端部の上記画像表示領域側への移動が所定の距
離に達しない場合には、上記一覧画像表示領域を当該移動前の領域の大きさに戻すように
上記描画手段に描画させることができる。これにより、第１操作入力が受け付けられた場
合において、端部の画像表示領域側への移動が所定の距離に達しない場合には、一覧画像
表示領域をその移動前の領域の大きさに戻させるという作用をもたらす。
【００１６】
　また、この第１の側面において、上記第１操作入力は、上記一覧画像表示領域における
上記第１方向の長さを縮小するための操作入力であり、上記制御手段は、上記操作受付手
段により上記第１操作入力が受け付けられた場合には、上記一覧画像表示領域を上記画像
表示領域とは反対側に縮小させて上記一覧画像表示領域に含まれる縮小画像の数を減少さ
せるように上記描画手段に描画させることができる。これにより、第１操作入力が受け付
けられた場合には、一覧画像表示領域を画像表示領域とは反対側に縮小させ、一覧画像表
示領域に含まれる縮小画像の数を減少させるという作用をもたらす。
　また、この第１の側面において、上記制御手段は、上記操作受付手段により上記第１操
作入力が受け付けられた場合には、上記一覧画像表示領域の上記反対側への縮小に応じて
上記画像表示領域に含まれる画像を拡大するように上記描画手段に描画させることができ
る。これにより、一覧画像表示領域の反対側への縮小に応じて、画像表示領域に含まれる
画像を拡大させるという作用をもたらす。
【００１７】
　また、この第１の側面において、上記描画手段は、上記一覧画像表示領域および上記画
像表示領域を隣り合う略矩形状の領域として描画し、上記第１操作入力は、上記一覧画像
表示領域における上記画像表示領域に隣接する端部を上記画像表示領域とは反対側に移動
させるための操作入力であり、上記制御手段は、上記第１操作入力が上記操作受付手段に
より受け付けられた場合には、上記第１操作入力に応じて上記端部を移動させて上記一覧
画像表示領域を縮小させるように上記描画手段に描画させることができる。これにより、
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一覧画像表示領域および画像表示領域を隣り合う略矩形状の領域として描画し、一覧画像
表示領域における画像表示領域に隣接する端部を画像表示領域とは反対側に移動させる第
１操作入力が受け付けられた場合には、第１操作入力に応じてその端部を移動させて一覧
画像表示領域を縮小させるという作用をもたらす。
　また、この第１の側面において、上記制御手段は、上記第１操作入力が上記操作受付手
段により受け付けられた場合には、上記端部の上記反対側への移動に応じて上記一覧画像
表示領域に含まれる縮小画像の数を行単位または列単位で減少させるように上記描画手段
に描画させることができる。これにより、第１操作入力が受け付けられた場合には、端部
の反対側への移動に応じて一覧画像表示領域に含まれる縮小画像の数を行単位または列単
位で減少させるという作用をもたらす。
【００１８】
　また、この第１の側面において、上記制御手段は、上記第１操作入力が上記操作受付手
段により受け付けられた場合において上記端部の上記反対側への移動が所定の距離に達し
ない場合には、上記一覧画像表示領域を当該移動前の領域の大きさに戻すように上記描画
手段に描画させることができる。これにより、第１操作入力が受け付けられた場合におい
て端部の反対側への移動が所定の距離に達しない場合には、一覧画像表示領域をその移動
前の領域の大きさに戻させるという作用をもたらす。
【００２４】
　また、この第１の側面において、上記描画手段は、上記一覧画像表示領域および上記画
像表示領域を隣り合う略矩形状の領域として描画し、上記第２操作入力は、上記一覧画像
表示領域における上記第２方向の一端部を上記第２方向に移動させるための操作入力であ
り、上記制御手段は、上記第２操作入力が上記操作受付手段により受け付けられた場合に
は、上記一端部の移動に応じて上記一覧画像表示領域に含まれる縮小画像を上記第２方向
に移動させるように上記描画手段に描画させることができる。これにより、一覧画像表示
領域および画像表示領域を隣り合う略矩形状の領域として描画し、第２操作入力が受け付
けられた場合には、一端部の移動に応じて一覧画像表示領域に含まれる縮小画像を第２方
向を移動させるという作用をもたらす。
　また、この第１の側面において、上記制御手段は、上記一端部を上記第２方向に所定の
距離だけ移動させる上記第２操作入力が上記操作受付手段により受け付けられた場合には
、上記一覧画像表示領域に含まれる縮小画像をアニメーションにより移動させて上記一覧
画像表示領域に含まれる縮小画像を上記第１縮小画像群から上記第２縮小画像群に変更す
るように上記描画手段に描画させることができる。これにより、一端部を第２方向に所定
の距離だけ移動させる第２操作入力が受け付けられた場合には、一覧画像表示領域に含ま
れる縮小画像をアニメーションにより移動させて、一覧画像表示領域に含まれる縮小画像
を第１縮小画像群から第２縮小画像群に変更させるという作用をもたらす。
【００２５】
　また、この第１の側面において、上記制御手段は、上記第２操作入力が上記操作受付手
段により受け付けられた場合において上記一端部の上記第２方向への移動が所定の距離に
達しない場合には、上記第２操作入力により移動された縮小画像をアニメーションにより
上記一覧画像表示領域に戻すように上記描画手段に描画させることができる。これにより
、第２操作入力が受け付けられた場合において一端部の第２方向への移動が所定の距離に
達しない場合には、第２操作入力により移動された縮小画像をアニメーションにより一覧
画像表示領域に戻させるという作用をもたらす。
　また、この第１の側面において、上記操作受付手段と、上記画像記憶手段と、上記縮小
画像記憶手段とをさらに具備するようにしてもよい。
【００２６】
　また、本発明の第２の側面は、操作入力を受け付ける操作受付手段と、複数の画像を記
憶する画像記憶手段と、上記画像記憶手段に記憶されている複数の画像に対応する縮小画
像を記憶する縮小画像記憶手段と、少なくとも一覧画像表示領域および画像表示領域を含
む表示領域において上記縮小画像記憶手段に記憶されている縮小画像のうちの少なくとも
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２つ以上の縮小画像を一覧画像として上記一覧画像表示領域に所定の順序でマトリクス状
に配置して描画するとともに上記画像記憶手段に記憶されている画像のうちの少なくとも
１つの画像を上記所定の順序で上記画像表示領域に描画する描画手段と、上記一覧画像表
示領域および上記画像表示領域を結ぶ方向を第１方向とし、上記第１方向に直交する方向
を第２方向とし、上記一覧画像表示領域に含まれる縮小画像の行および列を単位とする複
数の縮小画像を縮小画像群として、操作受付手段により第１操作入力が受け付けられた場
合には、上記一覧画像表示領域における上記第１方向の長さを上記第１操作入力に応じて
変更し、上記一覧画像表示領域に含まれる縮小画像の数を上記第１操作入力に応じて上記
第１方向に上記所定の順序で増加または減少させるように上記描画手段に描画させ、上記
操作受付手段により第２操作入力が受け付けられた場合には、上記第２操作入力の受付時
に上記一覧画像表示領域に描画されていた上記縮小画像群である第１縮小画像群を上記第
２操作入力に応じて上記第２方向に移動させ、上記所定の順序で上記第１縮小画像群の次
に描画対象となる上記縮小画像群である第２縮小画像群を上記第１縮小画像群の移動に応
じて上記第２方向に移動させるように上記描画手段に描画させる制御手段と、上記描画手
段により描画された画像を表示する表示手段とを具備する画像表示装置およびその制御方
法ならびに当該方法をコンピュータに実行させるプログラムである。これにより、複数の
画像のうちの少なくとも１つの画像を所定の順序で画像表示領域に描画するとともに、そ
の複数の画像に対応する縮小画像のうちの少なくとも２つ以上の縮小画像を一覧画像とし
て所定の順序でマトリクス状に配置して一覧画像表示領域に描画して、第１操作入力が受
け付けられた場合には、一覧画像表示領域における第１方向の長さを第１操作入力に応じ
て変更し、一覧画像表示領域に含まれる縮小画像の数を第１操作入力に応じて第１方向に
所定の順序で増加または減少させるように描画させ、第２操作入力が受け付けられた場合
には、第１縮小画像群を第２操作入力に応じて第２方向に移動させ、第２縮小画像群を第
１縮小画像群の移動に応じて第２方向に移動させるように描画させ、描画された画像を表
示するという作用をもたらす。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、複数の画像が表示される場合にこれらの各画像を多数の人にとって見
易くなるように表示させることができるという優れた効果を奏し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　次に本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００２９】
　図１は、本発明の実施の形態における情報処理装置１００の機能構成例を示すブロック
図である。この情報処理装置１００は、例えば、専用の表示部を備えるパーソナルコンピ
ュータである。この情報処理装置１００は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１１０
と、ＲＯＭ（Read Only Memory）１２０と、ＲＡＭ（Random Access Memory）１３０と、
ＨＤＤ（Hard Disk Drive）１４０と、表示部１５０と、操作受付部１６０と、音声出力
