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(57)【要約】

（修正有）

【課題】アイコンが示すファイルやハイパーリンクが示
すコンテンツを既定と異なるアプリケーションで開いた
り、所定のフォルダにコピー／ダウンロードしたりする
ことを、簡単なマウスの操作のみで直感的に行えるよう
にする。
【解決手段】情報機器Ｍの画面に表示されたデスクトッ
プ上のアイコンやブラウザ上のハイパーリンクに対する
マウスイベントの発生の際に、アイコンやハイパーリン
クに関するアンカ情報を取得し、登録操作の発生の際に
前記イベント監視部２で取得したアンカ情報を、状態属
性として登録し、イベント判別部の指示に従って、解放
操作の発生の際に登録されているマウスカーソルの状態
属性を削除し、アイコンやハイパーリンクが示すコンテ
ンツヘのアクセス操作の発生の際に登録されている状態
属性とアンカ情報に応じて、コンテンツヘのアクセス方
法や操作内容を変更するようにした。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
マウスの操作に基づくマウスイベントを監視し、情報機器の画面に表示されたデスクトッ
プ上のアイコン又はアプリケーションのウインドウ上のハイパーリンクに対する前記マウ
スイベントの発生の際に、該アイコン又は該ハイパーリンクに関するアンカ情報を取得す
るイベント監視部と、
登録操作の発生の際に前記イベント監視部で取得したアンカ情報を、マウスカーソルの状
態属性を記憶する記憶部に登録する登録操作部と、
解放操作の発生の際に前記記憶部に登録されているマウスカーソルの状態属性を削除する
解放操作部と、

10

アイコン又はハイパーリンクが示すコンテンツヘのアクセス操作の発生の際に前記記憶部
を参照し、前記アンカ情報と前記登録されているマウスカーソルの状態属性に応じて、前
記コンテンツヘのアクセス方法又は操作内容を変更するアクセス操作部と、
前記イベント監視部で検知したマウスイベントから、利用者が意図する操作内容を判別し
て、前記登録操作部、解放操作部、及びアクセス操作部を択一的に選択するイベント判別
部と、
を備えること、
を特徴とするマウスカーソルの多機能化装置。
【請求項２】
前記イベント監視部は、
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利用者によるマウスの操作を監視し、デスクトップ上のアイコン又はアプリケーションの
ウインドウ上のハイパーリンクに対するマウスイベントの発生を検知するマウスイベント
監視部と、
前記マウスイベント監視部でイベント検知時、マウスイベントが発生した該アイコン又は
該ハイパーリンクに関するアンカ情報を、外部アプリケーションに照会して取得するアン
カ情報取得部とを備えること、
を特徴とする請求項１に記載のマウスカーソルの多機能化装置。
【請求項３】
前記アクセス操作部は、
コンテンツヘのアクセス操作の発生の際に、前記記憶部を参照して、現在登録されている

30

マウスカーソルの状態属性を取得する状態属性取得部と、
該状態属性に応じて、前記イベント監視部で取得したアンカ情報が示すコンテンツヘのア
クセス方法又は操作内容を変更するコンテンツ制御部とを備えること、
を特徴とする請求項１又は請求項２に記載のマウスカーソルの多機能化装置。
【請求項４】
前記アンカ情報は、
前記ハイパーリンクが示すコンテンツのＵＲＬ名、前記アイコンのうちファイルアイコン
が示すコンテンツのファイル名、前記アイコンのうちのフォルダアイコンが示すフォルダ
名、前記アイコンのうちショートカットアイコンが示すアプリケーションのショートカッ
ト名であること、
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を特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載のマウスカーソルの多機能化
装置。
【請求項５】
イベント監視部により、マウスの操作に基づくマウスイベントを監視し、情報機器の画面
に表示されたデスクトップ上のアイコン又はアプリケーションのウインドウ上のハイパー
リンクに対する前記マウスイベントの発生の際に、該アイコン又は該ハイパーリンクに関
するアンカ情報を取得するイベント監視ステップと、
登録操作部により、登録操作の発生の際に前記イベント監視部で取得したアンカ情報をマ
ウスカーソルの状態属性を記憶する記憶部に登録する登録操作ステップと、
解放操作部により、解放操作の発生の際に前記記憶部に登録されているマウスカーソルの
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状態属性を削除する解放操作ステップと、
アクセス操作部により、アイコン又はハイパーリンクが示すコンテンツヘのアクセス操作
の発生の際に前記記憶部を参照し、前記アンカ情報と前記登録されているマウスカーソル
の状態属性に応じて、前記コンテンツヘのアクセス方法又は操作内容を変更するアクセス
操作ステップと、
イベント判別部により、前記イベント監視部で検知したマウスイベントから、利用者が意
図する操作内容を判別して、前記登録操作部、解放操作部、及びアクセス操作部を択一的
に選択するイベント判別ステップと、
を備えること、
を特徴とするマウスカーソルの多機能化方法。
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【請求項６】
情報機器に対する操作指示を行うマウスの操作により生じるマウスイベントを監視するイ
ベント監視部と、記憶部と、制御部とを用いて、前記情報機器に対する操作指示を処理す
るようにした処理方法であって、
前記制御部は、
前記情報機器の画面に表示された、前記マウスにより操作される第１の操作対象オブジェ
クトに対する第１のマウスイベントの発生の際に、前記第１の操作対象オブジェクトに関
する第１の情報を取得し、これをマウスカーソルの状態属性として前記記憶部に記憶し、
前記第１のマウスイベントの発生後、前記情報機器の画面に表示された、前記マウスによ
り操作される第２の操作対象オブジェクトに対する第２のマウスイベントの発生の際に、
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前記第２の操作対象オブジェクトに関する第２の情報を取得し、
前記マウスイベントから、この情報機器の利用者が意図する操作内容を判別し、
前記判別の結果と、前記状態属性と、前記第２の情報とに基づいて、前記第１の操作対象
オブジェクトを前記第２の操作対象オブジェクトで処理するように、又は前記第２の操作
対象オブジェクトを前記第１の操作対象オブジェクトで処理するように、前記情報機器に
指示すること、
を特徴とする情報機器に対する操作指示の処理方法。
【請求項７】
情報機器に対する操作指示を行うマウスの操作により生じるマウスイベントを監視するイ
ベント監視部と、記憶部と、制御部とを用いて、少なくともデスクトップ上に配置された
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フォルダアイコンが示すフォルダに、少なくともアプリケーションのウインドウ上に直接
又はハイパーリンクにより配置されたコンテンツを保存する保存方法であって、
前記マウスにより選択されたフォルダアイコンが示すフォルダに関する情報を前記記憶部
に記憶することで、前記フォルダを前記コンテンツの保存先として設定する保存先設定ス
テップと、
前記マウスにより前記配置されたコンテンツの中から選択されたコンテンツを、保存する
コンテンツとして設定する保存コンテンツ設定ステップと、
前記保存するコンテンツとして設定したコンテンツを前記保存先として設定したフォルダ
に保存する保存ステップと、
を備えること、
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を特徴とするコンテンツの保存方法。
【請求項８】
情報機器に対する操作指示を行うマウスの操作により生じるマウスイベントを監視するイ
ベント監視部と、記憶部と、制御部とを用いて、少なくともアプリケーションのウインド
ウ上に直接又はハイパーリンクにより配置されたコンテンツを、少なくともデスクトップ
上に配置されたショートカットアイコンで起動される所定のアプリケーションにより開く
方法であって、
前記マウスの操作により選択された前記ショートカットアイコンが示すアプリケーション
に関する情報を前記記憶部に記憶することで、前記ショートカットアイコンにより起動さ
れるアプリケーションを後で選択するコンテンツを開くためのアプリケーションとして設

