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(57)【要約】
【課題】　多種多様の複数のアプリケーションプログラ
ムにより扱われる複数のコンテンツデータの更新情報を
、煩雑な操作を要せずにユーザが簡単且つ容易に確認で
きるようにする。
【解決手段】
　ディスプレイ画面５０上には、複数の更新情報表示カ
ード５１が配列表示される。ディスプレイ画面５０上に
表示された更新情報表示カード５１は、それぞれが異な
る個々のコンテンツデータに対応付けられており、それ
ら各更新情報表示カード５１には、各々対応したコンテ
ンツデータにおける更新情報が個別に配される。そして
、それらそれぞれ異なる種類のコンテンツデータの更新
情報が配された各更新情報表示カード５１は、各コンテ
ンツデータの更新の時系列順に配列されてディスプレイ
画面５０上に表示される。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種類のコンテンツデータを格納する情報蓄積部において更新されたコンテンツデー
タの一部を、前記各種類のコンテンツデータに対応付けた更新情報として別途格納する更
新情報蓄積部と、
　前記情報蓄積部におけるコンテンツデータの更新を監視し、前記情報蓄積部にてコンテ
ンツデータの更新がなされた時には、当該更新されたコンテンツデータの一部を前記各種
類に対応付けた更新情報として前記更新情報蓄積部へ格納させ、所定の画面表示状態とな
る時には、当該更新情報蓄積部から、前記各種類のコンテンツデータに対応した各更新情
報を、それら各コンテンツデータの更新の時系列順に読み出す情報管理部と、
　前記更新情報管理部が更新情報蓄積部から読み出した前記時系列順の個々の更新情報を
、それぞれに対応した所定オブジェクト画像上に個別に配し、それら各更新情報が個別に
配された複数の前記所定オブジェクト画像を、前記各更新情報の時系列順に画面上へ配列
表示させる表示制御部と、
　を有する情報端末。
【請求項２】
　同種のコンテンツデータに対応した各更新情報を要求するフィルタリング指示が、ユー
ザ操作入力部を介してユーザから入力された時、
　前記情報管理部は、前記フィルタリング指示が入力される毎に、前記更新情報蓄積部か
らそれぞれ同種のコンテンツデータに対応した各更新情報を前記更新の時系列順に読み出
し、
　前記表示制御部は、前記更新情報管理部が更新情報蓄積部から読み出した前記同種のコ
ンテンツデータに対応した時系列順の個々の更新情報を、前記複数の各所定オブジェクト
画像上に個別に配し、それら各更新情報が個別に配された複数の所定オブジェクト画像の
配列表示を、前記フィルタリング指示が入力される毎に切り替える請求項１記載の情報端
末。
【請求項３】
　所望のコンテンツデータの属性に関連した他の同種若しくは異種のコンテンツデータの
更新情報を要求するピボッティング指示が、ユーザ操作入力部を介してユーザから入力さ
れた時、
　前記情報管理部は、前記ピボッティング指示が入力される毎に、前記ユーザ所望のコン
テンツデータの属性に関連した他の同種若しくは異種コンテンツデータの各更新情報を前
記更新の時系列順に読み出し、
　前記表示制御部は、前記更新情報管理部が更新情報蓄積部から読み出した前記同種若し
くは異種のコンテンツデータに対応した前記時系列順の個々の更新情報をリスト化し、そ
の更新情報のリスト表示を、前記フィルタリング指示が入力される毎に切り替える請求項
１記載の情報端末。
【請求項４】
　前記表示制御部は、表示画面上の前記所定オブジェクト画像について、その所定オブジ
ェクト画像面を仮想的に表示画面奥行き方向へ傾けた状態で表示するアイドル状態と、そ
の所定オブジェクト画像面を仮想的に表示画面に略々平行する方向へ起き上げた状態で表
示するプレビュー状態とを切り替え可能となされ、前記配列表示された複数の所定オブジ
ェクト画像の中からユーザ操作入力部を介してユーザが選択した所定オブジェクト画像を
、前記プレビュー状態とし、それ以外の所定オブジェクト画像を、前記アイドル状態とす
る請求項１記載の情報端末。
【請求項５】
　前記画面上に配列表示された複数の所定オブジェクト画像の中から、前記操作入力部を
介してユーザが所望の所定オブジェクト画像を選択した時、
　前記情報管理部は、前記選択された所定オブジェクト画像に対応したコンテンツデータ
の詳細な更新情報を前記情報蓄積部から取得し、
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　前記表示制御部は、前記選択に応じてプレビュー状態となった所定オブジェクト画像上
に、当該詳細な更新情報を配する請求項４記載の情報端末。
【請求項６】
　情報管理部が、複数種類のコンテンツデータを格納する情報蓄積部におけるコンテンツ
データの更新を監視するとともに、前記情報蓄積部にてコンテンツデータの更新がなされ
た時には、当該更新されたコンテンツデータの一部を、前記コンテンツデータの各種類に
対応付けた更新情報として更新情報蓄積部へ格納させるステップと、
　所定の画面表示状態となる時には、情報管理部が、前記更新情報蓄積部から、前記各種
類のコンテンツデータに対応した各更新情報を、それら各コンテンツデータの更新の時系
列順に読み出すステップと、
　前記更新情報管理部が更新情報蓄積部から読み出した前記時系列順の個々の更新情報を
、表示制御部が、それぞれに対応した所定オブジェクト画像上に個別に配し、それら各更
新情報が個別に配された複数の前記所定オブジェクト画像を、前記各更新情報の時系列順
に画面上へ配列表示させるステップと、
　を有する携帯端末の情報提示方法。
【請求項７】
　複数種類のコンテンツデータを格納する情報蓄積部におけるコンテンツデータの更新を
監視するとともに、前記情報蓄積部にてコンテンツデータの更新がなされた時には、当該
更新されたコンテンツデータの一部を、前記コンテンツデータの各種類に対応付けた更新
情報として更新情報蓄積部へ格納させ、所定の画面表示状態となる時には、前記更新情報
蓄積部から、前記各種類のコンテンツデータに対応した各更新情報を、それら各コンテン
ツデータの更新の時系列順に読み出す情報管理処理と、
　前記更新情報管理処理にて前記更新情報蓄積部から読み出された前記時系列順の個々の
更新情報を、それぞれに対応した所定オブジェクト画像上に個別に配し、それら各更新情
報が個別に配された複数の前記所定オブジェクト画像を、前記各更新情報の時系列順に配
列させて表示部の画面上に表示させる表示制御処理とを、
　携帯端末に実行させる情報提示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば携帯電話端末のような情報端末と、その情報端末において取り扱われ
る様々な情報をユーザへ提示する際の情報提示方法及び情報提示プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、携帯情報端末の代表例である携帯電話端末は、例えば通話の発着信履歴や電
子メールの送受信履歴、その他メッセージの受信履歴などを一覧表示する機能を備えてい
る。
【０００３】
　例えば特開２００１－１８６５６９号の公開特許公報（特許文献１）には、通話やメー
ルの送受信日時とその相手先の電話番号やメールアドレスなどの交信記録と、送受信時に
付加された情報の有無及びその情報の所在を記録手段に記録する携帯型無線電話機が開示
されている。そして、この特許文献１に記載の携帯型無線電話機は、例えば所定のボタン
操作がなされた場合、交信記録を時系列に表示し、さらに付加情報がある時には記録手段
からその情報を取得し、その情報が音声情報であれば拡声器から音声を再生し、文字や画
像情報であれば表示させるようになされている。
【０００４】
　また、特開２００５－１６００５２号の公開特許公報（特許文献２）には、送信電子メ
ール、受信電子メールをそれぞれ記憶する記憶部と、その記憶部に記憶された電子メール
の中から指定された相手の電子メールを検出する制御部と、その制御部によって検出され
た相手の電子メールを時系列に一覧表示する表示部とを備えた携帯端末装置が開示されて
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いる。すなわちこの特許文献２に記載の携帯端末装置では、指定した相手に対する、送信
電子メール、受信電子メールをそれぞれ混在させて時系列に一覧表示可能となされており
、相手との間でどのように電子メールの交換を行ったかを一目で判るようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－１８６５６９号公報（図１）
【特許文献２】特開２００５－１６００５２号公報（図２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、近年の携帯電話端末は、通話用アプリケーションプログラムや電子メールア
プリケーションプログラムのみならず、インターネットへの接続及びウェブページの閲覧
用アプリケーションプログラム、写真画像や動画像の撮影とそれら画像の再生用アプリケ
ーションプログラム、楽曲の管理とその楽曲の再生用アプリケーションプログラム、スケ
ジュール管理用アプリケーションプログラムなど、それぞれが別個若しくは相互に連携し
た多種多様のアプリケーションプログラムを実行可能となされている。
【０００７】
　このため例えば、それら複数のアプリケーションプログラムのうち所望のアプリケーシ
ョンプログラムにより扱われるコンテンツデータ等の更新を確認するような場合、ユーザ
は、携帯電話端末を操作して、当該所望のアプリケーションプログラムを起動させた上で
、そのアプリケーションプログラムにより扱われるコンテンツデータ等の更新情報をディ
スプレイ上に表示させるような操作を行わなければならない。
【０００８】
　すなわち例えば、電子メールの通信履歴の更新内容を確認するような場合、ユーザは、
電子メールアプリケーションプログラムを起動させ、その電子メールアプリケーションプ
ログラムの実行により通信履歴のコンテンツを表示させるような操作を行わなければなら
ない。また例えば、写真画像の追加や表示の履歴等を確認するような場合には、ユーザは
、写真用アプリケーションプログラムを起動させ、そのアプリケーションプログラムによ
り追加や表示の履歴等のコンテンツを表示させるような操作を行わなければならない。
【０００９】
　したがって、例えばそれぞれ異なるアプリケーションプログラムにより扱われる複数の
コンテンツデータ等の更新内容などを確認したいような場合には、先ず、或るアプリケー
ションプログラムを起動させてそれにより扱われるコンテンツデータ等の更新内容を表示
させた後、次に起動させたい別のアプリケーションプログラムを選び、当該選んだアプリ
ケーションプログラムを起動させてそれにより扱われるコンテンツデータ等の更新内容を
表示させるような操作を、次々と繰り返さなければならず、ユーザは非常に煩雑な作業を
行う必要がある。なお、例えば同じアプリケーションプログラムにより扱われる複数種類
のコンテンツデータ等の更新内容を確認するような場合にも略々同様であり、ユーザは、
それら異なる種類のコンテンツデータ等の更新内容を確認するためには、それら各種のコ
ンテンツデータ等の更新内容を次々に切り替えて表示させるような煩雑な操作を行わなけ
ればならない。
【００１０】
　本発明は、このような実情に鑑みて提案されたものであり、それぞれ異なる種類のアプ
リケーションプログラムなどにより扱われる複数種類のコンテンツデータ等の更新内容を
、煩雑な操作を要せずにユーザが簡単且つ容易に確認できるようにする情報端末、情報端
末の情報提示方法及び情報提示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】
【００１１】
　本発明の情報端末は、更新情報蓄積部と、情報管理部と、表示制御部とを有する。更新
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情報蓄積部は、複数種類のコンテンツデータを格納する情報蓄積部において更新されたコ
ンテンツデータの一部を、各種類のコンテンツデータに対応付けた更新情報として格納す
る。情報管理部は、情報蓄積部におけるコンテンツデータの更新を監視し、情報蓄積部に
てコンテンツデータの更新がなされた時には、当該更新されたコンテンツデータの一部を
各種類に対応付けた更新情報として更新情報蓄積部へ格納させ、所定の画面表示状態とな
る時には、更新情報蓄積部から、各種類のコンテンツデータに対応した各更新情報を、そ
れら各コンテンツデータの更新の時系列順に読み出す。表示制御部は、更新情報管理部が
更新情報蓄積部から読み出した時系列の個々の更新情報を、それぞれに対応した所定オブ
ジェクト画像上に個別に配し、それら各更新情報が個別に配された複数の所定オブジェク
ト画像を、各更新情報の時系列に配列表示させる。これにより、本発明は前述した課題を
解決する。
【００１２】
　すなわち、本発明によれば、複数種類のコンテンツに係る更新情報を、一元的に管理し
て時系列に画面上に表示可能となされている。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明においては、複数種類のコンテンツにおける更新情報を一元的に管理し、時系列
に画面表示可能となされているため、それぞれ別個に実行される多種多様の複数のアプリ
ケーションプログラムにより扱われる複数のコンテンツデータ等の更新を、煩雑な操作を
要せずにユーザが簡単且つ容易に確認することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明実施形態の携帯電話端末の概略構成を示すブロック図である。
【図２】本実施形態の携帯電話端末が有する複数の異なる種類のアプリケーションプログ
ラムにより扱われる各コンテンツの情報をそれぞれ個別に格納する情報蓄積部を概念的に
示す図である。
【図３】図２の各情報蓄積部内に格納されている各コンテンツデータが更新，追加等され
た場合に、それら更新されたデータを情報管理部が取得する様子を概念的に示す図である
。
【図４】複数の更新情報表示カードをコンテンツデータの更新，変更等がなされた時間順
に並べて表示した状態のユーザインターフェース画面の一例を示す図である。
【図５】複数の更新情報表示カードをコンテンツデータの更新，変更等がなされた時間順
に並べて表示した状態のユーザインターフェース画面であり、特に、全ての更新情報表示
カードがアイドル状態となっている場合の説明に用いる図である。
【図６】複数の更新情報表示カードをコンテンツデータの更新，変更等がなされた時間順
に並べて表示した状態のユーザインターフェース画面であり、特に、何れかの更新情報表
示カードがプレビュー状態となっている場合の表示例を示す図である。
【図７】アイドル状態の更新情報表示カードの説明に用いる図である。
【図８】プレビュー状態の更新情報表示カードの説明に用いる図である。
【図９】異なる種類のコンテンツデータに対応した複数の更新情報表示カードが連なった
デフォルト表示状態と、同種のコンテンツデータ等に対応した複数の更新情報表示カード
が連なったフィルタ後表示状態の概要説明に用いる図である。
【図１０】フィルタリング指示入力が繰り返された時の表示状態の遷移例を概念的に示す
図である。
【図１１】フィルタリング指示入力のためのジェスチャー操作と各フィルタ後表示状態と
の関係説明に用いる図である。
【図１２】デフォルト表示状態から第一のピボット表示状態への遷移についての説明に用
いる図である。
【図１３】デフォルト表示状態から第一のピボット表示状態への遷移、さらに第一のピボ
ット表示状態から第二のピボット表示状態への遷移についての説明に用いる図である。
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【図１４】ディスプレイ画面上に表示された各更新情報表示カードをスクロール表示させ
る場合のユーザインターフェース画面の遷移例を示す図である。
【図１５】ディスプレイ画面上の各更新情報表示カードが全てアイドル状態となっている
表示状態から、何れかの更新情報表示カード選択されてプレビュー状態となる際の画面遷
移例を示す図である。
【図１６】ディスプレイ画面上の各更新情報表示カードの中から所望の更新情報表示カー
ドを選択してプレビュー状態とした後、さらにその更新情報表示カードのコンテンツに対
応したアプリケーションプログラムを起動させた場合の画面遷移例を示す図である。
【図１７】アイドル状態の更新情報表示カードから直ちにアプリケーションプログラムを
起動させた場合の画面遷移例を示す図である。
【図１８】更新情報表示カードの選択とその選択された更新情報表示カードのコンテンツ
に関連した他のコンテンツの更新情報への切り替えによるピボット表示状態への画面遷移
例を示す図である。
【図１９】ピボット表示状態のときにディスプレイ画面上に配されるコンテンツエリア、
オプションエリア、アクションソフトキーエリア等の説明に用いる図である。
【図２０】各ピボット表示状態の切り替え表示の一例として、ＳＭＳ／ＭＭＳのコンテン
ツを表示するピボット表示状態と、電子メールのコンテンツを表示するピボット表示状態
と、写真画像のコンテンツを表示するピボット表示状態の切り替え例を示す図である。
【図２１】フィルタリング処理によりデフォルト表示状態からフィルタ後表示状態へ遷移
する表示例を示す図である。
【図２２】フィルタリングのジェスチャー操作に応じてた各コンテンツの切り替え表示の
流れを説明するための図である。
【図２３】デフォルト表示状態となっているユーザインターフェース画面上のページ指定
用アイコンを指により選択している様子の説明に用いる図である。
【図２４】ページ指定用アイコンの中から所望のアイコンを選択して、その選択したアイ
コンをページ指定用アイコンの略々中央部へ仮想的に移動させることでページジャンプが
行われる際の画面遷移を説明するための図である。
【図２５】ページ指定用アイコンを拡大して示し、ユーザからのジェスチャー操作に応じ
て当該ページ指定用アイコンの表示状態が変化する様子の説明に用いる図である。
【図２６】ディスプレイ画面上の更新情報表示カードから所望の更新情報表示カードを選
択してデリート用アイコンを表示させるまでの画面遷移例を示す図である。
【図２７】デリート用アイコン上への移動により更新情報表示カードが削除されるまでの
画面遷移例を示す図である。
【図２８】更新情報表示カードのコンテンツデータが電話帳等の登録情報とリンク付けが
なされていない場合にそのリンク付けを行う際のユーザインターフェース画面例を示し、
特にリンク付けする更新情報表示カードが選択されるまでの画面遷移例を示す図である。
【図２９】更新情報表示カードのコンテンツの情報と電話帳等の登録情報とをリンク付け
する際の画面遷移例を示す図である。
【図３０】更新情報表示カードのコンテンツの情報と電話帳等の登録情報とのリンク付け
がなされる際の画面遷移例を示す図である。
【図３１】本実施形態の情報提示アプリケーションプログラムを実行することにより携帯
電話端末の制御部内に形成される各構成要素を示す機能ブロック図である。
【図３２】図３１の構成により、ディスプレイ画面上へ更新情報表示カードが表示される
際の処理の流れを示すフローチャートである。
【図３３】図３１の情報管理部とその情報管理部により管理される情報蓄積部の詳細な構
成例を示すブロック図である。
【図３４】情報の追加、変更（情報の更新）がなされる場合の情報管理部における処理の
流れを示すフローチャートである。
【図３５】情報の追加、変更（情報の更新）の一例として、電子メールが新規に受信され
た場合の情報管理部の各構成要素間の処理の流れを模式的に示すブロック図である。



