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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フォルダ内のファイルを開くための方法であって、
　前記フォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置周辺の空きスペー
スを検出するステップと、
　前記検出された空きスペースが設定された閾値以上であるときに、前記空きスペースに
向かって前記フォルダの前記アイコンを拡張するステップであって、拡張される前記フォ
ルダのアイコン領域はプリセット領域とサムネイル表示領域を含み、前記プリセット領域
は前記フォルダ内のプリセットファイルに関する情報を表示し、前記サムネイル表示領域
は前記フォルダ内のファイルのサムネイルを表示するために使用される、ステップと、
　前記プリセットファイルに関する前記情報を前記プリセット領域に表示するステップと
、
　前記フォルダ内の前記ファイルの前記サムネイルを前記サムネイル表示領域に表示する
ステップと、　フォルダのアイコン領域で実行される操作を取得するステップと、
　前記操作が前記フォルダの前記アイコン領域のプリセット領域で実行されたかどうかを
判定するステップでと、
　前記操作が前記フォルダの前記アイコン領域の前記プリセット領域で実行された場合に
、前記プリセットファイルを開くステップと、
　前記操作が前記フォルダの前記アイコン領域の前記サムネイル表示領域で実行された場
合に、前記フォルダを開くステップと、
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　を含む、方法。
【請求項２】
　前記フォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置周辺の空きスペー
スを検出する前記ステップが、
　前記フォルダが配置されているユーザインタフェース位置の横方向または縦方向の両側
で空きスペースを検出するステップ
　を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記検出された空きスペースが設定された閾値以上であるときに、前記空きスペースに
向かって前記フォルダの前記アイコンを拡張する前記ステップが、
　前記検出された空きスペースが前記設定された閾値以上であるときに、前記フォルダが
前記プリセットファイルを含んでいるかどうかを判定するステップと、
　前記フォルダが前記プリセットファイルを含んでいると判定された場合に、前記空きス
ペースに向かって前記フォルダの前記アイコンを拡張するステップと
　を含む、請求項1または2に記載の方法。
【請求項４】
　前記フォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置周辺の空きスペー
スを検出する前記ステップの前に、前記方法が、
　前記フォルダの前記アイコンを拡張するために使用される操作を取得するステップ
　をさらに含み、
　前記フォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置周辺の空きスペー
スを検出する前記ステップは、
　前記フォルダの前記アイコンを拡張するために使用される前記操作に応じて、前記フォ
ルダの前記アイコンが配置されている前記ユーザインタフェース位置周辺の前記空きスペ
ースを検出するステップ
　を含む、
　請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記フォルダの前記アイコン領域が、複数の前記プリセットファイルに関する情報をそ
れぞれに対応して表示する複数の前記プリセット領域を含む、請求項1から4のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項６】
　フォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置周辺の空きスペースを
検出するように構成された、検出ユニットと、
　前記検出ユニットによって検出された前記空きスペースが設定された閾値以上であると
きに、前記空きスペースに向かって前記フォルダの前記アイコンを拡張するように構成さ
れた拡張ユニットであって、拡張される前記フォルダのアイコン領域はプリセット領域と
サムネイル表示領域を含み、前記プリセット領域は前記フォルダ内のプリセットファイル
に関する情報を表示し、前記サムネイル表示領域は前記フォルダ内のファイルのサムネイ
ルを表示するために使用される、前記拡張ユニットと、
　前記拡張ユニットが前記空きスペースに向かって前記フォルダの前記アイコンを拡張し
た後に、前記プリセットファイルに関する前記情報を前記プリセット領域に表示するよう
に構成された、表示ユニットと
　前記フォルダの前記アイコン領域で実行される操作を取得するように構成された取得ユ
ニットと、
　前記取得ユニットによって取得された前記操作が前記フォルダの前記アイコン領域のプ
リセット領域で実行されたかどうかを判定するように構成された判定ユニットであって、
判定ユニットと、
　前記判定ユニットが、前記操作は前記フォルダの前記アイコン領域の前記プリセット領
域で実行されたと判定した場合に、前記プリセットファイルを開き、前記判定ユニットが
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、前記操作は前記フォルダの前記アイコン領域の前記サムネイル表示領域で実行されたと
判定した場合に、前記フォルダを開くように構成されたオープニングユニットと、
　を含む、端末。
【請求項７】
　前記検出ユニットが、特に、
　前記取得ユニットが前記フォルダの前記アイコン領域で実行される前記操作を取得する
前に、前記フォルダが配置されているユーザインタフェース位置の横方向または縦方向の
両側で空きスペースを検出するように構成されること
　を含む、請求項6に記載の端末。
【請求項８】
　前記拡張ユニットが、特に、
　前記プリセットファイルに関する前記情報が前記プリセット領域に表示されるために使
用される場合、前記検出ユニットによって検出された前記空きスペースが前記設定された
閾値以上であるときに、前記フォルダが前記プリセットファイルを含んでいるかどうかを
判定するように、および、前記フォルダが前記プリセットファイルを含んでいると判定さ
れた場合に、前記空きスペースに向かって前記フォルダの前記アイコンを拡張するように
構成されること
　を含む、請求項6または7に記載の端末。
【請求項９】
　前記取得ユニットが、前記検出ユニットが前記フォルダの前記アイコンが配置されてい
る前記ユーザインタフェース位置周辺の前記空きスペースを検出する前に、前記フォルダ
の前記アイコンを拡張するために使用される操作を取得するようにさらに構成され、
　前記検出ユニットが、前記フォルダの前記アイコンが配置されている前記ユーザインタ
フェース位置周辺の前記空きスペースを検出するように構成されることは、
　前記検出ユニットが、前記フォルダの前記アイコンを拡張するために使用され、前記取
得ユニットによって取得された前記操作に応じて、前記フォルダの前記アイコンが配置さ
れている前記ユーザインタフェース位置周辺の前記空きスペースを検出するように構成さ
れること
　を含む、請求項6から8のいずれか一項に記載の端末。
【請求項１０】
　前記取得ユニットが、前記フォルダの前記アイコン領域で実行された前記操作を取得す
るように構成され、前記フォルダの前記アイコン領域は、複数の前記プリセットファイル
に関する情報をそれぞれに対応して表示する複数の前記プリセット領域を含む、請求項6
または9に記載の端末。
【請求項１１】
　フォルダのアイコン領域で実行される操作を取得するように構成された入力装置と、
　前記フォルダ内のプリセットファイルに関する情報をプリセット領域に表示し、前記フ
ォルダ内のファイルのサムネイルをサムネイル表示領域に表示するように構成された出力
装置と、
　前記入力装置および前記出力装置に別々に接続されたプロセッサであって、前記入力装
置によって取得された前記操作が、前記フォルダの前記アイコン領域の前記プリセット領
域で実行されたか前記フォルダの前記アイコン領域の前記サムネイル表示領域で実行され
たかどうかを判定するように、および、前記操作が前記フォルダの前記アイコン領域の前
記プリセット領域で実行された場合に、前記プリセットファイルを開き、前記操作が前記
フォルダの前記アイコン領域の前記サムネイル表示領域で実行された場合に、前記フォル
ダを開くように構成されたプロセッサと
　を含む、端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、通信技術の分野に関し、特に、フォルダ内のファイルを開く方法および端末
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、フォルダは、例えば、スマートフォンまたはコンピュータのユーザインタフェ
ースの、端末装置に設定され、ユーザは、フォルダを使用してアプリケーションまたはフ
ァイルを管理することができる。ユーザがフォルダ内のファイルを開く必要がある場合、
ユーザは、フォルダを開くために、フォルダのアイコンを最初にクリックまたはタップす
るだけで対象ファイルのアイコンを見ることができ、その後、対象ファイルのアイコンを
見つけて、対象ファイルのアイコンをクリックするだけで、対象ファイルを開くことがで
きる。ファイルは、ここで、端末装置上のアプリケーションを含んでいる。つまり、従来
技術では、フォルダ内のファイルを開くには、フォルダを開くために、ユーザがフォルダ
をクリックする操作を最初に取得し、その後、対象ファイルを選択して開く操作を取得す
るだけで、端末は対象ファイルを開くことができる。したがって、フォルダが開かれてい
ないときに、ユーザは、従来技術を使用して、フォルダ内の対象ファイルを直接見ること
ができず、対象ファイルを直接開くことができない。
【発明の概要】
【０００３】
　本発明の実施形態は、フォルダ内のファイルを開くための方法および端末を提供してい
る。本発明の実施形態は、フォルダが開かれていないときに、ユーザはフォルダ内のファ
イルのアイコンを見ることができ、また見たファイルを直接開くことができる。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の第1の態様によれば、フォルダ内のファイルを開くための方法が提供され、こ
