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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示画面上の所定の領域に表示されたコンテンツ情報が所定の配列順に複数連ねられた
コンテンツ情報群を生成するコンテンツ情報群生成部と、
　前記コンテンツ情報群を構成する前記コンテンツ情報のうち、更新された前記コンテン
ツ情報を検出する更新検出部と、
　前記コンテンツ情報群の少なくとも一部を前記配列順に従って前記表示画面上に表示さ
せるとともに、前記コンテンツ情報群の中で更新された前記コンテンツ情報に対応する部
分である更新部分の前記コンテンツ情報群全体に対する位置関係を少なくとも示すインジ
ケータを前記表示画面上に表示させる表示制御部と、
　を備え、
　前記インジケータは、
　前記コンテンツ情報群の中で前記表示画面上に表示された前記コンテンツ情報に対応す
る部分である表示部分の前記コンテンツ情報群全体に対する位置関係を示す表示部分標示
領域と、
　前記更新部分の前記コンテンツ情報群全体に対する位置関係を示す更新部分標示領域と
、
　前記コンテンツ情報群の中で前記表示部分及び前記更新部分に含まれない前記コンテン
ツ情報に対応する部分である既読部分の前記コンテンツ情報群全体に対する位置関係を示
す既読部分標示領域と、
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　が互いに異なる表示を有する、情報処理装置。
【請求項２】
　前記更新検出部は、前記コンテンツ情報群生成部によって前記コンテンツ情報群に新た
に追加された前記コンテンツ情報を、更新された前記コンテンツ情報として検出する、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記更新検出部は、前記コンテンツ情報群を構成する前記コンテンツ情報の中で、前記
表示制御部によって前記表示画面上に表示されていない前記コンテンツ情報を、更新され
た前記コンテンツ情報として検出する、
　請求項１又は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記コンテンツ情報群の一部は、前記表示画面上における第１の方向に沿って前記配列
順に従って表示され、
　前記インジケータは、前記表示画面上において前記第１の方向に延伸する直線形状を有
する、
　請求項１～３のいずれかに記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記インジケータは、前記表示部分標示領域と、前記更新部分標示領域と、前記既読部
分標示領域と、が互いに異なる色を有する、
　請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記インジケータは、前記表示部分標示領域と、前記更新部分標示領域と、前記既読部
分標示領域と、が互いに異なる形状を有する、
　請求項４又は５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記インジケータの前記表示画面上での表示において、
　前記表示部分標示領域は、前記コンテンツ情報群を構成する前記コンテンツ情報の総数
に対する前記表示部分を構成する前記コンテンツ情報の数の割合を反映した大きさを有し
、
　前記更新部分標示領域は、前記コンテンツ情報群を構成する前記コンテンツ情報の総数
に対する前記更新部分を構成する前記コンテンツ情報の数の割合を反映した大きさを有し
、
　前記既読部分標示領域は、前記コンテンツ情報群を構成する前記コンテンツ情報の総数
に対する前記既読部分を構成する前記コンテンツ情報の数の割合を反映した大きさを有す
る、
　請求項４～６のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記コンテンツ情報を取得するコンテンツ情報取得部、
　を更に備え、
　前記コンテンツ情報群生成部は、前記コンテンツ情報取得部によって取得されたコンテ
ンツ情報に基づいて前記コンテンツ情報群を生成する、
　請求項１～７のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記コンテンツ情報群生成部は、前記コンテンツ情報取得部によって新たに取得された
コンテンツ情報を、既に生成された前記コンテンツ情報群に追加することにより、前記コ
ンテンツ情報群を更新する、
　請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記コンテンツ情報群生成部は、前記コンテンツ情報取得部によって新たに取得された
コンテンツ情報によって、前記コンテンツ情報群を構成するコンテンツ情報の数を増加さ
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せることにより、前記コンテンツ情報群を更新する、
　請求項９に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記コンテンツ情報群生成部は、前記コンテンツ情報取得部によって新たに取得された
コンテンツ情報によって、既に生成された前記コンテンツ情報群を構成する前記コンテン
ツ情報の内容を変更することにより、前記コンテンツ情報群を更新する、
　請求項９に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記コンテンツ情報群における前記配列順は、前記コンテンツ情報取得部によって前記
コンテンツ情報が取得された順に対応する順である、
　請求項８～１１のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記コンテンツ情報取得部は、所定のタイミングで自動的に前記コンテンツ情報を取得
する、
　請求項８～１２のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記コンテンツ情報取得部は、ユーザによる所定の操作入力に応じたタイミングで前記
コンテンツ情報を取得する、
　請求項８～１３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記コンテンツ情報群は前記表示画面上に、前記配列順に従って列状に配列されて表示
される、
　請求項１～１４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　表示画面上の所定の領域に表示されたコンテンツ情報が所定の配列順に複数連ねられた
コンテンツ情報群を生成することと、
　前記コンテンツ情報群を構成する前記コンテンツ情報のうち、更新された前記コンテン
ツ情報を検出することと、
　前記コンテンツ情報群の少なくとも一部を前記配列順に従って前記表示画面上に表示さ
せるとともに、前記コンテンツ情報群の中で更新された前記コンテンツ情報に対応する部
分である更新部分の前記コンテンツ情報群全体に対する位置関係を少なくとも示すインジ
ケータを前記表示画面上に表示させることと、
　を含み、
　前記インジケータは、
　前記コンテンツ情報群の中で前記表示画面上に表示された前記コンテンツ情報に対応す
る部分である表示部分の前記コンテンツ情報群全体に対する位置関係を示す表示部分標示
領域と、
　前記更新部分の前記コンテンツ情報群全体に対する位置関係を示す更新部分標示領域と
、
　前記コンテンツ情報群の中で前記表示部分及び前記更新部分に含まれない前記コンテン
ツ情報に対応する部分である既読部分の前記コンテンツ情報群全体に対する位置関係を示
す既読部分標示領域と、
　が互いに異なる表示を有する、更新情報通知方法。
【請求項１７】
　コンピュータに、
　表示画面上の所定の領域に表示されたコンテンツ情報が所定の配列順に複数連ねられた
コンテンツ情報群を生成する機能と、
　前記コンテンツ情報群を構成する前記コンテンツ情報のうち、更新された前記コンテン
ツ情報を検出する機能と、
　前記コンテンツ情報群の少なくとも一部を前記配列順に従って前記表示画面上に表示さ
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せるとともに、前記コンテンツ情報群の中で更新された前記コンテンツ情報に対応する部
分である更新部分の前記コンテンツ情報群全体に対する位置関係を少なくとも示すインジ
ケータを前記表示画面上に表示させる機能と、
　を実現させ、
　前記インジケータは、
　前記コンテンツ情報群の中で前記表示画面上に表示された前記コンテンツ情報に対応す
る部分である表示部分の前記コンテンツ情報群全体に対する位置関係を示す表示部分標示
領域と、
　前記更新部分の前記コンテンツ情報群全体に対する位置関係を示す更新部分標示領域と
、
　前記コンテンツ情報群の中で前記表示部分及び前記更新部分に含まれない前記コンテン
ツ情報に対応する部分である既読部分の前記コンテンツ情報群全体に対する位置関係を示
す既読部分標示領域と、
　が互いに異なる表示を有するためのプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理装置、更新情報通知方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）やスマートフォン、タブレットＰＣ等の
情報処理装置において、複数の情報が所定の配列順を有して構成される情報群のうちの一
部分のみを表示画面に表示する際に、当該情報群全体に対する表示画面に表示されている
情報の位置関係を示すインジケータが表示画面に同時に表示されることが一般的である。
例えば、特許文献１には、動画コンテンツの再生中において、当該動画コンテンツの再生
時間の長さや、当該動画コンテンツのうちバッファに一時記憶されている領域、当該動画
コンテンツの再生進度等を示すインジケータを、当該動画コンテンツと併せて表示画面に
表示する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２０６８０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　一方、上記のような各種の情報処理装置を利用して、ニュースやＳＮＳ（Ｓｏｃｉａｌ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）に関する情報等、多くの情報を取得し閲覧すること
が一般的になっている。このような多くの情報をユーザに対して提示する場合には、特許
文献１に示す技術と同様、インジケータを利用した方法が提案されている。すなわち、複
数の情報が所定の配列順に並べられた情報群を生成し、当該情報群全体のうちの一部分の
みを表示画面に表示するとともに、配列化された情報群全体に対する表示されている情報
の位置関係を示すインジケータが用いられている。
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に示すような動画コンテンツとは異なり、ニュースや各種の
ＳＮＳ（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）における情報は、速報性が重
視される情報であり、頻繁に情報の更新が行われる。従って、上述したような配列化され
た情報群のうちの一部をユーザに対して提示する方法においては、配列化される情報群の
構成（例えば、情報群を構成する情報の数や、各情報の内容等）が頻繁に更新される。そ
のため、情報更新後の表示画面を参照したユーザにとっては、配列化された情報群のうち
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、自身が既に参照した情報と更新によって追加されたためにまだ参照していない情報とを
区別し難いという不便があった。
【０００６】
　上記事情に鑑みれば、ユーザが更新された情報をより直感的に把握できるようにするこ
とにより、情報を参照する際のユーザの利便性をより向上させることが求められていた。
そこで、本開示では、ユーザの利便性をより向上させることが可能な、新規かつ改良され
た情報処理装置、更新情報通知方法及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、表示画面上の所定の領域に表示されたコンテンツ情報が所定の配列順
に複数連ねられたコンテンツ情報群を生成するコンテンツ情報群生成部と、前記コンテン
ツ情報群を構成する前記コンテンツ情報のうち、更新された前記コンテンツ情報を検出す
る更新検出部と、前記コンテンツ情報群の少なくとも一部を前記配列順に従って前記表示
画面上に表示させるとともに、前記コンテンツ情報群の中で更新された前記コンテンツ情
報に対応する部分である更新部分の前記コンテンツ情報群全体に対する位置関係を少なく
とも示すインジケータを前記表示画面上に表示させる表示制御部と、を備える、情報処理
装置が提供される。
【０００８】
　また、本開示によれば、表示画面上の所定の領域に表示されたコンテンツ情報が所定の
配列順に複数連ねられたコンテンツ情報群を生成することと、前記コンテンツ情報群を構
成する前記コンテンツ情報のうち、更新された前記コンテンツ情報を検出することと、前
記コンテンツ情報群の少なくとも一部を前記配列順に従って前記表示画面上に表示させる
とともに、前記コンテンツ情報群の中で更新された前記コンテンツ情報に対応する部分で
ある更新部分の前記コンテンツ情報群全体に対する位置関係を少なくとも示すインジケー