部１７０とを備える。また、各ブロック間における各信号のやりとりは、バス１８０を介
して行われる。
【００３０】
　ＣＰＵ１１０は、ＲＯＭ１２０に記憶されている各種制御プログラムに基づいて、情報
処理装置１００の各部を制御するものである。また、ＣＰＵ１１０は、ＨＤＤ１４０から
読み出された各種情報や操作受付部１６０により受け付けられた操作入力等に基づいて情
報処理装置１００の各部を制御する。
【００３１】
　ＲＯＭ１２０は、読み出し専用のメモリであり、各種制御プログラム等を記憶するもの
である。
【００３２】
　ＲＡＭ１３０は、ＣＰＵ１１０のメインメモリ（主記憶装置）に用いられるメモリであ
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り、ＣＰＵ１１０において実行されるプログラムの作業領域等を記憶するものである。
【００３３】
　ＨＤＤ１４０は、各種アプリケーションプログラム等が格納されているハードディスク
である。また、ＨＤＤ１４０には、撮像装置で撮影された画像に対応する画像データが格
納されるとともに、これらの画像データの管理情報等が格納される。この管理情報には、
各画像データの属性情報や各画像に対応するサムネイル画像等が含まれる。
【００３４】
　表示部１５０は、ＣＰＵ１１０の制御に基づいて各種情報を表示する表示部である。表
示部１５０としては、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等のディスプレイを用
いることができる。
【００３５】
　操作受付部１６０は、各種入力キーからなるキーボードやマウス（ポインティングデバ
イス）を備え、これらのマウス等から操作入力を受け付けると、受け付けた操作入力の内
容をＣＰＵ１１０に出力するものである。なお、操作受付部１６０の少なくとも一部と表
示部１５０とをタッチパネルとして一体として構成するようにしてもよい。また、情報処
理装置１００本体とマウスとを有線で接続するようにしてもよく、無線で接続するように
してもよい。
【００３６】
　なお、本発明の実施の形態では、操作受付部１６０において、主にマウスを用いて操作
する場合について説明する。本発明の実施の形態で用いるマウスは、例えば、少なくとも
左右２つのボタンと、この２つのボタンの間に配置されるホイールとを有するマウスであ
る。また、情報処理装置１００は、これらのマウスを複数接続することが可能であり、各
マウスの操作に応じて各種制御を実行する。なお、本実施の形態では、操作受付部１６０
が５つのマウス１６１乃至１６５を備える場合について説明する。
【００３７】
　表示部１５０に表示される画面上には、各マウスの動きに応じて移動するカーソル（マ
ウスポインタ）が表示される。カーソルは、表示部１５０に表示される画面上において、
指示や操作の対象を指し示すために用いられるマウスポインタである。本実施の形態では
、複数のユーザが自己のカーソルを判別し易いように、各ユーザのイメージをデザイン化
した顔画像をカーソルとして用いている。カーソルについては、図面を参照して説明する
。
【００３８】
　ここで、マウスの操作について説明する。「ポイント」とは、カーソルで対象を指し示
すことを意味する。「左クリック」とは、マウスの左側ボタンを１回だけ押すことを意味
し、「右クリック」とは、マウスの右側ボタンを１回だけ押すことを意味する。「ダブル
クリック」とは、マウスの左側ボタンを連続で２回押すことを意味する。「中ボタンクリ
ック」とは、マウスのホイールを１回だけ押すことを意味する。「左ドラッグ」とは、マ
ウスの左側ボタンを押し続けながらマウスを移動することを意味し、「右ドラッグ」とは
、マウスの右側ボタンを押し続けながらマウスを移動することを意味し、「中ドラッグ」
とは、マウスのホイールを押し続けながらマウスを移動することを意味する。「ドロップ
」とは、ドラッグ後にボタンを離し、ドラッグ中の対象を移動等させることを意味する。
【００３９】
　音声出力部１７０は、ＣＰＵ１１０の制御に基づいて各種音声情報を出力するスピーカ
である。
【００４０】
　なお、情報処理装置１００に情報出力部を設け、表示部１５０に表示される画像に対応
する画像情報を情報出力部から出力させ、他の画像表示装置において表示部１５０に表示
される画像と同じ画像を表示させるようにしてもよい。
【００４１】
　図２は、本発明の実施の形態における情報処理装置１００の描画制御に関する機能構成



(11) JP 4952275 B2 2012.6.13

10

20

30

40

50

例を示すブロック図である。この情報処理装置１００は、操作受付部２１０と、画像記憶
部２２０と、縮小画像生成部２３０と、縮小画像記憶部２４０と、描画部２５０と、制御
部２６０と、表示部２７０とを備える。
【００４２】
　操作受付部２１０は、ユーザからの操作入力を受け付けるものであり、受け付けた操作
内容を制御部２６０に出力するものである。例えば、ポインティングデバイスであるマウ
スの操作に応じて操作入力が受け付けられる。なお、操作受付部２１０は、図１に示す操
作受付部１６０に対応する。
【００４３】
　画像記憶部２２０は、各種の画像を記憶する記憶部であり、記憶されている画像を縮小
画像生成部２３０および描画部２５０に出力する。画像記憶部２２０は、例えば、図３乃
至図９等に表示される各画像を記憶する。
【００４４】
　縮小画像生成部２３０は、画像記憶部２２０に記憶されている画像に対応するサムネイ
ル画像（縮小画像）を生成するものであり、生成されたサムネイル画像を縮小画像記憶部
２４０に出力する。
【００４５】
　縮小画像記憶部２４０は、縮小画像生成部２３０により生成されたサムネイル画像を記
憶するものであり、記憶されているサムネイル画像を描画部２５０に出力する。なお、縮
小画像記憶部２４０には、各画像データの管理情報に含まれるサムネイル画像を予め記憶
させておき、このサムネイル画像を描画部２５０に出力するようにしてもよい。
【００４６】
　描画部２５０は、画像記憶部２２０に記憶されている画像、および縮小画像記憶部２４
０に記憶されているサムネイル画像を、表示部２７０に表示させる表示画像として描画す
るものである。例えば、少なくとも一覧画像表示領域および画像表示領域を含む表示領域
において縮小画像記憶部２４０に記憶されているサムネイル画像のうちの少なくとも２つ
以上のサムネイル画像を一覧画像として所定の順序で一覧画像表示領域に描画するととも
に画像記憶部２２０に記憶されている画像のうちの少なくとも１つの画像を所定の順序で
画像表示領域に描画する。また、描画部２５０は、操作受付部２１０により受け付けられ
た操作入力に応じて移動するカーソルを表示領域に描画する。さらに、描画部２５０は、
一覧画像表示領域および画像表示領域を隣り合う略矩形状の領域として描画し、一覧画像
表示領域に一覧画像をマトリクス状に配置して描画する。
【００４７】
　制御部２６０は、操作受付部２１０から受け取った操作内容に応じて描画部２５０を制
御するものである。例えば、制御部２６０は、操作受付部２１０により所定の操作入力が
受け付けられた場合には、棚パネル３２０の左右方向の長さを変更するように描画部２５
０に描画させる制御を実行する。また、制御部２６０は、操作受付部２１０により所定の
操作入力が受け付けられた場合には、棚パネル３２０をスライドパネル３１０側に拡大さ
せて棚パネル３２０に含まれる一覧画像の数を増加させる、または、棚パネル３２０をス
ライドパネル３１０とは反対側に縮小させて棚パネル３２０に含まれる一覧画像の数を減
少させるように描画部２５０に描画させる制御を実行する。この場合に、棚パネル３２０
の拡大または縮小に応じてスライドパネル３１０に含まれる画像を縮小または拡大する。
また、制御部２６０は、操作受付部２１０により所定の操作入力が受け付けられた場合に
は、棚パネル３２０に含まれる一覧画像を所定方向に移動させるように描画部２５０に描
画させる制御を実行する。
【００４８】
　表示部２７０は、描画部２５０によって描画された内容を表示するものである。なお、
表示部２７０は、図１に示す表示部１５０に対応する。
【００４９】
　図３は、表示部１５０に表示される表示画面の一例である表示画面３００を示す図であ
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る。
【００５０】
　表示画面３００は、本発明の実施の形態における基本的な画面構成を示す表示画面であ
る。表示画面３００には、スライドパネル（メイン領域）３１０と、棚パネル（サムネイ
ル領域）３２０と、引き出しパネル（引き出し領域）３３０とが設けられている。また、
表示画面３００には、情報処理装置１００に備えられるマウスのうちで、実際に使用され
ている５つのマウスに対応するカーソル３０１乃至３０５が表示されている。なお、本実
施の形態では、父、母、娘、息子の４人家族とお客との５人が５個のマウスを操作する場
合について説明する。この場合に、各カーソルは、操作する人をイメージした画像表示と
する。具体的には、各カーソルを父、母、娘、息子、一般人をイメージした画像とし、各
顔画像の髪の色を、引き出しパネル３３０における第１取っ手部３３６乃至第４取っ手部
３３９の色に対応させる。これにより、ユーザが自己のカーソルと自己の引き出し部とを
容易に認識することができる。
【００５１】
　スライドパネル３１０は、表示画面３００におけるメイン領域であり、ＨＤＤ１４０に
格納されている画像データに対応する各画像を上下方向に移動可能に表示する領域である
。なお、これらの画像データは、棚パネル３２０に表示される各サムネイル画像に対応す
る画像であり、例えば、所定のフォルダに格納されている複数の画像である。例えば、ス
