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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示可能領域に表示された少なくとも１つの第１情報の中から指定された第１情報をフ
ォーカスして表示させる表示制御装置であって、
　フォーカス位置を検出するフォーカス位置検出手段と、
　前記指定された第１情報に関連する画像情報を読み出す画像情報読出手段と、
　前記画像情報読出手段が読み出した画像情報を展開する画像処理手段と、
　前記フォーカス位置検出手段が検出したフォーカス位置以外の前記表示可能領域に、前
記展開した画像情報を表示させる表示処理手段と、
　前記フォーカスする位置を移動させるフォーカス位置制御手段とを備え、
　前記フォーカス位置検出手段は前記フォーカスの位置が所定時間停止するか否かを検出
し、
　前記フォーカス位置が所定時間停止した場合、前記画像情報読出手段が画像情報を読み
出し、前記表示処理手段は前記読み出した前記画像情報を表示し、
　前記フォーカス位置が移動した場合、前記表示処理手段は表示している前記画像情報を
消去することを特徴とした表示制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示制御装置であって、
　前記表示処理手段は、検出したフォーカス位置が、前記表示可能領域を複数に分割した
一の領域に含まれる場合、取得した第２情報を前記表示可能領域の他の領域に表示させる
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表示制御装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載の表示制御装置であって、
　前記表示処理手段は、検出したフォーカス位置と表示する第２情報が占有する領域とに
基づいて決定した領域に、前記第２情報を表示させる表示制御装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか一項記載の表示制御装置であって、
　前記第１情報は、タイトル名である表示制御装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか一項記載の表示制御装置であって、
　前記第１情報は、前記画像情報を収容するファイルの名称である表示制御装置。
【請求項６】
　請求項５記載の表示制御装置であって、
　前記画像情報は、サムネイル情報である表示制御装置。
【請求項７】
　請求項１記載の表示制御装置であって、
　前記フォーカス位置検出手段は、前記フォーカスの位置が所定時間停止するか否かを検
出し、前記フォーカス位置が所定時間停止した場合、前記フォーカスされた画像ファイル
情報に関連する画像情報を読み出すことを特徴とする表示制御装置。
【請求項８】
　表示可能領域に表示された少なくとも１つの第１情報の中から指定された第１情報をフ
ォーカスして表示させる表示制御方法であって、
　フォーカス位置を検出するフォーカス位置検出ステップと、
　前記指定された第１情報に関連する画像情報を読み出す画像情報読出ステップと、
　前記画像情報読出ステップで読み出した画像情報を展開する画像処理ステップと、
　前記フォーカス位置検出ステップで検出したフォーカス位置以外の前記表示可能領域に
、前記展開した画像情報を表示させる表示処理ステップと、
　前記フォーカスする位置を移動させるフォーカス位置制御ステップとを備え、
　前記フォーカス位置検出ステップは前記フォーカスの位置が所定時間停止するか否かを
検出し、前記フォーカス位置が所定時間停止した場合、前記画像情報読出ステップが画像
情報を読み出し、前記表示処理ステップは前記読み出した前記画像情報を表示し、
　前記フォーカス位置が移動した場合、前記表示処理ステップは表示している前記画像情
報を消去することを特徴とした表示制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示可能領域に情報を表示させる表示制御装置及び表示制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、大型画面を有するパソコンでは、ファイル名称やタイトルなどの一覧を表示
する際、ファイル名称一覧とは別の領域にサムネイル画像を表示して各ファイルに収容さ
れる画像が分かるようにしている。表示画面が小さい携帯電話機では、ファイル名称一覧
