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(57)【要約】
【課題】特定の商品にユーザの関心を集めることができ
る表示制御プログラム、表示制御方法、端末装置、およ
び配信サーバを提供すること。
【解決手段】本願に係る表示制御プログラムは、表示手
順と、配列手順と、提示手順と、移動検知手順と、移動
手順とをコンピュータに実行させる。表示手順は、第１
コンテンツの表示領域の一部を第２コンテンツの表示領
域に重畳させて表示させる。配列手順は、第１コンテン
ツ内に、商品の情報が提示される提示領域を配列する。
提示手順は、第２コンテンツにおける第１コンテンツと
の非重畳領域に、複数の提示領域のうち、非重畳領域か
ら直近に位置する提示領域に情報が提示される商品の関
連情報を提示する。移動検知手順は、第１コンテンツの
移動操作を検知する。移動手順は、移動操作が検知され
る場合に、第１コンテンツを移動させて関連情報を被覆
させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１コンテンツの表示領域の一部を第２コンテンツの表示領域に重畳させて表示させる
表示手順と、
　前記第１コンテンツの表示領域内に、商品の情報が提示される複数の提示領域を配列す
る配列手順と、
　前記第２コンテンツの表示領域における前記第１コンテンツの表示領域との非重畳領域
に、前記複数の提示領域のうち、前記非重畳領域から直近に位置する前記提示領域に情報
が提示される商品と関連性のある関連情報を提示する提示手順と、
　前記第１コンテンツの表示領域を前記非重畳領域の方向へ移動させる移動操作を検知す
る移動検知手順と、
　前記移動検知手順によって前記移動操作が検知される場合に、前記第１コンテンツの表
示領域を移動させ、前記第１コンテンツの表示領域によって前記関連情報を被覆させる移
動手順と
　をコンピュータに実行させることを特徴とする表示制御プログラム。
【請求項２】
　前記提示手順は、
　前記直近に位置する提示領域に、前記第２コンテンツの表示領域の一部を透視可能な透
過領域を設ける
　ことを特徴とする請求項１に記載の表示制御プログラム。
【請求項３】
　前記関連情報の提示領域に前記第１コンテンツの表示領域が重畳される場合に、重畳部
分における前記関連情報の視認性を低下させる視認性変更手順
　をコンピュータに実行させることを特徴とする請求項２に記載の表示制御プログラム。
【請求項４】
　前記視認性変更手順は、
　前記関連情報の表示濃度を薄くする
　ことを特徴とする請求項３に記載の表示制御プログラム。
【請求項５】
　前記視認性変更手順は、
　前記透過領域の透過率を低減する
　ことを特徴とする請求項３に記載の表示制御プログラム。
【請求項６】
　前記移動手順は、
　前記第１コンテンツの表示領域を移動させる場合に、前記関連情報の提示領域を前記第
１コンテンツの表示領域の移動方向と同一の方向へ前記第１コンテンツの表示領域の移動
速度よりも低い移動速度で移動させる
　ことを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載の表示制御プログラム。
【請求項７】
　前記関連情報を選択する選択操作を検知する選択検知手順と、
　前記選択検知手順によって前記選択操作が検知される場合に、前記直近に位置する提示
領域に情報が提示される前記商品を購入するための購入ページを表示させるページ表示手
順と
　をコンピュータに実行させることを特徴とする請求項６に記載の表示制御プログラム。
【請求項８】
　コンピュータが実行する表示制御方法であって、
　第１コンテンツの表示領域の一部を第２コンテンツの表示領域に重畳させて表示させる
表示工程と、
　前記第１コンテンツの表示領域内に、商品の情報が提示される複数の提示領域を配列す
る配列工程と、
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　前記第２コンテンツの表示領域における前記第１コンテンツの表示領域との非重畳領域
に、前記複数の提示領域のうち、前記非重畳領域から直近に位置する前記提示領域に情報
が提示される商品と関連性のある関連情報を提示する提示工程と、
　前記第１コンテンツの表示領域を前記非重畳領域の方向へ移動させる移動操作を検知す
る移動検知工程と、
　前記移動検知工程によって前記移動操作が検知される場合に、前記第１コンテンツの表
示領域を移動させ、前記第１コンテンツの表示領域によって前記関連情報を被覆させる移
動工程と
　を含むことを特徴とする表示制御方法。
【請求項９】
　第１コンテンツの表示領域の一部を第２コンテンツの表示領域に重畳させて表示させる
表示部と、
　前記第１コンテンツの表示領域内に、商品の情報が提示される複数の提示領域を配列す
る配列部と、
　前記第２コンテンツの表示領域における前記第１コンテンツの表示領域との非重畳領域
に、前記複数の提示領域のうち、前記非重畳領域から直近に位置する前記提示領域に情報
が提示される商品と関連性のある関連情報を提示する提示手順と、
　前記第１コンテンツの表示領域を前記非重畳領域の方向へ移動させる移動操作を検知す
る移動検知部と、
　前記移動検知部によって前記移動操作が検知される場合に、前記第１コンテンツの表示
領域を移動させ、前記第１コンテンツの表示領域によって前記関連情報を被覆させる移動
部と
　を備えることを特徴とする端末装置。
【請求項１０】
　第１コンテンツの表示領域の一部を第２コンテンツの表示領域に重畳させて表示させる
表示手順と、
　前記第１コンテンツの表示領域内に、商品の情報が提示される複数の提示領域を配列す
る配列手順と、
　前記第２コンテンツの表示領域における前記第１コンテンツの表示領域との非重畳領域
に、前記複数の提示領域のうち、前記非重畳領域から直近に位置する前記提示領域に情報
が提示される商品と関連性のある関連情報を提示する提示手順と、
　前記第１コンテンツの表示領域を前記非重畳領域の方向へ移動させる移動操作を検知す
る移動検知手順と、
　前記移動検知手順によって前記移動操作が検知される場合に、前記第１コンテンツの表
示領域を移動させ、前記第１コンテンツの表示領域によって前記関連情報を被覆させる移
動手順と
　をコンピュータに実行させる表示制御プログラムを端末装置へ配信することを特徴とす
る配信サーバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示制御プログラム、表示制御方法、端末装置、および配信サーバに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、インターネット等の通信ネットワークを使用して商品を販売するショッピングサ
イトがある。ショッピングサイトは、顧客となるユーザの端末装置へ複数の商品の情報を
含むコンテンツを配信して表示させる。
【０００３】
　一般に、ショッピングサイトによって配信されるコンテンツには、商品毎に複数の情報
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表示領域が設けられ、各情報表示領域内に、商品の画像、商品名、および商品の価格等の
情報が掲載される。
【０００４】
　ユーザは、端末装置に表示されるコンテンツをスクロールして移動させることによって
、より多くの商品を閲覧することができ、閲覧した複数の商品の中から所望の商品を選択
し、所定の決済処理を行うことにより、商品を購入することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－２４３１２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、ショッピングサイトから配信されるコンテンツは、各商品の情報表示領
