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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
  リストに含まれる複数のアイテムの表示モードを、通常表示モードへ設定する初期化部
、
  前記リストを画面にスクロール可能に表示することにより、前記リストに含まれる複数
のアイテムのうち前記画面に表示されるべきアイテムを、前記画面に表示されるべきアイ
テムに対して設定された表示モードで前記画面に表示する表示部、
  前記リストの前記画面におけるスクロールが停止されている時間が所定時間以上となっ
たときに、前記画面に表示されているアイテムを、注目アイテムとして検出する検出部、
  前記検出された注目アイテムの表示モードを前記通常表示モードへ設定し、前記リスト
に含まれる先頭のアイテムから前記検出された注目アイテムまでのうち、未だ前記注目ア
イテムとして検出されていないアイテムの表示モードを省略表示モードへ設定する設定部
  を備えることを特徴とする提示装置。
【請求項２】
  リストに含まれる複数のアイテムの表示モードを、通常表示モードへ設定する初期化部
、
  前記リストを画面にスクロール可能に表示することにより、前記リストに含まれる複数
のアイテムのうち前記画面に表示されるべきアイテムを、前記画面に表示されるべきアイ
テムに対して設定された表示モードで前記画面に表示する表示部、
  前記リストに含まれる各アイテムが前記画面に表示されている間の当該各アイテムの平
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均スクロール速度が所定速度以下である場合に、当該各アイテムを注目アイテムとして検
出する検出部、
  前記検出された注目アイテムの表示モードを前記通常表示モードへ設定し、前記リスト
に含まれる先頭のアイテムから前記検出された注目アイテムまでのうち、未だ前記注目ア
イテムとして検出されていないアイテムの表示モードを省略表示モードへ設定する設定部
  を備えることを特徴とする提示装置。
【請求項３】
  前記設定部による前記省略表示モードへの設定は、前記リストが前記画面内にてスクロ
ールされることにより、前記省略表示モードへ設定されるべきアイテムが前記画面から表
示されなくなると行われる
  ことを特徴とする請求項1または2に記載の提示装置。
【請求項４】
  提示装置が、リストに含まれる複数のアイテムの表示モードを、通常表示モードへ設定
する初期化ステップ、
  前記提示装置が、前記リストを画面にスクロール可能に表示することにより、前記リス
トに含まれる複数のアイテムのうち前記画面に表示されるべきアイテムを、前記画面に表
示されるべきアイテムに対して設定された表示モードで前記画面に表示する表示ステップ
、
  前記提示装置が、前記リストの前記画面におけるスクロールが停止されている時間が所
定時間以上となったときに、前記画面に表示されているアイテムを、注目アイテムとして
検出する検出ステップ、
  前記提示装置が、前記検出された注目アイテムの表示モードを前記通常表示モードへ設
定し、前記リストに含まれる先頭のアイテムから前記検出された注目アイテムまでのうち
、未だ前記注目アイテムとして検出されていないアイテムの表示モードを省略表示モード
へ設定する設定ステップ
  を備えることを特徴とする提示方法。
【請求項５】
  コンピュータを、
  リストに含まれる複数のアイテムの表示モードを、通常表示モードへ設定する初期化部
、
  前記リストを画面にスクロール可能に表示することにより、前記リストに含まれる複数
のアイテムのうち前記画面に表示されるべきアイテムを、前記画面に表示されるべきアイ
テムに対して設定された表示モードで前記画面に表示する表示部、
  前記リストの前記画面におけるスクロールが停止されている時間が所定時間以上となっ
たときに、前記画面に表示されているアイテムを、注目アイテムとして検出する検出部、
  前記検出された注目アイテムの表示モードを前記通常表示モードへ設定し、前記リスト
に含まれる先頭のアイテムから前記検出された注目アイテムまでのうち、未だ前記注目ア
イテムとして検出されていないアイテムの表示モードを省略表示モードへ設定する設定部
  として機能させることを特徴とするプログラムを記録した非一時的なコンピュータ読取
可能な情報記録媒体。
【請求項６】
  コンピュータを、
  リストに含まれる複数のアイテムの表示モードを、通常表示モードへ設定する初期化部
、
  前記リストを画面にスクロール可能に表示することにより、前記リストに含まれる複数
のアイテムのうち前記画面に表示されるべきアイテムを、前記画面に表示されるべきアイ
テムに対して設定された表示モードで前記画面に表示する表示部、
  前記リストの前記画面におけるスクロールが停止されている時間が所定時間以上となっ
たときに、前記画面に表示されているアイテムを、注目アイテムとして検出する検出部、
  前記検出された注目アイテムの表示モードを前記通常表示モードへ設定し、前記リスト
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に含まれる先頭のアイテムから前記検出された注目アイテムまでのうち、未だ前記注目ア
イテムとして検出されていないアイテムの表示モードを省略表示モードへ設定する設定部
  として機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、閲覧者がアイテムのリストから過去に興味を持ったアイテムを簡単に探し出
すことを可能にする提示装置、提示方法、非一時的なコンピュータ読取可能な情報記録媒
体、及び、プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　オンラインモールで販売されている商品の数やメールサーバに蓄積されている電子メー
ルの数は数万、数十万を超えることがあり、何らかの手段で検索対象の絞り込みがなされ
なければ、閲覧者は膨大な数のアイテム（商品や電子メール）から所望のアイテムを探し
出すことができない。そこで、閲覧者に検索条件を指定させ、検索対象を絞り込むことに
より、閲覧者が所望のアイテムを探し出し易くする技術が種々提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１は、電子メールの受信条件を閲覧者に入力させ、共通サーバ装置に
記憶された電子メールのうち、受信条件に合致する電子メールの受信データのメールリス
トを閲覧者に提示することにより、閲覧者が所望の電子メールを発見し易くする技術が開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２６７２７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　オンラインモールでも、特許文献１と同様の技術が当たり前に利用されており、検索キ