とサムネイル画像をそれぞれ別画面に表示しているが、ファイル名称を表示する領域を限
定して同時にサムネイル画像を表示する携帯電話機もある（例えば、非特許文献１参照。
）。
【０００３】
　非特許文献１の携帯電話機では、図１０に示すように、表示画面の上方にファイルの名
前の表示領域を設け、下方に画像の表示領域を設けているので、上方のファイルの名前に
フォーカスを合わせると、下方にファイルに収容される画像を表示することができる。
【０００４】
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【非特許文献１】取扱説明書ＦＯＭＡＰ９００ｉアプリケーション編Ｐ３２９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、非特許文献１の携帯電話機においては、画面の一部の領域がサムネイル
画像表示専用に割り当てられており、サムネイル画像専用領域にはファイル名称を表示で
きない為、画面上で一度に表示できるファイル名称数が少なくなり、表示できる情報量が
制限されるという事情があった。
【０００６】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、表示できる情報量を制限することな
く異なる種類の情報を表示できる表示制御装置及び表示制御方法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】
　本発明の表示制御装置は、表示可能領域に表示された少なくとも１つの第１情報の中か
ら指定された第１情報をフォーカスして表示させる表示制御装置であって、フォーカス位
置を検出するフォーカス位置検出手段と、前記指定された第１情報に関連する第２情報を
読み出す読出手段と、検出したフォーカス位置以外の前記表示可能領域に、取得した第２
情報を表示させる表示処理手段とを備える。上記構成によれば、検出したフォーカス位置
以外の前記表示可能領域に、取得した第２情報を表示させる表示処理手段を備えることに
より、指定された第１情報の表示を妨げることなく第２情報を表示できる為、表示できる
情報量を制限することなく異なる種類の情報を表示できる。
【０００８】
　また、本発明の表示制御装置は、前記第２情報の読み出しを開始する時点を制御する読
出制御手段を備える。上記構成によれば、第２情報の読み出しを開始する時点を制御する
ことにより、フォーカス位置が移動するたびに読み出し処理を行うことがなくなり、処理
負荷を軽減できる。
【０００９】
　また、本発明の表示制御装置は、前記表示処理手段が、検出したフォーカス位置が、前
記表示可能領域を複数に分割した一の領域に含まれる場合、取得した第２情報を前記表示
可能領域の他の領域に表示させる。上記構成によれば、前記表示処理手段が、検出したフ
ォーカス位置が、前記表示可能領域を複数に分割した一の領域に含まれる場合、取得した
第２情報を前記表示可能領域の他の領域に表示させることにより、指定された第１情報と
第２情報とを異なる領域に表示できる為、指定された第１情報及びこれに関連する第２情
報を併せて表示可能領域に表示できる。
【００１０】
　また、本発明の表示制御装置は、前記表示処理手段が、検出したフォーカス位置と表示
する第２情報が占有する領域とに基づいて決定した領域に、前記第２情報を表示させる。
上記構成によれば、前記表示処理手段が、検出したフォーカス位置と表示する第２情報の
領域とに基づいて決定した領域に、前記第２情報を表示させることにより、指定された第
１情報と第２情報とを異なる領域に表示できる為、第２情報が占有する領域に応じて第２
情報を表示できる。
【００１１】
　また、本発明の表示制御装置は、前記第１情報が、タイトル名であるものである。上記
構成によれば、指定されたタイトル名を表示できる。
【００１２】
　また、本発明の表示制御装置は、前記第２情報が、画像情報であり、前記画像情報を展
開する画像処理手段を備える。上記構成によれば、展開した画像を表示できる。
【００１３】
　また、本発明の表示制御装置は、前記第１情報が、前記画像情報を収容するファイルの
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名称であるものである。上記構成によれば、指定されたファイル名称を表示できる。
【００１４】
　また、本発明の表示制御装置は、前記画像情報が、サムネイル情報である。上記構成に