タを前記表示画面上に表示させることと、を含む、更新情報通知方法が提供される。
【０００９】
　また、本開示によれば、コンピュータに、表示画面上の所定の領域に表示されたコンテ
ンツ情報が所定の配列順に複数連ねられたコンテンツ情報群を生成する機能と、前記コン
テンツ情報群を構成する前記コンテンツ情報のうち、更新された前記コンテンツ情報を検
出する機能と、前記コンテンツ情報群の少なくとも一部を前記配列順に従って前記表示画
面上に表示させるとともに、前記コンテンツ情報群の中で更新された前記コンテンツ情報
に対応する部分である更新部分の前記コンテンツ情報群全体に対する位置関係を少なくと
も示すインジケータを前記表示画面上に表示させる機能と、を実現させるためのプログラ
ムが提供される。
【００１０】
　本開示によれば、コンテンツ情報群生成部によって表示画面上の所定の領域に表示され
たコンテンツ情報が所定の配列順に複数連ねられたコンテンツ情報群が生成さる。また、
更新検出部１３３によってコンテンツ情報群のうち更新されたコンテンツ情報が検出され
る。更に、表示制御部によって、当該コンテンツ情報群の一部が当該配列順に従って表示
画面上に表示されるとともに、コンテンツ情報群の中で更新されたコンテンツ情報に対応
する部分である更新部分のコンテンツ情報群全体に対する位置関係を少なくとも示すイン
ジケータが表示画面上に表示される。従って、ユーザは、当該インジケータを参照するこ
とにより、コンテンツ情報群全体に対する更新部分の位置を素早く把握することができ、
当該更新部分により素早くアクセスすることが可能となる。
【発明の効果】
【００１１】
　以上説明したように本開示によれば、ユーザの利便性をより向上させることが可能とな
る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
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【図１】一般的なコンテンツ情報群及びインジケータの表示の一例を示す概略図である。
【図２】本開示の一実施形態に係るコンテンツ情報群及びインジケータの表示の一例を示
す概略図である。
【図３】本開示の一実施形態に係る情報処理装置の一構成例を示す機能ブロック図である
。
【図４】本実施形態に係る更新情報通知処理の第１の具体例について説明するための説明
図である。
【図５】本実施形態に係る更新情報通知処理の第２の具体例について説明するための説明
図である。
【図６】本実施形態に係る更新情報通知処理の第３の具体例について説明するための説明
図である。
【図７】本開示の一実施形態に係る更新情報通知方法の処理手順の一例を示すフロー図で
ある。
【図８】本開示の一実施形態に係る情報処理装置のハードウェア構成を示す機能ブロック
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　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。
【００１４】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．更新情報通知処理の概要
　　１－１．一般的なコンテンツ情報群及びインジケータの表示
　　１－２．本実施形態に係る更新情報通知処理
　２．情報処理装置の構成
　３．更新情報通知処理の具体例
　　３－１．第１の具体例
　　３－２．第２の具体例
　　３－３．第３の具体例
　４．更新情報通知方法の処理手順
　５．ハードウェア構成
　６．まとめ
【００１５】
　＜１．更新情報通知処理の概要＞
　本開示の一実施形態においては、表示画面上の所定の領域に表示されたコンテンツ情報
が所定の配列順に複数連ねられたコンテンツ情報群が生成され、当該コンテンツ情報群の
一部が当該配列順に従って表示画面上に表示される。また、コンテンツ情報群の更新が検
出され、コンテンツ情報群全体に対する当該更新されたコンテンツ情報の位置関係を少な
くとも示すインジケータが、コンテンツ情報群の一部とともに表示画面に表示される。以
下の説明では、上記の各処理を少なくとも含む本実施形態において行われる一連の処理の
ことを、更新情報通知処理と呼称する。
【００１６】
　ここで、本実施形態においては、コンテンツは、各種の情報処理装置において処理され
得るあらゆるコンテンツであってよく、例えば、ニュースコンテンツ（Ｎｅｗｓ　Ｃｏｎ
ｔｅｎｔ）、画像コンテンツ（Ｉｍａｇｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔ）、動画コンテンツ（Ｍｏｖ
ｉｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔ）及びＳＮＳコンテンツ（ＳＮＳ　Ｃｏｎｔｅｎｔ）等が含まれて
よい。なお、ＳＮＳコンテンツには、例えば、当該ＳＮＳの利用者によって記載された（
投稿された）コメントや日記等の情報が含まれる。
【００１７】
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　また、コンテンツ情報には、当該コンテンツに関する各種の情報が含まれてよく、例え
ば、当該コンテンツの概要（要約）や、当該コンテンツが更新（取得）された日時等の情
報が含まれてよい。例えば、コンテンツがＳＮＳコンテンツであり、当該ＳＮＳにおいて
記載されたコメントや日記等の情報を含む場合には、コンテンツ情報は、当該ＳＮＳの名
称や、当該コメントや日記を記載した人物に関する情報（例えば、当該人物が所属するコ
ミュニティやユーザとの関係等）を含んでもよい。また、コンテンツ情報には、当該コン
テンツの内容そのものも含まれてもよい。
【００１８】
　また、表示画面上の所定の領域に表示されたコンテンツ情報は、対応するコンテンツの
概要を示す見出しの機能を有するものであると言える。本実施形態においては、コンテン
ツ情報として表示画面に表示される情報は、画像、文字、記号等あらゆる形式の情報が含
まれてよい。
【００１９】
　以下では、まず、［１－１．一般的なコンテンツ情報群及びインジケータの表示］で、
本開示をより明確なものとするために、一般的なコンテンツ情報群及びインジケータの表
示について説明する。次いで、［１－２．本実施形態に係る更新情報通知処理］で、本開
示の一実施形態に係るコンテンツ情報群及びインジケータの表示について説明するととも
に、本実施形態に係る更新情報通知処理の概要について説明する。
【００２０】
　［１－１．一般的なコンテンツ情報群及びインジケータの表示］
　図１を参照して、一般的なコンテンツ情報群及びインジケータの表示の一例について説
明する。図１は、一般的なコンテンツ情報群及びインジケータの表示の一例を示す概略図
である。
【００２１】
　図１を参照すると、表示画面５１０上に、一般的なコンテンツ情報群５２０及び一般的
なインジケータ５３０が表示されている。図１に示す例では、表示画面５１０が２つの領
域に分割されており、一の領域にコンテンツ情報群５２０の少なくとも一部が表示され、
他の領域にインジケータ５３０が表示されている。
【００２２】
　コンテンツ情報群５２０は、複数のコンテンツ情報が所定の配列順に従って列状（リス
ト状）に並べられて構成される。図１に示す例では、コンテンツ情報群５２０を構成する
複数のコンテンツ情報のうちの一部分である、複数のコンテンツ情報５２１ａ～５２１ｄ
が表示画面５１０に表示されている。
【００２３】
　コンテンツ情報群５２０を構成する複数のコンテンツ情報は互いに異なる種類の多様な
コンテンツを示すコンテンツ情報であってよく、例えば、図１を参照すると、コンテンツ
情報５２１ａは「Ｎｅｗｓ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　１」、コンテンツ情報５２１ｂは「Ｉｍａ
ｇｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　１」、コンテンツ情報５２１ｃは「Ｎｅｗｓ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　
２」、コンテンツ情報５２１ｄは「ＳＮＳ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　１」である。表示画面５１
０がいわゆるタッチパネル機能を有する場合には、操作体をコンテンツ情報群５２０の上
で、配列方向、すなわち図１に示す例では上下方向に移動させることにより、コンテンツ
情報群５２０の表示が上下にスクロールされ、表示画面５１０に表示されるコンテンツ情
報が変化する。また、操作体が、コンテンツ情報群５２０に含まれるコンテンツ情報のう
ちの１つをタップすることにより、対応するコンテンツを再生、閲覧等するアプリケーシ
ョンが起動され、当該コンテンツのより詳細な内容が表示画面５１０に表示されてもよい
。
【００２４】
　インジケータ５３０は、表示画面５１０に表示されているコンテンツ情報群５２０の一
部の、コンテンツ情報群５２０全体に対する位置関係を俯瞰的に示す。図１に示す例では
、インジケータ５３０は、いわゆるスクロールインジケータであり、表示画面５１０上に
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おいて、コンテンツ情報群５２０の配列方向、すなわち表示画面５１０の上下方向に延伸
する直線形状を有する。インジケータ５３０は、コンテンツ情報群５２０のうち表示画面
５１０に表示されている部分を示す表示部分標示領域５３１と、コンテンツ情報群５２０
のうち表示画面５１０に表示されていない部分を示す非表示部分標示領域５３２ａ、５３
２ｂとを有する。コンテンツ情報群５２０の表示のスクロールに応じて、インジケータ５
３０における表示部分標示領域５３１の位置もリアルタイムで変化する。
【００２５】
　インジケータ５３０では、その全体の長さがコンテンツ情報群５２０全体の長さ（量）
に対応しており、コンテンツ情報群５２０全体に対する、表示画面５１０に表示されてい
る部分の位置関係及び量が、表示部分標示領域５３１によって表現されている。図１の右
側には、インジケータ５３０を拡大した様子を図示し、インジケータ５３０における各領
域が概念的に示されている。また、インジケータ５３０の表示部分標示領域５３１及び非
表示部分標示領域５３２ａ、５３２ｂは、ユーザによって視認されやすいように、互いに
異なる表示を有する。図１に示す例であれば、表示部分標示領域５３１と非表示部分標示
領域５３２ａ、５３２ｂとは、互いに異なる色を有している。
【００２６】
　以上、図１を参照して説明したように、一般的なインジケータ５３０は、表示部分標示
領域５３１及び非表示部分標示領域５３２ａ、５３２ｂによって構成されており、ユーザ
は、インジケータ５３０における表示部分標示領域５３１の位置を参照することにより、
表示画面５１０に表示されている部分のコンテンツ情報群５２０全体に対する位置関係を
把握することができる。しかしながら、コンテンツ情報群５２０は随時更新され得る。コ
ンテンツ情報群５２０の更新に対応してインジケータ５３０も更新されるが、一般的なイ
ンジケータ５３０にはコンテンツ情報群５２０の更新に関する情報が反映されない。従っ
て、ユーザがインジケータ５３０を参照したとしても、コンテンツ情報群５２０が更新さ
れたかどうかや、更新されたコンテンツ情報のコンテンツ情報群５２０の全体に対する位
置関係を把握することは困難である。従って、ユーザはコンテンツ情報群５２０をスクロ
ール表示させ、表示画面５１０に表示されるコンテンツ情報を確認することによってその
更新を認識する必要があるという不便があった。
【００２７】
　本発明者らは、上述した一般的なコンテンツ情報群及びインジケータにおける考察結果
に鑑み、ユーザの利便性をより向上させることができる構成について検討した結果、以下
に示す本開示の一実施形態に係る更新情報通知処理に想到した。
【００２８】
　［１－２．本実施形態に係る更新情報通知処理］
　図２を参照して、本開示の一実施形態に係る更新情報通知処理の概要について説明する
。図２は、本開示の一実施形態に係るコンテンツ情報群及びインジケータの表示の一例を
示す概略図である。
【００２９】
　図２を参照すると、表示画面６１０上に、本実施形態に係るコンテンツ情報群６２０及
び本実施形態に係るインジケータ６３０が表示されている。図２に示す例では、表示画面
６１０が２つの領域に分割されており、一の領域にコンテンツ情報群６２０の少なくとも
一部が表示され、他の領域にインジケータ６３０が表示されている。
【００３０】
　コンテンツ情報群６２０は、複数のコンテンツ情報が所定の配列順に従って列状（リス
ト状）に並べられて構成される。図２に示す例では、コンテンツ情報群６２０を構成する
複数のコンテンツ情報のうちの一部分である、複数のコンテンツ情報６２１ａ～６２１ｄ
が表示画面６１０に表示されている。なお、以下の説明では、表示画面６１０において、
コンテンツ情報群６２０を構成するコンテンツ情報が配列される方向（図２に示す例では
表示画面６１０の上下方向）を第１の方向とも呼称する。また、以下の説明では、表示画
面６１０の表示を基準にして、上方向、下方向、左方向及び右方向の概念を定義する。
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【００３１】
　コンテンツ情報群６２０を構成する複数のコンテンツ情報は互いに異なる種類の多様な