(7) JP 2011-22811 A 2011.2.3

10

20

30

40

50

【図３６】情報抽出がなされる場合の情報管理部における処理の流れを示すフローチャー
トである。
【図３７】情報抽出の一例として、ＳＭＳ／ＭＭＳのメッセージ履歴を抽出する場合の情
報管理部の各構成要素間の処理の流れを模式的に示すブロック図である。
【図３８】更新情報管理部が各情報蓄積部から取得して更新情報蓄積部内へ格納する情報
を一覧表により表した更新情報テーブルであり、特にメディア，電話及びメッセージのフ
ィルタカテゴリのテーブル部分を示す図である。
【図３９】更新情報管理部が各情報蓄積部から取得して更新情報蓄積部内へ格納する情報
を一覧表により表した更新情報テーブルであり、特に電子メール，ＩＭ，ＳＮＳ，ＲＳＳ
フィードのフィルタカテゴリのテーブル部分を示す図である。
【図４０】タッチパネルに対するユーザからのジェスチャー操作が何れの指示であるかを
判定する際に用いられるジェスチャー操作管理テーブルであり、特に、各更新情報表示カ
ードがアイドル状態である場合に使用されるテーブル部分を示す図である。
【図４１】タッチパネルに対するユーザからのジェスチャー操作が何れの指示であるかを
判定する際に用いられるジェスチャー操作管理テーブルであり、特に、何れかの更新情報
表示カードがプレビュー状態である場合に使用されるテーブル部分を示す図である。
【図４２】ユーザによるジェスチャー操作が何れの指示であるかを本実施形態の携帯電話
端末が判断する際のタイミングマップを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照しながら、本発明の一実施形態について説明する。
【００１６】
　なお、本発明の情報端末、情報提示方法及び情報提示プログラムが適用される一例とし
て、本実施形態では、携帯電話端末を例に挙げているが、勿論、ここで説明する内容はあ
くまで一例であり、本発明はこの例に限定されないことは言うまでもない。
【００１７】
［携帯電話端末の概略構成］
　図１には、本実施形態の携帯電話端末の概略的な内部構成例を示す。
【００１８】
　図１において、通信アンテナ１２は、例えば内蔵アンテナであり、通話や電子メール等
のパケット通信のための信号電波の送受信を行う。通信回路１１は、送受信信号の周波数
変換、変調と復調等を行う。
【００１９】
　スピーカ２０は、携帯電話端末に設けられている受話用のスピーカや、リンガ（着信音
）、アラーム音、再生音楽、再生動画像の音声等の出力用スピーカであり、制御部１０か
ら供給された音声信号を音響波に変換して空気中に出力する。
【００２０】
　マイクロホン２１は、送話用及び外部音声集音用のマイクロホンであり、音響波を音声
信号に変換し、その音声信号を制御部１０へ送る。
【００２１】
　表示部１３は、例えば液晶ディスプレイや有機ＥＬ（ElectroLuminescent）ディスプレ
イ等の表示デバイスと、そのディスプレイの表示駆動回路とを含み、制御部１０から供給
された画像信号により、前記ディスプレイ上に例えば電子メール等の各種文字やメッセー
ジを表示したり、静止画像や動画像等の表示を行う。また、本実施形態の場合、詳細につ
いては後述するが、当該表示部１３の画面上には、各種のアプリケーションプログラムな
どにより扱われる複数種類のコンテンツデータの更新や新たな追加等を表す更新情報を、
タイル状或いはカード状のオブジェクト画像により表示することも行われる。
【００２２】
　操作部１４は、例えばいわゆるタッチパネルや、各種ボタンキー、ジョグダイヤル等の
各操作子と、それら操作子が操作された時の操作信号を発生する操作信号発生器とからな
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る。なお、操作部１４として用いられるタッチパネルは、例えば表示部１３の略々全面に
配することができる。表示部１３の略々全面にタッチパネルを配した場合、当該表示部１
３の画面上の表示位置やタッチパネル上のタッチ検出位置とが対応付けられる。また、本
実施形態の携帯電話端末は、ユーザが指等を用い、当該タッチパネル上において、後述す
るようにタッチ，タップ，フリック，ドラッグ，スミア等の様々なジェスチャー操作を行
った場合に、それらが何れのジェスチャー操作であるかを検知可能となされている。そし
て、本実施形態の携帯電話端末は、当該検知したジェスチャー操作に応じた制御や動作を
行うようになされている。
【００２３】
　近距離無線通信部２２は、近距離無線通信アンテナ２３を通じて例えばいわゆるブルー
トゥース（BlueTooth：登録商標）方式、ＵＷＢ（Ultra Wide Band）方式、無線ＬＡＮ（
Local Area Network）などによる近距離無線通信を行う。また、近距離無線通信通信部２
２は、近距離無線通信の全般的な制御と、制御部１０との間でのデータのやり取りを行う
。
【００２４】
　ＧＰＳ部２４は、ＧＰＳアンテナ２５を通じて、ＧＰＳ測地衛星からのＧＰＳ信号を受
信し、そのＧＰＳ信号を用いて自端末の現在位置の緯度及び経度を求める。このＧＰＳ部
２４により得られたＧＰＳデータ（緯度，経度を表す情報）は制御部１０へ送られる。こ
れにより、制御部１０は、自端末の現在位置を知ることができる。
【００２５】
　非接触通信部２６は、非接触通信アンテナ２７を通じて、例えばいわゆるＲＦＩＤ（Ra
dio Frequency-Identification：電波方式認識）や非接触型ＩＣカード等で用いられる非
接触通信を行う。当該非接触通信部２６は、いわゆる電子財布による電子決済や駅入出場
時の電子切符としての情報を非接触通信を用いてやり取りする際などに用いられる。
【００２６】
　カメラ部２８は、静止画像や動画像を撮影するための内蔵カメラであり、光学レンズと
撮像素子、フォーカス合わせやズーム倍率変更のために前記光学レンズを駆動するレンズ
駆動機構及びその駆動回路、撮像素子からの撮像信号に画像処理を施す画像処理回路など
からなる。当該カメラ部２８により得られた画像信号は制御部１０による制御の基でメモ
リ部１５に蓄積される。
【００２７】
　外部Ｉ／Ｆ部２９は、例えばケーブルを通じてデータ通信を行う際のケーブル接続用コ
ネクタ部と外部データ通信用インターフェース回路とからなる。当該外部Ｉ／Ｆ部２９を
通じてやり取りされるデータは、制御部１０による制御の基で必要に応じてメモリ部１５
に蓄積等される。
【００２８】
　メモリ部１５は、本実施形態の携帯電話端末内部に設けられている内蔵メモリ１６と、
いわゆるＳＩＭ（Subscriber Identity Module）情報等を保持する着脱可能なカード状の
外付けメモリ１７とを含む。内蔵メモリ１６は、ＲＯＭ（Read Only Memory）とＲＡＭ（
Random Access Memory）とからなる。前記ＲＯＭは、ＯＳ（Operating System）、制御部
１０が各部を制御するための制御プログラム、各種の初期設定値、辞書データ、着信音や
キー操作音等の音データ、例えばＳＮＳ（Social Networking Service）用やＳＭＳ（Sho
rt Message Service）／ＭＭＳ（Multimedia Messaging Service）用、電子メール用、楽
曲用、動画用，写真用などの各種アプリケーションプログラム、後述するように各種のア
プリケーションプログラムなどにより扱われる複数種類のコンテンツデータ等の更新や追
加を表す更新情報を一元的に管理してユーザへ提示可能とする情報提示アプリケーション
プログラムなどが格納されている。また、このＲＯＭは、ＮＡＮＤ型フラッシュメモリ（
NAND-type flash memory）或いはＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable R
ead-Only Memory）のような書き換え可能なＲＯＭを含む。当該書き換え可能なＲＯＭに
は、様々なアプリケーションプログラムにより扱われるコンテンツデータや、それら各コ
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ンテンツデータの属性に関連した情報、すなわち例えば、電話番号や電子メールアドレス
，個人名，ＳＮＳアカウントなどデータ（以下これらを纏めて電話帳のデータと表記する
。）、スケジュール帳のデータ、カレンダーのデータ、ＳＭＳやＭＭＳ，電子メールなど
のメッセージデータ、それらメッセージデータの発着信や通話の発着信などの通信履歴、
カメラにより撮影されたりパーソナルコンピュータ等から転送された静止画像や動画像の
データ、インターネット等を介して購入等された静止画像や動画像，楽曲の購入履歴、ユ
ーザがネットワークを介してダウンロードしたデータファイル、ユーザ辞書データ、その
他、各種のユーザ設定値等を保存可能となされている。なお、図１の例では、前記内蔵メ
モリ１６の前記各種データやプログラムの格納領域のうち、特に、前記制御プログラムや
情報提示アプリケーションプログラム，その他の各種アプリケーションプログラムを保持
するプログラム格納部１６ａと、前述した電話帳やメッセージ等の各種データを保持する
データ格納部１６ｂ等を図示している。勿論、図示は省略しているが、ＲＡＭは、制御部
１０が各種のデータ処理を行う際の作業領域として、随時データを格納する。
【００２９】
　制御部１０は、ＣＰＵ（中央処理ユニット）からなり、通信回路１１における通信の制
御、音声処理及びその制御、画像処理及びその制御、その他各種信号処理や各部の制御等
を行う。また、制御部１０は、メモリ部１５に格納されている各種の制御プログラムやア
プリケーションプログラムの実行及びそれに付随する各種コンテンツの情報処理等を行う
。さらに、本実施形態の場合、詳細については後述するが、制御部１０は、メモリ部１５
のプログラム格納部１６ａに格納されている情報提示アプリケーションプログラムにより
、各種アプリケーションプログラム等により扱われる複数のコンテンツデータ等が更新や
追加等されたことを表す更新情報を一元的に管理してユーザへ提示するための処理を実行
する。
【００３０】
　その他、図１には図示を省略しているが、本実施形態の携帯電話端末は、各部へ電力を
供給するバッテリとその電力をコントロールするパワーマネージメントＩＣ部、外部メモ
リ用スロット、ディジタル放送の受信チューナ部とＡＶコーデック部、タイマ（時計部）
など、一般的な携帯電話端末に設けられる各構成要素についても備えている。
【００３１】
［コンテンツの更新，追加の管理］
　図２には、本実施形態の携帯電話端末が有する複数の異なる種類のアプリケーションプ
ログラムにより扱われる各コンテンツの情報を、それぞれ個別に格納する情報蓄積部４３
Ａ～４３Ｅを概念的に示している。
【００３２】
　ここで、本実施形態において、前記各情報蓄積部４３Ａ～４３Ｅは、例えばメモリ部１
５のデータ格納部１６ｂ内に形成されるものであるが、その他に、外部ネットワーク上に
用意されているものが含まれていてもよい。
【００３３】
　また、本実施形態において、前記複数の異なる種類のアプリケーションプログラムとし
ては、例えば、通話用、ＳＮＳ用、ＳＭＳ／ＭＭＳ用、電子メール用、楽曲用、動画・写
真用、電話帳用などの各種アプリケーションプログラムを挙げることができる。
【００３４】
　なお、図２では、それらを特に明示しておらず、一例として、五種類のコンテンツデー
タが、それぞれ対応した情報蓄積部に格納されている例を示している。すなわちこの図２
の場合、情報蓄積部４３ＡにはコンテンツデータＡn，Ａnが格納され、以下同様に、情報
蓄積部４３ＢにはコンテンツデータＢが、情報蓄積部４３ＣにはコンテンツデータＣn，
Ｃn，Ｃnが、情報蓄積部４３ＤにはコンテンツデータＤn，Ｄnが、情報蓄積部４３Ｅには
コンテンツデータＥn，Ｅn，Ｅnが格納されている例を示している。
【００３５】
　また、本実施形態の携帯電話端末は、図３に示すように、それら各情報蓄積部４３Ａ～
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４３Ｅ内に格納されている各コンテンツデータについて、それぞれ更新や新たな追加など
がなされたか否か等を管理すると共に、更新や追加等がなされた場合には、それら更新や
追加等されたデータの一部若しくは全てを、各情報蓄積部４３Ａ～４３Ｅから取得して管
理及び格納する情報管理部３２を備えている。
【００３６】
　なお、図３の例は、前述した図２のように各情報蓄積部４３Ａ～４３Ｅ内に格納されて
いる各コンテンツデータが更新，追加などされた場合に、それら更新等されたデータを情
報管理部３２が取得する様子を概念的に示している。すなわちこの図３の例では、情報蓄
積部４３Ａには更新，追加等されたコンテンツデータＡn，Ａnが格納されており、以下同
様に、情報蓄積部４３Ｂには更新，追加等されたコンテンツデータＢnが、情報蓄積部４
３Ｃには更新，追加等されたコンテンツデータＣn，Ｃn，Ｃnが、情報蓄積部４３Ｄには
更新，追加等されたコンテンツデータＤn，Ｄnが、情報蓄積部４３Ｅには更新，追加等さ
れたコンテンツデータＥn，Ｅn，Ｅnが格納されているとした場合、情報管理部３２が、
それら各情報蓄積部４３Ａ～４３Ｅから各更新や追加等されたコンテンツデータＡn，Ａn
，Ｂn，Ｃn，Ｃn，Ｃn，Ｄn，Ｄn，Ｅn，Ｅn，Ｅnの一部若しくは全てを取得して、内部
に蓄積して管理する様子を示している。
【００３７】
［更新情報表示カード］
　本実施形態の携帯電話端末は、前述のように異なる種類の複数のアプリケーションプロ
グラムにて各々扱われる各種コンテンツデータの更新，追加等なされた場合に、それらコ
ンテンツの更新，追加等を表す更新情報を、ディスプレイ画面上に表示することにより、
ユーザに対して各コンテンツにおける更新，追加等の内容を分かり易く知らせることを可
能にしている。
【００３８】
　本実施形態では、ディスプレイ画面上に前記更新情報を表示する場合、図４や図５に示
すように、例えばタイル形状若しくはカード形状のオブジェクト（本実施形態では更新情
報表示カード５１と表記する。）を用いる。すなわち本実施形態において、一枚の更新情
報表示カード５１は、そのカードに対応したコンテンツデータについて更新や追加がなさ
れたこと、及び、その更新や追加の大まかな中身を、ユーザへ分かり易く提示するための
表示用オブジェクトとなされている。
【００３９】
　また、各更新情報表示カード５１には、それぞれ例えばＳＮＳ用やＳＭＳ用、電子メー
ル用、楽曲用、写真用などの各種アプリケーションプログラムの何れのプログラムに対応
したコンテンツであるのかを表す情報や、例えばメッセージの送信元やニュースの見出し
などのように各コンテンツ毎に特有で且つ各コンテンツの属性を表すことができる情報や
、コンテンツデータ等の更新や追加等の日時を示す情報など、それぞれ各コンテンツの特
性と更新の中身を的確に表す情報が表示される。
【００４０】
　すなわち本実施形態において、前記何れのアプリケーションプログラムに対応したコン
テンツであるのかを表す情報としては、一例として、各コンテンツの種類に応じたアイコ
ンや文字情報等が用いられ、それらアイコンや文字情報はコンテンツ毎に異なるものとし
て予め用意されている。また、前記各コンテンツ毎に特有で且つその属性を表すことがで
きる情報としては、一例として、メッセージの送信元を表す文字情報や写真等のイメージ
画像、ニュースの配信元やそのニュースの見出しを表す文字情報などが用いられる。また
、コンテンツデータ等の更新や追加等の日時を示す情報としては、年月日、日時などを表
す文字情報が用いられる。なお、図４、図５の例では、各更新情報表示カード５１が何れ
のコンテンツに対応しているのかについての図示は省略しており、また、各更新情報表示
カード５１内に記述される文字情報等の具体例についても図示を省略している。
【００４１】
　さらに、本実施形態においては、複数の更新情報表示カードをディスプレイ画面上に表
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示する場合、それら複数の更新情報表示カードを、各コンテンツデータの更新時間順に対
応させて例えば一列に並べて表示することにより、各コンテンツデータの更新，変更等の
時間的な関係を分かり易く提示可能としている。
【００４２】
　すなわち、図４と図５の例では、複数の更新情報表示カード５１を、コンテンツデータ
が更新，変更等された際の時間順に並べて表示した状態のユーザインターフェース画面例
を示している。なお、図４と図５は、本実施形態の携帯電話端末が例えばいわゆる待ち受
け状態となっている際の前記更新情報表示カード５１の表示例を示している。もちろんこ
れは一例であり、図４，図５の画面は、待ち受け画面ではなく、別途用意された所定の更
新情報表示用画面であってもよい。
【００４３】
　より具体的に説明すると、本実施形態において、画面上に表示される複数の更新情報表
示カード５１は、例えばユーザがディスプレイ画面を正対して視た時の画面上部から画面
下部に向かって、更新日時が新しいものから古いものの順に連なるように表示（時系列に
表示）される。すなわち、更新や追加等された日時の新しいものから順（画面上部から画
面下部に向かう順）に、一例として、ＳＭＳの着信を表す１枚の更新情報表示カード、別
のＳＭＳの着信を表す１枚の更新情報表示カード、ＲＳＳ（RDF(Resource description f
ramework) Site Summary）からのニュースの更新を表す１枚の更新情報表示カード、ＳＮ
Ｓの更新を表す１枚の更新情報表示カード、電子メールの着信を表す１枚の更新情報表示
カード、写真を撮影したことを表す１枚の更新情報表示カードなどが、連なるように並べ
られて表示される。
【００４４】
　なお、図４の例では、画面上部から画面下部に向かって順次時間が古くなる例を挙げた
が、もちろんその逆であってもよい。また、図４の例では、ディスプレイ画面が縦長方向
で使用される例を挙げているが、例えばディスプレイ画面が横長方向で使用されるような
場合には、例えば画面の左側から右側（或いはその逆）に向かって時系列に各更新情報表
示カードを表示（つまり各カードを横に並べるような表示）を行ってもよい。さらに、携
帯電話端末の画面表示を縦方向と横方向に切り替え可能となされているような場合、それ
ら縦横表示切り替えに連動させて、前記各更新情報表示カードの連なりの方向を縦方向或
いは横方向へ切り替えるようにしてもよい。これにより、画面の縦横何れかの使用状況に
応じて、より多くの各更新情報表示カードを表示することが可能となる。その他にも、画
面の斜め方向に各更新情報表示カードを連ねて表示させるようにしてもよい。
【００４５】
　また、各更新情報表示カードは、直線的に連ねられて並べられる場合の他に、カーブを
描くように並べられて表示されてもよい。当該カーブを描くように並べる場合、例えばユ
ーザが左右何れかの手でタッチパネル上を操作するのかに応じて、そのカーブの方向を切
り替えるようにしてもよい。例えば、画面表示を縦表示にし、ユーザが右手でタッチパネ
ルを操作するような場合には、画面の中央部付近が画面左側方向へ突き出す一方で画面の
上下端側が画面右側へ曲がるようになだらかにカーブを描くように各更新情報表示カード
を連ねて表示したり、或いはその逆に、ユーザが左手でタッチパネルを操作するような場
合には、画面に中央部付近が画面右側方向へ突き出す一方で画面の上下端側が画面左側へ
曲がるようになだらかにカーブを描くように各更新情報表示カードを連ねて表示するよう
にしてもよい。これにより、ユーザにとってより使い易いユーザインターフェースを実現
することができる。
【００４６】
　また、本実施形態において、待ち受け状態の時の各更新情報表示カード５１は、図４や
図５に示すように、本来は例えば長方形状である各カードの上又は下側を仮想的に画面奥
行き方向へ僅かに傾けた状態となされて表示される。なお、例えばディスプレイ画面を横
長方向に使用して各更新情報表示カードを画面内で横方向に連ねて表示するようにした場
合には、例えば長方形状の各カードの左又は右側を仮想的に画面奥行き方向へ傾けた状態