の方法は、
　フォルダのアイコン領域で実行される操作を取得するステップと、
　操作がフォルダのアイコン領域のプリセット領域で実行されたかどうかを判定するステ
ップであって、プリセット領域はフォルダ内のプリセットファイルに関する情報を表示す
る、ステップと、
　操作がフォルダのアイコン領域のプリセット領域で実行された場合に、プリセットファ
イルを開くステップと
　を含む。
【０００５】
　本発明の第1の態様を参照すると、第1の態様の第1の可能な実施態様において、本方法
は、
　操作がプリセット領域を除いたフォルダのアイコン領域で実行された場合に、フォルダ
を開くステップをさらに含む。
【０００６】
　本発明の第1の態様または第1の態様の第1の可能な実施態様を参照すると、第1の態様の
第2の可能な実施態様において、フォルダのアイコン領域は、複数のプリセットファイル
に関する情報をそれぞれに対応して表示する複数のプリセット領域を含む。
【０００７】
　本発明の第1の態様、または第1の態様の第1もしくは第2の可能な実施態様を参照すると
、第1の態様の第3の可能な実施態様において、フォルダのアイコン領域で実行される操作
を取得するステップの前に、本方法は、
　フォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置周辺の空きスペースを
検出するステップと、
　検出された空きスペースが設定された閾値以上であるときに、空きスペースに向かって
フォルダのアイコンを拡張するステップであって、拡張されるフォルダのアイコン領域は
プリセット領域を含む、ステップと、
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　プリセットファイルに関する情報をプリセット領域に表示するステップと
　をさらに含む。
【０００８】
　本発明の第1の態様の第3の可能な実施態様を参照すると、第1の態様の第4の可能な実施
態様において、フォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置周辺の空
きスペースを検出するステップは、
　フォルダが配置されているユーザインタフェース位置の横方向または縦方向の両側で空
きスペースを検出するステップを含む。
【０００９】
　本発明の第1の態様の第3もしくは第4の可能な実施態様を参照すると、第1の態様の第5
の可能な実施態様において、検出された空きスペースが設定された閾値以上であるときに
、空きスペースに向かってフォルダのアイコンを拡張するステップは、
　検出された空きスペースが設定された閾値以上であるときに、フォルダがプリセットフ
ァイルを含んでいるかどうかを判定するステップと、
　フォルダがプリセットファイルを含んでいると判定された場合に、空きスペースに向か
ってフォルダのアイコンを拡張するステップと
　を含む。
【００１０】
　本発明の第1の態様の第3から第5の可能な実施態様のいずれか1つを参照すると、第1の
態様の第6の可能な実施態様において、フォルダのアイコンが配置されているユーザイン
タフェース位置周辺の空きスペースを検出するステップの前に、本方法は、
　フォルダのアイコンを拡張するために使用される操作を取得するステップをさらに含み
、
　フォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置周辺の空きスペースを
検出するステップは、
　フォルダのアイコンを拡張するために使用される操作に応じて、フォルダのアイコンが
配置されているユーザインタフェース位置周辺の空きスペースを検出するステップを含む
。
【００１１】
　本発明の第1の態様の第6の可能な実施態様を参照すると、第1の態様の第7の可能な実施
態様において、フォルダのアイコンを拡張するために使用される操作を取得するステップ
の前に、本方法は、
　フォルダのアイコンが操作待ち状態に入るように、フォルダのアイコンが操作待ち状態
に入るようにするために使用される操作を取得するステップをさらに含む。
【００１２】
　本発明の第1の態様の第6または第7の可能な実施態様を参照すると、第1の態様の第8の
可能な実施態様において、フォルダのアイコンを拡張するために使用される操作を取得す
るステップは、
　フォルダのアイコンを横方向に拡張するために使用される操作を取得するステップを含
み、
　空きスペースに向かってフォルダのアイコンを拡張するステップは、
　フォルダのアイコンを横方向に拡張するために使用される取得された操作に応じて、フ
ォルダのアイコンを横方向に拡張するステップを含む。
【００１３】
　本発明の第1の態様の第6または第7の可能な実施態様を参照すると、第1の態様の第9の
可能な実施態様において、フォルダのアイコンを拡張するために使用される操作を取得す
るステップは、
　フォルダのアイコンを縦方向に拡張するために使用される操作を取得するステップを含
み、
　空きスペースに向かってフォルダのアイコンを拡張するステップは、
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　フォルダのアイコンを縦方向に拡張するために使用される取得された操作に応じて、フ
ォルダのアイコンを縦方向に拡張するステップを含む。
【００１４】
　本発明の第2の形態によれば、フォルダのアイコンを処理するための方法が提供され、
この方法は、
　フォルダのアイコンを縮小するために使用される操作を取得するステップであって、フ
ォルダのアイコン領域のプリセット領域はフォルダ内のプリセットファイルに関する情報
を表示する、ステップと、
　フォルダのアイコンを縮小するために使用される取得された操作に応じて、フォルダの
アイコンを縮小するためにプリセット領域を減じるステップと
　を含む。
【００１５】
　本発明の第2の態様を参照すると、第2の態様の第1の可能な実施態様において、フォル
ダのアイコンを縮小するために使用される操作を取得するステップは、
　プリセット領域で実行される操作がフォルダのアイコンを縮小するために使用される場
合に、プリセット領域で実行される操作を取得するステップを含む。
【００１６】
　本発明の第2の態様または第2の態様の第1の可能な実施態様を参照すると、第2の態様の
第2の可能な実施態様において、フォルダのアイコンを縮小するために使用される操作を
取得するステップは、
　フォルダのアイコンを横方向に縮小するために使用される操作を取得するステップを含
み、
　フォルダのアイコンを縮小するために使用される取得された操作に応じて、プリセット
領域を減じるステップは、
　フォルダのアイコンを横方向に縮小するために使用される取得された操作に応じて、プ
リセット領域を減じるステップを含む。
【００１７】
　本発明の第2の態様または第2の態様の第1の可能な実施態様を参照すると、第2の態様の
第3の可能な実施態様において、フォルダのアイコンを縮小するために使用される操作を
取得するステップは、
　フォルダのアイコンを縦方向に縮小するために使用される操作を取得するステップを含
み、
　フォルダのアイコンを縮小するために使用される取得された操作に応じて、プリセット
領域を減じるステップは、
　フォルダのアイコンを縦方向に縮小するために使用される取得された操作に応じて、プ
リセット領域を減じるステップを含む。
【００１８】
　本発明の第2の態様または第2の態様の第1の可能な実施態様を参照すると、第2の態様の
第4の可能な実施態様において、フォルダのアイコンを縮小するために使用される操作を
取得するステップは、
　プリセット領域からプリセット領域を除いたフォルダのアイコン領域にスライドするス
ライド操作を取得するステップを含み、
　フォルダのアイコンを縮小するために使用される取得された操作に応じて、プリセット
領域を減じるステップは、
　スライド操作に応じてフォルダのアイコン領域を縮小するステップを含み、ここで、縮
小されるフォルダのアイコン領域は、縮小するステップの前の、フォルダのアイコン領域
からプリセット領域を減じるステップによって取得される領域である。
【００１９】
　本発明の第3の態様によれば、端末が提供され、この端末は、
　フォルダのアイコン領域で実行される操作を取得するように構成された取得ユニットと
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、
　取得ユニットによって取得された操作がフォルダのアイコン領域のプリセット領域で実
行されたかどうかを判定するように構成された判定ユニットであって、プリセット領域は
フォルダ内のプリセットファイルに関する情報を表示する、判定ユニットと、
　判定ユニットが、操作はフォルダのアイコン領域のプリセット領域で実行されたと判定
した場合に、プリセットファイルを開くように構成されたオープニングユニットと
　を含む。
【００２０】
　本発明の第3の態様を参照すると、第3の態様の第1の可能な実施態様において、オープ
ニングユニットは、判定ユニットが、操作はプリセット領域を除いたフォルダのアイコン
領域で実行されたと判定した場合に、フォルダを開くようにさらに構成される。
【００２１】
　本発明の第3の態様または第3の態様の第1の実施態様を参照すると、第3の態様の第2の
可能な実施態様において、取得ユニットは、フォルダのアイコン領域で実行される操作を
取得するように構成され、フォルダのアイコン領域は、複数のプリセットファイルに関す
る情報をそれぞれに対応して表示する複数のプリセット領域を含む。
【００２２】
　本発明の第3の態様、または第3の態様の第1もしくは第2の可能な実施態様を参照すると
、第3の態様の第3の可能な実施態様において、端末は、
　取得ユニットがフォルダのアイコン領域で実行される操作を取得する前に、フォルダの
アイコンが配置されているユーザインタフェース位置周辺の空きスペースを検出するよう
に構成された、検出ユニットと、
　検出ユニットによって検出された空きスペースが設定された閾値以上であるときに、空
きスペースに向かってフォルダのアイコンを拡張するように構成された、拡張ユニットで
あって、拡張されるフォルダのアイコン領域はプリセット領域を含む拡張ユニットと、
　拡張ユニットが空きスペースに向かってフォルダのアイコンを拡張した後に、プリセッ
トファイルに関する情報をプリセット領域に表示するように構成された、表示ユニットと
　をさらに含む。
【００２３】
　本発明の第3の態様の第3の可能な実施態様を参照すると、第3の態様の第4の可能な実施
