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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの手首に装着可能な腕時計の形状の装置であって、
　情報を表示する表示部と、
　装置本体に設置された動き検出用のセンサと、
　上記装置本体がユーザの手首に装着された状態で、上記装置本体の近くに存在する携帯
端末から近距離無線通信により複数種類の情報を取得する情報取得手段と、
　上記センサの出力データからユーザの所定の動作を検出する動作検出手段と、
　上記動作検出手段によってユーザの所定の動作が検出される毎に、上記情報取得手段に
よって取得された複数種類の情報を設定されている順番で上記表示部に選択的に表示する
表示制御手段と
を具備したことを特徴とする情報表示装置。
【請求項２】
　上記センサの出力データからユーザの状態を判断する状態判断手段を備え、
　上記表示制御手段は、
　上記動作検出手段によってユーザの所定の動作が検出される毎に、上記情報取得手段に
よって取得された複数種類の情報を、上記状態判断手段によって判断されたユーザの状態
に対応付けて設定された順番で、選択的に表示することを特徴とする請求項１記載の情報
表示装置。
【請求項３】
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　予めユーザの日常生活の中で実際の動きによって得られる上記センサの出力データとそ
のときの状態とを関連付けて記憶した状態テーブルを備え、
　上記状態判断手段は、
　上記状態テーブルを参照して上記センサの出力データからユーザの状態を判断すること
を特徴とする請求項２記載の情報表示装置。
【請求項４】
　ユーザの状態に応じた情報の優先順位を設定する優先順位設定手段を備え、
　上記表示制御手段は、
　上記優先順位設定手段によって設定された優先順位に従って前記複数種類の情報を選択
的に表示することを特徴とする請求項２記載の情報表示装置。
【請求項５】
　表示部と動き検出用のセンサとを備えたユーザの手首に装着可能な腕時計の形状の装置
を制御するコンピュータに、
　上記装置本体がユーザの手首に装着された状態で、上記装置本体の近くに存在する携帯
端末から近距離無線通信により複数種類の情報を取得する情報取得機能と、
　上記センサの出力データからユーザの所定の動作を検出する動作検出機能と、
　上記動作検出機能によってユーザの所定の動作が検出される毎に、上記情報取得機能に
よって取得された複数種類の情報を設定されている順番で上記表示部に選択的に表示する
表示制御機能と
を実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネット配信される各種情報を表示する情報表示装置と、この情報表示装置に
用いられるプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォン（多機能型携帯電話装置）などの携帯端末の急激な普及に伴い、
ネット上で様々な情報を配信するサービスが溢れている。このため、ユーザが必要な情報
だけを選別して表示するのに非常に手間がかかっている。
【０００３】
　従来、このような問題に対し、サーバ側でユーザの状態履歴を把握し、各種情報の中か
らユーザの状態に合わせた情報を選択的に配信するシステムが考えられている（例えば、
特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－３７３１７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、通常、スマートフォンなどの携帯端末でネット上の各種情報を表示する
ために、その都度、画面上でアイコンをタッチしてアプリ（アプリケーションソフトの略
）を起動する必要があり、そのための操作が非常に煩わしいといった問題がある。
【０００６】
　本発明は上記のような点に鑑みなされたもので、ネット上の各種情報の中からユーザが
必要とする情報を簡単に表示することのできる情報表示装置及びプログラムを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明に係る情報表示装置は、ユーザの手首に装着可能な腕時計の形状の装置であって
、情報を表示する表示部と、装置本体に設置された動き検出用のセンサと、上記装置本体
がユーザの手首に装着された状態で、上記装置本体の近くに存在する携帯端末から近距離
無線通信により複数種類の情報を取得する情報取得手段と、上記センサの出力データから
ユーザの所定の動作を検出する動作検出手段と、上記動作検出手段によってユーザの所定
の動作が検出される毎に、上記情報取得手段によって取得された複数種類の情報を設定さ
