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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク上の表示制御サーバにおいて要素画像の利用が設定されている場合に、第
１のリンク情報と関連付けられたアイコン画像および要素画像を含む表示画面を生成し、
ネットワーク上の表示制御サーバにおいて要素画像の利用が設定されていない場合に、デ
フォルトの表示画面を生成する表示制御部と、
　前記要素画像、および前記要素画像に関するリンク先を示す第２のリンク情報をネット
ワークを介して取得する取得部と、
　ユーザ操作を検出する操作検出部と、
　前記操作検出部により第１の操作が検出された場合には前記第１のリンク情報の示すリ
ンク先との接続を制御し、第２の操作が検出された場合には前記第２のリンク情報の示す
リンク先との接続を制御する通信部と、
を備える、表示制御装置。
【請求項２】
　前記第２のリンク情報の示すリンク先は、前記第１のリンク情報の示すリンク先の下位
階層である、請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記表示制御部は、前記アイコン画像がフォーカスされている場合に前記要素画像を含
む前記表示画面を生成する、請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項４】
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　前記表示制御装置は、前記取得部により取得された１または２以上の要素画像を記憶す
る記憶部をさらに備え、
　前記表示制御部は、前記記憶部に記憶されている前記１または２以上の要素画像のうち
で、ネットワーク上の表示制御サーバによって指定される要素画像の表示を制御する、請
求項１に記載の表示制御装置。
【請求項５】
　前記表示制御装置は、前記記憶部を管理する管理部をさらに備え、
　前記１または２以上の要素画像の各々には有効期限を示す情報が対応付けられており、
　前記管理部は、前記記憶部に記憶されている前記１または２以上の要素画像から、有効
期限の切れている要素画像を削除する、請求項４に記載の表示制御装置。
【請求項６】
　前記要素画像の各々には優先度が付されており、
　前記取得部は、ネットワークを介して優先度の高い要素画像を優先的に取得する、請求
項５に記載の表示制御装置。
【請求項７】
　前記取得部は、ネットワーク上の表示制御サーバによって指定される要素画像を取得し
、
　前記表示制御部は、前記取得部により取得された要素画像の表示を制御する、請求項１
に記載の表示制御装置。
【請求項８】
　前記第１のリンク情報の示すリンク先はネットワーク上の商取引サイトのトップページ
であり、
　前記第２のリンク情報の示すリンク先は、前記商取引サイトで扱われる取引対象に関す
る個別ページである、請求項２に記載の表示制御装置。
【請求項９】
　要素画像、および前記要素画像に関するリンク先を示す第２のリンク情報をネットワー
クを介して取得することと、
　ネットワーク上の表示制御サーバにおいて要素画像の利用が設定されている場合に、第
１のリンク情報と関連付けられたアイコン画像および前記要素画像を含む表示画面を生成
し、ネットワーク上の表示制御サーバにおいて要素画像の利用が設定されていない場合に
、デフォルトの表示画面を生成することと、
　前記アイコン画像に対する第１の操作が検出された場合には前記第１のリンク情報の示
すリンク先との接続を制御し、第２の操作が検出された場合には前記第２のリンク情報の
示すリンク先との接続を制御することと、
を含む、表示制御方法。
【請求項１０】
　コンピュータを、
　ネットワーク上の表示制御サーバにおいて要素画像の利用が設定されている場合に、第
１のリンク情報と関連付けられたアイコン画像および要素画像を含む表示画面を生成し、
ネットワーク上の表示制御サーバにおいて要素画像の利用が設定されていない場合に、デ
フォルトの表示画面を生成する表示制御部と、
　前記要素画像、および前記要素画像に関するリンク先を示す第２のリンク情報をネット
ワークを介して取得する取得部と、
　ユーザ操作を検出する操作検出部と、
　前記操作検出部により前記アイコン画像に対する第１の操作が検出された場合には前記
第１のリンク情報の示すリンク先との接続を制御し、第２の操作が検出された場合には前
記第２のリンク情報の示すリンク先との接続を制御する通信部と、
として機能させるための、プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アイコン画像の利用に関するユーザの利便性を向上するための表示制御装置
、表示制御方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近日、携帯電話、ゲーム機器、およびＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）な
どの多様な情報処理装置が普及している。このような情報処理装置は、一般的に、実行可
能な機能やアプリケーションなどのアイコン画像を表示し、ユーザによって選択されたア
イコン画像に対応する機能やアプリケーションを起動する。
【０００３】
　例えば、ネットワーク上の商取引サイトを示すストアアイコンを情報処理装置が表示す
る場合、ユーザは、このストアアイコンを選択することにより、情報処理装置に商取引サ
イトのトップページにアクセスさせることが可能である。なお、アイコン表示に関し、例
えば特許文献１にはアイコン画像の表示内容を状況に応じて変化させ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】特開平１０－２２９５０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上述のように各アイコン画像に関するアクセス先が一意に特定されている場合
、ユーザによる利便性が損なわれる。例えば、上記のようにストアアイコンの選択による
アクセス先が商取引サイトのトップページに特定される場合、ユーザは、所望の商品の個
別ページを商取引サイトのトップページから辿る必要があるので煩雑である。
【０００６】
　そこで、本開示では、アイコン画像の利用に関するユーザの利便性を向上することが可
能な、新規かつ改良された表示制御装置、表示制御方法、およびプログラムを提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示によれば、第１のリンク情報と関連付けられたアイコン画像および要素画像を含
む表示画面を生成する表示制御部と、前記要素画像、および前記要素画像に関するリンク
先を示す第２のリンク情報をネットワークを介して取得する取得部と、ユーザ操作を検出
する操作検出部と、前記操作検出部により第１の操作が検出された場合には前記第１のリ
ンク情報の示すリンク先との接続を制御し、第２の操作が検出された場合には前記第２の
リンク情報の示すリンク先との接続を制御する通信部と、を備える表示制御装置が提供さ
れる。
【０００８】
　また、本開示によれば、要素画像、および前記要素画像に関するリンク先を示す第２の
リンク情報をネットワークを介して取得することと、第１のリンク情報と関連付けられた
アイコン画像および前記要素画像を含む表示画面を生成することと、前記アイコン画像に
対する第１の操作が検出された場合には前記第１のリンク情報の示すリンク先との接続を
制御し、第２の操作が検出された場合には前記第２のリンク情報の示すリンク先との接続
を制御することと、を含む表示制御方法が提供される。
【０００９】
　また、本開示によれば、コンピュータを、第１のリンク情報と関連付けられたアイコン
画像および要素画像を含む表示画面を生成する表示制御部と、前記要素画像、および前記
要素画像に関するリンク先を示す第２のリンク情報をネットワークを介して取得する取得