コンテンツを示すコンテンツ情報であってよく、例えば、図２を参照すると、コンテンツ
情報６２１ａは「Ｎｅｗｓ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　３」、コンテンツ情報６２１ｂは「Ｉｍａ
ｇｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　２」、コンテンツ情報６２１ｃは「Ｎｅｗｓ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　
４」、コンテンツ情報６２１ｄは「ＳＮＳ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　２」である。また、表示画
面６１０上においてコンテンツ情報群６２０をスクロール表示させ、表示画面６１０に表
示されるコンテンツ情報を変化させることが可能である。また、表示画面６１０に表示さ
れているコンテンツ情報のうちの１つを選択することにより、当該コンテンツのより詳細
な内容を参照することができる。具体的には、例えば、表示画面６１０がいわゆるタッチ
パネル機能を有する場合には、操作体をコンテンツ情報群６２０の上で、その配列方向で
ある第１の方向、すなわち図２に示す例では上下方向に移動させることにより、コンテン
ツ情報群６２０の表示が上下にスクロールされ、表示画面６１０に表示されるコンテンツ
情報が変化する。また、操作体が、コンテンツ情報群６２０に含まれるコンテンツ情報の
うちの１つをタップすることにより、対応するコンテンツを再生、閲覧等するアプリケー
ションが起動され、当該コンテンツのより詳細な内容が表示画面５１０に表示されてもよ
い。なお、操作体によるドラッグ及びタップは、例えばマウスによって操作されるカーソ
ルによるドラッグ及びクリックであってもよい。
【００３２】
　本実施形態においては、コンテンツ情報群６２０は随時更新され得る。ここで、本実施
形態において、「更新」とは、コンテンツ情報群６２０を構成するコンテンツ情報の数や
種類が変更されたことであってもよいし、コンテンツ情報群６２０を構成するコンテンツ
情報の内容が変更されたことであってもよい。また、コンテンツ情報群６２０を構成する
コンテンツ情報のうち更新されたコンテンツ情報とは、表示画面６１０上に１度も表示さ
れていない、すなわちユーザによって１度も視認されていないコンテンツ情報であってよ
い。また、本実施形態においては、コンテンツ情報群６２０を構成するコンテンツ情報の
うち、表示画面６１０に少なくとも１度は表示されたコンテンツ情報のことをユーザにと
って既読のコンテンツ情報と表現し、表示画面６１０に１度も表示されていないコンテン
ツ情報のことをユーザにとって未読のコンテンツ情報と表現することがある。
【００３３】
　本実施形態においては、インジケータ６３０の構成が、図１に示す一般的なインジケー
タ５３０とは異なる。具体的には、本実施形態に係るインジケータ６３０には、コンテン
ツ情報群６２０の更新に関する情報が表示される。
【００３４】
　本実施形態に係るインジケータ６３０の構成について詳しく説明する。インジケータ６
３０は、表示画面６１０に表示されているコンテンツ情報群６２０の一部の、コンテンツ
情報群６２０全体に対する位置関係を俯瞰的に示す。図２に示す例では、インジケータ６
３０は、いわゆるスクロールインジケータであり、表示画面６１０上において、コンテン
ツ情報群６２０の配列方向である第１の方向、すなわち表示画面６１０の上下方向に延伸
する直線形状を有する。インジケータ６３０は、コンテンツ情報群６２０のうち表示画面
６１０に表示されている部分（以下、表示部分とも呼称する。）を示す表示部分標示領域
６３１と、コンテンツ情報群６２０のうち表示画面５１０に表示されていない部分であり
かつ更新されていない部分（例えばユーザによって既読のコンテンツ情報に対応する部分
。以下、非表示部分又は既読部分とも呼称する。）を示す既読部分標示領域６３２と、コ
ンテンツ情報群６２０のうち更新されたコンテンツ情報に対応する部分（以下、更新部分
とも呼称する。）を示す更新部分標示領域６３３と、を有する。コンテンツ情報群６２０
の表示のスクロールに応じて、インジケータ６３０における表示部分標示領域６３１の位
置もリアルタイムで変化する。
【００３５】
　インジケータ６３０では、その全体の長さがコンテンツ情報群６２０の全体の長さ（量
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）に対応しており、コンテンツ情報群６２０全体に対する、表示部分、既読部分及び更新
部分の位置関係及び量が、表示部分標示領域６３１、既読部分標示領域６３２及び更新部
分標示領域６３３によって表現されている。図２の右側には、インジケータ６３０を拡大
した様子を図示し、インジケータ６３０における各領域が概念的に示されている。インジ
ケータ６３０の表示部分標示領域６３１、既読部分標示領域６３２及び更新部分標示領域
６３３は、ユーザによって視認されやすいように、互いに異なる表示を有する。図２に示
す例であれば、表示部分標示領域６３１と、既読部分標示領域６３２と、更新部分標示領
域６３３とは、互いに異なる色を有して表示されている。ただし、本実施形態では、イン
ジケータ６３０における各領域の表示を互いに異なるものとする方法は、異なる色を付す
ことに限定されず、他のあらゆる表示のさせ方が適用されてよい。例えば、インジケータ
６３０においては、表示部分標示領域６３１、既読部分標示領域６３２及び更新部分標示
領域６３３の形状を互いに異なるものとしてもよい。各領域の形状を互いに異なるものと
するとは、例えば、領域を形成する枠線の太さや枠線の形状等を互いに異ならせることで
あってよい。
【００３６】
　ここで、コンテンツ情報群６２０が更新された場合について考える。例えば、図２に示
すように、新たなＳＮＳコンテンツ情報や新たな画像コンテンツ情報が新規に取得され、
コンテンツ情報群６２０にこれらのコンテンツ情報が追加されたとする。コンテンツ情報
群６２０に新たなコンテンツ情報が追加されたとすると、コンテンツ情報群６２０を構成
するコンテンツ情報の数が増加しコンテンツ情報群６２０全体の量が変化するため、その
量の変化に応じてインジケータ６３０も再生成される。本実施形態においては、上述した
ように、インジケータ６３０が生成される際に、コンテンツ情報群６２０に新たに追加さ
れたコンテンツ情報に対応する部分である更新部分を示す更新部分標示領域６３３が、他
の部分である表示部分標示領域６３１及び既読部分標示領域６３２とは異なる表示を有す
るように生成される。従って、表示画面６１０上のインジケータ６３０を参照したユーザ
は、コンテンツ情報群６２０が更新されたことを認識することができるとともに、更新部
分がコンテンツ情報群６２０内のどこに存在するのか（すなわち、新たに取得されたコン
テンツ情報がコンテンツ情報群６２０のどの位置に追加されたのか）を認識することがで
きる。図２に示す例では、コンテンツ情報群６２０の末尾（表示画面６１０における下方
向の端）に新規に取得されたＳＮＳコンテンツ情報及び画像コンテンツ情報が追加され、
そのコンテンツ情報群６２０の更新に対応して、インジケータ６３０の下側に更新部分標
示領域６３３が形成されている。
【００３７】
　ここで、上述したように、図１に示す一般的な既存のインジケータ５３０では、コンテ
ンツ情報群５２０の更新に対応してインジケータ５３０が更新された場合に、ユーザがイ
ンジケータ５３０を参照するだけでは、コンテンツ情報群５２０が更新されたかどうかや
、更新されたコンテンツ情報のコンテンツ情報群５２０の全体に対する位置関係を把握す
ることが困難であった。一方、本実施形態に係るインジケータ６３０が、コンテンツ情報
群６２０における更新部分を示す更新部分標示領域６３３を有する。従って、ユーザは、
インジケータ６３０を参照することにより、コンテンツ情報群６２０全体に対する更新部
分の位置を素早く把握することができ、例えば表示画面６１０上のコンテンツ情報群６２
０の表示をスクロールさせ、当該更新部分により素早くアクセスすることが可能となる。
よって、ユーザの利便性がより向上される。なお、本実施形態においては、更新部分のう
ち表示画面６１０に表示された部分は、ユーザによって既に参照された既読部分であると
みなされてよい。そして、更新部分が既読部分に変更されることに応じて、インジケータ
６３０における既読部分標示領域６３２及び更新部分標示領域６３３の表示（例えば、既
読部分標示領域６３２及び更新部分標示領域６３３のインジケータ６３０全体に対する量
を示す割合）が変更されてもよい。このように、更新部分の変化に応じてインジケータ６
３０の表示がリアルタイムで変化することにより、ユーザはインジケータ６３０の表示か
ら、コンテンツ情報群６２０内での未読のコンテンツ情報の位置情報を随時取得すること
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ができる。よって、ユーザの利便性が更に向上される。
【００３８】
　以上、図１及び図２を参照して説明したように、本実施形態においては、インジケータ
６３０に、コンテンツ情報群６２０の更新に関する情報が反映されることにより、ユーザ
の利便性がより向上される。次に、このような本実施形態に係る更新情報通知処理を実現
するための情報処理装置の一構成例について説明する。
【００３９】
　＜２．情報処理装置の構成＞
　図３を参照して、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１０の一構成例について説明
する。図３は、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１０の一構成例を示す機能ブロッ
ク図である。なお、以下では、情報処理装置１０がスマートフォンやタブレットＰＣ等の
タッチパネルを有する情報処理装置である場合を例に挙げて本実施形態についての説明を
行う。
【００４０】
　図３を参照すると、本実施形態に係る情報処理装置１０は、表示部１１０、入力部１２
０及び制御部１３０を備える。
【００４１】
　表示部１１０は、各種の情報をテキスト、グラフ、画像等、あらゆる形式で視覚的にユ
ーザに対して出力する出力手段の一例である。表示部１１０は、例えばディスプレイ装置
によって構成され、当該ディスプレイ装置の表示画面に各種の情報を表示することにより
ユーザに対してそれらの情報を通知する。本実施形態では、表示部１１０は後述する制御
部１３０の表示制御部１３５によってその駆動が制御され、図２に示すように、本実施形
態に係るコンテンツ情報群６２０の少なくとも一部及び本実施形態に係るインジケータ６
３０がその表示画面に表示される。また、表示部１１０は、コンテンツ情報群６２０を構
成するコンテンツ情報のうちのいずれかが選択された際に、当該選択されたコンテンツの
より詳細な情報を表示画面に表示してもよい。表示部１１０の表示画面に表示される情報
はかかる例に限定されず、情報処理装置１０によって実行されるあらゆる公知のアプリケ
ーションにおいて処理される各種の情報が表示されてよい。
【００４２】
　入力部１２０は、ユーザによって操作される操作手段であって、各種の情報や処理に関
する指示等を情報処理装置１０に入力するための操作手段の一例である。入力部１２０は
、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン及びスイッチ等の操作手段を有す
る。本実施形態に係る情報処理装置１０では、表示部１１０と入力部１２０とが一体的に
構成され、タッチパネルが構成される。従って、表示部１１０の表示画面上における操作
体の動作が、入力部１２０を介した各種の情報や指示等の入力に対応している。例えば、
表示部１１０の表示画面上における操作体の動作が、入力部１２０を介した操作入力とし
て後述する制御部１３０の表示制御部１３５に入力され、表示部１１０における表示が制
御されてよい。具体的には、表示部１１０の表示画面に表示されているコンテンツ情報群
の上で、操作体をその配列方向に移動させることにより、コンテンツ情報群の表示がスク
ロールされ、当該表示画面に表示されるコンテンツ情報が変化する。また、操作体が、表
示部１１０の表示画面に表示されているコンテンツ情報群に含まれるコンテンツ情報のう
ちの１つをタップすることにより、対応するコンテンツを再生、閲覧等するアプリケーシ
ョンが起動され、当該コンテンツのより詳細な内容が当該表示画面に表示されてもよい。
また、情報処理装置１０は、入力部１２０からの操作入力に応じて、コンテンツ情報群を
更新してもよい。
【００４３】
　制御部１３０は、コンテンツ情報取得部１３１、コンテンツ情報群生成部１３２、更新
検出部１３３、インジケータ生成部１３４及び表示制御部１３５を有する。
【００４４】
　コンテンツ情報取得部１３１は、本実施形態に係るコンテンツ情報群を構成するコンテ
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ンツ情報を取得する。本実施形態においては、コンテンツ情報取得部１３１がコンテンツ
情報を取得する方法は一意に限定されず、コンテンツ情報取得部１３１はあらゆる方法で
コンテンツ情報を取得することができる。例えば、コンテンツ情報取得部１３１は、通信
網（ネットワーク）を介して情報処理装置１０と接続される外部の他の機器（外部機器）
