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(57)【要約】
【課題】選択されたコンテンツに関連した複数のコンテ
ンツを視認性良く表示できる表示制御装置、表示制御方
法及び表示制御プログラムを提供すること。
【解決手段】端末１０は、表示部１２と、再生中のコン
テンツを基準コンテンツにするための選択メニューの指
定、又は一覧表示画面での１のコンテンツの指定により
基準コンテンツの選択を受け付ける選択部１３と、選択
を受け付けた基準コンテンツに関連する関連コンテンツ
の情報を取得する取得部１４と、基準コンテンツの情報
を基準位置として、関連コンテンツの情報を表示部１２
に表示するための配置を、関連性に応じた所定の配置ル
ールに従って決定する決定部１５と、決定された配置の
うち、基準位置を含む表示可能な配置のみからなる所定
領域を表示部１２に表示させると共に、スクロール操作
を受け付けると、操作量に基づいた相対変化量だけ移動
させた領域の表示に切り替える制御部１６と、を備える
。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、
　再生中の１のコンテンツを基準コテンツにするための選択メニューの指定、又はコンテ
ンツの一覧表示画面での１のコンテンツの指定により基準コンテンツの選択を受け付ける
選択部と、
　前記選択を受け付けた基準コンテンツに関連する関連コンテンツの情報を取得する取得
部と、
　前記基準コンテンツの情報を基準位置として、前記関連コンテンツの情報を前記表示部
に表示するための配置を、関連性に応じた所定の配置ルールに従って決定する決定部と、
　前記配置ルールに従って決定された配置のうち、前記基準位置を含む前記表示部に表示
可能な配置のみからなる所定領域を前記表示部に表示させると共に、スクロール操作を受
け付けると、操作量に基づいた相対変化量だけ前記所定領域から移動させた領域の表示に
切り替える制御部と、を備える表示制御装置。
【請求項２】
　前記選択部が受け付けたスクロール操作の操作量に基づいた相対変化量だけ移動させた
領域に関連コンテンツが不足する場合、
　前記取得部は、所定数の関連コンテンツを再度取得し、
　前記決定部は、取得した前記関連コンテンツ及び前記基準コンテンツの配置を、前記配
置ルールに従って決定する請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記決定部は、前記基準コンテンツと前記関連コンテンツとの関連度に基づいて、前記
関連コンテンツの情報を配置する位置を決定する請求項１又は請求項２に記載の表示制御
装置。
【請求項４】
　前記決定部は、前記基準コンテンツと前記関連コンテンツとの関連度に基づいて、前記
関連コンテンツの情報の表示態様を変化させる請求項１又は請求項３に記載の表示制御装
置。
【請求項５】
　前記決定部は、前記関連コンテンツの新しさに応じて配置する位置を決定する請求項１
から請求項４のいずれかに記載の表示制御装置。
【請求項６】
　前記制御部は、所定の操作に応じて、前記所定領域を表示させるようにスクロールする
請求項１から請求項５のいずれかに記載の表示制御装置。
【請求項７】
　表示部に対するコンピュータの表示制御方法であって、
　前記コンピュータが再生中の１のコンテンツを基準コンテンツにするための選択メニュ
ーの指定、又はコンテンツの一覧表示画面での１のコンテンツの指定により基準コンテン
ツの選択を受け付ける選択ステップと、
　前記コンピュータが前記選択を受け付けた基準コンテンツに関連する関連コンテンツの
情報を取得する取得ステップと、
　前記コンピュータが前記基準コンテンツの情報を基準位置として、前記関連コンテンツ
の情報を前記表示部に表示するための配置を、関連性に応じた所定の配置ルールに従って
決定する決定ステップと、
　前記コンピュータが前記配置ルールに従って決定された配置のうち、前記基準位置を含
む前記表示部に表示可能な配置からなる所定領域を前記表示部に表示させると共に、スク
ロール操作を受け付けると、操作量に基づいた相対変化量だけ前記所定領域から移動させ
た領域の表示に切り替える制御ステップと、を含む表示制御方法。
【請求項８】
　表示部をコンピュータに制御させるための表示制御プログラムであって、
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　前記コンピュータが再生中の１のコンテンツを基準コンテンツにするための選択メニュ
ーの指定、又はコンテンツの一覧表示画面での１のコンテンツの指定により基準コンテン
ツの選択を受け付ける選択ステップと、
　前記コンピュータが前記選択を受け付けた基準コンテンツに関連する関連コンテンツの
情報を取得する取得ステップと、
　前記コンピュータが前記基準コンテンツの情報を基準位置として、前記関連コンテンツ
の情報を前記表示部に表示するための配置を、関連性に応じた所定の配置ルールに従って
決定する決定ステップと、
　前記コンピュータが前記配置ルールに従って決定された配置のうち、前記基準位置を含
む前記表示部に表示可能な配置からなる所定領域を前記表示部に表示させると共に、スク
ロール操作を受け付けると、操作量に基づいた相対変化量だけ前記所定領域から移動させ
た領域の表示に切り替える制御ステップと、を実行させるための表示制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツの情報を表示する表示制御装置、表示制御方法及び表示制御プロ
グラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、音楽又は動画等のコンテンツを再生する際には、このコンテンツの情報を表示す
る制御が行われている。また、再生中の楽曲と属性情報の一致する楽曲の情報を取得し表
示する技術も提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２２６８８０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、前述の技術では、楽曲が一覧で表示されるに過ぎず、再生中のコンテン
ツとレコメンドされた複数の楽曲全体との関連性を把握することは難しかった。
【０００５】
　本発明は、選択されたコンテンツに関連した複数のコンテンツを視認性良く表示できる
表示制御装置、表示制御方法及び表示制御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】
【０００６】
　本発明に係る表示制御装置は、表示部と、再生中のコンテンツを基準コンテンツにする
ための選択メニューの指定、又はコンテンツの一覧表示画面での１のコンテンツの指定に
より基準コンテンツの選択を受け付ける選択部と、前記選択を受け付けた基準コンテンツ
に関連する関連コンテンツの情報を取得する取得部と、前記基準コンテンツの情報を基準
位置として、前記関連コンテンツの情報を前記表示部に表示するための配置を、関連性に
応じた所定の配置ルールに従って決定する決定部と、前記配置ルールに従って決定された
配置のうち、前記基準位置を含む前記表示部に表示可能な配置のみからなる所定領域を前
記表示部に表示させると共に、スクロール操作を受け付けると、操作量に基づいた相対変
化量だけ前記所定領域から移動させた領域の表示に切り替える制御部と、を備える。
【０００７】
　前記選択部が受け付けたスクロール操作の操作量に基づいた相対変化量だけ移動させた
領域に関連コンテンツが不足する場合、前記取得部は、所定数の関連コンテンツを再度取
得し、前記決定部は、取得した前記関連コンテンツ及び前記基準コンテンツの配置を、前
記配置ルールに従って決定してもよい。