よれば、指定されたファイル名称及びサムネイルを併せて表示可能領域に表示できる。
【００１５】
　また、本発明の表示制御装置は、フォーカスする位置を移動させるフォーカス位置制御
手段を備える。上記構成によれば、フォーカス位置を移動させることができる。
【００１６】
　また、本発明の表示制御装置は、前記画像処理手段が前記画像情報を展開処理中に前記
フォーカス位置制御手段がフォーカス位置を移動させる場合、前記展開処理を中止する制
限手段を備える。上記構成によれば、前記画像処理手段が前記画像情報を展開処理中に前
記フォーカス位置制御手段がフォーカス位置を移動させる場合、前記展開処理を中止する
ことにより、フォーカス位置を高速に移動できる。
【００１７】
　また、本発明の表示制御装置は、前記第２情報読出手段が前記第２情報読み出し処理中
に前記フォーカス位置制御手段がフォーカス位置を移動させる場合、前記読み出し処理を
中止する制限手段を備える。上記構成によれば、前記第２情報読出手段が前記第２情報読
み出し処理中に前記フォーカス位置制御手段がフォーカス位置を移動させる場合、前記読
み出し処理を中止することにより、フォーカス位置を高速に移動できる。
【００１８】
　また、本発明の表示制御方法は、表示可能領域に表示された少なくとも１つの第１情報
の中から指定された第１情報をフォーカスして表示させる表示制御方法であって、フォー
カス位置を検出し、前記指定された第１情報に関連する第２情報を読み出し、検出したフ
ォーカス位置以外の前記表示可能領域に、取得した第２情報を表示させる。
【００１９】
　さらに、本発明の表示制御プログラムは、表示可能領域に表示された少なくとも１つの
第１情報の中から指定された第１情報をフォーカスして表示させる表示制御プログラムで
あって、コンピュータを、フォーカス位置を検出するフォーカス位置検出手段、前記指定
された第１情報に関連する第２情報を読み出す読出手段、検出したフォーカス位置以外の
前記表示可能領域に、取得した第２情報を表示させる表示処理手段として機能させるため
のものである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、検出したフォーカス位置以外の前記表示可能領域に、取得した第２情
報を表示させることにより、指定された第１情報の表示を妨げることなく第２情報を表示
できる為、表示できる情報量を制限することなく異なる種類の情報を表示できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　図１は、本発明の一実施形態を説明するための携帯電話機の機能ブロック図である。図
１において、携帯電話機１は、入力部２と、表示制御装置３と、ＬＣＤ(Liquid Crystal 
Display)４と、データ記憶部８とを備える。入力部２は、入力を行うためのものであり、
メニューボタン、テンキーパッド、決定ボタン、上下左右ボタンなどを含む。表示制御装
置３は、入力部２からの入力に従って、表示可能領域に表示されたサムネイル画像を収容
するファイルの名称のリスト（少なくとも１つのファイル名称）の中から指定されたファ
イル名称をフォーカスして表示させるものである。ＬＣＤ４は、表示制御装置３の制御に
より表示可能領域に情報を表示するものである。データ記憶部８は、ファイル名リストデ
ータ及び各ファイルのサムネイル情報を記憶するものである。携帯電話機１のユーザは、
入力部２に対する入力によって、ファイル名リストの中からファイル名称を指定する。
【００２２】
　表示制御装置３は、入力受付部５と、フォーカス位置制御部６と、データ取得部７と、
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画像処理部９と、表示処理部１０とを有する。入力受付部５は、入力部２からの入力を受
け付け、受け付けた入力に応じて処理を振り分ける。フォーカス位置制御部６は、入力部
２からの入力に従ってフォーカス位置を移動させる機能と表示可能領域におけるフォーカ
ス位置を検出する機能を有する。データ取得部７は、入力受付部５の処理要求に従ってフ
ァイル名リストを取得し、指定されたファイル名称に収容されるサムネイル情報を読み出
す。画像処理部９は、取得したサムネイル情報を展開してサムネイル画像を得る。表示処
理部１０は、フォーカス位置制御部６が検出したフォーカス位置以外の表示可能領域に、
取得したサムネイル画像を配置した、サムネイル画像付きリスト画面を表示させる。なお
、表示制御装置３の処理は、コンピュータプログラムやその処理が内臓されたハード（制