ーワードを閲覧者に入力させ、オンラインモールで販売されている商品のうち、検索キー
ワードに合致する商品のリストを閲覧者に提示するネットショッピング用サイトが多く提
供されている。例えば、閲覧者が検索キーワードとして「食品」を入力したとすると、販
売されている商品のうち、食品に合致する商品のリストが画面に表示される。これにより
、販売中の全商品を画面に表示する場合に比べ、閲覧者は所望の商品を探し出し易くなる
。
【０００６】
　しかしながら、リストに含まれる商品の数が多いと、閲覧者は、いろいろな商品を閲覧
しているうちに、過去に興味を持った商品がリストのどこにあるのか分からなくなってし
まう。そのため、閲覧者は所望の商品をリストから探し出すために余計な労力を費やさな
ければならなくなる。この点、電子メールについても同様であり、ある検索条件に合致す
る電子メールが何百件とある場合には、閲覧者は、検索結果のリストから後で読もうと思
っていた電子メールを探し出そうとすると、なかなか所望の電子メールを発見できず、多
くの手間を取られてしまう。そこで、閲覧者に余計な負担が掛からないようにするために
、閲覧者がアイテムのリストから過去に興味を持ったアイテムを簡単に探し出すことを可
能にする技術が求められている。
【０００７】
　本発明は、上記の課題を解決するためのものであり、閲覧者がアイテムのリストから過
去に興味を持ったアイテムを簡単に探し出すことを可能にする提示装置、提示方法、非一
時的なコンピュータ読取可能な情報記録媒体、及び、プログラムを提供することを目的と
する。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明に係る提示装置は、
　リストに含まれる複数のアイテムの表示モードを、通常表示モードへ設定し、
　前記リストを画面にスクロール可能に表示することにより、前記リストに含まれる複数
のアイテムのうち前記画面に表示されるべきアイテムを、前記画面に表示されるべきアイ
テムに対して設定された表示モードで前記画面に表示し、
　前記複数のアイテムのうち、前記画面に表示されている間に閲覧者が所定のアクション
をしたアイテム（以下「注目アイテム」と言う。）を検出し、
　前記検出された注目アイテムの表示モードを前記通常表示モードへ設定し、前記リスト
に含まれる先頭のアイテムから前記検出された注目アイテムまでのうち、未だ前記注目ア
イテムとして検出されていないアイテムの表示モードを省略表示モードへ設定する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、閲覧者がアイテムのリストから過去に興味を持ったアイテムを簡単に
探し出すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態に係る提示システムを示す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る提示装置の機能構成を示す図である。
【図３】本発明の実施形態に係るサービス提供サーバの機能構成を示す図である。
【図４】検索ワードに合致する商品のリストが画面に表示された様子を示す図である。
【図５】商品画像がポップアップウィンドウに表示された様子を示す図である。
【図６】新たに設定された表示モードに基づいて画面が更新された様子を示す図である。
【図７】スクロールにより新たな商品が画面に表示された様子を示す図である。
【図８】新たに設定された表示モードに基づいて画面が再更新された様子を示す図である
。
【図９】過去に注目アイテムとして検出された商品が顕著に目立つ状態で画面に表示され
ている様子を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る提示装置により実行される処理の流れを表すフローチ
ャートを示す図である。
【図１１】表示部が１枡１商品を並べる形式で、複数の商品を画面に表示した様子を示す
図である。
【図１２】通常枡の一部が省略枡に置き換わり、他の商品については通常枡による表示が
維持される様子を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に本発明の実施形態を説明する。なお、本実施形態は説明のためのものであり、本
願発明の範囲を制限するものではない。従って、当業者であればこれらの各要素もしくは
全要素をこれと均等なものに置換した実施形態を採用することが可能であるが、これらの
実施形態も本発明の範囲に含まれる。また、本願発明の実施形態を図面を参照して説明す
るにあたり、図中同一又は相当する部分には同一符号を付す。
【００１２】
　図１は、本発明の実施形態に係る提示システム１００を示す。提示システム１００は、
インターネット上で複数の仮想店舗が様々な商品を販売するオンラインモールを用いたネ
ットショッピングサービスをユーザ（以下、閲覧者と言う。）に提供する。同図に示すよ
うに、提示システム１００は、提示装置１と、サービス提供サーバ２と、通信ネットワー
ク３（インターネット）と、から構成されており、提示装置１とサービス提供サーバ２と
は通信ネットワーク３を介して互いに通信可能に接続する。なお、通信ネットワーク３は
、本実施形態ではインターネットであるが、ＬＡＮ（Local Area Network）、ＷＡＮ（Wi
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de Area Network）、専用回線等であっても良い。
【００１３】
　提示装置１は、例えば、ＰＣ（Personal Computer）、スマートフォン、タブレット端
末、携帯電話であり、サービス提供サーバ２が提供するオンラインモールのホームページ
にアクセスすると、オンラインモールで販売されている商品を閲覧・注文することができ
る。
【００１４】
　サービス提供サーバ２は、オンラインモールで販売されている商品の情報（以下、商品
情報と言う。）を記憶しており、提示装置１からの要求に応じて、閲覧者に提示すべき商
品のリストを取得し、取得されたリストを提示装置１に送信する。
【００１５】
　なお、商品のリストとは、複数の商品からなる商品の集まりであり、商品の配列を限定
するものではない。また、本実施形態では、提示装置１とサービス提供サーバ２とが協働
することで本発明が実現される例を説明するが、本発明は１つのコンピュータで実現され
ても良い。また、本実施形態では商品を例にとって本発明を説明するが、商品はアイテム
の一例にすぎず、本発明は商品を含む種々のアイテムに対して適用されることに留意すべ
きである。
【００１６】
　図２は、提示装置１の機能構成を示す図である。提示装置１は、プログラムに従って動
作することにより、受付部１１、制御部１２、表示部１３、通信部１４として機能する。