域が全て同じサイズの矩形状であることが多く、スクロールされても同じサイズの矩形群
が単調に移動するに過ぎず、特定の商品にユーザの関心を集めることが困難であった。
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、特定の商品にユーザの関心を集めるこ
とができる表示制御プログラム、表示制御方法、端末装置、および配信サーバを提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本願に係る表示制御プログラムは、表示手順と、配列手順と、提示手順と、移動検知手
順と、移動手順とをコンピュータに実行させる。表示手順は、第１コンテンツの表示領域
の一部を第２コンテンツの表示領域に重畳させて表示させる。配列手順は、前記第１コン
テンツの表示領域内に、商品の情報が提示される複数の提示領域を配列する。提示手順は
、前記第２コンテンツの表示領域における前記第１コンテンツの表示領域との非重畳領域
に、前記複数の提示領域のうち、前記非重畳領域から直近に位置する前記提示領域に情報
が提示される商品と関連性のある関連情報を提示する。移動検知手順は、前記第１コンテ
ンツの表示領域を前記非重畳領域の方向へ移動させる移動操作を検知する。移動手順は、
前記移動検知手順によって前記移動操作が検知される場合に、前記第１コンテンツの表示
領域を移動させ、前記第１コンテンツの表示領域によって前記関連情報を被覆させる。
【発明の効果】
【０００９】
　本願に係る表示制御プログラム、表示制御方法、端末装置、および配信サーバは、特定
の商品にユーザの関心を集めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施形態に係る表示制御方法の説明図である。
【図２】図２は、実施形態に係る表示制御システムの構成例を示す図である。
【図３】図３は、実施形態に係るサイトサーバ装置の構成例を示す図である。
【図４】図４は、実施形態に係る店舗サーバ装置の構成例を示す図である。
【図５】図５は、実施形態に係るユーザ端末装置の構成例を示す図である。
【図６】図６は、実施形態に係るユーザ端末装置の制御部が実行する処理を示すフローチ
ャートである。
【図７】図７は、実施形態に係る他の表示制御例（１）を示す説明図である。
【図８】図８は、実施形態に係る他の表示制御例（２）を示す説明図である。
【図９】図９は、実施形態に係る他の表示制御例（３）を示す説明図である。
【図１０】図１０は、実施形態に係る他の表示制御例（４）を示す説明図である。
【図１１】図１１は、サイトサーバ装置の機能を実現するコンピュータの一例を示すハー
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ドウェア構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に、本願に係る表示制御プログラム、表示制御方法、端末装置、および配信サーバ
の実施形態について図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、この実施形態により本願に
係る表示制御プログラム、表示制御方法、端末装置、および配信サーバが限定されるもの
ではない。また、以下の実施形態では、同一の構成要素については同一の符号を付するこ
とにより、重複する説明を省略する。
【００１２】
　ここでは、電子書籍を販売するショッピングサイトが顧客となるユーザの端末装置に表
示させるコンテンツの表示制御プログラム、表示制御方法、コンテンツを表示する端末装
置、および表示制御プログラムを配信する配信サーバを例に挙げて説明する。なお、実施
形態に係るショッピングサイトが販売する商品は、電子書籍に限定されるものではなく、
衣料品や雑貨等、任意の商品であってもよい。
【００１３】
［１．表示制御方法］
　まず、図１を参照し、実施形態に係る表示制御方法について説明する。図１は、実施形
態に係る表示制御方法の説明図である。図１に（ａ）で示すように、実施形態に係る表示
制御方法では、まず、第１コンテンツの表示領域Ｃ１の一部を第２コンテンツの表示領域
Ｃ２に重畳させて表示させる。これにより、第２コンテンツの表示領域Ｃ２には、第１コ
ンテンツの表示領域Ｃ１が重畳されない非重畳領域ｅが形成される。
【００１４】
　そして、第１コンテンツの表示領域Ｃ１内に、商品の情報が提示される複数の提示領域
Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３，Ｅ４（図１の（ｃ）参照）を配列する。なお、ここでは、複数の提示
領域Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３，Ｅ４を横一列に配列した場合を例に挙げて説明するが、提示領域
Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３，Ｅ４の配列は、縦一列でもよく、行列状であってもよい。
【００１５】
　提示領域Ｅ１には、第１電子書籍の表紙画像Ｄ１、巻番号、および立ち読みボタンを提
示させる。提示領域Ｅ２には、第２電子書籍の表示画像、巻番号、および立ち読みボタン
を提示させる。提示領域Ｅ３には、第３電子書籍の表紙画像、巻番号、および立ち読みボ
タンを提示させる。提示領域Ｅ４には、第４電子書籍の表紙画像、巻番号、および立ち読
みボタンを提示させる。
【００１６】
　なお、各立ち読みボタンには、対応する各電子書籍の１話が掲載されたウェブページの
ＵＲＬ（Uniform　Resource　Locator）が対応付けられている。ユーザは、各立ち読みボ
タンを選択することによって、選択した立ち読みボタンに対応する電子書籍の１話を閲覧
することができる。
【００１７】
　そして、実施形態に係る表示制御方法では、第２コンテンツの表示領域Ｃ２における第
１コンテンツの表示領域Ｃ１との非重畳領域ｅに、複数の提示領域Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３，Ｅ
４のうち、非重畳領域ｅから直近に位置する提示領域Ｅ１に情報が提示される商品と関連
性のある関連情報を提示する。
【００１８】
　例えば、実施形態に係る表示制御方法では、非重畳領域ｅ全体を使用して、第１電子書
籍のキャラクタのイラストＤ２を提示する。ここで、実施形態に係る表示制御方法では、
図１に（ａ）で示す初期状態で第２コンテンツの表示領域Ｃ２における非重畳領域ｅの面
積が各提示領域Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３，Ｅ４の面積と等しくなる位置に第１コンテンツの表示
領域Ｃ１の位置を設定する。
【００１９】
　このように、実施形態に係る表示制御方法は、一般的なショッピングサイトのコンテン
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ツであれば、別の電子書籍が提示される領域（図１（ａ）に示す非重畳領域ｅ）に、電子
書籍を提示させないことで、非重畳領域ｅをユーザに意識させることができる。
【００２０】
　しかも、実施形態に係る表示制御方法は、非重畳領域ｅ全体に、直近の提示領域Ｅ１に
提示される第１電子書籍のキャラクタのイラストＤ２を提示することによって、第１電子
書籍にユーザの関心を集めることができる。
【００２１】
　その後、実施形態に係る表示制御方法は、第１コンテンツの表示領域Ｃ１を非重畳領域
ｅの方向へ移動させるユーザの移動操作を検知する。そして、実施形態に係る表示制御方
法は、ユーザの移動操作を検知する場合に、図１に（ｂ）で示すように、第１コンテンツ
の表示領域Ｃ１を移動させ、第１コンテンツの表示領域Ｃ１によって、関連情報の一部を