ライドパネル３１０には、画像３１１乃至３１３と、お気に入りマーク３１４と、スタン
プ３１５とが表示されている。画像３１１乃至３１３は、例えば、デジタルスチルカメラ
等の撮像装置で撮影された撮影画像である。画像３１２については、各マウスのうちの１
つのマウスを用いて画像３１２上にカーソルを重ね合わせた状態で上下方向の下側に左ド
ラッグすることによって、画像３１２をスライドパネル３１０の真中部分に表示させるこ
とができる。このように、スライドパネル３１０の真中部分に画像３１２が表示された場
合には、画像３１２の下側に画像３１１の上部分が表示される。また、画像３１３につい
ては、各マウスのうちの１つのマウスを用いて画像３１３上にカーソルを重ね合わせた状
態で上下方向の上側に左ドラッグすることによって、画像３１３をスライドパネル３１０
の真中部分に表示させることができる。このように、スライドパネル３１０の真中部分に
画像３１３が表示された場合には、画像３１３の上側に画像３１１の下部分が表示される
。
【００５２】
　お気に入りマーク３１４は、スライドパネル３１０に表示される画像の左上部分に表示
される星型画像であり、この星型画像の部分にカーソルを重ね合わせた状態で左クリック
をすると、お気に入りマーク３１４のうちの１つの星型画像の色が変化するとともに、お
気に入りマーク３１４の下に表示されている画像に対応するサムネイル画像がお気に入り
引き出し部３３５に格納される。
【００５３】
　スタンプ３１５は、スライドパネル３１０に表示される画像が、第１引き出し部３３１
乃至第４引き出し部３３４の何れかの引き出し部に格納されているサムネイル画像に対応
する画像である場合に当該画像の左下部分に表示されるものである。なお、スライドパネ
ル３１０に表示される各画像は、第１引き出し部３３１乃至第４引き出し部３３４のうち
の１つまたは複数の引き出し部に格納可能である。これにより、スタンプ３１５は、画像
が格納されている第１引き出し部３３１乃至第４引き出し部３３４に応じた数が表示され
る。また、このスタンプ３１５には、画像が格納されている引き出し部に対応する第１取
っ手部３３６乃至第４取っ手部３３９に応じた色が付される。
【００５４】
　棚パネル３２０は、スライドパネル３１０に順次表示される画像に対応するサムネイル
画像が一覧表示されるサムネイル領域である。棚パネル３２０の表示領域には、例えば、
図３に示すように、複数のサムネイル画像のうちのサムネイル画像３２１乃至３２５が表
示される。また、棚パネル３２０には、右側取っ手部３２６と、上側取っ手部３２７と、
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下側取っ手部３２８とが設けられている。
【００５５】
　右側取っ手部３２６は、この部分にカーソルを重ね合わせた状態で左ドラッグされると
、ドラッグされた距離に応じて左右方向に移動して左右方向における棚パネル３２０の領
域を拡大または縮小させるものである。また、この場合には、棚パネル３２０の領域の拡
大または縮小に合わせるように、スライドパネル３１０に表示されている各画像が拡大ま
たは縮小されて表示される。
【００５６】
　上側取っ手部３２７は、この部分にカーソルを重ね合わせた状態で上下方向の下側に左
ドラッグされると、棚パネル３２０に表示されているサムネイル画像を上下方向の下側に
スライドさせて棚パネル３２０に表示されるサムネイル画像を切り換えるものである。ま
た、同様に、下側取っ手部３２８は、この部分にカーソルを重ね合わせた状態で上下方向
の上側に左ドラッグされると、棚パネル３２０に表示されているサムネイル画像を上下方
向の上側にスライドさせて棚パネル３２０に表示されるサムネイル画像を切り換えるもの
である。
【００５７】
　引き出しパネル３３０は、スライドパネル３１０または棚パネル３２０に表示される画
像をユーザの好みに応じて格納するための引き出し領域である。引き出しパネル３３０に
は、第１引き出し部３３１乃至第４引き出し部３３４およびお気に入り引き出し部３３５
と、第１取っ手部３３６乃至第５取っ手部３４０と、全体取っ手部３４１とが設けられて
いる。
【００５８】
　第１引き出し部３３１乃至第４引き出し部３３４およびお気に入り引き出し部３３５は
、各マウスの操作に応じてスライドパネル３１０または棚パネル３２０に表示されている
各画像を出し入れすることができる領域である。
【００５９】
　第１取っ手部３３６乃至第５取っ手部３４０は、この部分にカーソルを重ね合わせた状
態で左ドラッグされると、ドラッグされた距離に応じて左右方向に移動して、それぞれ対
応する第１引き出し部３３１乃至第４引き出し部３３４およびお気に入り引き出し部３３
５の左右方向における領域を拡大または縮小させるものである。
【００６０】
　全体取っ手部３４１は、この部分にカーソルを重ね合わせた状態で左ドラッグされると
、ドラッグされた距離に応じて左右方向に移動して、第１引き出し部３３１乃至第４引き
出し部３３４およびお気に入り引き出し部３３５のうちで全体取っ手部３４１よりも右側
に位置する引き出し部の左右方向における領域を拡大または縮小させるものである。
【００６１】
　ここで、棚パネル３２０に表示されるサムネイル画像について図４および図５を参照し
て説明する。なお、以下で示す棚パネル３２０等の各符号については、図３で示したもの
と同じものには同一の符号を付して説明する。
【００６２】
　図４（ａ）は、表示部１５０に表示される表示画面の一例である表示画面３００ａを示
す図である。また、図４（ｂ）は、棚パネル３２０におけるサムネイル画像１乃至１０を
上側にスライドさせた後に棚パネル３２０に表示されるサムネイル画像１１乃至２０を示
す図である。また、図５は、棚パネル３２０の領域を表示画面３００ａの右端まで拡大さ
せた後における表示画面３００ｂを示す図である。なお、表示画面３００ｂにおける棚パ
ネル３２０にはサムネイル画像１乃至４０が表示されている。
【００６３】
　例えば、図４（ａ）に示すように、表示部１５０に表示画面３００ａが表示されている
場合において、棚パネル３２０にはサムネイル画像１乃至１０が表示されているとする。
この場合において、右側取っ手部３２６にカーソルを重ね合わせた状態で左右方向の右側
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に所定の距離だけ左ドラッグすると、棚パネル３２０におけるサムネイル画像６乃至１０
の右側の領域には図４（ｂ）に示すサムネイル画像１１乃至１５が表示される。さらに続
けて所定の距離だけ左ドラッグすると、棚パネル３２０におけるサムネイル画像６乃至１
０の右側の領域には図４（ｂ）に示すサムネイル画像１１乃至２０が表示される。
【００６４】
　また、右側取っ手部３２６にカーソルを重ね合わせた状態で表示画面３００ａの右端ま
で左ドラッグすると、図５に示すように、棚パネル３２０の領域が拡大されて表示画面の
ほぼ全体が棚パネル３２０となり、棚パネル３２０にはサムネイル画像１乃至４０が表示
される。
【００６５】
　また、下側取っ手部３２８にカーソルを重ね合わせた状態で上下方向の上側に所定の距
離だけ左ドラッグすると、サムネイル画像１乃至１０が上側にスライドしていき、棚パネ
ル３２０には図４（ｂ）に示すサムネイル画像１１乃至２０が表示される。
【００６６】
　例えば、棚パネル３２０にサムネイル画像１乃至５が表示されている場合において、下
側取っ手部３２８にカーソルを重ね合わせた状態で上下方向の上側に所定の距離だけ左ド
ラッグすると、サムネイル画像１乃至５が上側にスライドしていき、棚パネル３２０には
サムネイル画像６乃至１０が表示される。このように、下側取っ手部３２８を用いること
によって、図５に示すサムネイル画像１乃至４０について、表示領域が右側にスライドさ
れるように、各サムネイル画像を棚パネル３２０に順次表示させることができる。一方、
上側取っ手部３２７を用いた場合には、図５に示すサムネイル画像１乃至４０について、
表示領域が左側にスライドされるように、各サムネイル画像を棚パネル３２０に順次表示
させることができる。
【００６７】
　次に、スライドパネル３１０に表示されている各画像をスライドする場合における操作
について図面を参照して説明する。
【００６８】
　図６は、表示部１５０に表示される表示画面の一例である表示画面３５０を示す図であ
る。また、図７は、表示部１５０に表示される表示画面の一例である表示画面３５５を示
す図である。
【００６９】
　表示画面３５０は、棚パネル３２０の右側取っ手部３２６を左端にスライドさせ、引き
出しパネル３３０の全体取っ手部３４１を右端にスライドさせた場合における表示画面で
ある。表示画面３５０におけるスライドパネル３１０には画像３５１乃至３５３が表示さ
れている。この場合において、例えば、画像３５３の表示部分に母カーソル３０３を重ね
合わせた状態で上下方向の上側に左ドラッグをすると、この左ドラッグ操作が所定の距離
になるまでは画像３５３のみが上下方向の上側にスライドする。さらに続けて所定の距離
だけ左ドラッグをすると、画像３５１乃至３５３が上下方向の上側にスライドして、画像
３５３全体をスライドパネル３１０に表示させることができる。また、同様に、画像３５
２の表示部分にカーソルを重ね合わせた状態で上下方向の下側に所定の距離だけ左ドラッ
グをすると、画像３５１乃至３５３を上下方向の下側にスライドさせることができる。
【００７０】
　また、同様に、図７を用いて説明すると、例えば、図７（ａ）に示す表示画面３５５に
おいて、画像３５７の表示部分に母カーソル３０３を重ね合わせた状態で上下方向の上側
に所定の距離だけ左ドラッグをすると、画像３５６乃至３５８を上下方向の上側にスライ