(4) JP 2015-179323 A 2015.10.8

10

20

30

40

50

【０００８】
　前記決定部は、前記基準コンテンツと前記関連コンテンツとの関連度に基づいて、前記
関連コンテンツの情報を配置する位置を決定してもよい。
【０００９】
　前記決定部は、前記基準コンテンツと前記関連コンテンツとの関連度に基づいて、前記
関連コンテンツの情報の表示態様を変化させてもよい。
【００１０】
　前記決定部は、前記関連コンテンツの新しさに応じて配置する位置を決定してもよい。
【００１１】
　前記制御部は、所定の操作に応じて、前記所定領域を表示させるようにスクロールして
もよい。
【００１２】
　本発明に係る表示制御方法は、表示部に対するコンピュータの表示制御方法であって、
前記コンピュータが再生中の１のコンテンツを基準コンテンツにするための選択メニュー
の指定、又はコンテンツの一覧表示画面での１のコンテンツの指定により基準コンテンツ
の選択を受け付ける選択ステップと、前記コンピュータが前記選択を受け付けた基準コン
テンツに関連する関連コンテンツの情報を取得する取得ステップと、前記コンピュータが
前記基準コンテンツの情報を基準位置として、前記関連コンテンツの情報を前記表示部に
表示するための配置を、関連性に応じた所定の配置ルールに従って決定する決定ステップ
と、前記コンピュータが前記配置ルールに従って決定された配置のうち、前記基準位置を
含む前記表示部に表示可能な配置からなる所定領域を前記表示部に表示させると共に、ス
クロール操作を受け付けると、操作量に基づいた相対変化量だけ前記所定領域から移動さ
せた領域の表示に切り替える制御ステップと、を含む。
【００１３】
　本発明に係る表示制御プログラムは、表示部をコンピュータに制御させるための表示制
御プログラムであって、前記コンピュータが再生中の１のコンテンツを基準コンテンツに
するための選択メニューの指定、又はコンテンツの一覧表示画面での１のコンテンツの指
定により基準コンテンツの選択を受け付ける選択ステップと、前記コンピュータが前記選
択を受け付けた基準コンテンツに関連する関連コンテンツの情報を取得する取得ステップ
と、前記コンピュータが前記基準コンテンツの情報を基準位置として、前記関連コンテン
ツの情報を前記表示部に表示するための配置を、関連性に応じた所定の配置ルールに従っ
て決定する決定ステップと、前記コンピュータが前記配置ルールに従って決定された配置
のうち、前記基準位置を含む前記表示部に表示可能な配置からなる所定領域を前記表示部
に表示させると共に、スクロール操作を受け付けると、操作量に基づいた相対変化量だけ
前記所定領域から移動させた領域の表示に切り替える制御ステップと、を実行させる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、選択されたコンテンツに関連した複数のコンテンツが視認性良く表示
される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施形態に係る情報提供システムの構成を示す図である。
【図２】実施形態に係る表示画面の一例を示す図である。
【図３】実施形態に係る関連コンテンツの配置例を示す図である。
【図４】実施形態に係る関連コンテンツが配置される形状の一例を示す図である。
【図５】実施形態に係る関連コンテンツの配置ルールの一例を示す図である。
【図６】実施形態に係る表示制御処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態の一例について説明する。
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　図１は、本実施形態に係る情報提供システム１の構成を示す図である。
【００１７】
　本実施形態の情報提供システム１は、ユーザが操作する端末１０（表示制御装置）と、
コンテンツ情報データベース（ＤＢ）２０とを備える。
　端末１０は、携帯電話機、スマートフォン、タブレット端末、ＰＣ等、通信機能及びコ
ンテンツ再生機能を有する情報処理端末である。端末１０は、コンテンツ情報ＤＢ２０と
所定のネットワークを介して接続され、端末１０で選択されたコンテンツの属性情報、及
び関連するコンテンツの属性情報等を取得して表示する。
【００１８】
　端末１０が扱うコンテンツは、例えば、楽曲、動画、電子書籍等を含み、ユーザ操作に
応じて購入又は無償でダウンロードして端末１０又はクラウド上に保存される。また、こ
れらのコンテンツは、購入又はダウンロードの前に、一部又は全部を試し再生（試聴、一
部表示等）できる。
【００１９】
　端末１０は、記憶部１１と、表示部１２と、選択部１３と、取得部１４と、決定部１５