50

(4)

JP 2004‑334705 A 2004.11.25

定するアプリケーション設定ステップと、
前記マウスの操作により前記配置されたコンテンツの中から選択されたコンテンツを、前
記アプリケーションで開くコンテンツとして設定する開コンテンツ設定ステップと、
前記開くコンテンツとして設定したコンテンツを前記設定したアプリケーションで開くオ
ープンステップと、
を備えること、
を特徴とするコンテンツを所定のアプリケーションで開く方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、デスクトップ環境におけるマウス（ポインティングデバイス）を使った情報機
器等の操作方法に関し、特に、Ｄｒａｇ＆Ｄｒｏｐ操作や右クリックメニューに代わるマ
ウスを使った新たな操作法を実現する、マウスカーソルの多機能化装置、マウスカーソル
の多機能化方法、情報機器に対する操作指示の処理方法、コンテンツの保存方法、及びコ
ンテンツを所定のアプリケーションで開く方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
デスクトップ（ｄｅｓｋｔｏｐ）は、例えばパーソナルコンピュータに使用される基本ソ
フト（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ

Ｓｙｓｔｅｍ、以下「ＯＳ」という）を起動したときに表示

される基本となる操作画面のことをいい、このデスクトップ上に配置されたアイコン等を
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選択することで、ファイルの操作やアプリケーションソフトの起動等を行うことができる
。デスクトップ（デスクトップシステム）では、画面を机の上に見立て、アイコンやウイ
ンドウを机の上の道具（アプリケーションソフト）や書類（ファイル）に見立てている。
【０００３】
このようなデスクトップにより構築される従来のデスクトップ環境において、マウスカー
ソルは、デスクトップ上のアイコンやアプリケーションのウインドウ上のハイパーリンク
を選択するツールとして利用されることが一般的である。また、マウスカーソルでアイコ
ンやハイパーリンクを選択（クリック）した場合、通常は該アイコンに関連付けられてい
るファイルや該ハイパーリンクが示すコンテンツが既定のアプリケーションで表示される
。なお、ハイパーリンクは、文書内に埋め込まれた、他の文書や画像等の位置情報である
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。ハイパーリンクを用いて複数の文書、及び関連する画像等のオブジェクトを関連付けた
システムを、ハイパーテキストという。ＷＷＷ（Ｗｏｒｌｄ

Ｗｉｄｅ

Ｗｅｂ）はハイ

パーテキストの代表例で、Ｗｅｂブラウザで文書を表示し、リンクのある場所をマウスで
クリックすると、関連づけられたリンク先にジャンプするようになっている。
【０００４】
ところで、アイコンが示すファイルやハイパーリンクが示すコンテンツに対する操作とし
ては、単にそれらコンテンツを既定のアプリケーションで閲覧するだけでなく、該コンテ
ンツを違う閲覧用アプリケーションで開いたり、該コンテンツを編集用アプリケーション
で開き、加工・編集作業を行ったり、さらには、該コンテンツをコピー／ダウンロードし
たりすることが考えられる。
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【０００５】
この際、従来のデスクトップ環境（例えばＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）のデスクトップ環
境）では、選択したアイコンを所望のアプリケーションアイコンにＤｒａｇ＆Ｄｒｏｐし
たり、右クリックで表示されるメニュー（以降、右クリックメニューと呼ぶ）から所望の
アプリケーションを選択したりすることで、選択したアイコンが示すファイルやハイパー
リンクが示すコンテンツを既定と異なるアプリケーションで開くことを実現していた。こ
のＤｒａｇ＆Ｄｒｏｐ操作は簡単かつ直感的であるため、広く利用されている。
【０００６】
また、デスクトップ環境では、アイコンが示すファイルを所望のフォルダにコピーする操
作も、右クリックメニューを用いたＣｏｐｙ＆Ｐａｓｔｅ操作で実現していた。同様に、
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ハイパーリンクが示すコンテンツのダウンロード操作も、右クリックメニューから
イルを保存

ファ

を選択し、その際に表示されるダイアログで保存先のフォルダを選択するこ

とで実現していた。また、特許文献１には、右クリックメニューのようなメニューから情
報の送り先を選択できるようにした技術もある。
【０００７】
【特許文献１】
特願２０００−１２２７７４号公報（請求項１１〜請求項１３、［００１７］〜［００２
０］、［００３６］等）
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
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しかしながら、従来のデスクトップ環境では、（１）例えば、Ｄｒａｇ＆Ｄｒｏｐ操作の
場合、ＤｒａｇするファイルアイコンとＤｒｏｐするアプリケーションアイコンが同時に
表示されるように、各アイコンが存在するウインドウの位置や大きさを調整したり、ウイ
ンドウを切り替えたりする必要があった。また、従来のデスクトップ環境では、（２）例
えば、ハイパーリンクのアプリケーションアイコンヘのＤｒａｇ＆Ｄｒｏｐ操作は実現さ
れておらず、ハイパーリンクに対してはＤｒａｇ＆Ｄｒｏｐと異なる操作方法、例えば、
右クリックメニューによる操作で対応している。
【０００９】
また、（３）右クリックメニューの場合、予め右クリックメニューに登録されているアプ
リケーションや操作しか選択することができず、通常、この右クリックメニューヘの登録
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は、各アプリケーション側で対応するため、任意のアプリケーションを右クリックメニュ
ーから選択できるわけではない。（４）さらには、右クリックメニューを用いた操作は、
各アイコン、各ハイパーリンクで個別に処理されるため、複数のアイコンやハイパーリン
クに対して同じ操作を行う場合でも、一つ一つ右クリックメニューを開き、所望の操作を
選択する必要があつた。なお、特許文献１の技術は、右クリックメニューのように、メニ
ューから情報の送り先を選択できるが、さらに操作を容易にすることが望ましい。
【００１０】
（５）加えて、右クリックメニューを用いて、Ｃｏｐｙ＆Ｐａｓｔｅ操作や
保存

