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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パス情報が表示領域内に収まるか否かを判定する判定手段と、
　前記判定手段によりパス情報が表示領域内に収まらないと判定された場合、最も深い階
層の情報が先頭に表示されるように、前記表示領域内のパス情報を逆の階層順で表示する
表示手段と
を有する情報処理装置であって、
　前記表示手段は、前記表示領域内に複数のパス情報を表示する場合、前記判定手段によ
りパス情報が表示領域内に収まらないと判定されたパス情報のみを逆の階層順で表示する
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記表示手段は、パス情報を逆の階層順で表示する場合、パス情報の一部を省略して表
示することを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記表示領域内に表示されていないパス情報の階層数を表示することを特徴とする請求
項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　情報処理装置の判定手段が、パス情報が表示領域内に収まるか否かを判定する判定ステ
ップと、
　前記情報処理装置の表示手段が、前記判定ステップでパス情報が表示領域内に収まらな
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いと判定された場合、最も深い階層の情報が先頭に表示されるように、前記表示領域内の
パス情報を逆の階層順で表示する表示ステップと
を有する情報処理方法であって、
　前記表示ステップでは、前記表示領域内に複数のパス情報を表示する場合、前記判定ス
テップでパス情報が表示領域内に収まらないと判定されたパス情報のみを逆の階層順で表
示することを特徴とする情報処理方法。
【請求項５】
　コンピュータを請求項１乃至３のいずれか１項に記載の情報処理装置として機能させる
ためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フォルダーなどの階層化されたパスを表示するための情報処理装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１では、ファイルやフォルダーのパスなど階層化された情報を表示する際、そ
の情報が表示領域内に収まりきらなければ、情報の文字数を制限して省略表示する方法が
提案されている。また、同文献では、最も深い階層の情報は省略表示せず、それ以外の階
層の情報を表示領域内に収まるよう省略表示する方法も併せて提案されている。例えば、
「ＡＡＡＡ／ＢＢＢＢ／ＣＣＣＣ／ＤＤＤＤ」のようなパス情報が、表示領域内に収まら
ない場合、「Ａ…／Ｂ…／Ｃ…／ＤＤＤＤ」のように省略表示される。尚、「ＡＡＡＡ／
ＢＢＢＢ／ＣＣＣＣ／ＤＤＤＤ」は、フォルダー「ＡＡＡＡ」の下にフォルダー「ＢＢＢ
Ｂ」があり、その下にフォルダー「ＣＣＣＣ」があり、更にその下にフォルダー「ＤＤＤ
Ｄ」がある階層構造を表す。「／」はパスの区切り文字である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２３２９２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、フォルダーのパス情報を容易に判断するための好適な手法が存在してい
ないという課題がある。例えば、特許文献１では、途中階層の情報が省略表示されるため
、最も深い階層の情報が具体的にどの名前の階層に属しているか不明瞭となる。そのため
、フォルダーのパス情報を複数個並べてリスト表示するような表示装置において、最も深
い階層のフォルダー名が同じ名前のものを表示した場合、その一つ上のフォルダー名から
それらの違いを判断するのが難しくなる。例えば、「ＡＡＡＡ／ＢＢＢＢ／ＣＣＣＣ／Ｄ
ＤＤＤ」と、「ＡＡＡＡ／ＢＢＢＢ／Ｃ１２３／ＤＤＤＤ」という２つの異なるフォルダ
ーのパス情報を並べてリスト表示する場合、それらの省略形は、いずれも「Ａ…／Ｂ…／
Ｃ…／ＤＤＤＤ」となってしまう。そのため、フォルダー「ＤＤＤＤ」の一つ上のフォル
ダーの省略表示「Ｃ…」から、どちらのパスが目的のフォルダーかを判断するのが難しく
なってしまう。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る情報処理装置は、パス情報が表示領域内に収まるか否かを判定する判定手
段と、前記判定手段によりパス情報が表示領域内に収まらないと判定された場合、最も深
い階層の情報が先頭に表示されるように、前記表示領域内のパス情報を逆の階層順で表示
する表示手段とを有する情報処理装置であって、前記表示手段は、前記表示領域内に複数
のパス情報を表示する場合、前記判定手段によりパス情報が表示領域内に収まらないと判
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定されたパス情報のみを逆の階層順で表示することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、フォルダーのパス情報を容易に判断することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施例１のシステム構成例を説明する概略図である。
【図２】本発明の実施例１の典型的な汎用コンピュータモジュール２００の構成例を説明
するブロック図である。
【図３】本発明の実施例１の文書管理クライアントアプリケーションのソフトウエア構成
例を説明するブロック図である。