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部と、ユーザ操作を検出する操作検出部と、前記操作検出部により前記アイコン画像に対
する第１の操作が検出された場合には前記第１のリンク情報の示すリンク先との接続を制
御し、第２の操作が検出された場合には前記第２のリンク情報の示すリンク先との接続を
制御する通信部と、として機能させるためのプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００１０】
　以上説明したように本開示によれば、アイコン画像の利用に関するユーザの利便性を向
上することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本開示の第１の実施形態による表示制御システムの全体構成を示した説明図であ
る。
【図２】オンラインアイコンの利用設定がオフである場合のメニュー画面の具体例を示し
た説明図である。
【図３】第１の実施形態による表示制御装置の構成を示した機能ブロック図である。
【図４】画像配布サーバの構成を示した説明図である。
【図５】オンラインアイコンの利用設定がオンである場合のメニュー画面の具体例を示し
た説明図である。
【図６】第１の実施形態による表示制御装置の動作を示したフローチャートである。
【図７】本開示の第２の実施形態による表示制御システムの全体構成を示した説明図であ
る。
【図８】ＩＤリストサーバが有するＩＤリストの具体例を示した説明図である。
【図９】データ配布サーバのデータ格納部の構成例を示した説明図である。
【図１０】オンラインデータの利用設定がオンである場合に表示制御サーバから取得され
るスクリプトの具体例を示した説明図である。
【図１１】第２の実施形態による表示制御装置の構成を示した機能ブロック図である。
【図１２】記憶部の構成を示した説明図である。
【図１３】第２の実施形態によるメニュー画面の具体例を示した説明図である。
【図１４】第２の実施形態による表示制御装置の動作を示したフローチャートである。
【図１５】本開示の第３の実施形態による表示制御システムの全体構成を示した説明図で
ある。
【図１６】ポップデータ配信サーバが格納しているポップデータの具体例を示した説明図
である。
【図１７】第３の実施形態による表示制御装置の構成を示した機能ブロック図である。
【図１８】第３の実施形態によるメニュー画面の具体例を示した説明図である。
【図１９】ポップリストの具体例を示した説明図である。
【図２０】第３の実施形態による表示制御装置の動作を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１３】
　また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素を
、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。ただし、実質的
に同一の機能構成を有する複数の構成要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符
号のみを付する。
【００１４】
　また、以下に示す項目順序に従って本開示を説明する。
　　１．第１の実施形態
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　　２．第２の実施形態
　　３．第３の実施形態
　　４．むすび
【００１５】
　＜１．第１の実施形態＞
　本開示の第１の実施形態は、表示装置に表示するメニュー画面のアイコン画像をネット
ワークにより指定された画像に差し替える表示制御装置に関する。例えば、第１の実施形
態による表示制御装置は、ネットワーク上のオンラインゲームストアにアクセスするため
のストアアイコンを、ネットワークにより指定された特定の商品の画像に差し替えること
ができる。この場合、特定の商品に対するユーザの興味を喚起し、特定の商品の販売を促
進することが可能となる。以下、このような本開示の第１の実施形態について詳細に説明
する。
【００１６】
　　（第１の実施形態のシステム構成）
　図１は、本開示の第１の実施形態による表示制御システムの全体構成を示した説明図で
ある。図１に示したように、第１の実施形態による表示制御システムは、表示制御装置１
１と、コントローラ２０と、アイコン制御サーバ３２と、画像配布サーバ３３と、表示装
置５０と、を備える。また、表示制御装置１１、アイコン制御サーバ３２、および画像配
布サーバ３３は、ネットワーク１８を介して接続されている。
【００１７】
　なお、ネットワーク１８は、ネットワーク１８に接続されている装置から送信される情
報の有線、または無線の伝送路である。例えば、ネットワーク１８は、インターネット、
電話回線網、衛星通信網などの公衆回線網や、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）を含む各種
のＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）などを含んでもよい。また、ネットワーク１８は、ＩＰ－ＶＰＮ（Ｉｎｔ
ｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）な
どの専用回線網を含んでもよい。
【００１８】
　上記のネットワーク１８に接続される第１の実施形態による表示制御装置１１は、多様
な表示画面を生成し、生成した表示画面を表示装置５０に供給する。例えば、表示制御装
置１１は、複数のアイコン画像を含むメニュー画面を生成し、このメニュー画面を表示装
置５０に供給する。ここで、本実施形態よる表示制御装置１１は、詳細については後述す
るように、メニュー画面に含まれるストアアイコンとして、アイコン制御サーバ３２によ
って指定されたアイコン画像を用いることが可能である。
【００１９】
　なお、図１においては表示制御装置１１の一例として家庭用ゲーム機器を示しているが
、表示制御装置１１は家庭用ゲーム機器に限定されない。表示制御装置１１は、例えば、
ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、家庭用映像処理装置（ＤＶＤレコーダ、
ビデオデッキなど）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ
ｓ）、家電機器などの情報処理装置であってもよい。また、表示制御装置１１は、スマー
トフォン、携帯電話、ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ
）、携帯用音楽再生装置、携帯用映像処理装置、携帯用ゲーム機器などの情報処理装置で
あってもよい。
【００２０】
　コントローラ２０は、ユーザ操作部の機能を担うユーザインタフェースであり、図１に
示したように、十字キー２０、三角ボタン２４、丸ボタン２４Ｂ、バツボタン２４Ｃおよ
び四角ボタン２４Ｄなどの操作ボタンを有する。ユーザは、このコントローラ２０を操作
することにより、表示制御装置１１の動作を制御することができる。
【００２１】
　なお、図１においては、ユーザ操作部の一例として家庭用ゲーム機器のコントローラ２
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０を示しているが、ユーザ操作部はコントローラ２０に限定されない。ユーザ操作部は、
例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、タッチパッド、スイッチ、レバー、ダイヤ
ル、または赤外線などの無線信号を発するリモートコントローラであってもよい。
【００２２】
　アイコン制御サーバ３２は、メニュー画面に含まれるストアアイコンとして用いるアイ
コン画像を指定する表示制御サーバである。アイコン制御サーバ３２は、図１に示したよ
うに「ｈｔｔｐ：／／ＸＸＸ．ＸＸ．ＸＸ／ＸＸ．ｘｍｌ」のような固定ＵＲＬを有する
