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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のコンテンツが有するメタ情報を読み出すメタ情報読出手段と、
　前記メタ情報読出手段によって読み出されたメタ情報を表示するために記憶する表示用
記憶手段と、
　前記表示用記憶手段により記憶されたメタ情報を用いて表示画面を生成する表示手段と
、
　複数の異なる入力操作を行う操作入力手段と、
　前記表示手段により生成された表示画面の状態である前記複数のコンテンツの並び順に
関する情報と現在フォーカスしているコンテンツに関する情報と前記操作入力手段によっ
て操作入力可能な操作情報とを管理する表示状態管理手段と、
　前記表示状態管理手段で管理される表示状態管理情報に基づいて、表示している表示画
面における表示画面の変更を伴う前記複数の異なる入力操作によって変更される前記現在
フォーカスしているコンテンツの片側または両側のコンテンツの並び順の先読み条件を生
成する生成手段と、
　前記生成手段によって生成された先読み条件を基にして前記メタ情報読出手段によりメ
タ情報を先読みするメタ情報先読み手段と、
　前記メタ情報先読み手段により読み出されたメタ情報を複数の先読み用記憶部に記憶す
る先読み用記憶手段とを有することを特徴とする情報閲覧装置。
【請求項２】
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　前記操作入力手段からの入力操作を判断する入力操作判断手段を有し、
　前記メタ情報先読み手段は、前記表示状態管理情報及び前記入力操作判断手段による判
断結果を基にして前記先読み条件を変更することを特徴とする請求項１に記載の情報閲覧
装置。
【請求項３】
　前記並び順に関する操作とは、少なくとも前記コンテンツのシフト、絞り込み、ソート
のいずれか１つ以上であることを特徴とする請求項１又は２に記載の情報閲覧装置。
【請求項４】
　前記先読み用記憶部は、前記表示状態管理情報が有する入力操作が可能な情報毎に複数
有し、
　前記メタ情報先読み手段は、可能な入力操作毎にメタ情報を読み出し、
　前記先読み用記憶手段は、前記可能な入力操作毎に読み出されたメタ情報を前記複数の
先読み用記憶部にそれぞれ記憶することを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載
の情報閲覧装置。
【請求項５】
　前記入力操作判断手段は、連続する同一の入力操作であるか否かを判断することを特徴
とする請求項２に記載の情報閲覧装置。
【請求項６】
　前記入力操作判断手段が、連続する同一の入力操作であると判断した場合に、
　前記メタ情報先読み手段は、前記連続する同一の入力操作に係るメタ情報を優先して読
み出すことを特徴とする請求項５に記載の情報閲覧装置。
【請求項７】
　前記入力操作判断手段が、連続する同一の入力操作であると判断した場合に、
　前記先読み用記憶手段は、前記複数の先読み用記憶部の全てまたは一部を、前記連続す
る同一の入力操作に係るメタ情報を記憶する記憶部に割り当てることを特徴とする請求項
５又は６に記載の情報閲覧装置。
【請求項８】
　前記入力操作判断手段が、連続する同一の入力操作であると判断した場合に、
　前記メタ情報先読み手段が読み出すメタ情報の数を変更することを特徴とする請求項５
～７のいずれか１項に記載の情報閲覧装置。
【請求項９】
　前記入力操作判断手段が、連続する同一の入力操作であると判断した場合に、
　前記メタ情報先読み手段が読み出すメタ情報の項目を変更することを特徴とする請求項
５～８のいずれか１項に記載の情報閲覧装置。
【請求項１０】
　複数のコンテンツが有するメタ情報をメタ情報読出手段が読み出すメタ情報読出ステッ
プと、
　前記メタ情報読出ステップによって読み出されたメタ情報を表示するために表示用記憶
手段が記憶する表示用記憶ステップと、
　前記表示用記憶ステップにより記憶されたメタ情報を用いて表示画面を表示手段が生成
する表示ステップと、
　操作入力手段が複数の異なる入力操作を行う操作入力ステップと、
　前記表示ステップにより生成された表示画面の状態である前記複数のコンテンツの並び
順に関する情報と現在フォーカスしているコンテンツに関する情報と前記操作入力手段に
よって操作入力可能な操作情報とを表示状態管理手段が管理する表示状態管理ステップと
、
　前記表示状態管理手段で管理される表示状態管理情報に基づいて、表示している表示画