被覆させる。
【００２２】
　つまり、実施形態に係る表示制御方法は、キャラクタのイラストＤ２の表示位置を静止
させた状態で、第１コンテンツを非重畳領域ｅ上に移動させて、キャラクタのイラストＤ
２の一部をユーザから見えない状態にする。
【００２３】
　このように、実施形態に係る表示制御方法は、ユーザによる移動操作が行われる場合に
、表示画面中に、ユーザによる移動操作によって移動する表示領域と、移動せずに静止し
たままの表示領域とを設ける。これにより、実施形態に係る表示制御方法は、ユーザに対
して意外感を与えることによって、さらにキャラクタのイラストＤ２を意識させ、第１電
子書籍にユーザの関心を集めることができる。
【００２４】
　その後、実施形態に係る表示制御方法は、ユーザによる移動操作が継続されると、図１
に（ｃ）で示すように、第１コンテンツの表示領域Ｃ１をさらに非重畳領域ｅの方へ移動
させて、キャラクタのイラストＤ２を完全に隠す。
【００２５】
　このように、実施形態に係る表示制御方法は、敢えてキャラクタのイラストＤ２を隠す
ことによって、ユーザにキャラクタのイラストＤ２に対する興味を湧かせ、第１電子書籍
にユーザの関心を集めることができる。
【００２６】
［２．表示制御システムの構成］
　次に、図２を参照し、実施形態に係る表示制御システムの構成について説明する。図２
は、実施形態に係る表示制御システム１００の構成例を示す図である。図２に示すように
、表示制御システム１００は、サイトサーバ装置１と、店舗サーバ装置２と、ユーザ端末
装置３とを含む。
【００２７】
　サイトサーバ装置１、店舗サーバ装置２、およびユーザ端末装置３は、ネットワークＮ
を介して有線または無線により通信可能に接続される。なお、図２に示す表示制御システ
ム１００には、複数台のユーザ端末装置３や、複数台のサイトサーバ装置１や、複数台の
店舗サーバ装置２が含まれてもよい。
【００２８】
　サイトサーバ装置１は、ユーザ端末装置３にショッピングサイトのコンテンツ（例えば
、ウェブページ）を配信するウェブサーバ等である。サイトサーバ装置１によって配信さ
れるコンテンツは、例えば、ＨＴＭＬ（Hyper　Text　Markup　Language）により記述さ
れたＨＴＭＬファイルや、ＸＭＬ（Extensible　Markup　Language）により記述されたＸ
ＭＬファイル等により形成される。
【００２９】
　そして、サイトサーバ装置１によって配信されるコンテンツには、コンテンツの表示態
様を制御する制御情報が含まれる。この制御情報は、例えば、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登
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録商標）やＣＳＳ（Cascading　Style　Sheets）等のスクリプト言語により、ウェブペー
ジを形成するＨＴＭＬファイル等に記述される。
【００３０】
　また、サイトサーバ装置１によって配信されるコンテンツには、画像取得命令が含まれ
る。例えば、コンテンツを形成するＨＴＭＬファイル等には、店舗サーバ装置２のＵＲＬ
等が画像取得命令として記述される。この場合、ユーザ端末装置３は、ＨＴＭＬファイル
等に記述されているＵＲＬにアクセスすることで、店舗サーバ装置２から販売する商品の
画像情報を含む商品に関する情報（以下、「商品情報」と記載することがある）を取得す
る。
【００３１】
　店舗サーバ装置２は、ショッピングサイトに出品する商品を販売する店舗によって利用
されるサーバ装置である。店舗サーバ装置２は、店舗の従業員による操作にしたがって、
商品情報をサイトサーバ装置１に入稿する。
【００３２】
　例えば、店舗サーバ装置２は、商品情報として、商品の静止画像や、動画像や、商品の
説明や金額を記載したテキストデータや、店舗サーバ装置２によって配信される店舗ペー
ジにアクセスするためのＵＲＬなどをサイトサーバ装置１に入稿する。店舗サーバ装置２
は、ユーザ端末装置３によってショッピングサイトのコンテンツから商品が選択される場
合に、商品の購入ページを含むコンテンツをユーザ端末装置３に配信する。
【００３３】
　ユーザ端末装置３は、ショッピングサイトのコンテンツを閲覧するユーザによって利用
される情報処理装置である。例えば、ユーザ端末装置３は、スマートフォン等の携帯電話
機や、タブレット端末や、ＰＤＡ（Personal　Digital　Assistant）や、デスクトップ型
ＰＣ（Personal　Computer）や、ノート型ＰＣ等である。
【００３４】
　ユーザ端末装置３は、ユーザによる操作にしたがって、サイトサーバ装置１からコンテ
ンツを取得し、取得したコンテンツを表示する。また、ユーザ端末装置３は、コンテンツ
に画像取得命令が含まれる場合には、店舗サーバ装置２から商品情報を取得し、取得した
商品情報に含まれる商品の画像情報をコンテンツとともに表示する。
【００３５】
［３．サイトサーバ装置の構成］
　次に、図３を参照し、実施形態に係るサイトサーバ装置１の構成について説明する。図
３は、実施形態に係るサイトサーバ装置１の構成例を示す図である。図３に示すように、
サイトサーバ装置１は、通信部１１と、制御部１２と、コンテンツ記憶部１３とを有する
。
【００３６】
　通信部１１は、例えば、ＮＩＣ（Network　Interface　Card）等によって実現される。
そして、通信部１１は、ネットワークＮと有線または無線で接続され、店舗サーバ装置２
やユーザ端末装置３との間で情報の送受信を行う。
【００３７】
　コンテンツ記憶部１３は、例えば、ＲＡＭ（Random　Access　Memory)、フラッシュメ
モリ（Flash　Memory）等の半導体メモリ素子、または、ハードディスク、光ディスク等
の記憶装置によって実現される。そして、コンテンツ記憶部１３は、ショッピングサイト
のコンテンツを記憶する。
【００３８】
　例えば、コンテンツ記憶部１３は、コンテンツを形成するＨＴＭＬファイルや、図１に
示す第１コンテンツの表示領域Ｃ１や第２コンテンツの表示領域Ｃ２等に表示される静止
画像や動画像を記憶する。
【００３９】
　コンテンツ記憶部１３に記憶されるコンテンツには、商品情報を取得するための画像取
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得命令が含まれる。また、コンテンツ記憶部１３に記憶されるコンテンツには、Ｊａｖａ
Ｓｃｒｉｐｔ（登録商標）やＣＳＳ等のスクリプト言語によりに記述されるプログラムで
ある制御情報が含まれる。
【００４０】
　ここで、コンテンツに含まれる制御情報による制御について説明する。実施形態に係る
制御情報は、例えば、表示手順と、配列手順と、提示手順と、移動検知手順と、移動手順
とをユーザ端末装置３に実行させる。
【００４１】
　表示手順は、第１コンテンツの表示領域Ｃ１の一部を第２コンテンツの表示領域Ｃ２に
重畳させて表示させる。配列手順は、第１コンテンツの表示領域Ｃ１内に、商品の情報が
提示される複数の提示領域を配列する。
【００４２】
　提示手順は、第２コンテンツの表示領域Ｃ２における第１コンテンツの表示領域Ｃ１と
の非重畳領域ｅに、複数の提示領域のうち、非重畳領域ｅから直近に位置する提示領域Ｅ
１に情報が提示される商品と関連性のある関連情報を提示する。
【００４３】
　移動検知手順は、第１コンテンツの表示領域Ｃ１を非重畳領域ｅの方向へ移動させる移
動操作を検知する。移動手順は、移動検知手順によって移動操作が検知される場合に、第
１コンテンツの表示領域Ｃ１を移動させ、第１コンテンツの表示領域Ｃ１によって関連情
報を被覆させる。
【００４４】