ので、表示制御装置１１は、この固定ＵＲＬに従ってアイコン制御サーバ３２にアクセス
することができる。なお、本明細書においては、アイコン制御サーバ３２がストアアイコ
ンを指定する例を説明するが、アイコン制御サーバ３２は、ストアアイコン以外の多様な
アイコンに用いる画像を指定することも可能である。
【００２３】
　画像配布サーバ３３は、多様なアイコン画像を格納しており、表示制御装置１１から要
求されたアイコン画像を表示制御装置１１に配布する。画像配布サーバ３３は、図１に示
したように「ｈｔｔｐ：／／ＹＹＹ．ＹＹ．ＹＹ／ＹＹ」のような固定ＵＲＬを有し、格
納している各アイコン画像には、この固定ＵＲＬにアイコン画像ごとのパラメータが付加
されたＵＲＬが割り当てられている。
【００２４】
　表示装置５０は、表示制御装置１１から供給される表示画面を表示する。例えば、表示
装置５０は、複数のアイコン画像を含むメニュー画面を表示する。以下、図２を参照し、
第１の実施形態によるオンラインアイコンの利用設定がオフである場合のメニュー画面の
具体例を説明する。
【００２５】
　図２は、オンラインアイコンの利用設定がオフである場合のメニュー画面６０の具体例
を示した説明図である。図２に示したように、メニュー画面６０は、水平方向に配置され
たアイコン画像と、垂直方向に配置されたアイコン画像とを含む。より具体的には、水平
方向には、ゲームリストアイコン７１、ネットワークブラウザアイコン７２、ゲームネッ
トワークアイコン７３、およびフレンド情報アイコン７４が配置されている。一方、ゲー
ムネットワークアイコン７３と交差する垂直方向には、サービス用アイコン７３Ａ、最新
情報用アイコン７３Ｂ、およびネットワーク上の商取引サイトであるオンラインゲームス
トアにアクセスするためのストアアイコンＳが配置される。また、図２に示したようにス
トアアイコンＳにカーソルＣが合わせられてストアアイコンＳがフォーカスされると、オ
ンラインゲームストアを紹介するガイド表示７６がメニュー画面６０に表示される。
【００２６】
　一方、本開示の第１の実施形態によれば、オンラインアイコンの利用設定がオンである
場合、メニュー画面６０に含まれるストアアイコンＳを随時差し替えることが可能である
。以下、このような作用、効果を実現する表示制御装置１１、アイコン制御サーバ３２と
、および画像配布サーバ３３などについてより詳細に説明する。
【００２７】
　　（第１の実施形態による表示制御装置の構成）
　図３は、第１の実施形態による表示制御装置１１の構成を示した機能ブロック図である
。図３に示したように、第１の実施形態による表示制御装置１１は、操作検出部１０４、
通信部１０８、画像取得部１１２、記憶部１１６、および表示制御部１２０を備える。
【００２８】
　操作検出部１０４は、コントローラ２０から供給される操作信号に基づいて、コントロ
ーラ２０に対して行われたユーザ操作を検出する。そして、操作検出部１０４は、ユーザ
操作の検出結果を表示制御部１２０などに供給する。
【００２９】
　通信部１０８は、ネットワーク１８を介してアイコン制御サーバ３２および画像配布サ
ーバ３３などのネットワークノードと通信する。例えば、通信部１０８は、アイコン制御
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サーバ３２にアクセスし、オンラインアイコンの利用設定を確認する。ここで、オンライ
ンアイコンの利用設定がオフである場合、通信部１０８は例えば＜ｏｎｌｉｎｅｉｃｏｎ
　ｕｓｅ＝“ｏｆｆ”／＞のようなスクリプトをアイコン制御サーバ３２から取得する。
一方、オンラインアイコンの利用設定がオンである場合、通信部１０８は、利用するアイ
コン画像のＵＲＬを含む以下に示すようなスクリプトを取得する。
【００３０】
　－スクリプト例　
　　　＜ｏｎｌｉｎｅｉｃｏｎ　ｕｓｅ＝“ｏｎ”／＞
　　　　　ｈｔｔｐ：／／ＹＹＹ．ＹＹ．ＹＹ／ＹＹ／ａａａ．ｐｎｇ
　　　＜／ｏｎｌｉｎｅｉｃｏｎ＞
【００３１】
　なお、通信部１０８は、表示制御部１２０がメニュー画面を表示する際、あるいは所定
周期でアイコン制御サーバ３２にアクセスし、オンラインアイコンの利用設定を確認して
もよい。
【００３２】
　画像取得部１１２は、通信部１０８を介して、画像配布サーバ３３からオンラインアイ
コン画像を取得する。具体的には、画像取得部１１２は、オンラインアイコンの利用設定
がオンであり、かつ、アイコン制御サーバ３２によって指定されたオンラインアイコン画
像が記憶部１１６に記憶されていない場合、画像配布サーバ３３から上記スクリプトの示
すＵＲＬに基づいてオンラインアイコン画像を取得する。
【００３３】
　なお、画像配布サーバ３３は、図４に示すように、複数のオンラインアイコン画像を格
納するアイコン画像ＤＢ３４を有する。また、各アイコン画像には、画像配布サーバ３３
の固定ＵＲＬにオンラインアイコン画像ごとのパラメータが付加されたＵＲＬが割り当て
られている。例えば、オンラインアイコン画像「ａａａ．ｐｎｇ」には、「ｈｔｔｐ：／
／ＹＹＹ．ＹＹ．ＹＹ／ＹＹ／ａａａ．ｐｎｇ」というＵＲＬが割り当てられている。こ
のため、画像取得部１１２は、上記のようにアイコン制御サーバ３２から取得されたスク
リプトの示すＵＲＬに基づいてオンラインアイコン画像を取得することが可能である。
【００３４】
　記憶部１１６は、アイコン画像を記憶する。図３に示した例では、記憶部１１６は、デ
フォルトのストアアイコン「ｄｅｆａｕｌｔ．ｐｎｇ」およびオンラインアイコン画像「
ｂｂｂ．ｐｎｇ」を記憶しているが、オンラインアイコン画像「ａａａ．ｐｎｇ」は記憶
していない。このため、上記スクリプトのように、アイコン制御サーバ３２によりオンラ
インアイコン画像「ａａａ．ｐｎｇ」のストアアイコンとしての使用が指定された場合、
画像取得部１１２は、画像配布サーバ３３にアクセスしてオンラインアイコン画像「ａａ
ａ．ｐｎｇ」を取得する。
【００３５】
　なお、記憶部１１６は、不揮発性メモリ、磁気ディスク、光ディスク、およびＭＯ（Ｍ
ａｇｎｅｔｏ　Ｏｐｔｉｃａｌ）ディスクなどの記憶媒体であってもよい。不揮発性メモ
リとしては、例えば、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐ
ｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓ
ａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）があげられる。また、磁気ディスクとし
ては、ハードディスクおよび円盤型磁性体ディスクなどがあげられる。また、光ディスク
としては、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ）、ＤＶＤ－Ｒ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓ
ａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ　Ｒｅｃｏｒｄａｂｌｅ）およびＢＤ（Ｂｌｕ－Ｒａｙ　Ｄｉｓｃ
（登録商標））などがあげられる。
【００３６】
　表示制御部１２０は、表示装置５０の表示画面を制御する。例えば、表示制御部１２０
は、複数のアイコン画像を含むメニュー画面を生成し、生成したメニュー画面を表示装置
５０に供給する。ここで、第１の実施形態による表示制御装置１２０は、メニュー画面を
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生成する際に、オンラインアイコンの利用設定がオンである場合、図５に示すように、ア
イコン制御サーバ３２によって指定されたオンラインアイコン画像をストアアイコンとし
て利用する。
【００３７】
　図５は、オンラインアイコンの利用設定がオンである場合のメニュー画面６１の具体例
を示した説明図である。図５に示したように、オンラインアイコンの利用設定がオンであ
る場合、表示制御部１２０は、図２に示したデフォルトのストアアイコンＳを、アイコン