御チップ等）により実現される。
【００２３】
　データ記憶部８は、フラッシュメモリ又はフラッシュメモリを内蔵したメモリカード等
の外部メモリ装置であり、フォルダと、フォルダに格納されたファイル名リストデータと
、各ファイルに収容されたサムネイル情報などを記憶する。サムネイル情報は、カメラで
撮影された写真などの主画像データをＥＸＩＦフォーマットなどに変換して保存したもの
で、サムネイル情報だけでサムネイル画像に展開することができる。サムネイル情報は、
通常の携帯電話機の画面に表示されているサムネイル画像のサイズとほぼ同等のサイズと
する。なお、主画像を再生するための主画像データを合わせて保存してもよい。また、サ
ムネイル情報は動画データの１コマを静止画に変換して保存したものでもよい。
【００２４】
　データ取得部７は、指定されたファイル名称に関連するサムネイル情報を読み出すもの
であり、サムネイル情報の読み出しを開始する時点を制御する機能、読み出し処理中にユ
ーザーが入力部２の上下左右ボタンを押下し、フォーカス位置制御部６がフォーカス位置
を移動させる場合、読み出し処理を中止する機能を有する。
【００２５】
　表示処理部１０は、フォーカス位置制御部６が検出したフォーカス位置が、前記表示可
能領域を複数に分割した一の領域に含まれる場合、取得したファイル名称を表示可能領域
の他の領域に表示させる機能、及び、検出したフォーカス位置と読み出したサムネイル画
像情報の表示サイズとに基づいて決定した領域に、第２情報を表示させる機能を有するも
のである。また、表示処理部１０は、サムネイル画像の配置を決めた後、サムネイル画像
付きファイル名リスト一覧画面を作成する。
【００２６】
　以上のように構成された携帯電話機１について、図２から図９を用いてその動作を説明
する。
【００２７】
　図２は、本実施形態における携帯電話機の処理手順を示すフロー図であり、ファイル名
称一覧と、指定したファイルのサムネイル画像とを併せて表示する処理の手順を示す。ま
ず、図３に示すように、写真などの画像データの入ったファイルを収容するフォルダ（ピ
クチャフォルダ）にフォーカスを合わせ、入力部２の決定ボタンを押下する（Ｓ１０１；
ＹＥＳ）。入力受付部５は、決定ボタンの入力を受け付け、押下された入力部２が画像デ
ータを収容するファイル名称一覧を表示するための決定ボタンなので（Ｓ１０２；ＹＥＳ
）、データ取得部７に、指定したフォルダが収容するファイル名リストを取得するよう要
求し、データ記憶部８からファイル名リストを取得する（Ｓ１０３）。データフォルダ内
のデータ構成は図４に示すような階層構造になっている為、表示処理部１０は、取得した
ファイル名リスト（ピクチャフォルダの下位に属するファイル名のリスト）に基づいて、
図５（ａ）（後述）に示すように、ＬＣＤ４にファイル名称一覧を表示する（Ｓ１０４）
。そして、再びＳ１０１に戻って次のキー入力を待つ（Ｓ１０１；ＮＯ）。
【００２８】
　図５は、本実施形態におけるファイル名称一覧とサムネイル画像の表示例を示す図であ
る。図５（ａ）は、ファイル名称一覧のみの表示例を示す図、（ｂ）～（ｄ）は、ＬＣＤ
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上でフォーカス位置を移動させたときの様子を示す図、（ｅ）は、ファイル名称一覧とサ
ムネイル画像とを併せて表示する例を示す図である。
【００２９】
　図５（ａ）に示すように、ファイル名称一覧３１には、指定した例えば「ピクチャ」の
フォルダに収容された各ファイル名称３２が表示される。図５（ａ）～（ｄ）のように、
ＬＣＤ４の表示可能領域４１に表示されたファイル名称一覧３１上でフォーカス位置Ａを
上下左右ボタンによって移動させると（Ｓ１０１；ＹＥＳ）、入力受付部５は、フォーカ
ス位置Ａを移動させる上下左右ボタンの入力を受け付ける（Ｓ１０２：ＮＯ）。そして、
入力が画像データを収容したファイル名称一覧３１上のフォーカス位置Ａの移動であると
き（Ｓ１０５；ＹＥＳ）、フォーカス位置制御部６は、フォーカス位置Ａを検出する（Ｓ
１０６）。
【００３０】
　次に、表示処理部１０は、すでに表示中のサムネイル画像３３があれば、それを消去す
る（Ｓ１０７）。フォーカス位置制御部６は、所定時間内に（Ｓ１０８；ＮＯ）、キー入
力が無く（Ｓ１１３；ＮＯ）、フォーカス位置Ａが所定時間移動しないことを検出して（
Ｓ１０８；ＹＥＳ）、フォーカス位置Ａの入力を確定する。フォーカス位置Ａの入力が確