【００１７】
　受付部１１は、キーボード、マウス、トラックパッド等により実現される。受付部１１
は、閲覧者の操作を介して閲覧者の指示を受け付け、受け付けられた閲覧者の指示を示す
入力信号を生成する。そして、生成された入力信号を制御部１２に供給する。
【００１８】
　制御部１２は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）、
ＲＡＭ（Random Access Memory）等から実現され、ＲＯＭ等の非一時的な情報記録媒体に
記憶されたプログラムを一時的な情報記録媒体であるＲＡＭに読み出し、読み出されたプ
ログラムに含まれる指令をＣＰＵにより実行する。また、制御部１２は、受付部１１から
供給された入力信号を受け付け、入力信号が示す閲覧者の指示をＣＰＵにより実行する。
【００１９】
　表示部１３は、液晶ディスプレイ等から構成される表示装置とＣＰＵとが協働すること
により実現される。表示部１３は、制御部１２から供給される各種データ（例えばオンラ
インモールのホームページ）を表示装置の画面に表示する。
【００２０】
　通信部１４は、ＮＩＣ（Network Interface Card）とＣＰＵとが協働することにより実
現される。通信部１４は、提示装置１を通信ネットワーク３に接続し、サービス提供サー
バ２と各種データを通信する。
【００２１】
　なお、図２に示すように、制御部１２は、初期化部１２１と、検出部１２２と、設定部
１２３と、を含む。以下、これらの機能部について簡単に説明するが、詳細については後
述する説明を参照されたい。
【００２２】
　初期化部１２１は、リストに含まれる複数の商品の表示モードを、通常表示モードへ設
定する。なお、リストとは、オンラインモールで販売されている全商品のうち、閲覧者に
より指定された検索条件に合致する商品の集合である。
【００２３】
　検出部１２２は、リストに含まれる複数の商品のうち、表示部１３により画面に表示さ
れている間に閲覧者が所定のアクションをした商品（以下、注目アイテムと言う。）を検
出する。
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【００２４】
　設定部１２３は、検出された注目アイテムの表示モードを通常表示モードへ設定し、リ
ストに含まれる先頭の商品から検出された注目アイテムまでのうち、未だ注目アイテムと
して検出されていない商品の表示モードを省略表示モードへ設定する。
【００２５】
　図３は、サービス提供サーバ２の機能構成を示す図である。サービス提供サーバ２は、
プログラムに従って動作することにより、制御部２１、通信部２２、ソフトウェア記憶部
２３、アイテム記憶部２４として機能する。
【００２６】
　制御部２１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等から実現され、ＲＯＭ等の非一時的な情報記
録媒体に記憶されたプログラムを一時的な情報記録媒体であるＲＡＭに読み出し、読み出
されたプログラムに含まれる指令をＣＰＵにより実行する。また、制御部２１は、通信部
２２から供給された各種要求に従って所定の処理をＣＰＵにより実行する。
【００２７】
　通信部２２は、ＮＩＣとＣＰＵとが協働することにより実現される。通信部２２は、サ
ービス提供サーバ２を通信ネットワーク３に接続し、提示装置１と各種情報を通信する。
【００２８】
　ソフトウェア記憶部２３は、ハードディスク等の記憶装置に構築される。ソフトウェア
記憶部２３は、各種のプログラム、画像情報、テキスト情報等を記憶しており、例えば、
提示システム１００においてネットショッピングサービスを実現するためのネットショッ
ピング用プログラム２３１、オンラインモールのホームページ等を記憶する。
【００２９】
　アイテム記憶部２４は、ハードディスク等の記憶装置に構築される。アイテム記憶部２
４は、オンラインモールで販売されている全商品の商品情報を記憶する。なお、商品情報
には、商品画像、商品名、値段、商品説明文等が含まれる。また、商品画像には、商品が
画面に一覧表示されるときに使用される小サイズの商品画像と、閲覧者が一覧表示された
商品のいずれかを選択すると画面に表示される大サイズの商品画像と、が含まれる。
【００３０】
　以上、提示装置１及びサービス提供サーバ２の各機能部について機能概要を説明した。
ここからは、提示装置１及びサービス提供サーバ２の各機能部がどのように連携すれば、
閲覧者が商品のリストから過去に興味を持った商品を簡単に探し出せるようになるのかを
、具体例を用いて説明する。
【００３１】
　まず、提示装置１からサービス提供サーバ２へアクセス要求があったとする。すると、
制御部２１は、アクセス要求に応答して、ソフトウェア記憶部２３に記憶されているネッ
トショッピング用プログラム２３１とオンラインモールのホームページを取得する。そし
て、通信部２２を介して、取得されたネットショッピング用プログラム２３１とオンライ
ンモールのホームページを提示装置１に送信する。
【００３２】
　制御部１２は、通信部１４を介して、サービス提供サーバ２からネットショッピング用
プログラム２３１とオンラインモールのホームページを受信する。そして、ネットショッ
ピング用プログラム２３１の指令に従って、オンラインモールのホームページを表示部１
３に供給する。表示部１３は、供給されたオンラインモールのホームページを表示装置の
画面に表示する。オンラインモールのホームページには、商品検索用の検索ボックスと検
索ボタンが描画されており、閲覧者が所定の検索ワードを検索ボックスに入力して検索ボ
タンをクリックすれば、検索ワードに合致する商品のリストが検索結果として画面に表示
される。
【００３３】
　例えば、閲覧者は、受付部１１を操作して、検索ボックスに「食品」という検索ワード
を入力し、検索ボタンをクリックしたとする。すると、受付部１１から制御部１２へ閲覧
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者が入力した検索ワード「食品」が供給される。制御部１２は、受付部１１から検索ワー
ド「食品」を取得すると、検索ワード「食品」に合致する商品のリストを送信する旨の要
求（以下、商品検索要求と言う。）を、通信部１４を介して、サービス提供サーバ２に送
信する。
【００３４】
　制御部２１は、通信部２２を介して、提示装置１から商品検索要求を受信すると、オン
ラインモールで販売中の全商品のうち、検索ワード「食品」に合致する商品のリストをア
イテム記憶部２４から取得する。なお、検索ワード「食品」に合致する商品の例としては
、商品名に「食品」という文字が含まれているものや、商品説明文に「食品」という文字
が含まれているものが挙げられる。次に、制御部２１は、取得された商品のリストを、通
信部２２を介して、提示装置１に送信する。
【００３５】
　制御部１２は、通信部１４を介して、サービス提供サーバ２から検索ワード「食品」に