ドさせることができる。例えば、矢印３５４方向に左ドラッグすると、図７（ｂ）に示す
ように、表示画面３５５には画像３５６、３５７、３５９が表示される。
【００７１】
　なお、スライドパネル３１０に表示される画像と、棚パネル３２０に表示されるサムネ
イル画像とは、それぞれ独立してスライドすることができる。このため、同一画面上にス
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ライドパネル３１０に表示される画像と、この画像に対応するサムネイル画像とが同期し
て表示されない場合がある。
【００７２】
　次に、スライドパネル３１０に表示されている画像に対応するサムネイル画像を棚パネ
ル３２０に表示させる場合における操作について図面を参照して説明する。
【００７３】
　図８は、表示部１５０に表示される表示画面の一例である表示画面３５５を示す図であ
る。
【００７４】
　図８に示す表示画面３５５において、例えば、スライドパネル３１０に表示されている
画像３５７に対応するサムネイル画像を棚パネル３２０に表示させる場合には、画像３５
７の表示部分に母カーソル３０３を重ね合わせた状態で左右方向の左側に棚パネル３２０
の領域まで左ドラッグし、棚パネル３２０の領域でドロップする。例えば、矢印３５４ａ
方向に左ドラッグする。この場合には、左ドラッグをしている途中では、図８（ａ）に示
すように、母カーソル３０３とともに画像３５７に対応するサムネイル画像３５７ｓが表
示される。そして、母カーソル３０３とともにサムネイル画像３５７ｓを棚パネル３２０
の領域まで左ドラッグし、棚パネル３２０の領域でドロップすると、図８（ｂ）に示すよ
うに、棚パネル３２０には、画像３５７に対応するサムネイル画像３５７ｓを含む列のサ
ムネイル画像が表示される。例えば、サムネイル画像３５７ｓの次には、スライドパネル
３１０において画像３５７の次に表示されている画像３５９に対応するサムネイル画像３
５９ｓが表示されている。これにより、例えば、スライドパネル３１０に表示される画像
とこれに対応するサムネイル画像とを容易に同期させて表示させることができる。
【００７５】
　次に、棚パネル３２０に表示されているサムネイル画像に対応する画像をスライドパネ
ル３１０に表示させる場合における操作について図面を参照して説明する。
【００７６】
　図９は、表示部１５０に表示される表示画面の一例である表示画面３７０を示す図であ
る。なお、図９（ａ）に示す画像３７４は、図９（ａ）に示す棚パネル３２０に表示され
ているサムネイル画像を参照すると、所定のフォルダに格納されている画像の順番として
１番目の画像であるため、スライドパネル３１０における上側に画像が表示されない。
【００７７】
　図９に示す表示画面３７０に画像３７４および３７５が表示されている場合において、
例えば、棚パネル３２０に表示されているサムネイル画像３７２ｓに対応する画像３７２
をスライドパネル３１０に表示させる場合には、サムネイル画像３７２ｓの表示部分に母
カーソル３０３を重ね合わせた状態で左右方向の右側にスライドパネル３１０の領域まで
左ドラッグし、スライドパネル３１０の領域でドロップする。例えば、矢印３５４ｂ方向
に左ドラッグする。この場合には、左ドラッグをしている途中では、図９（ａ）に示すよ
うに、母カーソル３０３とともにサムネイル画像３７２ｓが表示される。そして、母カー
ソル３０３とともにサムネイル画像３７２ｓをスライドパネル３１０の領域まで左ドラッ
グし、スライドパネル３１０の領域でドロップすると、図９（ｂ）に示すように、スライ
ドパネル３１０には、サムネイル画像３７２ｓに対応する画像３７２が表示される。また
、この場合には、サムネイル画像３７２ｓの前と後に配置されている画像が画像３７２の
上側と下側に表示される。例えば、サムネイル画像３７２ｓの前に配置されていたサムネ
イル画像３７１ｓに対応する画像３７１が画像３７２の上側に表示される。これにより、
例えば、スライドパネル３１０に表示される画像とこれに対応するサムネイル画像とを容
易に同期させて表示させることができる。
【００７８】
　図１０は、表示部１５０に表示される表示画面の一例であってマウスとカーソルとの対
応付けに関する遷移を示す図である。図１０（ａ）は、図３で示した表示画面３００にお
ける引き出しパネル３３０側の一部を示す図である。
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【００７９】
　情報処理装置１００を使用する各ユーザには、引き出しパネル３３０の第１引き出し部
３３１乃至第４引き出し部３３４のうちから通常使用する引き出し部が割り当てられてい
る。そして、情報処理装置１００を各ユーザが使用する場合には、何れかのマウスを用い
て表示部１５０に表示されている操作対象となるカーソルを見つけ、そのカーソルを自己
の引き出し部の領域に重ね合わせる。そして、各ユーザがカーソルを自己の引き出し部の
領域に重ね合わせた状態で、所定のキーを押下する。例えば、操作受付部１６０のキーボ
ードにおける「Ｒ」キーを押下する。この押下によって各カーソルが、各ユーザに応じた
カーソルに変更される。すなわち、引き出し部に対応するカーソルに変更される。
【００８０】
　このように、本発明の実施の形態においては、情報処理装置１００を使用する毎に、１
人のユーザに対して１つのマウスが割り当てられるものの、カーソル毎に専用のマウスを
設定する必要はない。これは、上述したように、情報処理装置１００を使用する毎に、マ
ウスとカーソルとを対応付けをしてから使用することができるからである。
【００８１】
　次に、本発明の実施の形態における情報処理装置１００の動作について図面を参照して
説明する。
【００８２】
　図１１は、情報処理装置１００による描画制御の処理手順を示すフローチャートである
。
【００８３】
　最初に、棚パネル３２０のサムネイル画像表示領域に関して描画される各画像を、アニ
メーションにより表示するか否かを示すアニメーションフラグがＯＦＦされる。ここで、
アニメーションによる表示とは、操作入力に従って表示領域に描画されている画像を移動
させる場合に、その移動における変化の態様を示す各画像を時間の経過に応じて順次表示
させることである。そして、画像記憶部２２０から表示対象となる画像が取得される（ス
テップＳ９０１）。続いて、取得された画像に対応するサムネイル画像を縮小画像生成部
２３０が生成する（ステップＳ９０２）。そして、生成されたサムネイル画像が縮小画像
記憶部２４０に記憶される。続いて、描画部２５０は、画像記憶部２２０に記憶されてい
る画像をスライドパネル３１０の表示領域に描画するとともに、縮小画像記憶部２４０に
記憶されているサムネイル画像を棚パネル３２０の表示領域に描画する（ステップＳ９０
３）。続いて、描画部２５０によって描画された画像が表示部２７０に表示される（ステ
ップＳ９０４）。
【００８４】
　続いて、棚パネル３２０に表示されるサムネイル画像の数を増減させる処理が実行され
る（ステップＳ９２０）。棚パネル３２０の右側取っ手部３２６について、何れかのカー
ソルで所定の操作がされた場合には、サムネイル画像の数の増減処理が実行される。なお
、ステップＳ９２０における処理手順については、図１７を参照してさらに詳細に説明す
る。
【００８５】
　続いて、棚パネル３２０に表示されるサムネイル画像を変更させる処理が実行される（
ステップＳ９４０）。棚パネル３２０の上側取っ手部３２７または下側取っ手部３２８に
ついて、何れかのカーソルで所定の操作がされた場合には、サムネイル画像の表示変更処
理が実行される。なお、ステップＳ９４０における処理手順については、図１９を参照し
てさらに詳細に説明する。
【００８６】
　続いて、スライドパネル３１０の表示領域に表示されている画像について左ドラッグ操
作がされているか否かが判断される（ステップＳ９０５）。スライドパネル３１０の表示
領域に表示されている画像について左ドラッグ操作がされている場合には（ステップＳ９
０５）、左ドラッグ操作がされているマウスの移動に応じて、左ドラッグ操作がされてい
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る画像に対応するサムネイル画像をカーソルとともに移動させる（ステップＳ９０８）。
一方、スライドパネル３１０の表示領域に表示されている画像について左ドラッグ操作が
されていない場合には（ステップＳ９０５）、スライドパネル３１０の表示領域に表示さ
れている各画像の表示部分に何れかのカーソルが存在するか否かが判断される（ステップ
Ｓ９０６）。スライドパネル３１０の表示領域に表示されている各画像の表示部分に何れ
かのカーソルが存在する場合には（ステップＳ９０６）、そのカーソルに対応するマウス
により左ドラッグ操作が開始されたか否かが判断される（ステップＳ９０７）。マウスに
より左ドラッグ操作が開始された場合には（ステップＳ９０７）、そのマウスの移動に応
じて、カーソルが存在する画像に対応するサムネイル画像をカーソルとともに移動させる
（ステップＳ９０８）。
【００８７】
　続いて、その左ドラッグ操作により移動しているサムネイル画像について、棚パネル３
２０の表示領域へのドロップ操作がされたか否かが判断される（ステップＳ９０９）。棚
パネル３２０の表示領域へのドロップ操作がされた場合には（ステップＳ９０９）、その
ドロップ操作がされたサムネイル画像を含むサムネイル画像の一列を棚パネル３２０の表
示領域に描画部２５０が描画して（ステップＳ９１０）、描画部２５０によって描画され
た画像が表示部２７０に表示される（ステップＳ９０４）。
【００８８】
　なお、棚パネル３２０の表示領域へのドロップ操作がされない場合には（ステップＳ９
０９）、ステップＳ９１９に進み、マウスやキーボード等の操作内容に応じて画像が描画