定すると、データ取得部８は、フォーカス位置Ａによって指定されたファイルのサムネイ
ル情報を取得するようデータ記憶部７に要求し、データ記憶部８からサムネイル情報を読
み出す（Ｓ１０９）。画像処理部９は、読み出したサムネイル情報をサムネイル画像に展
開し（Ｓ１１０）、表示処理部１０においてサムネイル画像の表示領域を決定する（Ｓ１
１１）。そして、画像処理部９は、図５（e）のようにファイル名称一覧３１上にサムネ
イル画像３３を重ねて表示する（Ｓ１１２）。
【００３１】
　Ｓ１０８において、所定時間が経過するまでに（Ｓ１０８；ＮＯ）、キー入力があれば
（Ｓ１１３；ＹＥＳ）、Ｓ１０２に戻り、入力受付部５はフォーカス位置Ａを移動させる
入力を受け付ける（Ｓ１０２：ＮＯ）。入力が画像データを収容するファイル名称一覧３
１上のフォーカス位置Ａの移動であるとき（Ｓ１０５；ＹＥＳ）、フォーカス位置制御部
６は、フォーカス位置Ａを検出する（Ｓ１０６）。また、表示処理部１０は、表示中のサ
ムネイル画像３３があれば、それを消去する（Ｓ１０７）。そして、所定時間が経過する
までに（Ｓ１０８；ＮＯ）、フォーカス位置制御部６が再びキー入力を検出すれば（Ｓ１
１３；ＹＥＳ）、Ｓ１０２に戻ってＳ１０２～Ｓ１１３までの処理を繰り返し、Ｓ１０８
においてフォーカス位置Ａの移動が停止するのを待つ。
【００３２】
　なお、Ｓ１０９でサムネイル情報を読み出し処理中、又はＳ１１０でサムネイル情報の
展開処理中に、キー入力があれば、ハードウエアからの割り込みによってサムネイル情報
の読み出し処理、又はサムネイル情報の展開処理を中止してＳ１０２に戻ってキー入力を
受け付け、フォーカスを移動させてＳ１０５においてフォーカス位置Ａを検出する。
【００３３】
　表示処理部１０で行われるＳ１１１のサムネイル画像の表示領域を決定する処理は、２
つの実施の形態がある。
【００３４】
　図６は、本発明の実施形態におけるサムネイル画像の表示領域を決定する第１の処理手
順を示すフロー図であり、図７は、本発明の実施形態におけるサムネイル画像の表示領域
を決定する第１の処理を説明する図である。図７の（ａ）は、ファイル名称一覧上におけ
るサムネイル画像の表示領域を示す図、（ｂ）～（ｅ）は、フォーカス位置と表示された
サムネイル画像の関係を示す図である。
【００３５】
　第１の処理では、検出したフォーカス位置が、ＬＣＤ７の画面（表示可能領域）を複数
に分割した一の領域に含まれる場合、サムネイル画像の表示位置を表示可能領域の他の領
域に決定する。図７（ａ）に示すように、サムネイル画像の表示領域を、ファイル名称一



(7) JP 4167205 B2 2008.10.15

10

20

30

40

50

覧３１が表示される表示可能領域４１の上半分に設けた領域Ｂ又は下半分に設けた領域Ｃ
のいずれかに予め定める。表示処理部１０は、図７（ｂ）又は（ｃ）のように、Ｓ１０６
でフォーカス位置制御部６が検出したフォーカス位置Ａがファイル名称一覧３１画面の上
半分の位置にあれば（Ｓ２０１；ＹＥＳ）、ファイル名称一覧３１画面の下半分に設けた
領域Ｃをサムネイル画像の表示領域とし（Ｓ２０２）、Ｓ２０１で図７（ｄ）又は（ｅ）
のように、フォーカス位置Ａがファイル名称一覧３１画面の下半分の位置にあれば（Ｓ２
０１；ＮＯ）、ファイル名称一覧３１画面の上半分に設けた領域Ｂをサムネイル画像の表
示領域として（Ｓ２０３）、図２のＳ１１２に戻る。なお、表示可能領域の分割の仕方は
上下２分割に限られない。縦方向又は横方向等、どのように分割してもよい。
【００３６】
　図８は、本発明の実施形態におけるサムネイル画像の表示領域を決定する第２の処理手
順を示すフロー図である。図９は、本発明の実施形態におけるサムネイル画像の表示領域
を決定する第２の処理を説明する図であり、（ａ）は、ファイル名称一覧上におけるサム
ネイル画像の表示領域を示す図、（ｂ）～（ｅ）は、フォーカス位置と表示されたサムネ
イル画像の関係を示す図である。
【００３７】
　第２の処理では、検出したフォーカス位置と読み出したサムネイル画像の表示サイズと
に基づいて、サムネイル画像の表示位置を決定する。図９（ａ）に示すように、サムネイ
ル画像の表示領域を、表示可能領域４１内のファイル名称一覧３１の右側に設けた領域Ｄ
内のいずれかの位置とする。表示処理部１０において、Ｓ１０６のフォーカス位置制御部
６が検出したフォーカス位置Ａからファイル名称一覧３１画面における座標を計算し（Ｓ
３０１）、フォーカス位置Ａの上の行がサムネイル画像の終了位置になるようにサムネイ