【図４】本発明の実施例１の文書管理クライアントアプリケーション３０１のＵＩ部３０
２の表示例を示す図である。
【図５】本発明の実施例１の文書管理クライアントアプリケーション３０１のレコメンド
リストの情報更新時のフローチャートの一例を示す図である。
【図６】本発明の実施例１のレコメンドペイン表示のＵＩ例を示す図である。ある。
【図７】本発明の実施例１のレコメンドペイン表示の他のＵＩ例を示す図である。
【図８】本発明の実施例１のレコメンドペイン表示の他のＵＩ例を示す図である。
【図９】本発明の実施例１のレコメンドペイン表示の他のＵＩ例を示す図である。
【図１０】本発明の実施例１のレコメンドペインのフォルダーのパス表示設定項目のＵＩ
例を示す図である。
【図１１】レコメンドリスト表示部の表示領域を右端までスクロールさせた場合の表示例
を示す図である。
【図１２】本発明の実施例２のレコメンドリスト表示部の表示領域を右端までスクロール
させた場合の表示例を示す図である。
【図１３】本発明の実施例２の文書管理クライアントアプリケーションにおける横スクロ
ールバーを移動させた場合の動作を示すフローチャートの一例を示す図である。
【図１４】本発明の実施例２の文書管理クライアントアプリケーションにおける横スクロ
ールバーを移動させた場合の動作を示すフローチャートの一例を示す図である。
【図１５】本発明の実施例２の表示領域外にある階層数をスクロールと連動させて表示す
る際の表示例を示す図である。
【図１６】本発明の実施例２の表示領域外にある階層数をスクロールと連動させて表示す
る際の他の表示例を示す図である。
【図１７】本発明の実施例２の表示領域外にある階層数をスクロールと連動させて表示す
る際の他の表示例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を用いて説明する。
【実施例１】
【０００９】
　図１は、本発明の実施例のシステム構成例を説明する概略図である。図１のシステムは
、文書管理サーバー１０１とクライアントＰＣ（クライアントコンピュータ）１０２とネ
ットワーク１０５とから構成される。ネットワーク１０５は、インターネットやイントラ
ネットなどのネットワークであり、文書管理サーバー１０１、クライアントＰＣ１０２な
どのネットワーク対応機器が接続される。文書管理サーバー１０１は、文書保存、検索な
ど一般的な文書データの管理サービスを提供する。尚、文書管理サーバーで管理される文
書データは、ファイルシステムで管理されるファイルデータと同等のものであると見なす
ことができる。以下では、説明を簡便にするために、文書管理サーバーで管理される文書
データのことを単に文書と称する。クライアントＰＣ１０２は、図示しないが、ネットワ
ーク１０５に複数接続される。クライアントＰＣ１０２では、文書管理サーバーが提供す
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る文書管理サービスを利用する文書管理クライアントが動作している。文書管理クライア
ントは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）やＬｉｎｕｘ（登録商標）な
どの各種オペレーティングシステム上で動作するアプリケーションであるが、Ｗｅｂブラ
ウザ上で動作するアプリケーションであってもよい。尚、ネットワーク１０５がインター
ネットとした場合、文書管理サーバー１０１は、クラウドサービスとして存在してもよい
。その場合、一般的なクラウドサービス構成に必要なＷｅｂサーバー、プロキシーサーバ
ーなどを図１に示すシステム構成に追加することができる。
【００１０】
　図２は本発明の実施例の典型的な汎用コンピュータモジュール２００の構成例を説明す
るブロック図である。文書管理サーバー１０１、クライアントＰＣ１０２は、図２に示す
ような典型的な汎用コンピュータモジュールを有する情報処理装置とすることができる。
【００１１】
　汎用コンピュータモジュール２００には、キーボード２０４やマウス２０５のようなポ
インティングデバイスなどの入力装置、ディスプレイ装置２１３などの出力装置が接続さ
れる。
【００１２】
　ネットワークコントローラ（ＮＣ）２１０は、所定のネットワークインタフェース２１
１を介してネットワーク１０５に接続され、他のネットワーク機器との通信制御処理を実
行する。ＣＰＵ２０１は、少なくとも１つのプロセッサで構成される。メモリ２０２は、
ＲＡＭやＲＯＭから構成される。ビデオインタフェース２１２は、ディスプレイ装置２１
３に画像を出力する。Ｉ／Ｏインターフェース２０３は、キーボード２０４やマウス２０
５からの操作による入力を受け取る。また、Ｉ／Ｏインターフェース２０３はディスプレ
イ装置２１３と一体となっているタッチパネルからの入力を受け取っても良い。記憶装置
２０８は、典型的にハードディスクドライブ（ＨＤＤ）２０９を含んでいる。記憶装置に
は、図示されないシリコンドライブが含まれることもある。ＣＤ－ＲＯＭドライブ２０６
は、不揮発性のデータソースとして用いられる。相互接続バス２０７は、ＣＰＵ２０１に
より、汎用コンピュータモジュール２００で動作するＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗ
ｓ（登録商標）やＬｉｎｕｘ（登録商標）などのオペレーティングシステムに従う形で各
ブロック間の通信を仲介する。
【００１３】
　尚、実施例中のクライアントＰＣ１０２のフローチャートで示される各種制御プログラ
ムは、それぞれのメモリ２０２、記憶装置２０８のいずれかの記憶手段に記憶され、それ
ぞれのＣＰＵ２０１により実行される。また、文書管理サーバー１０１は、文書管理用の
データベースを有するが、そのデータベースも記憶装置２０８上に構築することができる