される。
【００８９】
　また、スライドパネル３１０の表示領域に表示されている各画像の表示部分に何れかの
カーソルが存在しない場合（ステップＳ９０６）、または、マウスにより左ドラッグ操作
が開始されない場合には（ステップＳ９０７）、棚パネル３２０の表示領域に表示されて
いる画像について左ドラッグ操作がされているか否かが判断される（ステップＳ９１１）
。棚パネル３２０の表示領域に表示されている画像について左ドラッグ操作がされている
場合には（ステップＳ９１１）、左ドラッグ操作がされているマウスの移動に応じて、左
ドラッグ操作がされている画像に対応するサムネイル画像をカーソルとともに移動させる
（ステップＳ９１４）。一方、棚パネル３２０の表示領域に表示されている画像について
左ドラッグ操作がされていない場合には（ステップＳ９１１）、棚パネル３２０の表示領
域に表示されている各画像の表示部分に何れかのカーソルが存在するか否かが判断される
（ステップＳ９１２）。
【００９０】
　棚パネル３２０の表示領域に表示されている各画像の表示部分に何れかのカーソルが存
在する場合には（ステップＳ９１２）、そのカーソルに対応するマウスにより左ドラッグ
操作が開始されたか否かが判断される（ステップＳ９１３）。マウスにより左ドラッグ操
作が開始された場合には（ステップＳ９１３）、そのマウスの移動に応じて、カーソルが
存在する画像に対応するサムネイル画像をカーソルとともに移動させる（ステップＳ９１
４）。
【００９１】
　続いて、その左ドラッグ操作により移動しているサムネイル画像について、スライドパ
ネル３１０の表示領域へのドロップ操作がされたか否かが判断される（ステップＳ９１５
）。スライドパネル３１０の表示領域へのドロップ操作がされた場合には（ステップＳ９
１５）、そのドロップ操作がされたサムネイル画像に対応する画像をスライドパネル３１
０の表示領域に描画部２５０が描画して（ステップＳ９１６）、描画部２５０によって描
画された画像が表示部２７０に表示される（ステップＳ９０４）。
【００９２】
　なお、スライドパネル３１０の表示領域へのドロップ操作がされない場合には（ステッ
プＳ９１５）、ステップＳ９１９に進み、マウスやキーボード等の操作内容に応じて画像
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が描画される。
【００９３】
　また、棚パネル３２０の表示領域に表示されている各画像の表示部分に何れかのカーソ
ルが存在しない場合（ステップＳ９１２）、または、マウスにより左ドラッグ操作が開始
されない場合には（ステップＳ９１３）、マウスやキーボード等により他の操作入力がさ
れたか否かが判断される（ステップＳ９１７）。マウスやキーボード等により他の操作入
力がされない場合には（ステップＳ９１７）、ステップＳ９２０に進み、操作入力を監視
する（ステップＳ９２０、ステップＳ９４０、ステップＳ９０５乃至ステップＳ９１７）
。マウスやキーボード等により他の操作入力がされた場合には（ステップＳ９１７）、そ
の操作内容が終了指示であるか否かが判断される（ステップＳ９１８）。その操作内容が
終了指示である場合には（ステップＳ９１８）、描画制御の処理手順の動作を終了する。
【００９４】
　一方、その操作内容が終了指示でない場合には（ステップＳ９１８）、その操作内容に
応じて画像が描画部２５０により描画され（ステップＳ９１９）、描画部２５０によって
描画された画像が表示部２７０に表示される（ステップＳ９０４）。
【００９５】
　これらにより、メイン領域とサムネイル領域とを独立して閲覧可能とすることができる
。このため、特に複数人で情報処理装置１００を用いて操作や閲覧をする場合には、メイ
ン領域に表示されているコンテンツが他者によって次のコンテンツに変更されてしまった
後でも、その進行の邪魔をせずに、サムネイル閲覧をすることができるとともに、サムネ
イル領域からの引き出し部への分類等を容易に行うことができる。
【００９６】
　また、メイン領域とサムネイル領域との独立した動きをサポートするとともに、表示さ
れているコンテンツを左ドラッグ操作することによって、メイン領域とサムネイル領域と
のコンテンツ位置を容易にそろえることが可能であり、その場に応じたフレキシブルな操
作を容易に行うことができる。
【００９７】
　次に、棚パネル３２０に表示されるサムネイル画像の数を増減させる場合について図面
を参照してさらに詳細に説明する。
【００９８】
　図１２は、表示部１５０に表示される表示画面の一例である表示画面３６０を示す図で
ある。
【００９９】
　表示画面３６０は、図３で示した表示画面３００において棚パネル３２０の右側取っ手
部３２６を右側に移動させるとともに引き出しパネル３３０全体を右側に移動させた場合
における表示画面である。この場合における表示画面３６０には、スライドパネル３１０
の画像３１１乃至３１３とともに、棚パネル３２０における複数のサムネイル画像および
右側取っ手部３２６、上側取っ手部３２７、下側取っ手部３２８、引き出しパネル３３０
の全体取っ手部３４１、父カーソル３０１、息子カーソル３０２、母カーソル３０３、娘
カーソル３０４、一般用カーソル３０５等が表示されている。
【０１００】
　棚パネル３２０の領域が右側に拡大されたことによってスライドパネル３１０の表示領
域が縮小され、これに応じて画像３１１乃至３１３がそれぞれ縮小されて表示される。こ
の場合に、スライドパネル３１０における各画像が所定の大きさ以下にならないように縮
小処理をするようにしてもよい。また、棚パネル３２０の領域が右側に拡大されたことに
よって棚パネル３２０のサムネイル表示領域が大きくなるため、棚パネル３２０には図３
で示したサムネイル画像３２１乃至３２５とともに他のサムネイル画像が表示される。例
えば、上下方向に５個および左右方向に３個の合計１５個のサムネイル画像が表示される
。
【０１０１】
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　棚パネル３２０において、例えば、棚パネル３２０の右側取っ手部３２６に父カーソル
３０１を重ね合わせた状態で左右方向に左ドラッグすることによって、右側取っ手部３２
６を左右方向に移動させることができる。この場合に、右側取っ手部３２６を左右方向に
所定の距離を越えて移動させた場合には、アニメーションにより右側取っ手部３２６を移
動させることができる。これにより、棚パネル３２０のサムネイル表示領域の縮小または
拡大の遷移を見易くすることができる。また、スライドパネル３１０側に右側取っ手部３
２６を移動させて棚パネル３２０のサムネイル表示領域を拡大することによって、現在表
示されているサムネイル画像を表示させた状態で、サムネイル画像を列単位で増加させる
ようにすることができる。さらに、スライドパネル３１０とは反対側に右側取っ手部３２
６を移動させて棚パネル３２０のサムネイル表示領域を縮小することによって、現在表示
されているサムネイル画像を表示させた状態で、サムネイル画像を列単位で削除させるよ
うにすることができる。これらにより、棚パネル３２０に表示されるサムネイル画像を見
易くした状態で、その数を増減させることができる。
【０１０２】
　また、棚パネル３２０において、例えば、棚パネル３２０の上側取っ手部３２７に母カ
ーソル３０３を重ね合わせた状態で上下方向の下側に左ドラッグすることによって、上側
取っ手部３２７を上下方向の下側に移動させることができる。この場合に、上側取っ手部
３２７を上下方向の下側に所定の距離を越えて移動させた場合には、アニメーションによ
り棚パネル３２０内のサムネイル画像を下側に移動させることができる。同様に、例えば
、棚パネル３２０の下側取っ手部３２８に娘カーソル３０４を重ね合わせた状態で上下方
向の上側に左ドラッグすることによって、下側取っ手部３２８を上下方向の上側に移動さ
せることができる。この場合に、下側取っ手部３２８を上下方向の上側に所定の距離を越
えて移動させた場合には、アニメーションにより棚パネル３２０内のサムネイル画像を上
側に移動させることができる。これらにより、図４および図５を参照して説明したように
、棚パネル３２０のサムネイル表示領域の移動の遷移を見易くすることができる。また、
棚パネル３２０に表示されているサムネイル画像を見易くした状態で、移動させることが
できる。
【０１０３】
　図１３乃至１５は、表示部１５０に表示される表示画面の一例である表示画面３８０を
示す図であって、表示画面３８０に表示される棚パネル３２０の遷移の例を示す図である
。
【０１０４】
　図１３（ａ）に示す表示画面３８０は、棚パネル３２０に１０個（５行×２列）のサム
ネイル画像が表示されている表示画面である。この表示画面３８０において、例えば、図
１３（ａ）に示すように、棚パネル３２０の右側取っ手部３２６に母カーソル３０３を重
ね合わせた状態で左右方向の右側に左ドラッグすると、図１３（ｂ）に示すように、右側
取っ手部３２６を矢印３８３方向に移動させることができる。さらに、右側取っ手部３２
６を矢印３８３方向に所定の距離まで移動させると、アニメーションにより右側取っ手部
３２６を矢印３８３方向に移動させることができる。このアニメーションによる移動後に
は、図１４（ｂ）に示すように、棚パネル３２０には１５個（５行×３列）のサムネイル
画像が表示される。
【０１０５】
　また、図１４（ａ）に示すように、右側取っ手部３２６を矢印３８３（図１３に示す）
方向にさらに移動させた場合において、所定の距離に満たない位置で左ドラッグを止める
と、アニメーションにより右側取っ手部３２６を矢印３８３（図１３に示す）とは反対方
向に移動させることができる。このアニメーションによる移動後には、図１４（ｂ）に示