制御サーバ３２によって指定されたストアアイコンＳ’に差し替える。一方、表示制御部
１２０は、画像取得部１１２によってオンラインアイコン画像（ストアアイコンＳ’）を
取得できなかった場合、または、オンラインアイコンの利用設定がオフである場合などに
は、デフォルトのストアアイコンＳを利用する。そして、表示制御部１２０は、オンライ
ンアイコンの利用設定がオンになった時点、または画像取得部１１２によってアイコン画
像（ストアアイコンＳ’）が取得された時点でストアアイコンＳをストアアイコンＳ’に
差し替える。なお、ユーザによってストアアイコンＳまたはストアアイコンＳ’が選択さ
れた場合、通信部１０８は、所定のオンラインゲームストアのトップページにアクセスす
る。
【００３８】
　　（第１の実施形態による表示制御装置の動作）
　以上、本開示の第１の実施形態による表示制御装置１１の構成を説明した。続いて、図
６を参照し、第１の実施形態による表示制御装置１１の動作を整理する。
【００３９】
　図６は、第１の実施形態による表示制御装置１１の動作を示したフローチャートである
。図６に示したように、まず、表示制御装置１１がオンライン状態（ネットワーク１８に
接続できる状態）である場合（Ｓ４０４）、表示制御装置１１の通信部１０８はアイコン
制御サーバ３２にアクセスする（Ｓ４０８）。
【００４０】
　そして、オンラインアイコンの利用設定がオフである場合（Ｓ４１２）、表示制御部１
２０は、デフォルトのストアアイコンＳを含むメニュー画面を生成する（Ｓ４１６）。一
方、通信部１０８は、オンラインアイコンの利用設定がオンである場合（Ｓ４１２）、オ
ンラインアイコン画像のＵＲＬをアイコン制御サーバ３２から取得する（Ｓ４２０）。
【００４１】
　続いて、画像取得部１１２は、アイコン制御サーバ３２から取得されたＵＲＬの示すオ
ンラインアイコン画像が記憶部１１６に記憶されている取得済みのオンラインアイコン画
像であるか否かを判断する（Ｓ４２４）。そして、画像取得部１１２は、オンラインアイ
コン画像が未取得である場合、画像配布サーバ３３から上記ＵＲＬに基づいてオンライン
アイコン画像を取得する（Ｓ４２８）。その後、表示制御部１２０は、オンラインアイコ
ン画像をストアアイコンとして含むメニュー画面を生成する（Ｓ４３２）。
【００４２】
　　（第１の実施形態のまとめ）
　以上説明したように、第１の実施形態による表示制御装置１１は、ネットワーク上のオ
ンラインゲームストアにアクセスするためのストアアイコンを、アイコン制御サーバ３２
により指定されたオンラインアイコン画像に差し替えることができる。このため、事業者
側は、オンラインアイコン画像に特定の商品や季節感のある画像を設定することにより、
ユーザの興味を喚起し、販売促進を図ることが可能となる。
【００４３】
　なお、上記ではアイコン制御サーバ３２と画像配布サーバ３３が別個に構成される例を
説明したが、アイコン制御サーバ３２と画像配布サーバ３３の機能は同一のサーバに実装
されてもよい。この場合、当該サーバは、表示制御装置１１からのアクセスがあった場合
、オンラインアイコンの利用設定、および、利用設定がオンである場合にはオンライアイ
コン画像を表示制御装置１１に送信してもよい。
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【００４４】
　＜２．第２の実施形態＞
　以上、本開示の第１の実施形態を説明した。続いて、本開示の第２の実施形態を説明す
る。この第２の実施形態に関し、ストアアイコンの選択によるアクセス先が一意に特定さ
れる場合、ユーザによる利便性が損なわれる。例えば、ストアアイコンの選択によるアク
セス先がオンラインゲームストアのトップページに特定される場合、ユーザは、所望の商
品の個別ページをオンラインゲームストアのトップページから辿る必要があるので煩雑で
ある。これに対し、本開示の第２の実施形態によれば、ストアアイコンの利用に関するユ
ーザの利便性を向上することが可能である。以下、このような第２の実施形態について詳
細に説明する。
【００４５】
　　（第２の実施形態のシステム構成）
　図７は、本開示の第２の実施形態による表示制御システムの全体構成を示した説明図で
ある。図７に示したように、第２の実施形態による表示制御システムは、表示制御装置１
２と、コントローラ２０と、ＩＤリストサーバ３５と、データ登録サーバ３６と、データ
配布サーバ３７と、表示制御サーバ３９と、表示装置５０と、を備える。また、表示制御
装置１２、ＩＤリストサーバ３５、データ配布サーバ３７、および表示制御サーバ３９は
、ネットワーク１８を介して接続されている。なお、ネットワーク１８、コントローラ２
０、および表示装置５０の構成は第１の実施形態で説明した通りであるので、ここでの詳
細に説明を省略する。
【００４６】
　第２の実施形態による表示制御装置１２は、多様な表示画面を生成し、生成した表示画
面を表示装置５０に供給する。例えば、表示制御装置１２は、複数のアイコン画像を含む
メニュー画面を生成し、このメニュー画面を表示装置５０に供給する。ここで、本実施形
態よる表示制御装置１２は、詳細については後述するように、メニュー画面に含まれるス
トアアイコンがフォーカスされた場合に、表示制御サーバ３９によって指定されるオンラ
インデータ（動画や静止画などの要素画像データ、または音楽データなど）を用いてメニ
ュー画面を生成する。また、表示制御装置１２は、ストアアイコンに対する選択操作の種
別に応じ、異なるＷｅｂページにアクセスすることも可能である。
【００４７】
　なお、第２の実施形態による表示制御装置１２は、第１の実施形態による表示装置１１
と同様に、ＰＣ、家庭用映像処理装置、ＰＤＡ、家電機器、スマートフォン、携帯電話、
ＰＨＳ、携帯用音楽再生装置、携帯用映像処理装置、携帯用ゲーム機器などの情報処理装
置であってもよい。
【００４８】
　－－ＩＤリストサーバ－－
　ＩＤリストサーバ３５は、音楽データ、静止画データ、および動画データなどのデータ
ＩＤを含むＩＤリストを有する。ＩＤリストサーバ３５は、図７に示したように「ｈｔｔ
ｐ：／／ＡＡＡ．ＡＡ．ＡＡ／ＡＡ．ｘｍｌ」のような固定ＵＲＬを有するので、表示制
御装置１２は、この固定ＵＲＬに従ってアイコン制御サーバ３２にアクセスし、ＩＤリス
トを取得することができる。ここで、図８を参照し、ＩＤリストサーバ３５が有するＩＤ
リストの構成例を説明する。
【００４９】
　図８は、ＩＤリストサーバ３５が有するＩＤリストの具体例を示した説明図である。図
８に示したように、リストは、最終更新日時情報４８と、各オンラインデータに関する情
報を含む。なお、図８に示した例では、最終更新日時情報４８は「２０１１／６／３０」
である。
【００５０】
　また、図８に示したように、各オンラインデータ（データＤ１～Ｄ６）に関する情報は
、データタイプ、データサイズ、データ有効期限、データ優先度、およびデータＩＤを含
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む。例えば、データＩＤが「１０００１」であるデータＤ１については、データタイプが
「ｐｎｇ」形式の画像データであり、データサイズが「８４５Ｂｙｔｅ」であり、データ
有効期限が「２０９９／１２／３１」であり、データ優先度が「１」である。
【００５１】
　同様に、図８には、データＤ２（ＩＤ：１０００３）に関する情報、データＤ３（ＩＤ
：２２３０４）に関する情報、データＤ４（ＩＤ：２２３０５）に関する情報、データＤ
５（ＩＤ：３２０４５）に関する情報、およびデータＤ６（ＩＤ：３９３４５）に関する
情報を示している。
【００５２】
　－－データ登録サーバ－－
　図７に示したように、データ登録サーバ３６は、第２の実施形態による表示制御システ
ムを構成し、データ配布サーバ３７にデータを配置する。具体的には、データ登録サーバ
３６は、オペレータによりアップロードされたデータのファイル名を自動で生成し、その
データをデータ配布サーバ３７に配置する。
