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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の配置領域に複数の画像をそれぞれ配置し、前記複数の配置領域の間に隙間領域を
設けて表示する画像表示部と、
　前記画像表示部により表示されている前記複数の画像から選択された画像を除き、該選
択された画像の新たな配置先の候補として、該選択された画像が配置されていた配置領域
より右側の配置領域が選ばれた場合に、該選ばれた配置領域と、該選ばれた配置領域の右
側の配置領域との間の前記隙間領域に標識画像を表示する標識表示部と、を備える情報処
理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報処理装置において、
　前記標識表示部は、該選択された画像が新たに配置される先として、該選択された画像
が配置されていた配置領域より左側の配置領域が選ばれた場合に、該選ばれた配置領域と
、該選ばれた配置領域の左側の配置領域の間の前記隙間領域に前記標識画像を表示する、
ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の情報処理装置であって、
　該選択された画像が新たに配置される先として、該選択された画像が配置されていた配
置領域より右側の配置領域が選ばれた場合に、該選択された画像が配置されていた配置領
域より右側の配置領域から該選ばれた配置領域までの間に配置されている画像を、それぞ
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れ一つ左側の配置領域に移動させる指示を前記画像表示部に対して行う配置手段を更に備
えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の情報処理装置であって、
　前記配置手段は、該選択された画像が新たに配置される先として、該選択された画像が
配置されていた配置領域より左側の配置領域が選ばれた場合に、該選択された画像が配置
されていた配置領域より左側の配置領域から該選ばれた配置領域までの間に配置されてい
る画像を、それぞれ一つ右側の配置領域に移動させる指示を前記画像表示部に対して行う
、ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項５】
　請求項３又は４に記載の情報処理装置において、
　前記複数の画像は、複数の画面に渡って存在し、
　前記配置手段は、該選ばれた配置領域が、該選択された画像が配置されていた配置領域
が存在する画面とは異なる画面にある場合には、該選択された画像が配置されていた配置
領域が存在する画面において、該選択された画像が配置されていた配置領域より右側の配
置領域に配置されている画像を、それぞれ一つ左側の配置領域に移動する指示を前記画像
表示部に対して行い、
　該選ばれた配置領域が存在する画面においては、該選ばれた配置領域及び該選ばれた配
置領域より右側の配置領域に配置されている画像を、それぞれ一つ右側の配置領域に移動
する指示を前記画像表示部に対して行う、ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項６】
　請求項３又は４に記載の情報処理装置において、
　前記複数の画像は、複数の画面に渡って存在し、
　前記配置手段は、該選ばれた配置領域が、該選択された画像が配置されていた配置領域
が存在する画面とは異なる画面にある場合で、
　　該選択された画像が配置されていた配置領域より右側に対応する画面の場合には、該
選ばれた配置領域が存在する画面においては、該選ばれた配置領域及び該選ばれた配置領
域より左側の配置領域に配置されている画像を、それぞれ一つ左側の配置領域に移動する
指示を前記画像表示部に対して行い、
　　該選択された画像が配置されていた配置領域より左側に対応する画面の場合には、該
選ばれた配置領域が存在する画面においては、該選ばれた配置領域及び該選ばれた配置領
域より右側の配置領域に配置されている画像を、それぞれ一つ右側の配置領域に移動する
指示を前記画像表示部に対して行う、ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の情報処理装置において、
　該選ばれた配置領域において該選択された画像を表示させる再配置候補画像表示部を更
に備え、
　前記再配置候補画像表示部は、前記表示される該選択された画像を、半透明とすると共
に、他の画像と重なった際に、前記表示される該選択された画像の周囲に枠線を表示させ
る、ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の情報処理装置において、
　前記表示される該選択された画像の周囲の前記枠線は、前記他の画像と重なった部分に
のみに表示される、ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項９】
　請求項７又は８に記載の情報処理装置において、
　前記表示される該選択された画像の周囲の前記枠線は、同系色の前記他の画像と重なっ
た際に表示される、ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至９のいずれか一項に記載の情報処理装置において、
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　該選ばれた配置領域は、他の画像を一つ含む配置領域内の座標を指定することにより選
ばれ、
　該選択された画像が配置されていた配置領域より右側の配置領域が選ばれた場合に、該
選ばれた配置領域は前記隙間領域の左側にあり、