すように、棚パネル３２０には１５個（５行×３列）のサムネイル画像が表示される。こ
れらにより、右側取っ手部３２６の移動による変化を見易くすることができる。また、例
えば、図１３（ａ）および図１４（ｂ）に示すように、棚パネル３２０には各サムネイル
画像の全体の画像を表示させることができる。
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【０１０６】
　また、図１４（ｂ）に示すように、棚パネル３２０に１５個（５行×３列）のサムネイ
ル画像が表示されている表示画面３８０において、例えば、図１５（ａ）に示すように、
棚パネル３２０の下側取っ手部３２８に母カーソル３０３を重ね合わせた状態で上下方向
の上側に左ドラッグすると、下側取っ手部３２８を矢印３８４方向に移動させることがで
きる。さらに、下側取っ手部３２８を矢印３８４方向に所定の距離まで移動させると、ア
ニメーションにより下側取っ手部３２８およびサムネイル画像を矢印３８４方向に移動さ
せることができる。このアニメーションによる移動後には、図１５（ｂ）に示すように、
この移動前のサムネイル画像をスライドさせた１５個（５行×３列）のサムネイル画像が
棚パネル３２０に表示される。
【０１０７】
　なお、図１５（ａ）に示すように、下側取っ手部３２８を矢印３８４方向に移動させて
いる場合において、所定の距離に満たない位置で左ドラッグを止めると、アニメーション
により下側取っ手部３２８を矢印３８４とは反対方向に移動させることができる。このア
ニメーションによる移動後には、図１４（ｂ）に示すように、棚パネル３２０には１５個
（５行×３列）のサムネイル画像が表示される。これらにより、サムネイル画像の移動に
よる変化を見易くすることができる。また、例えば、図１４（ｂ）および図１５（ｂ）に
示すように、棚パネル３２０には各サムネイル画像の全体の画像を表示させることができ
る。
【０１０８】
　次に、棚パネル３２０に表示されるサムネイル画像の数を変更する場合における動作に
ついて図面を参照して詳細に説明する。
【０１０９】
　図１６は、表示部１５０に表示される表示画面の一例である表示画面３９０の一部を示
す図であって、棚パネル３２０に表示されるサムネイル画像の数を変更する場合における
表示領域の幅４００と閾値（ｌｏｗ）４０１および閾値（ｈｉｇｈ）４０２との関係を示
す図である。なお、以下で説明する各表示画面においては、左右方向をｘ方向とし、上下
方向をｙ方向とする。
【０１１０】
　棚パネル３２０の表示領域の幅４００は、棚パネル３２０の表示領域の左端と、棚パネ
ル３２０の表示領域の右端との長さである。なお、棚パネル３２０の表示領域には右側取
っ手部３２６を含め、棚パネル３２０の表示領域の右端は右側取っ手部３２６の右端とす
る。表示領域の幅と閾値（ｈｉｇｈ）および閾値（ｌｏｗ）との関係については、図１７
を参照してさらに詳細に説明する。
【０１１１】
　図１７は、情報処理装置１００によるサムネイル画像表示数の変更処理の処理手順（図
１１に示すステップＳ９２０の処理手順）を示すフローチャートである。
【０１１２】
　最初に、右側取っ手部３２６、上側取っ手部３２７、下側取っ手部３２８の何れかをド
ラッグ操作しているカーソルが存在するか否かが判断される（ステップＳ９２１）。例え
ば、図１６では、右側取っ手部３２６が、父カーソル３０１によりｘ方向の右側にドラッ
グ操作されている場合を示す。
【０１１３】
　右側取っ手部３２６、上側取っ手部３２７、下側取っ手部３２８の何れかをドラッグ操
作しているカーソルが存在する場合には（ステップＳ９２１）、そのカーソルにより右側
取っ手部３２６がｘ方向に左ドラッグ操作されているか否かが判断される（ステップＳ９
２２）。例えば、図１６では、右側取っ手部３２６上に存在する父カーソル３０１により
表示画面３９０におけるｘ方向（右側）に左ドラッグ操作がされている場合を示す。
【０１１４】
　例えば、カーソルにより右側取っ手部３２６がｘ方向に左ドラッグ操作されている場合
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には（ステップＳ９２２）、その左ドラッグ操作に応じて右側取っ手部３２６が移動させ
られる（ステップＳ９２３）。すなわち、棚パネル３２０のサムネイル画像表示領域の幅
が変更される。なお、複数のカーソルにより右側取っ手部３２６がｘ方向に左ドラッグ操
作されている場合においても（ステップＳ９２２）、これらのカーソルが右側取っ手部３
２６の上に重ねられた状態で左ドラッグ操作がされるという条件を満たす場合には、その
条件を満たす各カーソルの操作が反映される（ステップＳ９２３）。
【０１１５】
　続いて、棚パネル３２０のサムネイル画像表示領域の幅が所定の閾値（ｈｉｇｈ）以上
になったか否かが判断される（ステップＳ９２４）。例えば、表示画面３９０において表
示領域の幅４００が閾値（ｈｉｇｈ）４０２以上になったか否かが判断される。
【０１１６】
　棚パネル３２０のサムネイル画像表示領域の幅が所定の閾値（ｈｉｇｈ）以上になった
場合には（ステップＳ９２４）、一列のサムネイル画像をサムネイル画像表示領域に追加
する旨の設定がされる（ステップＳ９２５）。例えば、図１６に示すように、棚パネル３
２０に１０個（５行×２列）のサムネイル画像が表示されている表示画面３９０において
、表示領域の幅４００が閾値（ｈｉｇｈ）４０２以上になった場合には（ステップＳ９２
４）、棚パネル３２０のサムネイル画像表示領域に１５個（５行×３列）のサムネイル画
像が表示されるように設定される（ステップＳ９２５）。なお、このように、一列のサム
ネイル画像をサムネイル画像表示領域に追加する旨の設定がされた場合には（ステップＳ
９２５）、縮小画像記憶部２４０に記憶されているサムネイル画像のうちで、棚パネル３
２０のサムネイル画像表示領域に表示されているサムネイル画像の次に配置されている一
列単位のサムネイル画像が読み出されて表示される。例えば、図４（ａ）に示すように、
棚パネル３２０にサムネイル画像１乃至１０が表示されている場合においては、サムネイ
ル画像６乃至１０の次に配置されているサムネイル画像１１乃至１５が読み出されて表示
される。続いて、棚パネル３２０のサムネイル画像表示領域に１５個（５行×３列）のサ
ムネイル画像を表示するアニメーションを実行するためのアニメーションフラグがＯＮさ
れ（ステップＳ９２８）、サムネイル画像表示数の変更処理の動作を終了する。
【０１１７】
　一方、棚パネル３２０のサムネイル画像表示領域の幅が所定の閾値（ｈｉｇｈ）以上に
なっていない場合には（ステップＳ９２４）、棚パネル３２０のサムネイル画像表示領域
の幅が所定の閾値（ｌｏｗ）以下になったか否かが判断される（ステップＳ９２６）。
【０１１８】
　棚パネル３２０のサムネイル画像表示領域の幅が所定の閾値（ｌｏｗ）以下になった場
合には（ステップＳ９２６）、右端の一列のサムネイル画像をサムネイル画像表示領域か
ら削除する旨の設定がされる（ステップＳ９２７）。例えば、図１６に示す棚パネル３２
０に１５個（５行×２列）のサムネイル画像が表示されていた場合において、表示領域の
幅４００が閾値（ｌｏｗ）４０１以下になった場合には（ステップＳ９２６）、棚パネル
３２０のサムネイル画像表示領域に１０個（５行×２列）のサムネイル画像が表示される
ように設定される（ステップＳ９２７）。続いて、棚パネル３２０のサムネイル画像表示
領域に１０個（５行×２列）のサムネイル画像を表示するアニメーションを実行するため
のアニメーションフラグがＯＮされ（ステップＳ９２８）、サムネイル画像表示数の変更
処理の動作を終了する。
【０１１９】
　また、右側取っ手部３２６、上側取っ手部３２７、下側取っ手部３２８の何れかをドラ
ッグ操作しているカーソルが存在しない場合には（ステップＳ９２１）、アニメーション
フラグがＯＮされているか否かが判断される（ステップＳ９２９）。アニメーションフラ
グがＯＮされていなければ（ステップＳ９２９）、サムネイル画像表示数の変更処理の動
作を終了する。
【０１２０】
　アニメーションフラグがＯＮされている場合には（ステップＳ９２９）、ステップＳ９
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２５またはステップＳ９２７で設定された数のサムネイル画像が棚パネル３２０のサムネ
イル画像表示領域に表示されるための位置である目標位置まで右側取っ手部３２６をアニ
メーションにより移動させる処理が実行される（ステップＳ９３０）。続いて、右側取っ
手部３２６がアニメーションにより目標位置まで到達したか否かが判断される（ステップ
Ｓ９３１）。すなわち、棚パネル３２０のサムネイル画像表示領域がステップＳ９２５ま
たはステップＳ９２７で設定された数のサムネイル画像が表示されるための適切な領域と
なっているか否かが判断される。右側取っ手部３２６が目標位置まで到達していなければ
（ステップＳ９３１）、アニメーションフラグがＯＮの状態で、サムネイル画像表示数の
変更処理の動作を終了する。一方、右側取っ手部３２６が目標位置まで到達していれば（
ステップＳ９３１）、アニメーションフラグがＯＦＦされ（ステップＳ９３２）、サムネ
イル画像表示数の変更処理の動作を終了する。
【０１２１】
　なお、サムネイル画像表示数の変更処理の動作を終了した場合において、右側取っ手部
３２６、上側取っ手部３２７、下側取っ手部３２８の何れかをドラッグ操作しているカー
ソルが存在しない場合でも（ステップＳ９２１）、アニメーションフラグがＯＮされてい
る場合には、ステップＳ９３０およびステップＳ９３１における処理手順が実行されるた
め、棚パネル３２０のサムネイル画像表示領域がアニメーションにより適切な領域となる
。
【０１２２】