面における表示画面の変更を伴う前記複数の異なる入力操作によって変更される前記現在
フォーカスしているコンテンツの片側または両側のコンテンツの並び順の先読み条件を生
成手段が生成する生成ステップと、
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　前記生成ステップで生成された先読み条件を基にしてメタ情報をメタ情報先読み手段が
先読みするメタ情報先読みステップと、
　前記メタ情報先読みステップにより読み出されたメタ情報を先読み用記憶手段が複数の
先読み用記憶部に記憶する先読み用記憶ステップとを有することを特徴とする情報閲覧装
置の制御方法。
【請求項１１】
　複数のコンテンツが有するメタ情報をメタ情報読出手段が読み出すメタ情報読出ステッ
プと、
　前記メタ情報読出ステップによって読み出されたメタ情報を表示するために表示用記憶
手段が記憶する表示用記憶ステップと、
　前記表示用記憶ステップにより記憶されたメタ情報を用いて表示画面を表示手段が生成
する表示ステップと、
　操作入力手段が複数の異なる入力操作を行う操作入力ステップと、
　前記表示ステップにより生成された表示画面の状態である前記複数のコンテンツの並び
順に関する情報と現在フォーカスしているコンテンツに関する情報と前記操作入力手段に
よって操作入力可能な操作情報とを表示状態管理手段が管理する表示状態管理ステップと
、
　前記表示状態管理手段で管理される表示状態管理情報に基づいて、表示している表示画
面における表示画面の変更を伴う前記複数の異なる入力操作によって変更される前記現在
フォーカスしているコンテンツの片側または両側のコンテンツの並び順の先読み条件を生
成手段が生成する生成ステップと、
　前記生成ステップで生成された先読み条件を基にしてメタ情報をメタ情報先読み手段が
先読みするメタ情報先読みステップと、
　前記メタ情報先読みステップにより読み出されたメタ情報を先読み用記憶手段が複数の
先読み用記憶部に記憶する先読み用記憶ステップとをコンピュータに実行させるためのプ
ログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は情報閲覧装置に関するもので、特にメタ情報の先読みを行う情報閲覧装置など
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ハードディスクドライブを内蔵したＤＶＤレコーダを始め、デジタル映像コンテ
ンツを蓄積して閲覧するデバイスが多く存在する。このＤＶＤレコーダはテレビジョン放
送をデジタル録画して視聴することが主な機能であるが、デジタルスチルカメラやデジタ
ルビデオカメラのようなプライベートコンテンツの蓄積・閲覧も可能である。
【０００３】
　さらに、デジタル　リビング　ネットワーク　アライアンス（ＤＬＮＡ）やメディアサ
ーバーを始めとした、複数のデジタル映像コンテンツサーバーに蓄積されたコンテンツを
、一元的に管理・閲覧するシステムの普及も目まぐるしい。これらのシステムは、家庭内
に構築されたローカルエリアネットワーク環境を用いて蓄積したデジタル映像コンテンツ
を伝送し、リアルタイムにデコードして視聴するシステムである（例えば、非特許文献１
参照）。ユーザーにとってはシステムに新たなコンテンツサーバーを加えることで、増大
する蓄積コンテンツに対して簡単に対応することが可能であり、さらには、コンテンツを
記録しているサーバーを意識することなく全てのコンテンツを検索・視聴することが可能
である。
【０００４】
　これらのシステムはコンテンツの検索画面の生成において、全てのコンテンツサーバー
から蓄積されている全てのコンテンツに関連するメタデータを収集して、それらが揃った
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時点で画面生成を行うのが一般的である。
【０００５】
　しかしながらこの方法では、コンテンツ数の増加に伴い、初期画面の生成に時間を要す
るという問題だけでなく、表示装置におけるメモリのリソースが不足する恐れが生ずる。
このことを回避するために表示に必要なコンテンツに係るメタデータだけを収集する方法
が考えられるが、表示状態が切り替わるたびに表示に必要なメタデータをその都度収集す
ることになる。これでは次の画面表示までに待ち時間が発生してしまい、ユーザーは快適
な検索操作を行うことができない。
【０００６】
　一方、インターネットブラウザにおいては、ＨＴＭＬ等のホームページデータはブラウ
ザ端末にダウンロードされてから表示が行われる。従来、インターネットブラウザにおい