。なお、図２は、汎用コンピュータモジュール２００を例に挙げて説明しているが、同様
の構成を複数のコンピュータ装置から構成される分散型のシステムにおいて実現してもよ
い。
【００１４】
　図３は、文書管理クライアントアプリケーションのソフトウエア構成例を説明するブロ
ック図である。文書管理クライアントアプリケーション３０１は、各種の機能を実行する
ためのユーザインタフェースを備え、ディスプレイ装置２１３の画面上でユーザからの要
求をキーボード２０４やマウス２０５などにより受け付けて、各機能処理を実行する。ブ
ロック３０２～３０６は、アプリケーションを構成するコンポーネントを示している。
【００１５】
　ＵＩ部３０２は、図４で示すユーザインタフェースの構築や、ユーザからの各種入力操
作の受け付け、および入力操作による処理結果やレコメンド結果の表示を行う。
【００１６】
　クライアントメイン制御部３０３は、ＵＩ部３０２を介して、ユーザから受け取った文
書操作要求を判断し、クライアント通信部３０４を介して、文書管理サーバー１０１に文
書操作やレコメンドリスト取得のリクエストを行い、レスポンスを要求する。そして、文
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書管理サーバー１０１から受け取ったレスポンス結果を基に、ＵＩ部３０２の表示を変更
する。クライアントメイン制御部３０３は、例えばＣＰＵ２０１によって実行される。
【００１７】
　クライアント通信部３０４は、クライアントメイン制御部３０３による制御に基づき、
文書管理サーバー１０１との通信を行う。
【００１８】
　レコメンド履歴保存部３０５は、クライアントメイン制御部３０３が文書管理サーバー
１０１からレコメンドリスト取得のレスポンスとして受け取ったレコメンドリストをレコ
メンド履歴としてメモリ２０２やＨＤＤ２０９などに保存する。レコメンドリストは、レ
コメンドされた文書の名前、レコメンドされた文書が属するフォルダーのパス情報、レコ
メンド理由などの情報から構成されるお薦め文書のリストである。クライアントメイン制
御部３０３は、文書管理サーバー１０１からレコメンドリストを取得する毎に、そのレコ
メンドリストに対応する一つのレコメンド履歴項目をレコメンド履歴保存部３０５に生成
する。
【００１９】
　レコメンド表示設定保存部３０６は、レコメンド表示のシステム設定をアプリケーショ
ンデータとして、メモリ２０２やＨＤＤ２０９に保存する。
【００２０】
　インターフェース３１１は、文書管理サーバーに接続するためのインターフェースであ
り、ネットワークコントローラ（ＮＣ）２１０やネットワークインタフェース２１１など
により構成される。
【００２１】
　図４は、文書管理クライアントアプリケーション３０１のＵＩ部３０２における文書選
択時のレコメンドリストの表示例を示す図である。
【００２２】
　図において、４００はメインウインドウを示している。
【００２３】
　４１１は、ナビゲーションペインである。ナビゲーションペイン４１１には、アプリケ
ーションで登録したライブラリーとライブラリー下に配置されるフォルダーとが表示され
る。ここで言うライブラリーとは、文書管理サーバー１０１で文書管理を行うための保存
単位（データベースとも言う）のことである。文書管理サーバー１０１は一つ以上のライ
ブラリーを提供し、各ライブラリー下でフォルダーの階層構造を用いた文書管理の機能を
提供する。クライアントＰＣ１０２では、これらライブラリーを一つ以上登録し、文書管
理サーバー１０１が提供する文書管理の機能を利用する。図４では、４１２～４１４がラ
イブラリーである。ナビゲーションペインにおいて、ライブラリー、または、ライブラリ
ー下に配置されるフォルダーを選択することで、現在の場所を移動させることができる。
図４では、ナビゲーションペインにライブラリー４１２～４１４とライブラリー４１２下
のフォルダー４１５及び４１６とが表示されており、フォルダー４１５が現在の場所とし
て選択されていることを示している。
【００２４】
　４４１、４４２は、フォルダー階層構造のツリーを展開する展開ボタンである。展開ボ
タン４４１、４４２はツリーの展開、折り畳みのトグルボタンとなっている。展開ボタン
４４１はツリーの展開状態を示し、展開ボタン４４２はツリーが折り畳まれている状態を
示している。このツリーの折り畳み状態を示す展開ボタン４４２は、ライブラリーまたは
フォルダーをマウス２０５などで選択した際に表示される。ツリーの展開状態を示す展開
ボタン４４１は、ツリーが展開状態となった際に、常に表示される。
【００２５】
　４２１は、ファイルリストビューペインである。ファイルリストビューペイン４２１に
は、ナビゲーションペイン４１１で選択されているフォルダーまたはライブラリーの現在
の場所に格納されている文書やフォルダーが表示される。図４では、ナビゲーションペイ
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ン４１１で現在の場所として選択されているフォルダー４１５に格納されているサブフォ
ルダー４２２、文書４２３、４２４が表示されている。
【００２６】
　４０６はアドレスバーであり、ナビゲーションペインで選択されている現在の場所のＵ
ＲＬのパスを表示する。
【００２７】
　４０４は、ナビゲーションペインで選択された場所の一つ前の場所に戻るボタンである
。４０５は、戻るボタン４０４で戻ったＵＲＬの場所から、一つ先の場所に進むボタンで
ある。
【００２８】
　４０７はペインの表示・非表示を切り替えるパネルであり、ナビゲーションペイン４１
１の表示・非表示を切り替えるボタン４０８、レコメンドペイン４３１の表示・非表示を
切り替えるボタン４０９などを備える。
【００２９】