　該選択された画像が配置されていた配置領域より左側の配置領域が選ばれた場合に、該
選ばれた配置領域は前記隙間領域の右側にある、ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項１１】
　複数の配置領域に複数の画像をそれぞれ配置し、前記複数の配置領域の間に隙間領域を
設けて表示する画像表示手順と、
　前記画像表示手順により表示されている前記複数の画像から選択された画像を除き、該
選択された画像の新たな配置先の候補として、該選択された画像が配置されていた配置領
域より右側の配置領域が選ばれた場合に、該選ばれた配置領域と、該選ばれた配置領域の
右側の配置領域との間の前記隙間領域に標識画像を表示する標識表示手順と、を処理装置
に実行させるための情報処理プログラム。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の情報処理プログラムにおいて、
　前記標識表示手順は、該選択された画像が新たに配置される先として、該選択された画
像が配置されていた配置領域より左側の配置領域が選ばれた場合に、該選ばれた配置領域
と、該選ばれた配置領域の左側の配置領域の間の前記隙間領域に前記標識画像を表示する
、ことを特徴とする情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及び情報処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　タブレット端末やパーソナルコンピュータ等の情報処理装置においては、画面上に、ア
イコンと呼ばれる所定のソフトウェアと紐づけられ、ソフトウェアの内容を図や絵にして
分かりやすく表現された画像が配置されていることが多い。利用者は、入力装置を用いて
この画像を指定する操作を行うことにより、その画像に係るソフトウェアを起動すること
ができる。
【０００３】
　一般的なパーソナルコンピュータのオペレーティングシステムであるウィンドウズ（登
録商標）等では、所定のソフトウェアと紐づけられた画像を画面上に並べて配置すること
により、利用者がソフトウェアを利用する際に、当該ソフトウェアを視覚的に認識させ、
利用者に選択させやすくしている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このような画像は、いわゆるドラッグ＆ドロップと呼ばれる入力操作等により、画面上
で特定の画像を移動して利用者の所望の位置に再配置することが可能であることが多い。
画像が、順位づけられた整列した配置位置に、上位から順に自動的に整列されるような場
合には、他の画像が配置されている位置に再配置しようとしたとき、再配置の操作を行っ
た位置と実際に再配置された位置が異なる場合があった。
【０００５】
　例えば、図２２に示されるように、所定のソフトウェアと紐づけられた画像Ａ～Ｇが並
んでいる画面を考える（Ｓ９１）。画像Ｆを移動させて再配置する際に、画像Ｆをドラッ
グ操作により画像Ｃ上に移動させ（Ｓ９２）、ドロップ操作により再配置の指示を行うと
、画像Ｆは画像Ｃが配置されていた位置ではなく、画像Ｄが配置されていた位置に移動し
てしまうことがある（Ｓ９３）。これは、図２３に示されるように、画像Ｆを画像Ｃの配
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置されていた位置に配置するためには、画像ＢとＣの間に配置しなければならず、そのた
めには、例えば配置領域９０１で示されるような画像ＢとＣの間を含む領域内でドロップ
操作を行わなければならなかったためであると考えられる。しかしながら、このような画
像の再配置の際の動作は、利用者の意図しない結果となっている場合があった。
【０００６】
　本発明は、上述の事情に鑑みてされたものであり、画像が整列した配置位置に配置され
る画面を表示させる情報処理装置又は情報処理プログラムにおいて、利用者の所望の位置
に画像が再配置される情報処理装置及び情報処理プログラムを提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に係る発明は、複数の配置領域に複数の画像をそれぞれ配置し、前記複数の配
置領域の間に隙間領域を設けて表示する画像表示部と、前記画像表示部により表示されて
いる前記複数の画像から選択された画像を除き、該選択された画像の新たな配置先の候補
として、該選択された画像が配置されていた配置領域より右側の配置領域が選ばれた場合
に、該選ばれた配置領域と、該選ばれた配置領域の右側の配置領域との間の前記隙間領域
に標識画像を表示する標識表示部と、を備える情報処理装置である。
【０００８】
　請求項２に係る発明は、請求項１に記載の情報処理装置において、前記標識表示部は、
該選択された画像が新たに配置される先として、該選択された画像が配置されていた配置
領域より左側の配置領域が選ばれた場合に、該選ばれた配置領域と、該選ばれた配置領域
の左側の配置領域の間の前記隙間領域に前記標識画像を表示する、ことを特徴とする情報
処理装置である。
【０００９】
　請求項３に係る発明は、請求項１又は２に記載の情報処理装置であって、該選択された
画像が新たに配置される先として、該選択された画像が配置されていた配置領域より右側
の配置領域が選ばれた場合に、該選択された画像が配置されていた配置領域より右側の配
置領域から該選ばれた配置領域までの間に配置されている画像を、それぞれ一つ左側の配
置領域に移動させる指示を前記画像表示部に対して行う配置手段を更に備えることを特徴
とする情報処理装置である。
【００１０】
　請求項４に係る発明は、請求項３に記載の情報処理装置であって、前記配置手段は、該