からコンテンツ情報を取得してもよいし、情報処理装置１０が有する内部の記憶部（図示
せず。）からコンテンツ情報を取得してもよい。また、コンテンツ情報取得部１３１は、
所定のタイミングで自動的にコンテンツ情報を取得してもよいし、入力部１２０を介した
ユーザによる所定の操作入力に応じたタイミングでコンテンツ情報を取得してもよい。コ
ンテンツ情報取得部１３１は、取得したコンテンツ情報をコンテンツ情報群生成部１３２
に送信する。
【００４５】
　コンテンツ情報群生成部１３２は、コンテンツ情報取得部１３１によって取得されたコ
ンテンツ情報に基づいて、表示部１１０の表示画面上の所定の領域に表示されたコンテン
ツ情報が所定の配列順に複数連ねられたコンテンツ情報群を生成する。当該コンテンツ情
報群は、例えば図２に示すコンテンツ情報群６２０に対応するものである。また、コンテ
ンツ情報群生成部１３２は、既に生成されているコンテンツ情報群に対して、コンテンツ
情報取得部１３１によって新たに取得されたコンテンツ情報を追加することによってコン
テンツ情報群を新たに生成する（更新する）ことができる。本実施形態においてコンテン
ツ情報群の更新とは、コンテンツ情報群に新たに取得されたコンテンツ情報（すなわち、
新着情報）が追加されることであると言える。また、コンテンツ情報群生成部１３２によ
るコンテンツ情報群の更新においては、新たに取得されたコンテンツ情報によって、コン
テンツ情報群を構成するコンテンツ情報の数が増加されてもよいし、既に生成されている
コンテンツ情報群に含まれるコンテンツ情報の内容が変更されてもよい。
【００４６】
　また、本実施形態に係るコンテンツ情報群におけるコンテンツ情報の配列順は、例えば
コンテンツ情報が更新された順番、すなわち、コンテンツ情報がコンテンツ情報取得部１
３１によって取得された順番である。ただし、本実施形態に係るコンテンツ情報群の配列
順はかかる例に限定されず、コンテンツ情報群においてはコンテンツ情報があらゆる順番
で配列されてよい。例えば、コンテンツ情報群において、コンテンツ情報は、同一の種類
のコンテンツ情報がグループ化され当該グループ単位で配列されてもよいし、コンテンツ
の内容に基づいて互いに関連する内容を有するコンテンツ情報（例えば、ＳＮＳコンテン
ツにおいて同一の人物によって投稿されたメッセージやコメントについてのコンテンツ情
報等）がグループ化され当該グループ単位で配列されてもよい。コンテンツ情報群生成部
１３２は、生成したコンテンツ情報群についての情報を、更新検出部１３３、インジケー
タ生成部１３４及び表示制御部１３５に送信する。
【００４７】
　更新検出部１３３は、コンテンツ情報群生成部１３２によって生成されたコンテンツ情
報群を構成するコンテンツ情報のうち、更新されたコンテンツ情報を検出する。具体的に
は、更新検出部１３３は、コンテンツ情報群を構成するコンテンツ情報の中で、コンテン
ツ情報群生成部１３２によってコンテンツ情報群に新たに追加されたコンテンツ情報を、
更新されたコンテンツ情報として検出することができる。また、本実施形態においては、
コンテンツ情報群のうち、表示部１１０の表示画面に少なくとも１度表示されたコンテン
ツ情報は、ユーザに視認されたコンテンツ情報（すなわち、ユーザにとって既読のコンテ
ンツ情報）とみなされてよい。従って、更新検出部１３３は、コンテンツ情報群を構成す
るコンテンツ情報の中で、表示部１１０の表示画面に１度も表示されていないコンテンツ
情報を、更新されたコンテンツ情報として検出してもよい。具体的には、更新検出部１３
３は、表示部１１０の表示画面における表示を制御する表示制御部１３５から、当該表示
画面におけるコンテンツ情報の表示の有無についての情報を取得することにより、更新さ
れたコンテンツ情報を検出することができる。更新検出部１３３は、検出した、更新され
たコンテンツ情報についての情報をインジケータ生成部１３４に送信する。
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【００４８】
　インジケータ生成部１３４は、コンテンツ情報群生成部１３２によって生成されたコン
テンツ情報群についての情報、及び、更新検出部１３３によって検出された更新されたコ
ンテンツ情報についての情報に基づいて、コンテンツ情報群の中で更新されたコンテンツ
情報に対応する部分である更新部分のコンテンツ情報群全体に対する位置関係を少なくと
も示すインジケータを生成する。当該インジケータは、例えば図２に示すインジケータ６
３０に対応するものである。図２を参照して説明したように、本実施形態に係るインジケ
ータは、コンテンツ情報群の中で表示画面に表示されたコンテンツ情報に対応する部分で
ある表示部分のコンテンツ情報群全体に対する位置関係を示す表示部分標示領域と、更新
部分のコンテンツ情報群全体に対する位置関係を示す更新部分標示領域と、コンテンツ情
報群の中で表示部分及び更新部分に含まれないコンテンツ情報に対応する部分である既読
部分（又は非表示部分）のコンテンツ情報群全体に対する位置関係を示す既読部分標示領
域（又は非表示部分標示領域）と、から構成される。そして、インジケータ生成部１３４
は、表示部分標示領域と、更新部分標示領域と、既読部分標示領域とが、互いに異なる表
示を有するように、インジケータを生成することができる。例えば、インジケータ生成部
１３４は、表示部分標示領域と、更新部分標示領域と、既読部分標示領域とが、互いに異
なる色を有するようにインジケータを生成してもよい。また、例えば、インジケータ生成
部１３４は、表示部分標示領域と、更新部分標示領域と、既読部分標示領域とが、互いに
異なる形状を有するようにインジケータを生成してもよい。
【００４９】
　また、インジケータ生成部１３４は、表示部１１０の表示画面上でのコンテンツ情報群
の表示における配列順に沿った方向である第１の方向に延伸する直線形状を有するインジ
ケータを生成してもよい。インジケータが直線形状を有する場合、当該インジケータの全
体の長さがコンテンツ情報群の全体の長さ（量）に対応し、コンテンツ情報群全体に対す
る、表示部分、更新部分及び既読部分の位置関係及び量が、表示部分標示領域、更新部分
標示領域及び既読部分標示領域によって表現されていてよい。具体的には、インジケータ
生成部１３４は、表示部分標示領域が、コンテンツ情報群を構成するコンテンツ情報の総
数に対する表示部分を構成するコンテンツ情報の数の割合を反映した大きさを有し、更新
部分標示領域が、コンテンツ情報群を構成するコンテンツ情報の総数に対する更新部分を
構成するコンテンツ情報の数の割合を反映した大きさを有し、既読部分標示領域が、コン
テンツ情報群を構成するコンテンツ情報の総数に対する既読部分を構成するコンテンツ情
報の数の割合を反映した大きさを有するように、インジケータを生成することができる。
【００５０】
　なお、インジケータ生成部１３４は、コンテンツ情報群生成部１３２から送信されるコ
ンテンツ情報群についての情報に基づいて、コンテンツ情報群を構成するコンテンツ情報
の総数についての情報を得ることができる。また、インジケータ生成部１３４は、更新検
出部１３３から送信される更新されたコンテンツ情報についての情報に基づいて、更新部
分標示領域を形成するために必要な情報を得ることができる。また、インジケータ生成部
１３４は、表示部１１０の表示画面における表示を制御する表示制御部１３５から、当該
表示画面におけるコンテンツ情報の表示の有無についての情報を取得することにより、表
示部分標示領域及び既読部分標示領域を形成するために必要な情報を得ることができる。
このように、インジケータ生成部１３４は、コンテンツ情報群生成部１３２、更新検出部
１３３及び表示制御部１３５から得られる各種の情報に基づいてインジケータを生成する
ことができる。
【００５１】
　インジケータ生成部１３４は、生成したインジケータについての情報を表示制御部１３
５に送信する。
【００５２】
　表示制御部１３５は、表示部１１０の駆動を制御することにより、表示部１１０の表示
画面における表示を制御する。本実施形態においては、表示制御部１３５は、コンテンツ
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情報群生成部１３２によって生成されたコンテンツ情報群の少なくとも一部をその配列順
に従って表示画面上に表示させるとともに、インジケータ生成部１３４によって生成され
たインジケータを表示画面上に表示させる。例えば、表示制御部１３５は、図２に示すよ
うに、表示部１１０の表示画面を２つの領域に分割し、一の領域にコンテンツ情報群の少
なくとも一部を表示させ、他の領域にインジケータを表示させることにより、表示画面上
にコンテンツ情報群の少なくとも一部とインジケータとを並列させて表示させる。ただし
、本実施形態においては表示画面上にコンテンツ情報群の少なくとも一部及びインジケー
タがともに表示されればよく、表示制御部１３５によるこれらの表示方法はかかる例に限
定されない。例えば、表示制御部１３５は、表示部１１０の表示画面において、コンテン
ツ情報群の少なくとも一部にインジケータを重畳させて表示させてもよい。また、表示制
御部１３５は、表示部１１０の表示画面において、インジケータを常には表示させず、所
定の操作入力があった場合（例えばコンテンツ情報群をスクロール表示させる旨の操作入
力があった場合）にインジケータを表示させてもよい。
【００５３】
　また、表示制御部１３５は、表示部１１０の表示画面における表示を制御するものであ
るため、表示部１１０の表示画面に表示された事物についての情報を取得することができ
る。具体的には、表示制御部１３５は、コンテンツ情報群を構成するコンテンツ情報の中
で、表示部１１０の表示画面に少なくとも１度は表示されたコンテンツ情報と１度も表示
されていないコンテンツ情報とを特定するための情報を取得することができる。本実施形
態では、表示制御部１３５によって、このような表示部１１０の表示画面に表示された事
物についての情報が、更新検出部１３３及びインジケータ生成部１３４に送信される。更
新検出部１３３及びインジケータ生成部１３４は、送信された当該情報に基づいて、コン
テンツ情報群における未読部分と既読部分とを判断することができる。
【００５４】
　なお、表示制御部１３５による表示部１１０の表示画面における表示の具体例について
は、下記＜３．更新情報通知処理の具体例＞でより詳しく説明する。
【００５５】
　以上、図３を参照して、本実施形態に係る情報処理装置１０の機能の一例を示した。上
記の各構成要素は、汎用的な部材や回路を用いて構成されていてもよいし、各構成要素の
機能に特化したハードウェアにより構成されていてもよい。また、各構成要素の機能を、
ＣＰＵ等が全て行ってもよい。従って、本実施形態を実施する時々の技術レベルに応じて
、適宜、利用する構成を変更することが可能である。
【００５６】
　以上説明したように、本実施形態によれば、コンテンツ情報群生成部１３２によって表
示画面上の所定の領域に表示されたコンテンツ情報が所定の配列順に複数連ねられたコン
テンツ情報群が生成され、表示制御部１３５によって当該コンテンツ情報群の一部が当該
配列順に従って表示画面上に表示される。また、更新検出部１３３によってコンテンツ情
報群のうち更新されたコンテンツ情報が検出され、インジケータ生成部１３４によってコ
ンテンツ情報群の中で更新されたコンテンツ情報に対応する部分である更新部分のコンテ
ンツ情報群全体に対する位置関係を少なくとも示すインジケータが生成される。更に、表
示制御部１３５によってコンテンツ情報群の一部とともに当該インジケータが表示画面に
表示される。従って、ユーザは、当該インジケータを参照することにより、コンテンツ情
報群全体に対する更新部分の位置を素早く把握することができ、当該更新部分により素早
くアクセスすることが可能となる。よって、ユーザの利便性がより向上される。
【００５７】
　また、本実施形態においては、更新部分のうち表示画面に表示された部分は、ユーザに
よって既に参照された既読部分であるとみなされてよい。そして、コンテンツ情報群にお
いて更新部分が既読部分に変更されることに応じて、インジケータにおける既読標示領域
及び更新部分標示領域の表示が随時変更されてもよい。このように、更新部分の変化に応
じてインジケータの表示がリアルタイムで変化することにより、ユーザはインジケータの
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表示から、コンテンツ情報群内での未読のコンテンツ情報の位置情報を随時取得すること
ができる。よって、ユーザの利便性が更に向上される。
【００５８】
　＜３．更新情報通知処理の具体例＞
　次に、図４、図５及び図６を参照して、本実施形態に係る更新情報通知処理の具体例に
ついて、表示部１１０の表示画面の一表示例を示しながら詳細に説明する。なお、以下の
更新情報通知処理の具体例についての説明では、更新情報通知処理における各種の処理と
図３に示す情報処理装置１０の各構成要素の機能とを対応付けて説明を行う。
【００５９】
　［３－１．第１の具体例］
　まず、図４を参照して、本実施形態に係る更新情報通知処理の第１の具体例について説
明する。図４は、本実施形態に係る更新情報通知処理の第１の具体例について説明するた
めの説明図である。
【００６０】
　図４を参照すると、コンテンツ情報取得部１３１によってコンテンツ情報が取得され、
コンテンツ情報群生成部１３２によってコンテンツ情報群が生成され、更新検出部１３３