(12) JP 2011-22811 A 2011.2.3

10

20

30

40

50

で表示することが望ましい。
【００４７】
　このように、本実施形態においては、本来は長方形状であるカードを仮想的に画面奥行
き方向へ傾けることにより、それら長方形状のカードをそのまま画面上に並べた場合と比
較して、より多くのカードを画面上に表示することを可能としている。以下の説明におい
て、前記画面奥行き方向に傾けられて表示されている状態の更新情報表示カード５１を、
特にアイドル状態の更新情報表示カード５１ｄと表記することにする。
【００４８】
　そして、当該アイドル状態となっている一つの更新情報表示カード５１ｄ上には、前述
したように、何れのアプリケーションプログラムに対応したコンテンツであるかを表す情
報と、各コンテンツ毎に特有で且つ各コンテンツの属性を表すことができる情報や、更新
等の日時情報など、各コンテンツの特性と更新中身を的確に表す情報が表示される。
【００４９】
　さらに、本実施形態の携帯電話端末は、前述のように画面上に配列表示されている各更
新情報表示カードに対し、例えばタッチパネルへの所定のジェスチャー操作を通じて、ユ
ーザから所望の更新情報表示カード５１を選択する指示が入力されると、その指示入力に
て選択された更新情報表示カード５１の表示形態を変更するようになされている。
【００５０】
　ここで、本実施形態において、所望の更新情報表示カードを選択するための所定のジェ
スチャー操作は、一例として、タッチパネル上の検知エリアのうち、前記更新情報表示カ
ードの表示領域に対応した検知エリアを、ユーザがタッチするようなジェスチャー操作と
なされている。なお、当該タッチジェスチャー操作とは、タッチパネル上を一定時間以上
触れるジェスチャー操作のことである。
【００５１】
　そして、前記アイドル状態となっている複数の各更新情報表示カード５１ｄの中から、
タッチパネルを介した前記タッチジェスチャー操作により何れか一つの更新情報表示カー
ドが選択された場合、本実施形態の携帯電話端末は、図６に示すように、当該選択された
更新情報表示カード５１を本来の長方形状のカード５１ｖとして表示する。
【００５２】
　すなわちこの場合の携帯電話端末は、前述のように画面奥行き方向に傾けられていたア
イドル状態の更新情報表示カード５１ｄを、図６に示すように、画面に対してカード面が
略々平行となるように仮想的に起き上げさせて表示することにより、その更新情報表示カ
ード５１を略々長方形状のカードとして表示する。
【００５３】
　このように、本実施形態では、前記更新情報表示カード５１を仮想的に起き上げさせて
長方形状の更新情報表示カード５１ｖとして表示することにより、ユーザに対して当該カ
ードの選択が確実になされたことを知らせる。以下の説明において、前記画面上で起き上
がって長方形状に表示されている状態の更新情報表示カード５１を、特にプレビュー状態
の更新情報表示カード５１ｖと表記することにする。
【００５４】
　また、当該プレビュー状態となされた更新情報表示カード５１ｖ上には、前述のアイド
ル状態の更新情報表示カード５１ｄの場合よりも、さらにより多くの情報が表示される。
すなわち、プレビュー状態となった時の更新情報表示カード５１ｖは、画面上で占有する
面積が、前記アイドル状態の更新情報表示カード５１ｄにおける画面上の占有面積よりも
広くなるため、当該プレビュー状態の更新情報表示カード５１ｖの画面上にはより多くの
情報を表示することが可能となる。
【００５５】
　本実施形態の場合、プレビュー状態の更新情報表示カード５１ｖ上には、前記アイドル
状態の更新情報表示カード５１ｄと同様に、何れのアプリケーションプログラムに対応し
たコンテンツであるかを表す情報や更新等の日時情報などが表示されるとともに、各コン