選択された画像が新たに配置される先として、該選択された画像が配置されていた配置領
域より左側の配置領域が選ばれた場合に、該選択された画像が配置されていた配置領域よ
り左側の配置領域から該選ばれた配置領域までの間に配置されている画像を、それぞれ一
つ右側の配置領域に移動させる指示を前記画像表示部に対して行う、ことを特徴とする情
報処理装置である。
【００１１】
　請求項５に係る発明は、請求項３又は４に記載の情報処理装置において、前記複数の画
像は、複数の画面に渡って存在し、前記配置手段は、該選ばれた配置領域が、該選択され
た画像が配置されていた配置領域が存在する画面とは異なる画面にある場合には、該選択
された画像が配置されていた配置領域が存在する画面において、該選択された画像が配置
されていた配置領域より右側の配置領域に配置されている画像を、それぞれ一つ左側の配
置領域に移動する指示を前記画像表示部に対して行い、該選ばれた配置領域が存在する画
面においては、該選ばれた配置領域及び該選ばれた配置領域より右側の配置領域に配置さ
れている画像を、それぞれ一つ右側の配置領域に移動する指示を前記画像表示部に対して
行う、ことを特徴とする情報処理装置である。
【００１２】
　請求項６に係る発明は、請求項３又は４に記載の情報処理装置において、前記複数の画
像は、複数の画面に渡って存在し、前記配置手段は、該選ばれた配置領域が、該選択され
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た画像が配置されていた配置領域が存在する画面とは異なる画面にある場合で、該選択さ
れた画像が配置されていた配置領域より右側に対応する画面の場合には、該選ばれた配置
領域が存在する画面においては、該選ばれた配置領域及び該選ばれた配置領域より左側の
配置領域に配置されている画像を、それぞれ一つ左側の配置領域に移動する指示を前記画
像表示部に対して行い、該選択された画像が配置されていた配置領域より左側に対応する
画面の場合には、該選ばれた配置領域が存在する画面においては、該選ばれた配置領域及
び該選ばれた配置領域より右側の配置領域に配置されている画像を、それぞれ一つ右側の
配置領域に移動する指示を前記画像表示部に対して行う、ことを特徴とする情報処理装置
である。
【００１３】
　請求項７に係る発明は、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の情報処理装置において
、該選ばれた配置領域において該選択された画像を表示させる再配置候補画像表示部を更
に備え、前記再配置候補画像表示部は、前記表示される該選択された画像を、半透明とす
ると共に、他の画像と重なった際に、前記表示される該選択された画像の周囲に枠線を表
示させる、ことを特徴とする情報処理装置である。
【００１４】
　請求項８に係る発明は、請求項７に記載の情報処理装置において、前記表示される該選
択された画像の周囲の前記枠線は、前記他の画像と重なった部分にのみに表示される、こ
とを特徴とする情報処理装置である。
【００１５】
　請求項９に係る発明は、請求項７又は８に記載の情報処理装置において、前記表示され
る該選択された画像の周囲の前記枠線は、同系色の前記他の画像と重なった際に表示され
る、ことを特徴とする情報処理装置である。
【００１６】
　請求項１０に係る発明は、請求項１乃至９のいずれか一項に記載の情報処理装置におい
て、該選ばれた配置領域は、他の画像を一つ含む配置領域内の座標を指定することにより
選ばれ、該選択された画像が配置されていた配置領域より右側の配置領域が選ばれた場合
に、該選ばれた配置領域は前記隙間領域の左側にあり、該選択された画像が配置されてい
た配置領域より左側の配置領域が選ばれた場合に、該選ばれた配置領域は前記隙間領域の
右側にある、ことを特徴とする情報処理装置である。
【００１７】
　請求項１１に係る発明は、複数の配置領域に複数の画像をそれぞれ配置し、前記複数の
配置領域の間に隙間領域を設けて表示する画像表示手順と、前記画像表示手順により表示
されている前記複数の画像から選択された画像を除き、該選択された画像の新たな配置先
の候補として、該選択された画像が配置されていた配置領域より右側の配置領域が選ばれ
た場合に、該選ばれた配置領域と、該選ばれた配置領域の右側の配置領域との間の前記隙
間領域に標識画像を表示する標識表示手順と、を処理装置に実行させるための情報処理プ
ログラム。
【００１８】
　請求項１２に係る発明は、請求項１１に記載の情報処理プログラムにおいて、前記標識
表示手順は、該選択された画像が新たに配置される先として、該選択された画像が配置さ
れていた配置領域より左側の配置領域が選ばれた場合に、該選ばれた配置領域と、該選ば
れた配置領域の左側の配置領域の間の前記隙間領域に前記標識画像を表示する、ことを特
徴とする情報処理プログラムである。
【００１９】
　本発明は、順位づけされた位置に配置される複数の画像を表示する画像表示部と、前記
画像を一つ含む配置領域内で、前記複数の画像から選択された画像の再配置の指示を指示
手段から受けた際に、前記画像表示部に選択された画像を前記配置領域内の位置に再配置
する配置手段と、を備える情報処理装置であってもよい。
【００２０】
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　また、本発明は、上述の情報処理装置において、選択された画像の位置より再配置の位
置が下位の場合には、再配置の位置の画像と、該画像より下位に配置された画像との間に
標識画像を表示する標識表示部を更に備える情報処理装置であってもよい。
【００２１】
　また、本発明は、上述の情報処理装置において、前記標識表示部は、選択された画像の
