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(57)【要約】
　電子書籍を表示する表示装置は、電子書籍の内容を表
示するアプリケーションが画面全体に表示されていない
場合に、未読の電子書籍があることを表す情報を表示す
る表示部を備える。



(2) JP WO2012/147579 A1 2012.11.1

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子書籍を表示する表示装置であって、
　電子書籍の内容を表示するアプリケーションが画面全体に表示されていない場合に、未
読の電子書籍があることを表す情報を表示する表示部
　を備える表示装置。
【請求項２】
　前記表示部は、少なくとも２つ以上のグループに関する未読の電子書籍があることを表
す情報を同時に表示する請求項１に記載の表示装置
【請求項３】
　前記表示部は、未読の電子書籍があることを表す情報として、未読の電子書籍の数を示
す未読件数、又は未読の電子書籍があることを表す画像を表示する請求項１又は請求項２
に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記表示部は、未読の電子書籍があることを表す情報として、未読の電子書籍があるこ
とを表す画像を表示する請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記表示部は、前記未読の電子書籍の数が予め定めた値より大きい場合には、当該値以
上であることを表す情報を表示する請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の表示装
置。
【請求項６】
　前記表示部は、未読の電子書籍を表す画像の第１の一覧を表示する請求項１から請求項
５のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記表示部は、電子書籍を表す画像の第２の一覧を表示し、
　前記第２の一覧の表示順序に基づいて、前記第１の一覧での画像の表示順序を決定する
表示制御部を備え、
　前記表示部は、前記表示制御部が決定した表示順序で、前記第１の一覧を表示する請求
項６に記載の表示装置。
【請求項８】
　電子書籍が属するグループに基づいて、前記第１の一覧での画像の表示順序を決定する
表示制御部を備え、
　前記表示部は、前記表示制御部が決定した表示順序で、前記第１の一覧を表示する請求
項６に記載の表示装置。
【請求項９】
　電子書籍が属するグループに基づいて、前記第１の一覧での画像の表示領域を決定する
表示領域制御部を備え、
　前記表示部は、前記表示領域制御部が決定した表示領域に、前記第１の一覧を表示する
請求項７又は請求項８に記載の表示装置。
【請求項１０】
　表示装置における表示方法おいて、
　電子書籍の内容を表示するアプリケーションが画面全体に表示されていない場合に、未
読の電子書籍があることを表す情報を表示する工程を有する表示方法。
【請求項１１】
　表示装置のコンピュータに、
　電子書籍の内容を表示するアプリケーションが画面全体に表示されていない場合に、未
読の電子書籍があることを表す情報を表示する工程を実行させるための表示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、表示装置、表示方法、表示プログラム、及びプロセッサに関する。
　本願は、２０１１年４月２６日に、日本に出願された特願２０１１－０９８４３８号に
基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話や電子書籍装置等の電子端末装置では、様々な機能（「アプリ」、「アプリケ
ーション」とも称する）が提供されてきている。例えば、特許文献１には、入力に応じて
辞書部から変換候補を抽出し、抽出された変換候補の選択を受付け、受付けた選択の対象
に応じてプロセスを実行する携帯端末措置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１３５７１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近年、電子書籍が注目を集めている。電子端末装置には、電子書籍サービス
の専用アプリが提供され始めている。
　しかしながら、電子端末では、電子書籍に関する情報を確認するためには、専用アプリ
を起動しなければならない。つまり、利用者は、電子書籍に関する情報を容易に確認でき
ず、電子書籍サービスを簡便に利用できることができなかった。
【０００５】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、電子書籍サービスを簡便に利用できる
表示装置、表示方法、表示プログラム、及びプロセッサを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（１）本発明は上記の課題を解決するためになされたものであり、本発明の一態様に係
る表示装置は、電子書籍を表示する表示装置であって、電子書籍の内容を表示するアプリ
ケーションが画面全体に表示されていない場合に、未読の電子書籍があることを表す情報
を表示する表示部を備える。
【０００７】
　（２）上記の表示装置において、前記表示部は、少なくとも２つ以上のグループに関す
る未読の電子書籍があることを表す情報を同時に表示するように構成されていてもよい。
【０００８】
　（３）上記の表示装置において、前記表示部は、未読の電子書籍があることを表す情報
として、未読の電子書籍の数を示す未読件数、又は未読の電子書籍があることを表す画像
を表示するように構成されていてもよい。
【０００９】
　（４）上記の表示装置において、前記表示部は、未読の電子書籍があることを表す情報
として、未読の電子書籍があることを表す画像を表示するように構成されていてもよい。
【００１０】
　（５）上記の表示装置において、前記表示部は、前記未読の電子書籍の数が予め定めた
値より大きい場合には、当該値以上であることを表す情報を表示するように構成されてい
てもよい。
【００１１】
　（６）上記の表示装置において、前記表示部は、未読の電子書籍を表す画像の第１の一
覧を表示するように構成されていてもよい。
【００１２】
　（７）上記の表示装置は、電子書籍を表す画像の第２の一覧を表示し、前記第２の一覧
の表示順序に基づいて、前記第１の一覧での画像の表示順序を決定する表示制御部を備え
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てもよい。この場合、前記表示部は、前記表示制御部が決定した表示順序で、前記第１の
一覧を表示するように構成されていてもよい。
【００１３】
　（８）上記の表示装置は、電子書籍が属するグループに基づいて、前記第１の一覧での
画像の表示順序を決定する表示制御部を備えてもよい。この場合、前記表示部は、前記表
示制御部が決定した表示順序で、前記第１の一覧を表示するように構成されていてもよい
。
【００１４】
　（９）上記の表示装置は、電子書籍が属するグループに基づいて、前記第１の一覧での
画像の表示領域を決定する表示領域制御部を備えていてもよい。この場合、前記表示部は
、前記表示領域制御部が決定した表示領域に、前記第１の一覧を表示するように構成され
ていてもよい。
【００１５】
　（１０）本発明の他の一態様に係る表示方法は、表示装置における表示方法であって、
電子書籍の内容を表示するアプリケーションが画面全体に表示されていない場合に、未読
の電子書籍があることを表す情報を表示する工程を有する。
【００１６】
　（１１）本発明の他の一態様に係る表示プログラムは、表示装置のコンピュータに、電