(13) JP 2011-22811 A 2011.2.3

10

20

30

40

50

テンツの更新中身を表す情報として、前記アイドル状態の場合よりもさらに詳しい情報が
表示される。
【００５６】
　図７と図８には、アイドル状態の更新情報表示カード５１ｄ（図７）と、プレビュー状
態の更新情報表示カード５１ｖ（図８）をそれぞれ拡大して示している。
【００５７】
　図７に示すアイドル状態の更新情報表示カード５１ｄ上には、一例として、ＳＮＳ用や
電子メール用、楽曲用などの各種アプリケーションプログラムのうち何れに対応したコン
テンツであるかを表すアイコン５２ｅと、例えばメッセージの送信元やニュースの見出し
などのように各コンテンツ毎に特有で且つコンテンツの属性を表すことができる情報とし
ての文字情報５２ｂと、各コンテンツの更新中身を簡単に表す情報文字情報５２ｃと、
【００５８】
更新や追加等の日時を示す文字情報５２ｄとが配されている。また、メッセージの送信元
などの写真等のサムネイル画像や楽曲のアルバムカバーのサムネイル画像などが存在する
場合には、それらのサムネイル画像５２ａが、前記コンテンツの属性を表すことができる
情報の一つとしてカード上に表示されてもよい。
【００５９】
　一方、図８に示すプレビュー状態の更新情報表示カード５１ｖ上には、アイドル状態の
更新情報表示カード５１ｄの場合と同様のアイコン５２ｅと日時文字情報５２ｄが配され
るとともに、各コンテンツの更新中身を表す情報については前記アイドル状態の場合より
もさらに詳細な内容が例えば文字情報５２ｃにより配される。また、プレビュー状態の更
新情報表示カード５１ｄ上には、必要に応じて、前述同様のサムネイル画像５２ａや後述
するピボッティングの状態を表す例えばアイコン５２ｆ等も配されている。
【００６０】
　なお、前記更新情報表示カード５１ｖがプレビュー状態となされた後、ユーザにより一
定時間以上何も指示がなされなかった場合、本実施形態の携帯電話端末は、その更新情報
表示カード５１ｖをアイドル状態のカード５１ｄへと戻す。
【００６１】
［アプリケーションの起動］
　また、本実施形態の携帯電話端末は、例えばタッチパネルへの所定のジェスチャー操作
を通じて、ユーザから前記更新情報表示カード５１のコンテンツに対応したアプリケーシ
ョンプログラムを起動させる旨の指示が入力されると、そのアプリケーションプログラム
を起動させる。
【００６２】
　本実施形態において、前記コンテンツに対応したアプリケーションプログラムを起動さ
せるための所定のジェスチャー操作は、一例として、タッチパネル上の検知エリアのうち
、前記アイドル状態となっている更新情報表示カードの中の所望の更新情報表示カードの
表示領域に対応した検知エリア、若しくは、前記プレビュー状態となっている更新情報表
示カードの表示領域に対応した検知エリアを、ユーザがタップするようなジェスチャー操
作となされている。なお、当該タップジェスチャー操作とは、タッチパネル上を一定時間
未満の短い時間だけ触れるジェスチャー操作のことである。
【００６３】
［更新情報表示カードのフィルタリング処理］
　本実施形態の携帯電話端末においては、前述のように複数の異なる種類のコンテンツデ
ータ等の更新，追加等を表す各更新情報表示カード５１を連ねて表示することの他に、例
えば、同種のコンテンツデータ等の更新等を表す複数の更新情報表示カードを連ねて表示
することも可能となされている。
【００６４】
　すなわち、本実施形態の携帯電話端末は、前述のような複数の異なる種類のコンテンツ
データに対応した更新情報表示カードが表示されるユーザインターフェース画面と、全て
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同種のコンテンツデータに対応した更新情報表示カードが表示されるユーザインターフェ
ース画面とを、例えばタッチパネルへの所定のジェスチャー操作を通じたユーザからのフ
ィルタリング指示入力に応じて切り替え表示することも可能となされている。
【００６５】
　なお、本実施形態において、フィルタリングを指示するための所定のジェスチャー操作
としては、タッチパネル上をユーザが左方向へフリック（フリックレフト）或いは右方向
（フリックライト）するようなジェスチャー操作、或いは、ディスプレイ画面上に用意さ
れているページ指定用アイコンをプッシュジェスチャー操作により選択した上で当該アイ
コンをドラッグするジェスチャー操作などを挙げている。
【００６６】
　図９～図１１には、フィルタリング処理による更新情報表示カードの切り替え表示の一
例を概念的に示している。
【００６７】
　図９には、前述のような異なる種類のコンテンツデータに対応した複数の更新情報表示
カードが連なった表示状態（以下、デフォルト表示状態６０defと表記する。）と、同種
のコンテンツデータ等に対応した複数の更新情報表示カードが連なった表示状態（以下、
フィルタ後表示状態６０faと表記する。）とを示している。
【００６８】
　なお、図９のデフォルト表示状態６０def内に記述されている“Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ”は、
それぞれ異なった種類のコンテンツデータに対応した各更新情報表示カードを表している
。また、図９のフィルタ後表示状態６０fa内に記述されている“Ａf，Ａf，Ａf，Ａf”は
、同種コンテンツデータに対応した各更新情報表示カードを表している。
【００６９】
　すなわち前記フィルタ後表示状態６０faは、デフォルト表示状態６０defの時に、タッ
チセンサを通じたユーザからのフリック等のジェスチャー操作によりフィルタリング指示
が入力されたことで、例えば更新情報表示カード“Ａ”と同種コンテンツに対応した複数
の更新情報表示カード“Ａf，Ａf，Ａf，Ａf”が生成されて配列された表示状態を表して
いる。
【００７０】
　当該フィルタリング処理について一例を挙げて説明すると、例えば通話用やＳＭＳ用、
電子メール用、写真用等の各種アプリケーションプログラムにより扱われる複数種類のコ
ンテンツデータに対応した各更新情報表示カードが並んだデフォルト表示状態６０defの
時に、タッチセンサを通じてユーザからフィルタリング指示入力のためのジェスチャー操
作がなされると、本実施形態の携帯電話端末は、予め決められた同種コンテンツに対応し
た複数の更新情報表示カードが配列されたフィルタ後表示状態６０faへと表示を遷移させ
る。
【００７１】
　また、図１０と図１１には、フィルタリング指示入力のためのジェスチャー操作が繰り
返された時の表示状態の遷移例を概念的に示している。
【００７２】
　すなわちこれら図１０、図１１の例は、前記デフォルト表示状態６０defと、同種コン
テンツに対応した各更新情報表示カード“Ａf，Ａf，Ａf，Ａf”からなるフィルタ後表示
状態６０faと、同種コンテンツに対応した各更新情報表示カード“Ｂf，Ｂf，Ｂf，Ｂf”
からなるフィルタ後表示状態６０fbと、同種コンテンツに対応した各更新情報表示カード
“Ｃf，Ｃf，Ｃf，Ｃf”からなるフィルタ後表示状態６０fcと、同種コンテンツに対応し
た各更新情報表示カード“Ｄf，Ｄf，Ｄf，Ｄf”からなるフィルタ後表示状態６０fdとが
あるとした場合、前記フィルタリング指示入力のためのジェスチャー操作が行われる毎に
、それらデフォルト表示状態６０def，各フィルタ後表示状態６０fa，６０fb，６０fc，
６０fdが、循環的に切り替えられる様子を概念的に示している。
【００７３】
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　なお、本実施形態の携帯電話端末では、予め用意された所定のハードキーが操作された
場合、前記各フィルタ後表示状態６０fa，６０fb，６０fc，６０fdからデフォルト表示状
態６０defへ直接戻ることが可能となされている。
【００７４】
［更新情報表示カードのピボッティング処理］
　本実施形態においては、前述したようなデフォルト表示状態の各更新情報表示カードや
フィルタ後表示状態の更新情報表示カードの中から、所望の更新情報表示カードが選択さ
れた後、当該選択された更新情報表示カードのコンテンツに関連した他の様々なコンテン
ツの更新情報をリスト化して表示するピボット表示状態への切り替え遷移も可能となされ
ている。
【００７５】
　ここで、本実施形態において、前記ピボット表示状態においてリスト化されて表示され
るコンテンツの更新情報としては、例えば、前記選択された更新情報表示カードに対応し
たコンテンツデータの属性に関連した情報（以下、本発明実施形態では属性関連情報と表
記する。）を基に抽出される別の同種コンテンツや異種コンテンツの更新情報などを挙げ
ることができる。
【００７６】
　前記選択された更新情報表示カードに対応したコンテンツデータの属性関連情報として
は、一例として、当該選択された更新情報表示カードが例えば或る送信者からの電子メー
ル受信コンテンツに対応しているような場合に、その送信者について電話帳に登録されて
いる登録名や電話番号、電子メールアドレスなどの情報を挙げることができる。また例え
ば、前記属性関連情報としては、前記選択された更新情報表示カードが或るアーティスト
の楽曲コンテンツに対応しているような場合に、そのアーティスト名やその楽曲コンテン
ツが含まれるアルバム名、その楽曲コンテンツの音楽ジャンルなどの情報等を挙げること
ができる。これらの例において、前記選択された更新情報表示カードが或る送信者からの
電子メール受信コンテンツに対応しているような場合、前記属性関連情報を基に抽出され
る別の同種コンテンツの更新情報としては、当該属性関連情報である送信者との間で送受
信された他の送受信電子メールコンテンツ等の更新情報を挙げることができる。また例え
ば、前記選択された更新情報表示カードが或るアーティストの楽曲コンテンツに対応して
いるような場合、前記属性関連情報を基に抽出される別の同種コンテンツの情報としては
、当該属性関連情報であるアーティストによる他のアルバムコンテンツ等の更新情報を挙
げることができる。また例えば、前記選択された更新情報表示カードが或る送信者からの
電子メール受信コンテンツに対応しているような場合、前記属性関連情報を基に抽出され
る異種コンテンツの更新情報としては、前記送信者に対応したアドレス帳やＳＮＳ，ＳＭ
Ｓ／ＭＭＳのコンテンツ、写真等のコンテンツの更新情報を挙げることができる。また例
えば、前記選択された更新情報表示カードが或るアーティストの楽曲コンテンツに対応し
ているような場合、前記属性関連情報を基に抽出される異種コンテンツの更新情報として
は、前記アーティストによる他のアルバムコンテンツの更新情報等を挙げることができる
。
【００７７】
　なお、本実施形態においては、前記選択された更新情報表示カードのコンテンツデータ
の属性関連情報を基に抽出された更新情報のリストへの切り替え表示がなされたピボット
表示状態を、第一のピボット表示状態と呼ぶことにする。
【００７８】
　また、本実施形態の携帯電話端末において、前述したような第一のピボット表示状態へ
の遷移は、タッチパネルへの所定のジェスチャー操作を通じたユーザからのピボッティン
グ指示入力がなされた時に実行される。
【００７９】
　ここで、本実施形態において、所望の更新情報表示カードを選択して第一のピボット表
示状態へ遷移させるための所定のジェスチャー操作としては、前述のアイドル状態からプ
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レビュー状態への遷移の際と同様のタッチ操作が用いられる。そして、本実施形態の携帯
電話端末は、当該タッチジェスチャー操作が継続している状態でさらにスミア（smear）
のジェスチャー操作がなされた時、つまりタッチジェスチャー操作にスミアジェスチャー
操作が組み合わされた時に、前記第一のピボット表示状態への表示遷移を行う。
【００８０】
　また、本実施形態において、当該第一のピボット表示状態において表示されている更新
情報のリストを、別のコンテンツの更新情報のリストに切り替え表示する場合、つまり別
のコンテンツの更新情報のリストが表示される第一のピボット表示状態へ遷移させるため
の所定のジェスチャー操作は、例えばフリックジェスチャー操作となされている。その他
、本実施形態では、当該第一のピボット表示状態の時に画面上に表示されるピボットオプ
ションエリア内に用意されたコンテンツ選択用のメニューソフトキーを例えばタップ（短
押し）するようなジェスチャー操作がなされた時に、当該ソフトキーに対応付けられてい
るコンテンツの更新情報のリストが表示される第一のピボット表示状態へジャンプするこ
とも可能となされている。
【００８１】
　本発明実施形態において、前記ピボット表示状態でリスト化されて表示される更新情報
としては、前述のように選択された更新情報表示カードに対応した属性関連情報を基に抽
出される更新情報の他に、例えば、或る時点のピボット表示状態で表示されている更新情
報に対応したコンテンツデータの属性関連情報を基に抽出される、別の属性関連情報に対
応したコンテンツデータの更新情報にすることもできる。
【００８２】
　すなわち例えば、前記或る時点のピボット表示状態で表示されている更新情報が、或る
楽曲コンテンツの更新情報であるような場合において、その楽曲コンテンツの属性関連情
報の一つとして、当該楽曲コンテンツが属する音楽ジャンルを示す情報を挙げることがで
きる。したがって、この例において、前記或る時点のピボット表示状態で表示されている
更新情報に対応したコンテンツデータの属性関連情報を基に抽出される、別の属性関連情
報に対応したコンテンツの更新情報としては、前記音楽ジャンルに属する他のアーティス
トの楽曲コンテンツやアルバムコンテンツ等の更新情報を挙げることができる。
【００８３】
　なお、本実施形態においては、前述のように或る時点のピボット表示状態で表示されて
いるコンテンツデータの属性関連情報を基に抽出される、別の属性関連情報に対応したコ
ンテンツの更新情報のリストへ切り替え表示がなされたピボット表示状態を、第二のピボ
ット表示状態と呼ぶことにする。
【００８４】
　また、本実施形態の携帯電話端末において、前述したような第二のピボット表示状態へ
の遷移は、タッチパネルへの所定のジェスチャー操作を通じたユーザからのピボッティン
グ指示入力がなされた時に実行される。
【００８５】
　ここで、本実施形態において、前述のように、或る時点のピボット表示状態で表示され
ている更新情報に対応したコンテンツデータの属性関連情報を基に、別の属性関連情報に
対応したコンテンツデータの更新情報のリストを表示させる第二のピボット表示状態へ遷
移させるための所定のジェスチャー操作としては、例えばフリックジェスチャー操作を適
用することができる。
【００８６】
　図１２と図１３には、第一のピボット表示状態への遷移（図１２、図１３）と、第一の
ピボット状態から第二のピボット表示状態への遷移（図１３）の一例を概念的に表してい
る。
【００８７】
　図１２には、例えばデフォルト表示状態６０defの中から所望の更新情報表示カードが
選択されてピボッティングのジェスチャー操作がなされたことにより遷移した第一のピボ
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ット表示状態６１pa1と、当該第一のピボット表示状態６１pa1からさらに別の更新情報を
表示するためのピボッティングのジェスチャー操作がなされたことにより遷移した第一の
ピボット表示状態６１pa2とを示している。
【００８８】
　なお、図１２のデフォルト表示状態６０def内に記述されている“Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ”は
、それぞれ異なった種類のコンテンツデータに対応した各更新情報表示カードを表してい
る。また、図１２の第一のピボット表示状態６１pa1内に記述されている“Ａp1，Ａp1，
Ａp1，Ａp1”は、デフォルト表示状態６０defの中から選択された更新情報表示カード（
例えばＡ)のコンテンツの属性関連情報を基に抽出された同種の各コンテンツの各更新情
報を表している。また、図１２の第一のピボット表示状態６１pa2内に記述されている“
Ａp2，Ａp2，Ａp2，Ａp2”は、デフォルト表示状態６０defの中から選択された更新情報
表示カード（Ａ)のコンテンツの属性関連情報を基に抽出された、前記コンテンツ（Ａp1
，Ａp1，Ａp1，Ａp1）とは異なる種類のコンテンツの更新情報を表している。
【００８９】
　図１３には、図１２の例と同様の第一のピボット表示状態６１pa1及び第一のピボット
表示状態６１pa2と、さらに、第一のピボット表示状態６１pa2から遷移した第二のピボッ
ト表示状態６２pe1とを示している。
【００９０】
　なお、図１３の第二のピボット表示状態６２pe1内に記述されている“Ｅp1，Ｅp1，Ｅp
1，Ｅp1”は、第一のピボット表示状態６１pa2のコンテンツの属性関連情報を基に抽出さ
れた、別の属性関連情報に対応した各コンテンツの更新情報を表している。
【００９１】
［ユーザインターフェース画面例］
　図１４～図２８には、本実施形態の携帯電話端末において前述のような更新情報表示カ
ードが表示されたユーザインターフェース画面の一具体例を示す。なお、以下の各図にお
いて、各更新情報表示カード５１に対応した各コンテンツのそれぞれ異なる各種類を“Ａ
，Ｂ，Ｃ，・・・・”により表している。つまり、“Ａ，Ａ，Ａ，・・・”や“Ｂ，Ｂ，
Ｂ，・・・”等はそれぞれ同じ種類のコンテンツであることを示している。
【００９２】
［更新情報表示カードのスクロール］
　図１４には、ディスプレイ画面５０上に表示された各更新情報表示カード５１をスクロ
ール表示させる場合のユーザインターフェース画面例を示している。
【００９３】
　図１４の（ａ）は、例えばデフォルト表示状態のディスプレイ画面５０の一例を示して
いる。そして、このディスプレイ画面５０上に設けられているタッチパネル上で、例えば
ユーザが指５５を図１４の（ｂ）中の一点鎖線で示す矢印のように画面上方向へフリック
アップするジェスチャー操作を行った場合、本実施形態の携帯電話端末は、当該ディスプ
レイ画面５０上に表示されている各更新情報表示カード５１を、画面上部方向へスクロー
ルさせるように表示を制御する。
【００９４】
　これより、当該フリックアップジェスチャー操作以前にディスプレイ画面５０（図１４
の（ａ））に表示されていた各更新情報表示カード５１は、更新日時の新しいものから順
に画面上部側から外れ、当該フリックアップジェスチャー操作以前に表示されていた各更
新情報表示カード５１よりも時系列で古い各更新情報表示カード５１が、順番に画面下部
側からディスプレイ画面５０内へ表示（図１４の（ｃ））されることになる。
【００９５】
　なお、時系列の順番で最も古い更新情報表示カード５１がディスプレイ画面５０内に表
示されたような場合には、それ以降は画面上方向へのスクロール表示を停止させてもよい
し、当該最も古い更新情報表示カードに続けて最新の更新情報表示カード以降の各更新情
報表示カードをスクロール表示させるようにしてもよい。
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【００９６】
　一方、図示は省略するが、ディスプレイ画面５０に表示されている各更新情報表示カー
ド５１より時系列順で新しい各更新情報表示カードが存在しているような場合において、
例えばタッチパネル上で指５５を画面下方向にフリックダウンさせるジェスチャー操作が
なされた場合、本実施形態の携帯電話端末は、当該ディスプレイ画面５０に表示されてい
る各更新情報表示カード５１を画面下部側へスクロールさせるように表示を制御する。
【００９７】
　これより、当該フリックダウンジェスチャー操作以前にディスプレイ画面５０に表示さ
れていた各更新情報表示カード５１は、時系列の古い順に画面下部側から外れ、また、フ
リックダウン操作以前に表示されていた各更新情報表示カード５１よりも時系列の新しい
各更新情報表示カードが、順番に画面上部側からディスプレイ画面５０内に表示されるこ
とになる。
【００９８】
　なお、この場合も前述同様に、時系列順で最も新しい更新情報表示カード５１がディス
プレイ画面５０内に表示されたような場合には、それ以降は画面下方向への更新情報表示
カードのスライド表示を停止させてもよいし、或いは、当該最も新しい更新情報表示カー
ドに続けて最も古い更新情報表示カード以降の各更新情報表示カードをスライド表示させ
るようにしてもよい。
【００９９】
　その他、本実施形態の携帯電話端末は、前記フリックアップやフリックダウンのジェス
チャー操作がなされた後、次の操作がなされない場合には、前記スクロールのスピードを
徐々に遅くした後にスクロールを停止させるように表示を制御する。
【０１００】
［更新情報表示カードのアイドル状態とプレビュー状態］
　次に、図１５には、ディスプレイ画面５０上の各更新情報表示カード５１が全てアイド
ル状態となっている場合の表示例（図１５の（ａ））と、それら各更新情報表示カードの
何れかがユーザの指５５によりタッチされることで選択されてプレビュー状態となった場
合の表示例（図１５の（ｂ））を示している。
【０１０１】
　図１５の（ａ）に示すように各更新情報表示カード５１が全てアイドル状態となされて
いる場合、ディスプレイ画面５０上には、それらアイドル状態の各更新情報表示アイコン
５１ｄの他に、ページ指定用アイコン５３やアプリケーションショートカットバー５４な
ども配されている。なお、詳細については後述するが、前記ページ指定用アイコン５３は
、ユーザが所望のページを指定した上でそのページをディスプレイ画面５０上に表示させ
る際に使用されるアイコンである。また、前記アプリケーションショートカットバー５４
は、本実施形態の携帯電話端末に搭載されているアプリケーションプログラムのうち、頻
繁に使用されるアプリケーション、或いはユーザにより設定されたアプリケーションを起
動させるためのショートカット用ソフトキーが配されるエリアである。このアプリケーシ
ョンショートカットバー５４内の何れかのショートカット用ソフトキーがタッピングされ
た時、本実施形態の携帯電話端末は、そのソフトキーに対応付けられたアプリケーション
プログラムを起動する。
【０１０２】
　前記図１５の（ａ）に示すように前記ディスプレイ画面５０上にアイドル状態の各更新
情報表示カード５１が表示されている場合において、タッチパネル上の検知エリアのうち
、ユーザが何れか所望の更新情報表示カード５１の表示領域に対応した検知エリアを指５
５によりタッチするようなジェスチャー操作を行うと、本実施形態の携帯電話端末は、図
１５の（ｂ）に示すように、当該タッチジェスチャー操作された検知エリアに対応した更
新情報表示カード５１をプレビュー状態の更新情報表示カード５１ｖに表示制御する。
【０１０３】
　なお、図１５の（ｂ）の例では、何れかの更新情報表示カード５１がプレビュー状態と
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なった場合には、前記ページ指定用アイコン５３とアプリケーションショートカットバー
５４の表示を消すようにしているが、もちろんそれらページ指定用アイコン５３とアプリ
ケーションショートカットバー５４の表示を残しておいてもよい。
【０１０４】
［更新情報表示カード選択によるアプリケーション起動］
　次に、図１６と図１７には、更新情報表示カード５１の選択により、その更新情報表示
カードのコンテンツに対応したアプリケーションプログラムを起動する場合の表示例を示
す。
【０１０５】
　図１６には、ディスプレイ画面５０上の各更新情報表示カード５１の中から所望の更新
情報表示カード５１を選択してプレビュー状態にした後、そのプレビュー状態の更新情報
表示カードのコンテンツに対応したアプリケーションプログラムを起動させた場合の表示
例を示している。
【０１０６】
　この図１６の例において、図中（ａ）に示すように、何れか所望の更新情報表示カード
がユーザの指５５によりタッチされると、本実施形態の携帯電話端末は、その更新情報表
示カードを前述のようにプレビュー状態とする。
【０１０７】
　次に、図１６の（ｂ）に示すように、前記ユーザの指５５が一旦リリースされた後、そ
の更新情報表示カード５１ｖのプレビュー状態が維持されている一定時間内に、ユーザの
指５５により当該更新情報表示カード５１ｖがタップされると、本実施形態の携帯電話端
末は、その更新情報表示カード５１のコンテンツに対応したアプリケーションプログラム
を起動させる。
【０１０８】
　これにより、ディスプレイ画面５０は、図１６の（ｃ）に示すように、その起動したア
プリケーションプログラムの画面へ遷移することになる。
【０１０９】
　図１７には、アイドル状態の各更新情報表示カード５１ｄの中で、ユーザ所望の更新情
報表示カード５１ｄに対してタップジェスチャー操作が行われることにより、前述のよう
なプレビュー状態を経ずに、直ちにアプリケーションプログラムを起動する場合の表示例
を示している。
【０１１０】
　この図１７の例において、図中（ａ）に示すように、アイドル状態の各更新情報表示カ
ード５１ｄの中から所望の更新情報表示カードがユーザの指５５によりタップ操作される
と、本実施形態の携帯電話端末は、その更新情報表示カードのコンテンツに対応したアプ
リケーションプログラムを直ちに起動させる。
【０１１１】
　これにより、ディスプレイ画面５０は、図１７の（ｂ）に示すように、その起動したア
プリケーションプログラムの画面へ遷移することになる。
【０１１２】
［ピボット表示状態］
　次に、図１８～図２０には、選択された更新情報表示カードに関連したコンテンツの更
新情報のリストを表示するピボット表示状態の際の表示例を示す。
【０１１３】
　先ず、ディスプレイ画面５０上に各更新情報表示カード５１が表示されている場合にお
いて、ユーザが何れか所望の更新情報表示カード５１をタッチして選択すると、本実施形
態の携帯電話端末は、図１８の（ａ）に示すように、当該更新情報表示カードをプレビュ
ー状態とする。
【０１１４】
　そして、当該プレビュー状態の更新情報表示カード５１ｖへのタッチが維持された状態