　制御部１２は、例えば、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）やＭＰＵ（Micro　Proc
essing　Unit）等によって、サイトサーバ装置１内部の記憶装置に記憶されている各種プ
ログラムがＲＡＭを作業領域として実行されることにより実現される。また、制御部１２
は、例えば、ＡＳＩＣ（Application　Specific　Integrated　Circuit）やＦＰＧＡ（Fi
eld　Programmable　Gate　Array）等の集積回路により実現される。
【００４５】
　図３に示すように、制御部１２は、受付部１４と、配信部１５とを有し、以下に説明す
る情報処理の機能や作用を実現または実行する。なお、制御部１２の内部構成は、図３に
示した構成に限られず、後述する情報処理を行う構成であれば他の構成であってもよい。
また、制御部１２が有する各処理部の接続関係は、図３に示した接続関係に限られず、他
の接続関係であってもよい。
【００４６】
　受付部１４は、ユーザ端末装置３からコンテンツの取得要求を受け付ける。例えば、受
付部１４は、図１に示す第１コンテンツおよび第２コンテンツの取得要求として、ＨＴＴ
Ｐリクエストを受け付ける。
【００４７】
　配信部１５は、受付部１４によってコンテンツの取得要求が受け付けられた場合に、コ
ンテンツおよび制御情報をユーザ端末装置３に配信する。具体的には、配信部１５は、コ
ンテンツ記憶部１３から取得要求対象のコンテンツを取得し、取得したコンテンツをユー
ザ端末装置３に配信する。上記の通り、コンテンツ記憶部１３に記憶されているコンテン
ツには制御情報が含まれるので、配信部１５は、コンテンツおよび制御情報を配信するこ
ととなる。
【００４８】
　なお、上述したコンテンツ記憶部１３は、制御情報を含むコンテンツではなく、コンテ
ンツと制御情報とを個別に記憶してもよい。例えば、コンテンツ記憶部１３は、コンテン
ツを形成するＨＴＭＬファイルと、制御情報が記述されたファイルとを対応付けて記憶し
てもよい。この場合、配信部１５は、コンテンツおよび制御情報の双方をユーザ端末装置
３に配信する。
【００４９】
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［４．店舗サーバ装置の構成］
　次に、図４を参照し、実施形態に係る店舗サーバ装置２の構成について説明する。図４
は、実施形態に係る店舗サーバ装置２の構成例を示す図である。図４に示すように、店舗
サーバ装置２は、通信部２１と、制御部２２と、商品情報記憶部２３とを有する。
【００５０】
　通信部２１は、例えば、ＮＩＣ等によって実現される。そして、通信部２１は、ネット
ワークＮと有線または無線で接続され、サイトサーバ装置１やユーザ端末装置３との間で
情報の送受信を行う。
【００５１】
　商品情報記憶部２３は、例えば、ＲＡＭ、フラッシュメモリ等の半導体メモリ素子、ま
たは、ハードディスク、光ディスク等の記憶装置によって実現される。そして、商品情報
記憶部２３は、商品情報を記憶する。
【００５２】
　商品情報は、例えば、ショッピングサイトに出品する商品の静止画像や、動画像や、商
品の説明や金額を記載したテキストデータや、店舗サーバ装置２によって配信される店舗
ページにユーザ端末装置３がアクセスするためのＵＲＬなどである。
【００５３】
　制御部２２は、例えば、ＣＰＵやＭＰＵ等によって、店舗サーバ装置２内部の記憶装置
に記憶されている各種プログラムがＲＡＭを作業領域として実行されることにより実現さ
れる。また、制御部２２は、例えば、ＡＳＩＣやＦＰＧＡ等の集積回路により実現される
。
【００５４】
　図４に示すように、制御部２２は、受付部２４と、配信部２５とを有し、以下に説明す
る情報処理の機能や作用を実現または実行する。なお、制御部２２の内部構成は、図４に
示した構成に限られず、後述する情報処理を行う構成であれば他の構成であってもよい。
また、制御部２２が有する各処理部の接続関係は、図４に示した接続関係に限られず、他
の接続関係であってもよい。
【００５５】
　受付部２４は、ユーザ端末装置３から商品情報の取得要求を受け付ける。例えば、受付
部２４は、商品情報の取得要求として、ＨＴＴＰリクエストを受け付ける。配信部２５は
、受付部２４によって商品情報の取得要求が受け付けられた場合に、取得要求された商品
情報を商品情報記憶部２３から抽出する。そして、配信部２５は、商品情報の取得要求を
送信したユーザ端末装置３に対して、抽出した商品情報を配信する。
【００５６】
［５．ユーザ端末装置の構成］
　次に、図５を参照し、実施形態に係るユーザ端末装置３の構成について説明する。図５
は、実施形態に係るユーザ端末装置３の構成例を示す図である。図５に示すように、ユー
ザ端末装置３は、通信部３１と、制御部３２と、入力部３３と、出力部３４とを有する。
【００５７】
　通信部３１は、例えば、ＮＩＣ等によって実現される。そして、通信部３１は、ネット
ワークＮと有線または無線で接続され、サイトサーバ装置１や店舗サーバ装置２との間で
情報の送受信を行う。
【００５８】
　入力部３３は、ユーザから各種操作を受け付ける入力装置である。例えば、入力部３３
は、キーボードやマウスや操作キー等によって実現される。出力部３４は、各種情報を表
示するための表示装置である。例えば、出力部３４は、液晶ディスプレイ等によって実現
される。なお、ユーザ端末装置３にタッチパネルが採用される場合には、入力部３３と出
力部３４とは一体化される。
【００５９】
　制御部３２は、例えば、ＣＰＵやＭＰＵ等によって、ユーザ端末装置３内部の記憶装置
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に記憶されている各種プログラム（表示制御プログラムの一例に相当）がＲＡＭを作業領
域として実行されることにより実現される。例えば、この各種プログラムは、ウェブブラ
ウザと呼ばれるアプリケーションプログラムに該当する。また、制御部３２は、例えば、
ＡＳＩＣやＦＰＧＡ等の集積回路により実現される。
【００６０】
　図５に示すように、制御部３２は、要求部４１と、受付部４２と、表示制御部４３とを
有し、以下に説明する情報処理の機能や作用を実現または実行する。なお、制御部３２の
内部構成は、図５に示した構成に限られず、後述する情報処理を行う構成であれば他の構
成であってもよい。また、制御部３２が有する各処理部の接続関係は、図５に示した接続
関係に限られず、他の接続関係であってもよい。
【００６１】
　要求部４１は、入力部３３を介して受け付けたユーザ操作にしたがって、サイトサーバ
装置１にコンテンツの取得要求を送信する。また、要求部４１は、受付部４２によって受
け付けられたコンテンツに画像取得命令が含まれる場合に、商品情報の取得要求を店舗サ
ーバ装置２に送信する。
【００６２】
　受付部４２は、コンテンツを受け付ける。具体的には、受付部４２は、要求部４１によ
って送信されたコンテンツの取得要求に応答したサイトサーバ装置１からショッピングサ
イトのコンテンツを受け付ける。このとき、受付部４２は、コンテンツに画像取得命令が
含まれる場合には、商品情報の取得要求を送信するよう要求部４１に指示する。そして、
受付部４２は、要求部４１によって送信された商品情報の取得要求に応答した店舗サーバ
装置２から商品情報を受け付ける。
【００６３】
　表示制御部４３は、受付部４２によって受け付けられたコンテンツに含まれる制御情報
にしたがって、コンテンツを出力部３４に表示制御する。かかる表示制御部４３は、図５
に示すように、表示部４４と、配列部４５と、提示部４６と、移動部４７と、移動検知部
４８とを有する。
【００６４】
　表示部４４、配列部４５、提示部４６、移動部４７、および移動検知部４８は、例えば
、ＣＰＵやＭＰＵ等によって、コンテンツに含まれる制御情報がＲＡＭを作業領域として