によってコンテンツ情報群の中で更新されたコンテンツ情報が検出され、インジケータ生
成部１３４によってインジケータが生成される一連の処理の間における、表示画面７１０
の様子が図示されている。なお、表示画面７１０は、図３に示す表示部１１０の表示画面
に対応するものであり、表示制御部１３５によってその表示が制御される。また、図４で
は、上段に表示画面７１０の様子が図示され、下段に表示画面７１０に表示されているイ
ンジケータが拡大されて図示されている。
【００６１】
　図４を参照すると、まず、ステップＡ１では、表示画面７１０にコンテンツ情報群７２
０及びインジケータ７３０が図示されている。コンテンツ情報群７２０は、図２に示す本
実施形態に係るコンテンツ情報群６２０と同様の構成を有するものである。コンテンツ情
報群７２０は、複数のコンテンツ情報が所定の配列順に従って列状（リスト状）に並べら
れて構成されている。図４に示す例では、当該配列順はコンテンツ情報取得部１３１によ
って取得された順（すなわち、更新された順）であり、コンテンツ情報群７２０では、表
示画面７１０の上下方向に対して下に位置するほど新しく取得されたコンテンツ情報にな
るようにコンテンツ情報が配列されている。
【００６２】
　ステップＡ１では、コンテンツ情報群７２０を構成するコンテンツ情報のうちの一部で
ある、「＃１０　Ｎｅｗｓ　Ｃｏｎｔｅｎｔ」、「＃１１　Ｉｍａｇｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔ
」、「＃１２　Ｎｅｗｓ　Ｃｏｎｔｅｎｔ」及び、「＃１３　ＳＮＳ　Ｃｏｎｔｅｎｔ」
が表示画面７１０に表示されている。表示画面７１０は、図３に示す入力部１２０と一体
的に、タッチパネル機能を有するように構成されている。従って、ユーザは、図４に示す
ように操作体（例えば指）を表示画面７１０上で、コンテンツ情報群７２０の配列順の方
向である上下方向に移動させる（ドラッグさせる）ことにより、コンテンツ情報群７２０
をスクロール表示させることができる。図４のステップＡ１では、指を表示画面７１０上
で下から上に動かすことによりコンテンツ情報群７２０の表示が下から上にスクロール表
示される様子が図示されている。
【００６３】
　インジケータ７３０は、図２に示す本実施形態に係るインジケータ６３０と同様の構成
を有するものである。図４に示す例では、ステップＡ１の状態は、コンテンツ情報群７２
０を構成する各コンテンツ情報が、既に少なくとも１回は表示画面７１０に表示されてい
る（すなわち、ユーザによって１度は参照されている）状態であるとする。従って、イン
ジケータ７３０は、コンテンツ情報群７２０のうち表示画面７１０に表示されている部分
である表示部分を示す表示部分標示領域７３１と、コンテンツ情報群７２０のうち表示画
面７１０に表示されていない部分でありかつ更新されていない部分である既読部分を示す
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既読部分標示領域７３２ａ、７３２ｂとで構成されている。
【００６４】
　ステップＡ２は、ステップＡ１に示す状態で、ユーザがコンテンツ情報群７２０の表示
を上方向にスクロールさせ、コンテンツ情報群７２０の末尾までスクロールが達した状態
を示している。コンテンツ情報群７２０の表示のスクロールに応じて、インジケータ７３
０においては、表示部分標示領域７３１が最下部に位置し、それ以外の領域が既読部分標
示領域７３２ａとなるように（すなわち、既読部分標示領域７３２ａの長さ（表示画面７
１０の上下方向における長さ）が長くなるように）、その表示が変化される。
【００６５】
　ここで、図４に示す第１の具体例では、コンテンツ情報群７２０の末尾まで表示のスク
ロールがなされたことをトリガーとして、コンテンツ情報取得部１３１によってコンテン
ツ情報が新たに取得される。具体的には、第１の具体例においては、コンテンツ情報群７
２０の末尾まで表示のスクロールがなされた旨の情報が入力部１２０からコンテンツ情報
取得部１３１に入力され、コンテンツ情報取得部１３１は当該情報が入力されたことをト
リガーとしてコンテンツ情報の取得を行う。また、コンテンツ情報群７２０の末尾まで表
示のスクロールがなされ、コンテンツ情報取得部１３１によってコンテンツ情報が新たに
取得されている間、図４に示すように、表示画面７１０上にコンテンツ取得中であること
を示す「Ｌｏａｄｉｎｇ」等の文字が表示されてもよい。ただし、本実施形態においては
、コンテンツ情報取得部１３１がコンテンツ情報を取得するタイミングはかかる例に限定
されず、コンテンツ情報取得部１３１は、所定のタイミングで定期的にコンテンツ情報を
取得してもよいし、入力部１２０から入力される他の所定の操作入力をトリガーとしてコ
ンテンツ情報を取得してもよい。
【００６６】
　ステップＡ３は、ステップＡ２に示す状態から、コンテンツ情報取得部１３１によって
コンテンツ情報が新たに取得され、取得されたコンテンツ情報に基づいてコンテンツ情報
群生成部１３２及びインジケータ生成部１３４によってコンテンツ情報群７２０及びイン
ジケータ７３０が新たに生成された状態を示している。図４に示す例では、コンテンツ情
報取得部１３１が、情報処理装置１０の内部記憶部におけるキャッシュメモリからコンテ
ンツ情報を取得する場合を示している。ただし、本実施形態においては、コンテンツ情報
取得部１３１がコンテンツ情報を取得する取得元はかかる例に限定されず、例えばコンテ
ンツ情報取得部１３１は、ネットワークによって接続された外部の他の機器からコンテン
ツ情報を取得してもよい。
【００６７】
　ステップＡ３に示す状態では、コンテンツ情報取得部１３１によってコンテンツ情報が
新たに取得されたことにより、コンテンツ情報群７２０が更新されている。具体的には、
コンテンツ情報群７２０の配列順における下側に新たに取得されたコンテンツ情報が追加
されている。図４に示す例では、新たに取得されたコンテンツ情報のうちの１つである「
＃Ａｐｐｅｎｄ　３１　ＳＮＳ　Ｃｏｎｔｅｎｔ」が、コンテンツ情報群７２０の一部と
して表示画面７１０に表示されている。
【００６８】
　また、ステップＡ３に示す状態では、コンテンツ情報群７２０が更新されたことに応じ
て、インジケータ７３０も更新されている。具体的には、コンテンツ情報群７２０を構成
するコンテンツ情報の総数が増加したことにより、表示部分標示領域７３１及び既読部分
標示領域７３２ａの長さが短くなっている。これは、コンテンツ情報群７２０が更新され
たことにより、表示部分及び既読部分を構成するコンテンツ情報の数の、コンテンツ情報
群７２０を構成するコンテンツ情報の総数に対する割合が小さくなったからである。また
、ステップＡ３に示す状態では、コンテンツ情報群７２０に新たに追加されたコンテンツ
情報は、表示画面７１０にまだ１度も表示されていない（すなわち、ユーザによって１度
も参照されていない）。従って、インジケータ７３０は、コンテンツ情報群７２０のうち
更新されたコンテンツ情報に対応する部分である更新部分を示す更新部分標示領域７３３
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を有している。なお、インジケータ生成部１３４は、表示制御部１３５からコンテンツ情
報群７２０の表示部分及び既読部分についての情報を受け取り、更新検出部１３３からコ
ンテンツ情報群７２０の更新部分についての情報を受け取り、これらの情報に基づいてイ
ンジケータ７３０を生成することができる。
【００６９】
　ステップＡ４は、ステップＡ３に示す状態で、ユーザがコンテンツ情報群７２０の表示
を上方向にスクロール表示させた状態を示している。図４に示す例では、コンテンツ情報
群７２０の表示がスクロールされることにより、ステップＡ３で新たに追加されたコンテ
ンツ情報の一部である「＃Ａｐｐｅｎｄ　５０　Ｎｅｗｓ　Ｃｏｎｔｅｎｔ」、「＃Ａｐ
ｐｅｎｄ　５１　Ｉｍａｇｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔ」、「＃Ａｐｐｅｎｄ　５２　Ｎｅｗｓ　
Ｃｏｎｔｅｎｔ」及び「＃Ａｐｐｅｎｄ　５３　Ｉｍａｇｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔ」が表示画
面７１０に表示されている。
【００７０】
　ここで、本実施形態においては、少なくとも１度表示画面７１０に表示されたコンテン
ツ情報は、ユーザによって１度参照されたコンテンツ情報とみなされる。従って、図４の
ステップＡ４の状態に示すように、コンテンツ情報群７２０のスクロール表示に応じて、
インジケータ７３０の表示も変化する。具体的には、コンテンツ情報群７２０のスクロー
ル表示に応じて、更新部分に属するコンテンツ情報は更新部分から表示部分に属するよう
に変化し、更には表示部分から既読部分に属するように変化するため、インジケータ７３
０における既読部分標示領域７３２ａの長さが長くなるとともに、更新部分標示領域７３
３の長さが短くなる。このように、インジケータ生成部１３４は、表示画面７１０の表示
が変化する度に、表示制御部１３５や更新検出部１３３から、コンテンツ情報群７２０の
表示部分、既読部分及び更新部分についての情報を取得し、これらの情報に基づいてイン
ジケータ７３０を随時生成することができる。
【００７１】
　以上、図４を参照して、本実施形態に係る更新情報通知処理の第１の具体例について説
明した。
【００７２】
　［３－２．第２の具体例］
　次に、図５を参照して、本実施形態に係る更新情報通知処理の第２の具体例について説
明する。図５は、本実施形態に係る更新情報通知処理の第２の具体例について説明するた
めの説明図である。なお、図５に示す更新情報通知処理の第２の具体例は、図４に示す第
１の具体例に対して、コンテンツ情報群７２０の表示画面７１０における配列方向が逆で
あり、コンテンツ情報取得部１３１がコンテンツ情報を取得する取得元が異なる場合に対
応しており、それ以外の各処理は第１の具体例と同様である。従って、以下の第２の具体
例についての説明では、第１の具体例との相違点について主に説明し、重複する部分につ
いては詳細な説明を省略する。
【００７３】
　図５を参照すると、コンテンツ情報取得部１３１によってコンテンツ情報が取得され、
コンテンツ情報群生成部１３２によってコンテンツ情報群が生成され、更新検出部１３３
によってコンテンツ情報群の中で更新されたコンテンツ情報が検出され、インジケータ生
成部１３４によってインジケータが生成される一連の処理の間における、表示画面８１０
の様子が図示されている。なお、表示画面８１０は、図４に示す第１の具体例における表
示画面７１０に対応するものである。また、図５では、上段に表示画面８１０の様子が図
示され、下段に表示画面８１０に表示されているインジケータが拡大されて図示されてい
る。
【００７４】
　図５を参照すると、ステップＢ１では、表示画面８１０にコンテンツ情報群８２０及び
インジケータ８３０が図示されている。コンテンツ情報群８２０及びインジケータ８３０
は、図４に示す第１の具体例におけるコンテンツ情報群７２０及びインジケータ７３０に
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対応するものである。ただし、コンテンツ情報群８２０は、表示画面８１０における表示
の配列方向が、第１の具体例におけるコンテンツ情報群７２０の表示の配列方向とは逆で
ある。つまり、コンテンツ情報群８２０では、表示画面８１０の上下方向に対して上に位
置するほど新しく取得されたコンテンツ情報になるように、列状（リスト状）にコンテン
ツ情報が配列されている。当該配列方向に応じて、図５のステップＢ１では、指を表示画
面８１０上で上から下に動かすことによりコンテンツ情報群８２０の表示が上から下にス
クロール表示される様子が図示されている。
【００７５】
　また、インジケータ８３０は、インジケータ７３０と同様、コンテンツ情報群８２０の
うち表示画面８１０に表示されている部分である表示部分を示す表示部分標示領域８３１
と、コンテンツ情報群８２０のうち表示画面８１０に表示されていない部分でありかつ更
新されていない部分である既読部分を示す既読部分標示領域８３２ａ、８３２ｂとで構成
されている。
【００７６】
　ステップＢ２は、ステップＢ１に示す状態で、ユーザがコンテンツ情報群８２０の表示
を下方向にスクロールさせ、コンテンツ情報群８２０の末尾までスクロールが達した状態
を示している。コンテンツ情報群８２０の表示のスクロールに応じて、インジケータ８３
０においては、表示部分標示領域８３１が最上部に位置し、それ以外の領域が既読部分標
示領域８３２ａとなるように（すなわち、既読部分標示領域８３２ａの長さが長くなるよ
うに）、その表示が変化される。
【００７７】
　ここで、図５に示す第２の具体例では、第１の具体例と同様、コンテンツ情報群８２０
の末尾まで表示のスクロールがなされたことをトリガーとして、コンテンツ情報取得部１
３１によってコンテンツ情報が新たに取得される。また、コンテンツ情報群８２０の末尾
まで表示のスクロールがなされ、コンテンツ情報取得部１３１によってコンテンツ情報が
新たに取得されている間、図５に示すように、表示画面８１０上にコンテンツ取得中であ
ることを示す「Ｌｏａｄｉｎｇ」等の文字が表示されてもよい。ただし、第２の具体例に
おいても、第１の具体例と同様、コンテンツ情報取得部１３１がコンテンツ情報を取得す