子書籍の内容を表示するアプリケーションが画面全体に表示されていない場合に、未読の
電子書籍があることを表す情報を表示する工程を実行させる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、電子書籍サービスを簡便に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る通信システムの一例を示す概略図である。
【図２】本実施形態に係る電子端末装置における表示の一例を表す概略図である。
【図３】本実施形態に係るウィジェットのリンクの一例を示す概略図である。
【図４】本実施形態に係るストアページの一例を表す概略図である。
【図５】本実施形態に係るデスクページの一例を表す概略図である。
【図６】本実施形態に係る電子端末装置の構成を示す概略ブロック図である。
【図７】本実施形態に係る書籍管理情報テーブルの一例を示す概略図である。
【図８】本実施形態に係る別の書籍管理情報テーブルの一例を示す概略図である。
【図９】本実施形態に係るお知らせ情報テーブルの一例を示す概略図である。
【図１０】本実施形態に係る電子端末装置の動作の一例を示すフローチャートである。
【図１１】本実施形態に係る電子端末装置の別の動作の一例を示すフローチャートである
。
【図１２】本実施形態に係る電子端末装置における表示の別の一例を表す概略図である。
【図１３】本実施形態の変形例１に係る電子端末装置における表示の一例を表す概略図で
ある。
【図１４】本発明の第２の実施形態に係る電子端末装置における表示の一例を表す概略図
である。
【図１５】本実施形態に係る電子端末装置の構成を示す概略ブロック図である。
【図１６】本実施形態に係る電子端末装置の動作の一例を示すフローチャートである。
【図１７】本実施形態の変形例２に係る電子端末装置における表示の一例を表す概略図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
（第１の実施形態）
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳しく説明する。
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　図１は、本発明の第１の実施形態に係る通信システムの一例を示す概略図である。この
図において、通信システムは、電子端末装置１、基地局装置２、ネットワーク３、ストア
サーバ４を具備する。
【００２０】
　電子端末装置１は、携帯端末装置や電子書籍装置等である。電子端末装置１は、電子書
籍のダウンロード、記憶、及び表示等の機能を提供する。
　ストアサーバ４は、電子書籍や電子書籍に関する情報を、ネットワーク３及び基地局装
置２を介して、電子端末装置１へ提供する。なお、電子書籍に関する情報には、電子書籍
が属するグループ（「書籍」又は「おすすめ」）を示すグループ情報や、定期・不定期購
読の電子書籍（逐次刊行物、定期刊行物、不定期刊行物も含む）であることを示す情報等
が含まれる。また、ストアサーバ４は、電子端末装置１のブラウザに表示させる情報（ス
トアページとも称する。図４参照）を提供する。また、ストアサーバ４は、お知らせ情報
を電子端末装置１へ配信する。
【００２１】
　図２は、本実施形態に係る電子端末装置１における表示（縦表示）の一例を表す概略図
である。この図において、符号Ｗ１を付した画像は、ウィジェット（Ｗｉｄｇｅｔ）Ｗ１
である。ウィジェットＷ１は、ページや画面に埋め込まれて表示される。ウィジェットＷ
１は、電子書籍サービスの専用アプリ（電子書籍アプリとも称する）が起動されていない
場合、画面全体に表示されていない場合、または裏で起動されている場合にも表示可能で
ある。
　ここで、ウィジェットとは、電子端末装置１の使用開始時に表示される画面（トップ画
面もしくはホーム画面）において、画面の一部に表示され、動作する簡易アプリ（アプリ
の一種）を指す。ウィジェットは、電子端末装置１もしくはアプリケーションに関連する
情報をそのアプリケーション自身を起動することなく表示したり、電子端末装置１もしく
はアプリケーションの一部の機能を提供する。ウィジェットは画面の一部だけを使用する
ため、複数のウィジェットを画面に配置しておくことで、すぐに様々な情報を確認するこ
とも可能となる。また、ウィジェットは、アプリケーションの起動をするためのボタンと
しても動作することが可能なうえ、電子端末装置１の資源（メモリ、ＣＰＵ、ディスプレ
イ等）をあまり消費しないため、電子端末装置１の待ち受け画面に表示することに適して
いる。
　ウィジェットＷ１には、ストアのロゴＬ１、Ｌ２が表示されている。なお、ウィジェッ
トＷ１は、横４×縦１のサイズである。
【００２２】
　ウィジェットＷ１には、グループ毎に、未読の電子書籍の数が表示されている。例えば
、符号Ｗ１１を付した画像Ｗ１１は、「書籍」グループに属する電子書籍には、未読の電
子書籍が１００件以上あることを表す。符号Ｗ１２を付した画像Ｗ１２は、「おすすめ」
グループに属する電子書籍には、未読の電子書籍が１００件以上あることを表す。なお、
画像Ｗ１１及びＷ１２には、未読の電子書籍の数が１００件より小さい場合には、その件
数が表示される。符号Ｗ１３を付した画像Ｗ１３は、未読のお知らせ情報が「４６」件あ
ることを表す。また、「未」の画像は未読の電子書籍があることを表す画像である。つま
り、電子端末装置１では、アプリケーションを起動する操作部（タッチパネル）のエリア
に、少なくとも２つ以上のグループに関する「未」の画像、又は電子書籍の未読件数を表
示する。
　このように、本実施形態では、電子書籍アプリを起動していない場合でも、「未」の画
像、又は電子書籍の未読件数を表示するので、利用者が電子書籍サービスを簡便に利用で
きる。
【００２３】
　図３は、本実施形態に係るウィジェットＷ１のリンクの一例を示す概略図である。この
図は、ロゴＬ２が選択（タップ、クリック）された場合には、電子端末装置１がストアペ
ージＰ１１（図４参照）を表示することを示す。また、この図は、ロゴＬ２以外の領域が
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選択された場合には、電子端末装置１がデスクページＰ１２（図５参照）を表示すること
を示す。
　なお、ロゴＬ１が選択された場合には、電子端末装置１がストアページＰ１１を表示し
てもよい。また、画像Ｗ１１、Ｗ１２、Ｗ１３が選択された場合には、それぞれで対応す
るグループに関するページを表示してもよい。例えば、画像Ｗ１２が選択された場合には
、電子端末装置１は、ストアページ又はデスクページで「おすすめ」グループに属する電
子書籍の一覧を表示してもよい。また、画像Ｗ１３が選択された場合には、電子端末装置
１は、ストアページ、デスクページ又はお知らせ専用のリストでお知らせ情報の一覧を表
示してもよい。
【００２４】
　図４は、本実施形態に係るストアページＰ１１の一例を表す概略図である。この図は、
電子端末装置１がブラウザを起動し、ストアサーバ４からダウンロードしたストアページ
Ｐ１１をブラウザに表示させた場合の図である。
【００２５】
　図５は、本実施形態に係るデスクページＰ１２の一例を表す概略図である。この図は、
電子端末装置１が電子書籍アプリを起動して、デスクページＰ１２を表示した場合の図で
ある。なお、図５では、電子端末装置１はウィジェットＷ１を表示していないが、本発明
はこれに限らず、デスクページＰ１２にウィジェットＷ１を重ねて表示してもよい。
【００２６】
　図５において、符号ｍ１１～ｍ１４を付した画像ｍ１１～ｍ１４は、それぞれ、グルー
プ「未読・おすすめ」、「最近読んだ本」、「お気に入り」、「定期購読」の選択に用い