位置より再配置の位置が上位の場合には、再配置の位置の画像と、該画像より上位に配置
された画像との間に前記標識画像を表示する、ことを特徴とする情報処理装置であっても
よい。
【００２２】
　また、本発明は、上述の情報処理装置において、前記配置手段は、前記再配置される位
置である再配置位置が、上位にあるときには、前記再配置前の配置位置より上位の配置位
置から前記再配置位置までの間に配置されている前記画像を、一つ下位の順位の配置位置
に移動させる指示を前記画像表示部に対して行う、ことを特徴とする情報処理装置であっ
てもよい。
【００２３】
　また、本発明は、上述の情報処理装置において、前記配置手段は、前記再配置される位
置である再配置位置が、下位であるときには、前記再配置前の配置位置より下位の配置位
置から前記再配置位置までの間に配置されている前記画像を、一つ上位の順位の配置位置
に移動させる指示を前記画像表示部に対して行う、ことを特徴とする情報処理装置であっ
てもよい。
【００２４】
　また、本発明は、上述の情報処理装置において、前記順位づけられた位置は、複数の画
面に渡って存在し、前記配置手段は、前記再配置される配置位置が、前記再配置前の配置
位置が存在する画面とは異なる画面にある場合には、前記再配置前の配置位置が存在する
画面において、前記再配置前の配置位置より下位の配置位置に配置されている画像を、順
位が一つ上位の配置位置に移動する指示を前記画像表示部に対して行い、前記再配置され
る配置位置が存在する画面においては、前記再配置される配置位置及び前記再配置される
配置位置より下位の配置位置に配置されている画像を、順位が一つ下位の配置位置に移動
する指示を前記画像表示部に対して行う、ことを特徴とする情報処理装置であってもよい
。
【００２５】
　また、本発明は、上述の情報処理装置において、前記整列された配置位置は、複数の画
面に渡って存在し、前記配置位置は、前記複数の画面に渡って順次連続的に順位づけされ
、前記配置手段は、前記画像表示部に、前記複数の画面に渡る前記画像の配置位置を移動
させる指示を行う、ことを特徴とする情報処理装置であってもよい。
【００２６】
　また、本発明は、上述の情報処理装置において、前記画像の前記配置位置を変更して再
配置の指示を受ける際に、前記配置位置が整列した領域上で前記再配置させる位置の座標
の候補を受信すると共に、前記座標の候補の位置において前記画像を表示させる再配置候
補画像表示部を更に備え、前記再配置候補画像表示部は、前記表示される前記画像を、半
透明とすると共に、前記整列して配置された他の画像と重なった際に、前記画像の周囲に
枠線を表示させる、ことを特徴とする情報処理装置であってもよい。
【００２７】
　また、本発明は、上述の情報処理装置において、前記画像の周囲の前記枠線は、前記他
の画像と重なった部分にのみに表示される、ことを特徴とする情報処理装置であってもよ
い。
【００２８】
　また、本発明は、上述の情報処理装置において、前記画像の周囲の前記枠線は、同系色
の前記他の画像と重なった際に表示される、ことを特徴とする情報処理装置であってもよ
い。
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【００２９】
　また、本発明は、上述の情報処理装置において、上位の位置に再配置する際の前記配置
領域は、前記再配置の位置より下位側の領域であり、下位の位置に再配置する際の前記配
置領域は、前記再配置の位置より上位側の領域である、ことを特徴とする情報処理装置で
あってもよい。
【発明の効果】
【００３０】
　請求項１及び１２に係る発明によれば、画像の再配置を指示した位置と、再配置される
位置との差を最小とすることができ、利用者の意図した配置位置に再配置させることがで
きる。
【００３１】
　請求項２、３、１３及び１４に係る発明によれば、利用者は再配置の指示を行う前に、
再配置の指示を行ったとしたとしたならば、いずれの画像の間に再配置されるのかを視覚
的に認識することができる。
【００３２】
　請求項４及び５に係る発明によれば、利用者の意図した配置位置に再配置させつつ、画
像を整列させることができる。
【００３３】
　請求項６又は７に係る発明によれば、画像が画面間を移動する場合であっても、再配置
される位置との差を最小とすることができ、利用者の意図した配置位置に再配置させるこ
とができる。
【００３４】
　請求項８、９及び１０に係る発明によれば、画面に配置されている画像等の画像を視認
しつつ、移動中の画像の印象を維持し、画面に配置された他の画像と重なった際にも区別
しやすく表示させることができる。
【００３５】
　請求項１１に係る発明によれば、再配置の指示を行った座標から最も近い２つの画像の
間に再配置されることなく、利用者の意図した配置位置に再配置させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の一実施形態に係る情報処理システムを示す図である。
【図２】図１の情報処理装置の機能構成について示すブロック図である。
【図３】画面の画像の順位づけられた配置位置を示す図である。
【図４】図３の配置位置に配置された画像と、各配置位置が有する配置領域を示す図であ
る。
【図５】画像を配置位置の上位側から下位側に再配置する様子を示すフローチャートであ
る。
【図６】画像を配置位置の下位側から上位側に再配置する様子を示すフローチャートであ
る。
【図７】再配置候補画像表示部が表示させる再配置候補画像について説明するためのフロ
ーチャートである。
【図８】再配置候補画像表示部が表示させる再配置候補画像の他の例について示すフロー
チャートである。
【図９】再配置候補画像表示部が表示させる再配置候補画像の他の例について示すフロー
チャートである。