合致する商品のリストを受信する。すると、初期化部１２１は、リストに含まれる複数の
商品の表示モードを、通常表示モードへ設定する。通常表示モードとは、各種商品情報を
予め定められた形式で表示するモードである。表示モードが設定されると、表示部１３は
、リストに含まれる複数の商品のうち、画面に表示されるべき商品を、画面に表示される
べき商品に設定された表示モード（通常表示モード）で画面に表示する。
【００３６】
　図４は、検索ワード「食品」に合致する商品のリストが画面に表示された様子を示す。
同図に示すように、リストに含まれる各商品は、商品画像、商品名、値段、商品比較用の
チェックボックス、商品購入数入力用の入力ボックス、「買い物カゴに入れる」ボタンの
セットで表現される。なお、サービス提供者が裁量で、通常表示モードで画面に表示させ
る商品情報を選択可能であることに留意すべきである。
【００３７】
　図４に示すように、画面の上部には、検索ボックスと検索ボタンが表示されており、検
索ボックスには検索ワード「食品」が入力されている。そして、「検索結果」という文字
の直下には、検索ワード「食品」に合致する商品のリストが表示されている。なお、同図
では、リストに含まれる複数の商品のうち、８つの商品しか画面に表示されていないが、
閲覧者は画面右のスクロールバーを用いて画面をスクロールさせることにより、リストに
含まれる他の商品を閲覧することができる。また、同図の商品画像は小サイズの商品画像
であり、閲覧者が小サイズの商品画像を、マウスポインタ等を用いてクリックすると、大
サイズの商品画像がポップアップウィンドウに表示される。なお、サイズの異なる商品画
像はそれぞれアイテム記憶部２４に記憶されていたものであり、商品のリストの一要素と
してサービス提供サーバ２から送信されたものである。また、商品購入数入力用の入力ボ
ックスは、閲覧者が商品を購入する数を入力するための入力欄である。閲覧者は、「買い
物カゴに入れる」ボタンをクリックすると、入力ボックスに入力されている数の商品を購
入することができる。また、商品比較用のチェックボックスは、表示部１３に、チェック
された２以上の商品の各種商品情報（商品画像、商品名、値段、送料、支払方法等）を比
較可能に表示させるために設けられている。例えば、閲覧者が、商品１、３、５に係るチ
ェックボックスをチェックし、画面右上の「商品を比較する」ボタンをクリックすると、
表示部１３は、商品１、３、５の各種商品情報を閲覧者が比較可能に並べて画面に表示す
る。
【００３８】
　閲覧者は、商品のリストが画面に表示されると、所望の商品を求めて商品のリストを物
色する。そして、興味を持った商品又は購入したい商品を見つけると、その商品に対して
何らかのアクションを行うはずである。例えば、閲覧者は、商品画像をクリックしたり、
商品購入数を入力ボックスに入力したりするはずである。従って、閲覧者により所定のア
クションがあった商品（注目アイテム）は、閲覧者が興味を持った商品又は購入したい商
品であると推定することができる。一方で、リストに含まれる先頭の商品から注目アイテ
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ムまでのうち、何のアクションもなかった商品については、閲覧者が何ら興味を持ってい
ない商品であると推定することができる。この推定のために、検出部１２２は、閲覧者に
より所定のアクションがあった商品を注目アイテムとして検出する。
【００３９】
　例えば、閲覧者が、図４に示す商品７に興味を持ち、マウスポインタを用いて商品画像
７をクリックしたとすると、検出部１２２は、画面に表示されている商品１～８のうち、
商品７を、注目アイテムとして検出する。そして、検出された商品７はユーザが所望する
商品であり、リストに含まれる先頭の商品から検出された注目アイテムまでのうち、何の
アクションもなかった商品１～６はユーザが何ら興味を持っていない商品であると推定さ
れる。そこで、設定部１２３は、注目アイテムとして検出された商品７の表示モードを通
常表示モードへ設定し、リストに含まれる先頭の商品から検出された注目アイテムまでの
うち、未だ注目アイテムとして検出されていない商品１～６の表示モードを後述する省略
表示モードへ設定する。そして、表示部１３は、商品１～６を省略表示モードで画面に表
示し、商品７を通常表示モードで画面に表示する。
【００４０】
　図５は、商品７に係る大サイズの商品画像がポップアップウィンドウ４０に表示された
様子を示す。ポップアップウィンドウ４０は、小サイズの商品画像７がクリックされたこ
とにより表示されている。閲覧者は、ポップアップウィンドウ４０に表示されている商品
７を閲覧し、商品を購入するかどうかを検討する。そして、検討を終えると、ポップアッ
プウィンドウ４０右下の「閉じる」という文字をクリックすることにより、ポップアップ
ウィンドウ４０を閉じる。表示部１３は、ポップアップウィンドウ４０が閉じられると、
新たに設定された表示モードに基づいて画面を更新する。
【００４１】
　図６は、新たに設定された表示モードに基づいて画面が更新された様子を示す。同図で
は、商品１～６が省略表示モードで表示され、商品７が通常表示モードで表示されている
。なお、商品８以降については、通常表示モードでの表示が維持されている。同図に示す
ように、商品１～６については、商品画像と商品比較用のチェックボックスが省略されて
いる。また、フォントサイズが通常表示モードで表示されていたときと比較して小さくな
っている。さらに、商品１～６のそれぞれに割り当てられた表示領域の高さが通常表示モ
ードで表示されていたときと比較して低くなっている。このように、一部の表示が省略さ
れたり、通常表示モードと比較してフォントサイズが小さくなったり、表示領域の高さが
低くなったりする表示モードが省略表示モードである。
【００４２】
　このように、本発明は、閲覧者が興味を持っていないと推定される商品を省略表示する
ことにより、閲覧者が興味を持っている又は購入したい商品が目立つようにする。そうす
ることで、閲覧者は、リストのどこに所望の商品があるか見つけ易くなる。なお、通常表
示モードで表示された商品より省略表示モードで表示された商品が目立たないように表示
されるのであれば、省略表示モードの表示形式はどのようなものであっても構わない。例
えば、商品の表示領域の横幅が小さくなっても良いし、文字や商品画像が半透明になって
も良いし、文字の色が水色等の目立たない色になっても良い。なお、閲覧者がマウスポイ
ンタにより画面左に表示されている「開く」という文字をクリックすると、商品の表示モ
ードは省略表示モードから通常表示モードへ変更され、商品の表示は通常表示に戻る。
【００４３】
　図７は、スクロールにより商品４４～５３が画面に表示された様子を示す。閲覧者は、
所望の商品を１つ見つけたら商品の閲覧を止めるとは限らないので、閲覧を続ける場合、