ては、ユーザーがマウス等リンク先を指定し、リンク先のホームページデータのダウンロ
ードを開始するため、インタラクティブな操作であるにも関わらず、ユーザーはダウンロ
ードが終了するまで待たなければいけなかった。これを回避するために、リンク先のホー
ムページデータおよびホームページデータの表示に必要なアプリケーションプログラムを
リンク先の指定以前に先読みする技術が数多く提案されている。
【０００７】
　更に、先読みの効率化を図るために、先読みするリンク先の情報が既にダウンロードさ
れているか否かを判断し、ダウンロードされていない情報だけを先読みすることで先読み
の効率を向上させるものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００８】
　また、ユーザーのアクセスログを管理し、該アクセスログを解析してユーザーの嗜好と
アクセスパターンに合わせてリンク先の情報をダウンロードすることで、無駄な情報のダ
ウンロードを抑制し、先読みの効率化を図るものがある（例えば、特許文献２参照）。
【０００９】
　また、マウスカーソルの位置を監視してユーザーの操作を予測して先読みに優先順位を
付けることで、効率的な先読みを行っているものが知られている（例えば、特許文献３、
４参照）。
【００１０】
　しかしながら、これらはインターネット上に二次元に配列された静的なリンク先の情報
を先読みする技術であり、表示されているＨＴＭＬ等の情報に埋め込まれているリンク先
の情報の先読みを行うに過ぎない。更には、連続した入力操作については考慮されておら
ず、画像等の情報を高速にスライドショーするような場合、先読みが表示に追い付かずに
快適な情報閲覧を行うことができない。
【００１１】
【非特許文献１】"Digital Living Network Alliance"、[online]、 [平成18年7月12日検
索]、インターネット＜http://www.dlna.org/about/DLNA_Overview.pdf＞
【特許文献１】特開２０００－３０５８３６号公報
【特許文献２】特開２００４－２８０４０５号公報
【特許文献３】特開２００２－２５１３１５号公報
【特許文献４】特開２００５－０８５１７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、上記の問題点を改善し、連続した入力操作においても快適な閲覧を行うこと
が可能な情報閲覧装置、その制御方法及び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】
【００１３】
　上記課題を解決するために、本発明の情報閲覧装置は、複数のコンテンツが有するメタ
情報を読み出すメタ情報読出手段と、前記メタ情報読出手段によって読み出されたメタ情
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報を表示するために記憶する表示用記憶手段と、前記表示用記憶手段により記憶されたメ
タ情報を用いて表示画面を生成する表示手段と、複数の異なる入力操作を行う操作入力手
段と、前記表示手段により生成された表示画面の状態である前記複数のコンテンツの並び
順に関する情報と現在フォーカスしているコンテンツに関する情報と前記操作入力手段に
よって操作入力可能な操作情報とを管理する表示状態管理手段と、前記表示状態管理手段
で管理される表示状態管理情報に基づいて、表示している表示画面における表示画面の変
更を伴う前記複数の異なる入力操作によって変更される前記現在フォーカスしているコン
テンツの片側または両側のコンテンツの並び順の先読み条件を生成する生成手段と、前記
生成手段によって生成された先読み条件を基にして前記メタ情報読出手段によりメタ情報
を先読みするメタ情報先読み手段と、前記メタ情報先読み手段により読み出されたメタ情
報を複数の先読み用記憶部に記憶する先読み用記憶手段とを有するものである。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、入力操作の状態に応じて先読みするコンテンツメタ情報の条件を動的
に変化させることで、連続した入力操作においてもコンテンツメタ情報の快適な閲覧を行
うことが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明における第１の実施形態を図面に基づいて説明する。図１に本発明の第１
の実施形態の情報閲覧装置およびシステムの構成の一例を示す。１０１はデジタルコンテ