ファイルを

ダイアログを通して、コンテンツのコピーやダウンロード操作を行う場合、Ｄｒａ

ｇ＆Ｄｒｏｐ操作に比べて、操作内容が増加する。例えば、Ｃｏｐｙ＆Ｐａｓｔｅ操作の
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場合、アイコンの選択、右クリックメニューを開く、コピーの選択、保存先のフォルダを
選択、右クリックメニューを開く、ペーストの選択と６ステップの操作を要する。
【００１１】
そこで、本発明は、アイコンが示すファイルやハイパーリンクが示すコンテンツを既定と
異なるアプリケーションで開いたり、所定のフォルダにコピー／ダウンロードしたりする
ことを、簡単なマウスの操作で直感的に行える、マウスカーソルの多機能化装置、マウス
カーソルの多機能化方法、情報機器に対する操作指示の処理方法、コンテンツの保存方法
、及びコンテンツを所定のアプリケーションで開く方法を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
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前記課題を解決するために、本発明では、マウスカーソルに状態という属性を導入し、利
用者（操作者）がファイルアイコンやハイパーリンクを選択時、該マウスカーソルの状態
属性に応じて、該ファイルアイコンやハイパーリンクが示すコンテンツヘのアクセス方法
や操作内容を変更する。この際、マウスカーソルの状態属性として、様々なアプリケーシ
ョンヘのショートカット機能や、指定するフォルダヘのコピー／ダウンロード機能を簡単
な操作で、利用者が任意に登録可能とする。
【００１３】
（マウスカーソルの多機能化装置）
即ち、本発明のマウスカーソルの多機能化装置は（請求項１）、マウスイベントを監視し
、情報機器の画面に表示されたデスクトップ上のアイコン又はアプリケーションのウイン
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ドウ上のハイパーリンクに対するイベント発生の際に該アイコン又は該ハイパーリンクに
関するアンカ情報を取得するイベント監視部と、登録操作の発生の際に前記イベント監視
部で取得したアンカ情報（フォルダアイコンが示すフォルダ名やショートカットアイコン
が示すアプリケーションのショートカット名）を、マウスカーソルの状態属性を記憶する
記憶部に登録する登録操作部と、解放操作の発生の際に前記記憶部に登録されているマウ
スカーソルの状態属性を削除する解放操作部と、アイコン又はハイパーリンクが示すコン
テンツヘのアクセス操作の発生の際に前記記憶部を参照し、登録されているマウスカーソ
ルの状態属性に応じて、該コンテンツヘのアクセス方法又は操作内容を変更するアクセス
操作部と、前記イベント監視部で検知したマウスイベントから、利用者が意図する操作内
容を判別して、前記登録操作部、解放操作部、及びアクセス操作部を択一的に選択するイ
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ベント判別部とを備えることを特徴とする。
【００１４】
なお、「マウス」は、情報機器に操作指示を与えるあらゆるポインティングデバイスを含
むものとする。また、「マウスイベント」は、例えばクリック（右クリック、左クリック
）、アイコン上にマウスカーソルを一定時間（以上）静止、アイコンをクリック後、マウ
スカーソルを該アイコン上に一定時間（以上）静止を検出した際に発せられるものである
。
【００１５】
また、本発明は（請求項２）、請求項１に記載の構成において、前記イベント監視部が、
利用者によるマウスの操作を監視し、デスクトップ上のアイコン又はアプリケーションの
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ウインドウ上のハイパーリンクに対するイベントの発生を検知するマウスイベント監視部
と、前記マウスイベント監視部でイベント検知時、マウスイベントが発生した該アイコン
又は該ハイパーリンクに関するアンカ情報を、外部アプリケーション（例えばＯＳやブラ
ウザ）に照会して取得するアンカ情報取得部とを備えることを特徴とする。
【００１６】
ここで、アンカ情報は、ファイルアイコンが示すコンテンツのファイル名やハイパーリン
クが示すコンテンツのＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ

Ｒｅｓｏｕｒｃｅ

Ｌｏｃａｔｏｒ）名

、フォルダアイコンが示すフォルダ名やショートカットアイコンが示すアプリケーション
のショートカット名等である。
【００１７】
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また、本発明は（請求項３）、請求項１又は請求項２に記載の構成において前記アクセス
操作部が、コンテンツヘのアクセス操作の発生の際に、前記記憶部を参照し、現在登録さ
れているマウスカーソルの状態属性を取得する状態属性取得部と、該状態属性に応じて、
前記イベント監視部で取得したアンカ情報（ファイルアイコンが示すコンテンツのファイ
ル名やハイパーリンクが示すコンテンツのＵＲＬ名）が示すコンテンツヘのアクセス方法
又は操作内容を変更するコンテンツ制御部とを備えることを特徴とする。
【００１８】
ここで、例えば、状態属性としてアプリケーションのショートカット名が登録されている
場合、アンカ情報が示すコンテンツを既定のアプリケーションではなく、該ショートカッ
トが示すアプリケーションで開く。また、例えば、状態属性としてフォルダ名が登録され

40

ている場合、アンカ情報が示すコンテンツを既定のアプリケーションで開くのではなく、
該フォルダにコピー／ダウンロードする。
【００１９】
また、本発明は（請求項４）、請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の構成にお
いて、前記アンカ情報が、前記ハイパーリンクが示すコンテンツのＵＲＬ名、前記アイコ
ンのうちファイルアイコンが示すコンテンツのファイル名、前記アイコンのうちのフォル
ダアイコンが示すフォルダ名、前記アイコンのうちショートカットアイコンが示すアプリ
ケーションのショートカット名であることを特徴とする。
【００２０】
このように、本発明ではマウスカーソルの状態属性として、様々なアプリケーションヘの
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ショートカット機能や、指定するフォルダヘのコピー／ダウンロード機能を登録でき、マ
ウスカーソルにこのような状態属性が登録された状態で（記憶部にこのような状態属性が
登録された状態で）、デスクトップ上のファイルアイコンやアプリケーションのウインド
ウ上のハイパーリンクにアクセスすることで、簡単にファイルアイコンやハイパーリンク
が示すコンテンツを登録されているアプリケーションで開いたり、登録されているフォル
ダにコピー／ダウンロードできたりする。ここで、マウスカーソルに状態属性が何も登録
されていない場合（記憶部に状態属性が何も登録されていない場合）、アクセスが発生し
たファイルアイコンやハイパーリンクが示すコンテンツを既定のアプリケーションで開く
ようにすることができる（何もアクションを起こさないようにすることもできる）。
【００２１】