スクロールにより商品１～８以外の商品を画面に表示させる。ここで、閲覧者が、商品５
０を１つ購入したいと考えたとする。この場合、同図に示すように、閲覧者は、商品５０
に係る商品購入数入力用の入力ボックス４２に数値「１」を入力する。これに対して、検
出部１２２は、数値が入力された入力ボックス４２に係る商品５０を注目アイテムとして
検出する。そして、設定部１２３は、検出された注目アイテムの表示モードを通常表示モ
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ードへ設定する。ただし、ここで設定部１２３が表示モードを通常表示モードへ設定する
アイテムは、商品５０だけでなく、過去に注目アイテムとして検出された商品７も含まれ
ることに留意すべきである。次に、設定部１２３は、リストに含まれる先頭の商品から検
出された注目アイテム（商品５０）までのうち、未だ注目アイテムとして検出されていな
い商品１～６、８～４９の表示モードを省略表示モードへ設定する。そして、表示部１３
は、商品１～６、８～４９を省略表示モードで画面に表示し、商品７、５０を通常表示モ
ードで画面に表示する。
【００４４】
　図８は、新たに設定された表示モードに基づいて画面が再更新された様子を示す。同図
に示すように、注目アイテムとして検出された商品５０は通常表示モードで表示されてい
る一方で、画面が再更新されたことにより、注目アイテムとして検出されていない商品４
６～４９は省略表示モードで表示されている。
【００４５】
　図９は、過去に注目アイテムとして検出された商品７が顕著に目立つ状態で画面に表示
されている様子を示す。注目すべきことは、画面に表示されている商品６～１８のうち、
注目アイテムとして検出されていない商品６、８～１８は省略表示モードで表示されてい
る一方で、過去に注目アイテムとして検出された商品７は通常表示モードでの表示が維持
されていることである。これにより、商品７は省略表示モードで表示されている商品６、
８～１８に比べて非常に目立つため、閲覧者は、商品のリストから過去に注目アイテムと
して検出された商品７を簡単に見つけることができる。つまり、閲覧者は、商品のリスト
から過去に興味を持って所定のアクションを行った商品７を簡単に探し出すことができる
。
【００４６】
　以上説明したように提示装置１及びサービス提供サーバ２の各機能部が連携することに
より、閲覧者は商品のリストから過去に興味を持った商品を簡単に探し出すことができる
ようになる。
【００４７】
　図１０は、本発明の実施形態に係る提示装置１により実行される処理の流れを表すフロ
ーチャートを示す。以下、同図を参照して説明する。本処理は、提示装置１がサービス提
供サーバ２から取得したネットショッピング用プログラム２３１を実行することにより開
始され、この処理によって提示装置１が実現される。
【００４８】
　提示装置１からサービス提供サーバ２へアクセス要求があると、制御部２１は、アクセ
ス要求に応答して、ソフトウェア記憶部２３に記憶されたネットショッピング用プログラ
ム２３１とオンラインモールのホームページを取得する。そして、通信部２２を介して、
取得されたネットショッピング用プログラム２３１とオンラインモールのホームページを
提示装置１に送信する。これに対して、制御部１２は、通信部１４を介して、サービス提
供サーバ２からネットショッピング用プログラム２３１とオンラインモールのホームペー
ジを受信する（ステップＳ１）。そして、ネットショッピング用プログラム２３１の指令
に従って、オンラインモールのホームページを表示部１３に供給する。
【００４９】
　表示部１３は、供給されたオンラインモールのホームページを表示装置の画面に表示す
る（ステップＳ２）。なお、オンラインモールのホームページには、商品検索用の検索ボ
ックスと検索ボタンが描画される。
【００５０】
　制御部１２は、検索ワードの入力の有無を判別する（ステップＳ３）。そして、検索ワ
ードの入力が無いと判別した場合には（ステップＳ３；ＮＯ）、検索ワードの入力が有る
までステップＳ３の判別を繰り返す。ここで、閲覧者が受付部１１を操作して商品検索用
の検索ボックスに所定の検索ワードを入力し、検索ボタンをクリックしたとする。すると
、受付部１１から制御部１２へ閲覧者が入力した検索ワードが供給される。
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【００５１】
　制御部１２は、受付部１１から検索ワードを取得すると、検索ワードの入力が有ったと
判別する（ステップＳ３；ＹＥＳ）。そして、検索ワードに合致する商品のリストを送信
する旨の要求（商品検索要求）を、通信部１４を介して、サービス提供サーバ２に送信す
る（ステップＳ４）。
【００５２】
　制御部２１は、通信部２２を介して、提示装置１から商品検索要求を受信すると、オン
ライモールで販売中の全商品のうち、検索ワードに合致する商品のリストをアイテム記憶
部２４から取得する。そして、取得された商品のリストを、通信部２２を介して、提示装
置１に送信する。
【００５３】
　制御部１２は、通信部１４を介して、サービス提供サーバ２から検索ワードに合致する
商品のリストを受信する（ステップＳ５）。すると、初期化部１２１は、商品の表示モー
ドについて初期化を行う（ステップＳ６）。具体的には、リストに含まれる複数の商品の
表示モードを、通常表示モードへ設定する。初期化が完了すると、表示部１３は、リスト
に含まれる複数の商品のうち、画面に表示されるべき商品を、画面に表示されるべき商品
に設定された表示モード（通常表示モード）で画面に表示する（ステップＳ７）。
【００５４】
　次に、検出部１２２は、閲覧者によるアクションの有無を判別する（ステップＳ８）。
そして、閲覧者によるアクションが無いと判別した場合には（ステップＳ８；ＮＯ）、閲
覧者によるアクションが有るまでステップＳ８の判別を繰り返す。また、閲覧者によるア
クションが有ったと判別した場合には（ステップＳ８；ＹＥＳ）、アクションの内容を判
別する（ステップＳ９）。そして、アクションの内容が、画面に表示された複数の商品の
いずれかに対する所定のアクションであると判別した場合には、画面に表示された複数の
商品のうち、閲覧者が所定のアクションをした商品を注目アイテムとして検出する（ステ
ップＳ１０）。
【００５５】
　設定部１２３は、検出された注目アイテムの表示モードを通常表示モードへ設定し（ス
テップＳ１１）、リストに含まれる先頭の商品から検出された注目アイテムまでのうち、
未だ注目アイテムとして検出されていない商品の表示モードを省略表示モードへ設定する
（ステップＳ１２）。そして、表示部１３は、画面に表示されている複数の商品を新たに
設定された表示モードで表示し（ステップＳ１３）、ステップＳ８に処理を戻す。
【００５６】
　なお、ステップＳ９において、検出部１２２は、アクションの内容が閲覧者による新た