　４１０は、文書管理クライアントアプリケーション３０１に指示するコマンドを選択す
るメニューであり、［ツール］メニューの下に［設定］メニューを持つなど、階層化され
たメニュー構造となっている。
【００３０】
　４３１は、レコメンドペインである。レコメンドペイン４３１には、ライブラリー４１
２～４１４等への接続、フォルダー４１５、４１６、４２２等のへの移動、または、文書
４２３、４２４等の選択やオープンなどの操作が行われた際、その操作に対するお薦め文
書が表示される。
【００３１】
　表示されるお薦め文書は、文書管理サーバー１０１から取得したレコメンドリストであ
る。図４では、ファイルリストビューペイン４２１上の文書「サンプルＢ１．ｄｏｃ」の
選択に伴い、文書「サンプルＢ１．ｄｏｃ」に対するお薦め文書が表示されている。
【００３２】
　４３２は、ライブラリーに関するレコメンドのタブであり、ライブラリーへの接続の操
作が行われた際のレコメンドリストを表示する領域にレコメンドペイン４３１の表示を切
り替える。ライブラリーへの接続の際のレコメンドリストには、例えばそのライブラリー
下でよく利用されている文書が文書管理サーバー１０１によって計算され、列挙される。
【００３３】
　４３３は、フォルダーと文書に関するレコメンドのタブであり、フォルダーへの移動や
、文書の選択やオープンなどの操作が行われた際のレコメンドリストを表示する領域にレ
コメンドペイン４３１の表示を切り替える。
【００３４】
　フォルダーへの移動の際のレコメンドリストには、例えばそのフォルダー下でよく利用
されている文書が文書管理サーバー１０１によって計算され、列挙される。
【００３５】
　文書の選択やオープンの際のレコメンドリストには、例えばその文書と同時によく利用
されている文書が文書管理サーバー１０１によって計算され、列挙される。
【００３６】
　ライブラリーに関するレコメンドのタブ４３２とフォルダーと文書に関するレコメンド
のタブ４３３は、マウスやキーボードなどによるタブの選択により、切り替えが可能とな
っている。
【００３７】
　４３４～４３６のＵＩコンポーネントは、ライブラリータブ４３２、フォルダーと文書
タブ４３３のいずれのタブ選択時にもそれぞれ表示される。
【００３８】
　４３７は、現在のレコメンドリスト表示部４３９に表示されているレコメンドリストに
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付けられた名称例を示すラベルである。レコメンドリストに付けられる名称は、例えばレ
コメンド対象の種類、レコメンド対象の名称、及びレコメンド時刻の各文字列を用いて適
応的に構成される。レコメンド対象の種類の文字列は、ライブラリーへの接続操作時のレ
コメンドリストであれば「ライブラリー」、フォルダーへの移動操作時のレコメンドリス
トであれば「フォルダー」、文書の選択やオープン操作時のレコメンドリストであれば「
文書」が付与される。レコメンド対象の名称は、ライブラリーへの接続操作時のレコメン
ドリストの場合には、接続されたライブラリーの名称となる。またレコメンド対象の名称
は、フォルダーへの移動操作時の場合には、移動したフォルダーの名称となり、文書の選
択やオープン操作時の場合には、選択またはオープンされた文書の名称となる。レコメン
ド時刻は、文書管理クライアントアプリケーション３０１が文書管理サーバー１０１から
レコメンドリスト取得のレスポンスとしてレコメンドリストを受け取った日時を示す文字
列である。
【００３９】
　４３９は、レコメンドリスト表示部であり、文書管理クライアントアプリケーション３
０１が文書管理サーバー１０１から取得したレコメンドリストを表示する。
【００４０】
　４５１～４５９は、レコメンドリストに含まれる各項目の表示である。
【００４１】
　４５１～４５３は、選択中の文書４９１に関連するお薦め文書の表示であり、それぞれ
のお薦め文書の文書名がラベルとして表示されている。ラベルはハイパーリンクとなって
おり、マウス２０５などでクリックされると、文書管理クライアントアプリケーション３
０１により、リンク先の文書が文書管理サーバー１０１から取得され、オープンされる。
【００４２】
　４５４～４５６は、お薦め文書が属するフォルダーのパス情報であり、お薦め文書４５
１～４５３が属するフォルダーのパス情報がラベルとしてそれぞれ表示されている。ラベ
ルはハイパーリンクとなっており、マウス２０５などでクリックされた際、そのラベルが
示すフォルダーにジャンプすることができる。具体的に言えば、文書管理クライアントア
プリケーション３０１により、該当のフォルダーが、ナビゲーションペイン４１１で現在
の場所として選択され、ファイルリストビューペイン４２１には、そのフォルダーに格納
されている文書やフォルダーが表示される。なお、図４においてパス情報はＨＴＴＰプロ
トコルを用いる例を挙げているが、パス情報が他のプロトコルを用いて表示されてもよい
。
【００４３】
　４５４～４５６のようなお薦め文書が属しているフォルダーのパス情報の表示は、ユー
ザに、レコメンドペインに表示されたお薦め文書をオープンしてみようという気にさせる
情報の一つである。階層構造を用いた文書管理では、フォルダー名称が、そのフォルダー
下に置かれる文書の特徴を示す傾向がある。また、ユーザは、特定のフォルダーに関連す
る文書を集める傾向がある。そのため、レコメンドリスト表示部４３９に表示されるお薦
め文書のリストに、ユーザが欲している文書がない場合でも、そのお薦め文書が属するフ
ォルダーにユーザが欲している文書がある可能性が高い。そのため、お薦め文書が属する
フォルダーに、ユーザが簡易にジャンプし、そのフォルダー下の文書を確認できる手段の
提供は、文書レコメンドのシステムにおいて有用である。
【００４４】
　４５７～４５９は、お薦め文書４５１～４５３のそれぞれのレコメンド理由を示す文字