れている順番で上記表示部に選択的に表示する表示制御手段とを具備したことを特徴とす
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、ユーザが所定の動作を行うことで、ネット上の各種情報の中からユー
ザが必要とする情報を簡単に表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は本発明の一実施形態に係るネットワークシステムの構成を示す図である。
【図２】図２は同実施形態におけるリスト端末の装着状態を示す図である。
【図３】図３は同実施形態におけるリスト端末と携帯端末との関係を示す図である。
【図４】図４は同実施形態におけるリスト端末の表示切替え方法を説明するための図であ
る。
【図５】図５は同実施形態におけるリスト端末の回路構成を示すブロック図である。
【図６】図６は同実施形態における携帯端末の回路構成を示すブロック図である。
【図７】図７は同実施形態におけるリスト端末サーバの動作を示すフローチャートである
。
【図８】図８は同実施形態におけるリスト端末サーバに備えられたリスト端末用メモリの
構成を示す図である。
【図９】図９は同実施形態における携帯端末のリスト配信アプリに関する動作を示すフロ
ーチャートである。
【図１０】図１０は同実施形態における携帯端末の優先順位設定画面の構成を示す図であ
る。
【図１１】図１１は同実施形態における携帯端末に備えられた優先順位設定テーブルの構
成を示す図である。
【図１２】図１２は同実施形態におけるリスト端末の状態登録処理の動作を示すフローチ
ャートである。
【図１３】図１３は同実施形態におけるリスト端末に備えられた状態テーブルの構成を示
す図である。
【図１４】図１４は同実施形態におけるリスト端末の情報取得処理の動作を示すフローチ
ャートである。
【図１５】図１５は同実施形態におけるリスト端末の情報表示処理の動作を示すフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
【００１１】
　図１は本発明の一実施形態に係るネットワークシステムの構成を示す図である。
【００１２】
　このネットワークシステムは、リスト端末１１と、携帯端末１２と、インターネット等
のネットワーク１３上に存在する各種コンテンツサーバ１４ａ，１４ｂ…、およびリスト
端末サーバ１５とからなる。
【００１３】
　リスト端末１１は、本発明の情報表示装置に相当するものである。本実施形態において
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、このリスト端末１１は、ユーザの手首に装着可能な腕時計の形状を有する。これに対し
、携帯端末１２は、例えばスマートフォンなどであり、ユーザがカバン等に入れて持ち歩
くことが可能な携帯用の通信端末装置である。リスト端末１１の近くに携帯端末１２があ
るとき、リスト端末１１と携帯端末１２はＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の近距離無
線通信により接続される。
【００１４】
　また、携帯端末１２は、無線ＬＡＮ（Wi-Fi）や３Ｇの携帯電話回線網等を通じてネッ
トワーク１３上の各種コンテンツサーバ１４ａ，１４ｂ…やリスト端末サーバ１５に接続
可能な機能を有する。
【００１５】
　各種コンテンツサーバ１４ａ，１４ｂ…は、例えば各地域の天気情報の配信や、音楽、
映画の配信など、ネットワーク１３上で様々なサービスを行う。リスト端末サーバ１５は
、リスト端末１１で扱う情報を管理するための専用サーバであり、各種コンテンツサーバ
１４ａ，１４ｂ…から配信される情報をリスト端末１１の画面サイズに合わせて加工する
などの処理を行う。
【００１６】
　ここで、本発明の情報表示装置として用いられるリスト端末１１の使い方について説明
する。
【００１７】
　図２はリスト端末１１の装着状態を示す図、図３はリスト端末１１と携帯端末１２との
関係を示す図である。
【００１８】
　図２に示すように、リスト端末１１は、装置本体１１ａと、この装置本体１１ａの両端
に取り付けられたバンド１１ｂとからなる。後述するように、リスト端末１１の装置本体
１１ａには、加速度センサや角速度センサなどの動き検知センサが内蔵されている。ユー
ザの手首にリスト端末１１を装着した状態で腕を顔の前に待っていき、手首を回す動作（
これをフリップ動作と呼ぶ）を行うと表示が切り替えられる。
【００１９】
　図３に示すように、リスト端末１１と携帯端末１２とは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商
標）等の近距離無線通信により接続されている。携帯端末１２は、各種コンテンツサーバ