な検索ワードの入力であると判別した場合には、ステップＳ４に処理を戻す。
【００５７】
　以上説明したように、本発明の実施形態に係る提示装置１は、検索ワードに合致する商
品のリストを受信すると、リストに含まれる複数の商品の表示モードを、通常表示モード
へ設定する。そして、リストに含まれる複数の商品のうち、画面に表示されるべき商品を
、通常表示モードで画面に表示する。閲覧者は、画面に表示された複数の商品のうち、興
味を持った商品に対して商品画像をクリックする等の所定のアクションを行う。閲覧者に
より所定のアクションがなされた商品は閲覧者が所望する商品であるという推定が働くの
で、提示装置１は、閲覧者が所定のアクションをした商品を注目アイテムとして検出する
。また、検出された注目アイテムの表示モードを通常表示モードへ設定し、リストに含ま
れる先頭の商品から検出された注目アイテムまでのうち、未だ注目アイテムとして検出さ
れていない商品の表示モードを省略表示モードへ設定する。そして、画面に表示されてい
る複数の商品を新たに設定された表示モードで表示する。さらに、提示装置１は、閲覧者
が所望の商品に対して所定のアクションを行う度に表示モードを再設定し、画面に表示さ
れている複数の商品を再設定された表示モードで表示する。
【００５８】
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　これにより、過去に注目アイテムとして検出された商品が、未だ注目アイテムとして検
出されていない商品に比べて顕著に目立つ状態で画面に表示されるので、リストに含まれ
る商品が多くても、閲覧者はリストから過去に興味を持った商品を簡単に探し出すことが
できる。
【００５９】
（変形例）
　以上に本発明の実施形態について説明したが、上記実施形態は一例であり、本発明の適
用範囲はこれに限られない。即ち、本発明の実施形態は種々の応用が可能であり、あらゆ
る実施の形態が本発明の範囲に含まれる。
【００６０】
　上記実施形態では、表示部１３は、画面の上から下へ１行に１商品を並べる形式で、複
数の商品を画面に表示した。しかしながら、商品の並べ方はこれに限定されず、表示部１
３は、種々の形式で複数の商品を画面に並べて構わない。
【００６１】
　図１１は、表示部１３が、１枡１商品を並べる形式で、複数の商品を画面に表示した様
子を示す。同図に示すように、表示部１３は、タイルを敷き詰めるように、複数の商品を
画面に並べて表示しても構わない。なお、同図で商品を表示する各枡（タイル）を、以下
では通常枡（通常タイル）と言う。なお、閲覧者が商品７に係る商品購入数入力用の入力
ボックス４３に数値「１」を入力したとすると、商品１～７のうち、商品１～６を表示す
る各通常枡が省略枡（省略タイル）に置き換わり、商品７については通常枡による表示が
維持される。
【００６２】
　図１２は、商品１～６を表示する各通常枡が省略枡に置き換わり、商品７については通
常枡による表示が維持される様子を示す。同図に示すように、省略枡では、商品画像と、
商品購入数入力用の入力ボックスと、「買い物カゴに入れる」ボタンが省略されている。
なお、省略枡中の「開く」という文字をクリックすると、商品は通常枡による表示に戻る
。
【００６３】
　また、省略枡がクリックされると、商品が通常枡による表示に戻っても良い。また、上
記例では、表示部１３は、商品１～６を表示する通常枡を省略枡に置き換えたが、通常枡
に表示されている商品情報を全て非表示にし、非表示にされた通常枡同士の間に商品情報
が非表示になっていることを示す境界線を表示しても良い。また、その際に、境界線を挟
む通常枡は、商品情報が非表示になっていない通常枡に比べて非常に小さく表示されても
良い。
【００６４】
　また、上記実施形態では、表示部１３は、省略表示モードが設定された商品については
、商品画像を省略したが、商品画像を省略するのではなく、通常表示モードが設定された
商品に係る商品画像に比べてサイズが小さい商品画像を表示しても良い。また、表示部１
３は、省略表示モードが設定された商品については、画面に一切表示しなくても良い。
【００６５】
　また、上記実施形態では、検出部１２２は、閲覧者が商品画像をクリックしたとき又は
商品購入数入力用の入力ボックスに数値を入力したときに、所定のアクションが有ったと
判別し、注目アイテムの検出を行った。しかしながら、検出部１２２は、閲覧者が興味を
持った商品の推定に有効なアクションであれば、商品画像のクリックや入力ボックスへの
数値入力以外のアクションが有ったときに所定のアクションが有ったと判別し、注目アイ
テムの検出を行っても構わない。例えば、所定のアクションは、閲覧者が図４に示す商品
比較用のチェックボックスをチェックするアクションであっても良いし、商品名をクリッ
クする等して商品を選択するアクションであっても良い。また、商品と関連付けて「クー
ポン」ボタン、「商品の詳細表示」ボタン、「商品をお気に入りへ登録」ボタン等が画面
に表示されている場合には、所定のアクションは、閲覧者がこれらのボタンのいずれかを
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クリック等して商品を選択するアクションであっても良い。
【００６６】
　また、通常、閲覧者は、興味を持っている商品が画面に表示されている場合には、興味
を持っていない商品が画面に表示されている場合に比べて画面をゆっくりとスクロールさ
せる。従って、商品が画面に表示されている間の商品の平均スクロール速度が十分遅けれ
ば、その商品は、閲覧者が興味を持っている商品である可能性が高い。そこで、検出部１
２２は、リストに含まれる各商品が画面に表示されている間の各アイテムの平均スクロー
ル速度が所定速度（以下、第１所定速度と言う。）以下である場合に、各商品を注目アイ
テムとして検出しても良い。なお、オンラインモールを提供する者が適切と考える値を第
１所定速度に設定して良いが、統計データから求まる適切な値を第１所定速度に設定して
も良い。例えば、閲覧者は、平均スクロール速度と商品購入割合との関係や、平均スクロ
ール速度と商品購入数との関係から求まる適切な値を第１所定速度に設定しても良い。
【００６７】
　また、閲覧者は、画面に表示されている商品に興味を持ったのであれば、商品の詳細説
明文等を読むために、しばらくの間、スクロールを停止させるはずである。そこで、検出
部１２２は、リストの画面におけるスクロールが停止されている時間が所定時間（以下、
第１所定時間と言う。）以上となったときに、画面に表示されている商品を、注目アイテ
ムとして検出しても良い。なお、第１所定時間は、上記第１所定速度と同様に、オンライ
ンモールを提供する者が適切と考える値であっても良いし、統計データから求まる適切な
値であっても良い。
【００６８】
　また、上記実施形態では、設定部１２３による省略表示モードへの設定は、商品画像が