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で、図１８の（ｂ）に示すように、ユーザの指５５によりスミアジェスチャー操作がなさ
れると、本実施形態の携帯電話端末は、例えば図１８の（ｃ）に示すように、前記選択さ
れた更新情報表示カードのコンテンツの属性関連情報を基に抽出された更新情報のリスト
を表示するピボット表示状態へと遷移する。
【０１１５】
　なお、図１８の（ｃ）の例は、図１８の（ａ），（ｂ）に示した各更新情報表示カード
５１の中から、或る相手先との間でやり取りされたＳＭＳメッセージコンテンツに対応し
た更新情報表示カードが選択されたことにより、その更新情報表示カードのコンテンツの
属性関連情報を基に抽出されたコンテンツの更新情報、すなわち例えば、当該ＳＭＳメッ
セージの相手先との間で送受信された複数のメッセージコンテンツの更新情報がリスト化
されて時系列順に表示されたピボット表示状態を示している。
【０１１６】
　ここで、本実施形態において、当該ピボット表示状態のとき、ディスプレイ画面上には
、例えば図１９に示すように、コンテンツエリア７０と、ピボットオプションエリア７１
と、アクションソフトキーエリア７２とが用意される。前記コンテンツエリア７０には、
当該ピボット表示状態において表示されるコンテンツの更新情報が例えば時系列のリスト
状に表示される。前記アクションソフトキーエリア７２には、当該ピボット表示状態にお
いて表示する更新情報のコンテンツ種別等に応じた様々なソフトキーが表示される。前記
ピボットオプションエリア７１には、各コンテンツ種別に応じたメニューソフトキーが配
列されているとともに、その配列の中央には当該ピボット表示状態において表示されてい
る更新情報のコンテンツ種別に対応したメニューソフトキーが配置される。また、当該ピ
ボット表示状態において、表示されている更新情報に対応したコンテンツの属性関連情報
として、例えば通信相手先の写真画像や購入した楽曲アルバムのジャケット画像のなどの
イメージ情報が存在している場合には、そのイメージ情報５６も配される。
【０１１７】
　以下、ピボット表示状態のときにディスプレイ画面上に表示される情報について幾つか
の具体例を挙げて説明する。
【０１１８】
　例えば、前記ピボット表示状態が電話番号発着信履歴の更新情報リストを表示する状態
である場合、前記コンテンツエリア７０には、発着信ログとして、発着信電話番号や不在
着信の有無、それらの時間情報などからなる更新情報が時系列のリストとして表示される
。またこの場合のアクションソフトキーエリア７２には、全ての発着信履歴を表示するか
、若しくは、不在着信の履歴のみを表示するのかを選択するためのトグルボタンが表示さ
れる。
【０１１９】
　前記ピボット表示状態がＳＭＳ／ＭＭＳの更新情報リストを表示する状態である場合、
前記コンテンツエリア７０には、ＳＭＳ／ＭＭＳの履歴として、ＳＭＳ／ＭＭＳのメッセ
ージ、時間情報、相手先のイメージ画像などが存在している場合にはそのイメージのサム
ネイル画像などからなる更新情報が時系列のリストとして表示される。またこの場合のア
クションソフトキーエリア７２には、ＳＭＳ／ＭＭＳの相手先電話番号への送信メッセー
ジを作成するためにＳＭＳアプリケーションプログラムを起動させるソフトキーが表示さ
れる。
【０１２０】
　前記ピボット表示状態が電子メールの更新情報リストを表示する状態である場合、前記
コンテンツエリア７０には、電子メールの履歴として、電子メールのタイトルやメール本
文の先頭１行～２行分のテキスト、送受信の時間情報、送信／受信メールの何れであるか
を表すアイコン、添付データが存在する場合にはそれを示すアイコンなどからなる更新情
報が時系列のリストとして表示される。またこの場合のアクションソフトキーエリア７２
には、電子メールの送信テキストメッセージを作成するために電子メールアプリケーショ
ンプログラムを起動させるソフトキーが表示される。
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【０１２１】
　前記ピボット表示状態がＩＭ（instant messaging）の更新情報リストを表示する状態
である場合、前記コンテンツエリア７０には、当該ＩＭのメッセージ、その日時情報、相
手先のイメージ画像などが存在している場合にはそのイメージのサムネイル画像などから
なる更新情報が時系列のリストとして表示される。またこの場合のアクションソフトキー
エリア７２には、ＩＭのメッセージを作成するためにＩＭアプリケーションプログラムを
起動させるソフトキーが表示される。
【０１２２】
　前記ピボット表示状態が写真画像の更新情報リストを表示する状態である場合、前記コ
ンテンツエリア７０には、例えば連絡先とタグ付けられている顔画像が含まれている写真
のサムネイル画像などからなる更新情報が、時系列のリストとして表示される。またこの
場合のアクションソフトキーエリア７２には、例えば他の連絡先とタグ付けされている写
真リストへ遷移するためのソフトキーが表示される。
【０１２３】
　前記ピボット表示状態がネットワーク上に保存した写真や別途用意されている写真等の
画像の更新情報リストを表示する状態である場合、前記コンテンツエリア７０には、ネッ
トワーク上に保存或いは用意されている写真等のサムネイル画像などからなる更新情報が
時系列のリストとして表示される。またこの場合のアクションソフトキーエリア７２には
、例えばネットワーク上に保存されている写真画像へアクセスするためのソフトキーが表
示される。
【０１２４】
　前記ピボット表示状態が、ＳＮＳの更新情報リストを表示する状態である場合、前記コ
ンテンツエリア７０には、ＳＮＳの日記やメッセージ等のアップデートされた情報からな
る更新情報が時系列のリストとして表示される。また、ＳＮＳの参加者に関するイメージ
画像などが存在している場合にはそのイメージのサムネイル画像などもリスト内に表示さ
れる。またこの場合のアクションソフトキーエリア７２には、ＳＮＳへアクセスするため
のソフトキーが表示される。
【０１２５】
　前記ピボット表示状態が、投稿サイトの更新情報リストを表示する状態である場合、前
記コンテンツエリア７０には、投稿したメッセージのアップデート情報などからなる更新
情報が時系列のリストとして表示される。またこの場合のアクションソフトキーエリア７
２には、投稿サイトにメッセージを投稿したり編集したりするアクセスのためのソフトキ
ーが表示される。
【０１２６】
　前記ピボット表示状態が、ＲＳＳ（RDF(Resource description framework) Site Summa
ry）からのニュースコンテンツの更新情報リストを表示する状態である場合、前記コンテ
ンツエリア７０には、ＲＳＳのニュースのヘッドライン情報などからなる更新情報が時系
列のリストとして表示される。またこの場合のアクションソフトキーエリア７２には、そ
のＲＳＳへのアクセスのためのソフトキーが表示される。
【０１２７】
　図２０には、前述のように例示した各ピボット表示状態のうち、一例として、ＳＭＳ／
ＭＭＳのコンテンツの更新情報リストを表示するピボット表示状態（図２０の（ａ））と
、電子メールのコンテンツの更新情報リストを表示するピボット表示状態（図２０の（ｂ
））と、写真画像のコンテンツの更新情報リストを表示するピボット表示状態（図２０の
（ｂ））を例に挙げ、ユーザからのジェスチャー操作によりそれらが切り替え表示される
様子を示している。
【０１２８】
　すなわち、図２０の例において、ＳＭＳ／ＭＭＳのコンテンツの更新情報リストを表示
するピボット表示状態の時、図中（ａ）に示すように、前記コンテンツエリア７０には、
ＳＭＳ／ＭＭＳのメッセージと時間情報、及び、相手先のサムネイル画像などの更新情報
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リスト表示されている。またこの時、前記ピボットオプションエリア７１は、中央にＳＭ
Ｓのコンテンツ選択用メニューソフトキーが配されたものとなっている。
【０１２９】
　この図２０の（ａ）のピボット表示状態において、例えばユーザが指５５によりフリッ
クレフトジェスチャー操作を行うと、ピボット表示状態は、電子メールのコンテンツの更
新情報リストを表示する状態へ遷移する。すなわちこの図２０の例の場合、前記ピボット
オプションエリア７１内の各コンテンツ選択用メニューソフトキーの配列からわかるよう
に、ＳＮＳのコンテンツの更新情報リストを表示するピボット表示状態の左側（仮想的な
左側）には電子メールのコンテンツの更新情報リストを表示するピボット表示状態が用意
されている。このため、前記ＳＮＳのコンテンツの更新情報リストを表示するピボット表
示状態においてフリックレフトジェスチャー操作が行われると、本実施形態の携帯電話端
末は、電子メールのコンテンツの更新情報リストを表示する状態へ遷移する。
【０１３０】
　図２０の（ｂ）に示す電子メール用のピボット表示状態の場合、前記コンテンツエリア
７０には、電子メールのタイトルやメール本文の先頭１行～２行分のテキスト、送受信の
時間情報、送信／受信メールの何れであるかを表すアイコン、添付データが存在する場合
にはそれを示すアイコンなどの更新情報リストが表示される。
【０１３１】
　さらに、この図２０の（ｂ）のピボット表示状態において、例えばユーザが指５５によ
り、前記ピボットオプションエリア７１から写真画像のコンテンツ選択用メニューソフト
キーがユーザによりタップされて選択されると、本実施形態の携帯電話端末は、図２０の
（ｃ）に示すように、当該ソフトキーに対応付けられている写真画像のコンテンツの更新
情報リストを表示するピボット表示状態へとジャンプする。
【０１３２】
　この図２０の（ｃ）に示す写真画像用のピボット表示状態の場合、前記コンテンツエリ
ア７０には、内蔵カメラ等により撮影された写真のサムネイル画像の更新情報リストが表
示される。
【０１３３】
［フィルタリング時の表示］
　図２１には、フィルタリング処理により、デフォルト表示状態（図中（ａ））からフィ
ルタ後表示状態（図中（ｂ））へ遷移する表示例を示す。
【０１３４】
　図２１の（ａ）に示したデフォルト表示状態のように、複数の異なる種類のコンテンツ
に対応した更新情報表示カードが表示されている時に、例えばユーザがフリックレフトジ
ェスチャー操作を行うと、本実施形態の携帯電話端末は、ディスプレイ画面５０の表示を
図２１の（ｂ）のようなフィルタ後表示状態へ遷移させる。
【０１３５】
　すなわち、この図２１の例では、図中（ａ）に示したデフォルト表示状態においてフリ
ックレフトのジェスチャー操作がなされたことにより、当該デフォルト表示状態の次にフ
ィルタリングで表示される同種コンテンツ（例えば“Ａf，Ａf，・・・”）に対応した各
更新情報表示カード５１が表示される。
【０１３６】
［フィルタリングによるコンテンツの切り替え例］
　図２２には、前記フィルタリングのジェスチャー操作に応じて切り替え表示される各コ
ンテンツの一例を示す。
【０１３７】
　図２２に示すように、デフォルト表示状態として各更新情報表示カードが表示されてい
る状態から、例えばフリックライトのジェスチャー操作が繰り返された場合、ディスプレ
イ画面内の各更新情報表示カードは、予め決められている順番、例えば、電話ログ→ＳＭ
Ｓ／ＭＭＳ→電子メール→ＩＭ→ＲＳＳの各コンテンツに対応した表示に切り替えられる
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。一方、デフォルト表示状態から例えばフリックレフトのジェスチャー操作が繰り返され
た場合、ディスプレイ画面内の各更新情報表示カードは、予め決められている順番、例え
ば、購入した楽曲→購入した動画→カメラにて撮影した写真→ＳＮＳ→投稿コミュニケー
ションサービスのコンテンツに対応した表示に切り替えられる。
【０１３８】
　また、ＲＳＳのコンテンツの各更新情報表示カードが表示されている状態で、例えばさ
らにフリックライトのジェスチャー操作がなされた場合には、前記投稿コミュニケーショ
ンサービスのコンテンツの各更新情報表示カードが表示されている状態へ遷移する。一方
、投稿コミュニケーションサービスのコンテンツの各更新情報表示カードが表示されてい
る状態で、例えばさらにフリックレフトのジェスチャー操作がなされた場合には、前記Ｒ
ＳＳのコンテンツの各更新情報表示カードが表示されている状態へ遷移する。
【０１３９】
［ページング表示］
　図２３，図２４には、更新情報表示カードが表示されたユーザインターフェース画面を
ページ指定により切り替える場合の表示例を示す。
【０１４０】
　図２３の（ａ）に示したように、全ての更新情報表示カード５１がアイドル状態で表示
されている場合、本実施形態の携帯電話端末は、そのユーザインターフェース画面上部の
所定位置に、ページ指定用のアイコン５３を表示する。なお、図２３の（ａ）は、ディス
プレイ画面がデフォルト表示状態となっている場合を示している。
【０１４１】
　当該ページ指定用アイコン５３は、複数のアイコンが例えば画面上で横方向に配列され
ている。すなわち、当該ページ指定用アイコン５３を構成する各アイコンは、仮想的に設
けられている各ページの配列に合わせるように並べられている。また、当該ページ指定用
アイコン５３を構成する各アイコンのうち、中央のアイコンは、現時点でディスプレイ画
面上に表示されているページに対応している。なお、図２３や図２４の例では、前記中央
のアイコンの左右にもそれぞれ３つのアイコンが配されており、合計で７個のアイコンを
用いているが、実際のページ数はそれらアイコン数と一致していても良いし、アイコン数
よりも多いページ数が用意されていてもよい。
【０１４２】
　ここで、前記ページ指定用アイコン５３を通じて、ページ切り替えのための所定のジェ
スチャー操作がユーザによりなされた場合、本実施形態の携帯電話端末は、当該所定のジ
ェスチャー操作により指定されたページに対応したコンテンツ種別の各更新情報表示カー
ド５１を表示するようなフィルタリング処理を行う。
【０１４３】
　また、本実施形態においては、前記ページ切り替えのための所定のジェスチャー操作と
して、前記ページ指定用アイコン５３の中から所望のアイコンを選択するプレスジェスチ
ャー操作と、当該選択されたアイコンを前記ページ指定用アイコン５３の略々中央部まで
仮想的に移動させるドラッグジェスチャー操作と、その移動させたアイコンを前記ページ
指定用アイコン５３の略々中央部に置くリリースジェスチャー操作とを用いる。
【０１４４】
　すなわち、図２３の（ｂ）に示すように、ユーザの指５５によるプレスジェスチャー操
作により、前記ページ指定用アイコン５３の中から所望のアイコンが選択され、さらに、
図２４の（ｃ）に示すように、その選択されたアイコンが、ページ指定用アイコン５３の
略々中央部へドラッグジェスチャー操作により仮想的に移動させられた後、ユーザよりリ
リースジェスチャー操作がなされた場合、本実施形態の携帯電話端末は、ディスプレイ画
面上の表示を、図２４の（ｄ）に示すように、当該ドラッグにより中央部へ移動されたア
イコンに対応付けられているページの表示画面へ遷移させる。
【０１４５】
　なお、前述のように、前記選択されたアイコンが前記ドラッグジェスチャー操作に応じ
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て仮想的に移動した場合、本実施形態の携帯電話端末は、当該選択されたアイコンの移動
に伴うように、それ以外の各アイコンについても順次移動させるように表示制御する。
【０１４６】
　また、前記選択されたアイコンが移動する方向側に表示されていた他のアイコンは、当
該アイコンの移動に伴って順次画面上から消され、一方、前記選択されたアイコンが移動
した方向の反対側には、そのアイコンの移動に伴って順次別の新たなアイコンが追加表示
される。但し、前記選択されたアイコンが移動する方向に対して逆方向側についてページ
が存在しない場合には、前記選択されたアイコンが移動されたとしても前記新たな別のア
イコンの追加表示はなされない。
【０１４７】
［ページ指定用アイコンの表示変化］
　図２５には、ユーザによるジェスチャー操作に応じて、前記ページ指定用アイコン５３
の表示状態が変化する様子を示す。
【０１４８】
　本実施形態において、前記ページ指定用アイコン５３の表示領域とタッチパネル上の検
知エリアとは対応付けられており、当該ページ指定用アイコン５３の表示領域に対応した
検知エリアをユーザが指等により触れた（プレスジェスチャー操作）ような場合、本実施
形態の携帯電話端末は、当該指等により触れられた検知エリアによりユーザが何れのアイ
コンを指し示しているのかを判断可能となされている。
【０１４９】
　前記ページ指定用アイコン５３は、前述したように、ディスプレイ画面上に表示されて
いるページが何れのページであるかをユーザへ示すために用意されている。図２５の（ａ
）は、ディスプレイ画面がデフォルト表示状態となっている場合のページ指定用アイコン
５３を表しており、当該ページ指定用アイコン５３を構成する各アイコンのうち、当該デ
フォルト表示状態のページに対応したアイコン（中央のアイコン５３ａ）は、他のアイコ
ン５３ｂとは異なる形状或いは異なる色等となされている。すなわち、本実施形態では、
デフォルト表示状態のページに対応したアイコン５３ａの形状や色等を、他のページ指定
用のアイコン５３ｂの形状や色等とは異なるものとすることにより、当該デフォルト表示
状態のページをユーザが容易に見つけられるようにしている。
【０１５０】
　ここで、前記ページ指定用アイコン５３を構成する各アイコンの中から、ユーザがプレ
スジェスチャー操作により所望のアイコンを選択した場合、本実施形態の携帯電話端末は
、当該選択されたアイコンの例えば形状を図２５の（ｂ）に示すように、それ以前の状態
とは異なるものに変化させる。これにより、ユーザは、何れのアイコンつまり何れのペー
ジが選択されているのかを容易に知ることができる。
【０１５１】
　そして、図２５の（ｃ）に示すように、前記選択された状態のアイコンを仮想的に中央
へ移動させるようなドラッグジェスチャー操作がなされ、その後、当該アイコンがリリー
スジェスチャー操作によりその位置に置かれると、本実施形態の携帯電話端末は、図２５
の（ｄ）に示すように、そのアイコンの形状や色等をそれ以前の状態とは異なるものに変
化させる。これにより、ユーザは、そのアイコンの選択及びドラッグにより、ページジャ
ンプの処理が完了したことを容易に知ることができる。なおこの場合、ディスプレイ画面
上の表示は、前述の図２３，図２４で説明したように、前記ドラッグにより中央部へ移動
されたアイコンに対応付けられているページに用意されているコンテンツ種別の各更新情
報表示カードが表示された画面に遷移する。
【０１５２】
［更新情報表示カードの削除］
　図２６と図２７には、ディスプレイ画面５０上に表示されている更新情報表示カード５
１の中から所望の更新情報表示カード５１を選択して削除する場合のユーザインターフェ
ース画面例を示す。
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【０１５３】
　図２６の（ａ）には、全ての更新情報表示カード５１がアイドル状態となっている画面
例を示している。
【０１５４】
　次に、図２６の（ｂ）に示すように、ユーザが指５５により所望の更新情報表示カード
５１をタッチジェスチャー操作にて選択すると、当該更新情報表示カード５１は、プレビ
ュー状態に遷移する。これにより、ユーザは当該選択した更新情報表示カード５１がどの
ようなコンテンツに関するものであるかを認識することが可能となる。
【０１５５】
　そして、前記タッチが維持された状態で所定のデリート用ジェスチャー操作がなされた
場合、本実施形態の携帯電話端末は、図２６の（ｃ）に示すように、ディスプレイ画面５
０上にデリート用アイコン（いわゆるゴミ箱アイコン）５８を表示する。
【０１５６】
　なお、本実施形態では、前記デリート用ジェスチャー操作として、前記タッチジェスチ
ャー操作によるタッチ状態が維持されたままでその更新情報表示カード５１を画面下方向
にドラッグダウンするジェスチャー操作を例に挙げている。
【０１５７】
　また、デリート用アイコン５８が表示された時、前記ドラッグされている更新情報表示
カードについては、削除の対象となっていることをユーザに知らせるために、他のカード
とは異なる色（例えばカード枠を赤色）にするなどの表示を行うことが望ましい。
【０１５８】
　さらに、図２７の（ｄ）に示すように、前記ディスプレイ画面５０上に表示された前記
デリート用アイコン５８まで、前記所望の更新情報表示カード５１がドラッグダウンされ
、その後、ユーザよりリリースジェスチャー操作がなされると、本実施形態の携帯電話端
末は、図２７の（ｅ）に示すように、ディスプレイ画面上から前記所望の更新情報表示カ
ード５１を消し、残った他の各更新情報表示カード５１を再配列してそれぞれをアイドル
状態として表示するディスプレイ画面５０へ遷移させる。
【０１５９】
　前述したように、本実施形態によれば、更新情報表示カードを削除する場合、先ず、そ
の更新情報表示カードをアイドル状態からプレビュー状態に遷移させ、さらにデリート用
アイコン５８が表示されて更新情報表示カードを削除可能な状態になった時、その更新情
報表示カードを他のカードと区別可能に表示することで、その更新情報表示カードが削除
しても良いものであるかをユーザが確認できるようにしている。
【０１６０】
　そして、本実施形態では、そのプレビュー状態となった更新情報表示カードをデリート
用アイコン５８までドラッグするような簡単な操作で、当該更新情報表示カードを削除す
ることが可能となっている。
【０１６１】
　なお、本実施形態において、このようなデリート操作で削除されるのは、ディスプレイ
画面５０上に表示される更新情報表示カードのみであり、当該更新情報表示カードの削除
がなされた場合であっても、当該更新情報表示カードに対応したコンテンツ等の情報は削
除されずに残される。
【０１６２】
［連絡先リンク付け］
　図２８～図３０には、ディスプレイ画面５０上に表示されている更新情報表示カード５
１に対応したコンテンツの情報が、例えば携帯電話端末内の電話帳や外部ネットワーク上
の電話帳に登録されている情報とリンク付けられていない場合に、そのリンク付けを行う
際のユーザインターフェース画面例を示す。なお、図２８～図３０の例では、ＳＮＳの参
加者を電話帳の連絡先リストに追加する場合を挙げている。
【０１６３】
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　図２８の（ａ）には、全ての更新情報表示カード５１がアイドル状態となっている画面
例を示している。この時、それら更新情報表示カード５１の中で、例えばＳＮＳの連絡先
リンクが前記電話帳に登録されている情報とリンク付けされていない更新情報表示カード
が存在していた場合、本実施形態の携帯電話端末は、その更新情報表示カード上にリンク
付けが無いことを表す情報を表示する。
【０１６４】
　次に、図２８の（ｂ）に示すように、前記リンク付けが無い旨の情報が表示された更新
情報表示カード５１を、ユーザがタッチジェスチャー操作にて選択すると、その更新情報
表示カード５１はプレビュー状態となる。
【０１６５】
　さらに、図２８の（ｃ）に示すように、前記タッチが維持されている状態でピボッティ
ング処理のためのジェスチャー操作（スミアジェスチャー操作）がなされると、本実施形
態の携帯電話端末は、図２９の（ｄ）に示すように、当該更新情報表示カードのＳＮＳの
連絡先リンクと、電話帳に登録されている情報とをリンク付けするか否かをユーザへ問う
ためのユーザインターフェース画面を表示する。この時のユーザインターフェース画面に
は、前記リンク付けを行うことを、ユーザが指示するためのリンク追加用ソフトキー５９
が表示される。
【０１６６】
　そして、図２９の（ｅ）に示すように、ユーザにより前記リンク追加用ソフトキー５９
をタップするジェスチャー操作がなされると、本実施形態の携帯電話端末は、図２９の（
ｆ）に示すような連絡先のリストを表すユーザインターフェース画面を表示する。
【０１６７】
　前記リスト画面は、一例として、アルファベット順に各連絡先のリストが配列されてい
る。なお、この連絡先のリスト画面において、ユーザにより例えばフリックアップやフリ
ックダウンのジェスチャー操作が行われた場合、本実施形態の携帯電話端末は、当該リス
ト画面をスクロールさせる。
【０１６８】
　そして、図３０の（ｇ）に示すように、ユーザのタップジェスチャー操作により何れか
の連絡先が選択された場合、本実施形態の携帯電話端末は、ディスプレイ画面上の表示を
図３０の（ｈ）に示すように、ピボット表示状態に遷移させる。
【０１６９】
［更新情報表示を実行するための構成（機能ブロック）］
　次に、図３１には、本実施形態の携帯電話端末において、前述したような複数の更新情
報表示カード５１を時系列の順番で連ねてディスプレイ画面に表示するための構成例を示
す。なお、この図３１は、図１の制御部１０が、本発明実施形態の情報提示アプリケーシ
ョンプログラムを実行することにより形成される主要な各構成要素を、機能ブロックとし
て示す図である。
【０１７０】
　図３１に示す入出力管理部３０は、本発明実施形態の情報提示アプリケーションプログ
ラムの実行により構成される構成要素の一つである。前記入出力管理部３０の機能として
は、操作部１４のタッチパネル等を通じてユーザから入力された指示情報を受け取って表
示画像生成部３１へ送る機能と、前記情報管理部３２との間で行われる情報の入出力や他
のアプリケーションプログラムとの間で行われる情報の入出力を管理する機能と、情報管
理部３２からの情報更新通知を表示画像生成部３１へ送る機能などを挙げることができる
。
【０１７１】
　すなわち、本実施形態において、前記入出力管理部３０は、操作部１４のタッチパネル
等への操作によりユーザから入力された指示情報を受け取った場合には、その入力指示情
報を表示画像生成部３１へ送る。また、入出力管理部３０は、前記更新情報表示カード５
１等をディスプレイ画面へ表示する際に必要となる情報を、後述する情報管理部３２から