実行されることにより実現される。
【００６５】
　すなわち、表示部４４は、上述した表示手順により実現され、配列部４５は、上述した
配列手順によって実現され、提示部４６は、上述した提示手順によって実現される。また
、移動部４７は、上述した移動手順によって実現され、移動検知部４８は、上述した移動
検知手順によって実現される。
【００６６】
　表示部４４は、受付部４２によって受け付けられたコンテンツを出力部３４に表示する
。具体的には、表示部４４は、図１に示す第２コンテンツの表示領域Ｃ２を出力部３４に
表示させ、さらに、第１コンテンツの表示領域Ｃ１の一部を第２コンテンツの表示領域Ｃ
２に重畳させて出力部３４に表示させる。
【００６７】
　配列部４５は、出力部３４に表示される第１コンテンツの表示領域Ｃ１内に、商品の情
報が提示される複数の提示領域Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３，Ｅ４を配列する。提示部４６は、第２
コンテンツの表示領域Ｃ２における第１コンテンツの表示領域Ｃ１との非重畳領域ｅに、
非重畳領域ｅから直近に位置する提示領域Ｅ１に情報が提示される商品と関連性のある関
連情報を提示する。
【００６８】
　移動検知部４８は、表示部４４によって表示されているコンテンツを移動させる移動操
作を検知する。実施形態に係る移動検知部４８は、移動操作の一例として、第１コンテン
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ツに対するスクロール操作を検知する。
【００６９】
　移動部４７は、移動検知部４８によってスクロール操作が検知された場合に、表示部４
４によって表示された第１コンテンツの表示領域Ｃ１を移動させ、第１コンテンツの表示
領域Ｃ１によって関連情報を被覆させる。
【００７０】
　なお、ここでは図示を省略したが、制御部３２は、コンテンツの表示制御の他に、ユー
ザによって表示中の商品情報等が選択される選択操作が行われたことを示す情報が入力さ
れる場合に、所定の商品購入処理を行う購入処理部を備える。かかる購入処理部の動作に
ついては、次に、図６を参照して後述する。
【００７１】
［６．端末装置の処理フロー］
　次に、図６を参照し、実施形態に係るユーザ端末装置３の制御部３２が実行する処理の
手順について説明する。図６は、実施形態に係るユーザ端末装置３の制御部３２が実行す
る処理を示すフローチャートである。
【００７２】
　図６に示すように、制御部３２は、入力部３３からコンテンツ表示操作を受け付けたか
否かを判定する（ステップＳ１０１）。そして、制御部３２は、コンテンツ表示操作を受
け付けていないと判定した場合（ステップＳ１０１，Ｎｏ）、コンテンツ表示操作を受け
付けるまでステップＳ１０１の判定処理を繰り返す。
【００７３】
　また、制御部３２は、コンテンツ表示操作を受け付けたと判定した場合（ステップＳ１
０１，Ｙｅｓ）、コンテンツの取得要求をサイトサーバ装置１へ送信する（ステップＳ１
０２）。続いて、制御部３２は、サイトサーバ装置１からコンテンツを受信したか否かを
判定する（ステップＳ１０３）。
【００７４】
　そして、制御部３２は、コンテンツを受信していないと判定した場合（ステップＳ１０
３，Ｎｏ）コンテンツを受信するまでステップＳ１０３の判定処理を繰り返す。また、制
御部３２は、コンテンツを受信したと判定した場合（ステップＳ１０３，Ｙｅｓ）、第１
コンテンツの一部を第２コンテンツに重畳表示させる（ステップＳ１０４）。
【００７５】
　例えば、制御部３２は、図１に（ａ）で示したように、第１コンテンツの表示領域Ｃ１
の一部を第２コンテンツの表示領域Ｃ２に重畳させて表示させることにより、第２コンテ
ンツの表示領域Ｃ２の一部を非重畳領域ｅとする。
【００７６】
　続いて、制御部３２は、第１コンテンツの表示領域Ｃ１内に商品情報を配列する（ステ
ップＳ１０５）。例えば、図１に示したように、制御部３２は、第１コンテンツの表示領
域Ｃ１に、複数の提示領域Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３，Ｅ４を配列する。そして、制御部３２は、
各提示領域Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３，Ｅ４内に、それぞれ商品の一例である第１電子書籍の表紙
画像Ｄ１、第２電子書籍、第３電子書籍、および第４電子書籍の表紙画像を含む商品情報
を表示させる。
【００７７】
　続いて、制御部３２は、第２コンテンツの非重畳領域ｅ内に、関連情報を表示させる（
ステップＳ１０６）。例えば、図１に示したように、制御部３２は、非重畳領域ｅに、非
重畳領域ｅの直近に表紙画像Ｄ１が提示される第１電子書籍に登場するキャラクタのイラ
ストＤ２を表示させる。
【００７８】
　その後、制御部３２は、ユーザによる第１コンテンツの移動操作を検知したか否かを判
定する（ステップＳ１０７）。そして、制御部３２は、移動操作を検知したと判定した場
合（ステップＳ１０７，Ｙｅｓ）、第１コンテンツの表示領域Ｃ１を移動させ、（ステッ
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プＳ１０８）、処理をステップＳ１０９へ移す。
【００７９】
　このとき、制御部３２は、第１コンテンツの表示領域Ｃ１が非重畳領域ｅの方向（第１
方法）へ移動される場合、第１コンテンツの表示領域Ｃ１によって非重畳領域ｅを被覆さ
せる。
【００８０】
　また、制御部３２は、第１コンテンツの表示領域Ｃ１によって非重畳領域ｅを被覆され
た状態から、第１コンテンツの表示領域Ｃ１が第１方向とは逆方向の第２方向へ移動され
る場合には、第１コンテンツの表示領域Ｃ１を移動させて非重畳領域ｅを露出させる。
【００８１】
　一方、制御部３２は、移動操作を検知していないと判定した場合（ステップＳ１０７，
Ｎｏ）、ユーザによる商品情報選択操作を検知したか否かを判定する（ステップＳ１１０
）。ここでの商品情報選択操作は、例えば、図１に示した第１電子書籍、第２電子書籍、
第３電子書籍、および第４電子書籍のうち、いずれかの表紙画像がユーザによって選択さ
れる操作である。
【００８２】
　そして、制御部３２は、商品情報選択操作を検知したと判定した場合（ステップＳ１１
０，Ｙｅｓ）、所定の商品購入処理を行い（ステップＳ１１１）、処理をステップＳ１０
９へ移す。
【００８３】
　商品購入処理では、制御部３２は、店舗サーバ装置２に対して、商品情報選択操作によ
って選択された商品の購入ページの取得要求を送信し、店舗サーバ装置２から商品の購入
ページを取得して出力部３４に表示させる。
【００８４】
　そして、制御部３２は、ユーザによって商品購入ページに商品購入のための所定事項が
入力されると、入力された所定事項を店舗サーバ装置２へ送信する。店舗サーバ装置２は
、ユーザ端末装置３から商品購入のための所定事項を受信すると、決済処理を行った後、
ユーザへ商品を発送する発送処理を行う。
【００８５】
　一方、制御部３２は、商品情報選択操作を検知していないと判定した場合（ステップＳ
１１０，Ｎｏ）、関連情報選択操作を検知したか否かの判定を行う（ステップＳ１１２）
。ここでの関連情報選択操作は、例えば、図１に示した第２コンテンツの非重畳領域ｅに
提示されたキャラクタのイラストＤ２がユーザによって選択される操作である。
【００８６】
　そして、制御部３２は、関連情報選択操作を検知していないと判定した場合（ステップ
Ｓ１１２，Ｎｏ）処理をステップＳ１０９へ移す。一方、制御部３２は、関連情報選択操
作を検知したと判定した場合（ステップＳ１１２，Ｙｅｓ）、前述した所定の商品購入処
理を行い（ステップＳ１１１）、処理をステップＳ１０９へ移す。
【００８７】