【００５３】
　－－データ配布サーバ－－
　データ配布サーバ３７は、データ登録サーバ３６によって配置された多様なオンライン
データを格納しており、表示制御装置１２から要求されたデータを表示制御装置１２に配
布する。データ配布サーバ３７は、図７に示したように「ｈｔｔｐ：／／ＢＢＢ．ＢＢ．
ＢＢ／ＢＢ」のような固定ＵＲＬを有し、格納している各オンラインデータには、この固
定ＵＲＬに例えばデータＩＤのハッシュ値が付加されたＵＲＬが割り当てられている。こ
のように、各オンラインデータのＵＲＬがデータＩＤのハッシュ値を含むことにより、各
オンラインデータのＵＲＬが意図せず第三者に予測されてしまうことを防止できる。
【００５４】
　図９は、データ配布サーバ３７のデータ格納部３８の構成例を示した説明図である。図
９に示したように、データ格納部３８は、データＤ１～Ｄ６のように、多様なオンライン
データを格納している。なお、各オンラインデータのデータ名はデータＩＤのハッシュ値
であり、各オンラインデータのＵＲＬの一部を構成する。
【００５５】
　－－表示制御サーバ－－
　表示制御サーバ３９は、メニュー画面の生成に用いるオンラインデータを指定する。ま
た、表示制御サーバ３９は、オンラインデータの利用設定のオンオフを切り替えることが
可能である。例えば、オンラインデータの利用設定がオフである場合、表示制御装置１２
は例えば＜ｓｔｏｒｅｄｉｓｐｌａｙ　ｕｓｅ＝“ｏｆｆ”／＞のようなスクリプトを表
示制御サーバ３９から取得する。一方、オンラインデータの利用設定がオンである場合、
表示制御装置１２は例えば図１０に示すようなスクリプトを取得する。
【００５６】
　図１０は、オンラインデータの利用設定がオンである場合に表示制御サーバ３９から取
得されるスクリプトの具体例を示した説明図である。図１０に示したように、このスクリ
プトは、利用設定がオンであることを示す＜ｓｔｏｒｅｄｉｓｐｌａｙ　ｕｓｅ＝“ｏｎ
”＞という情報と、ＩＤが「１０００２」であるオンラインデータＤ２、およびＩＤが「
２２３０４」であるオンラインデータＤ３を示す情報を含む。
【００５７】
　さらに、図１０に示したスクリプトは、「Ｔｈｉｓ　ｉｓ　Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ　Ｇａ
ｍｅ」というテキスト情報Ｔ、および「１０３１」というリンク情報Ｌを含む。表示制御
装置１２は、このようなスクリプトを表示制御サーバ３９から取得することにより、オン
ラインデータＤ２、Ｄ３、テキスト情報Ｔなどを用いてメニュー画面を生成することが可
能となる。さらに、表示制御装置１２は、リンク情報Ｌを用い、ストアアイコンが選択さ
れた場合のアクセス先をストアアイコンに対する選択操作の種別に応じて制御することも
可能である。以下、このような第２の実施形態による表示制御装置１２について詳細に説
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明する。
【００５８】
　　（第２の実施形態による表示制御装置の構成）
　図１１は、第２の実施形態による表示制御装置１２の構成を示した機能ブロック図であ
る。図１１に示したように、第２の実施形態による表示制御装置１２は、操作検出部１０
４、通信部１０８、表示制御部１２２、データ取得部１２８、記憶部１３２、およびデー
タ管理部１３６を備える。
【００５９】
　操作検出部１０４は、第１の実施形態で説明したように、コントローラ２０から供給さ
れる操作信号に基づいて、コントローラ２０に対して行われたユーザ操作を検出する。そ
して、操作検出部１０４は、ユーザ操作の検出結果を表示制御部１２０などに供給する。
【００６０】
　通信部１０８は、ＯＳ起動時、特定の画面への遷移時または定期的なタイミングで、ネ
ットワーク１８を介してＩＤリストサーバ３５、データ配布サーバ３７、および表示制御
サーバ３９などのネットワークノードと通信する。例えば、通信部１０８は、ＩＤリスト
サーバ３５にアクセスし、図８に示したようなオンラインデータのＩＤリストをＩＤリス
トサーバ３５から取得する。
【００６１】
　また、第２の実施形態による通信部１０８は、ストアアイコンに対する選択操作の種別
に応じたリンク先へのアクセスを制御する。例えば、通信部１０８は、ストアアイコンが
第１の操作として丸ボタン２４Ｂにより選択された場合にはオンラインゲームストアのト
ップページにアクセスしてもよい。一方、通信部１０８は、ストアアイコンが第２の操作
として三角ボタン２４Ａにより選択された場合には、オンラインゲームストアの下位階層
である商品等の個別ページにアクセスしてもよい。この場合、ユーザは、第２の操作とし
て三角ボタン２４Ａでストアアイコンを選択すれば所望の商品の個別ページに直接アクセ
スできるので、ユーザの利便性を向上することが可能である。
【００６２】
　データ取得部１２８は、通信部１０８を介して、データ配布サーバ３７からオンライン
データを取得する。具体的には、データ取得部１２８は、ＩＤリストサーバ３５から取得
されたＩＤリストの最終更新日時を確認する。そして、データ取得部１２８は、最終更新
日時が前回確認時より新しい場合、ＩＤリストに示されているオンラインデータのうちで
、記憶部１３２に記憶されていないオンラインデータを、ＩＤリストで示される優先度に
従ってデータ配布サーバ３７から取得する。例えば、データ取得部１２８は、ＩＤリスト
で示される優先度の低いオンラインデータから、記憶部１３２の記憶容量を超えない範囲
でデータ配布サーバ３７から取得してもよい。
【００６３】
　記憶部１３２は、ＩＤリストサーバ３５から取得されたオンラインデータのＩＤリスト
と、データ配布サーバ３７から取得されたオンラインデータを記憶する。例えば、記憶部
１３２は、オンラインデータのＩＤリスト９２、およびオンラインデータＤ１、Ｄ３、Ｄ
６およびＤ７を記憶する。
【００６４】
　データ管理部１３６は、記憶部１３２に記憶されているオンラインデータを管理する。
具体的には、データ管理部１３６は、ＯＳ起動時、特定の画面への遷移時または定期的な
タイミングで記憶部１３２に記憶されているオンラインデータの有効期限を確認し、有効
期限の切れているオンラインデータを削除する。例えば、記憶部１３２が図１２に示した
オンラインデータＤ１、Ｄ３、Ｄ６およびＤ７を記憶している場合、オンラインデータＤ
７の有効期限「２０１１／６／１」が切れているので（現在日時＝２０１１／７／１）、
データ管理部１３６はオンラインデータＤ７を削除してもよい。
【００６５】
　また、データ管理部１３６は、記憶部１３２に記憶されているオンラインデータの合計
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容量が所定値を上回っている場合、オンラインデータを優先度の低い方から削除し、記憶
部１３２の空き容量を確保してもよい。
【００６６】
　表示制御部１２２は、表示装置５０の表示画面を制御する。例えば、表示制御部１２２
は、複数のアイコン画像を含むメニュー画面を生成し、生成したメニュー画面を表示装置
５０に供給する。ここで、第２の実施形態による表示制御装置１２０は、メニュー画面に
おいてストアアイコンがフォーカスされた場合、表示制御サーバ３９によって指定された
オンラインデータを用いてメニュー画面を再構築する。以下、この点について図１３を参
照してより具体的に説明する。
【００６７】
　図１３は、第２の実施形態によるメニュー画面６２の具体例を示した説明図である。よ
り詳細には、図１３は、表示制御サーバ３９から図１０に示したようなスクリプトが得ら
れ、ストアアイコンＳにカーソルＣが合わせられてストアアイコンＳがフォーカスされた
場合のメニュー画面６２を示す。
【００６８】
　図１３に示したように、メニュー画面６２の背景は、表示制御サーバ３９によって指定
されたオンラインデータＤ２に差し替えられる。また、メニュー画面６２には、表示制御
サーバ３９によって指定されたオンラインデータＤ３が挿入される。ここで、オンライン