ンツを蓄積するコンテンツサーバーであり、動画像や静止画像などの映像コンテンツに限
らず、ドキュメントファイルに代表されるオフィスドキュメントを蓄積するストレージサ
ーバーである。１０２は蓄積されたコンテンツに係るメタ情報を蓄積するメタ情報保存部
、１０３は前記メタ情報保存部１０２に記録されたメタ情報の管理・記録・読み出しを行
うデータベースエンジンである。
【００１６】
　また、１１１は本発明の情報閲覧装置であり、前記コンテンツサーバー１０１に蓄積し
ているコンテンツの検索画面表示や再生表示を行う装置である。１１２はコマンドやメタ
情報・コンテンツデータの送受信をコンテンツサーバー１０１と行う通信部である。本実
施形態ではコンテンツサーバー１０１と情報閲覧装置１１１を、通信部１１２を介して接
続した別の装置として説明するが、情報閲覧装置１１１内にメタ情報保存部１０２、デー
タベースエンジン１０３を具備した一体型装置でも構わない。
【００１７】
　１１３はメタ情報の読み出し要求コマンドを生成し通信部１１２を介してコンテンツサ
ーバー１０１に送信するメタ情報読み出し部である。１１４は読み出したメタ情報をキャ
ッシュ（記憶）するメタ情報キャッシュ部（メタ情報記憶部）である。１１５は実際に表
示に用いるためのメタ情報をキャッシュする表示用キャッシュ部（表示用記憶部）、１１
６は表示用キャッシュ部と同期して表示状態を管理する表示状態管理部である。
【００１８】
　１１７は表示用キャッシュ部１１５に記憶されたメタ情報と表示状態管理部１１６で管
理された管理情報を元に、グラフィカルユーザーインタフェイス（表示画面）を生成する
ＵＩレンダラ（表示部）である。１１８はＵＩレンダラ１１７で生成された表示画面を表
示するディスプレイモニタ（表示装置）である。
【００１９】
　１１９は表示状態管理部１１６で管理された表示状態管理情報を基に先読み条件の生成
を行う先読み条件生成部、１２０～１２２は先読みしたメタ情報を先読み条件ごとにキャ
ッシュする先読み用キャッシュ部（先読み用記憶部）である。１２３は操作入力部であり
、１２４は入力装置であり、１２５は入力された操作内容を判断する入力操作判断部であ
る。ところで、メタ情報にはコンテンツ名、コンテンツ種類、作成日時、コンテンツサイ
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ズなどの他に、コンテンツのサムネイル画像を含んでいても良い。
【００２０】
　図２および図４に第１の実施形態における情報閲覧装置の動作をフローチャートで示す
。図２は第１の実施形態における情報閲覧装置１１１を起動した時点からメタ情報の先読
みが完了するまでのフローチャートを示した図である。まず、情報閲覧装置１１１が起動
されると（Ｓ２０１）、初期画面生成に必要なメタ情報を収集し、表示用キャッシュ部１
１５に記憶する（Ｓ２０２）。
【００２１】
　次に収集した表示状態管理部１１６は表示状態管理情報を生成する（Ｓ２０３）。ここ
で、表示状態管理情報とは、表示しているコンテンツ情報、特にコンテンツＩＤなどのコ
ンテンツを一意に識別する情報と、表示している画面における表示画面の変更を伴う入力
操作についての情報である。表示状態管理情報の生成と同時に、表示用キャッシュ部１１
４にキャッシュされたメタ情報を用いてＵＩレンダラ１１７がユーザーインタフェイスの
生成を行い、ディスプレイモニタ１１８の画面に生成したユーザーインタフェイスを表示
する（Ｓ２０４）。さらに、先読み条件生成部１１９が表示状態管理情報から先読みの条
件を生成する（Ｓ２０５）。そして、この先読み条件を元にメタ情報読み出し部１１３を
用いてメタ情報の先読みを行い、先読みしたメタ情報を条件毎に先読み用キャッシュ部１
２０～１２２に記憶する（Ｓ２０６）。
【００２２】
　ここで先読み条件とは、表示状態管理情報に含まれる表示画面の変更を伴う入力操作に
対応した条件であり、例えば、ソート順の変更やコンテンツの絞り込みの操作に伴って必
要になるメタ情報を収集するための条件である。
【００２３】
　図３にディスプレイモニタに表示された画面と、表示状態管理情報、表示用キャッシュ
および先読み用キャッシュの関係を簡易化した図を示した。図３において、３０１はディ
スプレイモニタ１１８に表示される表示画面の一例である。ここでは、一般的なフィルム
ストリップ画面を用いて説明するが、表示についてはこれに限るものではない。
【００２４】
　３０２はコンテンツ一覧の一部を表示したサムネイル群、３０３はフォーカスの当たっ
ているコンテンツであり、サムネイルより大きく表示している。３０４は表示内容のプロ