【図１０】画像が配列される画面の別の例であり、画像の配置領域について示す図である
。
【図１１】本実施形態の第１変形例に係る画像の配列された画面について示す図である。
【図１２】図１０の画面において標識表示部が表示する標識画像について示す図である。
【図１３】画像が画面全体に配置されない場合における、配置領域の画面の例について示
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す図である。
【図１４】本実施形態の第２変形例に係る画像の順位づけられた配置位置を示す図である
。
【図１５】図１４の配置位置に配置された画像の配置領域について示す図である。
【図１６】図１５の画面において標識表示部が表示する標識画像について示す図である。
【図１７】図１５の画面において標識表示部が表示する標識画像について示す図である。
【図１８】本実施形態の第３変形例に係る画像が２画面に渡って配置される例について示
す図である。
【図１９】図１８の第１画面の画像を第２画面に再配置する例について示す図である。
【図２０】本実施形態の第４変形例に係る画像が２画面に渡って配置される別の例につい
て示す図である。
【図２１】図２０の第１画面の画像を第２画面に再配置する例について示す図である。
【図２２】従来の技術について説明するためのフローチャートである。
【図２３】従来の技術について説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　図１には、本発明の一実施形態に係る情報処理システム１００が示されている。この図
に示されるように情報処理システム１００は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、Ｒ
ＡＭ（Random Access Memory）及び磁気ディスク装置等により構成され、デジタル情報の
処理を行う情報処理装置２００と、情報処理装置２００から出力される画像情報を表示す
る液晶表示装置等の表示装置１１０と、表示装置１１０の表示面上に重ね合わせられた透
明基板及び透明基板上に形成された透明電極からなる配線等からなり、利用者の指等がタ
ッチされることにより、タッチされた座標を検出して情報処理装置２００に出力するタッ
チパネル１２０と、から構成されている。
【００３８】
　ここで表示装置１１０は、液晶表示装置等としたが、有機ＥＬ（Electro-Luminescence
）表示装置その他、画像を表示する表示装置であればよい。また、入力装置をタッチパネ
ルとしたが、マウス、キーボード等その他の入力装置であってもよい。また、情報処理装
置２００は、直接表示装置１１０及びタッチパネル１２０に接続するように構成されてい
るが、インターネット等のネットワーク上のサーバ装置等として機能する情報処理装置２
００であってもよく、この場合には、表示装置１１０に表示される画像情報や入力された
情報等は、不図示の情報通信端末を介して送受信されることとしてもよい。この場合に、
情報処理装置２００はネットワークに接続された複数の装置から構成されることとしても
よい。
【００３９】
　図２は、情報処理装置２００の機能構成について示すブロック図である。この図に示さ
れるように、情報処理装置２００は、表示装置１１０の画面に表示させる信号である画面
信号を出力する画面信号出力部２１０と、タッチパネル１２０で入力された座標が入力さ
れ、画面信号出力部２１０において表示している画面及び入力された座標に基づいて情報
の処理を行い、画面の出力指示を画面信号出力部２１０に対して行う入力信号処理部２２
０と、を備えている。なお、これらの機能は、情報処理装置２００の磁気ディスク記憶装
置等の記憶装置に保存されたプログラムをＣＰＵが実行することにより実現される。ここ
で、プログラムはＣＤ－ＲＯＭ等その他の記憶媒体に格納して提供されてもよい。
【００４０】
　ここで、画面信号出力部２１０は、一般にアイコンと呼ばれ、画面上で順次順位づけさ
れた整列した配置位置に配置され、ソフトウェアごとに関連づけられた複数の種類の画像
であり、プログラムの内容を図や絵にして分かりやすく表現したものを表示させる画像表
示部２１１と、ドラッグ操作等により画像の再配置の候補位置を探索する場合に、ドラッ
グ操作等により示される再配置の候補位置において画像を半透明等とした画像である再配
置候補画像を表示させる再配置候補画像表示部２１２と、ドロップ操作等により、再配置
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の指示がされたとしたならば、再配置後に画像が挟まれる２つの隣り合う画像の間に標識
となる標識画像を表示させる標識表示部２１３とを有している。
【００４１】
　また、入力信号処理部２２０は、それぞれ配置位置に配置された１つの画像を含むそれ
ぞれの配置領域内の座標において、タッチパネル１２０等の入力装置から再配置の指示を
受けた際に、配置領域に属する配置位置を再配置位置であると決定し、再配置位置への再
配置を画像表示部に対して指示する配置手段２２１と、ドラッグ操作等により画像の再配
置の候補位置を探索する場合に、タッチパネル等の入力装置からドラッグ操作される画面
上の座標を受信し、再配置候補画像表示部２１２に通知する再配置候補座標取得部２２２
と、を有している。
【００４２】
　図３～２１は、図１の表示装置１１０に表示される画面又は画面の遷移について示す図
である。これらの画面は、例えば、情報処理装置２００の各機能の利用を開始するための
開始画面であり、ソフトウェアごとに関連づけられた複数の種類の画像である画像が、順
位づけされた整列した配置位置に順次配置されている。各画像を指定することにより、関
連づけられたソフトウェアを起動することができる。
【００４３】