10

（マウスカーソルの多機能化方法）
また、前記課題を解決した本発明のマウスカーソルの多機能化方法は（請求項５）、（１
）イベント監視部により、マウスの操作に基づくマウスイベントを監視し、情報機器の画
面に表示されたデスクトップ上のアイコン又はアプリケーションのウインドウ上のハイパ
ーリンクに対する前記マウスイベントの発生の際に、該アイコン又は該ハイパーリンクに
関するアンカ情報を取得するイベント監視ステップと、（２）登録操作部により、登録操
作の発生の際に前記イベント監視部で取得したアンカ情報をマウスカーソルの状態属性を
記憶する記憶部に登録する登録操作ステップと、（３）解放操作部により、解放操作の発
生の際に前記記憶部に登録されているマウスカーソルの状態属性を削除する解放操作ステ
ップと、（４）アクセス操作部により、アイコン又はハイパーリンクが示すコンテンツヘ
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のアクセス操作の発生の際に前記記憶部を参照し、前記アンカ情報と前記登録されている
マウスカーソルの状態属性に応じて、前記コンテンツヘのアクセス方法又は操作内容を変
更するアクセス操作ステップと、（５）イベント判別部により、前記イベント監視部で検
知したマウスイベントから、利用者が意図する操作内容を判別して、前記登録操作部、解
放操作部、及びアクセス操作部を択一的に選択するイベント判別ステップとを備えること
を特徴とする。
この発明は、請求項１の発明に対応したマウスカーソルの多機能化方法である。
【００２２】
（情報機器に対する操作指示の処理方法）
また、前記課題を解決した本発明の情報機器に対する操作指示の処理方法は（請求項６）

30

、情報機器に対する操作指示を行うマウスの操作により生じるマウスイベントを監視する
イベント監視部と、記憶部と、制御部とを用いて、前記情報機器に対する操作指示を処理
するようにした処理方法である。そして、前記制御部は、（１）前記情報機器の画面に表
示された、前記マウスにより操作される第１の操作対象オブジェクトに対する第１のマウ
スイベントの発生の際に、前記第１の操作対象オブジェクトに関する第１の情報を取得し
、これをマウスカーソルの状態属性として前記記憶部に記憶し、（２）前記第１のマウス
イベントの発生後、前記情報機器の画面に表示された、前記マウスにより操作される第２
の操作対象オブジェクトに対する第２のマウスイベントの発生の際に、前記第２の操作対
象オブジェクトに関する第２の情報を取得し、（３）前記マウスイベントから、この情報
機器の利用者が意図する操作内容を判別し、（４）前記判別の結果と、前記状態属性と、
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前記第２の情報とに基づいて、前記第１の操作対象オブジェクトを前記第２の操作対象オ
ブジェクトで処理するように、又は前記第２の操作対象オブジェクトを前記第１の操作対
象オブジェクトで処理するように、前記情報機器に指示することを特徴とする。
【００２３】
この構成では、「オブジェクト」は、アイコン（ファイルアイコン、フォルダアイコン、
ショートカットアイコン…）や貼り付けられた画像、テキスト等である。なお、後記する
実施形態との対応関係を記載すると、「第１の操作対象オブジェクト」は、状態属性の登
録操作の際に操作されるオブジェクトに相当する。同様に、「第２の操作対象オブジェク
ト」は、状態属性の登録後に操作されるオブジェクト（アクセス操作する際に操作される
オブジェクト）に相当する。同様に、「第１の情報」は、登録操作の際に得られるアンカ
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情報（＝状態属性）に相当する。同様に、「第２の情報」は、状態属性登録後の操作の際
に得られるアンカ情報に相当する。同様に、「記憶部に記憶」されるのは、マウスカーソ
ルの状態属性である。また、「前記判別の結果と、前記状態属性と、前記第２の情報とに
基づいて、前記第１の操作対象オブジェクトを前記第２の操作対象オブジェクトで処理す
るように、又は前記第２の操作対象オブジェクトを前記第１の操作対象オブジェクトで処
理するように、前記情報機器に指示すること」とは、表２に例示された制御テーブルの内
容を実行するように、制御部が情報機器に指示することに相当する。なお、後記するよう
に、「第１の情報」が、範囲指定されたテキストである場合もある。
【００２４】
（コンテンツの保存方法）

10

また、前記課題を解決した本発明のコンテンツの保存方法は（請求項７）、情報機器に対
する操作指示を行うマウスの操作により生じるマウスイベントを監視するイベント監視部
と、記憶部と、制御部とを用いて、少なくともデスクトップ上に配置されたフォルダアイ
コンが示すフォルダに、少なくともアプリケーションのウインドウ上に直接又はハイパー
リンクにより配置されたコンテンツを保存する保存方法である。そして、この方法では、
（１）前記マウスにより選択されたフォルダアイコンが示すフォルダに関する情報を前記
記憶部に記憶することで、前記フォルダを前記コンテンツの保存先として設定する保存先
設定ステップと、（２）前記マウスにより前記配置されたコンテンツの中から選択された
コンテンツを、保存するコンテンツとして設定する保存コンテンツ設定ステップと、（３
）前記保存するコンテンツとして設定したコンテンツを前記保存先として設定したフォル