ル画像のサイズからサムネイル画像の表示開始位置を算定する（Ｓ３０２）。そして、図
９（ｃ）～（ｅ）に示すように、算定したサムネイル画像の表示開始位置がファイル名称
一覧３１の領域Ｄ内に納まれば（Ｓ３０３；ＹＥＳ）、Ｓ３０２で算定したフォーカス位
置Ａの上の行を終了位置とする領域をサムネイル画像の表示領域とする（Ｓ３０４）。
【００３８】
　Ｓ３０３において、図９（ｂ）に示すようにサムネイル画像の表示開始位置がファイル
名称一覧３１の領域Ｄ内に納まらなければ（Ｓ３０３；ＮＯ）、フォーカス位置Ａの下の
行をサムネイル画像の表示開始位置としてサムネイル画像の表示領域を決定して（Ｓ３０
５）、図２のＳ１１２に戻る。
【００３９】
　上記した実施の形態によれば、検出したフォーカス位置以外の表示可能領域に、取得し
たサムネイル画像を表示させることにより、指定されたファイル名称の表示を妨げること
なくファイル名を表示できる為、指定されたファイル名称及びこれに収容されるサムネイ
ル画像を併せて表示可能領域に表示できる。また、ファイル名称一覧３１の上にサムネイ
ル画像３３を重ねて表示するため、表示画面が小さい携帯電話機においても、多くのファ
イル名称３２を表示しながら指定したファイルのサムネイル画像３３を表示することがで
きる。
【００４０】
　また、データ記憶部８に主画像情報よりも小さいサムネイル情報が収容されているので
、画像情報の読み込み時間や画像展開処理時間が短いため、サムネイル画像の表示が速い
。また、フォーカス位置制御部６でフォーカス位置Ａが停止し、フォーカス位置Ａによる
入力が確定するまで所定時間のタイムラグを設けているので、キーを連続操作した場合、
キーの入力に従ってフォーカスを高速移動させることができる。また、サムネイル情報の
読み出しや展開処理中にキー入力を受け付けるので、読み出しや展開処理中にフォーカス
を移動することができる。また、フォーカス位置が確定するまでにタイムラグを設けてい
るため、サムネイル画像を読み込み、展開する回数が減少する。そのため消費電力を削減
することができる。
【００４１】
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　また、以上、表示制御装置を携帯電話機に搭載した例を説明したが、表示制御装置を携
帯端末、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、ナビゲーション、又はゲーム機などの
機器に搭載してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明は、検出したフォーカス位置以外の前記表示可能領域に、取得した第２情報を表
示させることにより、指定された第１情報の表示を妨げることなく第２情報を表示できる
為、表示できる情報量を制限することなく異なる種類の情報を表示できる効果を有し、表
示可能領域に情報を表示させる表示制御装置及び表示制御方法等に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の一実施形態を説明するための携帯電話機の機能ブロック図
【図２】本実施形態における携帯電話機の処理手順を示すフロー図
【図３】本実施形態におけるデータフォルダに収容されるフォルダの表示例を示す図
【図４】本実施形態におけるデータフォルダ内のデータ構成例を示す図
【図５】本実施形態におけるファイル名称一覧とサムネイル画像の表示例を示す図
【図６】本発明の実施形態におけるサムネイル画像の表示領域を決定する第１の処理手順
を示すフロー図
【図７】本発明の実施形態におけるサムネイル画像の表示領域を決定する第１の処理を説
明する図
【図８】本発明の実施形態におけるサムネイル画像の表示領域を決定する第２の処理手順
を示すフロー図
【図９】本発明の実施形態におけるサムネイル画像の表示領域を決定する第２の処理を説
明する図
【図１０】従来の携帯電話機の表示画面例を示す図
【符号の説明】
【００４４】
　１　携帯電話機
　２　入力部
　３　表示制御装置
　４　ＬＣＤ
　５　入力受付部
　６　フォーカス位置制御部
　７　データ取得部
　８　データ記憶部
　９　画像処理部
　１０　表示処理部
　３１　ファイル名称一覧
　３２　ファイル名称
　３３　サムネイル画像
　４１　表示可能領域
　Ａ　フォーカス位置
　Ｂ、Ｃ、Ｄ　領域
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