と、制御部１６とを備える。
【００２０】
　記憶部１１は、ハードウェア群を端末１０として機能させるための各種プログラム、及
び各種データ等の記憶領域であり、ＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリ又はハードディス
ク（ＨＤＤ）等であってよい。具体的には、記憶部１１は、本実施形態の各機能を端末１
０に実行させるための表示制御プログラム、及びネットワーク等から取得したコンテンツ
情報等を記憶する。
【００２１】
　表示部１２は、液晶ディスプレイ又は有機ＥＬディスプレイ等の表示デバイスを含み、
ユーザから入力を受け付けるための画面、又は端末１０の演算処理結果等を出力する。表
示部１２は、タッチパネル等の入力デバイスを含んでいてもよい。本実施形態においては
、後述の表示制御処理により、複数のコンテンツの情報が表示される。
【００２２】
　コンテンツの情報とは、例えば、画像、タイトル、作者、ジャンル、発表時期等の属性
情報であり、ユーザがコンテンツを特定、又はコンテンツの内容（雰囲気、テイスト等）
を把握するための情報である。
【００２３】
　選択部１３は、端末１０が記憶しているコンテンツ情報、又はコンテンツ情報ＤＢ２０
に格納されているコンテンツ情報の中から、基準コンテンツを選択する入力を受け付ける
。なお、入力操作は、単に複数のコンテンツのうち１つが選択される操作に限らず、コン
テンツの再生又は試聴等の指示操作であってもよい。具体的には、選択部１３は、再生中
の１のコンテンツを基準コテンツにするための選択メニューの指定、又はコンテンツの一
覧表示画面での１のコンテンツの指定により基準コンテンツの選択を受け付ける。
　また、選択部１３は、後述の制御部１６により表示部１２に表示された関連コンテンツ
の中から、新たに基準コンテンツの選択を受け付けてもよい。
【００２４】
　取得部１４は、記憶部１１又はコンテンツ情報ＤＢ２０から、選択部１３が選択を受け
付けた基準コンテンツに関連する関連コンテンツの情報を取得する。
　関連コンテンツは、例えば、同じアーティスト、ユニットを組んだことがあるアーティ
スト、同じプロデューサ、同じ作曲家、同じ作詞家、同じジャンル、同年代の楽曲、同じ
アルバムに収録された楽曲、タイトルが類似した楽曲等、所定の評価基準に従って抽出さ
れる。
【００２５】
　決定部１５は、基準コンテンツの情報を基準位置、例えば中心として、関連コンテンツ
の情報を表示部に表示するための配置を、関連性に応じた所定の配置ルールに従って決定
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する。
【００２６】
　決定部１５は、例えば、選択された基準の楽曲と同じジャンルの楽曲を所定の数だけ選
択し、選択した楽曲の情報を、タイル上に並べて配置する。
　また、決定部１５は、基準コンテンツと関連コンテンツとの関連度の高さに基づいて、
関連コンテンツの情報を配置する位置を決定してもよい。例えば、関連度が高い関連コン
テンツほど、基準コンテンツからの距離が近い位置に配置されてよい。
【００２７】
　また、決定部１５は、基準コンテンツと関連コンテンツとの関連度に基づいて、関連コ
ンテンツの情報の表示態様を変化させてもよい。例えば、決定部１５は、関連度が高い関
連コンテンツほど表示画像を大きくしたり、枠線等の色を変化させたりして配置する。
　さらに、決定部１５は、関連コンテンツの新しさ（発売日、発表日等）に応じて配置す
る位置を決定してもよい。例えば、最近の楽曲が基準位置付近に配置されることにより、
注目度が高いコンテンツが容易に視認される。
【００２８】
　制御部１６は、配置ルールに従って決定された配置のうち、基準位置を含む所定領域、
例えば基準コンテンツを中心とした表示部１２の表示領域に収まり表示可能な範囲を表示
部に表示させる。
【００２９】
　図２は、本実施形態に係る表示画面の一例を示す図である。
　「タイトルＡ」の楽曲が選択されると、この選択コンテンツ（楽曲）のタイトル及びア
ーティスト名３１、並びにジャケット画像３２等が表示部１２の中心付近に表示される。
複数の関連コンテンツは、選択コンテンツの周囲に同様の形態で選択可能に表示される。
【００３０】
　なお、表示部１２のサイズにより、抽出された全ての関連コンテンツの情報が表示され
ない場合、制御部１６は、表示部１２の表示領域の外に配置された関連コンテンツを、ス
クロール操作に応じて表示させる。制御部１６は、スクロール操作を受け付けると、操作
量に応じた相対変化量だけ所定領域から移動させた領域の表示に切り替える。また、制御
部１６は、操作入力に応じて、表示を拡大又は縮小させてもよい。
　このとき、表示部１２に表示させる関連コンテンツの数が不足する場合、取得部１４は