態様において、検出ユニットが、取得ユニットがフォルダのアイコン領域で実行される操
作を取得する前に、フォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置周辺
の空きスペースを検出するように構成されることは、
　取得ユニットがフォルダのアイコン領域で実行される操作を取得する前に、フォルダが
配置されているユーザインタフェース位置の横方向または縦方向の両側で空きスペースを
検出するように構成されることを含む。
【００２４】
　本発明の第3の態様の第3もしくは第4の可能な実施態様を参照すると、第3の態様の第5
の可能な実施態様において、拡張ユニットが、検出ユニットによって検出された空きスペ
ースが設定された閾値以上であるときに、空きスペースに向かってフォルダのアイコンを
拡張するように構成されることは、
　プリセットファイルに関する情報がプリセット領域に表示されるために使用される場合
、検出ユニットによって検出された空きスペースが設定された閾値以上であるときに、フ
ォルダがプリセットファイルを含んでいるかどうかを判定するように、および、フォルダ
がプリセットファイルを含んでいると判定された場合に、空きスペースに向かってフォル
ダのアイコンを拡張するように構成されることを含む。
【００２５】
　本発明の第3の態様の第3から第5の可能な実施態様のいずれか1つを参照すると、第3の
態様の第6の可能な実施態様において、取得ユニットは、検出ユニットがフォルダのアイ
コンが配置されているユーザインタフェース位置周辺の空きスペースを検出する前に、フ
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ォルダのアイコンを拡張するために使用される操作を取得するようにさらに構成され、
　検出ユニットが、フォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置周辺
の空きスペースを検出するように構成されることは、
　フォルダのアイコンを拡張するために使用され、取得ユニットによって取得された操作
に応じて、フォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置周辺の空きス
ペースを検出するように構成されることを含む。
【００２６】
　本発明の第3の態様の第6の可能な実施態様を参照すると、第3の態様の第7の可能な実施
態様において、取得ユニットは、フォルダのアイコンを拡張するために使用される操作を
取得するステップの前に、フォルダのアイコンが操作待ち状態に入るように、フォルダの
アイコンが操作待ち状態に入るようにするために使用される操作を取得するようにさらに
構成される。
【００２７】
　本発明の第3の態様の第6または第7の可能な実施態様を参照すると、第3の態様の第8の
可能な実施態様において、取得ユニットが、フォルダのアイコンを拡張するために使用さ
れる操作を取得するように構成されることは、
　フォルダのアイコンを横方向に拡張するために使用される操作を取得するように構成さ
れることを含み、
　拡張ユニットが、空きスペースに向かってフォルダのアイコンを拡張するように構成さ
れることは、
　フォルダのアイコンを横方向に拡張するために使用される取得された操作に応じて、フ
ォルダのアイコンを横方向に拡張するように構成されることを含む。
【００２８】
　本発明の第3の態様の第6または第7の可能な実施態様を参照すると、第3の態様の第9の
可能な実施態様において、取得ユニットが、
　フォルダのアイコンを拡張するために使用されるトリガ操作を取得するように構成され
ることは、
　フォルダのアイコンを縦方向に拡張するために使用される操作を取得するように構成さ
れることを含み、
　拡張ユニットが、空きスペースに向かってフォルダのアイコンを拡張するように構成さ
れることは、
　フォルダのアイコンを縦方向に拡張するために使用される取得された操作に応じて、フ
ォルダのアイコンを縦方向に拡張するように構成されることを含む。
【００２９】
　本発明の第4の形態によれば、端末が提供され、この端末は、
　フォルダのアイコンを縮小するために使用される操作を取得するように構成された取得
ユニットであって、フォルダのアイコン領域のプリセット領域はフォルダ内のプリセット
ファイルに関する情報を表示する、取得ユニットと、
　フォルダのアイコンを縮小するために使用され、取得ユニットによって取得された操作
に応じて、フォルダのアイコンを縮小するためにプリセット領域を減じるように構成され
た拡張および縮小ユニットと
　を含む。
【００３０】
　本発明の第4の態様を参照すると、第4の態様の第1の可能な実施態様において、取得ユ
ニットが、フォルダのアイコンを縮小するために使用される操作を取得するように構成さ
れることは、
　プリセット領域で実行される操作がフォルダのアイコンを縮小するために使用される場
合に、プリセット領域で実行される操作を取得するように構成されることを含む。
【００３１】
　本発明の第4の態様または第4の態様の第1の可能な実施態様を参照すると、第4の態様の
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第2の可能な実施態様において、取得ユニットが、フォルダのアイコンを縮小するために
使用される操作を取得するように構成されることは、
　フォルダのアイコンを横方向に縮小するために使用される操作を取得するように構成さ
れることを含み、
　拡張および縮小ユニットが、フォルダのアイコンを縮小するために使用され、取得ユニ
ットによって取得された操作に応じて、プリセット領域を減じるように構成されることは
、
　フォルダのアイコンを横方向に縮小するために使用され、取得ユニットによって取得さ
れた操作に応じて、プリセット領域を減じるように構成されることを含む。
【００３２】
　本発明の第4の態様または第4の態様の第1の可能な実施態様を参照すると、第4の態様の
第3の可能な実施態様において、取得ユニットが、フォルダのアイコンを縮小するために
使用される操作を取得するように構成されることは、
　フォルダのアイコンを縦方向に縮小するために使用される操作を取得するように構成さ
れることを含み、
　拡張および縮小ユニットが、フォルダのアイコンを縮小するために使用され、取得ユニ
ットによって取得された操作に応じて、プリセット領域を減じるように構成されることは
、
　フォルダのアイコンを縦方向に縮小するために使用され、取得ユニットによって取得さ
れた操作に応じて、プリセット領域を減じるように構成されることを含む。
【００３３】
　本発明の第4の態様または第4の態様の第1の可能な実施態様を参照すると、第4の態様の
第4の可能な実施態様において、取得ユニットが、フォルダのアイコンを縮小するために
使用される操作を取得するように構成されることは、
　プリセット領域からプリセット領域を除いたフォルダのアイコン領域にスライドするス
ライド操作を取得するように構成されることを含み、
　拡張および縮小ユニットが、フォルダのアイコンを縮小するために使用され、取得ユニ
ットによって取得された操作に応じて、プリセット領域を減じるように構成されることは
、
　スライド操作に応じてフォルダのアイコン領域を縮小するように構成されることを含み
、ここで、縮小されるフォルダのアイコン領域は、縮小するステップの前の、フォルダの
アイコン領域からプリセット領域を減じるステップによって取得される領域である。
【００３４】
　本発明の第5の形態によれば、端末が提供され、この端末は、フォルダのアイコン領域
で実行される操作を取得するように構成された入力装置と、
　フォルダ内のプリセットファイルに関する情報をプリセット領域に表示するように構成
された出力装置と、
　入力装置および出力装置に別々に接続されたプロセッサであって、入力装置によって取
得された操作が、フォルダのアイコン領域のプリセット領域で実行されたかどうかを判定
するように、および、操作がフォルダのアイコン領域のプリセット領域で実行された場合
に、プリセットファイルを開くように構成されたプロセッサと
　を含む。
【００３５】
　本発明の第5の態様を参照すると、第5の態様の第1の可能な実施態様において、プロセ
ッサは、操作がプリセット領域を除いたフォルダのアイコン領域で実行されると、フォル
ダを開くようにさらに構成される。
【００３６】
　本発明の第5の態様または第5の態様の第1の実施態様を参照すると、第5の態様の第2の
可能な実施態様において、入力装置は、フォルダのアイコン領域で実行される操作を取得
するように構成され、フォルダのアイコン領域は、複数のプリセットファイルに関する情
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報をそれぞれに対応して表示する複数のプリセット領域を含む。
【００３７】
　本発明の第5の態様、または第5の態様の第1もしくは第2の可能な実施態様を参照すると
、第5の態様の第3の可能な実施態様において、プロセッサは、入力装置がフォルダのアイ
コン領域で実行される操作を取得する前に、フォルダのアイコンが配置されているユーザ
インタフェース位置周辺の空きスペースを検出するように、および、拡張されるフォルダ
のアイコン領域がプリセット領域を含む場合、検出された空きスペースが設定された閾値
以上であるときに、空きスペースに向かってフォルダのアイコンを拡張するように、さら
に構成される。
【００３８】
　本発明の第5の態様の第3の可能な実施態様を参照すると、第5の態様の第4の可能な実施
態様において、入力装置がフォルダのアイコン領域で実行される操作を取得する前に、プ
ロセッサがフォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置周辺の空きス
ペースを検出することは、
　入力装置がフォルダのアイコン領域で実行される操作を取得する前に、プロセッサによ
って、フォルダが配置されているユーザインタフェース位置の横方向または縦方向の両側
で空きスペースを検出するステップを含む。
【００３９】
　本発明の第5の態様の第3もしくは第4の可能な実施態様を参照すると、第5の態様の第5
の可能な実施態様において、検出された空きスペースが設定された閾値以上であるときに
、プロセッサが空きスペースに向かってフォルダのアイコンを拡張することは、
　プリセットファイルに関する情報がプリセット領域に表示されるために使用される場合