１４ａ，１４ｂ…の情報を受信すると、これらの情報をリスト端末１１に送信する。この
場合、リスト端末１１の画面は携帯端末１２に比べて小さいため、図１に示したリスト端
末サーバ１５が各種コンテンツサーバ１４ａ，１４ｂ…の情報をリスト端末用に加工処理
している。この加工処理された情報を携帯端末１２経由でリスト端末１１に送って表示す
る。
【００２０】
　どの情報をどのように表示するのかは、携帯端末１２側で設定する。携帯端末１２側で
設定を行うのは、リスト端末１１の画面が小さいためである。携帯端末１２には、リスト
端末１１との間で設定内容を同期するためのアプリが搭載されている。
【００２１】
　図４はリスト端末１１の表示切替え方法を説明するための図である。
【００２２】
　リスト端末１１では、ユーザが手首を回す動作（フリップ動作）を行うことで、表示の
切替えを行うことができる。この例では、初期画面である時計画面の状態から１回目のフ
リップ動作で現在地域の雨雲の動き、２回目のフリップ動作で指定地域の天気情報、３回
目のフリップ動作でスケジュール、４回目のフリップ動作でツイートの情報に順次切り替
えられる様子が示されている。どの情報を何番目に表示するのかも含めて携帯端末１２側
で設定することができる。
【００２３】
　以下に、各装置の構成と動作について詳しく説明する。　
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　図５はリスト端末１１の回路構成を示すブロック図である。
【００２４】
　リスト端末１１は、ＣＰＵ２１、表示部２２、タッチパネル２３、通信部２４、メモリ
２５、センサ部２６、時計部２７、ＧＰＳ部２８などを備える。
【００２５】
　ＣＰＵ２１は、メモリ２５に記憶されたプログラム２５ａの起動により、リスト端末１
１の動作を制御する。本実施形態において、このＣＰＵ２１には、各種情報を取得する情
報取得機能２１ａ、センサ部２６の出力データからユーザの所定の動作を判断する動作判
断機能２１ｂ、ユーザの所定の動作に基づいて各種情報の中から予め設定された項目に関
する情報を選択的に表示する表示制御機能２１ｃが設けられている。
【００２６】
　さらに、センサ部２６の出力データからユーザの状態を判断する状態判断機能２１ｄが
設けられる。この状態判断機能２１ｄを備えている場合には、表示制御機能２１ｃは、ユ
ーザの状態とユーザの所定の動作とに基づいて、各種情報の中から予め設定された項目に
関する情報を選択的に表示する。
【００２７】
　表示部２２は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）からなり、各種情報をカラー表示す
る。タッチパネル２３は、表示部２２の表示画面上に載置され、タッチ操作による入力指
示を行うために用いられる。この表示部２２とタッチパネル２３とで一体型の入力表示装
置を構成し、ユーザが画面の表示を見ながら、タッチ操作による入力指示を行うことがで
きる。
【００２８】
　通信部２４は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の近距離通信により、外部端末（こ
こでは携帯端末１２）との間でデータの送受信処理を行う。
【００２９】
　メモリ２５には、ＣＰＵ２１を制御するためのプログラム２５ａの他、ＣＰＵ２１の処
理動作に必要な各種データが記憶される。プログラム２５ａは、上述した各機能２１ａ，
２１ｂ，２１ｃ，２１ｄを実現するためのプログラムを含む。
【００３０】
　センサ部２６は、ｘ軸，ｙ軸，ｚ軸方向の加速度を検知可能な３軸の加速度センサなど
からなる動き検出センサを備えている。時計部２７は、リスト端末１１の時計機能を実現
するための部分であり、現在の時刻を計時する。また、ＧＰＳ部２８は、ＧＰＳ（Global
 Positioning System）により現在位置を検出する。
【００３１】
　図６は携帯端末１２の回路構成を示すブロック図である。
【００３２】
　携帯端末１２は、ＣＰＵ３１、表示部３２、タッチパネル３３、第１の通信部３４ａ、
第２の通信部３４ｂ、メモリ３５などを備える。
【００３３】
　ＣＰＵ３１は、メモリ３５に記憶されたプログラム３５ａの起動により、携帯端末１２
の動作を制御する。本実施形態において、このＣＰＵ３１には、情報の優先順位を設定す
るための優先順位設定機能３１ａ、リスト端末サーバ１５に定期的にアクセスしてコンテ
ンツ情報を収集する情報収集機能３１ｂ、コンテンツ情報をリスト端末１１に転送する情
報転送機能３１ｃなどが設けられている。
【００３４】
　表示部３２とタッチパネル３３は、リスト端末１１の表示部２２とタッチパネル２３と
同様に一体型の入力表示装置を構成し、ユーザが画面の表示を見ながら、タッチ操作によ
る入力指示を行うことができる。