(27) JP 2011-22811 A 2011.2.3

10

20

30

40

50

受け取った場合、その情報を表示画像生成部３１へ送る。また、入出力管理部３０は、情
報管理部３２から、情報の更新があったことを示す通知を受け取った場合、その通知情報
を表示画像生成部３１へ送る。さらに、入出力管理部３０は、必要に応じて他のアプリケ
ーションプログラムを起動させたり、当該他のアプリケーションプログラムとの間で行わ
れる情報の入出力を管理する。
【０１７２】
　表示画像生成部３１は、本発明実施形態の情報提示アプリケーションプログラムの実行
により形成される構成要素の一つであり、例えば、前記入出力管理部３０を介して入力さ
れたユーザ指示入力情報や、前記入出力管理部３０を介して情報管理部３０から受け取っ
た情報等を基に、ディスプレイ画面上に表示する表示画像情報を生成して、その表示画像
情報を画像表示指示部３３へ送ることなどを行う。すなわち、本実施形態における表示画
像生成部３１は、前記入出力管理部３０を介して前記情報管理部３２から画面表示に必要
な情報を受け取ると、その情報を基に、前記更新情報表示カード５１等をディスプレイ画
面上に表示するための表示画像情報を生成し、その表示画像情報を画像表示指示部３３へ
送る。また、表示画像生成部３１は、前記入出力管理部３０を介してユーザからの入力指
示情報を受け取ると、その入力指示情報を基に、ユーザからの入力がどのような指示であ
るかを解析し、そのユーザ指示を適切に反映させた表示画像情報を生成して画像表示指示
部３３へ送る。
【０１７３】
　画像表示指示部３３は、本発明実施形態の情報提示アプリケーションプログラムの実行
により形成される構成要素の一つであり、例えば、表示画像生成部３１から供給された表
示画像情報を、図１の表示部１３のディスプレイ画面上に表示させることなどを行う。な
お、画像表示指示部３３は本実施形態の携帯電話端末に元々備えられているものであって
もよいが、本実施形態の情報提示アプリケーションプログラムの実行によりディスプレイ
画面上に情報を表示するために必須の構成要素である。
【０１７４】
　情報管理部３２は、本発明実施形態の情報提示アプリケーションプログラムの実行によ
り形成される構成要素の一つであり、例えば、携帯電話端末において各種アプリケーショ
ンプログラムにより逐次更新されて前述の情報蓄積部に格納される各コンテンツデータの
更新状況を監視し、それら各コンテンツデータの更新情報を管理する。より具体的に説明
すると、情報管理部３２は、各種アプリケーションプログラムにより逐次更新される各コ
ンテンツの更新情報、すなわち例えば、個人名や電子メールアドレス，ＳＮＳアカウント
などが含まれる電話帳、通話着信、送信履歴、ＳＭＳ／ＭＭＳ，電子メールといったメッ
セージの発着信履歴、カメラ部２８による撮影やパーソナルコンピュータからの転送，オ
ンラインショップからの購入などによる写真画像や動画像の追加・購入履歴、パーソナル
コンピュータからの転送やオンラインショップからの購入などによる楽曲の追加・購入履
歴、ユーザが携帯電話端末を介して利用しているＳＮＳの日記やメッセージ等のような各
種データの更新情報、カレンダーデータ、ユーザがネットワークを介してダウンロードし
たファイルの履歴などの各更新情報を管理する。また、情報管理部３２は、更新情報表示
カード５１等をディスプレイ画面に表示するのに必要な情報を入出力管理部３０へ送る。
また、情報管理部３２は、前述のように管理しているコンテンツデータに更新があった場
合、そのことを入出力管理部３０を通じて表示画像生成部３１へ通知することも行う。な
お、当該情報管理部３２における具体的な情報管理の詳細については後述する。
【０１７５】
［更新情報を表示する際の動作概要］
　前述した図３１の構成における前記ディスプレイ画面上への更新情報の表示は、図３２
のフローチャートに示すような流れで行われる。
【０１７６】
　ディスプレイ画面上に更新情報表示カード５１を表示する場合、先ず、ステップＳ１の
処理として、入出力管理部３０が情報管理部３２に対し、画面表示のための情報を要求す
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る。なお、前記更新情報表示カード５１の表示が待ち受け画面において行われる場合、入
出力管理部３０は、携帯電話端末が待ち受け状態になされた時に、前記情報管理部３２に
対して、前述のデフォルト表示状態で表示される各更新情報表示カード５０を画面上に表
示するための情報を要求する。また、入出力管理部３０は、前述したフィルタリング処理
，ページング処理やピボッティング処理等による画面切り替え表示のための指示がユーザ
から入力された場合には、前記情報管理部３２に対して、それらフィルタリング処理，ペ
ージング処理やピボッティング処理等において切り替え表示される各更新情報表示カード
５０や更新情報のリストを画面上に表示するための情報を要求する。
【０１７７】
　前記入出力管理部３０からの要求を受け取ると、情報管理部３２は、ステップＳ２の処
理として、自己が管理している情報の中から、その要求に適合した情報を幾つか抽出し、
それらを時系列に整えて入出力管理部３０へ送る。
【０１７８】
　前記情報管理部３２から情報を受け取った入出力管理部３０は、ステップＳ３の処理と
して、その情報を表示画像生成部３１へ送る。
【０１７９】
　前記入出力管理部３０から情報を受けた表示画像生成部３１は、ステップＳ４の処理と
して、当該受け取った情報を基に表示画像情報を構成し、その表示画像情報を画像表示指
示部３３へ送る。
【０１８０】
　前記表示画像情報を受け取った画像表示指示部３３は、ステップＳ５の処理として、当
該表示画像情報を基に、表示部１３のディスプレイ画面上への画像表示を指示する。
【０１８１】
　また、表示画像生成部３１は、ステップＳ６の処理として、画面表示の更新が必要か否
か判断する。すなわち、表示画像生成部３１は、例えば、ユーザから指示入力があった場
合や情報更新があった場合、或いはステップＳ１の場合と同様に待ち受け画面への表示切
り替えやフィルタリング処理，ページング処理，ピボッティング処理等による画面切り替
えが行われる場合に、それらをディスプレイ画面上の表示へ反映させるために、画面表示
の更新が必要になったか否か判断する。
【０１８２】
　そして、ステップＳ６において画面表示の更新が必要であると判断した場合、表示画像
生成部３１は、ステップＳ７の処理として、入出力管理部３０を介して情報管理部３２へ
、前記画面表示の更新のために必要な情報を要求する。このステップＳ７の後はステップ
Ｓ１へ処理が戻る。
【０１８３】
　このように、本実施形態の携帯電話端末では、ステップＳ１～ステップＳ７の処理を繰
り返して画面表示および表示切り替えが行われる。
【０１８４】
［情報管理部の構成］
　図３３には、前述の図３１に示した情報管理部３２の詳細な構成例を示す。なお、図３
３には前記入出力管理部３０と各種情報蓄積部４３ａ～４３ｉも描かれている。
【０１８５】
　情報管理部３２は、全ての種類のコンテンツについての更新情報を一元的に管理しつつ
、その更新情報を必要に応じて素早く抽出して表示画像生成部３１へ送るために、図３３
に示すような情報選択部４０と更新情報管理部４１と更新情報蓄積部４２とを備えている
。
【０１８６】
　各種情報蓄積部４３ａ～４３ｉは、例えば電話帳、ＳＮＳ、ＳＭＳ／ＭＭＳ、電子メー
ル、ＲＳＳ、ＩＭ、カレンダーなどといった各コンテンツの種別ごとに存在している。ま
た、これら各種情報蓄積部４３ａ～４３ｉは、それぞれ担当種別のコンテンツの情報を格
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納することの他、共通した機能として、情報選択部４０或いは更新情報管理部４１からの
要求に応じて、内部に蓄積している情報を指定された順序で返却する機能、また、限定さ
れた個数の情報が要求された場合には、指定された順序に従ってその個数の情報を抽出し
て返却する機能を備えている。なお、各種情報蓄積部４３ａ～４３ｉは、情報管理部３２
に含まれていてもよいし、携帯電話端末内に別途備えられた情報蓄積手段であってもよい
。さらに、各種情報蓄積部４３ａ～４３ｉは、必ずしも、携帯電話端末内に設けられてい
る情報蓄積手段である必要はなく、例えば情報蓄積部４３ｉのようにネットワーク４４を
介して外部に設けられているものであってもよい。また、携帯電話端末内に設けられてい
る場合の各情報蓄積部は、一つの記憶手段の記憶領域内を複数に分割した各分割記憶領域
に対応付けられているものであってもよいし、それらが個々の記憶手段として別々に設け
られていてもよい。
【０１８７】
　図３３では、各種情報蓄積部の一例として、ＳＮＳに関する各種情報を格納するＳＮＳ
情報蓄積部４３ａ、ＳＭＳとＭＭＳに関する各種情報を格納するＳＭＳ／ＭＭＳ情報蓄積
部４３ｂ、電子メールに関する各種情報を格納する電子メール情報蓄積部４３ｃ、電話帳
に関する各種情報を格納する電話帳情報蓄積部４３ｄ、ＲＳＳに関する各種情報を格納す
るＲＳＳ／ＡＴＯＭ情報蓄積部４３ｅ、カレンダーに関する各種情報を格納するカレンダ
ー情報蓄積部４３ｆ、ＩＭ（instant messaging）に関する各種情報を格納するＩＭ情報
蓄積部４３ｇ、画像や楽曲などの関する各種情報を格納するメディア情報蓄積部４３ｈや
４３ｉなど、担当種別のコンテンツ毎の情報蓄積部を挙げている。また、これら各種情報
蓄積部４３ａ～４３ｉは、携帯電話端末の各アプリケーションプログラムにより共通に利
用可能となされている。すなわち例えば、ＳＭＳ，ＭＭＳ，電子メールなどのメッセージ
を扱うアプリケーションプログラム、電話帳を扱うアプリケーションプログラム、画像を
扱うアプリケーションプログラム、楽曲を扱うアプリケーションプログラムなどは、入出
力管理部３０を介して、それぞれが使用する情報を情報蓄積部に保存し、また利用可能と
なされている。
【０１８８】
　前記情報選択部４０は、入出力管理部３０から要求を受け取ると、その要求に応じて、
前記各種情報蓄積部４３ａ～４３ｉの中から適切な情報蓄積部を選び出し、さらに、その
選択した情報蓄積部に蓄積されている情報の中から適切な情報を抽出して、前記入出力管
理部３０へ返す。
【０１８９】
　前記更新情報管理部４１は、各種情報蓄積部４３ａ～４３ｉの情報更新、つまり、各情
報蓄積部４３ａ～４３ｉへの新たな情報蓄積（追加）や既に蓄積されている情報の変更，
削除などのような情報更新を監視する。本実施形態の場合、前記各種情報蓄積部４３ａ～
４３ｉは、情報更新が発生した場合にそれを外部へ通知する機能を備えており、したがっ
て、更新情報管理部４１は、それら各種情報蓄積部４３ａ～４３ｉからの更新通知を基に
情報更新がなされたことを検知する。そして、それら各種情報蓄積部４３ａ～４３ｉにお
いて情報更新があった場合、更新情報管理部４１は、その更新内容を、該当する情報蓄積
部から取得して、更新情報蓄積部４２へキャッシュする。なお、前記更新情報管理部４１
は、前述のように各種情報蓄積部４３ａ～４３ｉからの更新通知を基に情報更新の有無を
検知する場合の他に、例えば自らが定期的に各情報蓄積部４３ａ～４３ｉの蓄積情報をチ
ェックすることで情報更新の有無を監視するものであってもよい。
【０１９０】
　また、更新情報管理部４１は、更新情報蓄積部４２の情報更新、つまり更新情報蓄積部
４２への新たな情報蓄積（追加）や既に蓄積されている情報の変更，削除などのような情
報更新の監視も行う。そして、前記更新情報蓄積部４２において情報更新があった場合、
更新情報管理部４１は、当該情報更新があったことを、情報選択部４０を介して入出力管
理部３０へ通知する。なお、前述の各種情報蓄積部４３ａ～４３ｉと同様に、更新情報蓄
積部４２が情報更新を外部へ通知する機能を備えているような場合、更新情報管理部４１
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は、当該更新情報蓄積部４２からの更新通知を基に情報更新がなされたことを検知する。
また、更新情報管理部４１は、例えば自らが定期的に更新情報蓄積部４２の蓄積情報をチ
ェックすることで情報更新の有無を監視するものであってもよい。
【０１９１】
　前記更新情報蓄積部４２は、前記各種情報蓄積部の一つであるが、他の各種情報蓄積部
４３ａ～４３ｉにおける更新内容を表す情報を予め蓄積しておくために用意されている。
【０１９２】
　前述のように、本実施形態にかかる情報管理部３２は更新情報管理部４１と更新情報蓄
積部４２を有し、更新情報管理部４１は各種情報蓄積部４３ａ～４３ｉにおける情報更新
を常時監視し、それら情報蓄積部４３ａ～４３ｉで情報更新が発生した場合には、その更
新内容を更新情報蓄積部４２へ蓄積しておくようになされている。これにより、本実施形
態の情報管理部３２は、例えば入出力管理部３０から要求を受ける度に各種情報蓄積部４
３ａ～４３ｉから更新内容を取得する場合よりも時間を節約でき、高速に全ての更新内容
を入出力管理部３０へ返却して表示画像生成部３１へ送ることが可能となっている。
【０１９３】
［各種情報蓄積部における情報更新（追加の情報蓄積、情報の変更）］
　前述した各種情報蓄積部４３ａ～４３ｉは、新たなコンテンツの情報追加や情報変更等
のような更新がなされた場合、当該更新の日時を基にして各情報が時系列に並べられて格
納される。なお、コンテンツの情報を時系列に並べて格納しない場合、或いは厳密に時系
列に並べられずに格納された場合には、その後の情報抽出を高速化できるようにするため
に、各情報蓄積部４３ａ～４３ｉでは、各コンテンツの情報を時系列に並べた場合の順序
と実際に各情報が格納されている順序との対応表が作成され、その対応表のデータも保持
する。
【０１９４】
　各種情報蓄積部４３ａ～４３ｉにコンテンツの情報が追加される場合、或いはコンテン
ツの情報が変更された場合、情報管理部３２は以下のように動作する。図３４には、各種
情報蓄積部４３ａ～４３ｉにコンテンツの情報が追加或いは変更された場合の情報管理部
３２の処理フローを示す。また、図３５には、情報追加の一例として、例えば電子メール
が新規に受信された場合の各構成要素間の処理の流れを模式的に示している。
【０１９５】
　先ず、図３４において、情報の新規追加が行われる場合、情報選択部４０は、ステップ
Ｓ１１の処理として、入出力管理部３０を介して、当該情報の新規追加を行ったアプリケ
ーションプログラムから、更新したい情報の内容とコンテンツの種別を受け取る。図３５
の電子メールの新規受信の場合、情報選択部４０は、入出力管理部３０を介して電子メー
ル用のアプリケーションプログラムから、電子メールの受信であること、及び、その電子
メールのデータを受け取る。電子メールのデータとしては、受信日時、送信元のメールア
ドレス、件名、メール本文、メールヘッダ、添付データがある場合にはそのデータなどを
挙げることができる。
【０１９６】
　前記更新したい情報の内容とコンテンツの種別を受けた情報選択部４０は、ステップＳ
１２の処理として、前記受け取った情報のコンテンツ種別に応じて適切な情報蓄積部を選
択し、その情報蓄積部へ前記更新内容を送る。図３５の例の場合、情報選択部４０は、電
子メール情報蓄積部４３ｃを選択し、電子メールのデータを当該電子メール情報蓄積部４
３ｃへ送る。
【０１９７】
　前記情報選択部４０から情報を受けた情報蓄積部は、ステップＳ１３の処理として、当
該受け取った情報を新規に格納するか、或いは、既存の情報を変更して格納する。図３５
の例の場合、電子メール情報蓄積部４３ｃは、受け取った電子メールのデータを格納する
。
【０１９８】
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　前記受け取った情報の新規蓄積或いは変更を行った情報蓄積部は、ステップＳ１４の処
理として、自らの蓄積情報に変更があった旨を周知（この例では更新情報管理部４１へ通
知）する。図３５の例の場合、電子メール情報蓄積部４３ｃは、受信電子メールを蓄積し
たことを更新情報管理部４１へ知らせる。
【０１９９】
　前記情報蓄積部からの前記周知により情報更新がなされたことを検知した更新情報管理
部４１は、ステップＳ１５の処理として、当該周知を行った情報蓄積部から、その更新内
容にかかる情報を取得し、その情報を更新情報蓄積部４２へ送る。図３５の例の場合、電
子メール情報蓄積部４３ｃからの周知を検知した更新情報管理部４１は、当該電子メール
情報蓄積部４３ｃから更新内容を取得し、その情報を更新情報蓄積部４２へ送る。
【０２００】
　またこの時、更新情報管理部４１は、ステップＳ１６の処理として、必要であれば当該
更新内容に紐付けされた属性関連情報を情報蓄積部から取得し、前記更新内容と併せて更
新情報蓄積部４２へ送る。図３５の例の場合、更新情報管理部４１は、電子メールコンテ
ンツの属性関連情報として、当該電子メールの送信元のメールアドレスを元に、そのメー
ルアドレスに対応して電話帳に登録されている登録名などの情報を電話帳情報蓄積部４３
ｄから取得し、当該登録名などの情報を更新情報蓄積部４２へ送る。
【０２０１】
　前記更新情報蓄積部４２は、更新情報管理部５１から受け取った情報を蓄積、或いは、
既存の情報を変更して格納する。図３５の例の場合、更新情報蓄積部４２は、電子メール
についての更新内容や前記登録名などを格納する。なお、当該更新情報蓄積部４２におい
ても前述の各種情報蓄積部４３ａ～４３ｉの場合と同様に、情報を時系列に並べて格納し
ない場合、或いは厳密に時系列に並べられずに格納された場合には、その後の情報抽出を
高速化できるようにするために、各情報を時系列に並べた場合の順序と実際に情報が格納
されている順序との対応表が作成され、その対応表のデータも保持する。
【０２０２】
［各種情報蓄積部からの情報抽出］
　前述のように各種情報蓄積部４３ａ～４３ｉに蓄積されている情報を抽出する場合、情
報管理部３２は以下のように動作する。図３６には、情報抽出がなされる場合の情報管理
部３２の処理フローを示す。また、図３７には、一例として、ＳＭＳ／ＭＭＳ情報蓄積部
４３ｂからメッセージ履歴の情報抽出がなされる場合の情報管理部３２の各構成要素間の
処理の流れを模式的に示している。
【０２０３】
　図３６において、各種情報蓄積部４３ａ～４３ｉから情報抽出がなされる場合、情報選
択部４０は、ステップＳ２１の処理として、入出力管理部３０を介して何れかのアプリケ
ーションプログラムから、所望の情報を要求するクエリ（query）を受け取る。すなわち
図３７のＳＭＳ／ＭＭＳのメッセージ履歴を抽出する場合、情報選択部４０は、ＳＭＳ／
ＭＭＳ用のアプリケーションプログラムから、ＳＭＳ／ＭＭＳのメッセージ履歴を要求す
るクエリを抽出条件として受け取る。なお、ＳＭＳ／ＭＭＳのメッセージ履歴を要求する
クエリとしては、例えば最新のものから１０件分のメッセージ履歴を要求するものなどを
挙げることができる。
【０２０４】
　前記抽出条件を受けた情報選択部４０は、ステップＳ２２の処理として、前記抽出条件
に応じて適切な情報蓄積部を選択し、その情報蓄積部へ前記抽出条件を送る。図３７の例
の場合、情報選択部４０は、ＳＭＳ／ＭＭＳ情報蓄積部４３ｂを選択し、ＳＭＳ／ＭＭＳ
のメッセージ履歴を要求する前記抽出条件を当該ＳＭＳ／ＭＭＳ情報蓄積部４３ｂへ送る
。
【０２０５】
　前記情報選択部４０から抽出条件を受けた情報蓄積部は、ステップＳ２３の処理として