　ステップＳ１０９において、制御部３２は、ユーザによるコンテンツ表示終了操作を検
知したか否かを判定し、コンテンツ表示操作を検知していないと判定した場合（ステップ
Ｓ１０９，Ｎｏ）、処理をステップＳ１０７へ移す。一方、制御部３２は、コンテンツ表
示終了操作を検知したと判定した場合（ステップＳ１０９，Ｙｅｓ）、処理を終了する。
【００８８】
　このように、制御部３２は、商品情報選択操作を検知した場合だけでなく、関連情報選
択操作を検知した場合にも商品購入処理を実行する。つまり、制御部３２は、第２コンテ
ンツの表示領域Ｃ２における非重畳領域ｅと、第１コンテンツの表示領域Ｃ１の中で、非
重畳領域ｅから最も近い位置に設けられる提示領域Ｅ１という２つの領域を、提示領域Ｅ
１に商品情報が提示される商品の購入操作用領域とする。
【００８９】
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　これにより、図１に示した例では、ユーザは、第１電子書籍の表紙画像Ｄ１を選択する
ことによっても、第１電子書籍に登場するキャラクタのイラストＤ２を選択することによ
っても、第１電子書籍を購入することができる。
【００９０】
　したがって、サイトサーバ装置１や店舗サーバ装置２の運営者は、例えば、図１に示し
た提示領域Ｅ１に、より多く購入してもらいたい商品の商品情報を提示させることにより
、その商品の販売を促進させることができる。
【００９１】
　上述した実施形態では、ユーザ端末装置３の制御部３２が図１に示す表示制御を行う場
合について説明したが、制御部３２が行う表示制御は、これに限定されるものではない。
以下、ユーザ端末装置３の制御部３２が行う他の表示制御例（１）～（４）について説明
する。
【００９２】
［７．他の表示制御例（１）］
　まず、図７を参照し、他の表示制御例（１）について説明する。図７は、実施形態に係
る他の表示制御例（１）を示す説明図である。
【００９３】
　図７に（ａ）で示すように、他の表示制御例（１）では、制御部３２は、図１に（ａ）
で示した表示態様と同様に、第１コンテンツの表示領域Ｃ１の一部を第２コンテンツの表
示領域Ｃ２に重畳させて表示させる。
【００９４】
　このとき、制御部３２は、第１コンテンツの表示領域Ｃ１の中で、提示領域Ｅ１に限り
、第１電子書籍の表紙画像Ｄ１、巻番号、および立ち読みボタンの表示領域以外の領域を
透明にし、第２コンテンツの表示領域Ｃ２を透視可能な透過領域とする表示制御を行う。
【００９５】
　これにより、図７に（ｂ）、（ｃ）で示すように、ユーザによって第１コンテンツの表
示領域Ｃ１が非重畳領域ｅの方向へ移動されると、提示領域Ｅ１における透過領域を介し
てキャラクタのイラストＤ２の一部が透過して視認可能な状態となる。言い換えれば、キ
ャラクタのイラストＤ２が表紙画像Ｄ１等によって部分的に視認不可能な状態になる。
【００９６】
　こうして、制御部３２は、第１コンテンツの表示領域Ｃ１が移動される場合に、キャラ
クタのイラストＤ２を表紙画像Ｄ１等によって部分的に視認不可能にすることにより、ユ
ーザにもう一度キャラクタのイラストＤ２を見たいという感情を抱かせることができる。
このように、制御部３２は、ユーザにキャラクタのイラストＤ２に対する興味を湧かせる
ことによって、第１電子書籍にユーザの関心を集めることができる。
【００９７】
　また、制御部３２は、図７に（ｄ）で示すように、ユーザによって第１コンテンツの表
示領域Ｃ１がさらに移動されると、例えば、キャラクタのイラストＤ２全体を視認不可能
にする。このように、制御部３２は、敢えてキャラクタのイラストＤ２を隠すことによっ
て、もう一度キャラクタのイラストＤ２を見たいという感情を抱かせて、第１電子書籍に
ユーザの関心を集めることができる。
【００９８】
　なお、ここでは、第２コンテンツの表示領域Ｃ２の表示位置が固定された場合について
説明したが、制御部３２は、第２コンテンツの表示領域Ｃ２の表示位置を移動させること
も可能である。
【００９９】
　かかる構成の場合、制御部３２は、例えば、第１コンテンツの表示領域Ｃ１を移動させ
る場合に、関連情報の提示領域を第１コンテンツの表示領域Ｃ１の移動方向と同一の方向
へ第１コンテンツの表示領域Ｃ１の移動速度よりも低い移動速度で移動させる。
【０１００】
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　これにより、制御部３２は、第１コンテンツの表示領域Ｃ１の移動速度と、第２コンテ
ンツの表示領域Ｃ２におけるキャラクタのイラストＤ２の移動速度との違いによって、ユ
ーザの関心をより効果的にキャラクタのイラストＤ２へ集めることができる。
【０１０１】
　また、制御部３２は、第１コンテンツの表示領域Ｃ１を移動させる場合に、第２コンテ
ンツの表示領域Ｃ２をユーザ端末装置３の出力部３４における視認可能領域の外まで移動
させることもできる。
【０１０２】
　これにより、制御部３２は、第１コンテンツの表示領域Ｃ１を移動に伴って、キャラク
タのイラストＤ２を敢えて視認不可能にする前述の表示制御を行った場合と同様に、もう
一度キャラクタのイラストＤ２を見たいという感情を抱かせることができる。
【０１０３】
　また、ここでは、第１電子書籍の提示領域Ｅ１だけに透過領域を設けたが、制御部３２
は、第２電子書籍、第３電子書籍、および第４電子書籍の各提示領域Ｅ２，Ｅ３，Ｅ４に
も透過領域を設けることができる。
【０１０４】
　かかる構成の場合、制御部３２は、第１コンテンツの背景として、キャラクタのイラス
トＤ２を継続してユーザに視認させることができるので、もう一度キャラクタのイラスト
Ｄ２を見たいという感情をユーザに継続して抱かせることができる。
【０１０５】
［８．他の表示例（２）］
　次に、図８を参照し、他の表示制御例（２）について説明する。図８は、実施形態に係
る他の表示制御例（２）を示す説明図である。
【０１０６】
　図８に（ａ）で示すように、他の表示制御例（２）では、制御部３２は、図１に（ａ）
で示した表示態様と同様に、第１コンテンツの表示領域Ｃ１の一部を第２コンテンツの表
示領域Ｃ２に重畳させて表示させる。
【０１０７】
　その後、制御部３２は、図８に（ｂ）、（ｃ）で示すように、第１コンテンツの表示領
域Ｃ１が非重畳領域ｅの方向へ移動されると、他の表示制御例（１）で透過領域とした領
域におけるキャラクタのイラストＤ２の視認性を低下させる視認性変更手順を行う。
【０１０８】
　例えば、制御部３２は、関連情報の一例であるキャラクタのイラストＤ２の表示濃度を
薄くすることによって、キャラクタのイラストＤ２の視認性を低下させる。これにより、
制御部３２は、第１コンテンツの表示制御を変更することなく、関連情報の視認性を低下
させることができる。
【０１０９】
　また、制御部３２は、第１コンテンツの表示領域Ｃ１における透過領域の透過率を低減
することによっても、キャラクタのイラストＤ２の視認性を低下させることができる。こ
れにより、制御部３２は、第２コンテンツの表示制御を変更することなく、関連情報の視
認性を低下させることができる。
【０１１０】
　こうして、制御部３２は、第１コンテンツの表示領域Ｃ１が移動される場合に、ユーザ
が第１電子書籍の表紙画像Ｄ１等の隙間からキャラクタのイラストＤ２の存在は確認でき
るが、その詳細までは認識することができない状況を作ることができる。その結果、制御
部３２は、一度キャラクタのイラストＤ２を見たいというユーザの感情をさらに増大させ
ることによって、第１電子書籍にユーザの関心を集めることができる。
【０１１１】
　また、制御部３２は、図８に（ｄ）で示すように、ユーザによって第１コンテンツの表
示領域Ｃ１がさらに移動されると、例えば、キャラクタのイラストＤ２全体を視認不可能