　図３は、本実施形態に係る画面の画像の順位づけられた配置位置を示す図である。図の
数字は、各配置位置の順位を示し、各画像は横方向に順位づけられた配列した配置位置を
有している。
【００４４】
　図４は、図３の配置位置に配置された画像Ａ～Ｈと、各配置位置が有する配置領域３１
０を示す図である。ここで各配置領域３１０は、各配置位置に配置された１つの画像を含
む領域であり、図では破線で示されている。いわゆるドラッグ＆ドロップ操作により、画
像を再配置させる操作において、破線で示された配置領域３１０においてドロップ操作に
よる配置指示がなされた際に、配置手段２２１は、その配置領域３１０に係る配置位置に
画像を再配置する指示を、画像表示部２２１に対して行う。
【００４５】
　図５は、画像を配置位置の上位側から下位側に再配置する様子を示すフローチャートで
ある。再配置位置に移動する前において、画像Ａ～Ｉは、図４と同様に配置されている（
Ｓ１１）。ここで、例えば、画像Ａを、画像Ａの配置位置よりも下位にある画像Ｃの配置
位置（第１配置位置）に再配置する場合には、画像Ａをドラッグ操作により、画像Ｃが含
まれる配置領域３１０に移動する（Ｓ１２）。このドラッグ操作の際には、移動中の座標
を再配置候補座標取得部２２２がタッチパネル１２０から取得し、再配置候補画像表示部
２１２は、再配置候補座標取得部２２２から通知された座標を再配置させる位置の候補位
置として、候補位置の座標に半透明とした画像Ａの画像である再配置候補画像を表示させ
る。この候補位置が、再配置前の配置位置より下位にある配置位置である第１再配置位置
、例えば画像Ｃの配置位置であるときには、標識表示部２１３は、画像Ｃと、それよりも
下位側に隣接する配置位置に配置された画像Ｄとの間に標識画像３２０を表示させる（Ｓ
１２）。これは、候補位置においてドロップ操作により再配置を行う指示をしたとしたな
らば、画像Ｃ及びＤの間に配置される旨を示している。
【００４６】
　ここで、画像Ｃの配置領域３１０内においてドロップ操作等の配置指示を行うと、配置
手段２２１は、画像Ａを配置領域３１０に係る画像Ｃの配置されていた配置位置に配置す
ることを決定し、画像表示部２１１にその旨を通知すると共に、画像表示部２１１に再配
置前の配置位置より下位の配置位置から再配置位置（第１再配置位置）までの間に配置さ
れていた画像Ｂ及びＣを一つ上位の順位の配置位置に移動させる旨の通知を行う。これに
より、画像表示部２１１は、画像Ａを画像Ｃが配置されていた位置に再配置し、画像Ｂ及
びＣを一つ上位の順位の配置位置に移動させた画面を表示装置１１０に表示させる（Ｓ１
３）。
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【００４７】
　図６は、画像を配置位置の下位側から上位側に再配置する様子を示すフローチャートで
ある。画像Ａ～Ｈは、図５と同様に整列されている（Ｓ２１）。ここで、例えば、画像Ｆ
を、画像Ｆの配置位置よりも上位にある画像Ｃの配置位置（第２配置位置）に再配置する
場合には、画像Ｆをドラッグ操作により、画像Ｃが含まれる配置領域３１０に移動する（
Ｓ２２）。このドラッグ操作の際には、図５の場合と同様に、移動中の座標を再配置候補
座標取得部２２２がタッチパネル１２０から取得し、再配置候補画像表示部２１２は、候
補位置に半透明の画像Ｆの画像である再配置候補画像を表示させる。この候補位置が、再
配置前の配置位置より上位にある画像Ｃの配置位置である第２再配置位置であるため、標
識表示部２１３は、画像Ｃと、それよりも上位側に隣接する配置位置に配置された画像Ｂ
との間に標識画像３２０を表示させる。これは、候補位置においてドロップ操作により再
配置を行う指示をしたとしたならば、画像Ｂ及びＣの間に配置される旨を示している。
【００４８】
　ここで、画像Ｃの配置領域３１０内においてドロップ操作等の配置指示を行うと、配置
手段２２１は、画像Ｆを配置領域３１０に係る画像Ｃの配置されていた配置位置に配置す
ることを決定し、画像表示部２１１にその旨を通知すると共に、画像表示部２１１に再配
置前の配置位置より上位の配置位置から再配置位置（第２再配置位置）までの間に配置さ
れていた画像Ｃ、Ｄ及びＥを一つ下位の順位の配置位置に移動させる旨の通知を行う。こ
れにより、画像表示部２１１は、画像Ｆを画像Ｃが配置されていた位置に再配置し、画像
Ｃ、Ｄ及びＥを一つ下位の順位に配置位置に移動させた画面を表示装置１１０に表示させ
る（Ｓ２３）。
【００４９】
　図５及び６に示されるように、本実施形態によれば、１つの配置位置に係る配置領域を
画像の領域を含む配置領域とし、ドロップ操作等の再配置の指示がされた座標に含まれる
配置領域に係る配置位置を再配置位置としているため、画像の再配置を指示した位置と、
再配置される位置との差を最小とすることができ、利用者の意図した配置位置に再配置さ
せることができる。
【００５０】
　また、第１再配置位置であるときには、再配置前の配置位置より下位の配置位置から第
１再配置位置までの間に配置されている画像を、一つ上位の順位の配置位置に移動し、第
２再配置位置であるときには、再配置前の配置位置より上位の配置位置から第２再配置位
置までの間に配置されている画像を、一つ下位の順位の配置位置に移動するため、利用者
の意図した配置位置に再配置させつつ、画像を整列させることができる。
【００５１】
　また、特に、第１配置位置に係る配置領域のうち、配置位置の中央より上位側の配置領
域（例えば画像の上位側端）である第１配置領域においても第１再配置位置に配置でき、
第２配置位置に係る配置領域のうち、配置位置の中央より下位側の配置領域（例えば画像
の下位側端）である第２配置領域においても第２再配置位置に配置することができる。
【００５２】