20

ダに保存する保存ステップとを備えることを特徴とする。
【００２５】
つまり、この構成では、利用者がマウスの操作によりコンテンツの保存先となるフォルダ
アイコン選択すると、制御部がこのフォルダアイコンに対応するフォルダ（フォルダアイ
コンが示すフォルダ）を保存先として設定する。次に、利用者が保存しようとするコンテ
ンツをマウスにより選択すると、制御部がこの選択されたコンテンツ（後記する実施形態
では＊＊＊．ｂｍｐ）を前記設定した保存先に保存するコンテンツとして設定する。そし
て、設定したコンテンツを設定したファイルフォルダに保存する。
【００２６】
（コンテンツを所定のアプリケーションで開く方法）
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また、前記課題を解決した本発明のコンテンツを所定のアプリケーションで開く方法は（
請求項８）、情報機器に対する操作指示を行うマウスの操作により生じるマウスイベント
を監視するイベント監視部と、記憶部と、制御部とを用いて、少なくともアプリケーショ
ンのウインドウ上に直接又はハイパーリンクにより配置されたコンテンツを、少なくとも
デスクトップ上に配置されたショートカットアイコンで起動される所定のアプリケーショ
ンにより開く方法である。そして、この方法では、（１）前記マウスの操作により選択さ
れた前記ショートカットアイコンが示すアプリケーションに関する情報を前記記憶部に記
憶することで、前記ショートカットアイコンにより起動されるアプリケーションを後で選
択するコンテンツを開くためのアプリケーションとして設定するアプリケーション設定ス
テップと、（２）前記マウスの操作により前記配置されたコンテンツの中から選択された
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コンテンツを、前記アプリケーションで開くコンテンツとして設定する開コンテンツ設定
ステップと、（３）前記開くコンテンツとして設定したコンテンツを前記設定したアプリ
ケーションで開くオープンステップとを備えることを特徴とする。
【００２７】
つまり、この構成では、利用者がマウスの操作によりコンテンツを開くために起動する所
定のアプリケーションのショートカットアイコンを選択すると、制御部がこのショートカ
ットアイコンに対応するアプリケーション（ショートカットアイコンが示すアプリケーシ
ョン；後記する実施形態でのペイントアプリケーション）を、コンテンツを開く所定のア
プリケーションとして設定する。次に、利用者が前記選択したアプリケーションにより開
かれるコンテンツをマウスで選択すると、制御部がこの選択されたコンテンツ（後記する
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実施形態での＊＊＊．ｂｍｐ）を前記設定したアプリケーションにより開かれるコンテン
ツとして設定する。そして、設定した所定のアプリケーションで設定したコンテンツを開
く。この構成によれば、殊にコンテンツを、デフォルト以外のアプリケーション（所定の
アプリケーション）で開くのに便利である。なお、ショートカットアイコンは、フォルダ
に配置される場合もある。
【００２８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明のマウスカーソルの多機能化装置、マウスカーソルの多機能化方法、情報機
器に対する操作指示の処理方法、コンテンツの保存方法、及びコンテンツを所定のアプリ
ケーションで開く方法の実施形態を、マウスカーソルの多機能化装置を例に、図面を参照

10

して詳細に説明する。
【００２９】
図１は、本実施形態のマウスカーソルの多機能化装置（以下「多機能化装置」という）の
装置構成を示す図である。この図１に示されるように、多機能化装置Ａは、入力装置１、
イベント監視部２、イベント判別部３、登録操作部４、解放操作部５、アクセス操作部６
、状態属性テーブル（記憶部）７、表示装置８とを備える構成となっており、外部アプリ
ケーション９として、ＯＳやブラウザが別に存在する。ここで、請求項の「制御部」は、
例えば、イベント判別部３、登録操作部４、解放操作部５、アクセス操作部６、及び状態
属性テーブル（記憶部）７を含んで構成される。なお、本実施形態の多機能化装置Ａは、
１台のパーソナルコンピュータ（情報機器Ｍ）のハードウェア資源、及びソフトウェア資
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源を活用する形で構成される。この多機能化装置Ａは、本発明の、マウスカーソルの多機
能化方法及び情報機器に対する操作指示の処理方法を具現化したものでもある。
【００３０】
入力装置１は、デスクトップ環境におけるマウスカーソルを操作するための（情報機器Ｍ
に操作指示を行う）入力デバイスであり、マウスをはじめ、キーボード、タッチパネルデ
ィスプレイ、ペンタブレット、トラックボール等様々なもの（様々なポインティングデバ
イス）を適用することができる。以降では、入力装置１としてマウスを想定して説明する
。
【００３１】
イベント監視部２は、情報機器Ｍの表示装置８の画面に表示されたデスクトップ上のアイ
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コンやアプリケーション（以下「ブラウザ」として説明する）のウインドウ上のハイパー
リンクに対するマウスイベントの発生の際に、アイコンやハイパーリンクに関するアンカ
情報を取得する。このため、イベント監視部２は、利用者によるマウス１の操作を監視し
、デスクトップ上のアイコンやブラウザ上のハイパーリンクに対するマウスイベントの発
生を検知するマウスイベント監視部２１と、マウスイベント監視部２１でイベント検知時
、マウスイベントが発生したアイコンやハイパーリンクに関するアンカ情報を、外部アプ
リケーション９に照会して取得するアンカ情報取得部２２とを備える。
【００３２】
イベント判別部３は、イベント監視部２で検知したマウスイベントから、利用者が意図す
る操作内容を判別して、少なくとも、後記する登録操作部４、解放操作部５、及びアクセ
ス操作部６を択一的に選択する機能を備える。このため、イベント判別部３は、マウスイ
ベント及びアンカ情報を入力して操作内容（利用者が意図する操作内容）を判別するため
のイベント判別テーブルを備える。
【００３３】
【表１】
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10
【００３４】
なお、アイコンの場合は、例えばクリックしたアイコン上にマウスカーソルを一定時間（
以上）置くことで登録操作がなされるが、クリックするとリンク先のコンテンツが開いて
しまうハイパーリンクの場合は、例えば、（１）一定時間以上ハイパーリンクの部分をク
リックしつづける操作を、ハイパーリンクの登録操作として用いることが考えられる。ま
た、（２）Ｄｒａｇ操作（クリックした状態でマウスカーソルを移動させる操作）を、ハ
イパーリンクの登録操作として用いることも考えられる。また、（３）クリック操作とし
て左クリックではなく、右クリックを、ハイパーリンクの登録操作として用いることが考
えられる。この際、通常の右クリックイベント、例えば右クリックメニューの表示等は、
登録操作を判別する一定時間経過後に実行されるようにすることが考えられる。なお、こ