、検出された空きスペースが設定された閾値以上であるときに、フォルダがプリセットフ
ァイルを含むかどうかをプロセッサによって判定するステップと、フォルダがプリセット
ファイルを含んでいると判定された場合に、空きスペースに向かってフォルダのアイコン
を拡張するステップとを含む。
【００４０】
　本発明の第5の態様の第3から第5の可能な実施態様のいずれか1つを参照すると、第5の
態様の第6の可能な実施態様において、入力装置は、プロセッサが、フォルダのアイコン
が配置されているユーザインタフェース位置周辺の空きスペースを検出する前に、フォル
ダのアイコンを拡張するために使用される操作を取得するようにさらに構成され、
　プロセッサが、フォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置周辺の
空きスペースを検出することは、
　入力装置がフォルダのアイコンを拡張するために使用される操作を取得すると、プロセ
ッサによって、フォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置周辺の空
きスペースを検出するステップを含む。
【００４１】
　本発明の第5の態様の第6の可能な実施態様を参照すると、第5の態様の第7の可能な実施
態様において、入力装置は、フォルダのアイコンを拡張するために使用される操作を取得
するステップの前に、フォルダのアイコンが操作待ち状態に入るようにするために使用さ
れる操作を取得するようにさらに構成され、
　プロセッサは、フォルダのアイコンが操作待ち状態に入るようにするために使用され、
入力装置によって取得された操作に応じて、フォルダのアイコンを操作待ち状態に入らせ
るようにさらに構成される。
【００４２】
　本発明の第5の態様の第6または第7の可能な実施態様を参照すると、第5の態様の第8の
可能な実施態様において、入力装置が、フォルダのアイコンを拡張するために使用される
トリガ操作を取得することは、
　フォルダのアイコンを横方向に拡張するために使用される操作を、入力装置によって取
得するステップを含み、
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　プロセッサが、空きスペースに向かってフォルダのアイコンを拡張することは、
　フォルダのアイコンを横方向に拡張するために使用され、入力装置によって取得された
操作に応じて、プロセッサによって、フォルダのアイコンを横方向に拡張するステップを
含む。
【００４３】
　本発明の第5の態様の第6または第7の可能な実施態様を参照すると、第5の態様の第9の
可能な実施態様において、入力装置が、フォルダのアイコンを拡張するために使用される
トリガ操作を取得することは、
　フォルダのアイコンを縦方向に拡張するために使用される操作を、入力装置によって取
得するステップを含み、
　プロセッサが、空きスペースに向かってフォルダのアイコンを拡張することは、
　フォルダのアイコンを縦方向に拡張するために使用され、入力装置によって取得された
操作に応じて、プロセッサによって、フォルダのアイコンを縦方向に拡張するステップを
含む。
【００４４】
　本発明の第6の形態によれば、端末が提供され、この端末は、
　フォルダのアイコンを縮小するために使用される操作を取得するように構成された入力
装置と、
　フォルダ内のプリセットファイルに関する情報をフォルダのアイコン領域のプリセット
領域に表示するように構成された出力装置と、
　フォルダのアイコンを縮小するために使用され、入力装置によって取得された操作に応
じて、フォルダのアイコンを縮小するためにプリセット領域を減じるように構成されたプ
ロセッサと
　を含む。
【００４５】
　本発明の第6の態様を参照すると、第6の態様の第1の可能な実施態様において、入力装
置が、フォルダのアイコンを縮小するために使用される操作を取得することは、
　プリセット領域で実行される操作がフォルダのアイコンを縮小するために使用される場
合に、入力装置によって、プリセット領域で実行される操作を取得するステップを含む。
【００４６】
　本発明の第6の態様または第6の態様の第1の可能な実施態様を参照すると、第6の態様の
第2の可能な実施態様において、入力装置が、フォルダのアイコンを縮小するために使用
される操作を取得することは、
　入力装置によって、フォルダのアイコンを横方向に縮小するために使用される操作を取
得するステップを含み、
　プロセッサが、フォルダのアイコンを縮小するために使用され、入力装置によって取得
された操作に応じて、プリセット領域を減じることは、
　フォルダのアイコンを横方向に縮小するために使用され、入力装置によって取得された
操作に応じて、プロセッサによって、プリセット領域を減じるステップを含む。
【００４７】
　本発明の第6の態様または第6の態様の第1の可能な実施態様を参照すると、第6の態様の
第3の可能な実施態様において、入力装置が、フォルダのアイコンを縮小するために使用
される操作を取得することは、
　入力装置によって、フォルダのアイコンを縦方向に縮小するために使用される操作を取
得するステップを含み、
　プロセッサが、フォルダのアイコンを縮小するために使用され、入力装置によって取得
された操作に応じて、プリセット領域を減じることは、
　フォルダのアイコンを縦方向に縮小するために使用され、入力装置によって取得された
操作に応じて、プロセッサによって、プリセット領域を減じるステップを含む。
【００４８】
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　本発明の第6の態様または第6の態様の第1の可能な実施態様を参照すると、第6の態様の
第4の可能な実施態様において、入力装置が、フォルダのアイコンを縮小するために使用
される操作を取得することは、
　プリセット領域からプリセット領域を除いたフォルダのアイコン領域にスライドするス
ライド操作を、入力装置によって取得するステップを含み、
　プロセッサが、フォルダのアイコンを縮小するために使用され、入力装置によって取得
された操作に応じて、プリセット領域を減じることは、
　入力装置によって取得されたスライド操作に応じてフォルダのアイコン領域を、プロセ
ッサによって縮小するステップを含み、ここで、縮小されるフォルダのアイコン領域は、
縮小するステップの前の、フォルダのアイコン領域からプリセット領域を減じるステップ
によって取得される領域である。
【００４９】
　本発明の実施形態では、フォルダ内のファイルのアイコンは、フォルダのアイコンに表
示される。フォルダが開かれていないとき、ファイルを開くトリガ操作を直接実施するた
めに、ユーザは、フォルダのアイコンから開かれる必要のないファイルのアイコンを直接
見ることができ、これは、簡単かつ便利である。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の実施形態に係るフォルダ内のファイルを開くための方法の概略フロー図
である。
【図２】本発明の実施形態に係るフォルダ内のファイルを開くための別の方法の概略フロ
ー図である。
【図３】ユーザインタフェースの概略図である。
【図４】操作の概略図である。
【図５】操作の概略図である。
【図６】操作の概略図である。
【図７】操作の概略図である。
【図８】本発明の実施形態に係るフォルダのアイコンを処理するための方法の概略フロー
図である。
【図９】操作の概略図である。
【図１０】操作の概略図である。
【図１１】操作の概略図である。
【図１２】端末の概略構成図である。
【図１３】別の端末の概略構成図である。
【図１４】さらに別の端末の概略構成図である。
【図１５】さらに別の端末の概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　実施形態は、本発明を詳細に説明するため、以下に記載されている。
【００５２】
　図1に示すように、本発明の実施形態は、フォルダ内のファイルを開くための方法を提
供し、本方法は以下のステップを含む、
【００５３】
　101．フォルダのアイコン領域で実行される操作を取得する。
【００５４】
　操作は、ユーザがマウスをクリックすることであってもよいし、タッチスクリーンをタ
ップすることであってもよいし、または非接触操作もしくはエアジェスチャ操作であって
もよく、ここで、操作が実行される領域は、フォルダのアイコン領域である。
【００５５】
　102．プリセット領域が、フォルダ内のプリセットファイルに関する情報を表示する場
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合に、操作が、フォルダのアイコン領域のプリセット領域で実行されたかどうかを判定す
る。
【００５６】
　プリセットファイルに関する情報は、プリセットファイルのアイコンであってもよい。
プリセットファイルは、フォルダ内のすべてのまたは一部のファイルであってもよい。例
えば、フォルダ内に比較的少量のファイルが存在する場合、例えば、フォルダ内に1つま
たは2つのファイルが存在する場合に、フォルダ内のすべてのファイルは、フォルダのア
イコンに表示され得る。あるいは、フォルダ内に比較的大量のファイルが存在する場合、
フォルダ内の一部のファイルは、フォルダのアイコンに表示され得る。このステップでは
、端末装置は、予め設定された条件に応じて、フォルダ内にありかつ予め設定された条件
を満たしているファイルのアイコンを自動で選択することができ、およびフォルダのアイ
コンにファイルのアイコンを表示することができる。例えば、プリセットファイルは、フ
ォルダ内の最も頻繁に使用されるファイルまたは最近使用したファイルであってもよい。
また、プリセットファイルを、ユーザが手動で設定することができ、すなわち、ユーザが
選択したフォルダ内のファイルが、プリセットファイルとして使用される。例えば、ユー
ザは、フォルダのアイコンに好みのファイルのアイコンを表示するために、フォルダ内の
ファイルから好きなファイルを選択して、手動設定を行うことができる。確かに、ユーザ
は、必要に応じてファイルを選択して、フォルダのアイコンに選択したファイルのアイコ
ンを表示することが可能である。ファイルは、ここで、アプリケーションを含んでいる。
【００５７】
　ステップ102での判定の結果、操作はフォルダのアイコン領域のプリセット領域で実行
されたと判定された場合、ステップ103が実行される。
【００５８】
　103．プリセットファイルを開く。
【００５９】
　フォルダが開かれていないとき、ユーザは、フォルダのアイコンからフォルダ内のプリ