　図７は、再配置候補画像表示部２１２が表示させる再配置候補画像について説明するた
めのフローチャートである。この図に示されるように、図４のように整列した画像（Ｓ３
１）において、画像Ｆをドラッグ操作により移動させることにより、再配置候補画像表示
部２１２は再配置候補座標取得部２２２から通知される座標において、画像Ｆを半透明と
した再配置候補画像を表示する（Ｓ３２）。更に、他の画像と重なる位置に移動した場合
には、再配置候補画像表示部２１２は、半透明とされた画像の外側が縁取られた枠線を有
する再配置候補画像を表示する（Ｓ３３）。なお、図では予め枠線の付いた画像において
、ステップＳ３３において更に太い枠線をつけることにより、枠線が付加された旨を示し
ているが、画像Ｆには予め枠線はついておらず、他の配置された画像と重ねられて、再配
置候補画像として表示される際にのみ枠線を付けて表示させることができる。図８及び９
において同様である。このように表示することにより、画面に配置されている画像等の画
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像を視認しつつ、移動中の画像の視覚的印象を維持し、かつ画面に配置された他の画像と
重なった際にも区別しやすく表示させることができる。ここで、枠線の色は黒に限らず、
背景等に合わせて適宜変更してもよい。
【００５３】
　図８は、再配置候補画像表示部２１２が表示させる再配置候補画像の他の例について示
すフローチャートである。このフローチャートにおいて、ステップＳ４１及びＳ４２は、
図７のステップＳ３１及びＳ３２と同様であるので、説明を省略する。再配置候補画像表
示部２１２は、このフローチャートのステップＳ４３に示されるように、再配置候補画像
は、他の配置された画像と重ねて表示する場合に、画像と重なった部分にのみ、枠線を表
示する。このように表示する場合にも、画面に配置されている画像等の画像を視認しつつ
、移動中の画像の視覚的印象を維持することができる。また、画面に配置された他の画像
と重なった際にも、より区別しやすく表示させることができる。
【００５４】
　図９は、再配置候補画像表示部２１２が表示させる再配置候補画像の他の例について示
すフローチャートである。このフローチャートにおいて、ステップＳ５１及びＳ５２は、
図７のステップＳ３１及びＳ３２と同様であるので、説明を省略する。再配置候補画像表
示部２１２は、このフローチャートのステップＳ５３～５５に示されるように、１つ以上
の同系色の画像、つまり画像Ａ、Ｂ及びＥのいずれかと重なった時（Ｓ５３、Ｓ５４）に
は枠線を表示し、それ以外の場合には枠線を表示しない（Ｓ５５）。このように表示する
場合にも、画面に配置されている画像等の画像を視認しつつ、移動中の画像の視覚的印象
を維持することができる。また、画面に配置された他の画像と重なった際にも、より区別
しやすく表示させることができる。
【００５５】
　図１０には、本実施形態の第１変形例に係る画像の配列された画面について示す図であ
る。この図にしめされるように、５列３行に渡って画像Ａ～Ｏが配列されている。図１１
は、図１０の画面において、画像Ｂをドラッグ操作により各配置領域に移動させたとした
ならば、標識表示部２１３が表示する標識画像３２０について示す図であり、図１２は、
図１０の画面において、画像Ｈをドラッグ操作により各配置領域に移動させたとしたなら
ば、標識表示部２１３が表示する標識画像３２０について示す図である。
【００５６】
　これらの図に示されるように、標識表示部２１３は、再配置される配置位置が、再配置
前の配置位置より下位にある配置位置である第１再配置位置であるときには、第１再配置
位置に配置されている画像と、下位側に隣接する配置位置に配置された画像との間に標識
画像３２０を表示させ、再配置される配置位置が、再配置前の配置位置より上位にある配
置位置である第２再配置位置であるときには、第２再配置位置に配置されている画像と、
上位側に隣接する配置位置に配置された画像との間に標識画像３２０を表示させる。した
がって、利用者は再配置の指示を行う前に、表示された標識画像を確認し、再配置の指示
を行ったとしたとしたならば、いずれの画像の間に再配置されるのかを視覚的に認識する
ことができる。また、画像の再配置を指示した位置と、再配置される位置との差を最小と
した位置に標識画像を表示することができる。
【００５７】
　図１３は、図１０の第１変形例において、画像が画面全体に配置されない場合について
示す図である。この図に示されるように画面は画像Ａ～Ｈから構成され、画像Ａ～Ｈは、
画面全体に配置されていない。このような場合においては、例えば最下位の配置位置に配
置された画像Ｈの配置領域３１０に、画像が配置されていない領域を含めることとし、こ
の領域においてドロップ操作等の配置指示が行われた場合に、画像Ｈの配置位置として再
配置を行うこととしてもよい。このように配置領域３１０を定めることにより、画面内の
いずれの領域において配置指示がされた場合であっても、配置領域に係る配置位置に再配
置させることができる。
【００５８】
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　図１４は、本実施形態の第２変形例に係る画像の順位づけられた配置位置を示す図であ
る。図の数字は、各配置位置における順位づけられた順位を示しており、この図に示され
るように、各画像は縦方向に順位づけられて配列した配置位置を有している。
【００５９】
　図１５は、図１４の配置位置に配置された画像Ａ～Ｏと、各配置位置が有する配置領域
３１０を示す図である。ここで各配置領域３１０は、各配置位置に配置された１つの画像
を含む領域であり、図では破線で示されている。
【００６０】