20

の（１）〜（３）をアイコンの登録操作として用いることもできる。ちなみに、アイコン
の場合、Ｄｒａｇによりアイコンが移動するが、登録操作とＤｒａｇ操作とを判別するに
は、例えば一定量の移動（１０ピクセル分）後停止・一定方向（真上）の移動後停止を登
録操作として認識するように設定することができる。
【００３５】
登録操作部４は、登録操作の発生の際（登録操作の際）にイベント監視部２で取得したア
ンカ情報を、状態属性を管理（記憶）する状態属性テーブル７に登録する機能を備える。
【００３６】
解放操作部５は、解放操作の発生の際（解放操作の際）に状態属性テーブル７に登録され
ている状態属性を削除する機能を備える。
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【００３７】
アクセス操作部６は、アイコンやハイパーリンクが示すコンテンツヘのアクセス操作の発
生の際（アクセス操作の際）に状態属性テーブル７を参照し、アンカ情報と登録されてい
る状態属性に応じて、コンテンツヘのアクセス方法又は操作内容を変更する機能を備える
。なお、アクセス操作部６は、コンテンツヘのアクセス操作の発生の際に、状態属性テー
ブル７を参照して、現在登録されている状態属性を取得する状態属性取得部６１と、状態
属性に応じて、イベント監視部２で取得したアンカ情報が示すコンテンツヘのアクセス方
法や操作内容を変更するコンテンツ制御部６２を備える。なお、コンテンツ制御部６２は
、次の制御テーブルを参照してコンテンツへのアクセス方法や操作内容（つまり情報機器
Ｍに対する指示内容）を変更するものとする。
【００３８】
【表２】
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10

【００３９】
状態属性テーブル７は、登録操作部４により状態属性を登録され、解放操作部５により状

20

態属性を削除され、アクセス操作部６の問合せ（参照）により状態属性を返す機能を備え
る。
なお、本実施形態の多機能化装置Ａのより具体的な構成・機能は、以下に行う説明におい
て明らかにする。
【００４０】
〔１．状態属性の登録操作と処理／登録操作ステップ〕
まず、マウスカーソルの状態属性の登録操作とこの操作に対応する処理（マウスカーソル
の状態属性として、アプリケーションヘのショートカット名やフォルダ名を状態属性テー
ブル７に登録する際の操作と処理）を、図２を参照して説明する（適宜図１参照）。図２
は、デスクトップ上に配置されたアイコンを示す図であり、（ａ）はペイントのショート

30

カットアイコン上にマウスカーソルが置かれている状態を示し、（ｂ）はフォルダアイコ
ン上にマウスカーソルが置かれている状態を示している。なお、ここでの説明は、請求項
の「登録操作ステップ」、「保存先設定ステップ」、「アプリケーション設定ステップ」
を説明するものでもある。
【００４１】
マウスカーソルの状態属性の登録操作として、例えば、図２に示すように、デスクトップ
上のショートカットアイコン（図２（ａ）参照）やフォルダアイコン（図２（ｂ）参照）
をクリックし、該クリックしたアイコン上にマウスカーソルを一定時間静止させる。この
際、イベント監視部２では、マウスイベント監視部２１が、デスクトップ上での利用者の
マウス１の操作を常時監視し、デスクトップ上のショートカットアイコンやフォルダアイ

40

コンに対する前記した一定時間静止というマウスイベントの発生を検知する。そして、ア
ンカ情報取得部２２で、マウスイベントが発生したアイコンに関するアンカ情報、ここで
は、ショートカットアイコンが示すアプリケーションのショートカット名やフォルダアイ
コンが示すフォルダ名を外部アプリケーション９（ＯＳ）に照会することで取得する。な
お、静止させる一定時間（一定時間以上）は、操作の迅速性を主眼に置けば短いほうがよ
いが、操作の確実性（利用者の意図を汲み取る面）を主眼に置けば長いほうがよい。この
迅速性と確実性の面から、本実施形態では、一例として、静止時間を０．５秒以上に設定
している。ちなみに、静止時間を、クリック後、マウスカーソルがアイコン上に存在する
時間としてもよい。
【００４２】
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次に、イベント判別部３では、イベント監視部２で検知したマウスイベントから利用者が
意図する操作内容を判別する（表１参照）。ここでは、アイコンがクリックされた後、該
アイコン上にマウスカーソルが一定時間静止していることから、状態属性の登録操作と判
別し、登録操作部４に処理を進める。この際、登録操作としては、前記した方法のほかに
、例えば、アイコンをクリック後、マウスカーソルを右に閾値分移動させるといったマウ
スジェスチャを用いる方法等が考えられる。また、クリックを省略して、静止時間・存在
時間だけでマウスイベントを発生させるようにしてもよい。
【００４３】
そして、登録操作部４では、アンカ情報取得部２２で取得したアンカ情報、ここでは、シ
ョートカットアイコンが示すアプリケーションのショートカット名やフォルダアイコンが

10

示すフォルダ名をマウスカーソルの状態属性を管理（記憶）する状態属性テーブル７に登
録する。この際、マウスカーソルの近傍に、マウスカーソルの状態属性として登録された
ショートカットアイコンやフォルダアイコンをポップアップして表示することで、登録状
況を利用者に明示することができる（後記する図４（ａ）等参照、登録状況表示手段）。
【００４４】
〔２．状態属性登録後の操作と処理／アクセス操作ステップ〕
状態属性登録後の操作とこの操作に対応して行われる処理を、図３を参照して説明する（
適宜図１等参照）。図３は、（ａ）がブラウザ上のハイパーリンクにマウスカーソルが置
かれている状態を示し、（ｂ）がハイパーリンクされた画像ファイルをペイントアプリケ
ーションで開いた状態を示している。
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以下では、マウスカーソルに状態属性が登録されている状態で（状態属性テーブル７に状
態属性が登録されている状態で）、デスクトップ上のファイルアイコンやブラウザ上のハ
イパーリンクヘアクセスする操作を行った際の処理について説明する。なお、ここでの説
明は、請求項の「保存コンテンツ設定ステップ」、「保存ステップ」、「開コンテンツ設
定ステップ」、「オープンステップ」を説明するものでもある。
【００４５】
コンテンツヘのアクセス操作として、例えば、デスクトップ上のファイルアイコンやブラ
ウザ上のハイパーリンク（図３（ａ）参照）にマウスカーソルを一定時間静止（一定時間
以上静止）させる。この際、イベント監視部２ではマウスイベント監視部２１で、デスク
トップ上のファイルアイコンやブラウザ上のハイパーリンクに対する前記した一定時間静
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止というマウスの（マウスイベント）の発生を検知する。そして、アンカ情報取得部２２
で、イベントが発生したアイコンやハイパーリンクに関するアンカ情報、ここでは、ファ
イルアイコンが示すコンテンツのファイル名やハイパーリンクが示すコンテンツのＵＲＬ
名（図３（ａ）の場合）を外部アプリケーション９（ＯＳやブラウザ）に照会することで
取得する。なお、静止させる時間の長短等につては、前記した状態属性の登録操作と処理
の部分で説明したように設定することができる。ちなみに、図３（ａ）の場合、画像ファ
イルはサムネイル表示とされ、＜Ａ