セットファイルのアイコンを見ることができ、開かれる必要があるファイルがプリセット
ファイルである場合、ユーザは、ファイルを開くトリガ操作を直接実施することができる
。例えば、ユーザが、開かれる必要があるアプリケーションのアイコンがフォルダのアイ
コンに表示されていることを見ると、ユーザは、アプリケーションを直接開くために、ア
プリケーションの表示されたアイコンをクリックすることができる。
【００６０】
　実際のアプリケーションでは、ユーザの習慣に応じてフォルダをクリックしてファイル
を開くことができる。フォルダの使用に影響を与えないようにするには、以下の技術的解
決策を、本発明のこの実施形態で使用することができる、取得された操作がプリセット領
域を除いたフォルダのアイコン領域で実行された場合、フォルダが開かれる。プリセット
領域を除いたフォルダのアイコン領域を、フォルダ内のファイルのサムネイルアイコンを
表示するために使用することができる。例えば、フォルダのアイコンを2つの領域に分割
することができ、一方の領域は、フォルダ内のプリセットファイルのアイコンを表示する
ために使用され、この領域で実行された操作でファイルを直接開くことができ、他方の領
域を、フォルダ内のファイルのサムネイルアイコンを表示するために使用することができ
、この他方の領域で実行された操作でフォルダを開くことができる。2つの異なる領域を
識別しやすくするため、およびユーザがプリセットファイルのアイコンを識別しやすくす
るために、プリセットファイルの、フォルダのアイコン領域に表示されるアイコンは、表
示されたサムネイルアイコンより大きくなければならない。
【００６１】
　具体的には、端末はフォルダのアイコンにフォルダ内のいくつかのファイルのアイコン
を表示し、いくつかのファイルは第1のファイルを含む。すなわち、第1のファイルのアイ
コンは、フォルダのアイコンに表示される。端末装置は、第1のファイルを開くために使
用され、第1の領域で発生する、トリガ操作を取得し、ここで、第1の領域は、フォルダの
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アイコンに第1のファイルのアイコンを表示するための領域であり、第1のファイルを開く
ために使用されるトリガ操作を取得した後に、第1のファイルを開く。したがって、ユー
ザは、第1のファイルの、フォルダのアイコンに表示されたアイコンを直接クリックする
だけで、第1のファイルを直接開くことができる。上記の他方の領域を、フォルダ内のフ
ァイルのサムネイルを表示するため、または表示しないために使用することができ、ファ
イルのサムネイルを表示する例は、説明するために本明細書中で使用される。具体的には
、フォルダ内の他のファイルのサムネイルは、フォルダのアイコンに表示され、フォルダ
を開くために使用され、第2の領域で発生するトリガ操作が取得され、第2の領域は、フォ
ルダのアイコンに他のファイルのサムネイルを表示するための領域、すなわち、サムネイ
ル表示領域であり、フォルダを開くために使用されるトリガ操作が取得された後に、フォ
ルダが開かれる。
【００６２】
　フォルダのアイコンが、ファイルのアイコンを明確に表示するための十分な領域を有す
ることを可能にするために、フォルダの、正常な状態でのアイコンは、フォルダのアイコ
ンのサイズを大きくするために拡張される必要がある。したがって、本発明のこの実施形
態は、フォルダのアイコンを拡張する技術的解決策をさらに含み得る。具体的には、フォ
ルダのアイコン領域で実行された操作が取得される前に、端末は、フォルダのアイコンを
拡張するために使用される操作を取得し、フォルダのアイコンを拡張するために使用され
た操作に応じて、フォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置周辺の
空きスペースを検出することができる。端末は、フォルダのアイコンが配置されているユ
ーザインタフェース位置周辺の空きスペースを自動で検出することができ、検出された空
きスペースが設定された閾値以上であるとき、フォルダのアイコンは空きスペースに向か
って拡張される。フォルダの拡張されたアイコン領域は、プリセット領域を含んでいる。
閾値を、予め設定された最小の拡張可能なスペースとすることができる。フォルダのアイ
コンが空きスペースに向かって拡張された後、プリセットファイルに関する情報は、プリ
セット領域に表示される。フォルダのアイコンを拡張するために使用された操作に応じて
、フォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置周辺の空きスペースを
検出するステップは、フォルダが配置されているユーザインタフェース位置の横方向また
は縦方向の両側で空きスペースを検出するステップを特に含むことができる。なお、本明
細書では、複数のプリセット領域をフォルダのアイコン領域に設定することができ、複数
のプリセット領域は、複数のプリセットファイルに関する情報をそれぞれに対応して表示
できることに留意する必要がある。特に、フォルダのアイコン領域を拡張するために使用
され、フォルダのアイコンの周りにあり得る十分な空きスペースがあることが検出される
と、複数のプリセット領域を、必要に応じて設定することができる。
【００６３】
　以下は、特定のアプリケーションシナリオを参照して本発明をさらに説明している。
【００６４】
　図2に示すように、図2は、フォルダ内のファイルを開くための方法のフロー図を示して
おり、この方法の処理は以下を含む、
【００６５】
　201．端末装置が、フォルダのアイコンに実行されたトリガ操作が存在するかどうかを
監視する。
【００６６】
　トリガ操作は、設定されたタッチアンドホールド操作または別のジェスチャ操作であっ
てもよい。例えば、ユーザは、端末のユーザインタフェース上で、フォルダのアイコンを
ドラッグする。フォルダのアイコンに実行されたトリガ操作がない場合、ステップ202が
実行され、フォルダのアイコンに実行されたトリガ操作がある場合、ステップ208が実行
される。
【００６７】
　202．フォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置周辺の空きスペ
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ースが、設定された閾値以上であるかどうかを検出する。
【００６８】
　つまり、フォルダのアイコンを拡張するために使用される、フォルダのアイコンの位置
周辺の十分な空きスペースがあるかどうかが検出される。検出された空きスペースが閾値
以上である場合、ステップ203が実行され、または、検出された空きスペースが閾値未満
である場合、ステップ206が実行される。
【００６９】
　203．プリセットファイルに関する情報がプリセット領域に表示されるために使用され
る場合に、フォルダがプリセットファイルを含んでいるかどうかを判定する。
【００７０】
　フォルダがプリセットファイルを含んでいると判定された場合、ステップ204が実行さ
れ、または、フォルダがプリセットファイルを含んでいないと判定された場合、処理が終
了する。このステップでのプリセットファイルについては、実施形態1のステップ102での
プリセットファイルに関する説明を参照し、その詳細は、ここで再度説明されない。
【００７１】
　204．空きスペースに向かってフォルダのアイコンを拡張する。
【００７２】
　端末装置は、検出された空きスペースの大きさに応じてフォルダのアイコンを拡張する
ことができ、または予め設定された拡張スペースの大きさに応じてフォルダのアイコンを
拡張することができる。
【００７３】
　205．フォルダのアイコンの拡張領域にプリセットファイルのアイコンを表示する。つ
まり、フォルダの拡張されたアイコンの拡張領域は、プリセットファイルのアイコンを表
示するためにプリセット領域として使用される。
【００７４】
　206．フォルダのアイコンが拡張された状態にあるかどうかを判定する。
【００７５】
　フォルダのアイコンが拡張された状態にあると判定された場合、ステップ207が実行さ
れる。フォルダのアイコンが拡張された状態にないと判定された場合、処理が終了する。
【００７６】
　207．拡張前の状態にフォルダのアイコンを縮小する。
【００７７】
　つまり、フォルダのアイコンは、正常な状態に、すなわち、ユーザインタフェース上の
通常のフォルダと同じ大きさに復元される。
【００７８】
　上記ステップ202から204は、端末装置が空きスペースを自動で検出して、フォルダのア
イコンを拡張する処理である。以下のステップ208から211は、ユーザがフォルダのアイコ
ンを手動で拡張する処理である。
【００７９】
　ステップ208、フォルダのアイコンが操作待ち状態に入ることを、ユーザに知らせる。
【００８０】
　操作待ち状態は、フォルダのアイコンが拡張または縮小操作の準備ができている状態で
ある。フォルダのアイコンが、操作待ち状態に入ると、拡張または縮小操作を、フォルダ
のアイコンに実行することができる。拡張操作がフォルダのアイコンに実行されると、フ
ォルダのアイコンが拡張される。縮小操作がフォルダのアイコンに実行されると、フォル
ダのアイコンが小さくなり、そしてフォルダの、通常の状態のアイコンの大きさに小さく
なり得る。
【００８１】
　209．操作待ち状態で、フォルダのアイコンを拡張するために使用されるトリガ操作が
取得されたかどうかを判定する。
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【００８２】
　例えば、フォルダのアイコンが操作待ち状態にあるとき、端末装置は、フォルダのアイ
コンを拡張するために使用されるトリガ操作を取得し、フォルダのアイコンを拡張するた
めに使用されるトリガ操作が取得されると、ステップ210aを実行する。例えば、フォルダ
のアイコンを横方向に拡張するために使用される操作が取得され、フォルダのアイコンは
、フォルダのアイコンを横方向に拡張するために使用される取得された操作に応じて横方
向に拡張される。あるいは、フォルダのアイコンを縦方向に拡張するために使用される操
作が取得され、フォルダのアイコンは、フォルダのアイコンを縦方向に拡張するために使
用される取得された操作に応じて縦方向に拡張される。つまり、ユーザは、フォルダのア
イコンを拡張するために、端末装置のユーザインタフェース上で、フォルダのアイコンを