データＤ３は動画データであるので、オンラインデータＤ３の音声も再生される。なお、
オンラインデータＤ３は例えば特定のゲームに関する動画データである。
【００６９】
　また、図１３に示したように、オンラインデータＤ３の表示領域の下部には、表示制御
サーバ３９から取得されたスクリプトに含まれる「Ｔｈｉｓ　ｉｓ　Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ
　Ｇａｍｅ」という、オンラインデータＤ３に関するテキスト情報Ｔが挿入される。なお
、テキスト情報Ｔはスクロール表示される。また、テキスト情報Ｔの表示領域の左方には
、三角ボタン６８が表示される。
【００７０】
　このようなメニュー画面６２において、表示制御装置１２は、ストアアイコンＳに対す
る選択操作の種別に応じ、異なるリンク先にアクセスする。具体的には、表示制御装置１
２の通信部１０８は、ストアアイコンＳが第１の操作として丸ボタン２４Ｂ、またはマウ
スの左クリックなどにより選択された場合には、アプリケーションの起動後にオンライン
ゲームストアのトップページにアクセスしてもよい。
【００７１】
　一方、通信部１０８は、ストアアイコンＳが第２の操作として三角ボタン２４Ａ、また
はマウスの右クリックなどにより選択された場合には、アプリケーションの起動後に、表
示制御サーバ３９から取得されたスクリプトに含まれるリンク情報Ｌの示すリンク先にア
クセスしてもよい。ここで、表示制御サーバ３９は、リンク情報Ｌの示すリンク先として
オンラインデータＤ３の示す特定のゲームに関する個別ページを設定してもよい。この場
合、オンラインデータＤ３により特定のゲームに対するユーザの興味を喚起し、特定のゲ
ームに関する個別ページに簡易な操作でユーザを誘導することが可能となる。
【００７２】
　　（第２の実施形態による表示制御装置の動作）
　以上、本開示の第２の実施形態による表示制御装置１２の構成を説明した。続いて、図
１４を参照し、第２の実施形態による表示制御装置１２の動作を整理する。
【００７３】
　図１４は、第２の実施形態による表示制御装置１２の動作を示したフローチャートであ
る。図１４に示したように、まず、表示制御装置１２はＩＤリストサーバ３５からオンラ
インデータのＩＤリストを取得する（Ｓ５０４）。そして、表示制御装置１２のデータ取
得部１２８が、ＩＤリストに基づいてオンラインデータのＵＲＬを特定し、データ配布サ
ーバ３７からオンラインデータを取得する（Ｓ５０８）。その後、データ管理部１３６が
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ＯＳ起動時、特定の画面への遷移時または定期的なタイミングで記憶部１３２を確認し、
有効期限が切れているオンラインデータや、優先度の低いオンラインデータなどを削除す
る（Ｓ５１２）。
【００７４】
　また、表示制御部１２２は、操作検出部１０４によって検出されたユーザ操作に基づき
、メニュー画面を生成する（Ｓ５１６）。その後、メニュー画面においてストアアイコン
がフォーカスされた場合（Ｓ５２０）、表示制御装置１２がオンライン状態であれば（Ｓ
５２４）、通信部１０８が表示制御サーバ３９にアクセスする（Ｓ５２８）。ここで、オ
ンラインデータの利用設定がオフである場合（Ｓ５３２）、あるいは、表示制御装置１２
がオフライン状態である場合（Ｓ５２４）、表示制御部１２２は、デフォルトのメニュー
画面を生成する（Ｓ５３６）。そして、ユーザによってストアアイコンが選択されると、
通信部１０８は、オンラインゲームストアのトップページにアクセスする（Ｓ５４４）。
【００７５】
　一方、オンラインデータの利用設定がオンである場合（Ｓ５３２）、表示制御部１２２
は、表示制御サーバ３９によって指定されたオンラインデータを用いてメニュー画面を再
構築する（Ｓ５４８）。
【００７６】
　そして、ストアアイコンがユーザの第１の操作（例えば、丸ボタン２４Ｂの押圧）によ
り選択された場合、通信部１０８はオンラインゲームストアのトップページにアクセスす
る（Ｓ５４４）。一方、ストアアイコンがユーザの第２の操作（例えば、△ボタン２４Ａ
の押圧）により選択された場合、通信部１０８は指定されたオンラインデータに関する個
別ページにアクセスする（Ｓ５５６）。
【００７７】
　なお、上記では事前にオンラインデータを取得し、その後に表示制御サーバ３９にアク
セスする例を説明したが、本実施形態はかかる例に限定されない。例えば、表示制御装置
１２は、メニュー画面を表示する際、あるいはストアアイコンがフォーカスされた際など
に表示制御サーバ３９にアクセスし、その後に、表示制御サーバ３９に指定されたオンラ
インデータをデータ配布サーバ３７から取得してもよい。または、表示制御サーバ３９は
、指定するオンラインデータの実体を直接表示制御装置１２に送信してもよい。
【００７８】
　　（第２の実施形態のまとめ）
　以上説明したように、第２の実施形態による表示制御装置１２は、メニュー画面におい
てストアアイコンがフォーカスされると、表示制御サーバ３９により指定されたオンライ
ンデータを用いてメニュー画面を再構築することができる。このため、第１の実施形態と
同様に、事業者側は、オンラインデータに特定の商品や季節感のある画像を設定すること
により、ユーザの興味を喚起し、オンラインゲームストアにおける販売促進を図ることが
可能となる。
【００７９】
　さらに、第２の実施形態による表示制御サーバ３９は、第１の操作によりストアアイコ
ンが選択された場合にはオンラインゲームストアのトップページにアクセスし、第２の操
作によりストアアイコンが選択された場合にはメニュー画面に表示されているオンライン
データに関する個別ページにアクセスすることができる。このため、オンラインデータに
より特定の商品に対する興味を喚起されたユーザが、当該商品の個別ページをトップペー
ジから辿る必要が無くなるので、ユーザの利便性を向上することが可能である。
【００８０】
　なお、上記ではストアアイコンの選択操作の種別が２つである例を説明したが、選択操
作の種別は２つに限定されない。例えば、表示制御サーバ３９は、複数のリンク情報を表
示制御装置１２に提供し、表示制御装置１２は、ストアアイコンの選択操作の種別に応じ
たリンク情報の示すリンク先にアクセスしてもよい。
【００８１】
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　＜３．第３の実施形態＞
　以上、本開示の第２の実施形態を説明した。続いて、本開示の第３の実施形態を説明す
る。本開示の第３の実施形態によれば、ストアアイコンに対してネットワーク１８から指
定されたポップ表示を付加することができる。また、第３の実施形態によれば、ストアア
イコンが選択された場合と、ポップ表示が選択された場合とで、異なるリンク先に接続す
ることが可能である。以下、このような第３の実施形態について詳細に説明する。
【００８２】
　　（第３の実施形態のシステム構成）
　図１５は、本開示の第３の実施形態による表示制御システムの全体構成を示した説明図
である。図１５に示したように、第３の実施形態による表示制御システムは、表示制御装
置１３と、ポップデータ配信サーバ４０と、を備える。
【００８３】
　第３の実施形態による表示制御装置１３は、操作検出機能および表示機能を有する操作
表示部１０６を備え、操作表示部１０６に多様な表示画面を表示することができる。また
、表示制御装置１３は、ネットワーク１８を介してポップデータ配信サーバ４０と接続さ
れており、ポップデータ配信サーバ４０からポップデータを取得する。このため、表示制
御装置１３は、詳細については後述するように、複数のアイコン画像を含むメニュー画面
において、ポップデータ配信サーバ４０から取得したポップデータに基づくポップ表示を
付加することができる。
【００８４】
　なお、図１５においては、表示制御装置１３の一例として通信機能を備える携帯型ゲー