ＨＲＥＦ＝

ｈｔｔｐ：／／・・・

・・・／画像

．ｂｍｐ＞…＜／Ａ＞のように記述されたｈｔｍｌのタグによりハイパーリンクされてい
る。
【００４６】
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次に、イベント判別部３では、イベント監視部２で検知したマウスイベントから利用者が
意図する操作内容を判別する（表１参照）。ここでは、クリック操作がない状態で、マウ
スカーソルをアイコンやハイパーリンク上に一定時間静止していることから、コンテンツ
へのアクセス操作と判別し、アクセス操作部６に処理を進める。この際、アクセス操作と
しては、前記した方法のほかに、例えば、アイコンやハイパーリンクを右クリックしたり
、マウスジェスチャを用いたりする方法等が考えられる。
【００４７】
そして、アクセス操作部６では、状態属性取得部６１で、前記状態属性テーブル７を参照
（照会）し、現在登録されているマウスカーソルの状態属性（アプリケーションのショー
トカット名やフォルダ名）を取得する。その後、コンテンツ制御部６２で、該マウスカー
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ソルの状態属性に応じて、前記アンカ情報取得部２２で取得したアンカ情報（コンテンツ
のファイル名、又はＵＲＬ名）が示すコンテンツヘのアクセス方法や操作内容を変更する
（表２の制御テーブル参照）。例えば、マウスカーソルの状態属性として、ペイントアプ
リケーションのショートカット名が登録されている状態（図２（ａ）参照）で、図３（ａ
）のように画像ファイルヘのハイパーリンクにアクセスした場合（アクセス操作を行った
場合）は、図３（ｂ）に示すように、画像ファイル（＊＊＊．ｂｍｐ）がペイントアプリ
ケーションで直接開かれる（表２の上から第２列目を参照）。
【００４８】
このように、本実施形態では、日常使っている様々なアプリケーションでコンテンツに直
接アクセスできる。この際、同様の操作を行うのに従来環境で必要であった、画像ファイ

10

ルを自端末にダウンロードし、その後、ダウンロードした画像ファイルをペイントアプリ
ケーションで開くといった一連の作業を省略できる。このため、作業能率を大幅に向上す
ることができる。
【００４９】
次に、図３の例とは異なる〔属性状態登録後の操作と処理〕を、図４を参照して説明する
。図４は、（ａ）がブラウザ上の画像のハイパーリンク上にマウスカーソルが置かれた状
態とブラウザ上のＰＤＦ（Ｐｏｒｔａｂｌｅ

Ｄｏｃｕｍｅｎｔ

Ｆｏｒｍａｔ）ファイ

ルのハイパーリンク上にマウスカーソルが置かれた状態とを１つの図に例示したものであ
り、（ｂ）はＨｏｍｅフォルダに画像ファイルとＰＤＦファイルがダウンロードされた状
態を図に例示したものである。
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【００５０】
図４（ａ）に示すように、マウスカーソルの状態属性としてＨｏｍｅフォルダのフォルダ
名が登録されている状態で、画像ファイルヘのハイパーリンクにアクセスした場合、図４
（ｂ）に示すように、画像ファイルをＨｏｍｅフォルダにダウンロードすることができる
。なお、この例では、マウスカーソルの属性状態を登録する際（登録操作の際）のアンカ
情報は、例えばＣ：￥Ｍｙ
アンカ情報は、例えば

Ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ￥Ｈｏｍｅであり、アクセス操作の際の

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｘｘｘ．ｃｏ．ｊｐ／＊＊＊．ｂｍｐ

である。ｈｔｍｌは、例えば次のように記述される。
【００５１】
（１）サムネイルの場合
＜Ａ

ＨＲＥＦ＝

＜ＩＭＧ
ｍｐ

ＳＲＣ＝

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｘｘｘ．ｃｏ．ｊｐ／＊＊＊．ｂｍｐ
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＞

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｘｘ．ｃｏ．ｊｐ／ｔｎ／＊＊＊２．ｂ

＞

＜／ａ＞
（２）ＩＭＧタグを用いた単純な画像貼付けの場合
＜ＩＭＧ

ＳＲＣ＝

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｘｘ．ｃｏ．ｊｐ／＊＊＊．ｂｍｐ

＞

【００５２】
ちなみに、図４（ａ）では、マウスカーソルの近傍に、登録内容であるフォルダアイコン
とこのフォルダアイコンの名前を示す「Ｈｏｍｅ」がポップアップで表示されている。
なお、多機能化装置Ａは、ｈｔｍｌのタグを読んで判断し、サムネイルの画像（＊＊＊２
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．ｂｍｐ）ではなく、ハイパーリンクされた画像（＊＊＊．ｂｍｐ）を操作対象（保存対
象）のコンテンツとする機能を有する。また、ハイパーリンクがない場合は、そのまま画
像を操作対象（保存対象）のコンテンツとする機能を有する。このため、前記した（１）
のサムネイルにより画像がブラウザ上にハイパーリンクされて配置された場合であっても
、前記した（２）の画像が直接ブラウザ上に配置された場合（単純な画像貼付けの場合）
であっても、支障なく処理することができる。
【００５３】
さらには、画像ファイルのハイパーリンクヘのアクセス操作に連続して、図４（ａ）の下
方に示すように、ＰＤＦファイルのハイパーリンクにアクセス操作するだけで（マウスカ
ーソルによるアクセス操作を行うだけで）、該ＰＤＦファイルもＨｏｍｅフォルダにダウ
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ンロードすることができる。また、Ｈｏｍｅフォルダのフォルダ名が登録されている状態
で、デスクトップ上の例えば、図示しないテキストファイルにアクセスした場合、該テキ
ストファイルがＨｏｍｅフォルダにコピーされる。このように、本実施形態では、コンテ
ンツのコピーやダウンロードに要する操作を簡略化でき、特に同一フォルダに複数のコン
テンツを連続してコピーやダウンロードする場合に有用となる。
【００５４】
〔３．属性状態を解放する際の操作と処理／解放操作ステップ〕
次に、属性状態を解放する際の操作とこの操作に対応して行われる処理を説明する（適宜
図１等参照）。
【００５５】