られる画像である。例えば「未読・おすすめ」には、利用者が購入した電子書籍や購読契
約して配信された電子書籍の未読のものを順に表示したり、ストアサーバ４から無料で配
信された電子書籍が順に表示される。「最近読んだ本」には、読書開始日時の順に電子書
籍が表示される。「お気に入り」には、利用者がお気に入りに登録した順に電子書籍が表
示される。「定期購読」には、購読契約によって配信された電子書籍が順に表示される。
この図では、ハッチングした画像ｍ１３が選択され、符号Ｒ１を付した領域Ｒ１に、「お
気に入り」グループに属する電子書籍を表す画像（サムネイル画像）が表示されている。
領域Ｒ１には、５段の書棚ｓ１１～ｓ１５の画像が表示され、その書棚の上に書籍が載せ
られているかの如く、電子書籍のサムネイル画像が表示されている。ここで、電子書籍の
サムネイル画像は、１段の書棚に最大で４つ表示され、予め定められた順序で表示されて
いる。なお、他のグループでも、同様に書棚ｓ１１～ｓ１５の画像とサムネイル画像が表
示される。
【００２７】
　図６は、本実施形態に係る電子端末装置１の構成を示す概略ブロック図である。この図
において、電子端末装置１は、入力部１０１、通信部１０２、電子書籍取得部１０３、電
子書籍記憶部１０４、お知らせ情報取得部１０５、管理情報記憶部１０６、管理情報更新
部１０７、表示制御部１１、及び、表示部１２１を含んで構成される。各記憶部は本体に
搭載された記憶容量でも、外部から接続する記憶装置でもいずれでもよい。表示制御部１
１は、ブラウザ表示制御部１１１、デスク表示制御部１１２、未読件数生成部１１３、及
びウィジェット表示制御部１１４を含んで構成される。なお、電子端末装置１は、上記の
構成以外にも、電子端末装置における公知の機能を有する（図示せず）。
【００２８】
　入力部１０１は、利用者からの入力を受け付ける。入力部１０１は、受け付けた入力に
対応する情報を、通信部１０２、管理情報更新部１０７及び表示制御部１１へ出力する。
なお、入力部１０１は、タッチパネルや操作ボタンで実現される。
　通信部１０２は、入力部１０１から入力された情報に基づいて、又はコンピュータプロ
グラムの指示に従って、基地局装置２と通信を行う。通信部１０２は、ストアサーバ４か
らの情報を受信し、電子端末装置１の各部へ出力する。例えば、通信部１０２は、ストア
サーバ４からストアページを受信し、受信したストアページをブラウザ表示制御部１１１
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へ出力する。
【００２９】
　電子書籍取得部１０３は、通信部１０２を介して、ストアサーバ４から電子書籍や電子
書籍に関する情報を受信する。電子書籍取得部１０３は、受信した電子書籍（例えば、書
籍ＩＤと電子書籍の内容情報）を電子書籍記憶部１０４に記憶させる。電子書籍取得部１
０３は、受信した電子書籍に関する情報を、書籍管理情報として、管理情報記憶部１０４
の書籍管理情報テーブルに記憶させる（図７、図８参照）。ここで、電子書籍取得部１０
３は、電子書籍に関する情報に含まれるグループ情報が示すグループ（「書籍」と「おす
すめ」）毎に、書籍管理情報を割り振って記憶させる。
【００３０】
　お知らせ情報取得部１０５は、通信部１０２を介して、ストアサーバ４から配信された
お知らせ情報を受信する。お知らせ情報取得部１０５は、受信したお知らせ情報を、管理
情報記憶部１０６のお知らせ情報テーブルに記憶させる（図９参照）。
　管理情報更新部１０７は、入力部１０１から入力された情報に基づいて、管理情報更新
部１０７が記憶する情報を更新する。例えば、管理情報更新部１０７は、利用者が電子書
籍を開いたときに、開いた電子書籍の書籍ＩＤに対応する読書開始日時に、その日時を書
き込む。
【００３１】
　ブラウザ表示制御部１１１は、通信部１０２から入力されたストアページに基づいて、
ストアページの表示情報を生成する。ブラウザ表示制御部１１１は、生成した表示情報を
、表示部１２１へ出力する。
　デスク表示制御部１１２は、入力部１０１から入力された情報に応じて、管理情報記憶
部１０４が記憶する情報、及び電子書籍記憶部１０４が記憶する電子書籍を読み出す。デ
スク表示制御部１１２は、読み出した情報に基づいてデスクページの表示情報を生成し、
生成した表示情報を表示部１２１へ出力する。
【００３２】
　未読件数生成部１１３は、管理情報記憶部１０４が記憶する情報に基づいて、グループ
毎の書籍の未読件数、及びお知らせ情報の未読件数を算出する。未読件数生成部１１３は
、算出した未読件数を示す情報をウィジェット表示制御部１１４へ出力する。
　ウィジェット表示制御部１１４は、ウィジェットＷ１の表示情報を生成する。ここで、
ウィジェットＷ１には、未読件数生成部１１３から入力された情報が示す未読件数の表示
情報が含まれる。ウィジェット表示制御部１１４は、生成した表示情報を表示部１２１へ
出力する。
　表示部１２１は、ブラウザ表示制御部１１１、デスク表示制御部１１２、及びウィジェ
ット表示制御部１１４から入力された表示情報を表示する。
【００３３】
　図７は、本実施形態に係る書籍管理情報テーブルの一例を示す概略図である。この書籍
管理情報テーブルは、「書籍」グループの電子書籍に関する書籍管理情報テーブルを示す
。なお、「書籍」グループの電子書籍とは、利用者が購読契約した電子書籍であり、例え
ば、利用者が購入したもの（逐次刊行物、定期刊行物、不定期刊行物も含む）、又は無料
でダウンロードしたものが含まれる。
　図７において、書籍管理情報テーブルは、書籍ＩＤ、ダウンロード日時、購読日時、発
行日時、読書開始日時、最終読書日時、読書回数、読書累積時間、有効期間開始日時、有
効期間終了日時、定期購読フラグの各項目を有している。書籍管理情報テーブルでは、書
籍ＩＤ毎に書籍管理情報を有している。なお、図７の書籍管理情報テーブルの各項目の値
において、日時に関する項目では、時間の記載を省略してある。
【００３４】
　図７において、書籍ＩＤは、電子書籍の識別情報である。
　ダウンロード日時は、書籍ＩＤの電子書籍を電子端末装置１がダウンロードした日時で
ある。購読日時は、利用者が書籍ＩＤの電子書籍の購読契約した日時である。なお、逐次
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刊行物、定期刊行物、不定期刊行物の電子書籍についての購読日時は、刊行物各々の発行
日時となる。発行日時は、書籍ＩＤの電子書籍の発行日時である。発行日時は、書籍の発
行者が設定した情報であり、電子書籍に関する情報に含まれる。
　読書開始日時は、利用者が書籍ＩＤの電子書籍を最初に開いたときの日時である。なお
、未だ開いていない電子書籍の書籍管理情報では、参照日時に「未読」が書き込まれてい
る。
【００３５】
　最終読書日時は、利用者が書籍ＩＤの電子書籍を最後に開いていたときの日時である。
読書回数は、利用者が書籍ＩＤの電子書籍を開いた回数である。なお、読書回数は、予め
定めた期間内の読書回数が１回以上の場合には１回としてもよい。例えば、１日１回と計
数する場合には、利用者が書籍ＩＤの電子書籍を開いた日の数となる。
　読書累積時間は、利用者が書籍ＩＤの電子書籍を開いていた時間の累計時間である。
【００３６】
　有効期間開始日時と有効期間終了日時は、それぞれ、書籍ＩＤの電子書籍を参照できる
開始日時と終了日時である。つまり、電子端末装置１は、有効期間開始日時と有効期間終
了日時の間の期間だけ、書籍ＩＤの電子書籍を利用者へ提供する。定期購読フラグは、書
籍ＩＤの電子書籍が定期刊行物であるか否かを示す情報である。なお、逐次刊行物及び不
定期刊行物の電子書籍についても、定期刊行物であることを示す情報を設定してもよい。