列である。レコメンド理由もまた、レコメンドペインに表示されたお薦め文書を、ユーザ
がオープンしてみようという気にさせる有用な情報の一つである。レコメンド理由を示す
文字列は、レコメンド対象の種類やレコメンドされた理由により様々である。
【００４５】
［レコメンドリストの情報更新時の動作］
　図５は、文書管理クライアントアプリケーション３０１におけるレコメンドリストの情
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報更新時のフローチャートである。
【００４６】
　図５のフローチャートを用いて、文書管理クライアントアプリケーション３０１の動作
について説明する。クライアントメイン制御部３０３が、文書管理サーバー１０１から取
得したレコメンドリストの情報を、ＵＩ部３０２に表示する際、以下のステップを実施す
る。
【００４７】
　ステップＳ５０１で、クライアントメイン制御部３０３は、文書管理サーバー１０１か
ら取得したレコメンドリストの情報が、ＵＩ部３０２のレコメンドリスト表示部４３９の
表示領域に収まるか否かを判定する。例えば、Ｓ５０１の判定は、レコメンドリスト表示
部４３９の表示領域と、取得したレコメンドリストに含まれる各項目の文字列をレコメン
ドリスト表示部４３９に設定されているフォントサイズで表示する場合の表示領域とを比
較することによって行われる。
【００４８】
　ステップＳ５０１で、クライアントメイン制御部３０３が、ＵＩ部３０２を介して、文
書管理サーバー１０１から取得したレコメンドリストの情報がレコメンドリスト表示部４
３９の表示領域に収まらないと判断した際、以下のステップＳ５０２を実行する。
【００４９】
　ステップＳ５０２で、クライアントメイン制御部３０３は、ＵＩ部３０２を介して、レ
コメンドリスト表示部４３９の表示領域に横スクロールバーを表示する。
【００５０】
　ステップＳ５０３で、クライアントメイン制御部３０３は、図１０に示すような、レコ
メンド表示設定保存部３０６に保存されるレコメンドペインのフォルダーのパス表示の設
定項目の値を読み取る。
【００５１】
　ステップＳ５０４で、クライアントメイン制御部３０３は、レコメンド表示設定保存部
３０６に保存されるレコメンドペインのフォルダーのパス表示の設定項目の値が、デフォ
ルトの「設定なし」の場合、ステップＳ５０５を実施する。
【００５２】
　ステップＳ５０５で、クライアントメイン制御部３０３は、上記レコメンドリストのお
薦め文書が属するフォルダーのパス情報がレコメンドリスト表示部４３９の表示領域に収
まるか否かを判定する。
【００５３】
　ステップＳ５０５で、クライアントメイン制御部３０３は、上記レコメンドリストのお
薦め文書が属するフォルダーのパス情報がレコメンドリスト表示部４３９の表示領域に収
まらないと判断した際、以下のステップＳ５０６を実行する。
【００５４】
　ステップＳ５０６で、クライアントメイン制御部３０３は、文書管理サーバー１０１か
ら取得したお薦め文書が属するフォルダーのパス情報を逆順に並び替える。例えば、「Ａ
ＡＡＡ／ＢＢＢＢ／ＣＣＣＣ／ＤＤＤＤ」のような正順のパス情報を、「ＤＤＤＤ←ＣＣ
ＣＣ←ＢＢＢＢ←ＡＡＡＡ」のように逆順の階層順に並び替える。「←」は、逆順表示時
のパスの区切り文字とする。
【００５５】
　ステップＳ５０７で、クライアントメイン制御部３０３は、お薦め文書の文書名、ステ
ップＳ５０６で逆順に並び替えたフォルダーのパス情報、お薦め文書のレコメンド理由を
、レコメンドリスト表示部４３９に表示する。その後、クライアントメイン制御部３０３
は、処理を終了する。
【００５６】
　クライアントメイン制御部３０３は、前記ステップＳ５０１で、ＵＩ部３０２を介して
、文書管理サーバー１０１から取得したレコメンドリストの情報がレコメンドリスト表示
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部４３９の表示領域に収まると判断した際には、ステップＳ５０８を実行する。
【００５７】
　また、クライアントメイン制御部３０３は、前記ステップＳ５０５で、レコメンドリス
トのお薦め文書が属するフォルダーのパス情報がレコメンドリスト表示部４３９の表示領
域に収まると判断した際にも、ステップＳ５０８を実行する。なお、Ｓ５０５でＹＥＳと
なる場合は、例えばレコメンドリストのうち、お勧め文書の文書名またはレコメンド理由
を示す文字列が表示領域に収まらない場合である。
【００５８】
　ステップＳ５０８で、クライアントメイン制御部３０３は、文書管理サーバー１０１か
ら取得したお薦め文書の文書名、お薦め文書が属するフォルダーのパス情報（正順）、お
薦め文書のレコメンド理由を、レコメンドリスト表示部４３９に表示し、処理を終了する
。
【００５９】
　クライアントメイン制御部３０３は、前記ステップＳ５０４で、レコメンド表示設定保
存部３０６に保存されるレコメンドペインのフォルダーのパス表示の設定項目の値が、デ
フォルトの「設定なし」ではなかった場合、ステップＳ５０９を実行する。
【００６０】
　ステップＳ５０９で、クライアントメイン制御部３０３は、レコメンド表示設定保存部
３０６に保存されるレコメンドペインのフォルダーのパス表示の設定項目の値が、「常に
、正順」であるか「常に、逆順」であるか判定する。そして、「常に、逆順」の場合、前
記ステップＳ５０６を実行する。
【００６１】
　また、クライアントメイン制御部３０３は、ステップＳ５０９で、レコメンド表示設定
保存部３０６に保存されるレコメンドペインのフォルダーのパス表示の設定項目の値が「
常に、正順」であった場合、前記ステップＳ５０８を実行する。
【００６２】
　尚、横スクロールバー表示がされた際、クライアントメイン制御部３０３が、常に、お