パティ情報である。プロパティ情報には、例えば、フォーカスされているコンテンツのフ
ァイル名や該コンテンツのタグ情報、また、表示状態に関わる情報として絞り込み条件、
ソート条件等が存在するが、これに限定するものではない。
【００２５】
　３０５および３０６は表示内容の変更を伴う操作であり、説明上全てを表示しているが
、表示方法についてはこの限りではない。ここで例えば、３０５の左シフトボタン選択を
行うと、３０２のサムネイル群が右にシフトし、左から新しいサムネイルが現れる。また
、３０６のソート順のタイプボタンを選択するとフォーカスしている画像を中心にソート
順位が切り替わり、フォーカスが当たっているサムネイルの両側のサムネイルが変化する
。
【００２６】
　３１１は表示状態管理情報の一例である。表示状態管理情報には前述の通り、現在表示
している情報と、現在操作入力可能な操作情報が含まれている。３２１は表示用キャッシ
ュを示しており、図中では細かなメタ情報を省略し、メタ情報群としてファイル名で示し
ている。３３１は先読み用キャッシュであり、表示用キャッシュと同様に細かなメタ情報
を省略しているが、表示状態管理情報に記載されている操作毎、つまり操作を行うことが
できる入力操作毎に、先読みしたコンテンツメタ情報がそれぞれ記憶されている。表示用
キャッシュと先読み用キャッシュに記憶されているコンテンツメタ情報の中で重複するメ
タ情報の取得方法についてはここでは言及しない。
【００２７】
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　図４は第１の実施形態における情報閲覧装置１１１に操作が入力されてから、入力操作
に伴い、表示する画面を変更してコンテンツメタ情報の先読みを行うまでのフローチャー
トを示したものである。まず、操作入力を待つ（Ｓ４０１）。操作が入力されると表示画
面の変更を伴わない場合（Ｓ４０２）、終了操作であれば（Ｓ４０３）、終了処理を行い
終了する。終了処理の際に、キャッシュしているメタ情報を保持したままでも、キャッシ
ュの内容を破棄しても構わないが、保持することによって次回の起動の際により早い画面
表示が可能になる。
【００２８】
　表示画面の変更を伴う操作である場合（Ｓ４０２）、入力操作判断部１２５により連続
した同一操作の入力であるかを判断する（Ｓ４０４）。連続同一操作とは、例えば、リモ
コンキーのボタンを長押しした場合など一定時間に同じキーが押されている場合や、単位
時間辺りに同一のキーが繰り返し指定回数以上押されている場合などがある。
【００２９】
　連続同一操作でない場合（Ｓ４０４）、操作条件に適合した先読み用キャッシュを表示
用キャッシュに割り当て、使用していた表示用キャッシュは次回の先読み用キャッシュと
して用いる（Ｓ４１１）。ただし、上記の場合、表示用キャッシュを先読み用キャッシュ
に動的に割り当てているが、表示用キャッシュを固定して先読み用キャッシュの内容を表
示用キャッシュにコピーする方法でも構わない。
【００３０】
　新しい表示用キャッシュにメタ情報が準備できると、ＵＩレンダラ１１７によりユーザ
ーインタフェイスが生成され表示される（Ｓ４１２）と同時に、表示状態管理情報を更新
し（Ｓ４１３）、先読み条件に基づいてメタ情報の先読みを行う（Ｓ４１５）。
【００３１】
　また、連続同一操作であると判断された場合（Ｓ４０４）、上記の連続同一操作でない
場合と同様に、操作条件に適合した先読み用キャッシュを表示用キャッシュに割り当て、
使用していた表示用キャッシュは次回の先読み用キャッシュとして用いる（Ｓ４２１）。
次に、新しい表示用キャッシュにメタ情報が準備できると、ＵＩレンダラ１１７によりユ
ーザーインタフェイスが生成され表示される（Ｓ４２２）と同時に、表示状態管理情報を
更新する（Ｓ４２３）。
【００３２】
　ところで、連続して同一の操作を行っている際、瞬時に別の操作を行うことは極めて稀
であり、大抵の場合、ユーザーは一度操作を止めて静止画面を確認してから次の操作を行
う。よって、他の操作のための先読みと比較して連続する同一の入力操作のための先読み
を優先して行うことで、無駄な先読みによる負荷を軽減することが可能になる。そこで、
先読みする優先順位を変更し（Ｓ４２３）、先読み条件に基づいてメタ情報の先読みを行
う（Ｓ４２５）。
【００３３】
　以上のように構成して処理を行うことで、連続した入力操作においても快適な閲覧を行
う情報閲覧装置および先読み方法を提供でき、インタラクティブなユーザーインタフェイ