るタイミングはかかる例に限定されず、コンテンツ情報取得部１３１は、所定のタイミン
グで定期的にコンテンツ情報を取得してもよいし、入力部１２０から入力される他の所定
の操作入力をトリガーとしてコンテンツ情報を取得してもよい。
【００７８】
　ステップＢ３は、図４に示すステップＡ３に対応する状態を示している。すなわち、ス
テップＢ３は、ステップＢ２に示す状態から、コンテンツ情報取得部１３１によってコン
テンツ情報が新たに取得され、取得されたコンテンツ情報に基づいてコンテンツ情報群生
成部１３２及びインジケータ生成部１３４によってコンテンツ情報群８２０及びインジケ
ータ８３０が新たに生成された状態を示している。ただし、図５に示す例では、図４に示
す例とは異なり、コンテンツ情報取得部１３１は、情報処理装置１０とネットワークで接
続された外部の他の機器（例えばクラウド（Ｃｌｏｕｄ）上の外部機器）からコンテンツ
情報を取得する場合を示している。
【００７９】
　ステップＢ３に示す状態では、コンテンツ情報取得部１３１によってコンテンツ情報が
新たに取得されたことにより、コンテンツ情報群８２０が更新されている。具体的には、
コンテンツ情報群８２０の配列順における上側に新たに取得されたコンテンツ情報が追加
されている。図５に示す例では、新たに取得されたコンテンツ情報のうちの１つである「
＃Ｐｒｅｐｅｎｄ　４０　Ｉｍａｇｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔ」が、コンテンツ情報群８２０の
一部として表示画面８１０に表示されている。
【００８０】
　また、ステップＢ３に示す状態では、コンテンツ情報群８２０が更新されたことに応じ
て、インジケータ８３０も更新されている。具体的には、第１の具体例と同様、コンテン
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ツ情報群８２０を構成するコンテンツ情報の総数が増加したことにより、表示部分標示領
域８３１及び既読部分標示領域８３２ａの長さが短くなっている。また、インジケータ８
３０には、コンテンツ情報群８２０のうち更新されたコンテンツ情報に対応する部分であ
る更新部分を示す更新部分標示領域８３３が追加されている。なお、インジケータ生成部
１３４は、表示制御部１３５からコンテンツ情報群８２０の表示部分及び既読部分につい
ての情報を受け取り、更新検出部１３３からコンテンツ情報群８２０の更新部分について
の情報を受け取り、これらの情報に基づいてインジケータ８３０を生成することができる
。
【００８１】
　ステップＢ４は、ステップＢ３に示す状態で、ユーザがコンテンツ情報群８２０の表示
を下方向にスクロール表示させた状態を示している。図５に示す例では、コンテンツ情報
群８２０の表示がスクロールされることにより、ステップＢ３で新たに追加されたコンテ
ンツ情報の一部である「＃Ｐｒｅｐｅｎｄ　１７　Ｎｅｗｓ　Ｃｏｎｔｅｎｔ」、「＃Ｐ
ｒｅｐｅｎｄ　１８　Ｉｍａｇｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔ」、「＃Ｐｒｅｐｅｎｄ　１９　Ｎｅ
ｗｓ　Ｃｏｎｔｅｎｔ」及び「＃Ｐｒｅｐｅｎｄ　２０　Ｉｍａｇｅ　Ｃｏｎｔｅｎｔ」
が表示画面８１０に表示されている。
【００８２】
　ここで、本実施形態においては、少なくとも１度表示画面８１０に表示されたコンテン
ツ情報は、ユーザによって１度参照されたコンテンツ情報とみなされる。従って、図５の
ステップＢ４の状態に示すように、第１の具体例と同様、コンテンツ情報群８２０のスク
ロール表示に応じて、インジケータ８３０の表示も変化する。具体的には、コンテンツ情
報群８２０のスクロール表示に応じて、更新部分に属するコンテンツ情報は更新部分から
表示部分に属するように変化し、更には表示部分から既読部分に属するように変化するた
め、インジケータ８３０における既読部分標示領域８３２ａの長さが長くなるとともに、
更新部分標示領域８３３の長さが短くなる。このように、インジケータ生成部１３４は、
表示画面８１０の表示が変化する度に、表示制御部１３５や更新検出部１３３から、コン
テンツ情報群８２０の表示部分、既読部分及び更新部分についての情報を取得し、これら
の情報に基づいてインジケータ８３０を随時生成することができる。
【００８３】
　以上、図５を参照して、本実施形態に係る更新情報通知処理の第２の具体例について説
明した。
【００８４】
　［３－３．第３の具体例］
　次に、図６を参照して、本実施形態に係る更新情報通知処理の第３の具体例について説
明する。図６は、本実施形態に係る更新情報通知処理の第３の具体例について説明するた
めの説明図である。
【００８５】
　上述した第１の具体例及び第２の具体例においては、コンテンツ情報群７２０、８２０
が更新される際に、コンテンツ情報群７２０、８２０を構成するコンテンツ情報の数が増
加される場合について説明した。これに対して、以下に示す第３の具体例では、コンテン
ツ情報群が更新される際にコンテンツ情報群を構成するコンテンツ情報のうちのいくつか
のコンテンツ情報の内容が変更される場合における、更新情報通知処理について説明する
。また、第３の具体例においては、コンテンツ情報群の配列順は、コンテンツ情報群にコ
ンテンツ情報が構成要素として追加された順である（すなわち、既にコンテンツ情報群の
構成要素となっているコンテンツ情報についてその内容が更新されたとしても、配列順は
変化しない）とする。なお、コンテンツ情報群を構成するコンテンツ情報のうちのいくつ
かのコンテンツ情報の内容が変更される場合とは、例えばコンテンツ情報が、任意のＳＮ
Ｓサービスにおいて任意のユーザによって投稿されたコメントについての情報であって、
当該コメントに対する他のユーザの反応を示す情報（例えば当該コメントへの応答や自コ
メントへの当該コメントの引用等）が追加される場合等が想定される。
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【００８６】
　図６を参照すると、表示画面９１０にコンテンツ情報群９２０及びインジケータ９３０
が図示されている。ここで、図６は、所定のタイミングで自動的に又はユーザによる所定
の操作入力に応じて、コンテンツ情報群の更新が行われ、コンテンツ情報群を構成するコ
ンテンツ情報の内容が変更された直後における表示画面９１０の表示例を示している。す
なわち、図６は、図４及び図５におけるステップＡ３及びステップＢ３に示す状態に対応
する状態での表示画面９１０の一表示例を示している。
【００８７】
　コンテンツ情報群９２０を構成するコンテンツ情報のうち、内容が変更されたコンテン
ツ情報は、ユーザにとって一部は既読であるが更新によって変更された部分（追加された
部分）は未読であると言える。本実施形態では、このような一部のみが未読のコンテンツ
情報も、コンテンツ情報群９２０における更新部分として扱われてもよい。従って、コン
テンツ情報群９２０においては、その配列順に対して更新部分及び既読部分が連続的では
なく断続的な位置（飛び飛びの位置）に存在し得る。また、このようなコンテンツ情報群
９２０の構成に応じて、図６に示すように、インジケータ９３０においては、表示部分標
示領域９３１とともに、複数の既読部分標示領域９３２ａ、９３２ｂ、９３２ｃ、９３２
ｄ及び複数の更新部分標示領域９３３ａ、９３３ｂ、９３３ｃが、断続的に存在し得る。
従って、ユーザは、インジケータ９３０を参照することにより、コンテンツ情報群９２０
全体に対する更新部分の位置を素早く把握することができる。なお、第１の具体例及び第
２の具体例と同様、図６に示す状態からコンテンツ情報群９２０の表示をスクロールさせ
、更新部分に属するコンテンツ情報が表示画面９１０に表示された場合には、対応する更
新部分標示領域の表示が既読部分標示領域を示す表示に変更される。
【００８８】
　以上、図６を参照して、本実施形態に係る更新情報通知処理の第３の具体例について説
明した。以上説明したように、第３の具体例においては、コンテンツ情報群９２０を構成
するコンテンツ情報のうちどのコンテンツ情報が更新されるのかが予め予測できず、更新
後にコンテンツ情報群９２０の中に更新部分が断続的に存在する。このような状況におい
て、例えば更新部分標示領域が存在しない一般的なインジケータが用いられた場合には、
ユーザは、当該インジケータを参照してもコンテンツ情報群９２０全体に対する更新部分
の位置を把握することは困難である。しかしながら、第３の具体例では、上述したように
、インジケータ９３０において、断続的に存在する更新部分に対応して断続的な更新部分
標示領域９３３ａ、９３３ｂ、９３３ｃが表示されるため、ユーザはインジケータ９３０
を参照することにより、所望の更新部分に含まれるコンテンツ情報に素早くアクセスする
ことが可能となり、ユーザの利便性が向上される。
【００８９】
　なお、図６に示す例では、更新部分標示領域９３３ａ、９３３ｂ、９３３ｃの表示が、
第１の具体例や第２の具体例における更新部分標示領域７３３、８３３の表示と同様であ
る場合について図示しているが、本実施形態はかかる例に限定されない。第１の具体例及
び第２の具体例における更新部分はユーザにとって全てが未読のコンテンツ情報に対応す
る部分であるが、第３の具体例における更新部分はユーザにとってその一部のみが未読の
コンテンツ情報に対応する部分である。本実施形態においては、ユーザにとってのこのよ
うな既読／未読の状態の違いに応じて、インジケータにおける更新部分標示領域が互いに
異なる表示を有してもよい。例えば、インジケータは、表示部分標示領域、既読部分標示
領域、全てが未読の更新部分標示領域及び一部のみ未読の更新部分標示領域の、４つの領
域から構成され、これらの４つの領域が互いに異なる表示を有するように構成されてもよ
い。
【００９０】
　＜４．更新情報通知方法の処理手順＞
　次に、図７を参照して、本開示の一実施形態に係る更新情報通知方法の処理手順につい
て説明する。図７は、本開示の一実施形態に係る更新情報通知方法の処理手順の一例を示
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すフロー図である。なお、以下の更新情報通知方法の処理手順についての説明においては
、図３に示す情報処理装置１０の各構成部材によって本実施形態に係る更新情報通知方法
が実現される場合を例に挙げて説明を行うが、これら各構成部材の機能及び構成について
は、上記＜２．情報処理装置の構成＞で既に説明しているため、詳細な説明を省略する。
【００９１】
　図７を参照すると、まず、ステップＳ２０１で、コンテンツ情報取得部１３１によって
コンテンツ情報が取得される。ここで、コンテンツ情報は、所定のタイミングで自動的に
取得されてもよいし、図４及び図５に示すようなユーザによる所定の操作入力に応じて取
得されてもよい。
【００９２】
　次いで、ステップＳ２０３で、コンテンツ情報群生成部１３２によって、取得されたコ
ンテンツ情報を用いてコンテンツ情報群が生成される。当該コンテンツ情報群は複数の互
いに異なるコンテンツ情報が所定の配列順に従って並べられて構成される。当該コンテン
ツ情報群は、例えば図２、図４、図５及び図６に示すコンテンツ情報群６２０、７２０、
８２０、９２０に対応するものである。
【００９３】
　次いで、ステップＳ２０５で、更新検出部１３３によって、ステップＳ２０３で生成さ
れたコンテンツ情報群の中から更新されたコンテンツ情報が検出される。ここで、更新検
出部１３３は、コンテンツ情報群を構成するコンテンツ情報の数や種類が変更されたこと
に基づいて更新されたコンテンツ情報を検出してもよいし、コンテンツ情報群を構成する
コンテンツ情報の内容が変更されたことに基づいて更新されたコンテンツ情報を検出して
もよい。また、更新検出部１３３は、コンテンツ情報群を構成するコンテンツ情報のうち
、後述するステップＳ２０７で１度も表示画面に表示されていないコンテンツ情報を、更
新されたコンテンツ情報として検出してもよい。
【００９４】
　次いで、ステップＳ２０７で、表示制御部１３５によって、生成されたコンテンツ情報
群の少なくとも一部が表示部１１０の表示画面に表示される。コンテンツ情報群は、当該
表示画面に例えば列状（リスト状）に所定の配列順に従って並べられて表示される。ユー
ザは、所定の操作入力によって、表示画面に表示されているコンテンツ情報群をスクロー
ル表示させることができる。
【００９５】
　次いで、ステップＳ２０９で、インジケータ生成部１３４によって、ステップＳ２０３
で生成されたコンテンツ情報群についての情報及びステップＳ２０５で検出された更新さ
れたコンテンツ情報についての情報に基づいて、コンテンツ情報群の中で更新されたコン
テンツ情報に対応する部分である更新部分のコンテンツ情報群全体に対する位置関係を少
なくとも示すインジケータが生成される。当該インジケータは、例えば、更新部分のコン
テンツ情報群全体に対する位置関係を示す更新部分標示領域と、表示画面に表示されてい
る部分である表示部分のコンテンツ情報群全体に対する位置関係を示す表示部分標示領域
と、表示部分及び更新部分に含まれないコンテンツ情報に対応する部分である既読部分の
コンテンツ情報群全体に対する位置関係を示す既読部分標示領域と、を有する。このよう
に、本実施形態に係るインジケータは、コンテンツ情報群全体に対する更新部分、表示部
分及び既読部分の位置関係を俯瞰的に示すものであると言える。当該インジケータは、例
えば図２、図４、図５及び図６に示すインジケータ６３０、７３０、８３０、９３０に対