、当該受け取った抽出条件を解釈し、蓄積している情報の中から当該抽出条件に合った適
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切な情報を抽出する。図３７の例の場合、ＳＭＳ／ＭＭＳ情報蓄積部４３ｂは、前記抽出
条件に合った情報としてＳＭＳ／ＭＭＳのメッセージ履歴を抽出する。
【０２０６】
　前記抽出条件に適合した情報を抽出した情報蓄積部は、ステップＳ２４の処理として、
前記抽出した情報を抽出条件に従って並べ替えて情報選択部４０へ送る。図３７の例の場
合、ＳＭＳ／ＭＭＳ情報蓄積部４３ｂは、ＳＭＳ／ＭＭＳのメッセージ履歴を抽出条件に
応じて並べ替えて情報選択部４０へ送る。
【０２０７】
　前記情報蓄積部から情報を受け取った情報選択部４０は、入出力管理部３０を介して、
その情報を、要求元であるアプリケーションプログラムへ送る。図３７の例の場合、情報
選択部４０は、ＳＭＳ／ＭＭＳ用のアプリケーションプログラムへ、前記ＳＭＳ／ＭＭＳ
のメッセージ履歴を送る。
【０２０８】
　なお、図３６及び図３７では、情報選択部４０は、抽出条件に応じた情報蓄積部を選択
して、その情報蓄積部から情報を抽出する例を挙げているが、例えば抽出条件に適合した
情報が更新情報蓄積部４２に格納されている情報で足りる場合には、当該抽出条件を更新
情報蓄積部４２へ送るようにしてもよい。この場合、更新情報蓄積部４２は、その抽出条
件を解釈し、蓄積している情報の中からその抽出条件に合った適切な情報を抽出し、さら
に当該抽出した情報を抽出条件に従って並べ替えて情報選択部４０へ送る。
【０２０９】
　また、前述のように情報抽出がなされた場合、各種情報蓄積部４３ａ～４３ｉ或いは更
新情報蓄積部４２は、情報抽出回数を表す情報についても更新して保持する。同様に、例
えば電子メールなどの情報が抽出されてその内容がディスプレイ表示等されたような場合
、若しくはディスプレイ表示がなされなかった場合には、各種情報蓄積部４３ａ～４３ｉ
或いは更新情報蓄積部４２は、当該情報が“既読”或いは“未読”であることを示す情報
についての更新も行って保持する。これにより、その後、更新情報表示カードには、それ
ら情報抽出回数や既読／未読の情報を反映させることが可能となる。
【０２１０】
　また、前述のように、各情報を時系列に並べた場合の順序と実際に情報が格納されてい
る順序との対応表のデータが各情報蓄積部４３ａ～４３ｉに保持されているような場合、
それら各情報蓄積部４３ａ～４３ｉから情報が抽出される際には、当該対応表に基づいた
時系列の順に、各情報が抽出されることになる。
【０２１１】
　なおここでは情報蓄積部４３ａ～４３ｉより情報を抽出する例を挙げて説明しているが
、更新情報蓄積部４２が対応表データを保持している場合も同様であり、当該更新情報蓄
積部４２から情報を取り出す際には、その対応表に基づいた時系列の順に各情報が取り出
されることになる。
【０２１２】
［更新情報管理部が情報蓄積部から取得する更新内容の一例］
　図３８と図３９には、前記更新情報管理部４１が各情報蓄積部４３ａ～４３ｉから取得
して前記更新情報蓄積部４２内へ格納する情報を一覧表により表した更新情報テーブルを
示す。なお、これら図３８，図３９に示した更新情報テーブルは、実際に更新情報蓄積部
４２内に蓄積される更新情報テーブルの主要部分のみを表しており、実際にはさらに多く
の項目が用意されている。これら更新情報テーブル内の各項目は、本実施形態の情報提示
アプリケーションプログラムにおいて予め用意されているものであるが、ユーザにより任
意に変更することも可能となされている。
【０２１３】
　この図３８，図３９に示した更新情報テーブルには、一例として、フィルタカテゴリ，
サブカテゴリ，イメージ，テキストＴＸ１，テキストＴＸ２，プレビューテキストＰＴＸ
Ａ，プレビューテキストＰＴＸＢなどのように、各更新情報におけるコンテンツ種別や更
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新情報表示カード上に表示される画像やテキスト等の付加情報を、登録或いは格納するた
めの各項目が用意されている。
【０２１４】
　ここで、前記フィルタカテゴリの各項目は、前述したフィルタリングにより同種のコン
テンツとして扱われるカテゴリを表すものとして用意されており、前記サブカテゴリの各
項目は、前記フィルタカテゴリをさらに詳細に分けるために用意されている。
【０２１５】
　前記イメージの各項目内には、更新情報表示カード上に表示される例えば写真画像や所
定のイメージ画像等の参照場所を示すアドレス情報が格納される。なお、当該画像の参照
場所は、携帯電話端末内であってもよいし、例えばインターネット上でＵＲＩ（Uniform 
Resource Identifier）により特定される場所であってもよい。また、当該イメージの項
目内には、画像等のサムネイル画像情報が格納されていてもよい。
【０２１６】
　前記テキストＴＸ１の項目内には、更新情報表示カードに対応したコンテンツの出所元
等に関する記述情報が格納され、前記テキストＴＸ２の項目内には格納日時の情報が格納
される。なお、格納日時とは、前述の各種情報蓄積部に情報が格納された日時（年月日秒
など）の情報である。
【０２１７】
　前記プレビューテキストＰＴＸＡの項目内には前記アイドル状態の更新情報表示カード
上に表示される簡単なコンテンツに関する説明の情報が格納され、前記プレビューテキス
トＰＴＸＢの項目内には前記プレビュー状態の更新情報表示カード上に表示される或る程
度詳細なコンテンツに関する説明の情報が格納される。
【０２１８】
　なお、前記テキストＴＸ１やテキストＴＸ２，プレビューテキストＰＴＸＡ，プレビュ
ーテキストＰＴＸＢ等の項目内に格納される情報は主にテキスト情報となされる。
【０２１９】
　以下、各項目の具体例及び各項目内に登録若しくは格納される情報の詳細について説明
する。
【０２２０】
　前記フィルタカテゴリには、例えばメディア，電話及びメッセージ，電子メール，ＩＭ
，ＳＮＳ，ＲＳＳフィードなど、各アプリケーションプログラムにより扱われる各種コン
テンツ別の各項目が用意されている。
【０２２１】
　前記メディアのフィルタカテゴリに属するサブカテゴリとしては、例えば音楽，動画，
写真の各項目が用意されている。前記音楽のサブカテゴリは、例えばさらに最新購入アル
バムと最新購入楽曲の各項目に細分化されている。同様に、動画のサブカテゴリは、例え
ば最新購入動画と最新キャプチャ動画の各項目に細分化されている。なお、写真のサブカ
テゴリについては、例えば最新キャプチャ写真についての項目のみが用意されている。そ
して、前記音楽のサブカテゴリの前記イメージの項目内には例えばアルバムジャケット画
像の参照先情報が格納され、前記最新購入アルバムの項に対応したテキストＴＸ１の項目
内には例えばアルバム名の情報が、前記最新購入楽曲の項に対応したテキストＴＸ１の項
目内には例えば楽曲名の情報が格納される。また、前記最新購入アルバムの項と前記最新
購入楽曲の項に各々対応したテキストＴＸ２の項目内には例えばダウンロード等により購
入されたアルバムや楽曲データが情報蓄積部に格納された日時情報（格納日時）の情報が
格納される。また、前記最新購入アルバムの項と前記最新購入楽曲の項に各々対応したプ
レビューテキストＰＴＸＡとＰＴＸＢの項目内には、例えばアーティスト名の情報がそれ
ぞれ格納される。また、前記動画のサブカテゴリの前記イメージの項目内には先頭フレー
ムの画像の参照先情報が格納され、前記最新購入動画の項に対応したテキストＴＸ２の項
目内には例えばダウンロード等により購入された動画データが情報蓄積部に格納された日
時情報（格納日時）の情報がそれぞれ記述される。一方、最新キャプチャ動画の項に対応
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したテキストＴＸ２の項目内には、当該キャプチャ動画のデータが情報蓄積部に格納され
た日時情報が記述される。また、前記写真のサブカテゴリの前記イメージの項目内には写
真画像の参照先情報が格納され、テキストＴＸ２の項目内には当該写真のデータが情報蓄
積部に格納された日時の情報が記述される。なお、図３８の例の場合、動画と写真の各サ
ブカテゴリに対応したプレビューテキストＰＴＸＡ，ＰＴＸＢの各項目内には、特に何も
登録されていないが、例えば動画や写真にコメントなどが付加されているような場合には
それらコメントなどのテキスト情報を登録してもよい。
【０２２２】
　前記電話及びメッセージのフィルタカテゴリに属するサブカテゴリとしては、不在着信
，ボイスメール，受信ＳＭＳ，受信ＭＭＳの各項目が用意されている。また、前記不在着
信のサブカテゴリは、さらに電話帳登録済みの相手先からの不在着信と電話帳未登録の相
手先からの不在着信の各項目に細分化されている。以下同様に、前記ボイスメールのサブ
カテゴリは、電話帳登録済みの相手先からのボイスメールと電話帳未登録の相手先からの
ボイスメールの各項目に細分化されている。前記受信ＳＭＳのサブカテゴリは、電話帳登
録済みの相手先からのＳＭＳメッセージと電話帳未登録の相手先からのＳＭＳメッセージ
の各項目に細分化されている。前記受信ＭＭＳのサブカテゴリは、電話帳登録済みの相手
先からのＭＭＳメッセージと電話帳未登録の相手先からのＭＭＳメッセージの各項目に細
分化されている。そして、前記電話帳登録済みの相手先からの不在着信、受信ＳＭＳ、受
信ＭＭＳの各サブカテゴリに対応した前記イメージの項目内には、電話帳にそれぞれ登録
されている相手先の写真画像の参照先情報が格納され、一方、前記電話帳未登録の相手先
からの不在着信、受信ＳＭＳ、受信ＭＭＳの各サブカテゴリに対応した前記イメージの項
目内には、それぞれ予め用意されているイメージ画像の参照先情報が格納される。ボイス
メールのサブカテゴリに対応したイメージの項目内には、ボイスメールイメージの参照先
情報が格納される。また、前記電話帳登録済みの相手先からの不在着信、受信ＳＭＳ、受
信ＭＭＳの各サブカテゴリに対応した前記テキストＴＸ１の項目内には、電話帳にそれぞ
れ登録されている相手先名の情報が格納され、一方、前記電話帳未登録の相手先からの不
在着信、受信ＳＭＳ、受信ＭＭＳの各サブカテゴリに対応した前記テキストＴＸ１の項目
内には、それぞれその相手先の電話番号の情報が格納される。ボイスメールのサブカテゴ
リに対応したテキストＴＸ１の項目内には、ボイスメールの情報が格納される。また、前
記不在着信、ボイスメール、受信ＳＭＳ、受信ＭＭＳの各サブカテゴリの前記テキストＴ
Ｘ２の項目内には、それら不在着信、ボイスメール、受信ＳＭＳ、受信ＭＭＳがあったこ
とを情報蓄積部へ格納した日時情報が記述される。また、前記電話帳登録済みの相手先か
らの不在着信のサブカテゴリに対応した前記プレビューテキストＰＴＸＢの項目内には、
相手先の電話番号の情報が格納される。また、前記受信ＳＭＳ、受信ＭＭＳの各サブカテ
ゴリのプレビューテキストＰＴＸＡの各項目内には、それぞれ予め決められた制限文字数
内のメッセージの情報が格納され、前記プレビューテキストＰＴＸＢの各項目内には、プ
レビューテキストＰＴＸＡの場合よりも多い文字数のメッセージの情報が格納される。
【０２２３】
　前記電子メールのフィルタカテゴリに属するサブカテゴリとしては、受信電子メールの
項目が用意されている。また、前記受信電子メールのサブカテゴリは、さらに電話帳登録
済みの相手先からの電子メールと電話帳未登録の相手先からの電子メールの各項目に細分
化されている。そして、前記電話帳登録済みの相手先からの受信電子メールのサブカテゴ
リに対応した前記イメージの項目内には、電話帳に登録されている相手先の写真画像の情
報或いはその格納先のアドレス情報が格納され、一方、前記電話帳未登録の相手先からの
電子メールのサブカテゴリに対応した前記イメージの項目内には、予め用意されているイ
メージ画像の情報が格納される。また、前記電話帳登録済みの相手先からの電子メールの
サブカテゴリに対応した前記テキストＴＸ１の項目内には、電話帳に登録されている相手
先名の情報が格納され、一方、前記電話帳未登録の相手先からの電子メールのサブカテゴ
リに対応した前記テキストＴＸ１の項目内には、その相手先の電子メールアドレスの情報
が格納される。また、前記受信電子メールのサブカテゴリの前記テキストＴＸ２の項目内
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には当該電子メールの受信があったことを情報蓄積部に格納した日時情報が記述され、プ
レビューテキストＰＴＸＡの項目内には電子メールの件名内に記述された情報が格納され
、プレビューテキストＰＴＸＢの項目内には件名と電子メール本文の一部、添付データの
有無、その他ＵＲＬや電話帳に登録されている電話番号などの情報が格納される。
【０２２４】
　前記ＩＭのフィルタカテゴリに属するサブカテゴリとしては、ＩＭの項目が用意されて
いる。また、当該ＩＭのサブカテゴリは、さらに電話帳登録済みの相手先からのメッセー
ジと電話帳未登録の相手先からのメッセージの各項目に細分化されている。そして、前記
電話帳登録済みの相手先からのＩＭのサブカテゴリに対応した前記イメージの項目内には
、電話帳にれ登録されている相手先の写真画像の情報或いはその格納先のアドレス情報が
格納され、一方、前記電話帳未登録の相手先からのＩＭのサブカテゴリに対応した前記イ
メージの項目内には、予め用意されているイメージ画像の情報が格納される。また、前記
電話帳登録済みの相手先からのＩＭのサブカテゴリに対応した前記テキストＴＸ１の項目
内には、電話帳に登録されている相手先名の情報が格納され、一方、前記電話帳未登録の
相手先からのＩＭのサブカテゴリに対応した前記テキストＴＸ１の項目内には、その相手
先の電話番号の情報が格納される。また、前記ＩＭのサブカテゴリの前記テキストＴＸ２
の項目内には当該ＩＭの通信があったことを情報蓄積部に格納した日時情報が記述され、
プレビューテキストＰＴＸＡの項目内には予め決められた制限文字数内のメッセージの情
報が格納され、前記プレビューテキストＰＴＸＢの各項目内にはプレビューテキストＰＴ
ＸＡの場合よりも多い文字数のメッセージの情報が格納される。
【０２２５】
　前記ＳＮＳのフィルタカテゴリに属するサブカテゴリとしては、ＳＮＳ毎の項目が用意
されている。また、当該ＳＮＳのサブカテゴリは、さらに連絡先リンク付け済みと連絡先
未リンク付けの各項目に細分化されている。そして、前記連絡先リンク付け済みのサブカ
テゴリに対応したイメージの項目内には、電話帳に登録されている相手先の写真画像の情
報或いはその格納先のアドレス情報が格納され、一方、前記連絡先未リンク付けのサブカ
テゴリに対応したイメージの項目内には、予め用意されているイメージ画像の情報が格納
される。また、前記連絡先リンク付け済みのサブカテゴリに対応した前記テキストＴＸ１
の項目内には、電話帳に登録されている相手先名の情報が格納され、一方、前記連絡先未
リンク付けのサブカテゴリに対応した前記テキストＴＸ１の項目内には、そのＳＮＳ相手
先名情報が格納される。また、前記テキストＴＸ２の項目内にはＳＮＳの更新があったこ
とを情報蓄積部に格納した日時情報が記述され、プレビューテキストＰＴＸＡの項目内に
は予め決められた制限文字数内でＳＮＳの更新状態を表す情報が格納され、前記プレビュ
ーテキストＰＴＸＢの各項目内にはプレビューテキストＰＴＸＡの場合よりも多い文字数
のＳＮＳ更新状態を表す情報が格納される。
【０２２６】
　前記ＲＳＳフィードのフィルタカテゴリに属するサブカテゴリとしては、テキスト及び
イメージのＲＳＳフィードの項目と、イメージのみのＲＳＳフィードの項目とが用意され
ている。そして、前記テキスト及びイメージと前記イメージのみの各サブカテゴリに対応
した前記イメージの項目には、ソースロゴのイメージ画像の情報が格納される。また、前
記テキスト及びイメージのサブカテゴリに対応した前記テキストＴＸ１の項目内にはヘッ
ドラインの情報が格納され、一方、前記イメージのみのサブカテゴリに対応した前記テキ
ストＴＸ１の項目内にはヘッダの情報が格納される。また、前記テキストＴＸ２の項目内
にはＲＳＳフィードの情報が情報蓄積部に格納された日時情報が記述される。また、前記
テキスト及びイメージのサブカテゴリに対応したプレビューテキストＰＴＸＡの項目内に
は、前記ヘッドラインの続きの情報が格納される。さらに、前記テキスト及びイメージの
サブカテゴリに対応したプレビューテキストＰＴＸＢの項目内には、ヘッドラインのさら
に詳細な情報や他のイメージ画像等の情報が格納される。
【０２２７】
　なお、前述の図３８，図３９のテーブルにおいて、特に何も情報が登録されていない項
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目はリザーブとして用いることができ、必要に応じて情報が書き込まれたり、ユーザによ
る情報の書き込みを可能にしてもよい。
【０２２８】
　また、図３８，図３９では項目としてのを図示を省略したが、ソースＩＤの項目が用意
されていてもよい。このソースＩＤの項目は、前述の各種情報蓄積部内の情報記憶場所を
示す情報が登録される。すなわち例えば、最新のダウンロード楽曲、最新のダウンロード
動画、最新のキャプチャ動画、最新のキャプチャ写真等の各サブカテゴリに対応したソー
スＩＤ項目内には、前述のメディア情報蓄積部４３ｈや４３ｉ内でそれら楽曲や動画、写
真等のデータの記憶場所を特定するためのメディアＩＤの情報が格納される。また例えば
、電話帳登録済みの電話番号からの不在着信や、電話帳未登録の電話番号からの不在着信
の各サブカテゴリに対応したソースＩＤ項目内には、前述の電話帳情報蓄積部４３ｄ内で
それら不在着信に対応した着信履歴の記憶場所を特定するためのコールログＩＤの情報が
格納される。以下同様に、電話帳登録済みのＳＭＳ／ＭＭＳのメッセージ受信や、電話帳
未登録のＳＭＳ／ＭＭＳのメッセージ受信のサブカテゴリに対応するソースＩＤ項目内に
は、ＳＭＳ／ＭＭＳ情報蓄積部４３ｂ内でそれらＳＭＳ／ＭＭＳのメッセージ記憶場所を
特定するためのメッセージＩＤの情報が格納される。電話帳登録済みのメールアドレスか
らの受信電子メールや、電話帳未登録のメールアドレスからの受信電子メールのサブカテ
ゴリに対応するソースＩＤ項目内には、電子メール情報蓄積部４３ｃ内でそれら受信電子
メールの記憶場所を特定するための電子メールＩＤの情報が格納される。以下同様であり
、ＳＮＳやＲＳＳフィード、ＩＭの各サブカテゴリに対応するソースＩＤ項目内には、そ
れぞれ対応したＳＮＳ情報蓄積部４３ａ、ＲＳＳ／ＡＴＯＭ情報蓄積部４３ｅ、ＩＭ情報
蓄積部４３ｇの情報記憶場所を各々特定するためのＩＤ情報が登録されている。すなわち
、当該ソースＩＤの項目内に登録されている情報は、例えば所望の更新情報表示カード５
１がユーザにより選択された時に、その更新情報表示カード５１により特定される個人や
その写真、メッセージ、電話番号やメールアドレス、通信履歴などの詳細な情報を参照す
るために用いられる。
【０２２９】
　また、図３８，図３９では項目としてのを図示を省略したが、前述の更新情報表示カー
ド上に表示される日時情報（年月日秒など）が格納されるディスプレイタイムの項目が用
意されていてもよい。すなわち例えば、最新のキャプチャ動画や最新のキャプチャ写真の
サブカテゴリに対応するディスプレイタイム項目内には、それら動画や写真がキャプチャ