【００３５】
　第１の通信部３４ａは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）等の近距離通信機能により、



(6) JP 5737277 B2 2015.6.17

10

20

30

40

50

外部端末（リスト端末１１）との間で無線通信によるデータの送受信処理を行う。第２の
通信部３４ｂは、無線ＬＡＮ（Wi-Fi）や３Ｇの携帯電話回線網等により、ネットワーク
１３上のコンテンツサーバ１４ａ，１４ｂ…やリスト端末サーバ１５にアクセスする。
【００３６】
　メモリ３５には、ＣＰＵ３１を制御するためのプログラム３５ａの他、ＣＰＵ３１の処
理動作に必要な各種データが記憶される。プログラム３５ａは、上述した各機能３１ａ，
３１ｂ，３１ｃを実現するためのプログラムを含む。
【００３７】
　なお、携帯端末１２は、実際にはリスト端末１１と同様に加速度センサやＧＰＳ機能な
どを備えているが、本発明とは直接関係しないため、その説明を省略する。
【００３８】
　また、コンテンツサーバ１４ａ，１４ｂ…やリスト端末サーバ１５については、ＣＰＵ
、ＲＯＭ、ＲＡＭなどを備えた汎用のコンピュータからなり、その詳しい構成については
図示を省略する。
【００３９】
　次に、本実施形態におけるネットワークシステムの動作について、（ａ）リスト端末サ
ーバ１５、（ｂ）携帯端末１２、（ｃ）リスト端末１１の各動作に分けて説明する。
【００４０】
　（ａ）リスト端末サーバ１５の動作
　図７はリスト端末サーバ１５の動作を示すフローチャートである。なお、このフローチ
ャートで示される処理は、リスト端末サーバ１５に備えられた図示せぬＣＰＵが所定のプ
ログラムを読み込むことにより実行される。
【００４１】
　リスト端末サーバ１５は、ネットワーク１３上に存在する各種コンテンツサーバ１４ａ
，１４ｂからの配信情報を受信し（ステップＡ１１）、これらの配信情報をリスト端末用
に加工する（ステップＡ１２）。リスト端末サーバ１５は、図８に示すリスト端末用メモ
リ４１に加工後の配信情報を蓄積する（ステップＡ１３）。
【００４２】
　リスト端末用メモリ４１はリスト端末毎に設けられている。このリスト端末用メモリ４
１には、ユーザ情報４１ａとして、ユーザが持つリスト端末１１に固有のＩＤ情報（識別
情報）、ユーザが選択した配信コンテンツ種類、その他の各種設定情報が記録されている
。また、配信情報４１ｂとして、各種コンテンツサーバ１４ａ，１４ｂから受信してリス
ト端末用に加工した配信情報が記憶されている。「リスト端末用に加工」とは、腕時計サ
イズであるリスト端末１１の画面に合わせてコンテンツ情報を編集するなどの処理を施す
ことである。
【００４３】
　リスト端末サーバ１５は、このリスト端末用メモリ４１を参照して、各種コンテンツ情
報をユーザ別に選択的に受信し、それぞれに加工処理してリスト端末用メモリ４１に蓄積
する。
【００４４】
　（ｂ）携帯端末１２の動作
　図９は携帯端末１２のリスト配信アプリに関する動作を示すフローチャートである。な
お、このフローチャートで示される処理は、携帯端末１２に備えられたＣＰＵ３１がメモ
リ３５に記憶されたプログラム３５ａを読み込むことにより実行される。
【００４５】
　まず、ユーザが携帯端末１２の画面上に設けられた図示せぬ設定アイコンをタップして
「リスト端末設定」の機能を起動する。「リスト端末設定」の機能が起動されると（ステ
ップＢ１１のＹｅｓ）、携帯端末１２（詳しくはＣＰＵ３１）は、ネットワーク１３を介
してリスト端末サーバ１５に接続し、リスト端末サーバ１５からリスト端末設定用の所定
の設定画面を受信して表示する（ステップＢ１２）。
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【００４６】
　ユーザが携帯端末１２の画面上で設定操作を行うと（ステップＢ１３）、携帯端末１２
は、その設定操作によって設定された情報をメモリ３５に保持しておくと共に、リスト端
末１１に送信してリスト端末１１のメモリ２５に記憶させる（ステップＢ１４）。また、
この設定情報は、リスト端末サーバ１５にも送信して、リスト端末用メモリ４１に当該設
定情報を登録する（ステップＢ１５）。
【００４７】
　このときの設定情報がリスト端末１１に送られることにより、ユーザが所定の動作を行
うことで、設定された優先順位に従って所望のコンテンツ情報が表示されるようになる。
また、ユーザがリスト端末１１の画面で設定内容をいつでも確認することができる。
【００４８】
　予め設定された巡回時間になると（ステップＢ１６のＹｅｓ）、携帯端末１２は、ネッ
トワーク１３を介してリスト端末サーバ１５にアクセスして、リスト端末用メモリ４１に
蓄積されているコンテンツ情報を受信する（ステップＢ１７）。このとき受信したコンテ