ム機を示しているが、表示制御装置１３は携帯型ゲーム機に限定されない。例えば、第３
の実施形態による表示制御装置１３は、第１および第２の実施形態と同様に、ＰＣ、家庭
用映像処理装置、家庭用ゲーム機器、ＰＤＡ、家電機器、スマートフォン、携帯電話、Ｐ
ＨＳ、携帯用音楽再生装置、携帯用映像処理装置などの情報処理装置であってもよい。そ
れに伴い、表示制御装置１３の入力手段は、操作表示部１０６に限られず、コントローラ
、マウス、キーボード、またはタッチパッドなどであってもよい。
【００８５】
　ポップデータ配信サーバ４０は、ポップ表示のためのポップデータを格納しており、当
該ポップデータを表示制御装置１３にネットワーク１８を介して提供する。このポップデ
ータは、テキスト情報およびリンク情報を含む。以下、ポップデータ配信サーバ４０が格
納しているこのようなポップデータについて図１６を参照してより具体的に説明する。
【００８６】
　図１６は、ポップデータ配信サーバ４０が格納しているポップデータの具体例を示した
説明図である。図１６に示したように、ポップデータ配信サーバ４０が格納しているポッ
プデータは、複数のポップ表示に関するテキスト情報およびリンク情報を含む。なお、図
１６には、ポップデータとして、第１のポップ表示に関するテキスト情報Ｔ１およびリン
ク情報Ｌ１、第２のポップ表示に関するテキスト情報Ｔ２およびリンク情報Ｌ２、第３の
ポップ表示に関するテキスト情報Ｔ３およびリンク情報Ｌ３を示している。
【００８７】
　第３の実施形態による表示制御装置１３は、図１６に示したようなポップデータを取得
することにより、ポップデータに基づくポップ表示が付加されたメニュー画面を表示する
ことができる。以下、このような第３の実施形態による表示制御装置１３についてより詳
細に説明する。
【００８８】
　　（第３の実施形態による表示制御装置の構成）
　図１７は、第３の実施形態による表示制御装置１３の構成を示した機能ブロック図であ
る。図１７に示したように、第３の実施形態による表示制御装置１３は、操作表示部１０
６と、通信部１０８と、表示制御部１２４と、ポップデータ取得部１４０と、記憶部１４
４と、を備える。
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【００８９】
　操作表示部１０６は、操作検出機能および表示機能を有する。例えば、操作表示部１０
６は、タッチパネルおよび液晶ディスプレイで構成される。この操作表示部１０６は、ユ
ーザによるタップ操作やフリック操作等を検出したり、表示制御部１２４によって生成さ
れた表示画面を表示したりすることができる。
【００９０】
　通信部１０８は、ネットワーク１８を介してポップデータ配信サーバ４０のようなネッ
トワークノードと通信する。また、通信部１０８は、メニュー画面においてユーザにより
ストアアイコンまたはポップ表示が選択された場合、アプリケーションの起動後にストア
アイコンまたはポップ表示に対応するリンク先にアクセスする。
【００９１】
　ポップデータ取得部１４０は、通信部１０８を介して、例えばＯＳ起動時、特定の画面
への遷移時または定期的なタイミングでポップデータ配信サーバ４０にアクセスし、ポッ
プデータ配信サーバ４０からポップデータを取得する。
【００９２】
　記憶部１４４は、ポップデータ取得部１４０により取得されたポップデータを記憶する
。なお、記憶部１４４は、不揮発性メモリ、磁気ディスク、光ディスク、およびＭＯディ
スクなどの記憶媒体であってもよい。
【００９３】
　表示制御部１２４は、操作表示部１０６の表示画面を制御する。例えば、表示制御部１
２４は、複数のアイコン画像を含むメニュー画面を生成し、生成したメニュー画面を操作
表示部１０６に供給する。ここで、第３の実施形態による表示制御部１２４は、メニュー
画面において、ポップデータ配信サーバ４０から取得されたポップデータに基づくポップ
表示をストアアイコンに付加する。以下、この点について図１８を参照してより具体的に
説明する。
【００９４】
　図１８は、第３の実施形態によるメニュー画面６３の具体例を示した説明図である。図
１８に示したように、第３の実施形態によるメニュー画面６３は、ストアアイコンＳおよ
び他のアイコン画像Ｉ１～Ｉ９を含む。また、ストアアイコンＳには、ポップ表示８０が
付加される。このポップ表示８０は、図１８に示したように、ポップデータ配信サーバ４
０から取得されたテキスト情報Ｔ１、およびリスト表示ボタン８２を含む。
【００９５】
　なお、表示制御部１２４は、テキスト情報Ｔ１をスクロールすることにより全文を表示
する。また、スクロールによりテキスト情報Ｔ１の所定回数の表示が完了すると、表示制
御部１２４は、順次にテキスト情報Ｔ２、テキスト情報Ｔ３の表示を行う。また、ポップ
データの取得が失敗した場合や、ポップデータが指定されていない場合、ストアアイコン
Ｓにポップ表示８０は付加されない。
【００９６】
　このようなメニュー画面においてユーザによりストアアイコンＳが選択されると、通信
部１０８は、オンラインゲームストアのトップページにアクセスする。一方、ポップ表示
８０が選択されると、通信部１０８は、ポップデータ配信サーバ４０から取得されたリン
ク情報の示すリンク先にアクセスする。例えば、図１６に示したテキスト情報Ｔ１に基づ
くポップ表示８０が選択された場合、通信部１０８は、リンク情報Ｌ１の示すリンク先に
アクセスする。
【００９７】
　ここで、リンク情報Ｌ１の示すリンク先は、テキスト情報Ｔ１に関する商品の個別ペー
ジに設定されてもよい。かかる構成によれば、ポップ表示８０によりテキスト情報Ｔ１に
関する商品に対するユーザの興味を喚起し、当該商品に関する個別ページにユーザを直接
誘導することが可能となる。
【００９８】
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　また、リスト表示ボタン８２が選択されると、表示制御部１２４は、複数のポップ表示
に関するテキスト情報を含むポップリスト生成する。以下、図１９を参照して具体的に説
明する。
【００９９】
　図１９は、ポップリストの具体例を示した説明図である。図１９に示したように、ポッ
プリスト８４は、複数のテキスト情報Ｔ１～Ｔ３の各々を含む。このポップリスト８４に
おいていずれかのテキスト情報が選択されると、通信部１０８は、選択されたテキスト情
報に対応するリンク情報の示すリンク先にアクセスする。例えば、テキスト情報Ｔ２が選
択された場合、通信部１０８は、図１６に示したリンク情報Ｌ２の示すリンク先にアクセ
スしてもよい。
【０１００】
　なお、図１９においては、ポップリスト８４が複数のテキスト情報Ｔ１～Ｔ３のみを含
む例を示しているが、ポップリスト８４の構成はかかる例に限定されない。例えば、ポッ
プデータ配信サーバ４０がポップデータにアイコン画像（またはアイコン画像のＵＲＬ）
を設定することにより、ポップリスト８４に各テキスト情報Ｔ１～Ｔ３に対応するアイコ
ン画像を付加することも可能である。
【０１０１】
　　（第３の実施形態による表示制御装置の動作）
　以上、本開示の第３の実施形態による表示制御装置１３の構成を説明した。続いて、図
２０を参照し、第３の実施形態による表示制御装置１３の動作を整理する。
【０１０２】
　図２０は、第３の実施形態による表示制御装置１３の動作を示したフローチャートであ
る。図２０に示したように、まず、ポップデータ取得部１４０がポップデータ配信サーバ
４０からポップデータを取得すると（Ｓ６０４）、表示制御部１２４は、このポップデー
タに基づき、ポップ表示が付加されたストアアイコンを含むメニュー画面を表示する（Ｓ
６０８）。
【０１０３】
　そして、メニュー画面においてストアアイコンが選択されると（Ｓ６１２）、通信部１
０８は、オンラインゲームストアのトップページにアクセスする（Ｓ６１４）。一方、メ
ニュー画面においてポップ表示が選択されると（Ｓ６１６）、通信部１０８は、ポップ表
示に関して設定されている個別ページにアクセスする（Ｓ６１８）。
【０１０４】