された日時情報を格納する。また例えば、電話帳登録済みや電話帳未登録の電話番号から
の不在着信の各サブカテゴリに対応するディスプレイタイム項目内にはそれら不在着信の
あった日時情報を、電話帳登録済みや電話帳未登録の受信ＳＭＳ／ＭＭＳのサブカテゴリ
に対応するディスプレイタイム項目内には、それらのメッセージの受信日時の情報を、電
話帳登録済みや電話帳未登録のメールアドレスからの受信電子メールのサブカテゴリに対
応したディスプレイタイム項目内には、それら電子メール受信日時の情報を格納する。Ｓ
ＮＳやＲＳＳフィードの各サブカテゴリについても同様とする。
【０２３０】
　なお、前記ディスプレイタイムの項目内に登録される日時情報は、各更新情報表示カー
ドに対応したアプリケーションプログラム毎に、その表示時間の詳細度（例えば時間単位
表示や分単位表示や秒単位表示など）が異なっている。また、更新情報テーブル内で前記
テキストＴＸ２とディスプレイタイムの二つの項目についてそれぞれ日時情報を格納する
のは、例えばテキストＴＸ２とディスプレイタイムの両者に記述される日時情報を纏めて
時間順にソートすることが難しいためである。すなわち例えば、両者の日時情報は、例え
ばシステム上の都合等により誤差を生じる場合があり、また、ディスプレイタイムの日時
情報はアプリケーションプログラムの種類毎に扱われる時間が異なり、さらには前述のよ
うに表示時間詳細度が異なる場合があるためである。なお、前記アプリケーションプログ
ラムの種類毎の異なる時間の例としては、メールの送信時間や受信時間、通話着信時間、
ＳＮＳの投稿時間などを挙げることができる。また、両者の日時情報がシステム上の都合
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等により誤差を生じる例としては、例えば電子メールにおいて、サーバまたは受信側端末
の状態により配信遅延が発生し、メール送信時間（ディスプレイタイムの日時情報）と端
末内に保存された時間（テキストＴＸ２の日時情報）が大きく異なる場合を挙げることが
できる。また例えば、ＳＮＳの例の場合、ＳＮＳのサービスによっては、データの更新が
リアルタイムで行われず、例えばユーザが能動的に更新するか、或いは指定した時間間隔
（例えば５分おきなど）で更新され、そのような場合には、ＳＮＳのメッセージが投稿さ
れた時間（ディスプレイタイムの日時情報）と、端末内に保存された時間（テキストＴＸ
２の日時情報）とに大きな差が生じることになる。
【０２３１】
　その他、図３８，図３９のテーブルでは、プレビューテキストＰＴＸＢの項目までを図
示しているが、本実施形態の更新情報テーブルには、それ以外にも、所望の更新情報表示
カードがユーザにより選択された時に、その更新情報表示カードの詳細を表示等させるた
めに必要なフラグや参照先などの情報についても登録される。
【０２３２】
［ジェスチャー操作の管理テーブルと表示及び動作制御］
　図４０と図４１には、タッチパネルに対してユーザからジェスチャー操作がなされた時
に、図３１の入出力管理部３０において、そのジェスチャー操作が何れの指示を入力する
ためのものであるかを判定する際のジェスチャー操作管理テーブルの一例を示す。なお、
図４０は全ての更新情報表示カードがアイドル状態である場合のジェスチャー操作管理テ
ーブルを示し、図４１はプレビュー状態となっている更新情報表示カードに対してジェス
チャー操作がなされた場合のジェスチャー操作管理テーブルを示す。これらジェスチャー
操作管理テーブルは、本実施形態の情報提示アプリケーションプログラムにおいて予め用
意されているものであるが、ユーザにより任意に変更することも可能となされている。ま
た、当該ジェスチャー操作管理テーブルに基づくユーザインターフェース画面の表示制御
及び動作制御は、図３１の表示画像生成部３１と入出力管理部３０が相互に連携しながら
行う。
【０２３３】
　先ず、図４０に示したアイドル状態におけるジェスチャー操作管理テーブルを参照しな
がら図３１の各構成要素の動作を説明する。
【０２３４】
　図４０において、アイドル状態となっている全更新情報表示カードの中で何れか一つの
更新情報表示カードに対し、ユーザによりタッチジェスチャー操作がなされた場合、表示
画像生成部３１は、後述するタッチ検知時間（Ｘ時間）の経過後、当該更新情報表示カー
ドをプレビュー状態に遷移させる。すなわちこの場合、表示画像生成部３１は、前記更新
情報表示カードへのタッチジェスチャー操作による入力指示情報を入出力管理部３０から
受け取ると、後述するタッチ検知時間（Ｘ時間）の計測を行いつつ、当該更新情報表示カ
ードをプレビュー状態にした際に表示される情報を情報管理部３２から取得する。そして
、表示画像生成部３１は、後述のタッチ検知時間が経過した時点で、前記更新情報表示カ
ードをプレビュー状態に遷移させると同時に、前記情報管理部３２から取得した情報を当
該プレビュー状態の更新情報表示カード上に表示させるように画像表示指示部３３を制御
する。
【０２３５】
　アイドル状態となっている全更新情報表示カードの中で何れか一つの更新情報表示カー
ドに対し、ユーザによりタップジェスチャー操作がなされた場合、入出力管理部３０は、
そのタップされた更新情報表示カードに対応したアプリケーションプログラムを起動させ
る。またこの時、表示画像生成部３１は、前記起動したアプリケーションプログラムから
供給される画面表示用の情報を入出力管理部３０を介して受け取り、その画面表示用の情
報を画像表示指示部３３へ送る。
【０２３６】
　アイドル状態となっている全更新情報表示カードの中で何れか一つの更新情報表示カー
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ドに対し、ユーザによりタップジェスチャー操作がなされると、入出力管理部３０は、そ
のタップされた更新情報表示カードに対応したアプリケーションプログラムを起動させる
。またこの時、表示画像生成部３１は、当該起動したアプリケーションプログラムから供
給される画面表示用の情報を入出力管理部３０を介して受け取り、その画面表示用の情報
を画像表示指示部３３へ送る。
【０２３７】
　各更新情報表示カードが画面上で上側へスクロールしている場合において、ユーザによ
りフリックアップ／ドラッグジェスチャー操作がなされ、その指示入力情報を入出力管理
部３０を通じて受け取ると、表示画像生成部３１は、更新情報表示カードがスクロールさ
れている時のスクロールスピードを上げるように、画像表示指示部３３を制御する。一方
、各更新情報表示カードが画面上で上側へスクロールしている場合において、ユーザによ
りフリックダウン／ドラッグジェスチャー操作がなされ、その指示入力情報を入出力管理
部３０を通じて受け取ると、表示画像生成部３１は、更新情報表示カードがスクロールさ
れている時のスクロールスピードを下げるように、画像表示指示部３３を制御する。
【０２３８】
　各更新情報表示カードが画面上で下側へスクロールしている場合において、ユーザによ
りフリックダウン／ドラッグジェスチャー操作がなされ、その指示入力情報を入出力管理
部３０を通じて受け取ると、表示画像生成部３１は、更新情報表示カードがスクロールさ
れている時のスクロールスピードを上げるように、画像表示指示部３３を制御する。一方
、各更新情報表示カードが画面上で下側へスクロールしている場合において、ユーザによ
りフリックアップ／ドラッグジェスチャー操作がなされ、その指示入力情報を入出力管理
部３０を通じて受け取ると、表示画像生成部３１は、更新情報表示カードがスクロールさ
れている時のスクロールスピードを下げるように、画像表示指示部３３を制御する。
【０２３９】
　全更新情報表示カードがアイドル状態となっている場合において、ユーザによりフリッ
クレフトジェスチャー操作がなされると、表示画像生成部３１は、左側の隣接ページとし
て用意されている各更新情報表示カードの表示画面へ遷移させる。すなわちこの場合、表
示画像生成部３１は、前記フリックレフトジェスチャー操作による入力指示情報を入出力
管理部３０から受け取ると、当該フリックジェスチャー操作の方向（レフト方向）の情報
を基に、左側の隣接ページとして表示すべき各更新情報表示カードの情報を情報管理部３
２から取得する。そして、表示画像生成部３１は、前記情報管理部３２から取得した情報
に基づく各更新情報表示カードを表示させるように画像表示指示部３３を制御する。
【０２４０】
　全更新情報表示カードがアイドル状態となっている場合において、ユーザによりフリッ
クライトジェスチャー操作がなされると、表示画像生成部３１は、左側の隣接ページとし
て用意されている各更新情報表示カードの表示画面へ遷移させる。すなわちこの場合、表
示画像生成部３１は、前記フリックライトジェスチャー操作による入力指示情報を入出力
管理部３０から受け取ると、当該フリックジェスチャー操作の方向（ライト方向）の情報
を基に、右側の隣接ページとして表示すべき各更新情報表示カードの情報を情報管理部３
２から取得する。そして、表示画像生成部３１は、前記情報管理部３２から取得した情報
に基づく各更新情報表示カードを表示させるように画像表示指示部３３を制御する。
【０２４１】
　次に、図４１のプレビュー状態におけるジェスチャー操作管理テーブルを参照しながら
図３１の各構成要素の動作を説明する。
【０２４２】
　図４１において、何れかの更新情報表示カードがプレビュー状態になっている場合に、
そのプレビュー状態の更新情報表示カードに対し、ユーザによりタッチジェスチャー操作
がなされ、その指示入力情報を入出力管理部３０を通じて受け取ると、表示画像生成部３
１は、その更新情報表示カードのプレビュー状態を続ける。
【０２４３】
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　プレビュー状態となっている更新情報表示カードに対し、ユーザによりタップジェスチ
ャー操作がなされると、入出力管理部３０は、そのタップされた更新情報表示カードに対
応したアプリケーションプログラムを起動させる。またこの時、表示画像生成部３１は、
当該起動したアプリケーションプログラムから供給される画面表示用の情報を入出力管理
部３０を介して受け取り、その画面表示用の情報を画像表示指示部３３へ送る。
【０２４４】
　プレビュー状態となっている更新情報表示カードに対し、ユーザによりタッチ及びその
タッチ状態でのフリックアップジェスチャー操作がなされると、表示画像生成部３１は、
右側の隣接ページとして用意されているピボット表示状態のページの表示画面へ遷移させ
る。すなわちこの場合、表示画像生成部３１は、前記タッチ及びドラッグライトジェスチ
ャー操作による入力指示情報を入出力管理部３０から受け取ると、当該ドラッグジェスチ
ャー操作の方向（ライト方向）の情報を基に、右側の隣接ページとして用意されるピボッ
ト表示状態の各更新情報を情報管理部３２から取得する。そして、表示画像生成部３１は
、前記情報管理部３２から取得した各更新情報のリストを表示させるように画像表示指示
部３３を制御する。
【０２４５】
　プレビュー状態となっている更新情報表示カードに対し、ユーザによりタッチ及びその
タッチ状態でのドラッグダウンジェスチャー操作がなされると、表示画像生成部３１は、
その更新情報表示カードを前述したように削除可能な状態へと遷移させる。すなわちこの
場合、表示画像生成部３１は、前記タッチ及びドラッグダウンジェスチャー操作による入
力指示情報を入出力管理部３０から受け取ると、前述の図２６，図２７に示したように、
デリート用アイコン５８を表示させるように画像表示指示部３３を制御する。さらにドラ
ッグダウンジェスチャー操作が続けられ、前記更新情報表示カードが前記デリート用アイ
コン５８の表示領域上まで移動したことを入出力管理部３０から受け取ると、表示画像生
成部３１は、その更新情報表示カードを画面上から削除するように、画像表示指示部３３
を制御する。そして、前記更新情報表示カードが画面上から削除されると、表示画像生成
部３１は、残った各更新情報表示カードを、前記削除により空いた表示領域を埋めるよう
に移動させるとともに、当該移動により空いた表示領域を埋めるように新たな更新情報表
示カードの情報を情報管理部３２から取得し、それら各更新情報表示カードが画面表示さ
れるように画像表示指示部３３を制御する。
【０２４６】
　プレビュー状態となっている更新情報表示カード上でピボット状態を表すアイコンに対
し、ユーザによりタッチジェスチャー操作がなされ、その指示入力情報を入出力管理部３
０を通じて受け取ると、表示画像生成部３１は、前述したピボット表示状態の画像を表示
させるように画像表示指示部３３を制御する。
【０２４７】
［ジェスチャー操作の判定とアプリケーションプログラム起動時のタイミングマップ］
　図４２には、前述したようにタッチパネルに対してユーザによるジェスチャー操作がな
された時に、そのジェスチャー操作により何れ指示を入力するものであるのかを、入出力
管理部３０が判定し、また当該入出力管理部３０による判定結果を基に、表示画像生成部
３１が表示画像を遷移等させる際のタイミングマップの一例を示す。
【０２４８】
　この図４２において、例えば全ての更新情報表示カードがアイドル状態で表示されてい
る時に、タッチパネルの検知エリアのうち、所望の更新情報表示カードの表示領域に対応
した検出エリアをユーザが指等により触れた場合、前記入出力管理部３０は、前記指が触
れたタイミングＴ１から時間計測を開始する。
【０２４９】
　そして、タッチパネル上での前記指等の接触位置が予め決められた一定範囲内から外れ
ていない状態で、当該指等の接触継続時間が予め決められたタッチ検知時間を超えた場合
、入出力管理部３０は、前記ユーザによるジェスチャー操作が、前記更新情報表示カード
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へのタッチジェスチャー操作であると判断する。そして、当該入出力管理部３０が記タッ
チジェスチャー操作であると判断した時点、すなわちタッチ検知時間を超えたタイミング
Ｔ２で、前記表示画像生成部３１は、前記ユーザ所望の更新情報表示カードをプレビュー
状態にする。
【０２５０】
　また、前記更新情報表示カードがプレビュー状態になった後も、ユーザの指等の接触位
置が前記一定範囲内から外れていない状態で、当該指等の接触状態が継続していると入出
力管理部３０が判断した場合、表示画像生成部３１は、前記ユーザ所望の更新情報表示カ
ードのプレビュー状態をホールドさせる。
【０２５１】
　その後、例えばタイミングＴ３で前記ユーザの指等がタッチパネルから離された（リリ
ースされた）後に、その状態が、予め決められたリリース検知時間を超えたことを入出力
管理部３０が検知すると、表示画像生成部３１は、当該リリース検知時間を超えたタイミ
ングＴ４で、前記プレビュー状態であった更新情報表示カードをアイドル状態へ戻す。
【０２５２】
　また本実施形態において、前記タイミングＴ１にて時間計測を開始した後、前記指等が
直ぐにタッチパネルから離された場合、入出力管理部３０は、前記タイミングＴ１から前
記指等が離されたタイミングＴ５までの時間が、予め決められたタップ検知時間以内であ
るか判定する。
【０２５３】
　そして、前記タイミングＴ１からタイミングＴ５までの時間がタップ検知時間内であっ
た場合、入出力管理部３０は、ユーザによりタップジェスチャー操作が行われたと判断し
、前記ユーザ所望の更新情報表示カードに対応付けられているアプリケーションプログラ
ムを起動させる。
【０２５４】
　また本実施形態において、前記ユーザ所望の更新情報表示カードがプレビュー状態にな
っている場合において、例えば指等が一度リリースされた後に直ぐに略々同じ位置に触れ
、さらに直ぐにその指等が離されたようなジェスチャー操作がなされた時にも、入出力管
理部３０は、ユーザによりタップジェスチャー操作が行われたと判断する。
【０２５５】
　すなわち、前記ユーザ所望の更新情報表示カードがプレビュー状態になっている場合に
おいて、入出力管理部３０は、ユーザの指等がタッチパネルから一旦離されたタイミング
Ｔ６から、略々同じ位置に指等が再び触れた後に直ぐに離されたタイミングＴ７までの時
間を計測する。
【０２５６】
　そして、前記タイミングＴ６からタイミングＴ７までの時間が、予め決められたタップ
検知時間以内であると判定した場合、入出力管理部３０は、ユーザによりタップジェスチ
ャー操作が行われたと判断し、前記プレビュー状態となっていた更新情報表示カードに対
応付けられているアプリケーションプログラムを起動する。
【０２５７】
［まとめ］
　以上説明したように、本発明実施形態の携帯電話端末によれば、それぞれ異なる種類の
コンテンツデータについての更新情報を一元的に管理し、それら更新情報を更新情報表示
カード上に配するとともに、それら更新情報表示カードを更新の時系列順にリスト状に表
示することにより、各更新情報の詳細をユーザへ見せるようなことを、そのユーザに対し
て複雑な操作を要求せずに簡単且つ容易に実現可能としている。
【０２５８】
　なお、前述した実施形態の説明は、本発明の一例である。このため、本発明は前述した
各実施形態に限定されることなく、本発明に係る技術的思想を逸脱しない範囲であれば、
設計等に応じて種々の変更が可能であることはもちろんである。
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【０２５９】
　前述した実施形態では、携帯電話端末を例に挙げたが、本発明は、異なる種類のアプリ
ケーションプログラムを実行可能な様々な情報端末にも適用可能である。
【符号の説明】
【０２６０】
　１０…制御部、１１…通信回路、１２…通信アンテナ、１３…表示部、１４…操作部（
タッチセンサ）、１５…メモリ部、１６…内蔵メモリ、１７…カード状メモリ、１６ａ…
プログラム格納部、１６ｂ…データ格納部、２０…スピーカ、２１…マイクロホン、２２
…近距離無線通信部、２３…近距離無線通信用のアンテナ、２４…ＧＰＳ部、２５…ＧＰ
Ｓ用のアンテナ、２６…非接触通信部、２７…非接触通信用のアンテナ、２８…カメラ部
、２９…外部Ｉ／Ｆ部
　３０…入出力管理部、３１…表示画像生成部、３２…情報管理部、３３…画像表示指示
部、４０…情報選択部、４１…更新情報管理部、４２…更新情報蓄積部、４３ａ…ＳＮＳ
情報蓄積部、４３ｂ…ＳＭＳ／ＭＭＳ情報蓄積部、４３ｃ…電子メール情報蓄積部、４３
ｄ…電話帳情報蓄積部、４３ｅ…ＲＳＳ／ＡＴＯＭ情報蓄積部、４３ｆ…カレンダー情報
蓄積部、４３ｇ…ＩＭ情報蓄積部、４３ｈ…メディア情報（ローカルメディア情報）蓄積
部、４３i…メディア情報（ネットワークメディア情報）蓄積部、４３Ａ～４３Ｅ…情報
蓄積部、４４…ネットワーク
　５０…ディスプレイ画面、５１，５１ｄ，５１ｖ…更新情報表示カード、５５…ユーザ
の指、５２ａ…サムネイル画像、５２ｂ，５２ｃ，５２ｄ…文字情報、５２ｅ，５２ｆ…
アイコン、５３…ページ指定用アイコン、５６…イメージ情報
　６０def…デフォルト表示状態、６０fa～６０fd…フィルタ後表示状態、６１pa1，61pa
2…第一のピボット表示状態、６２pe1…第二のピボット表示状態
　７０…コンテンツエリア、７１…ピボットオプションエリア、７２…アクションソフト
キーエリア
【図１】 【図２】
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