、所定数の関連コンテンツを再度取得し、決定部１５は、取得した関連コンテンツ及び基
準コンテンツの配置を、配置ルールに従って決定する。
【００３１】
　また、表示部１２には、各種操作指示用のダイアログ３３が表示されている。ダイアロ
グ３３には、基準コンテンツのタイトル及びアーティスト名３３１の他、画面遷移の指示
アイコン群３３２が表示される。
　指示アイコン群３３２のうち、「中心に戻る」がタップされた場合、制御部１６は、こ
の操作に応じて、初期の基準コンテンツを中心とした所定領域を表示させるように画面を
スクロールさせる。
【００３２】
　さらに、ダイアログ３３には、関連コンテンツの検索基準を指定して、取得部１４及び
決定部１５の処理の再実行させるアイコン群３３３が表示される。例えば、「流行」の曲
を優先した検索、「曲」のジャンルを優先した検索、「アーティスト」の関連を優先した
検索、ユーザの「嗜好」に基づく検索等が指定可能である。
【００３３】
　図３は、本実施形態に係る関連コンテンツの配置例を示す図である。
　関連コンテンツの情報を示す画像は、例えば、基準コンテンツの情報を示す画像４１を
中心にして、最大７×７のタイル状のマップに配置される。
【００３４】
　表示部１２の表示領域４２は、関連コンテンツの情報を全て収めることはできないため
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、その一部のみが表示される。ユーザによるスクロール操作に応じて、表示領域４２がマ
ップ上を移動し、所望の領域が表示される。
【００３５】
　図４は、本実施形態に係る関連コンテンツが配置される形状の一例を示す図である。
　基準コンテンツ５１を中心にして、関連コンテンツの情報を示す画像が円周上に配置さ
れる。例えば、類似度によるクラスタ毎に円周が形成されてもよい。
　また、円周に限らず、円弧状、放射状等、配置の形状は適宜設定されてよい。
【００３６】
　図５は、本実施形態に係る関連コンテンツの配置ルールの一例を示す図である。
　基準コンテンツ６１から、関連度が高い関連コンテンツほど近い距離に、関連度が低い
関連コンテンツほど遠い距離に配置される。
　これにより、ユーザは、レコメンドされた関連コンテンツそれぞれの、基準コンテンツ
との関連度の分布を容易に視認できる。
【００３７】
　図６は、本実施形態に係る表示制御処理を示すフローチャートである。
　ステップＳ１において、選択部１３は、ユーザに選択された再生対象となる基準コンテ
ンツの情報を受け付ける。
【００３８】
　ステップＳ２において、端末１０は、ステップＳ１で受け付けた情報により、基準コン
テンツを再生する。
【００３９】
　ステップＳ３において、取得部１４は、ステップＳ２で再生した基準コンテンツに関連
する関連コンテンツの情報を、記憶部１１又はコンテンツ情報ＤＢ２０から取得する。
【００４０】
　ステップＳ４において、決定部１５は、ステップＳ３で取得した関連コンテンツの情報
の配置を、関連度や流行等に基づく所定のルールに従って決定する。
【００４１】
　ステップＳ５において、制御部１６は、ステップＳ４で決定された配置に従って、基準
コンテンツの情報及び関連コンテンツの情報を配置した画面を表示部１２に表示させる。
【００４２】
　ステップＳ６において、選択部１３は、ステップＳ５で表示された関連コンテンツのい
ずれかが選択されたか否かを判定する。この判定がＹＥＳの場合、選択された関連コンテ
ンツを新たな基準コンテンツとして再描画させるため、処理はステップＳ１に戻る。一方
、判定がＮＯの場合、処理は終了する。
【００４３】
　本実施形態によれば、端末１０は、基準コンテンツに対して、関連コンテンツの情報を
、関連性に応じた所定の配置ルールに従って２次元に配置する。したがって、端末１０は
、選択された基準コンテンツに関連した複数の関連コンテンツについて、一覧表示よりも
短い距離でより多くを視認性良く表示できる。
　さらに、端末１０は、関連性に応じた所定の配置ルールを用いるので、これまで、レコ
メンドされたコンテンツそれぞれの雰囲気、テイスト、又はこれら全体の傾向等の情報を
把握することが難しかったところ、ユーザは、関連コンテンツの配置によって、これらの
情報を容易に把握できる。
【００４４】
　また、端末１０は、表示された関連コンテンツの中から新たに基準コンテンツの選択を
受け付けることにより、関連コンテンツ群を再度取得して配置するので、ユーザは、興味
のあるコンテンツを順に辿って再生するコンテンツを探すことができる。
【００４５】
　また、端末１０は、基準コンテンツと関連コンテンツとの関連度に基づいてコンテンツ
群を配置するので、ユーザは、基準コンテンツと関連度の高いコンテンツを容易に把握で