直接手動で拡張することができる。確かに、フォルダのアイコンを拡張するために使用さ
れるトリガ操作が取得されない場合には、ステップ210bが実行される。
【００８３】
　210a．フォルダがプリセットファイルを含んでいるかどうかを判定する。
【００８４】
　フォルダがプリセットファイルを含んでいる場合、ステップ211が実行され、または、
フォルダがプリセットファイルを含んでいない場合、ステップ210bが実行される。このス
テップ210aでのプリセットファイルについては、実施形態1のステップ102でのプリセット
ファイルに関する説明を参照し、その詳細は、ここで再度説明されない。
【００８５】
　210b．フォルダのアイコンを操作待ち状態から正常な状態に復元する。
【００８６】
　211．フォルダのアイコンを拡張するために使用される取得したトリガ操作に応じて空
きスペースに向かってフォルダのアイコンを拡張する。ステップ205は、ステップ211の後
に実行される。
【００８７】
　このように、本発明の方法によれば、端末は、ユーザインタフェース上で空きスペース
を自動で特定し、フォルダのアイコンを拡張することができ、または、フォルダのアイコ
ンを、フォルダが操作待ち状態にあるときに直接手動で拡張することができ、このため、
フォルダ内のファイルのアイコンは、フォルダの拡張されたアイコンに明確に表示される
。
【００８８】
　ステップ205が実行された後、本方法は、以下をさらに含む、
【００８９】
　212．フォルダのアイコン領域で実行された操作を取得する。
【００９０】
　213．プリセット領域がフォルダ内のプリセットファイルに関する情報を表示する場合
に、操作が、フォルダのアイコン領域のプリセット領域で実行されたかどうかを判定する
。
【００９１】
　操作がフォルダのアイコン領域のプリセット領域で実行された場合、ステップ214が実
行される。
【００９２】
　操作がフォルダのアイコン領域のプリセット領域で実行されなかった場合、処理が終了
する。
【００９３】
　214．プリセットファイルを開く。
【００９４】
　ステップ212から214は、実施形態1におけるステップ101から103と同様であり、詳細は
ここでは再度説明されない。
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【００９５】
　以下は、特定のアプリケーションの図を参照して本発明を説明している。
【００９６】
　図3に示すように、アプリケーションAのアイコン、アプリケーションBのアイコン、ア
プリケーションCのアイコン、アプリケーションDのアイコン、フォルダ1のアイコン、お
よびフォルダ2のアイコンは、端末のユーザインタフェース上に表示される。フォルダ1の
アイコンは、2つの部分の領域に分割される。一方の領域は、サムネイル表示領域であり
、サムネイル表示領域は、アプリケーションAのサムネイル、アプリケーションBのサムネ
イル、アプリケーションCのサムネイル、アプリケーションDのサムネイル、アプリケーシ
ョンIのサムネイル、アプリケーションFのサムネイル、アプリケーションGのサムネイル
、およびアプリケーションHのサムネイルを表示する。他方の領域は、アプリケーションE
のアイコンを表示する。図3では、フォルダ1のアイコン領域に表示されるアプリケーショ
ンEのアイコンの大きさが、これらのアプリケーションのサムネイルから区別されるよう
に、アプリケーションA、B、C、D、I、F、G、およびHのサムネイルよりも大きく、このた
め、ユーザは、フォルダ1のアイコンからアプリケーションEのアイコンを見る。フォルダ
1のアイコン領域に表示されるアプリケーションEのアイコンもまたサムネイルとすること
ができ、このサムネイルの大きさは、アプリケーションA、B、C、D、I、F、G、およびHの
サムネイルよりも大きく、これにより、これらのアプリケーションのサムネイルから区別
することもでき、ユーザが見ることを容易にする目的が達成され得る。
【００９７】
　図4に示すように、ユーザは、サムネイル表示領域を直接クリックすることで、フォル
ダ1を開くことができる。ユーザは、アプリケーションEのアイコンを直接クリックするこ
とで、アプリケーションのEを直接開くことができる。フォルダ2はまた、2つの部分の領
域を含んでいる。一方の領域はまた、サムネイル表示領域であり、サムネイル表示領域は
、アプリケーションKのサムネイル、アプリケーションRのサムネイル、アプリケーション
Xのサムネイル、アプリケーションGのサムネイル、アプリケーションQのサムネイル、ア
プリケーションLのサムネイル、アプリケーションPのサムネイル、およびアプリケーショ
ンIのサムネイルを表示する。他方の領域は、アプリケーションMのアイコンを表示する。
ユーザは、サムネイル表示領域を直接クリックすることで、フォルダ2を開くことができ
る。ユーザは、アプリケーションMのアイコンを直接クリックすることで、アプリケーシ
ョンのMを直接開くことができる。なお、図4では、フォルダ2のアイコン領域に表示され
るアプリケーションMのアイコンの大きさが、これらのアプリケーションのサムネイルか
ら区別されるように、アプリケーションK、R、X、G、Q、L、P、およびIのサムネイルより
も大きく、このため、ユーザは、フォルダ1のアイコンからアプリケーションEのアイコン
を見ることに留意されたい。フォルダ2のアイコン領域に表示されるアプリケーションMの
アイコンもまたサムネイルであり、サムネイルの大きさは、アプリケーションK、R、X、G
、Q、L、P、およびIのサムネイルよりも大きく、これにより、これらのアプリケーション
のサムネイルから区別することもでき、ユーザが見ることを容易にする。
【００９８】
　図5に示すように、図5は、フォルダのアイコンを横方向に自動で拡張する図を示してお
り、これは、本発明に限定されるものではない。横方向には、フォルダ1のアイコンおよ
びフォルダ2のアイコンの左右に空きスペースがない。本発明の方法を使用するプロセス
において、ユーザは、フォルダ2のアイコンをドラッグして、フォルダ2のアイコンを空き
スペースがある周辺位置に下方に動かすことができ、このため、フォルダ2のアイコンは
拡張される。フォルダ2のアイコンがドラッグされるので、空きスペースは、フォルダ1の
アイコンの右側にも生成され、このため、フォルダ1のアイコンも拡張される。図5から分
かるように、アプリケーションEのアイコンは、フォルダ1の拡張されたアイコンに表示さ
れ、アプリケーションMのアイコンは、フォルダ2の拡張されたアイコンに表示される。フ
ォルダ2のアイコンを再度拡張するように、フォルダ2のアイコンを、より多くの空きスペ
ースがある周辺の位置に再度ドラッグすることができ、このため、アプリケーションのQ
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のアイコンはまた、フォルダ2のアイコンに表示される。確かに、フォルダ2のアイコンを
ドラッグする前に、フォルダ2のアイコンに表示される必要があるアプリケーションのア
イコンを、優先順位付けすることができる。フォルダ2の拡張されたアイコンに十分なス
ペースがある場合には、アプリケーションのアイコンは、優先順位に従ってフォルダ2の
アイコンに表示される。本明細書において、アプリケーションMのアイコンの優先度は、
アプリケーションQのアイコンよりも高い。
【００９９】
　図6に示すように、図6は、フォルダのアイコンを、横方向に手動で拡張する図を示して
いる。ユーザインタフェース上のフォルダ2のアイコンは、空きスペースに向かって横方
向にドラッグされる。フォルダのアイコンの拡張スペースが、1つのアプリケーションの
アイコンを収容することができると、最も優先度の高いアプリケーションMが、拡張スペ
ースに表示される。フォルダ2のアイコンは、さらに横方向にドラッグされ続ける。端末
は、ユーザインタフェース上のアプリケーションDをユーザインタフェース上の別の位置
に移動し、フォルダ2のアイコンはさらに拡張され、ここで、さらに拡張することによっ
て増加したスペースは、アプリケーションのアイコンをもう1つ収容することができ、次
に、アプリケーションLのアイコンが、さらに拡張することによって増加したスペースに
表示され、ここで、アプリケーションLのアイコンの優先度は、アプリケーションMのアイ
コンよりも低い。
【０１００】
　図7に示すように、図7は、フォルダのアイコンに表示されるアプリケーションのアイコ
ンを手動で設定する処理を示している。フォルダ1を開くために、フォルダ1のアイコンの
サムネイル領域が、クリックされる。フォルダ1のアプリケーションIのアイコンは、フォ
ルダ1のフォルダタイトルの位置にドラッグされ、次に、アプリケーションIのアイコンは
、フォルダ1のアイコンに表示される。同様に、フォルダ1のアプリケーションEのアイコ
ンは、フォルダ1のフォルダタイトルの位置にドラッグされ、次に、アプリケーションEの
アイコンは、フォルダ1のアイコンに表示される。
【０１０１】
　図8に示すように、本発明の実施形態は、フォルダのアイコンを処理するための方法を
さらに提供し、本方法は以下のステップを含む。301．フォルダのアイコン領域における
プリセット領域が、フォルダ内のプリセットファイルに関する情報を表示する場合に、フ
ォルダのアイコンを縮小するために使用される操作を取得する。
【０１０２】
　302．フォルダのアイコンを縮小するために使用される取得された操作に応じて、フォ
ルダのアイコンを縮小するためにプリセット領域を減じる。
【０１０３】
　ステップ301は、
　プリセット領域で実行される操作を取得するステップを含むことができ、プリセット領
域で実行される操作は、フォルダのアイコンを縮小するために使用される。
【０１０４】
　ユーザが、フォルダのアイコンに縮小操作を実行するために別のジェスチャを使用でき
るように、本発明のこの実施形態は、以下の技術的解決策を使用することもできる。
【０１０５】
　例えば、端末は、フォルダのアイコンを横方向に縮小するために使用される操作を取得
し、フォルダのアイコンを横方向に縮小するために使用される取得された操作に応じて、
プリセット領域を減じて、フォルダのアイコンを小さくし、ここで、プリセット領域はフ
ォルダのアイコン上にあり、プリセットファイルのアイコンを横方向に表示する領域であ
る。
【０１０６】
　別の例では、端末は、フォルダのアイコンを縦方向に縮小するために使用される操作を
取得し、フォルダのアイコンを縦方向に縮小するために使用される取得された操作に応じ