薦め文書が属するフォルダーのパス情報を逆順に並び替えるように構成しても構わない。
その場合、上記フローチャートにおいて、ステップＳ５０３～Ｓ５０５、Ｓ５０８～Ｓ５
０９が省略される。このように構成すれば、簡易な実施形態で、同様の効果を得ることが
できる。
【００６３】
　また、図５のフローチャートにおいて、前記ステップＳ５０６で、クライアントメイン
制御部３０３が、お薦め文書が属するフォルダーのパス情報をすべて逆順に並び替えるよ
う構成した。しかし、前記ステップＳ５０５でレコメンドリスト表示部４３９の表示領域
に収まらないと判断したパス情報のみを、クライアントメイン制御部３０３が、ステップ
Ｓ５０６で逆順に並び替え、ステップＳ５０７で表示するよう構成しても構わない。後述
の図８は、この場合の表示例である。
【００６４】
　あるいは、図５のフローチャートにおいて、横スクロールバーの表示に関わらず、レコ
メンド表示設定保存部３０６に従った処理を行っても良い。この場合、ステップＳ５０１
～Ｓ５０３の処理を省略することができる。
【００６５】
　図１０は、レコメンド表示設定保存部３０６に設定される前述のレコメンドペインのフ
ォルダーのパス表示の設定項目の例である。
【００６６】
　図１０において、１００１は、レコメンドペインの設定ダイアログであり、文書管理ク
ライアントアプリケーション３０１のメニュー４１０から、メインウインドウ４００とは
別に開くことができる。
【００６７】
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　１００２～１００４は設定値のラジオボタンであり、いずれか一つのみを選択可能とな
っている。本ダイアログで選択された値は、ＵＩ部３０２を介して、クライアントメイン
制御部３０３により、レコメンド表示設定保存部３０６に保存される。
【００６８】
　本ダイアログで設定することにより、レコメンドリストの情報がレコメンドリスト表示
部の表示領域に収まる／収まらないに関わらず、お薦め文書が属するフォルダーのパス情
報を常に逆順表示、または常に正順表示に表示順序を固定することができる。
【００６９】
　次に、図６から図９を用いてレコメンドペイン４３１の表示例について説明する。
【００７０】
　図６は、文書管理クライアントアプリケーション３０１でフォルダーのパス情報表示が
表示領域内に収まりきらない場合のレコメンドペイン４３１の表示の例である。図６にお
いて、６５０は、横スクロールバーである。
【００７１】
　図６は、図５のフローチャートにおいて、レコメンド表示設定保存部３０６に保存され
るレコンドペインのフォルダーのパス表示の設定項目の値が、デフォルトの「設定なし」
の場合の実行結果である。図６において、６５４～６５６は、それぞれ、お薦め文書６５
１～６５３が属するフォルダーのパス情報が逆順表示されたラベルである。６６０は、逆
順表示時のパスの区切り文字である。
【００７２】
　図６の例に示す通り、本発明によれば、パス情報の先頭に、お薦め文書が属するフォル
ダーが表示される。図６の例のように、その先頭のフォルダーのラベルのみをハイパーリ
ンクとすると、前述の図４のフォルダーのパス情報のラベル４５４～４５６と同様に、該
当のハイパーリンクをクリックすることにより、該当のフォルダーにジャンプすることが
できる。
【００７３】
　前述した通り、お薦め文書が属しているフォルダーのパス情報の表示は、ユーザにレコ
メンドペインに表示された文書をオープンしてみようという気にさせる情報の一つである
。そのパス情報の内、お薦め文書が属しているフォルダーの名前は、最も重要な情報であ
る。なぜなら、そのフォルダー名と文書名とを結び付けて、その文書がどういう類の文書
かユーザが類推し易くなるためである。
【００７４】
　そのため、本実施例のように、フォルダー名の情報が先頭に来ることにより、ユーザは
、そのお薦め文書が自分に関係ある文書か否かを判別し易くなり、その文書をオープンし
てみようという気にさせる効果が高くなる。
【００７５】
　また、お薦め文書と、お薦め文書が属するフォルダーのパス情報とを左揃えで並んで表
示させる場合、文書が属するフォルダーのパス情報が逆順表示されると、文書と文書が属
するフォルダー名との組が整列して表示される。具体的には、図６の６５１の「見積書マ
スター１.doc」と６５４の「マスター」の組は左揃えで整列されて表示される。また、６
５２の「決裁書A.doc」と６５５の「フォルダーE2」の組、６５３の「おすすめB2.doc」
と６５６の「フォルダーB2」の組も、それぞれ左揃えで整列されて表示される。本実施例
のように、文書と文書が属するフォルダー名とが整列して表示されることにより、お薦め
文書と、その文書が属するフォルダーとの関係が、ユーザにとって判別し易くなる。従っ
て、該当の文書やフォルダーをクリックして、開いてみようという気にさせる効果が高く
なる。
【００７６】
　図７は、図５のフローチャートにおいて、レコメンド表示設定保存部３０６に保存され
るレコンドペインのフォルダーのパス表示の設定項目の値が、「常に、正順」の場合の実
行結果である。図７において、６７４～６７６は、それぞれ、お薦め文書６５１～６５３
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が属するフォルダーのパス情報が表示されたラベルである。いずれも、正順でパス情報が
表示されている。図７のお薦め文書が属するフォルダー名のラベル６７４、６７５に示す
ように、パス情報を正順表示した場合、パス情報がレコメンドリスト表示部の表示領域に
収まらないと、お薦め文書が属するフォルダー名が隠れてしまう。
【００７７】
　お薦め文書が属するフォルダー名が隠れてしまうと、図６の実施例とは逆に、お薦め文