(8) JP 2015-179323 A 2015.10.8

10

20

30

き、利便性が向上する。
　さらに、端末１０は、関連コンテンツの新しさに応じて配置を決定するので、ユーザは
、最近流行の関連コンテンツを容易に把握でき、利便性が向上する。
【００４６】
　また、端末１０は、配置された関連コンテンツを表示部１２に表示し切れない場合にも
、ユーザによるスクロール操作に応じて、表示領域を移動させることができる。したがっ
て、ユーザは、２次元に配置された関連コンテンツ群のマップを自由に移動して、関連コ
ンテンツの情報、及び関連コンテンツ群に対する基準コンテンツの関係性を容易に把握で
きる。
　さらに、端末１０は、ユーザによる所定の操作に応じて、基準コンテンツを含むマップ
の中心へ表示領域を容易に戻すことができる。
【００４７】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前述した実施形態に限るもので
はない。また、本実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果を列挙
したに過ぎず、本発明による効果は、本実施形態に記載されたものに限定されるものでは
ない。
【００４８】
　端末１０による表示制御方法は、ソフトウェアにより実現される。ソフトウェアによっ
て実現される場合には、このソフトウェアを構成するプログラムが、情報処理装置（端末
１０）にインストールされる。また、これらのプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭのようなリム
ーバブルメディアに記録されてユーザに配布されてもよいし、ネットワークを介してユー
ザのコンピュータにダウンロードされることにより配布されてもよい。
【符号の説明】
【００４９】
　１　情報提供システム
　１０　端末（表示制御装置）
　１１　記憶部
　１２　表示部
　１３　選択部
　１４　取得部
　１５　決定部
　１６　制御部
　２０　コンテンツ情報ＤＢ
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