(19) JP 6304787 B2 2018.4.4

10

20

30

40

50

て、プリセット領域を減じ、ここで、プリセット領域はフォルダのアイコン上にあり、フ
ァイルのアイコンを縦方向に表示する領域である。
【０１０７】
　さらに別の例では、プリセット領域からプリセット領域を除いたフォルダのアイコン領
域にスライドするスライド操作が取得され、フォルダのアイコン領域はスライド操作に応
じて低減され、ここで、低減されたフォルダのアイコン領域は、フォルダの低減される前
のアイコン領域からプリセット領域を減じることによって取得される。具体的には、第1
の領域から第2の領域にスライドする操作が取得され、ここで、第1の領域は、フォルダの
アイコン上にあり、フォルダ内のプリセットファイルのアイコンを表示する領域、すなわ
ちプリセット領域であり、第2の領域は、フォルダのアイコン上にあり、フォルダ内のフ
ァイルのサムネイルを表示するために使用される領域であり、フォルダのアイコン上のプ
リセット領域は、第1の領域から第2の領域にスライドする操作に応じて減じられる。
【０１０８】
　フォルダのアイコンを縮小するために使用され、ステップ301で取得された操作がドラ
ッグ操作である場合、ドラッグする対象位置周辺の空きスペースが閾値未満であるかどう
かが検出され、空きスペースが予め設定された閾値未満である場合、フォルダのアイコン
が縮小される。図9に示すように、フォルダ2の拡張されたアイコンは、アプリケーション
BとアプリケーションCとの間の空きスペースにドラッグされる。空きスペースが、フォル
ダ2の、拡張される前のアイコンのみを収容することができるので、端末が、空きスペー
スはフォルダ2の拡張されたアイコンを収容できないことを検出した場合、フォルダ2のア
イコンは、フォルダ2の、拡張される前のアイコンのサイズに縮小される。
【０１０９】
　図10に示すように、ユーザは、手動操作を使用して、フォルダの拡張されたアイコンを
復元することができる。例えば、アプリケーションLのアイコンとアプリケーションMのア
イコンは、フォルダ2のアイコンに表示される。フォルダ2のアイコンが操作待ち状態にあ
るように、フォルダ2のアイコンをタッチアンドホールドする方法が使用され、その後、
アプリケーションLのアイコンがフォルダ2のアイコンから消えて、フォルダ2のアイコン
が小さくなるように、ドラッグ操作が、アプリケーションLのアイコンの位置からフォル
ダ2のアイコンのサムネイル表示領域にドラッグするために使用される。同様に、フォル
ダ2のアイコンをさらに縮小するために、アプリケーションMのアイコンもまた消えるよう
に、アプリケーションMのアイコンを、フォルダ2のアイコンのサムネイル表示領域にドラ
ッグすることもできる。図11に示すように、プリケーションLのアイコンが、フォルダ2の
アイコンから消えて、フォルダのアイコンが小さくなるように、アプリケーションLのア
イコンは、フォルダのアイコンの操作待ち状態を設定せずに、フォルダのアイコンのサム
ネイル表示領域に直接ドラッグされる。
【０１１０】
　図12に示すように、本発明の実施形態は端末401を提供し、この端末401は、
　フォルダのアイコン領域で実行される操作を取得するように構成された取得ユニット40
2と、
　取得ユニット402によって取得された操作がフォルダのアイコン領域のプリセット領域
で実行されたかどうかを判定するように構成された判定ユニット403であって、プリセッ
ト領域はフォルダ内のプリセットファイルに関する情報を表示する、判定ユニット403と
、
　判定ユニット403が、操作はフォルダのアイコン領域のプリセット領域で実行されたと
判定した場合に、プリセットファイルを開くように構成されたオープニングユニット404
と
　を含んでいる。
【０１１１】
　図13に示すように、本発明の実施形態は端末501をさらに提供し、この端末501は、
　フォルダのアイコン領域で実行される操作を取得するように構成された取得ユニット50
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2と、
　取得ユニット502によって取得された操作がフォルダのアイコン領域のプリセット領域
で実行されたかどうかを判定するように構成された判定ユニット503であって、プリセッ
ト領域はフォルダ内のプリセットファイルに関する情報を表示する、判定ユニット503と
、
　判定ユニット503が、操作はフォルダのアイコン領域のプリセット領域で実行されたと
判定した場合に、プリセットファイルを開くように構成されたオープニングユニット504
と
　を含んでいる。
【０１１２】
　オープニングユニット504は、判定ユニット503が、操作はプリセット領域を除いたフォ
ルダのアイコン領域で実行されたと判定した場合に、フォルダを開くようにさらに構成さ
れている。
【０１１３】
　好ましくは、取得ユニット502は、フォルダのアイコン領域で実行された操作を取得す
るように構成され、フォルダのアイコン領域は、複数のプリセットファイルに関する情報
をそれぞれに対応して表示する複数のプリセット領域を含む。
【０１１４】
　好ましくは、端末501は、検出ユニット505、拡張ユニット506、および表示ユニット507
をさらに含む。
【０１１５】
　検出ユニット505は、取得ユニット502がフォルダのアイコン領域で実行された操作を取
得する前に、フォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置周辺の空き
スペースを検出するように構成されている。
【０１１６】
　拡張ユニット506は、検出ユニット505によって検出された空きスペースが設定された閾
値以上であるときに、空きスペースに向かってフォルダのアイコンを拡張するように構成
され、ここで、フォルダの拡張されたアイコン領域はプリセット領域を含んでいる。
【０１１７】
　表示ユニット507は、拡張ユニット506が空きスペースに向かってフォルダのアイコンを
拡張した後に、プリセットファイルに関する情報をプリセット領域に表示するように構成
されている。
【０１１８】
　好ましくは、検出ユニット505は、取得ユニット502がフォルダのアイコン領域で実行さ
れた操作を取得する前に、フォルダが配置されているユーザインタフェース位置の横方向
または縦方向の両側で空きスペースを検出するようにさらに構成されている。
【０１１９】
　好ましくは、拡張ユニット506は、プリセットファイルに関する情報が、プリセット領
域に表示されるために使用される場合、検出ユニット505によって検出された空きスペー
スが設定された閾値以上であるときに、フォルダがプリセットファイルを含んでいるかど
うかを判定するように、および、フォルダがプリセットファイルを含んでいると判定され
た場合に、空きスペースに向かってフォルダのアイコンを拡張するように、さらに構成さ
れている。
【０１２０】
　好ましくは、取得ユニット502は、検出ユニット505がフォルダのアイコンが配置されて
いるユーザインタフェース位置周辺の空きスペースを検出する前に、フォルダのアイコン
を拡張するために使用される操作を取得するようにさらに構成されている。
【０１２１】
　検出ユニット505が、フォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置
周辺の空きスペースを検出するように構成されることは、
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　フォルダのアイコンを拡張するために使用され、取得ユニット502によって取得された
操作に応じて、フォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置周辺の空
きスペースを検出するように構成されることを含む。
【０１２２】
　好ましくは、取得ユニット503は、フォルダのアイコンを拡張するために使用される操
作を取得するステップの前に、フォルダのアイコンが操作待ち状態に入るように、フォル
ダのアイコンが操作待ち状態に入るようにするために使用される操作を取得するようにさ
らに構成されている。
【０１２３】
　好ましくは、取得ユニット502がフォルダのアイコンを拡張するために使用される操作
を取得するように構成されることは、
　フォルダのアイコンを横方向に拡張するために使用される操作を取得するように構成さ
れることを含む。
【０１２４】
　拡張ユニット506が空きスペースに向かってフォルダのアイコンを拡張するように構成
されることは、
　フォルダのアイコンを横方向に拡張するために使用され、取得ユニット502によって取
得された操作に応じて、フォルダのアイコンを横方向に拡張するように構成されることを
含む。
【０１２５】
　好ましくは、取得ユニット502がフォルダのアイコンを拡張するために使用される操作
を取得するように構成されることは、
　フォルダのアイコンを縦方向に拡張するために使用される操作を取得するように構成さ
れることを含む。
【０１２６】
　拡張ユニット506が空きスペースに向かってフォルダのアイコンを拡張するように構成
されることは、
　フォルダのアイコンを縦方向に拡張するために使用され、取得ユニット502によって取
得された操作に応じて、フォルダのアイコンを縦方向に拡張するように構成されることを
含む。
【０１２７】
　図14に示すように、本発明の実施形態は、端末601をさらに提供し、この端末601は、
　フォルダのアイコンを縮小するために使用される操作を取得するように構成された取得
ユニット602であって、フォルダのアイコン領域のプリセット領域はフォルダ内のプリセ
ットファイルに関する情報を表示する、取得ユニット602と、
　フォルダのアイコンを縮小するために使用され、取得ユニット602によって取得された
操作に応じて、フォルダのアイコンを縮小するためにプリセット領域を減じるように構成
された拡張および縮小ユニット603と
　を含んでいる。
【０１２８】
　好ましくは、取得ユニット602がフォルダのアイコンを縮小するために使用される操作
を取得するように構成されることは、
　プリセット領域で実行される操作を取得するように構成されることを含み、ここで、プ
リセット領域で実行される操作は、フォルダのアイコンを縮小するために使用される。
【０１２９】
　好ましくは、取得ユニット602がフォルダのアイコンを縮小するために使用される操作
を取得するように構成されることは、
　フォルダのアイコンを横方向に縮小するために使用される操作を取得するように構成さ
れることを含む。
【０１３０】
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　拡張および縮小ユニット603が、フォルダのアイコンを縮小するために使用され、取得
ユニットによって取得された操作に応じて、プリセット領域を減じるように構成されるこ
とは、
　フォルダのアイコンを横方向に縮小するために使用され、取得ユニット602によって取
得された操作に応じて、プリセット領域を減じるように構成されることを含む。好ましく
は、取得ユニット602がフォルダのアイコンを縮小するために使用される操作を取得する
ように構成されることは、
　フォルダのアイコンを縦方向に縮小するために使用される操作を取得するように構成さ
れることを含む。
【０１３１】
　拡張および縮小ユニット603が、フォルダのアイコンを縮小するために使用され、取得
ユニットによって取得された操作に応じて、プリセット領域を減じるように構成されるこ
とは、フォルダのアイコンを縦方向に縮小するために使用され、取得ユニット602によっ
て取得された操作に応じて、プリセット領域を減じるように構成されることを含む。好ま
しくは、取得ユニット602がフォルダのアイコンを縮小するために使用される操作を取得
するように構成されることは、
　プリセット領域からプリセット領域を除いたフォルダのアイコン領域にスライドするス
ライド操作を取得するように構成されることを含む。
【０１３２】
　拡張および縮小ユニット603が、フォルダのアイコンを縮小するために使用され、取得
ユニットによって取得された操作に応じて、プリセット領域を減じるように構成されるこ
とは、
　スライド操作に応じてフォルダのアイコン領域を縮小するように構成されることを含み
、ここで、縮小されるフォルダのアイコン領域は、縮小するステップの前の、フォルダの
アイコン領域からプリセット領域を減じるステップによって取得される領域である。図15
に示すように、本発明の実施形態は端末701をさらに提供し、この端末701は、
　フォルダのアイコン領域で実行される操作を取得するように構成された入力装置702と
、
　フォルダ内のプリセットファイルに関する情報をプリセット領域に表示するように構成