スを高レスポンスかつ省メモリで実現することが可能になる。
【００３４】
　（第２の実施形態）
　以下、本発明における第２の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、上記の第１の
実施形態に準ずる個所については、説明を割愛する。図５に本発明の第２の実施形態にお
ける情報閲覧装置に操作が入力されてから、入力操作に伴い、表示する画面を変更してコ
ンテンツメタ情報の先読みを行うまでのフローチャートを示す。第１の実施形態との差異
は、連続同一操作であると判断された場合（Ｓ５０４）である。
【００３５】
　連続同一操作であると判断された場合（Ｓ５０４）、操作条件に適合した先読み用キャ
ッシュを表示用キャッシュに割り当て、使用していた表示用キャッシュは次回の先読み用
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キャッシュとして用いる（Ｓ５２１）。次に、新しい表示用キャッシュにメタ情報が準備
できると、ＵＩレンダラ１１７によりユーザーインタフェイスが生成され表示される（Ｓ
５２２）と同時に、表示状態管理情報を更新する（Ｓ５２３）。
【００３６】
　これまでの処理は第１の実施形態と同様である。ところで、第１の実施形態で説明した
通り、連続して同一の操作を行っている際、瞬時に別の操作を行うことは極めて稀である
。そのため、他の操作のための先読み用キャッシュの全てまたは一部を連続する同一の操
作のための先読み用キャッシュに割り当て、キャッシュできるコンテンツの数を増やすこ
とで、より高速な表示画面の遷移を実現することが可能になる。
【００３７】
　そこで、表示状態管理情報の更新を行う（Ｓ５２３）と共に、先読み用キャッシュを連
続している操作用のキャッシュに割り当て（Ｓ５２４）、先読み条件に基づいてメタ情報
の先読みを行う（Ｓ５２５）。
【００３８】
　図６にディスプレイモニタ１１８に表示された画面と、表示状態管理情報、表示用キャ
ッシュおよび先読み用キャッシュの関係を簡易化した図を示した。図６において、６０１
～６３１は図３に示した３０１～３３１と同様である。６１１において、コンテンツの右
シフト連続操作中となっている。これは操作入力判断部１２５によって連続同一操作であ
ると判断され、この情報が表示状態管理情報に反映されたものである。
【００３９】
　先読み用キャッシュにおいて、連続した操作入力でない場合、可能操作毎に先読み用キ
ャッシュが割り当てられメタ情報の先読みが行われる。連続した操作入力の場合、これら
のキャッシュの一部を連続した操作に対応するために右シフト用の先読み用キャッシュに
割り当てている。さらに、図では左シフトの先読み用キャッシュを残している例を示して
いる。このようにすることにより、ユーザーが行き過ぎたコンテンツを戻す際に迅速に対
応することができる。ここで左シフトの先読み用キャッシュは直前に表示用キャッシュに
記憶されていたものに他ならず、新たに先読みを実行する必要はない。
【００４０】
　さらに、通信部の回線状況や、連続同一操作を受け付けて処理に反映させる時間間隔に
より、割り当てるキャッシュを加減することで、先読みするコンテンツに係るメタ情報の
個数を変化させることもできる。
【００４１】
　また、連続で同一の操作が行われている時、全てのメタ情報の項目が必要なわけではな
い。例えば、図６に示したような場合、必要なメタ情報はコンテンツのサムネイル、名称
および日付のみである。連続同一操作が行われている場合、先読みするメタ情報の項目を
動的に変更することで無駄なトラフィックを軽減することができる。
【００４２】
　以上のように構成して処理を行うことで、連続した入力操作において、より快適な閲覧
を行う情報閲覧装置および先読み方法を提供でき、インタラクティブなユーザーインタフ
ェイスを高レスポンスかつ省メモリで実現することが可能になる。
【００４３】
　上述した本発明の実施形態における情報閲覧装置を構成する各手段、並びに情報閲覧装
置の制御方法の各ステップは、コンピュータのＲＡＭやＲＯＭなどに記憶されたプログラ
ムが動作することによって実現できる。このプログラム及び前記プログラムを記録したコ
ンピュータ読み取り可能な記録媒体は本発明に含まれる。
【００４４】
　また、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラムもしくは記録媒体等とし
ての実施形態も可能であり、具体的には、一つの機器からなる装置に適用してもよい。
【００４５】