クリックされた後であってポップアップウィンドウ４０が画面に表示される前に行われた
。このように、省略表示モードへの設定は、所定のアクションがなされた後、所定のアク
ションに対する結果が画面に表示される前に行われて良いが、これに限定されず種々のタ
イミングで行われて良い。例えば、省略表示モードへの設定は、所定のアクションに対す
る結果が画面に表示された後に行われても良い。具体例として、省略表示モードへの設定
は、商品画像がクリックされたことによりポップアップウィンドウ４０が画面に表示され
た後に行われても良い。また、省略表示モードへの設定は、商品画像がクリックされたこ
とによりポップアップウィンドウ４０が表示され、表示されたポップアップウィンドウ４
０にて商品に対する何らかの処理が実行された後に行われてもよい。また、省略表示モー
ドへの設定は、リストが画面内にてスクロールされることにより、省略表示モードへ設定
されるべき商品が画面から表示されなくなると行われても良い。
【００６９】
　また、上記実施形態では、省略表示モードへの設定は、所定のアクションに応じて表示
されたポップアップウィンドウ４０が閉じられたときに行われたが、所定のアクションに
応じて実行されたページ遷移により表示された遷移先のページから、ブラウザの「戻る」
ボタン等で元のページに戻ったときに行なわれても良い。
【００７０】
　また、本発明が制御対象とするアイテムには商品以外にも様々なものが含まれる。例え
ば、販売を目的としない品目も含まれるし、無体物である情報も含まれる。
【００７１】
　また、上記実施形態では、オンラインモールを例にとって本発明を説明したが、本発明
は、オンラインモールに適用されるだけでなく、多数のアイテムを含むリストを閲覧者に
提示する様々なものに適用される。例えば、本発明は、動画のリストを閲覧者に提示する
動画サイトや電子メールの受信箱内のメールリストを閲覧者に提示する電子メールソフト
に適用されても良い。また、本発明は、一般的な検索エンジンに適用されても良い。なお
、一般的な検索エンジンとは、キーワードを入力して必要な情報を選び出す仕組みを言い
、特に、ウェブ上で情報を検索するシステム、又は、検索を実行するウェブサイトを言う
。



(13) JP 6077192 B1 2017.2.8

10

20

30

40

50

【００７２】
　また、本発明は、ファイル管理用ツールであるファイルエクスプローラ［Ｗｉｎｄｏｗ
ｓ（登録商標）のエクスプローラ等］に適用されても良い。例えば、ユーザが撮影した複
数の写真が電子データとしてハードディスクに記憶されており、ファイルエクスプローラ
が上記複数の写真を画面に一覧表示していたとする。ここで、閲覧者が、一覧表示された
複数の写真のいずれかに所定のアクションをすると（例えばマウスポインタを操作して写
真をクリックすると）、本発明は、閲覧者が所定のアクションをした写真を注目アイテム
として検出する。そして、注目アイテムの表示モードを通常表示モードへ設定すると共に
、一覧表示の先頭の写真から注目アイテムとして検出された写真までのうち、未だ注目ア
イテムとして検出されていない写真の表示モードを省略表示モードへ設定し、一覧表示さ
れた写真を新たに設定された表示モードで再表示する。これにより、注目アイテムとして
検出された写真が、注目アイテムとして検出されていない写真に比べて非常に目立つ状態
で画面に表示されることになるので、閲覧者は、一覧表示された写真から過去に興味を持
ち所定のアクションを行った写真を簡単に見つけることができる。
【００７３】
　また、本発明は、スタンドアローンで使用される端末で実現されても良い。例えば、ス
タンドアローンで使用される端末が、自端末に構築された書籍データベースから書籍検索
ワードに合致する書籍のリストを閲覧者に提示する書籍検索アプリを有している場合に、
本発明は端末が有する書籍検索アプリに適用されて良い。
【００７４】
　また、上記実施形態では、提示装置１は、サービス提供サーバ２から受信したネットシ
ョッピング用プログラム２３１に従って動作することにより、初期化部１２１、検出部１
２２、設定部１２３として機能する例を説明した。しかしながら、初期化部１２１、検出
部１２２、設定部１２３は、ネットショッピング用プログラム２３１に従って動作するサ
ービス提供サーバ２により実現されても構わない。この場合、サービス提供サーバ２は、
提示装置１から受信した各種通知（所定のアクションがあった旨の通知や画面がスクロー
ルされた旨の通知）に基づいて、注目アイテムの検出やリストに含まれる各商品の表示モ
ードの設定を行う。
【００７５】
　なお、本発明に係る機能を実現するための構成を予め備えた提示装置１として提供でき
ることはもとより、プログラムの適用により、既存のパーソナルコンピュータや情報端末
機器等を、本発明に係る提示装置１として機能させることもできる。即ち、上記実施形態
で例示した提示装置１による各機能構成を実現させるためのプログラムを、既存のパーソ
ナルコンピュータや情報端末機器等を制御するＣＰＵ等が実行できるように適用すること
で、本発明に係る提示装置１として機能させることができる。また、本発明に係る提示方
法は、提示装置１を用いて実施できる。
【００７６】
　また、このようなプログラムの適用方法は任意である。プログラムを、例えば、非一時
的なコンピュータ読取可能な情報記録媒体［ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc Read-Only Mem
ory）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）、ＭＯ（Magneto Optical disc）等］に格納
して適用できる他、インターネット等のネットワーク上のストレージにプログラムを格納
しておき、これをダウンロードさせることにより適用することもできる。
【００７７】
　なお、本発明は、本発明の広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施の形態及
び変形が可能とされるものである。また、上述した実施の形態は、この発明を説明するた
めのものであり、本発明の範囲を限定するものではない。即ち、本発明の範囲は、実施の
形態ではなく、特許請求の範囲によって示される。そして、特許請求の範囲内及びそれと
同等の発明の意義の範囲内で施される様々な変形が、この発明の範囲内とみなされる。
【００７８】
（まとめ）
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　以下に本発明のまとめを記載する。
【００７９】
　本発明の一形態に係る提示装置は、
　リストに含まれる複数のアイテムの表示モードを、通常表示モードへ設定する初期化部
、
　前記リストを画面にスクロール可能に表示することにより、前記リストに含まれる複数