　図１６は、図１５に示される画面において、画像Ｈをドラッグ操作により各配置領域に
移動させたとしたならば、標識表示部２１３が表示する標識画像３２０について示す図で
あり、図１７は、図１５の画面において、画像Ｂをドラッグ操作により各配置領域に移動
させたとしたならば、標識表示部２１３が表示する標識画像３２０について示す図である
。この場合においても、図１０～１２に示された場合と同様に、標識表示部２１３は、第
１再配置位置に配置されている画像と、下位側に隣接する配置位置に配置された画像との
間に標識画像３２０を表示させ、第２再配置位置に配置されている画像と、上位側に隣接
する配置位置に配置された画像との間に標識画像３２０を表示させる。従って、図１０～
１２に示された場合と同様の効果を得ることができる。
【００６１】
　図１８は、本実施形態の第３変形例に係り、画像が２画面に渡って配置される例につい
て示す図である。この例において、各配置位置は横方向に順位づけられて配列した配置位
置を有し、この図に示されるように、順位づけは第１画面４０１及び第２画面４０２の２
画面に渡って連続している。
【００６２】
　図１９は、図１８の配置位置に配置された画像Ａ～Ｚにおいて、第１画面４０１の画像
Ｈを第２画面４０２の画像Ｕの位置に再配置する例について示している。このフローチャ
ートに示されるように、画像Ｈをドラッグ操作により第１画面４０１の右端によせて第２
画面４０２に切替え、第２画面４０２において画像Ｕの配置領域３１０においてドロップ
操作等の配置指示を行うと（Ｓ６１）、配置手段２２１は、図５の例と同様に、第１再配
置位置である画像Ｕの配置位置に再配置することを決定し、画像表示部２１１に通知する
。また、再配置前の配置位置より下位の配置位置から第１再配置位置までの間に配置され
ている画像、つまり画像Ｉ～Ｕを、一つ上位の順位の配置位置に移動する旨の通知を行う
。配置手段２２１からの通知を受けた画像表示部２１１は、再配置された画像Ａ～Ｚでの
第１画面４０１又は第２画面４０２の表示を行う（Ｓ６２）。図１９では、上位の第１画
面４０１から下位の第２画面４０２の配置位置に再配置する場合について示したが、下位
の第２画面４０２から上位の第１画面４０１の配置位置に再配置する場合についても図６
の例と同様である。したがって、画像が画面間を移動する場合であっても、再配置される
位置との差を最小とすることができ、利用者の意図した配置位置に再配置させることがで
きる。
【００６３】
　図２０は、本実施形態の第４変形例に係り、画像が２画面に渡って配置される別の例に
ついて示す図である。この例において、各配置位置は図１８と同様に横方向に順位づけら
れて配列した配置位置を有しているが、順位づけは第１画面４０３及び第２画面４０４の
２画面において独立であり、各画面において１から順位づけされている。
【００６４】
　図２１は、図２０のように配置された画像Ａ～Ｚにおいて、第１画面４０３の画像Ｈを
第２画面４０４の画像Ｕの位置に再配置する例について示している。このフローチャート
に示されるように、図１９と同様に、画像Ｈをドラッグ操作により第１画面４０３の右端
によせて第２画面４０４に切替え、第２画面４０４において画像Ｕの配置領域３１０にお
いてドロップ操作等の配置指示を行うと（Ｓ７１）、配置手段２２１は、画像Ｕの配置位
置に再配置することを決定し、画像表示部２１１に通知する。また、第１画面４０３にお
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いて、再配置前の配置位置より下位の配置位置に配置されている画像Ｉ～Ｏを、一つ上位
の順位の配置位置に移動する旨を画像表示部２１１に通知し、第２画面４０４において、
再配置される配置位置が第２再配置位置であるものとして、再配置される配置位置及び再
配置される配置位置より下位の配置位置に配置されている画像Ｖ～Ｚを、一つ下位の順位
の配置位置への移動する旨を画像表示部２１１に対して通知する。配置手段２２１からの
通知を受けた画像表示部２１１は、再配置された画像Ａ～Ｚでの第１画面４０３又は第２
画面４０４の表示を行う（Ｓ７２）。
【００６５】
　図２１では、上位の第１画面４０３から下位の第２画面４０４の配置位置に再配置する
場合について示したが、下位の第２画面４０４から上位の第１画面４０３の配置位置に再
配置する場合についても同様である。したがって、画像が画面間を移動する場合であって
も、再配置される位置との差を最小とすることができ、利用者の意図した配置位置に再配
置させることができる。
【００６６】
　上述の図１８～２１の形態においては、画像が２画面に渡って配置される場合について
示したが、２画面に限らず、３画面以上の複数画面に渡って配置されていてもよい。
【符号の説明】
【００６７】
　１００　情報処理システム、１１０　表示装置、１２０　タッチパネル、２００　情報
処理装置、２１０　画面信号出力部、２１１　画像表示部、２１２　再配置候補画像表示
部、２１３　標識表示部、２２０　入力信号処理部、２２１　画像表示部、２２１　配置
手段、２２２　再配置候補座標取得部、３１０　配置領域、３２０　標識画像、４０１　
第１画面、４０２　第２画面、４０３　第１画面、４０４　第２画面。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】
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【図１８】

【図１９】

【図２０】
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【図２２】 【図２３】
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