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にする。このように、制御部３２は、敢えてキャラクタのイラストＤ２を隠すことによっ
て、ユーザにキャラクタのイラストＤ２に対する興味を湧かせ、第１電子書籍にユーザの
関心を集めることができる。
【０１１２】
　なお、ここでは、第１電子書籍の提示領域Ｅ１がキャラクタのイラストＤ２に重畳され
る場合に、キャラクタのイラストＤ２の視認性を低下させたが、他の提示領域Ｅ２，Ｅ３
，Ｅ４がイラストＤ２に重畳される場合にも同様の表示制御を行うことができる。
【０１１３】
　これにより、制御部３２は、第１コンテンツの背景として、キャラクタのイラストＤ２
を継続してユーザに視認させることができるので、もう一度キャラクタのイラストＤ２を
見たいという感情をユーザに継続して抱かせることができる。
【０１１４】
［９．他の表示例（３）］
　次に、図９を参照し、他の表示制御例（３）について説明する。図９は、実施形態に係
る他の表示制御例（３）を示す説明図である。
【０１１５】
　図９に（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように、他の表示制御例（３）では、制御部３２
は、図１に（ａ）、（ｂ）、（ｃ）で示す表示制御と同様の表示制御を行う。ただし、制
御部３２には、その後、図９に（ｄ）で示すように、第１コンテンツの表示領域Ｃ１が第
２コンテンツの表示領域Ｃ２を露出させる方向へ移動される場合に、非重畳領域ｅ内に、
別のキャラクタのイラストＤ３を提示する。
【０１１６】
　例えば、制御部３２は、第２コンテンツの表示領域Ｃ２における非重畳領域ｅに、第１
電子書籍に登場する他のキャラクタのイラストＤ３を表示させて提示する。また、制御部
３２は、その後、イラストＤ３が表示される領域の遮蔽と露出とが繰り返される場合、そ
の領域が露出される度に、第１電子書籍に登場するキャラクタの別のイラストを順次提示
する。これにより、制御部３２は、ユーザの第１電子書籍に対する関心をより高めること
ができる。
【０１１７】
［１０．他の表示例（４）］
　次に、図１０を参照し、他の表示制御例（４）について説明する。図１０は、実施形態
に係る他の表示制御例（４）を示す説明図である。
【０１１８】
　図１０に（ａ）で示すように、他の表示制御例（４）では、制御部３２は、第２コンテ
ンツの表示領域Ｃ２の一部を第１コンテンツの表示領域Ｃ１に重畳させて表示させる。つ
まり、制御部３２は、第１コンテンツの表示領域Ｃ１のレイヤを、第２コンテンツの表示
領域Ｃ２のレイヤよりも奥に配置する。
【０１１９】
　この場合、制御部３２は、第２コンテンツの表示領域Ｃ２における第１コンテンツの表
示領域Ｃ１上に重畳された重畳領域に、第１電子書籍に登場するキャラクタのイラストＤ
２を表示して提示する。
【０１２０】
　そして、制御部３２は、図１０に（ｂ）で示すように、ユーザによって第１コンテンツ
の表示領域Ｃ１が第２コンテンツの表示領域Ｃ２の方向へ移動される場合に、第１コンテ
ンツの表示領域Ｃ１における第２コンテンツの表示領域Ｃ２との重畳部分を視認できない
状態にする。つまり、制御部３２は、第１コンテンツの表示領域Ｃ１における第２コンテ
ンツの表示領域Ｃ２との重畳部分を、第２コンテンツにおけるイラストＤ２の表示領域で
遮蔽する。
【０１２１】
　その後、制御部３２は、図１０に（ｃ）で示すように、ユーザによってさらに第１コン
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テンツの表示領域Ｃ１が第２コンテンツの表示領域Ｃ２の方向へ移動され、第２電子書籍
の提示領域Ｅ２が第２コンテンツの表示領域Ｃ２と隣接する位置になると、イラストを変
更する。
【０１２２】
　例えば、制御部３２は、第２コンテンツの表示領域Ｃ２に、第２電子書籍に登場するキ
ャラクタのイラストＤ４を表示させる。さらに、制御部３２は、第１コンテンツの表示領
域Ｃ１が移動され、第２コンテンツの表示領域Ｃ２に隣接する提示領域が変わる度に、そ
の提示領域に表紙画像が提示される電子書籍に登場するキャラクタのイラストを第２コン
テンツの表示領域Ｃ２に表示させる。これにより、制御部３２は、第１コンテンツの表示
領域Ｃ１に商品情報が提示される全ての商品ついて、ユーザの関心を集めることができる
。
【０１２３】
［１１．装置構成］
　また、上記実施形態では、表示制御システム１００に、サイトサーバ装置１と店舗サー
バ装置２とが含まれる例を示したが、サイトサーバ装置１と店舗サーバ装置２とは１個の
装置として形成されてもよい。
【０１２４】
　この場合、図３に示したサイトサーバ装置１は、例えば、図４に示した商品情報記憶部
２３を有する。そして、サイトサーバ装置１は、ユーザ端末装置３からコンテンツの取得
要求を受け付けた場合に、商品情報記憶部２３から抽出した商品情報とともに、画像取得
命令を含まないコンテンツをユーザ端末装置３に配信する。
【０１２５】
　また、上記実施形態では、店舗サーバ装置２からユーザ端末装置３に商品情報が配信さ
れる例を示したが、サイトサーバ装置１が、店舗サーバ装置２から商品情報を取得しても
よい。この場合、店舗サーバ装置２の受付部２４は、サイトサーバ装置１から商品情報の
取得要求を受け付ける。また、店舗サーバ装置２の配信部２５は、サイトサーバ装置１に
商品情報を配信する。また、サイトサーバ装置１の配信部１５は、店舗サーバ装置２から
取得した商品情報とともに、画像取得命令を含まないコンテンツをユーザ端末装置３に配
信する。
【０１２６】
［１２．その他］
　また、上記実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明
した処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるもの
として説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。この他
、上記文書中や図面中で示した処理手順、具体的名称、各種のデータやパラメータを含む
情報については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。例えば、各図に示
した各種情報は、図示した情報に限られない。
【０１２７】
　また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示
の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図
示のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意
の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。例えば、図５に示
した要求部４１および受付部４２は統合されてもよい。
【０１２８】
　また、上述してきた各実施形態は、処理内容を矛盾させない範囲で適宜組み合わせるこ
とが可能である。
【０１２９】
［１３．ハードウェア構成］
　また、上述してきた実施形態に係るサイトサーバ装置１、店舗サーバ装置２、およびユ
ーザ端末装置３は、例えば図１１に示すような構成のコンピュータ５によって実現される
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。以下、サイトサーバ装置１を例に挙げて説明する。図１１は、サイトサーバ装置１の機
能を実現するコンピュータ５の一例を示すハードウェア構成図である。コンピュータ５は
、ＣＰＵ５１、ＲＡＭ５２、ＲＯＭ５３、ＨＤＤ５４、通信インターフェイス（Ｉ／Ｆ）
５５、入出力インターフェイス（Ｉ／Ｆ）５６、およびメディアインターフェイス（Ｉ／
Ｆ）５７を有する。
【０１３０】