【００３７】
　例えば、図７の１行目の書籍管理情報は、書籍ＩＤが「１２３４５」の電子書籍が、「
２０１１／４／２０」に発行され、同日に利用者によって購入されてダウンロードされた
ことを示す。この書籍管理情報は、書籍ＩＤが「１２３４５」の電子書籍が「未読」、つ
まり、まだ開かれておらず読書開始日が書き込まれていないことを示す。
　また、例えば、図７の２行目の書籍管理情報は、書籍ＩＤが「２３４５６」の電子書籍
が、「２０１１／４／１７」に最初に開かれ、「２０１１／４／１９」までに、合計「４
」回で累積時間「７２０分」開かれたことを示す。
【００３８】
　図８は、本実施形態に係る別の書籍管理情報テーブルの一例を示す概略図である。この
書籍管理情報テーブルは、「おすすめ」グループの電子書籍に関する書籍管理情報テーブ
ルを示す。なお、「おすすめ」グループの電子書籍とは、利用者に薦める電子書籍であり
、例えば、ストアの管理者或いは電子書籍の事業者が設定したもの、及びコンピュータプ
ログラムが設定したものが含まれる。
　図８において、書籍管理情報テーブルは、書籍ＩＤ、ダウンロード日時、発行日時、読
書開始日時、最終読書日時、読書回数、読書累積時間、有効期間開始日時、有効期間終了
日時の各項目を有している。書籍管理情報テーブルでは、書籍ＩＤ毎に書籍管理情報を有
している。なお、図８の書籍管理情報テーブルの各項目の値において、日時に関する項目
では、時間の記載を省略してある。また、図８の各項目の内容は、図７の項目と同じであ
るので、説明は省略する。
【００３９】
　例えば、図８の１行目の書籍管理情報は、書籍ＩＤが「９８７６５」の電子書籍が、「
２０１１／４／１８」に発行され、同日に利用者によって購入されてダウンロードされた
ことを示す。この書籍管理情報は、書籍ＩＤが「９８７６５」の電子書籍が「未読」、つ
まり、まだ開かれておらず読書開始日が書き込まれていないことを示す。
【００４０】
　図９は、本実施形態に係るお知らせ情報テーブルの一例を示す概略図である。図９にお
いて、お知らせ情報テーブルは、お知らせ情報のＩＤ、ダウンロード日時、購読日時、発
行日時、参照日時、お知らせタイトル、お知らせ内容の各項目を有している。なお、図９
のお知らせ情報テーブルの各項目の値において、日時に関する項目では、時間の記載を省
略してある。
【００４１】
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　図９において、ＩＤは、お知らせ情報の識別情報である。
　ダウンロード日時は、ＩＤのお知らせ情報を電子端末装置１にダウンロードした日時で
ある。発行日時は、お知らせ情報の発行日時である。参照日時は、電子端末装置１がＩＤ
に対応するお知らせ内容を最初に表示したときの日時である。なお、未だお知らせ内容が
表示されていないお知らせ情報では、参照日時に「未読」が書き込まれている。
　お知らせタイトルは、お知らせ内容のタイトルである。お知らせタイトルは、一覧表示
する場合などに用いられる。お知らせ内容は、お知らせの内容である。
【００４２】
　例えば、図９の１行目のお知らせ情報は、ＩＤが「ａｂｃｄｅ」のお知らせが、「２０
１１／４／１８」に発行され、同日に利用者によって購入されてダウンロードされたこと
を示す。このお知らせ情報は、タイトルが「Ａ機能リリース」であり、内容が「Ａ機能が
追加されました。・・・」のお知らせであることを示す。このお知らせ情報は、ＩＤが「
ａｂｃｄｅ」のお知らせが「未読」、つまり、まだ開かれておらず参照日時が書き込まれ
ていないことを示す。
【００４３】
　図１０は、本実施形態に係る電子端末装置１の動作の一例を示すフローチャートである
。
（ステップＳ１０１）電子端末装置１は、利用者の操作に基づいて、電子書籍を購入する
ことを示す情報をストアサーバ４へ送信する。ストアサーバ４は、利用者ＩＤと書籍ＩＤ
と購読日時を対応付けて記憶する。その後、ステップＳ１０２へ進む。なお、購読契約し
ている場合は、利用者が電子書籍の購入操作をすることなく、ストアサーバ４の処理によ
り自動的に電子端末装置１へ送信する電子書籍が決定される。
（ステップＳ１０２）電子端末装置１は、利用者からの入力に基づいて、電子書籍をダウ
ンロードすることを示す情報をストアサーバ４へ送信する。この情報には、利用者ＩＤと
書籍ＩＤが含まれている。ストアサーバ４は、電子端末装置１が送信した情報とステップ
Ｓ１０１で記憶した情報との利用者ＩＤと書籍ＩＤが同じである場合には、この書籍ＩＤ
の電子書籍と電子書籍に関する情報を、電子端末装置１へ送信する。ここで、電子書籍に
関する情報には、グループ情報、ステップＳ１０１で記憶した購入日時、有効期間開始日
時、有効期間終了日時、及び定期購読フラグが含まれている。なお、電子端末書籍１から
送信する情報に書籍ＩＤが含まれていなくてもよい。この場合、ストアサーバ４が利用者
ＩＤごとに送信すべき電子書籍を管理しておき、電子端末装置１から要求があった際に、
当該利用者ＩＤに対応する電子書籍と電子書籍に関する情報を送信する。
【００４４】
　電子端末装置１の電子書籍取得部１０３は、ストアサーバ４からダウンロードした電子
書籍を電子書籍記憶部１０４に記憶させる。電子書籍取得部１０３は、ストアサーバ４か
らダウンロードした電子書籍に関する情報を、この情報に含まれるグループ情報が示すグ
ループの書籍管理情報テーブルに記憶させる。なお、電子端末装置１は、グループごとの
書籍管理情報テーブルを持たなくてもよい。この場合は、異なるグループの電子書籍の書
籍に関する情報を混在させた状態で記憶し、情報の中の１項目にグループを識別するため
の項目を持つ。ここで、電子書籍取得部１０３は、ダウンロード日時に現在時刻を書き込
み、読書開始日時に「未読」を書き込む。電子書籍取得部１０３は、読書回数に「０」回
を書き込み、読書累積時間に「０」分を書き込む。その後、ステップＳ１０３へ進む。
【００４５】
（ステップＳ１０３）デスク表示制御部１１２は、利用者からの入力及び電子書籍アプリ
に基づいて、デスクページを表示する。管理情報更新部１０７は、利用者からの入力に基
づいて電子書籍が開かれたか否かを判定することにより、利用者が読書を開始したか否か
を判定する。読書を開始したと判定した場合（ＹＥＳ）、ステップＳ１０４へ進む。一方
、読書を開始したと判定していない場合（ＮＯ）、ステップＳ１０３に戻る。
（ステップＳ１０４）管理情報更新部１０７は、ステップＳ１０３で読書を開始したと判
定した電子書籍の書籍管理情報を読み出し、読み出した書籍管理情報の読書開始日時があ
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るか否かを判定する。読書開始日時がある場合（ＹＥＳ）、ステップＳ１０６へ進む。一
方、読書開始日時が書き込まれていない（読書開始日時が「未読」）場合（ＮＯ）、ステ
ップＳ１０５へ進む。
【００４６】
（ステップＳ１０５）管理情報更新部１０７は、ステップＳ１０４で読み出した書籍管理
情報の読書開始日時に現在時刻を書き込む。その後、ステップＳ１０６へ進む。
（ステップＳ１０６）管理情報更新部１０７は、ステップＳ１０４で読み出した書籍管理
情報の読書回数に「１」回を加算する。その後、ステップＳ１０７へ進む。
（ステップＳ１０７）管理情報更新部１０７は、ステップＳ１０４で読み出した書籍管理
情報の最終読書日時に、予め定めた時間（例えば１分）経過毎に現在時刻を書き込む。そ
の後、ステップＳ１０８へ進む。
（ステップＳ１０８）管理情報更新部１０７は、ステップＳ１０４で読み出した書籍管理
情報の読書累積時間に、予め定めた時間（例えば１分）経過毎にその時間を加算する。そ
の後、ステップＳ１０９へ進む。なお、管理情報更新部１０７は、電子書籍が表示されて