10

マウスカーソルによる状態属性の解放操作として、例えば、デスクトップやブラウザ上の
何も表示されていない領域をクリックする。この際には、次の処理が行われる。即ち、多
機能化装置Ａのイベント監視部２ではマウスイベント監視部２１で、前記したマウスイベ
ントを検知する。そして、アンカ情報取得部２２で、外部アプリケーション９に照会し、
マウスカーソル下にあるアイコンやハイパーリンクが示すアンカ情報を取得する。ここで
は、マウスカーソル下にはアイコンもハイパーリンクも存在しないため、アンカ情報は空
で返ってくる。
【００５６】
次に、イベント判別部３では、前記イベント検出部２で検知したマウスイベントから利用
者が意図する操作内容を判別する（表１参照）。ここでは、クリック操作が発生したが、
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アンカ情報が空であることから、イベント判別部３が、マウスカーソルからの状態属性の
解放操作と判別し、解放操作部５に処理を進める。この際、解放操作としては、前記した
方法のほかに、例えば、右クリックを解放操作に割り当てる方法やマウスジェスチャを用
いる方法等が考えられる。
【００５７】
そして、解放操作部５では、状態属性テーブル７から、現在登録されている状態属性を削
除する。この際、登録操作部４で、図４（ａ）のように、マウスカーソルの近傍に状態属
性として登録されたアイコンを表示する処理を行っていた場合、そのアイコンを消去し、
通常の表示に戻す。
【００５８】
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なお、本発明は、以上説明した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱
しない範囲で様々な実施形態が考えられる。例えば、状態属性として、テキストデータを
登録し、テキストデータが登録されている状態でコンテンツにアクセスした場合、コンテ
ンツ中のテキストデータと一致する部分をハイライト表示させること等が考えられる。
【００５９】
この際、利用者はブラウザ上に表示されている任意のテキストをＤｒａｇすることで、テ
キストデータ（

東京都知事

）をマウスカーソルの状態属性として登録する（図５（ａ

）参照）。この際、登録したテキストデータをマウスカーソルの近傍にツールチップとし
て表示する。その後、図５（ｂ）に示すように、状態属性として、テキストデータ（
京都知事

東

）が登録されている状態で、ブラウザ上のハイパーリンクにアクセスした場合
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、図５（ｃ）に示すように、ハイパーリンクが示すコンテンツ中のテキストデータと一致
する部分がハイライト表示される。
【００６０】
このように、本発明を用いることで、従来の環境ではコンテンツヘのアクセス後、検索機
能を用いて自分が知りたいテキストデータの記述箇所を探していたのを、該コンテンツに
アクセスする前に事前に設定しておくことで、素早く、その記述箇所を探すことができ、
効率的な閲覧が可能となる。
【００６１】
また、実施形態の例では、利用者からの操作により、マウスカーソルの状態属性を更新す
る構成となっているが、マウスカーソルの状態属性を履歴として管理（記憶）する状態属
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性履歴ＤＢを新たに導入し、該状態属性履歴ＤＢを参照することで、過去の状態属性を再
び登録できるようなシステム構成とすることもできる。
【００６２】
また、マウスが様々なポインティングデバイスを包含することは既に説明したが、情報機
器もパーソナルコンピュータに限らず、様々なものを用いることができる。また、本発明
は、プログラムとして把握でき、コンピュータを多機能化装置として機能させることがで
きる。また、本発明の方法を実施するための機能は容易にプログラム化でき、コンピュー
タに提供することができる。
【００６３】
【発明の効果】

10

以上説明した本発明によれば、利用者はマウスカーソルに状態属性として（記憶部に状態
属性として）、様々なアプリケーションヘのショートカット機能やフォルダヘのコピー／
ダウンロード機能を登録でき、そして、マウスカーソルにこのような状態属性が登録され
た状態で、デスクトップ上のファイルアイコンやブラウザ上のハイパーリンクにアクセス
することで、簡単に該ファイルアイコンや該ハイパーリンクが示すコンテンツを指定する
アプリケーションで開いたり、指定するフォルダにコピー／ダウンロードしたりすること
等が実現できる。つまり、アイコンが示すファイルやハイパーリンクが示すコンテンツを
既定と異なるアプリケーションで開いたり、所定のフォルダにコピー／ダウンロードした
りすることを、簡単なマウスの操作で直感的に行える。
【００６４】

20

また、本発明では、一連の操作を簡単なマウスの操作で行うことができる。さらには、複
数のコンテンツに対して同じ操作を連続して行う場合、利用者は一度、属性情報を登録す
るだけでよく、効率的な操作が可能となる。
【００６５】
また、本発明によれば、コンテンツの保存を容易に行うことができる。また、本発明によ
れば、コンテンツを所定のアプリケーションで容易に開くことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る実施形態のマウスカーソルの多機能化装置（多機能化装置）の装置
構成を示す図である
【図２】本発明に係る実施形態のデスクトップ上に配置されたアイコンを示す図であり、
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（ａ）はペイントのショートカットアイコン上にマウスカーソルが置かれている状態を示
し、（ｂ）はフォルダアイコン上にマウスカーソルが置かれている状態を示している。
【図３】本発明に係る実施形態のデスクトップ上に配置されたウインドウにおいて、（ａ
）がハイパーリンクにマウスカーソルが置かれている状態を示し、（ｂ）がハイパーリン
クされた画像ファイルをペイントアプリケーションで開いた状態を示している
【図４】本発明に係る実施形態のデスクトップ上に配置されたウインドウにおいて、（ａ
）が画像のハイパーリンク上にマウスカーソルが置かれた状態とブラウザ上のＰＤＦのハ
イパーリンク上にマウスカーソルが置かれた状態とを１つの図に例示したものであり、（
ｂ）はＨｏｍｅフォルダに画像ファイルとＰＤＦファイルがダウンロードされた状態を図
に例示したものである。
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【図５】本発明の他の実施形態例を示した図であり、（ａ）はマウスカーソルの状態属性
としてテキストデータを登録する例を、（ｂ）はコンテンツへのアクセスを、（ｃ）はテ
キストデータのハイライト表示を示す。
【符号の説明】
Ｍ

…

情報機器

Ａ

…

多機能化装置（マウスカーソルの多機能化装置）

１

…

マウス（入力装置）

２

…

イベント監視部

２１

…

マウスイベント監視部

２２

…

アンカ情報取得部
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(16)
３

…

イベント判別部

４

…

登録操作部

５

…

解放操作部

６

…

アクセス操作部

６１

…

状態属性取得部

６２

…

コンテンツ制御部

７

…

状態属性テーブル（記憶部）

８

…

表示装置

９

…

外部アプリケーション

【図１】

【図２】
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【図４】
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