　なお、カーソルにより右側取っ手部３２６がｘ方向に左ドラッグ操作された場合におい
て（ステップＳ９２２）、棚パネル３２０のサムネイル画像表示領域の幅が、所定の閾値
（ｈｉｇｈ）以上にならず（ステップＳ９２４）、しかも、所定の閾値（ｌｏｗ）以下に
ならない（ステップＳ９２６）状態で、ユーザが左ドラッグ操作を止めたような場合には
、図１１に示すステップＳ９１９で、左ドラッグ操作がされる前の位置に右側取っ手部３
２６をアニメーションにより戻すことができる。また、右側取っ手部３２６、上側取っ手
部３２７、下側取っ手部３２８の何れかをドラッグ操作しているカーソルが存在する場合
において（ステップＳ９２１）、そのカーソルにより右側取っ手部３２６がｘ方向に左ド
ラッグ操作されていなければ（ステップＳ９２２）、そのカーソルにより上側取っ手部３
２７または下側取っ手部３２８がｙ方向に左ドラッグ操作されている状態である。この場
合には、アニメーション処理を実行せずに、サムネイル画像表示数の変更処理の動作を終
了する。このように、右側取っ手部３２６、上側取っ手部３２７、下側取っ手部３２８の
何れかがドラッグ操作されている場合には、操作者によるドラッグ操作に応じた処理を優
先するため、アニメーション処理が実行されない。
【０１２３】
　次に、棚パネル３２０に表示されているサムネイル画像を切り換える場合における動作
について図面を参照して詳細に説明する。
【０１２４】
　図１８は、表示部１５０に表示される表示画面の一例である表示画面３９１の一部を示
す図であって、棚パネル３２０に表示されているサムネイル画像を切り換える場合におけ
る表示領域のｙ座標４１０と閾値（ｈｉｇｈ）４１１および閾値（ｌｏｗ）４１２との関
係を示す図である。
【０１２５】
　棚パネル３２０の表示領域のｙ座標４１０は、棚パネル３２０の表示領域の上端と下端
との長さの中心位置である。なお、棚パネル３２０の表示領域には上側取っ手部３２７お
よび下側取っ手部３２８を含め、棚パネル３２０の表示領域の上端は上側取っ手部３２７
の上端とし、棚パネル３２０の表示領域の下端は下側取っ手部３２８の下端とする。表示
領域のｙ座標と閾値（ｈｉｇｈ）および閾値（ｌｏｗ）との関係については、図１９を参
照してさらに詳細に説明する。
【０１２６】
　図１９は、情報処理装置１００によるサムネイル画像の表示切換処理の処理手順（図１
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１に示すステップＳ９４０の処理手順）を示すフローチャートである。
【０１２７】
　最初に、右側取っ手部３２６、上側取っ手部３２７、下側取っ手部３２８の何れかをド
ラッグ操作しているカーソルが存在するか否かが判断される（ステップＳ９４１）。例え
ば、図１８では、下側取っ手部３２８が、父カーソル３０１によりｙ方向の上側にドラッ
グ操作されている場合を示す。
【０１２８】
　右側取っ手部３２６、上側取っ手部３２７、下側取っ手部３２８の何れかをドラッグ操
作しているカーソルが存在する場合には（ステップＳ９４１）、そのカーソルにより上側
取っ手部３２７または下側取っ手部３２８がｙ方向に左ドラッグ操作されているか否かが
判断される（ステップＳ９４２）。
【０１２９】
　例えば、カーソルによりより上側取っ手部３２７または下側取っ手部３２８がｙ方向に
左ドラッグ操作されている場合には（ステップＳ９４２）、その左ドラッグ操作に応じて
、上側取っ手部３２７または下側取っ手部３２８とともに、棚パネル３２０のサムネイル
画像表示領域が移動させられる（ステップＳ９４３）。すなわち、棚パネル３２０に表示
されている各サムネイル画像が移動させられる。なお、複数のカーソルにより上側取っ手
部３２７または下側取っ手部３２８がｙ方向に左ドラッグ操作されている場合においても
（ステップＳ９４２）、これらのカーソルが上側取っ手部３２７または下側取っ手部３２
８の上に重ねられた状態で左ドラッグ操作がされるという条件を満たす場合には、その条
件を満たす各カーソルの操作が反映される（ステップＳ９４３）。
【０１３０】
　続いて、棚パネル３２０のサムネイル画像表示領域のｙ座標が所定の閾値（ｈｉｇｈ）
以上になったか否かが判断される（ステップＳ９４４）。例えば、下側取っ手部３２８を
用いて左ドラッグ操作がされ、表示画面３９１において表示領域のｙ座標４１０が閾値（
ｈｉｇｈ）４１１以上になったか否かが判断される。
【０１３１】
　棚パネル３２０のサムネイル画像表示領域のｙ座標が所定の閾値（ｈｉｇｈ）以上にな
った場合には（ステップＳ９４４）、次のサムネイル画像表示領域を棚パネル３２０の中
央に移動する旨の設定がされる（ステップＳ９４５）。例えば、図４（ａ）に示すように
、棚パネル３２０に１０個（５行×２列）のサムネイル画像１乃至１０が表示されている
場合において、表示領域のｙ座標４１０が閾値（ｈｉｇｈ）４１１以上になった場合には
（ステップＳ９４４）、棚パネル３２０のサムネイル画像表示領域には、サムネイル画像
１乃至１０の次に配置されているサムネイル画像１１乃至２０（図４（ｂ）に示す）が表
示されるように設定される（ステップＳ９４５）。続いて、棚パネル３２０のサムネイル
画像表示領域に次に配置されているサムネイル画像を表示するアニメーションを実行する
ためのアニメーションフラグがＯＮされ（ステップＳ９４８）、サムネイル画像の表示切
換処理の動作を終了する。
【０１３２】
　一方、棚パネル３２０のサムネイル画像表示領域のｙ座標が所定の閾値（ｈｉｇｈ）以
上になっていない場合には（ステップＳ９４４）、棚パネル３２０のサムネイル画像表示
領域のｙ座標が所定の閾値（ｌｏｗ）以下になったか否かが判断される（ステップＳ９４
６）。例えば、上側取っ手部３２７を用いて左ドラッグ操作がされ、表示画面３９１にお
いて表示領域のｙ座標４１０が閾値（ｌｏｗ）４１２以下になったか否かが判断される。
【０１３３】
　棚パネル３２０のサムネイル画像表示領域のｙ座標が所定の閾値（ｌｏｗ）以下になっ
た場合には（ステップＳ９４６）、前のサムネイル画像表示領域を棚パネル３２０の中央
に移動する旨の設定がされる（ステップＳ９４７）。例えば、図４（ｂ）に示す１０個（
５行×２列）のサムネイル画像１１乃至２０が棚パネル３２０に表示されている場合にお
いて、表示領域のｙ座標４１０が閾値（ｌｏｗ）４１２以下になった場合には（ステップ
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Ｓ９４６）、棚パネル３２０のサムネイル画像表示領域には、図４（ｂ）に示すサムネイ
ル画像１１乃至２０の前に配置されているサムネイル画像１乃至１０（（図４（ａ）に示
す））が表示されるように設定される（ステップＳ９４７）。続いて、棚パネル３２０の
サムネイル画像表示領域に前に配置されているサムネイル画像を表示するアニメーション
を実行するためのアニメーションフラグがＯＮされ（ステップＳ９４８）、サムネイル画
像の表示切換処理の動作を終了する。
【０１３４】
　また、右側取っ手部３２６、上側取っ手部３２７、下側取っ手部３２８の何れかをドラ
ッグ操作しているカーソルが存在しない場合には（ステップＳ９４１）、アニメーション
フラグがＯＮされているか否かが判断される（ステップＳ９４９）。アニメーションフラ
グがＯＮされていなければ（ステップＳ９４９）、サムネイル画像の表示切換処理の動作
を終了する。
【０１３５】
　アニメーションフラグがＯＮされている場合には（ステップＳ９４９）、ステップＳ９
４５またはステップＳ９４７で設定されたサムネイル画像が棚パネル３２０のサムネイル
画像表示領域の中央に表示されるための位置である目標位置まで、当該サムネイル画像を
アニメーションにより移動させる処理が実行される（ステップＳ９５０）。続いて、当該
サムネイル画像が目標位置まで到達したか否かが判断される（ステップＳ９５１）。すな
わち、棚パネル３２０のサムネイル画像表示領域にステップＳ９４５またはステップＳ９
４７で設定されたサムネイル画像が適切に表示されているか否かが判断される。当該サム
ネイル画像が目標位置までアニメーションにより到達していなければ（ステップＳ９５１
）、アニメーションフラグがＯＮの状態で、サムネイル画像の表示切換処理の動作を終了
する。一方、当該サムネイル画像が目標位置まで到達していれば（ステップＳ９５１）、
アニメーションフラグがＯＦＦされ（ステップＳ９５２）、サムネイル画像の表示切換処
理の動作を終了する。
【０１３６】
　なお、サムネイル画像の表示切換処理の動作を終了した場合において、右側取っ手部３
２６、上側取っ手部３２７、下側取っ手部３２８の何れかをドラッグ操作しているカーソ
ルが存在しない場合でも（ステップＳ９４１）、アニメーションフラグがＯＮされている
場合には、ステップＳ９５０およびステップＳ９５１における処理手順が実行されるため
、棚パネル３２０のサムネイル画像表示領域には適切なサムネイル画像が表示される。
【０１３７】
　なお、カーソルにより上側取っ手部３２７または下側取っ手部３２８がｙ方向に左ドラ
ッグ操作がされた場合において（ステップＳ９４２）、棚パネル３２０のサムネイル画像
表示領域のｙ座標が、所定の閾値（ｈｉｇｈ）以上にならず（ステップＳ９４４）、しか
も、所定の閾値（ｌｏｗ）以下にならない（ステップＳ９４６）状態で、ユーザが左ドラ
ッグ操作を止めたような場合には、図１１に示すステップＳ９１９で、左ドラッグ操作が
される前の位置に上側取っ手部３２７および下側取っ手部３２８を戻すことができる。ま
た、右側取っ手部３２６、上側取っ手部３２７、下側取っ手部３２８の何れかをドラッグ
操作しているカーソルが存在する場合において（ステップＳ９４１）、そのカーソルによ
り上側取っ手部３２７または下側取っ手部３２８がｙ方向に左ドラッグ操作されていなけ