された出力装置703と、
　入力装置702および出力装置703に別々に接続されたプロセッサ704であって、入力装置7
02によって取得された操作が、フォルダのアイコン領域のプリセット領域で実行されたか
どうかを判定するように、および、操作がフォルダのアイコン領域のプリセット領域で実
行された場合に、プリセットファイルを開くように構成されたプロセッサ704と
　を含む。
【０１３３】
　好ましくは、プロセッサ704は、操作がプリセット領域を除いたフォルダのアイコン領
域で実行されると、フォルダを開くようにさらに構成されている。
【０１３４】
　好ましくは、入力装置702は、フォルダのアイコン領域で実行された操作を取得するよ
うに構成され、フォルダのアイコン領域は、複数のプリセットファイルに関する情報をそ
れぞれに対応して表示する複数のプリセット領域を含む。
【０１３５】
　好ましくは、プロセッサ704は、入力装置702がフォルダのアイコン領域で実行された操
作を取得する前に、フォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置周辺
の空きスペースを検出するように、および、拡張されるフォルダのアイコン領域がプリセ
ット領域を含む場合、検出された空きスペースが設定された閾値以上であるときに、空き
スペースに向かってフォルダのアイコンを拡張するように、さらに構成されている。
【０１３６】
　好ましくは、入力装置702がフォルダのアイコン領域で実行される操作を取得する前に
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、プロセッサ704がフォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置周辺
の空きスペースを検出することは、
　入力装置702がフォルダのアイコン領域で実行される操作を取得する前に、プロセッサ7
04によって、フォルダが配置されているユーザインタフェース位置の横方向または縦方向
の両側で空きスペースを検出するステップを含む。
【０１３７】
　好ましくは、検出された空きスペースが設定された閾値以上であるときに、プロセッサ
704が空きスペースに向かってフォルダのアイコンを拡張することは、
　プリセットファイルに関する情報がプリセット領域に表示されるために使用される場合
、検出された空きスペースが設定された閾値以上であるときに、プロセッサ704によって
、フォルダがプリセットファイルを含んでいるかどうかを判定するステップ、および、フ
ォルダがプリセットファイルを含んでいると判定された場合に、空きスペースに向かって
フォルダのアイコンを拡張するステップを含む。
【０１３８】
　好ましくは、入力装置702は、プロセッサ704がフォルダのアイコンが配置されているユ
ーザインタフェース位置周辺の空きスペースを検出する前に、フォルダのアイコンを拡張
するために使用される操作を取得するようにさらに構成されている。
【０１３９】
　プロセッサ704が、フォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置周
辺の空きスペースを検出することは、
　入力装置702がフォルダのアイコンを拡張するために使用される操作を取得すると、プ
ロセッサ704によって、フォルダのアイコンが配置されているユーザインタフェース位置
周辺の空きスペースを検出するステップを含む。
【０１４０】
　好ましくは、入力装置702は、フォルダのアイコンを拡張するために使用される操作を
取得するステップの前に、フォルダのアイコンが操作待ち状態に入るようにするために使
用される操作を取得するようにさらに構成されている。
【０１４１】
　プロセッサ704は、フォルダのアイコンが操作待ち状態に入るようにするために使用さ
れ、入力装置702によって取得された操作に応じて、フォルダのアイコンを操作待ち状態
に入らせるようにさらに構成されている。
【０１４２】
　好ましくは、入力装置702がフォルダのアイコンを拡張するために使用されるトリガ操
作を取得することは、
　入力装置702によって、フォルダのアイコンを横方向に拡張するために使用される操作
を取得するステップを含む。
【０１４３】
　プロセッサ704が空きスペースに向かってフォルダのアイコンを拡張することは、
　フォルダのアイコンを横方向に拡張するために使用され、入力装置702によって取得さ
れた操作に応じて、プロセッサ704によって、フォルダのアイコンを横方向に拡張するス
テップを含む。
【０１４４】
　好ましくは、入力装置702がフォルダのアイコンを拡張するために使用されるトリガ操
作を取得することは、
　入力装置702によって、フォルダのアイコンを縦方向に拡張するために使用される操作
を取得するステップを含む。
【０１４５】
　プロセッサ704が空きスペースに向かってフォルダのアイコンを拡張することは、
　フォルダのアイコンを縦方向に拡張するために使用され、入力装置702によって取得さ
れた操作に応じて、プロセッサ704によって、フォルダのアイコンを縦方向に拡張するス
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テップを含む。
【０１４６】
　本発明の実施形態は、端末をさらに提供し、この端末は、
　フォルダのアイコンを縮小するために使用される操作を取得するように構成された入力
装置と、
　フォルダ内のプリセットファイルに関する情報をフォルダのアイコン領域のプリセット
領域に表示するように構成された出力装置と、
　フォルダのアイコンを縮小するために使用され、入力装置によって取得された操作に応
じて、フォルダのアイコンを縮小するためにプリセット領域を減じるように構成されたプ
ロセッサと
　を含んでいる。
【０１４７】
　好ましくは、入力装置がフォルダのアイコンを縮小するために使用される操作を取得す
ることは、
　入力装置によって、プリセット領域で実行される操作を取得するステップを含み、ここ
で、プリセット領域で実行される操作は、フォルダのアイコンを縮小するために使用され
る。
【０１４８】
　好ましくは、入力装置がフォルダのアイコンを縮小するために使用される操作を取得す
ることは、
　入力装置によって、フォルダのアイコンを横方向に縮小するために使用される操作を取
得するステップを含む。
【０１４９】
　プロセッサが、フォルダのアイコンを縮小するために使用され、入力装置によって取得
された操作に応じて、プリセット領域を減じることは、
　フォルダのアイコンを横方向に縮小するために使用され、入力装置によって取得された
操作に応じて、プロセッサによって、プリセット領域を減じるステップを含む。
【０１５０】
　好ましくは、入力装置がフォルダのアイコンを縮小するために使用される操作を取得す
ることは、
　入力装置によって、フォルダのアイコンを縦方向に縮小するために使用される操作を取
得するステップを含む。
【０１５１】
　プロセッサが、フォルダのアイコンを縮小するために使用され、入力装置によって取得
された操作に応じて、プリセット領域を減じることは、
　フォルダのアイコンを縦方向に縮小するために使用され、入力装置によって取得された
操作に応じて、プロセッサによって、プリセット領域を減じるステップを含む。
【０１５２】
　好ましくは、入力装置がフォルダのアイコンを縮小するために使用される操作を取得す
ることは、
　プリセット領域からプリセット領域を除いたフォルダのアイコン領域にスライドするス
ライド操作を、入力装置によって取得するステップを含む。
【０１５３】
　プロセッサが、フォルダのアイコンを縮小するために使用され、入力装置によって取得
された操作に応じて、プリセット領域を減じることは、
　入力装置によって取得されたスライド操作に応じて、フォルダのアイコン領域を、プロ
セッサによって縮小するステップを含み、ここで、縮小されるフォルダのアイコン領域は
、縮小するステップの前の、フォルダのアイコン領域からプリセット領域を減じるステッ
プによって取得される領域である。
【０１５４】
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　当業者は、実施形態の方法のステップのすべてまたは一部が、関連するハードウェアを
指示するプログラムにより実現され得ることを理解することができる。プログラムは、コ
ンピュータ読み取り可能な記憶媒体に格納されてもよい。記憶媒体は、ROM、RAM、磁気デ
ィスク、または光ディスクを含んでもよい。
【０１５５】
　上記は、本発明の実施形態によるフォルダ内のファイルを開くための方法および端末の
詳細な説明を提供し、具体的な例が、本発明の趣旨および実施態様を説明するために、本
明細書で適用されている。前述の実施形態の説明は、単に本発明の方法およびコアアイデ
アを理解するのに役立つ。また、本発明の着想に基づいて、当業者は、特定の実施態様お
よび適用範囲を修正することができる。要するに、本明細書の内容は本発明を限定するも
のと解釈されるべきではない。
【符号の説明】
【０１５６】
　　401　端末
　　402　取得ユニット
　　403　判定ユニット
　　404　オープニングユニット
　　501　端末
　　502　取得ユニット
　　503　判定ユニット
　　504　オープニングユニット
　　505　検出ユニット
　　506　拡張ユニット
　　507　表示ユニット
　　601　端末
　　602　取得ユニット
　　603　拡張および縮小ユニット
　　701　端末
　　702　入力装置
　　703　出力装置
　　704　プロセッサ



(26) JP 6304787 B2 2018.4.4

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(27) JP 6304787 B2 2018.4.4

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(28) JP 6304787 B2 2018.4.4

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】

【図１３】



(29) JP 6304787 B2 2018.4.4

【図１４】

【図１５】



(30) JP 6304787 B2 2018.4.4

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100140534
            弁理士　木内　敬二
(72)発明者  徐　杰
            中華人民共和国　５１８１２９　広東省深▲チェン▼市龍崗区坂田　華為総部▲ベン▼公楼
(72)発明者  ▲揚▼　之言
            中華人民共和国　５１８１２９　広東省深▲チェン▼市龍崗区坂田　華為総部▲ベン▼公楼

    審査官  間野　裕一

(56)参考文献  米国特許出願公開第２０１２／００５２９１８（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２００８－９６７２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１２／００３０６２３（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２００５－４４１９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１０９８７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００９－５０８２１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－１５５６９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－２６７６６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－２１８６８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２７６２７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－１８２００４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－１８７０９６（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０４８
              Ｈ０４Ｍ　　　１／２４７


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