書が自分に関係ある文書か否かを、その文書が属するフォルダーの関係から類推すること
が難しくなってしまう。
【００７８】
　また、横スクロールバー６５０を用いて、右に表示領域をスクロールさせると、隠れて
いるフォルダー名が表示される代わりに、お薦め文書６５１～６５３の表示が、右スクロ
ールにより、表示領域外に追いやられてしまう。この表示状態では、お薦め文書が属する
フォルダー名は判別できるが、お薦め文書が何かを判別できなくなってしまうと共に、お
薦め文書のラベルをクリックすることにより、該当の文書を開くこともできなくなってし
まう。
【００７９】
　そのため、図６に示したような、文書が属するフォルダーのパス情報の逆順表示は、文
書のリンクと、その文書が属するフォルダーのパス情報とのリンクを左揃えで並んで表示
させる場合、望ましい表示形態であると言える。尚、本実施例のような、文書のリンクと
、その文書が属するフォルダーのパス情報のリンクとを左揃えで並んで表示させるＵＩは
、本実施例のような文書レコメンドのシステムや、文書の検索結果の表示で有用である。
【００８０】
　図８は、前述したように、図５のフローチャートにおいて、レコメンドリスト表示部４
３９の表示領域に収まらないと判断したパス情報のみを、逆順に表示した場合の表示例で
ある。図８において、６８４～６８６は、それぞれ、お薦め文書６５１～６５３が属する
フォルダーのパス情報が表示されたラベルである。お薦め文書が属するフォルダー名のラ
ベル６８４、６８５は、レコメンドリスト表示部４３９の表示領域に収まらないため逆順
表示され、６８６は、レコメンドリスト表示部４３９の表示領域に収まるので正順表示さ
れる。この表示形態でも、図７に示したような問題点はないため、望ましい実施形態であ
ると言える。
【００８１】
　図９は、図６に示した文書が属するフォルダーのパス情報の逆順表示の形態に、パスの
省略表示の形態を組み合わせたものである。図９において、６９４～６９６は、それぞれ
、お薦め文書６５１～６５３が属するフォルダーのパス情報が逆順表示されたラベルであ
る。
【００８２】
　お薦め文書が属するフォルダー名のラベル６９４、６９５に関しては、逆順表示に加え
、表示領域に収まらないパス情報の一部に省略表示「…」を組み合わせている。この表示
形態でも、図７で示したような問題点はない。しかし、レコメンドリスト表示部４３９の
表示領域が狭く、ほとんどの階層が省略表示されてしまう場合、最も深い階層の情報が具
体的にどの名前の階層に属しているか不明瞭となってしまう問題点がある。
【００８３】
　以上述べたように、本実施例によれば、途中階層のフォルダー名を省略表示しないため
、最も深い階層のフォルダー名が同じ名前のものを表示した場合であっても、その一つ上
のフォルダー名からそれらの違いを判断することが容易になる。
【００８４】
　また、本実施例によれば、文書名とその文書が属するフォルダーのパス情報の表示行を
それぞれ縦に並べて表示する場合、その文書が属しているフォルダーが各表示行の先頭に
表示されるため、文書が目的のものかを判断し易くなる。
【実施例２】
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【００８５】
　実施例１によれば、文書が属しているフォルダーのパス情報の表示を逆順表示する。し
かしながら、フォルダーのパス情報の表示を逆順表示すると、複数のフォルダーのパス情
報を比較する際、ルートフォルダーからの差異がわかりにくくなる。
【００８６】
　例えば、図６で示した表示例の場合、フォルダーのパス情報６５４～６５６のそれぞれ
のルートフォルダーからの差異を比較したい場合、６５４、６５５のルートフォルダーの
表示は表示領域外にあるため、現在の表示情報を見ながら比較できない。そのため、横ス
クロールバーを用いて、レコメンドリスト表示部４３９の表示領域を右にスクロールさせ
、６５４、６５５のルートフォルダーを表示させる必要がある。
【００８７】
　図１１は、フォルダーのパス情報が逆順表示されたレコメンドリスト表示部４３９の表
示領域を右端までにスクロールさせた場合の表示例である。すなわち、図１１は、図６の
例で示した表示状態を、横スクロールバー６５０を用いて、右端までにスクロールさせた
場合の表示例である。右端までの横スクロールにより、６５４、６５５のルートフォルダ
ーの表示は、表示領域内に表示されるようになった。しかし、ラベル６５６の表示の方が
、今度はスクロールアウトされ、表示領域外に追いやられてしまった。そのため、この状
態でも、フォルダーのパス情報６５４～６５６のそれぞれのルートフォルダーからの差異
を、現在の表示情報を見ながら比較できない。
【００８８】
　本問題を解決するため、本実施例２の文書管理クライアントアプリケーション３０１は
、以下の動作を行う。
【００８９】
　［横スクロールバーを一方から他方の端まで移動させた場合の動作］
　図１３は、文書管理クライアントアプリケーション３０１における横スクロールバーを
移動させた場合の動作を示すフローチャートである。すなわち、図１３は、文書管理クラ
イアントアプリケーション３０１における横スクロールバーを初期位置の左端から右端ま
で移動させた場合の動作を示すフローチャートである。
【００９０】
　クライアントメイン制御部３０３は、ＵＩ部３０２を介して、レコメンドリスト表示部
４３９の表示領域に表示した横スクロールバーが初期位置の左端から移動されたことを検
知した際、以下のステップを実施する。
【００９１】
　ステップＳ１３０１で、クライアントメイン制御部３０３は、横スクロールバーが初期
位置の左端から右端まで移動された否かを検知する。
【００９２】
　ステップＳ１３０１で、クライアントメイン制御部３０３が、横スクロールバーが初期