れば（ステップＳ９４２）、そのカーソルにより右側取っ手部３２６がｘ方向に左ドラッ
グ操作されている状態である。この場合には、アニメーション処理を実行せずに、サムネ
イル画像の表示切換処理の動作を終了する。このように、右側取っ手部３２６、上側取っ
手部３２７、下側取っ手部３２８の何れかがドラッグ操作されている場合には、操作者に
よるドラッグ操作に応じた処理を優先するため、アニメーション処理が実行されない。こ
のように、サムネイル画像の表示切換処理と、サムネイル画像表示数の変更処理とは独立
したものではなく、互いに影響をするものである。また、例えば、父カーソル３０１がｘ
方向の右側に右側取っ手部３２６を左ドラッグ操作している途中で、母カーソル３０３と
娘カーソル３０４とが右側取っ手部３２６の左ドラッグ操作に加わることができる。また
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、例えば、父カーソル３０１がｘ方向の右側に右側取っ手部３２６を左ドラッグ操作して
サムネイル画像の表示数の変更操作をしている場合において、母カーソル３０３が上側取
っ手部３２７または下側取っ手部３２８をドラッグ操作してサムネイル画像の表示切換操
作をすることができる。このように、サムネイル画像の表示数の変更操作と、サムネイル
画像の表示切換操作とを同時に複数のカーソルを用いて行うことができる。これにより、
多数の人が協力して表示操作を行うことができる。
【０１３８】
　以上で示したように、本発明の実施の形態によれば、例えば、共同スペースにおけるリ
ビングにおいて、リビングと言う不特定多数の人が集まる場所に適した複数でのインタラ
クションのソフトウエアを提供することができる。
【０１３９】
　また、コンテンツを表示するメイン領域と、コンテンツのサムネイル画像を表示するサ
ムネイル領域と、コンテンツを格納する引き出し領域との３つの表示領域をそれぞれ可変
とすることによって、その場の要求やプレゼンテーションスタイルに応じて、表示領域を
適切なレイアウトに自由に変更することができる。
【０１４０】
　さらに、サムネイル領域を左右方向に拡大または縮小させることによって、サムネイル
画像の表示枚数を容易に変更することができる。この場合において、アニメーションによ
りサムネイル領域の拡大または縮小をすることによって、拡大または縮小の変化を見易く
することができる。また、縦一列をワンセットとして、サムネイル領域の拡大に応じて、
サムネイル画像を一列ずつ追加するように表示させることができる。一方、サムネイル領
域の縮小に応じて、サムネイル画像を一列ずつ削除するように表示させることができる。
このように、サムネイル領域を左右方向に拡大または縮小させる場合には、サムネイル画
像の表示位置を動かす必要がないため、サムネイル画像の表示位置を調整しなくてもよく
、拡大または縮小の変化とサムネイル画像とを見易くすることができる。
【０１４１】
　さらに、上下方向に縦一列単位でサムネイル画像の表示切替をすることによって、シー
ムレスなアニメーションでサムネイル画像の表示を繋ぐことができる。これにより、スク
ロールによる細かい変化とは異なる操作をすることができ、多数の人にとって見易くなる
ように表示切替をすることができる。特に、情報処理装置１００を複数人で同時に操作す
る場合には、変化に対応しやすいインタラクションを実現することができる。
【０１４２】
　このように、本発明の実施の形態によれば、複数の画像が表示される場合にこれらの各
画像を多数の人にとって見易くなるように表示させることができる。
【０１４３】
　なお、本発明の実施の形態では、情報処理装置１００について説明したが、ポインティ
ングデバイス等の操作部材によって所定の操作が可能なテレビジョン等の画像表示装置に
本発明の実施の形態を適用することができる。また、所定のネットワークを介して接続さ
れている複数の情報処理装置の表示部において同一の画面を表示することが可能な情報処
理システムであって、各表示部における画像を各情報処理装置から操作することが可能な
情報処理システムに本発明の実施の形態を適用することができる。
【０１４４】
　また、本発明の実施の形態は本発明を具現化するための一例を示したものであり、特許
請求の範囲における発明特定事項とそれぞれ対応関係を有するが、これに限定されるもの
ではなく本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変形を施すことができる。
【０１５３】
　なお、本発明の実施の形態において説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方
法として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプロ
グラム乃至そのプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。
【図面の簡単な説明】
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【０１５４】
【図１】本発明の実施の形態における情報処理装置１００の機能構成例を示すブロック図
である。
【図２】本発明の実施の形態における情報処理装置１００の描画制御に関する機能構成例
を示すブロック図である。
【図３】表示部１５０に表示される表示画面の一例である表示画面３００を示す図である
。
【図４】表示部１５０に表示される表示画面の一例を示す図である。
【図５】棚パネル３２０の領域を表示画面３００ａの右端まで拡大させた後における表示
画面３００ｂを示す図である。
【図６】表示部１５０に表示される表示画面の一例である表示画面３５０を示す図である
。
【図７】表示部１５０に表示される表示画面の一例である表示画面３５５を示す図である
。
【図８】表示部１５０に表示される表示画面の一例である表示画面３５５を示す図である
。
【図９】表示部１５０に表示される表示画面の一例である表示画面３７０を示す図である
。
【図１０】表示部１５０に表示される表示画面の一例であってマウスとカーソルとの対応
付けに関する遷移を示す図である。
【図１１】情報処理装置１００による描画制御の処理手順を示すフローチャートである。
【図１２】表示部１５０に表示される表示画面の一例である表示画面３６０を示す図であ
る。
【図１３】表示画面３８０に表示される棚パネル３２０の遷移の例を示す図である。
【図１４】表示画面３８０に表示される棚パネル３２０の遷移の例を示す図である。
【図１５】表示画面３８０に表示される棚パネル３２０の遷移の例を示す図である。
【図１６】棚パネル３２０に表示される表示領域の幅４００と閾値４０１および閾値４０
２との関係を示す図である。
【図１７】情報処理装置１００によるサムネイル画像表示数の変更処理の処理手順（図１
１に示すステップＳ９２０の処理手順）を示すフローチャートである。
【図１８】棚パネル３２０に表示される表示領域のｙ座標４１０と閾値４１１および閾値
４１２との関係を示す図である。
【図１９】情報処理装置１００によるサムネイル画像の表示切換処理の処理手順（図１１
に示すステップＳ９４０の処理手順）を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１５５】
　１００　情報処理装置
　１１０　ＣＰＵ
　１２０　ＲＯＭ
　１３０　ＲＡＭ
　１４０　ＨＤＤ
　１５０　表示部
　１６０　操作受付部
　１７０　音声出力部
　１８０　バス
　２１０　操作受付部
　２２０　画像記憶部
　２３０　縮小画像生成部
　２４０　縮小画像記憶部
　２５０　描画部
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　２６０　制御部
　２７０　表示部
　３１０　スライドパネル
　３２０　棚パネル
　３３０　引き出しパネル

【図１】 【図２】
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【図１１】 【図１７】

【図１９】
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【図３】
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【図４】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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【図８】
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【図９】



(36) JP 4952275 B2 2012.6.13

【図１０】
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【図１２】
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【図１３】
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【図１４】
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【図１５】
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【図１６】
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【図１８】
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