応するものである。
【００９６】
　次いで、ステップＳ２１１で、表示制御部１３５によって、ステップＳ２０９で生成さ
れたインジケータが、コンテンツ情報群の少なくとも一部とともに表示部１１０の表示画
面に表示される。当該表示画面におけるコンテンツ情報群及びインジケータの表示は、例
えば図２、図４、図５及び図６に示す表示画面６１０、７１０、８１０、９１０に示す表
示に対応している。
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【００９７】
　次いで、ステップＳ２１３で、インジケータ生成部１３４によって、表示画面における
コンテンツ情報群の表示の変化に応じてインジケータが再度生成され、再生成されたイン
ジケータが表示制御部１３５によって表示画面に再度表示される。ステップＳ２０５にお
ける処理で上述したように、本実施形態では、コンテンツ情報群を構成するコンテンツ情
報のうち表示画面に１度も表示されていないコンテンツ情報が更新されたコンテンツ情報
として検出され得る。従って、表示画面におけるコンテンツ情報群の表示の変化に応じて
、インジケータの表示もリアルタイムで随時更新される。ユーザは、当該インジケータを
参照しながら、更新されたコンテンツ情報（すなわち、ユーザにとって未読のコンテンツ
情報）の位置を把握するとともに、所望のコンテンツ情報により容易にアクセスすること
が可能となる。
【００９８】
　なお、ステップＳ２０３～ステップＳ２１３における処理が行われている間に所定のタ
イミングが経過した場合又は所定の操作入力が行われた場合には、ステップＳ２０１に戻
り、新たにコンテンツ情報が取得され、ステップＳ２０３～ステップＳ２１３における一
連の処理が繰り返し行われる。
【００９９】
　以上、図７を参照して、本開示の一実施形態に係る更新情報通知方法の処理手順につい
て説明した。
【０１００】
　＜５．ハードウェア構成＞
　次に、図８を参照しながら、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１０のハードウェ
ア構成について説明する。図８は、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１０のハード
ウェア構成を示す機能ブロック図である。
【０１０１】
　情報処理装置１０は、主に、ＣＰＵ９０１と、ＲＯＭ９０３と、ＲＡＭ９０５と、を備
える。また、情報処理装置１０は、更に、ホストバス９０７、ブリッジ９０９、外部バス
９１１、インターフェース９１３、入力装置９１５、出力装置９１７、ストレージ装置９
１９、ドライブ９２１、接続ポート９２３及び通信装置９２５を備える。
【０１０２】
　ＣＰＵ９０１は、演算処理装置及び制御装置として機能し、ＲＯＭ９０３、ＲＡＭ９０
５、ストレージ装置９１９又はリムーバブル記録媒体９２７に記録された各種プログラム
に従って、情報処理装置１０内の動作全般又はその一部を制御する。ＣＰＵ９０１は、本
実施形態では、例えば、図３に示す制御部１３０に対応するものであり、本実施形態に係
る更新情報通知処理における各種の情報の処理を行う。ＲＯＭ９０３は、ＣＰＵ９０１が
使用するプログラムや演算パラメータ等を記憶する。ＲＡＭ９０５は、ＣＰＵ９０１が使
用するプログラムや、プログラムの実行において適宜変化するパラメータ等を一次記憶す
る。これらＣＰＵ９０１、ＲＯＭ９０３及びＲＡＭ９０５は、ＣＰＵバス等の内部バスに
より構成されるホストバス９０７により相互に接続されている。
【０１０３】
　ホストバス９０７は、ブリッジ９０９を介して、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ／Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）バスなどの外部バス
９１１に接続されている。また、外部バス９１１には、インターフェース９１３を介して
、入力装置９１５、出力装置９１７、ストレージ装置９１９、ドライブ９２１、接続ポー
ト９２３及び通信装置９２５が接続される。
【０１０４】
　入力装置９１５は、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチ及
びレバー等、ユーザが操作する操作手段である。また、入力装置９１５は、例えば、赤外
線やその他の電波を利用したリモートコントロール手段（いわゆる、リモコン）であって
もよいし、情報処理装置１０の操作に対応した携帯電話やＰＤＡ等の外部接続機器９２９
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であってもよい。さらに、入力装置９１５は、例えば、上記の操作手段を用いてユーザに
より入力された情報に基づいて入力信号を生成し、ＣＰＵ９０１に出力する入力制御回路
等から構成されている。情報処理装置１０のユーザは、この入力装置９１５を操作するこ
とにより、情報処理装置１０に対して各種のデータを入力したり処理動作を指示したりす
ることができる。入力装置９１５は、本実施形態では、例えば、図３に示す入力部１２０
に対応するものであり、表示部１１０と一体的に構成され、タッチパネルを構成している
。ユーザは入力部１２０を介した操作入力により、コンテンツ情報群の更新に関する指示
や、表示画面に表示されているコンテンツ情報群の表示のスクロールに関する指示、コン
テンツを再生、表示するためのアプリケーションの起動に関する指示等を入力することが
できる。
【０１０５】
　出力装置９１７は、各種の情報をユーザに対して視覚的又は聴覚的に通知することが可
能な装置によって構成される。このような装置として、ＣＲＴディスプレイ装置、液晶デ
ィスプレイ装置、プラズマディスプレイ装置、ＥＬディスプレイ装置及びランプ等の表示
装置や、スピーカ及びヘッドホン等の音声出力装置や、プリンタ装置、携帯電話装置等が
ある。出力装置９１７は、例えば、情報処理装置１０が行った各種の処理により得られた
結果を出力する。具体的には、表示装置は、情報処理装置１０が行った各種の処理により
得られた結果を、テキスト、グラフ、画像等様々な形式で表示画面に表示する。当該表示
装置は、本実施形態では、例えば、図３に示す表示部１１０に対応するものであり、表示
制御部１３５の制御によって、コンテンツ情報群の少なくとも一部及びインジケータを表
示画面に表示する。一方、音声出力装置は、再生された音声データや音響データ等からな
るオーディオ信号をアナログ信号に変換して出力する。
【０１０６】
　また、図３には明示しないが、情報処理装置１０は、以下の各構成を備えてもよい。
【０１０７】
　ストレージ装置９１９は、情報処理装置１０の記憶部の一例として構成されたデータ格
納用の装置である。ストレージ装置９１９は、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄ
ｒｉｖｅ）等の磁気記憶デバイス、半導体記憶デバイス、光記憶デバイス又は光磁気記憶
デバイス等により構成される。このストレージ装置９１９は、ＣＰＵ９０１が実行するプ
ログラムや各種データ及び外部から取得した各種データ等を格納する。本実施形態におい
ては、ストレージ装置９１９は、更新情報通知処理において処理される各種の情報、例え
ば、コンテンツ情報並びに生成されたコンテンツ情報群及びインジケータについての情報
を記憶することができる。また、ストレージ装置９１９は、その内部のキャッシュメモリ
に新たに取得したコンテンツ情報を一時的に記憶し、コンテンツ情報取得部１３１からの
要請に従って、所定のタイミング又は入力装置９１５を介したユーザによる所定の操作入
力があったタイミングで、当該コンテンツ情報をコンテンツ情報取得部１３１に送信して
もよい。
【０１０８】
　ドライブ９２１は、記録媒体用リーダライタであり、情報処理装置１０に内蔵、あるい
は外付けされる。ドライブ９２１は、装着されている磁気ディスク、光ディスク、光磁気
ディスク又は半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体９２７に記録されている情報を読み
出して、ＲＡＭ９０５に出力する。また、ドライブ９２１は、装着されている磁気ディス
ク、光ディスク、光磁気ディスク又は半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体９２７に各
種の情報を書き込むことも可能である。リムーバブル記録媒体９２７は、例えば、ＤＶＤ
メディア、ＨＤ－ＤＶＤメディア、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）メディア等である。また
、リムーバブル記録媒体９２７は、コンパクトフラッシュ（登録商標）（Ｃｏｍｐａｃｔ
Ｆｌａｓｈ：ＣＦ）、フラッシュメモリ又はＳＤメモリカード（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉ
ｔａｌ　ｍｅｍｏｒｙ　ｃａｒｄ）等であってもよい。また、リムーバブル記録媒体９２
７は、例えば、非接触型ＩＣチップを搭載したＩＣカード（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉ
ｒｃｕｉｔ　ｃａｒｄ）又は電子機器等であってもよい。本実施形態においては、情報処



(24) JP 6274208 B2 2018.2.7

10

20

30

40

50

理装置１０は、ドライブ９２１を介して、更新情報通知処理に関する各種の情報を、リム
ーバブル記録媒体９２７から読み出したり、リムーバブル記録媒体９２７に書き込んだり
することができる。例えば、コンテンツ情報取得部１３１は、ドライブ９２１を介して、
リムーバブル記録媒体９２７からコンテンツ情報を取得してもよい。
【０１０９】
　接続ポート９２３は、外部の他の機器を情報処理装置１０に直接接続するためのポート
である。接続ポート９２３の一例として、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　
Ｂｕｓ）ポート、ＩＥＥＥ１３９４ポート、ＳＣＳＩ（Ｓｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　
Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）ポート等がある。接続ポート９２３の別の例として
、ＲＳ－２３２Ｃポート、光オーディオ端子、ＨＤＭＩ（登録商標）（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆ
ｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）ポート等がある。この接
続ポート９２３に外部接続機器９２９を接続することで、情報処理装置１０は、外部接続
機器９２９から直接各種の情報を取得したり、外部接続機器９２９に各種の情報を提供し
たりする。本実施形態においては、情報処理装置１０は、接続ポート９２３を介して、更
新情報通知処理に関する各種の情報を、外部接続機器９２９から取得したり、外部接続機
器９２９に出力したりすることができる。例えば、コンテンツ情報取得部１３１は、接続
ポート９２３を介して、外部接続機器９２９からコンテンツ情報を取得してもよい。
【０１１０】
　通信装置９２５は、例えば、通信網（ネットワーク）９３５に接続するための通信デバ
イス等で構成された通信インターフェースである。通信装置９２５は、例えば、有線若し
くは無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）、又はＷＵＳＢ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＵＳＢ）用の通信カード等である。また、通
信装置９２５は、光通信用のルータ、ＡＤＳＬ（Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ
　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ）用のルータ又は各種通信用のモデム等であってもよ
い。この通信装置９２５は、例えば、インターネットや他の通信機器との間で、例えばＴ
ＣＰ／ＩＰ等の所定のプロトコルに則して信号等を送受信することができる。また、通信
装置９２５に接続されるネットワーク９３５は、有線又は無線によって接続されたネット
ワーク等により構成され、例えば、インターネット、家庭内ＬＡＮ、赤外線通信、ラジオ
波通信又は衛星通信等であってもよい。本実施形態においては、通信装置９２５は、更新
情報通知処理において処理される各種の情報を、ネットワーク９３５を介して接続される
他の機器との間で送受信することができる。また、通信装置９２５は、コンテンツ情報取
得部１３１からの要請に従って、所定のタイミング又は入力装置９１５を介したユーザに
よる所定の操作入力があったタイミングで、新たなコンテンツ情報をネットワーク９３５
を介して接続される他の機器から受信してもよい。
【０１１１】
　また、図３及び図８には明示しないが、情報処理装置１０は以下の構成を更に備えても
よい。
【０１１２】
　例えば、情報処理装置１０は、情報処理装置１０の周囲の環境についての情報を検出す
るセンサ装置を備えてもよい。当該センサ装置は、例えば情報処理装置１０の動きを検知
するセンサや、現在位置を表す位置情報を取得するセンサ等の検出手段である。かかるセ