位置の左端から右端まで移動されたことを検知した際、以下のステップＳ１３０２を実行
する。
【００９３】
　ステップＳ１３０２で、クライアントメイン制御部３０３は、フォルダーのパス情報の
表示を右揃えに変更する。その後、クライアントメイン制御部３０３は、処理を終了する
。
【００９４】
　図１２は、図１３のフローチャートを実施した際の表示例である。フォルダーのパス情
報６５４～６５６の表示が、図６の例での左揃えの表示状態から、右揃えに変更されてい
る。
【００９５】
　フォルダーのパス情報６５４～６５６の表示が右揃えに変更されたことにより、フォル
ダーのパス情報６５４～６５６のルートフォルダーからの差異がそれぞれ比較し易くなっ
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ている。
【００９６】
　図１４は、文書管理クライアントアプリケーション３０１における横スクロールバーを
右端から初期位置の左端まで移動させた場合の動作を示すフローチャートである。
【００９７】
　クライアントメイン制御部３０３は、ＵＩ部３０２を介して、レコメンドリスト表示部
４３９の表示領域に表示した横スクロールバーが右端から移動されたことを検知した際、
以下のステップを実施する。
【００９８】
　ステップＳ１４０１で、クライアントメイン制御部３０３は、横スクロールバーが右端
から初期位置の左端まで移動された否かを検知する。
【００９９】
　ステップＳ１４０１で、クライアントメイン制御部３０３が、横スクロールバーが右端
から初期位置の左端まで移動されたことを検知した際、以下のステップＳ１４０２を実行
する。
【０１００】
　ステップＳ１４０２で、クライアントメイン制御部３０３は、フォルダーのパス情報の
表示を左揃えに変更する。その後、クライアントメイン制御部３０３は、処理を終了する
。図１３のフローチャートを実施した際の表示例は、図６となる。
【０１０１】
　以上、述べたように、本実施例２によれば、横スクロールバーが右端まで移動された際
に、フォルダーのパス情報の表示を右揃えに変更する。そのため、フォルダーのパス情報
の表示が逆順表示された状態であっても、複数のフォルダーのパス情報をそのルートフォ
ルダーから比較することが容易になる。
【０１０２】
　また、本実施例によれば、横スクロールバーが右端まで移動された状態から、左端まで
移動させることにより、フォルダーのパス情報の表示を元の左揃えに変更する。そのため
、実施例１で述べた、文書のリンクと、その文書が属するフォルダーのパス情報のリンク
を左揃えで並んで表示させる場合の、フォルダーのパス情報の逆順表示の特徴を維持する
ことができる。
【０１０３】
　なお、上述した実施例１によれば、文書が属するフォルダーを先頭に、フォルダーのパ
ス情報の表示を逆順表示することにより、ユーザが横スクロールバーを操作し、表示領域
外のフォルダーの表示を確認する回数を減らすことができる。
【０１０４】
　しかしながら、途中の階層のフォルダー表示を確認したい場合は存在し、その際、ユー
ザは横スクロールバーを動かして確認を行う。横スクロールバーで表示を動かした際、新
たにスクロールアウトされ、表示領域外に追いやられてしまう部分の階層数がわからなく
なってしまう可能性がある。そこで、実施例２では、スクロールで隠れた部分の階層数を
、図１５～図１７に示すようにスクロールと連動させて表示する。
【０１０５】
　図１５は、横スクロールバーが初期位置の左端にある際の表示例である。１００１、１
００２は、それぞれ、フォルダーのパス情報６５４、６５５の右部分の表示領域外にある
階層数を示すラベルである。
【０１０６】
　図１６は、横スクロールバーが中央近辺にある際の表示例である。１００３～１００５
は、それぞれ、フォルダーのパス情報６５４～６５６の左部分の表示領域外にある階層数
を示すラベルである。１００６～１００７は、それぞれ、フォルダーのパス情報６５４～
６５５の右部分の表示領域外にある階層数を示すラベルである。
【０１０７】
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　図１７は、横スクロールバーが右端にある際の表示例である。１００８～１００９は、
それぞれ、フォルダーのパス情報６５４～６５６の左部分の表示領域外にある階層数を示
すラベルである。
【０１０８】
　上述の通り、表示領域外にある隠れた部分の階層数を、横スクロールと連動させて表示
させることにより、ユーザは、フォルダーのパス情報の階層数を把握することができる。
【０１０９】
　＜その他の実施例＞
　実施例１においては、パス情報が左から右に対して表示される場合を例に挙げて説明し
たために、例えば図５のＳ５０２では横スクロールバーを表示する処理を説明した。しか
しながら、例えばパス情報が縦方向に表示されるような形態の場合には、横スクロールの
代わりに縦スクロールを表示してもよい。
【０１１０】
　また、以上の各実施例においては、パス情報が左から右に対して表示される形態で説明
しているが、右から左に対して表示するような言語形態の場合には、上記各実施例の説明
における右と左とを逆転させることができる。
【０１１１】
　また、以上の各実施例においては対象データを文書として説明したが、画像、動画像、
音声など任意のファイル形式を対象にしてもよい。すなわち、文書管理サーバー１０１は
、文書のほかにも他の形式のファイルを管理してもよく、レコメンドリスト取得のリクエ
ストに応じて他の形式のファイルのリストを含むレコメンドリストを送信してもよい。
【０１１２】
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
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