いない場合（例えば、待ち受け画面の表示時や他アプリの表示時）には、読書累積時間に
加算しなくてもよい。
【００４７】
（ステップＳ１０９）管理情報更新部１０７は、利用者からの入力に基づいて、電子書籍
の読書が終了したか否かを判定する。具体的には、管理情報更新部１０７は、電子書籍が
閉じられた場合、又は電子書籍アプリが終了された場合、電子書籍の読書が終了したと判
定する。電子書籍の読書が終了した場合（ＹＥＳ）、電子端末装置１は動作を終了する。
　一方、電子書籍の読書が終了していない場合（ＮＯ）、ステップＳ１０７へ戻る。
【００４８】
　図１１は、本実施形態に係る電子端末装置１の動作の一例を示すフローチャートである
。この図は、ウィジェットを表示する場合の動作を示す。
（ステップＳ２０１）電子端末装置１が起動される。その後、ステップＳ２０１へ進む。
（ステップＳ２０２）未読件数生成部１１３は、「書籍」グループの書籍管理情報テーブ
ルから、現在時刻が有効期間開始日時と有効期間終了日時との間にあり、かつ、読書開始
日時が書き込まれていない書籍管理情報の数（未読件数）を計数する。未読件数生成部１
１３は、計数した未読件数を、「書籍」グループの電子書籍の未読件数とする。未読件数
生成部１１３は、「おすすめ」グループの書籍管理情報テーブルから、読書開始日時が書
き込まれていない書籍管理情報の数（未読件数）を計数する。未読件数生成部１１３は、
計数した未読件数を、「おすすめ」グループの電子書籍の未読件数とする。未読件数生成
部１１３は、お知らせ情報テーブルから、読書開始日時が書き込まれていない書籍管理情
報の数（未読件数）を計数する。未読件数生成部１１３は、計数した未読件数を、「お知
らせ」の未読件数とする。なお、管理情報更新部１０７は、有効期間内であるか判定し、
有効期間を過ぎた電子書籍の削除を別の処理で独立して行ってもよい。
【００４９】
（ステップＳ２０３）未読件数生成部１１３は、計数した未読件数各々が、閾値Ｔ（例え
ば、Ｔ＝１００）以上であるか否かを判定する。閾値以上の未読件数があると判定した場
合、ステップＳ２０５へ進む。一方、すべての未読件数が閾値より小さいと判定した場合
、ステップＳ２０４へ進む。
（ステップＳ２０４）未読件数生成部１１３は、閾値以上の未読件数を「Ｔ以上」（例え
ば、「１００以上」）に変更する。その後、ステップＳ２０５へ進む。
【００５０】
（ステップＳ２０５）ウィジェット表示制御部１１４は、ウィジェットＷ１を表示する。
ここで、ウィジェット表示制御部１１４は、ステップＳ２０２で算出された未読件数（ス
テップＳ２０４で変更した場合には変更後の未読件数）を、グループ毎に表示する。なお
、未読件数が「０」件のグループについては、ウィジェット表示制御部１１４は、未読件
数及び「未」の画像を表示しない。このため、利用者はウィジェットを見るだけで、未読
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が1つ以上存在する場合と容易に識別可能となる。その後、ステップＳ２０６へ進む。
【００５１】
（ステップＳ２０６）未読件数生成部１１３は、管理情報記憶部１０６のテーブルに情報
（レコード）が追加されたか否かを判定する。テーブルに情報が追加されたと判定した場
合（ＹＥＳ）、ステップＳ２０２へ戻る。つまり、電子端末装置１は、例えば、書籍のダ
ウンロードが完了した場合、又は、定期刊行物等やおすすめ情報のダウンロードが完了し
た場合、未読件数を更新する。これにより、電子端末装置１は、最新の未読件数を表示で
きる。
　一方、テーブルに情報が追加されていないと判定した場合（ＮＯ）、ステップＳ２０７
へ進む。
【００５２】
（ステップＳ２０７）未読件数生成部１１３は、管理情報記憶部１０６のテーブルの読書
開始日又は参照日時が更新されたか否かを判定する。読書開始日又は参照日時が更新され
たと判定した場合（ＹＥＳ）、ステップＳ２０２へ戻る。つまり、電子端末装置１は、例
えば、電子書籍が開かれた場合に未読件数を更新する。具体的には、未読の電子書籍の内
容をビューアで表示した（電子書籍を開いた）後、ＯＳ画面へ遷移すると、未読件数は１
件減ることとなる。これにより、電子端末装置１は、最新の未読件数を表示できる。
　一方、読書開始日又は参照日時が更新されていないと判定した場合（ＮＯ）、ステップ
Ｓ２０８へ進む。
【００５３】
（ステップＳ２０８）未読件数生成部１１３は、前回のステップＳ２０８から予め定めた
期間が経過したか否かを判定する。予め定めた期間が経過したと判定した場合（ＹＥＳ）
、ステップＳ２０２へ戻る。つまり、電子端末装置１は、例えば、予め定めた期間が経過
する度に未読件数を更新する。これにより、電子端末装置１は、例えば、未読のまま、有
効期間終了日時を経過した電子書籍を未読件数から除外することができる。よって、電子
端末装置１は、最新の未読件数を表示できる。
　一方、予め定めた期間が経過していないと判定した場合（ＮＯ）、ステップＳ２０９へ
進む。
（ステップＳ２０９）電子端末装置１のスイッチが切られた場合（ＹＥＳ）、動作を終了
する。一方、電子端末装置１のスイッチが切られていない場合（ＮＯ）、ステップＳ２０
６へ戻る。
【００５４】
　このように、本実施形態によれば、表示部１２１は、電子書籍の内容を表示するアプリ
ケーション（電子書籍アプリ）が起動されていない場合や画面全体に表示されていない場
合に、未読の電子書籍があることを表す情報を表示する。これにより、電子端末装置１は
、利用者に対して電子書籍サービスを簡便に利用させることができる。
　また、本実施形態によれば、表示部１２１は、未読件数を表示する。これにより、電子
端末装置１は、利用者に対して未読件数を知らせることができ、電子書籍を読むことを促
すことができる。
【００５５】
　また、本実施形態によれば、表示部１２１は、未読件数が予め定めた値より大きい場合
には、この値以上であることを表す情報を表示する。これにより、電子端末装置１は、表
示領域を増やすことなく、利用者に対して未読件数を知らせることができる。また、未読
件数が膨大となり、利用者が未読件数を無視することや、未読件数にストレスを感じるこ
とを防止できる。
　また、本実施形態によれば、表示部１２１は、予め定められたグループ毎に、グループ
に属する電子書籍の未読件数を表示する。これにより、電子端末装置１は、グループ毎に
、利用者に対して未読件数を知らせることができる。
【００５６】
　図１２は、本実施形態に係る電子端末装置１における表示（横表示）の別の一例を表す
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概略図である。この図は、図２の電子端末装置１を９０度回転させた場合の表示の一例を
表す。
　図１２において、ウェジェットＷ１ａは、ウィジェット１と比較して縦方向が短くなり
、横方向が長くなっている。例えば、画像Ｗ１１ａ～Ｗ１３ａでは、グループ名と未読件
数が同じ行に表示されている（図２では別の行に表示されている）。換言すれば、電子端
末装置１は、グループ名と未読件数が同じ行に表示することにより、縦方向の長さが短い
ウィジェットＷ１ａを表示する。これにより、利用者は、ウィジェットＷ１ａ以外の領域
において、画面の縦方向の長さを圧迫されることなく利用できる。
【００５７】
＜変形例１＞
　図１３は、本実施形態の変形例１に係る電子端末装置１における表示の一例を表す概略
図である。
　図１３のウィジェットＷ１ｂと図２のウィジェットＷ１とを比較すると、ウィジェット
Ｗ１ｂがテロップ表示部Ｔ１ｂを有する点で異なる。テロップ表示部Ｔ１ｂは、ストアサ
ーバ４から配信される広告等の文字列を表示する。この文字列の予め定められた文字数（