ンサ装置の一例として、加速度センサ装置、重力検出センサ装置、落下検出センサ装置等
を含む３軸加速度センサ装置、角速度センサ装置、手振れ補正センサ装置、地磁気センサ
装置等を含む３軸ジャイロセンサ装置等のモーションセンサ装置や、ＧＰＳセンサ装置等
を挙げることができる。また、当該センサ装置は、上述のもの以外にも、温度計、照度計
、湿度計等の様々な公知の測定装置を備えていてもよい。
【０１１３】
　また、例えば、情報処理装置１０は、撮影対象を動画や静止画の形式で撮影するカメラ
等の撮像装置を備えてもよい。具体的には、当該撮像装置は、２次元上に配列された複数
の受光素子を有し、当該受光素子における光電変換により、撮影対象の画像を表す画像信
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号を取得するとともに、当該画像信号に各種の信号処理を施すことにより撮像対象の写真
や動画を生成することができる。
【０１１４】
　また、情報処理装置１０は、情報処理装置１０が備える上記の各構成に電力を供給する
電源装置（バッテリ装置）を備えてもよい。当該電源装置には、例えばリチウムイオン二
次電池等の各種の二次電池が適用される。
【０１１５】
　以上、図８を参照して、本開示の一実施形態に係る情報処理装置１０の機能を実現可能
なハードウェア構成の一例を示した。上記の各構成要素は、汎用的な部材を用いて構成さ
れていてもよいし、各構成要素の機能に特化したハードウェアにより構成されていてもよ
い。従って、本実施形態を実施する時々の技術レベルに応じて、適宜、利用するハードウ
ェア構成を変更することが可能である。
【０１１６】
　なお、上述のような本実施形態に係る情報処理装置１０の各機能を実現するためのコン
ピュータプログラムを作製し、パーソナルコンピュータ等に実装することが可能である。
また、このようなコンピュータプログラムが格納された、コンピュータで読み取り可能な
記録媒体も提供することができる。記録媒体は、例えば、磁気ディスク、光ディスク、光
磁気ディスク、フラッシュメモリ等である。また、上記のコンピュータプログラムは、記
録媒体を用いずに、例えばネットワークを介して配信されてもよい。
【０１１７】
　＜６．まとめ＞
　以上説明したように、本実施形態によれば、以下の効果を得ることができる。
【０１１８】
　本実施形態によれば、コンテンツ情報群生成部１３２によって表示画面上の所定の領域
に表示されたコンテンツ情報が所定の配列順に複数連ねられたコンテンツ情報群が生成さ
れ、表示制御部１３５によって当該コンテンツ情報群の一部が当該配列順に従って表示画
面上に表示される。また、更新検出部１３３によってコンテンツ情報群のうち更新された
コンテンツ情報が検出され、インジケータ生成部１３４によってコンテンツ情報群の中で
更新されたコンテンツ情報に対応する部分である更新部分のコンテンツ情報群全体に対す
る位置関係を少なくとも示すインジケータが生成される。更に、表示制御部１３５によっ
てコンテンツ情報群の一部とともに当該インジケータが表示画面に表示される。従って、
ユーザは、当該インジケータを参照することにより、コンテンツ情報群全体に対する更新
部分の位置を素早く把握することができ、当該更新部分により素早くアクセスすることが
可能となる。よって、ユーザの利便性がより向上される。
【０１１９】
　また、本実施形態においては、更新部分のうち表示画面に表示された部分は、ユーザに
よって既に参照された既読部分であるとみなされてよい。そして、コンテンツ情報群にお
いて更新部分が既読部分に変更されることに応じて、インジケータにおける既読標示領域
及び更新部分標示領域の表示が随時変更されてもよい。このように、更新部分の変化に応
じてインジケータの表示がリアルタイムで変化することにより、ユーザはインジケータの
表示から、コンテンツ情報群内での未読のコンテンツ情報の位置情報を随時取得すること
ができる。よって、ユーザの利便性が更に向上される。
【０１２０】
　以上、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。
【０１２１】
　例えば、上記実施形態では、コンテンツ情報群が表示画面上に列状（リスト状）に表示
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され、インジケータがいわゆるスクロールインジケータである場合について説明したが、
本実施形態はかかる例に限定されない。本実施形態に係るコンテンツ情報群は、コンテン
ツ情報が所定の配列順に従って並べられて構成されればよく、その表示画面への表示方法
としてはあらゆる方法が適用されてよい。また、本実施形態に係るインジケータは、コン
テンツ情報群の表示画面への表示に応じてあらゆる形態を取り得る。例えば、コンテンツ
情報群は本のような形態で表示画面に表示され、コンテンツ情報は当該本のページに対応
する部分に表示されてもよい。そして、ユーザが本を開く方向に表示画面上で操作体を動
かすことにより、本のページがめくられるアニメーションとともにコンテンツ情報の表示
が切り換えられてもよい。また、コンテンツ情報群が本のような形態で表示画面に表示さ
れる場合、インジケータは、表示画面上で当該本が開かれる方向に延伸する直線形状を有
し、当該直線の長さが当該本の総ページ数に対応するように表示されてもよい。インジケ
ータがこのような直線形状を有する場合、当該直線上の更新部分に対応する領域は、例え
ば色や形状等の表示が他の領域とは異なるように表示され得る。また、インジケータを示
す直線上の現在開かれているページ（すなわち、表示部分）に対応する位置には、当該表
示部分を示す目印となる表示が表示画面上に表示されてもよい。例えば、ユーザが、当該
目印となる表示を直線状でスライドさせるように操作することにより、当該スライド操作
に応じてコンテンツ情報群を示す本のページがめくられるように、表示画面上に表示され
るコンテンツ情報が変化してもよい。
【０１２２】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）表示画面上の所定の領域に表示されたコンテンツ情報が所定の配列順に複数連ねら
れたコンテンツ情報群を生成するコンテンツ情報群生成部と、前記コンテンツ情報群を構
成する前記コンテンツ情報のうち、更新された前記コンテンツ情報を検出する更新検出部
と、前記コンテンツ情報群の少なくとも一部を前記配列順に従って前記表示画面上に表示
させるとともに、前記コンテンツ情報群の中で更新された前記コンテンツ情報に対応する
部分である更新部分の前記コンテンツ情報群全体に対する位置関係を少なくとも示すイン
ジケータを前記表示画面上に表示させる表示制御部と、を備える、情報処理装置。
（２）前記更新検出部は、前記コンテンツ情報群生成部によって前記コンテンツ情報群に
新たに追加された前記コンテンツ情報を、更新された前記コンテンツ情報として検出する
、前記（１）に記載の情報処理装置。
（３）前記更新検出部は、前記コンテンツ情報群を構成する前記コンテンツ情報の中で、
前記表示制御部によって前記表示画面上に表示されていない前記コンテンツ情報を、更新
された前記コンテンツ情報として検出する、前記（１）又は（２）に記載の情報処理装置
。
（４）前記インジケータは、前記コンテンツ情報群の中で前記表示画面上に表示された前
記コンテンツ情報に対応する部分である表示部分の前記コンテンツ情報群全体に対する位
置関係を示す表示部分標示領域と、前記更新部分の前記コンテンツ情報群全体に対する位
置関係を示す更新部分標示領域と、前記コンテンツ情報群の中で前記表示部分及び前記更
新部分に含まれない前記コンテンツ情報に対応する部分である既読部分の前記コンテンツ
情報群全体に対する位置関係を示す既読部分標示領域と、が互いに異なる表示を有する、
前記（１）～（３）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（５）前記コンテンツ情報群の一部は、前記表示画面上における第１の方向に沿って前記
配列順に従って表示され、前記インジケータは、前記表示画面上において前記第１の方向
に延伸する直線形状を有する、前記（４）に記載の情報処理装置。
（６）前記インジケータは、前記表示部分標示領域と、前記更新部分標示領域と、前記既
読部分標示領域と、が互いに異なる色を有する、前記（５）に記載の情報処理装置。
（７）前記インジケータは、前記表示部分標示領域と、前記更新部分標示領域と、前記既
読部分標示領域と、が互いに異なる形状を有する、前記（５）又は（６）に記載の情報処
理装置。
（８）前記インジケータの前記表示画面上での表示において、前記表示部分標示領域は、
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前記コンテンツ情報群を構成する前記コンテンツ情報の総数に対する前記表示部分を構成
する前記コンテンツ情報の数の割合を反映した大きさを有し、前記更新部分標示領域は、
前記コンテンツ情報群を構成する前記コンテンツ情報の総数に対する前記更新部分を構成
する前記コンテンツ情報の数の割合を反映した大きさを有し、前記既読部分標示領域は、
前記コンテンツ情報群を構成する前記コンテンツ情報の総数に対する前記既読部分を構成
する前記コンテンツ情報の数の割合を反映した大きさを有する、前記（５）～（７）のい
ずれか１項に記載の情報処理装置。
（９）前記コンテンツ情報を取得するコンテンツ情報取得部、を更に備え、前記コンテン
ツ情報群生成部は、前記コンテンツ情報取得部によって取得されたコンテンツ情報に基づ
いて前記コンテンツ情報群を生成する、前記（１）～（８）のいずれか１項に記載の情報
処理装置。
（１０）前記コンテンツ情報群生成部は、前記コンテンツ情報取得部によって新たに取得
されたコンテンツ情報を、既に生成された前記コンテンツ情報群に追加することにより、
前記コンテンツ情報群を更新する、前記（９）に記載の情報処理装置。
（１１）前記コンテンツ情報群生成部は、前記コンテンツ情報取得部によって新たに取得
されたコンテンツ情報によって、前記コンテンツ情報群を構成するコンテンツ情報の数を
増加させることにより、前記コンテンツ情報群を更新する、前記（１０）に記載の情報処
理装置。
（１２）前記コンテンツ情報群生成部は、前記コンテンツ情報取得部によって新たに取得
されたコンテンツ情報によって、既に生成された前記コンテンツ情報群を構成する前記コ
ンテンツ情報の内容を変更することにより、前記コンテンツ情報群を更新する、前記（１
０）に記載の情報処理装置。
（１３）前記コンテンツ情報群における前記配列順は、前記コンテンツ情報取得部によっ
て前記コンテンツ情報が取得された順に対応する順である、前記（９）～（１２）のいず
れか１項に記載の情報処理装置。
（１４）前記コンテンツ情報取得部は、所定のタイミングで自動的に前記コンテンツ情報
を取得する、前記（９）～（１３）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１５）前記コンテンツ情報取得部は、ユーザによる所定の操作入力に応じたタイミング
で前記コンテンツ情報を取得する、前記（９）～（１４）のいずれか１項に記載の情報処
理装置。
（１６）前記コンテンツ情報群は前記表示画面上に、前記配列順に従って列状に配列され
て表示される、前記（１）～（１５）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
（１７）表示画面上の所定の領域に表示されたコンテンツ情報が所定の配列順に複数連ね
られたコンテンツ情報群を生成することと、前記コンテンツ情報群を構成する前記コンテ
ンツ情報のうち、更新された前記コンテンツ情報を検出することと、前記コンテンツ情報
群の少なくとも一部を前記配列順に従って前記表示画面上に表示させるとともに、前記コ
ンテンツ情報群の中で更新された前記コンテンツ情報に対応する部分である更新部分の前
記コンテンツ情報群全体に対する位置関係を少なくとも示すインジケータを前記表示画面
上に表示させることと、を含む、更新情報通知方法。
（１８）コンピュータに、表示画面上の所定の領域に表示されたコンテンツ情報が所定の
配列順に複数連ねられたコンテンツ情報群を生成する機能と、前記コンテンツ情報群を構
成する前記コンテンツ情報のうち、更新された前記コンテンツ情報を検出する機能と、前
記コンテンツ情報群の少なくとも一部を前記配列順に従って前記表示画面上に表示させる
とともに、前記コンテンツ情報群の中で更新された前記コンテンツ情報に対応する部分で
ある更新部分の前記コンテンツ情報群全体に対する位置関係を少なくとも示すインジケー
タを前記表示画面上に表示させる機能と、を実現させるためのプログラム。
【符号の説明】
【０１２３】
　１０　　情報処理装置
　１１０　　表示部
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　１２０　　入力部
　１３０　　制御部
　１３１　　コンテンツ情報取得部
　１３２　　コンテンツ情報群生成部
　１３３　　更新検出部
　１３４　　インジケータ生成部
　１３５　　表示制御部

【図１】 【図２】



(29) JP 6274208 B2 2018.2.7

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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