のアイテムのうち前記画面に表示されるべきアイテムを、前記画面に表示されるべきアイ
テムに対して設定された表示モードで前記画面に表示する表示部、
　前記複数のアイテムのうち、前記画面に表示されている間に閲覧者が所定のアクション
をしたアイテム（以下「注目アイテム」と言う。）を検出する検出部、
　前記検出された注目アイテムの表示モードを前記通常表示モードへ設定し、前記リスト
に含まれる先頭のアイテムから前記検出された注目アイテムまでのうち、未だ前記注目ア
イテムとして検出されていないアイテムの表示モードを省略表示モードへ設定する設定部
　を備えることを特徴とする。
【００８０】
　前記設定部による前記省略表示モードへの設定は、前記リストが前記画面内にてスクロ
ールされることにより、前記省略表示モードへ設定されるべきアイテムが前記画面から表
示されなくなると行われても良い。
【００８１】
　前記設定部による前記省略表示モードへの設定は、前記所定のアクションがなされた後
、前記所定のアクションに対する結果が前記画面に表示される前に行われても良い。
【００８２】
　前記設定部による前記省略表示モードへの設定は、前記所定のアクションに対する結果
が前記画面に表示された後に行われても良い。
【００８３】
　前記検出部は、前記リストの前記画面におけるスクロールが停止されている時間が所定
時間以上となったときに、前記画面に表示されているアイテムを、前記注目アイテムとし
て検出しても良い。
【００８４】
　前記検出部は、前記リストに含まれる各アイテムが前記画面に表示されている間の当該
各アイテムの平均スクロール速度が所定速度以下である場合に、当該各アイテムを前記注
目アイテムとして検出しても良い。
【００８５】
　前記所定のアクションは、前記画面に表示されているアイテムからいずれかを選択する
選択アクションであり、
　前記選択アクションがなされると、前記選択アクションにより選択されたアイテムの詳
細情報が示されるポップアップウィンドウが前記画面に表示され、もしくは、前記選択ア
クションにより選択されたアイテムの詳細情報が示されるページへ、前記画面に表示され
るべき対象が遷移しても良い。
【００８６】
　本発明の一形態に係る提示方法は、
　提示装置が、リストに含まれる複数のアイテムの表示モードを、通常表示モードへ設定
する初期化ステップ、
　前記提示装置が、前記リストを画面にスクロール可能に表示することにより、前記リス
トに含まれる複数のアイテムのうち前記画面に表示されるべきアイテムを、前記画面に表
示されるべきアイテムに対して設定された表示モードで前記画面に表示する表示ステップ
、
　前記提示装置が、前記複数のアイテムのうち、前記画面に表示されている間に閲覧者が
所定のアクションをしたアイテム（以下「注目アイテム」と言う。）を検出する検出ステ
ップ、
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　前記提示装置が、前記検出された注目アイテムの表示モードを前記通常表示モードへ設
定し、前記リストに含まれる先頭のアイテムから前記検出された注目アイテムまでのうち
、未だ前記注目アイテムとして検出されていないアイテムの表示モードを省略表示モード
へ設定する設定ステップ
　を備えることを特徴とする。
【００８７】
　本発明の一形態に係る非一時的なコンピュータ読取可能な情報記録媒体は、
　コンピュータを、
　リストに含まれる複数のアイテムの表示モードを、通常表示モードへ設定する初期化部
、
　前記リストを画面にスクロール可能に表示することにより、前記リストに含まれる複数
のアイテムのうち前記画面に表示されるべきアイテムを、前記画面に表示されるべきアイ
テムに対して設定された表示モードで前記画面に表示する表示部、
　前記複数のアイテムのうち、前記画面に表示されている間に閲覧者が所定のアクション
をしたアイテム（以下「注目アイテム」と言う。）を検出する検出部、
　前記検出された注目アイテムの表示モードを前記通常表示モードへ設定し、前記リスト
に含まれる先頭のアイテムから前記検出された注目アイテムまでのうち、未だ前記注目ア
イテムとして検出されていないアイテムの表示モードを省略表示モードへ設定する設定部
　として機能させることを特徴とするプログラムを記録する。
【００８８】
　本発明の一形態に係るプログラムは、
　コンピュータを、
　リストに含まれる複数のアイテムの表示モードを、通常表示モードへ設定する初期化部
、
　前記リストを画面にスクロール可能に表示することにより、前記リストに含まれる複数
のアイテムのうち前記画面に表示されるべきアイテムを、前記画面に表示されるべきアイ
テムに対して設定された表示モードで前記画面に表示する表示部、
　前記複数のアイテムのうち、前記画面に表示されている間に閲覧者が所定のアクション
をしたアイテム（以下「注目アイテム」と言う。）を検出する検出部、
　前記検出された注目アイテムの表示モードを前記通常表示モードへ設定し、前記リスト
に含まれる先頭のアイテムから前記検出された注目アイテムまでのうち、未だ前記注目ア
イテムとして検出されていないアイテムの表示モードを省略表示モードへ設定する設定部
　として機能させることを特徴とする。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
　本発明によれば、閲覧者がアイテムのリストから過去に興味を持ったアイテムを簡単に
探し出すことを可能にする提示装置、提示方法、非一時的なコンピュータ読取可能な情報
記録媒体、及び、プログラムを提供することができる。
【符号の説明】
【００９０】
１　　　提示装置
２　　　サービス提供サーバ
３　　　通信ネットワーク
１１　　受付部
１２　　制御部
１３　　表示部
１４　　通信部
２１　　制御部
２２　　通信部
２３　　ソフトウェア記憶部
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２４　　アイテム記憶部
４０　　ポップアップウィンドウ
１００　提示システム
１２１　初期化部
１２２　検出部
１２３　設定部
２３１　ネットショッピング用プログラム
【要約】
　初期化部（１２１）は、リストに含まれる複数のアイテムの表示モードを、通常表示モ
ードへ設定し、表示部（１３）は、リストに含まれる複数のアイテムのうち、画面に表示
すべきアイテムを通常表示モードで画面に表示する。検出部（１２２）は、複数のアイテ
ムのうち、画面に表示されている間に閲覧者が所定のアクションをしたアイテム（注目ア
イテム）を検出し、設定部（１２３）は、未だ注目アイテムとして検出されていないアイ
テムの表示モードを省略表示モードへ設定する。そして、表示部（１３）は、未だ注目ア
イテムとして検出されていないアイテムを省略表示モードで画面に表示する。

【図１】

【図２】

【図３】
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