　ＣＰＵ５１は、ＲＯＭ５３またはＨＤＤ５４に格納されたプログラムに基づいて動作し
、各部の制御を行う。ＲＯＭ５３は、コンピュータ５の起動時にＣＰＵ５１によって実行
されるブートプログラムや、コンピュータ５のハードウェアに依存するプログラム等を格
納する。
【０１３１】
　ＨＤＤ５４は、ＣＰＵ５１によって実行されるプログラム、および、かかるプログラム
によって使用されるデータ等を格納する。通信インターフェイス５５は、通信ネットワー
ク（図２に示したネットワークＮに対応）を介して他の機器からデータを受信してＣＰＵ
５１へ送り、ＣＰＵ５１が生成したデータを通信ネットワークを介して他の機器へ送信す
る。
【０１３２】
　ＣＰＵ５１は、入出力インターフェイス５６を介して、ディスプレイやプリンタ等の出
力装置、および、キーボードやマウス等の入力装置を制御する。ＣＰＵ５１は、入出力イ
ンターフェイス５６を介して、入力装置からデータを取得する。また、ＣＰＵ５１は、生
成したデータを入出力インターフェイス５６を介して出力装置へ出力する。
【０１３３】
　メディアインターフェイス５７は、記録媒体５８に格納されたプログラムまたはデータ
を読み取り、ＲＡＭ５２を介してＣＰＵ５１に提供する。ＣＰＵ５１は、かかるプログラ
ムを、メディアインターフェイス５７を介して記録媒体５８からＲＡＭ５２上にロードし
、ロードしたプログラムを実行する。記録媒体５８は、例えばＤＶＤ（Digital　Versati
le　Disc）、ＰＤ（Phase　change　rewritable　Disk）等の光学記録媒体、ＭＯ（Magne
to-Optical　disk）等の光磁気記録媒体、テープ媒体、磁気記録媒体、または半導体メモ
リ等である。
【０１３４】
　例えば、コンピュータ５が実施形態に係るサイトサーバ装置１として機能する場合、コ
ンピュータ５のＣＰＵ５１は、ＲＡＭ５２上にロードされたプログラムを実行することに
より、制御部１２の機能を実現する。また、ＨＤＤ５４には、コンテンツ記憶部１３内の
データが格納される。コンピュータ５のＣＰＵ５１は、これらのプログラムを記録媒体５
８から読み取って実行するが、他の例として、他の装置から通信ネットワークを介してこ
れらのプログラムを取得してもよい。
【０１３５】
　なお、コンピュータ５が実施形態に係る店舗サーバ装置２として機能する場合、コンピ
ュータ５のＣＰＵ５１は、ＲＡＭ５２上にロードされたプログラムを実行することにより
、制御部２２の機能を実現する。
【０１３６】
　なお、コンピュータ５が実施形態に係るユーザ端末装置３として機能する場合、コンピ
ュータ５のＣＰＵ５１は、ＲＡＭ５２上にロードされたプログラムを実行することにより
、制御部３２の機能を実現する。
【０１３７】
［１４．効果］
　上述したように、実施形態に係る表示制御プログラムは、表示手順と、配列手順と、提
示手順と、移動検知手順と、移動手順とをコンピュータに実行させる。表示手順は、第１
コンテンツの表示領域の一部を第２コンテンツの表示領域に重畳させて表示させる。配列
手順は、第１コンテンツの表示領域内に、商品の情報が提示される複数の提示領域を配列
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する。提示手順は、第２コンテンツの表示領域における第１コンテンツの表示領域との非
重畳領域に、複数の提示領域のうち、非重畳領域から直近に位置する提示領域に情報が提
示される商品と関連性のある関連情報を提示する。移動検知手順は、第１コンテンツの表
示領域を非重畳領域の方向へ移動させる移動操作を検知する。移動手順は、移動検知手順
によって移動操作が検知される場合に、第１コンテンツの表示領域を移動させ、第１コン
テンツの表示領域によって関連情報を被覆させる。
【０１３８】
　これにより、実施形態に係る表示制御プログラムは、特定の商品にユーザの関心を集め
ることができる。
【０１３９】
　また、実施形態に係る表示制御プログラムの提示手順は、直近に位置する提示領域に、
第２コンテンツの表示領域の一部を透視可能な透過領域を設ける。
【０１４０】
　これにより、実施形態に係る表示制御プログラムは、関連情報を商品情報によって部分
的に視認不可能にすることにより、ユーザにもう一度関連情報を見たいという感情を抱か
せることによって、関連情報に対応する商品にユーザの関心を集めることができる。
【０１４１】
　また、実施形態に係る表示制御プログラムは、関連情報の提示領域に第１コンテンツの
表示領域が重畳される場合に、重畳部分における関連情報の視認性を低下させる視認性変
更手順をコンピュータに実行させる。
【０１４２】
　これにより、実施形態に係る表示制御プログラムは、一度関連情報を見たいというユー
ザの感情をさらに増大させることによって、関連情報に対応する商品にユーザの関心を集
めることができる。
【０１４３】
　また、実施形態に係る表示制御プログラムの視認性変更手順は、関連情報の表示濃度を
薄くする。
【０１４４】
　これにより、実施形態に係る表示制御プログラムは、第１コンテンツの表示制御を変更
することなく、関連情報の視認性を低下させることができる。
【０１４５】
　また、実施形態に係る表示制御プログラムの視認性変更手順は、透過領域の透過率を低
減する。
【０１４６】
　これにより、実施形態に係る表示制御プログラムは、第２コンテンツの表示制御を変更
することなく、関連情報の視認性を低下させることができる。
【０１４７】
　また、実施形態に係る表示制御プログラムの移動手順は、第１コンテンツの表示領域を
移動させる場合に、関連情報の提示領域を第１コンテンツの表示領域の移動方向と同一の
方向へ第１コンテンツの表示領域の移動速度よりも低い移動速度で移動させる。
【０１４８】
　これにより、実施形態に係る表示制御プログラムは、第１コンテンツの表示領域の移動
速度と、第２コンテンツの表示領域における関連情報の移動速度との違いによって、ユー
ザの関心をより効果的に関連情報へ集めることができる。
【０１４９】
　また、実施形態に係る表示制御プログラムは、関連情報を選択する選択操作を検知する
選択検知手順と、選択検知手順によって選択操作が検知される場合に、直近に位置する提
示領域に情報が提示される商品を購入するための購入ページを表示させるページ表示手順
とをコンピュータに実行させる。
【０１５０】
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　これにより、実施形態に係る表示制御プログラムは、ユーザの関心を集める関連情報を
ユーザに選択させることによって、関連情報に対応する商品の販売を促進させることがで
きる。
【０１５１】
　以上、本願の実施形態のいくつかを図面に基づいて詳細に説明したが、これらは例示で
あり、発明の開示の欄に記載の態様を始めとして、当業者の知識に基づいて種々の変形、
改良を施した他の形態で本発明を実施することが可能である。
【０１５２】
　また、上述してきた「部（section、module、unit）」は、「手段」や「回路」などに
読み替えることができる。例えば、配信部は、配信手段や配信回路に読み替えることがで
きる。
【符号の説明】
【０１５３】
　１　サイトサーバ装置
　１１　通信部
　１２　制御部
　１３　コンテンツ記憶部
　１４　受付部
　１５　配信部
　２　店舗サーバ装置
　２１　通信部
　２２　制御部
　２３　商品情報記憶部
　２４　受付部
　２５　配信部
　３　ユーザ端末装置
　３１　通信部
　３２　制御部
　３３　入力部
　３４　出力部
　４１　要求部
　４２　受付部
　４３　表示制御部
　４４　表示部
　４５　配列部
　４６　提示部
　４７　移動部
　４８　移動検知部
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