例えば、２００文字）以下の文字列であり、テロップ表示部Ｔ１ｂ内でループして表示さ
れる。なお、ストアサーバ４から文字列を受信できない場合、又は、ストアサーバ４から
受信した文字列が予め定めた期間（例えば１週間）更新されない場合、電子端末装置１は
、テロップ表示部Ｔ１ｂを表示せずに、図２のウィジェットＷ１を表示するようにしても
よい。
　図１３において、テロップ表示部Ｔ１ｂには、ロゴＬ２ｂが表示されている。なお、ロ
ゴＬ２ｂが選択された場合には、電子端末装置１がストアページＰ１１を表示する。
【００５８】
（第２の実施形態）
　以下、図面を参照しながら本発明の第２の実施形態について詳しく説明する。
　図１４は、本発明の第２の実施形態に係る電子端末装置１における表示の一例を表す概
略図である。図１４のウィジェットＷ１ｃと図２のウィジェットＷ１とを比較すると、ウ
ィジェットＷ１ｃがサムネイル画像表示部Ｂ１を有する点で異なる。
　サムネイル画像表示部Ｂ１には、電子書籍のサムネイル画像Ｂ１１～Ｂ１５の順に表示
されている。ここで、サムネイル画像表示部Ｂ１に表示されるサムネイル画像は、未読の
電子書籍のサムネイル画像である。サムネイル画像が５個以上ある場合には、サムネイル
画像表示部Ｂ１では、サムネイル画像をスクロールできる。なお、ウィジェットＷ１は、
横４×縦２のサイズである。
【００５９】
　図１５は、本実施形態に係る電子端末装置１ｃの構成を示す概略ブロック図である。こ
の図において、電子端末装置１ｃは、入力部１０１、通信部１０２、電子書籍取得部１０
３、電子書籍記憶部１０４、お知らせ情報取得部１０５、管理情報記憶部１０６、管理情
報更新部１０７、表示制御部１１ｃ、及び、表示部１２１を含んで構成される。電子端末
装置１ｃ（図１５）と電子端末装置１（図６）とを比較すると、電子端末装置１ｃがサム
ネイル画像生成部１１５ｃを備える点で異なる。
【００６０】
　サムネイル画像生成部１１５ｃは、サムネイル画像を整列し、整列した順序でサムネイ
ル画像を表示させる表示情報を生成する。具体的には、サムネイル画像生成部１１５ｃは
、以下の順序のいずれか、或いは、以下の順序の組み合わせで、サムネイル画像を整列す
る。
（１）デスクページ又はストアページで表示する順序
（２）ダウンロード日時、発行日時、購入日時の順序
（３）グループ情報の順序
【００６１】
　上記（１）の順序で表示させる場合、管理情報記憶部１０６は、書籍ＩＤと表示順序を
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対応付けた表示順情報を表示順テーブルに記憶する。例えば、デスク表示制御部１１２は
、デスクページで一覧（第２の一覧）を表示する場合の表示順序を表す表示順情報を、表
示順テーブルに記憶させる。また例えば、電子書籍取得部１０３及びお知らせ情報取得部
１０５は、ストアページで一覧（第２の一覧）を表示する場合の表示順序を表す表示順情
報を、表示順テーブルに記憶させる。
　サムネイル画像生成部１１５ｃは、管理情報記憶部１０６が記憶する情報に基づいて、
未読の電子書籍のサムネイル画像を整列する。換言すれば、サムネイル画像生成部１１５
ｃは、デスクページ又はストアページで表示する書棚で表示される順序に従って、未読の
電子書籍のサムネイル画像を整列する。
【００６２】
　上記（２）の順序で表示させる場合、サムネイル画像生成部１１５ｃは、管理情報記憶
部１０６が記憶する情報に基づいて、ダウンロード日時、発行日時、購入日時の新しい順
序で、未読の電子書籍のサムネイル画像を整列する。なお、本発明はこれに限らず、サム
ネイル画像生成部１１５ｃは、ダウンロード日時、発行日時、購入日時の古い順序で整列
してもよい。
【００６３】
　上記（３）の順序で表示させる場合、サムネイル画像生成部１１５ｃは、管理情報記憶
部１０６が記憶する情報に基づいて、予め定められたグループの順序で、未読の電子書籍
のサムネイル画像を整列する。グループの順序は、「書籍」、「おすすめ」の順序であっ
てもよいし、「おすすめ」、「書籍」の順序であってもよい。ここで言う「書籍」とは利
用者が購入した電子書籍や購読契約して取得した電子書籍を指し、一方「おすすめ」はス
トアサーバ４から無料で送信された電子書籍を指しているが、グループの分け方はこれに
限らない。
　また、サムネイル画像生成部１１５ｃは、以下の（ａ）～（ｃ）のように、利用者の利
用履歴に応じて、グループの順序を決定してもよい。
【００６４】
（ａ）ダウンロード日時の順序
　例えば、サムネイル画像生成部１１５ｃは、ダウンロード日時（又は発行日時、購入日
時であってもよい）が新しい電子書籍を含むグループを優先させるように、グループの順
序を決定してもよい。例えば、図７と図８の書籍管理情報では、サムネイル画像生成部１
１５ｃは、ダウンロード日時が最新「２０１１／４／２０」の電子書籍（書籍ＩＤ「１２
３４５」）を含む「書籍」グループを１番目の順とし、次に新しい「２０１１／４／１８
」の電子書籍を含む「おすすめ」グループを２番目の順とする。
【００６５】
（ｂ）未読件数又は書籍件数の順序
　例えば、サムネイル画像生成部１１５ｃは、未読件数が多いグループを優先させるよう
に、グループの順序を決定してもよい。これにより、利用者が未読件数の多いグループの
電子書籍を参照する機会を増やすことができる。ただし、本発明はこれに限らず、サムネ
イル画像生成部１１５ｃは、未読件数が少ないグループを優先させるように、グループの
順序を決定してもよい。これにより、利用者が未読件数の少ないグループ、つまり、利用
者がよく利用するグループの電子書籍を参照し易くすることができる。
　また、サムネイル画像生成部１１５ｃは、未読件数に代えて書籍件数に基づいて、グル
ープの順序を決定してもよい。つまり、サムネイル画像生成部１１５ｃは、未読と既読の
電子書籍の合計件数に基づいて、グループの順序を決定してもよい。
【００６６】
（ｃ）読書回数又は読書累積時間の順序
　例えば、サムネイル画像生成部１１５ｃは、読書回数又は読書累積時間の合計値が多い
グループを優先させるように、グループの順序を決定してもよい。ただし、本発明はこれ
に限らず、サムネイル画像生成部１１５ｃは、読書回数又は読書累積時間の合計値が少な
いグループを優先させるように、グループの順序を決定してもよい。
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【００６７】
　図１６は、本実施形態に係る電子端末装置１ｃの動作の一例を示すフローチャートであ
る。電子端末装置１ｃの動作（図１６）と電子端末装置１の動作（図１１）とを比較する
と、電子端末装置１ｃの動作ではステップＳ３１０とＳ３０５を有する点で異なる。
【００６８】
（ステップＳ３１０）サムネイル画像生成部１１５ｃは、上記の（１）～（３）の順序で
、サムネイル画像を整列する。なお、サムネイル画像生成部１１５ｃは、現在時刻が有効
期間開始日時と有効期間終了日時との間にあるものを、整列の対象とする。その後、ステ
ップＳ３０５へ進む。
（ステップＳ３０５）ウィジェット表示制御部１１４は、ウィジェットＷ１ｃを表示する
。
【００６９】
　このように、本実施形態によれば、表示部１２１は、未読の電子書籍を表すサムネイル
画像の一覧（第１の一覧）を表示する。これにより、電子端末装置１は、利用者に対して
、未読の電子書籍のサムネイル画像を表示でき、電子書籍サービスを簡便に利用させるこ
とができる。
　また、本実施形態によれば、表示制御部１１ｃ（サムネイル画像生成部１１５ｃ）は、
デスクページ又はストアページでの一覧の表示順序に基づいて、サムネイル画像表示部Ｂ
１での画像の表示順序を決定する。これにより、電子端末装置１は、デスクページ又はス
トアページが遷移する場合でも、ウィジェットＷ１ｃに表示されるサムネイル画像と同じ