　なお、本発明は、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムを、シ
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ステムまたは装置に直接、または遠隔から供給する。そして、そのシステムまたは装置の
コンピュータが前記供給されたプログラムコードを読み出して実行することによっても達
成される場合を含む。
【００４６】
　したがって、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、前記コンピュータに
インストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発
明は、本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。その
場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタにより実行
されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であってもよい。
【００４７】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される。さらに、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼
動しているＯＳなどが、実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述し
た実施形態の機能が実現され得る。
【００４８】
　さらに、その他の方法として、まず記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュ
ータに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わる
メモリに書き込まれる。そして、そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや
機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理に
よっても前述した実施形態の機能が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明に係る実施形態の構成を示す図である。
【図２】本発明に係る第１の実施形態のメタ情報の先読みをするフローチャートである。
【図３】本発明に係る第１の実施形態のディスプレイモニタに表示された画面、表示状態
管理情報を示す図である。
【図４】本発明に係る第１の実施形態の入力操作に伴いメタ情報の先読みをするフローチ
ャートである。
【図５】本発明に係る第２の実施形態の入力操作に伴いメタ情報の先読みをするフローチ
ャートである。
【図６】本発明に係る第２の実施形態のディスプレイモニタに表示された画面、表示状態
管理情報を示す図である。
【符号の説明】
【００５０】
　　１０１　ストレージサーバー
　　１０２　メタ情報保存部
　　１０３　データベースエンジン
　　１１１　情報閲覧装置
　　１１２　通信部
　　１１３　メタ情報読み出し部
　　１１４　メタ情報キャッシュ部
　　１１５　表示用キャッシュ部
　　１１６　表示状態管理部
　　１１７　ＵＩレンダラ
　　１１８　ディスプレイモニタ
　　１１９　先読み条件生成部
　　１２０　先読み用キャッシュ部
　　１２１　先読み用キャッシュ部
　　１２２　先読み用キャッシュ部
　　１２３　操作入力部
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　　１２４　入力装置
　　１２５　入力操作判断部
　　３０１　表示画面の一例
　　３０２　サムネイル群
　　３０３　フォーカスコンテンツ
　　３０４　プロパティ情報
　　３０５　表示内容の変更を伴う操作
　　３０６　表示内容の変更を伴う操作
　　３１１　表示状態管理情報の一例
　　３２１　表示用キャッシュ
　　３３１　先読み用キャッシュ
　　６０１　表示画面の一例
　　６０２　サムネイル群
　　６０３　フォーカスコンテンツ
　　６０４　プロパティ情報
　　６０５　表示内容の変更を伴う操作
　　６０６　表示内容の変更を伴う操作
　　６１１　表示状態管理情報の一例
　　６２１　表示用キャッシュ
　　６３１　先読み用キャッシュ

【図１】 【図２】
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