　また、メニュー画面においてリスト表示ボタンが選択されると（Ｓ６２０）、表示制御
部１２４はポップリストを操作表示部１０６に表示させる（Ｓ６２４）。そして、ユーザ
によりポップリスト中のいずれかのテキスト情報が選択されると（Ｓ６２８）、通信部１
０８は、選択されたテキスト情報に関する個別ページにアクセスする（Ｓ６３２）。
【０１０５】
　　（第３の実施形態のまとめ）
　以上説明したように、第３の実施形態による表示制御装置１３は、ポップデータ配信サ
ーバ４０からポップデータを取得し、メニュー画面においてストアアイコンにポップ表示
を付加することができる。また、表示制御装置１３は、ポップ表示が選択された場合、ポ
ップ表示に関する個別ページに直接アクセスすることができる。したがって、ポップ表示
により特定の商品に対するユーザの興味を喚起し、当該商品に関する個別ページにユーザ
を直接誘導することが可能となる。
【０１０６】
　＜４．むすび＞
　以上、本開示の第１の実施形態から第３の実施形態を説明した。第１の実施形態による
表示制御装置１１は、ネットワーク上のオンラインゲームストアにアクセスするためのス
トアアイコンを、アイコン制御サーバ３２により指定されたオンラインアイコン画像に差
し替えることができる。このため、事業者側は、オンラインアイコン画像に特定の商品や
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季節感のある画像を設定することにより、ユーザの興味を喚起し、販売促進を図ることが
可能となる。
【０１０７】
　また、第２の実施形態による表示制御装置１２は、メニュー画面においてストアアイコ
ンがフォーカスされると、表示制御サーバ３９により指定されたオンラインデータを用い
てメニュー画面を再構築することができる。このため、第１の実施形態と同様に、事業者
側は、オンラインデータに特定の商品や季節感のある画像を設定することにより、ユーザ
の興味を喚起し、オンラインゲームストアにおける販売促進を図ることが可能となる。
【０１０８】
　また、第３の実施形態による表示制御装置１３は、ポップデータ配信サーバ４０からポ
ップデータを取得し、メニュー画面においてストアアイコンにポップ表示を付加すること
ができる。また、表示制御装置１３は、ポップ表示が選択された場合、ポップ表示に関す
る個別ページに直接アクセスすることができる。したがって、ポップ表示により特定の商
品に対するユーザの興味を喚起し、当該商品に関する個別ページにユーザを直接誘導する
ことが可能となる。
【０１０９】
　なお、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【０１１０】
　例えば、本明細書の表示制御装置１１～１３の処理における各ステップは、必ずしもフ
ローチャートとして記載された順序に沿って時系列に処理する必要はない。例えば、表示
制御装置１１～１３の処理における各ステップは、フローチャートとして記載した順序と
異なる順序で処理されても、並列的に処理されてもよい。
【０１１１】
　また、表示制御装置１１～１３に内蔵されるＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭなどのハード
ウェアを、上述した表示制御装置１１～１３の各構成と同等の機能を発揮させるためのコ
ンピュータプログラムも作成可能である。また、該コンピュータプログラムを記憶させた
記憶媒体も提供される。
【０１１２】
　また、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　第１のリンク情報と関連付けられたアイコン画像および要素画像を含む表示画面を生成
する表示制御部と、
　前記要素画像、および前記要素画像に関するリンク先を示す第２のリンク情報をネット
ワークを介して取得する取得部と、
　ユーザ操作を検出する操作検出部と、
　前記操作検出部により第１の操作が検出された場合には前記第１のリンク情報の示すリ
ンク先との接続を制御し、第２の操作が検出された場合には前記第２のリンク情報の示す
リンク先との接続を制御する通信部と、
を備える、表示制御装置。
（２）
　前記第２のリンク情報の示すリンク先は、前記第１のリンク情報の示すリンク先の下位
階層である、前記（１）に記載の表示制御装置
（３）
　前記表示制御部は、前記アイコン画像がフォーカスされている場合に前記要素画像を含
む前記表示画面を生成する、前記（１）または（２）に記載の表示制御装置。
（４）
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　前記表示制御部は、ネットワーク上の表示制御サーバにおいて前記要素画像の利用が設
定されている場合に前記要素画像を含む前記表示画面を生成する、前記（１）に記載の表
示制御装置。
（５）
　前記表示制御装置は、前記取得部により取得された１または２以上の要素画像を記憶す
る記憶部をさらに備え、
　前記表示制御部は、前記記憶部に記憶されている前記１または２以上の要素画像のうち
で、ネットワーク上の表示制御サーバによって指定される要素画像の表示を制御する、前
記（１）～（４）のいずれか一項に記載の表示制御装置。
（６）
　前記表示制御装置は、前記記憶部を管理する管理部をさらに備え、
　前記１または２以上の要素画像の各々には有効期限を示す情報が対応付けられており、
　前記管理部は、前記記憶部に記憶されている前記１または２以上の要素画像から、有効
期限の切れている要素画像を削除する、前記（５）に記載の表示制御装置。
（７）
　前記要素画像の各々には優先度が付されており、
　前記取得部は、ネットワークを介して優先度の高い要素画像を優先的に取得する、前記
（６）に記載の表示制御装置。
（８）
　前記取得部は、ネットワーク上の表示制御サーバによって指定される要素画像を取得し
、
　前記表示制御部は、前記取得部により取得された要素画像の表示を制御する、前記（１
）～（４）のいずれか一項に記載の表示制御装置。
（９）
　前記第１のリンク情報の示すリンク先はネットワーク上の商取引サイトのトップページ
であり、
　前記第２のリンク情報の示すリンク先は、前記商取引サイトで扱われる取引対象に関す
る個別ページである、前記（２）～（８）のいずれか一項に記載の表示制御装置。
（１０）
　要素画像、および前記要素画像に関するリンク先を示す第２のリンク情報をネットワー
クを介して取得することと、
　第１のリンク情報と関連付けられたアイコン画像および前記要素画像を含む表示画面を
生成することと、
　前記アイコン画像に対する第１の操作が検出された場合には前記第１のリンク情報の示
すリンク先との接続を制御し、第２の操作が検出された場合には前記第２のリンク情報の
示すリンク先との接続を制御することと、
を含む、表示制御方法。
（１１）
　コンピュータを、
　第１のリンク情報と関連付けられたアイコン画像および要素画像を含む表示画面を生成
する表示制御部と、
　前記要素画像、および前記要素画像に関するリンク先を示す第２のリンク情報をネット
ワークを介して取得する取得部と、
　ユーザ操作を検出する操作検出部と、
　前記操作検出部により前記アイコン画像に対する第１の操作が検出された場合には前記
第１のリンク情報の示すリンク先との接続を制御し、第２の操作が検出された場合には前
記第２のリンク情報の示すリンク先との接続を制御する通信部と、
として機能させるための、プログラム。
【符号の説明】
【０１１３】
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　１１～１３　　表示制御装置
　１８　　ネットワーク
　２０　　コントローラ
　３２　　アイコン制御サーバ
　３３　　画像配布サーバ
　３５　　ＩＤリストサーバ
　３６　　データ登録サーバ
　３７　　データ配布サーバ
　３９　　表示制御サーバ
　４０　　ポップデータ配信サーバ
　５０　　表示装置
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