順序で、画像一覧を表示できる。これにより、電子端末装置１は、利用者に対して円滑な
サービスを提供できる。例えば、電子端末装置１は、ウィジェットＷ１ｃに表示されてい
るサムネイル画像の電子書籍が、デスクページ又はストアページの一覧では表示されず、
利用者が円滑にサービスを利用できなくなることを防止できる。
　また、本実施形態によれば、表示制御部１１ｃは、電子書籍が属するグループに基づい
て、サムネイル画像表示部Ｂ１での画像の表示順序を決定する。表示部１２１は、表示制
御部１１ｃが決定した表示順序で、サムネイル画像の一覧を表示する。これにより、電子
端末装置１は、例えば、優先順位の高いグループのサムネイル画像の一覧を優先して表示
できる。
【００７０】
＜変形例２＞
　なお、本実施形態において、電子端末装置１ｃは、グループ毎にサムネイル画像表示部
Ｂ１の表示領域を割り当ててもよい。
　図１７は、本実施形態の変形例２に係る電子端末装置１ｃにおける表示の一例を表す概
略図である。この図において、ウィジェットＷ１ｃでは、サムネイル画像Ｂ１１～Ｂ１３
の表示領域が、第１グループに割り当てられている。また、ウィジェットＷ１ｃでは、サ
ムネイル画像Ｂ１４、Ｂ１５の表示領域が、第２グループに割り当てられている。例えば
、第１グループが「書籍」グループであり、第２グループが「おすすめ」グループである
。
【００７１】
　具体的には、サムネイル画像生成部１１５ｃは、グループ毎に未読の電子書籍のサムネ
イル画像であって、表示順に整列したサムネイル画像を抽出する。サムネイル画像生成部
１１５ｃは、グループ毎に予め定められた数だけ、整列順にサムネイル画像を選択する。
サムネイル画像生成部１１５ｃは、選択したサムネイル画像を、予め定められた表示領域
に表示させる表示情報を生成する。
　また、サムネイル画像生成部１１５ｃは、以下の（ｄ）～（ｆ）のように、利用者の利
用履歴に応じて、表示領域での順序や表示領域の大きさ（縦幅、横幅、割合等）を決定し
てもよい。
【００７２】
（ｄ）ダウンロード日時の順序
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　例えば、サムネイル画像生成部１１５ｃは、ダウンロード日時（又は発行日時、購入日
時であってもよい）が新しい電子書籍を含むグループを優先させるように、グループの順
序又は表示領域の大きさを決定してもよい。例えば、図７と図８の書籍管理情報では、サ
ムネイル画像生成部１１５ｃは、「書籍」グループに属する電子書籍のサムネイル画像を
左から１番目に表示し、また、３個のサムネイル画像の表示領域とする。この場合、サム
ネイル画像生成部１１５ｃは、「おすすめ」グループに属する電子書籍のサムネイル画像
を左から２番目に表示し、また、２個のサムネイル画像の表示領域とする。つまり、サム
ネイル画像生成部１１５ｃは、優先するグループに属する電子書籍のサムネイル画像ほど
、左側に大きな領域で表示する。
【００７３】
（ｅ）未読件数又は書籍件数の順序
　例えば、サムネイル画像生成部１１５ｃは、未読件数が多いグループを優先させるよう
に、グループの順序又は表示領域の大きさを決定してもよい。ただし、本発明はこれに限
らず、サムネイル画像生成部１１５ｃは、未読件数が少ないグループを優先させるように
、グループの順序又は表示領域の大きさを決定してもよい。
（ｆ）読書回数又は読書累積時間の順序
　例えば、サムネイル画像生成部１１５ｃは、読書回数又は読書累積時間の合計値が多い
グループを優先させるように、グループの順序又は表示領域の大きさを決定してもよい。
ただし、本発明はこれに限らず、サムネイル画像生成部１１５ｃは、読書回数又は読書累
積時間の合計値が少ないグループを優先させるように、グループの順序又は表示領域の大
きさを決定してもよい。
【００７４】
　このように、変形例２によれば、表示制御部１１ｃは、電子書籍が属するグループに基
づいて、サムネイル画像表示部Ｂ１での画像の表示領域を決定する。表示部１２１は、表
示制御部１１ｃが決定した表示順序で、サムネイル画像の一覧を表示する。これにより、
電子端末装置１は、例えば、優先順位の高いグループのサムネイル画像の一覧を優先して
表示できる。また、電子端末装置１は、例えば、優先順位の低いグループにも、表示領域
を割り当てることができ、表示するグループの数を増やすことができる。
【００７５】
　なお、上述した実施形態における表示装置１、１ｃの一部をコンピュータで実現するよ
うにしても良い。その場合、この制御機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読
み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータ
システムに読み込ませ、実行することによって実現しても良い。なお、ここでいう「コン
ピュータシステム」とは、表示装置１、１ｃに内蔵されたコンピュータシステムであって
、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。また、「コンピュータ読み取り可
能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等
の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをい
う。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワ
ークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時
間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュ
ータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものも含
んでも良い。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであって
も良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラム
との組み合わせで実現できるものであっても良い。
　また、上述した実施形態における表示装置１、１ｃ装置の一部、または全部を、ＬＳＩ
（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）等の集積回路として実現しても良
い。表示装置１、１ｃの各機能ブロックは個別にプロセッサ化してもよいし、一部、また
は全部を集積してプロセッサ化しても良い。また、集積回路化の手法はＬＳＩに限らず専
用回路、または汎用プロセッサで実現しても良い。また、半導体技術の進歩によりＬＳＩ
に代替する集積回路化の技術が出現した場合、当該技術による集積回路を用いても良い。
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【００７６】
　以上、図面を参照してこの発明の一実施形態について詳しく説明してきたが、具体的な
構成は上述のものに限られることはなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲内において様
々な設計変更等をすることが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明は、携帯電話や電子書籍装置等に適用できる。
【符号の説明】
【００７８】
　１、１ｃ　　電子端末装置（表示装置）
　２　　基地局装置
　３　　ネットワーク
　４　　ストアサーバ
　１０１　　入力部
　１０２　　通信部
　１０３　　電子書籍取得部
　１０４　　電子書籍記憶部
　１０５　　お知らせ情報取得部
　１０６　　管理情報記憶部
　１０７　　管理情報更新部
　１１、１１ｃ　　表示制御部
　１２１　　表示部
　１１１　　ブラウザ表示制御部
　１１２　　デスク表示制御部
　１１３　　未読件数生成部
　１１４　　ウィジェット表示制御部
　１１５ｃ　　サムネイル画像生成部
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】

【手続補正書】
【提出日】平成26年1月20日(2014.1.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子書籍を表示する表示装置であって、
　電子書籍の内容を表示するアプリケーションが画面全体に表示されていない場合に、
　未読の個々の電子書籍を表す画像の第１の一覧を表示する表示部と、
　前記未読の個々の電子書籍が属する２つ以上のグループに基づいて、前記第１の一覧で
の画像の表示順序を決定する表示制御部と、を備え、
　前記表示部は、前記表示制御部が決定した表示順序で、前記第１の一覧を表示する
　表示装置。
【請求項２】
　前記グループの順序は利用者の利用履歴に基づいて決定される請求項１に記載の表示装
置。
【請求項３】
　前記グループの順序は未読の電子書籍の件数に基づいて決定される請求項１又は請求項
２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記グループには利用者が購入した電子書籍の書籍グループ及び無料で送信された電子
書籍のおすすめグループが含まれる請求項１ないし３のいずれか一項に記載の表示装置。
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【請求項５】
　前記未読の個々の電子書籍を表す画像はサムネイル画像である請求項１ないし４のいず
れか一項に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記第１の一覧は前記画面でスクロールされる請求項１ないし５のいずれか一項に記載
の表示装置。
【請求項７】
　前記第１の一覧での画像の表示領域の大きさは利用者の利用履歴に基づいて決定される
請求項１ないし６のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記表示制御部は前記グループの画像の情報を前記表示部へ出力し、前記表示部は前記
グループの画像の第２の一覧を前記第１の一覧と同時に表示する請求項１ないし７のいず
れか一項に記載の表示装置。
【請求項９】
　表示装置における表示方法において、
　電子書籍の内容が画面全体に表示されていない場合に、未読の個々の電子書籍を表す画
像の第１の一覧を表示する表示工程と、
　前記未読の個々の電子書籍が属する２つ以上のグループに基づいて、前記第１の一覧で
の画像の表示順序を決定する表示制御工程と、を有し、
　前記表示工程は前記表示制御工程で決定した表示順序で前記第１の一覧を表示する
　表示方法。
【請求項１０】
　表示装置のコンピュータに、
　電子書籍の内容が画面全体に表示されていない場合に、未読の個々の電子書籍を表す画
像の第１の一覧を表示する表示工程と、
　前記未読の個々の電子書籍が属する２つ以上のグループに基づいて、前記第１の一覧で
の画像の表示順序を決定する表示制御工程と、を実行させるための表示プログラムであっ
て、
　前記表示工程は前記表示制御工程で決定した表示順序で前記第１の一覧を表示する
　表示プログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
（１）本発明は上記の課題を解決するためになされたものであり、本発明の一態様に係る
表示装置は、電子書籍を表示する表示装置であって、電子書籍の内容を表示するアプリケ
ーションが画面全体に表示されていない場合に、未読の個々の電子書籍を表す画像の第１
の一覧を表示する表示部と、前記未読の個々の電子書籍が属する２つ以上のグループに基
づいて、前記第１の一覧での画像の表示順序を決定する表示制御部とを備え、前記表示部
は、前記表示制御部が決定した表示順序で、前記第１の一覧を表示する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
（２）上記の表示装置において、前記グループの順序は利用者の利用履歴に基づいて決定
されるように構成されていてもよい。
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【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
（３）上記の表示装置において、前記グループの順序は未読の電子書籍の件数に基づいて
決定されるように構成されていてもよい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
（４）上記の表示装置において、前記グループには利用者が購入した電子書籍の書籍グル
ープ及び無料で送信された電子書籍のおすすめグループが含まれるように構成されていて
もよい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
（５）上記の表示装置において、前記未読の個々の電子書籍を表す画像はサムネイル画像
であるように構成されていてもよい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
（６）上記の表示装置において、前記第１の一覧は前記画面でスクロールされるように構
成されていてもよい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
（７）上記の表示装置において、前記第１の一覧での画像の表示領域の大きさは利用者の
利用履歴に基づいて決定されるように構成されていてもよい。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
（８）上記の表示装置において、前記表示制御部は前記グループの画像の情報を前記表示
部へ出力し、前記表示部は前記グループに属する電子書籍の画像の第２の一覧を前記第１
の一覧と同時に表示するように構成されていてもよい。
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【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
（９）本発明の他の一態様に係る表示方法は、表示装置における表示方法において、電子
書籍の内容が画面全体に表示されていない場合に、未読の個々の電子書籍を表す画像の第
１の一覧を表示する表示工程と、前記未読の個々の電子書籍が属する２つ以上のグループ
に基づいて、前記第１の一覧での画像の表示順序を決定する表示制御工程と、を有し、前
記表示工程は前記表示制御工程で決定した表示順序で前記第１の一覧を表示する。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
（１０）本発明の他の一態様に係る表示プログラムは、表示装置のコンピュータに、電子
書籍の内容が画面全体に表示されていない場合に、未読の個々の電子書籍を表す画像の第
１の一覧を表示する表示工程と、前記未読の個々の電子書籍が属する２つ以上のグループ
に基づいて、前記第１の一覧での画像の表示順序を決定する表示制御工程と、を実行させ
るための表示プログラムであって、前記表示工程は前記表示制御工程で決定した表示順序
で前記第１の一覧を表示する。
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