ンツ情報は、メモリ３５の所定のエリアに記憶される。そして、リスト端末１１から配信
要求があったときに（ステップＢ１８のＹｅｓ）、携帯端末１２は、上記メモリ３５の所
定のエリアに記憶されたコンテンツ情報を読み出してリスト端末１１に転送する（ステッ
プＢ１９）。携帯端末１２からリスト端末１１に転送されたコンテンツ情報は、リスト端
末サーバ１５にて既にリスト端末用に加工済みである。
【００４９】
　リスト端末１１に転送されたコンテンツ情報は、ユーザが所定の動作を行うことで、予
め設定された優先順位に従って表示される。所定の動作とは、手首を回す動作（フリップ
動作）である。
【００５０】
　ここで、情報の優先順位を設定する方法について説明する。　
　図１０は携帯端末１２の優先順位設定画面５１の構成を示す図である。図１１は優先順
位設定テーブル５３の構成を示す図である。
【００５１】
　携帯端末１２には、情報の優先順位を設定するための機能を備えている。所定の操作に
より、優先順位設定機能を起動すると、携帯端末１２の表示部３２に優先順位設定画面５
１が表示される。この優先順位設定画面５１には、ユーザの日常生活に関わる状態として
、「平常」，「歩行」，「電車」，「運転中」，「夜間」といった５つの選択項目５２ａ
～５２ｅが設けられている。
【００５２】
　これらの選択項目５２ａ～５２ｅ毎に情報の優先順位を設定できる。図１０の例では、
歩行中のときに、１回目の情報として「今どこ（地図サービス）」、２回目の情報として
「天気情報」が設定されている。「１回目，２回目」とは、手首を回す動作（フリップ動
作）の回数のことである。
【００５３】
　情報の優先順位が設定されると、その設定内容が図１１に示すような優先順位設定テー
ブル５３に登録される。この優先順位設定テーブル５３は図６のメモリ３５に設けられて
おり、そこに登録された内容はリスト端末１１の設定情報としてリスト端末１１およびリ
スト端末サーバ１５に送信される（図９のステップＢ１４、Ｂ１５参照）。
【００５４】
　（ｃ）リスト端末１１の動作
　図１２はリスト端末１１の状態登録処理の動作を示すフローチャートである。なお、こ
のフローチャートで示される処理は、リスト端末１１に備えられたＣＰＵ２１がメモリ２
５に記憶されたプログラム２５ａを読み込むことにより実行される。また、後述する図１
４および図１５のフローチャートで示される処理についても同様であり、ＣＰＵ２１がプ
ログラム２５ａを読み込むことにより実行される。
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【００５５】
　リスト端末１１の装置本体１１ａには、センサ部２６として加速度センサ等の動き検出
センサが設置されている。リスト端末１１では、この動き検出センサの出力データとユー
ザの状態とを関連付けておくために、以下のような状態登録処理を行う。
【００５６】
　すなわち、まず、ユーザが例えば歩行中の状態にあるときに、リスト端末１１の画面上
に設けられた図示せぬ設定アイコンをタップして「状態登録」の機能を起動する。「状態
登録」の機能が起動されると（ステップＣ１１のＹｅｓ）、リスト端末１１（詳しくはＣ
ＰＵ２１）は、センサ部２６に備えられた動き検出センサの出力データをメモリ２５の所
定のエリアに連続的に記録する（ステップＣ１２）。
【００５７】
　登録終了の操作があると（ステップＣ１３のＹｅｓ）、リスト端末１１は、上記メモリ
２５の所定のエリアに記録されたセンサ部２６の出力データを歩行中の状態に関するデー
タとして、図１３に示す状態テーブル５４に仮登録しておく（ステップＣ１４）。この状
態テーブル５４は、上記メモリ２５に設けられる。なお、仮登録としているのは、ユーザ
がその登録内容を適宜判断して確定するためである。
【００５８】
　他の状態についても同様であり、平常時、運転中のとき、電車に乗っているとき、夜間
のときに上記同様の状態登録を行っておくことで、ユーザの日常生活の中で実際の動きに
よる動き検出センサの出力データとそのときの状態とを関連付けておくことができる。こ
れにより、ユーザの状態を正確に判断でき、そのときの状態に応じた情報を優先的に表示
することが可能となる。
【００５９】
　図１４はリスト端末１１の情報取得処理の動作を示すフローチャートである。
【００６０】
　リスト端末１１（詳しくはＣＰＵ２１）は、一定時間毎に携帯端末１２との接続状態を
確認し（ステップＤ１１）、通信可能か否かを判断する（ステップＤ１２）。通信可能な
場合、つまり、リスト端末１１と携帯端末１２とが近距離無線通信可能な状態にあれば（
ステップＤ１２のＹｅｓ）、リスト端末１１は、携帯端末１２からコンテンツ情報を受信
して、メモリ３５の所定のエリアに記憶しておく（ステップＤ１３）。このコンテンツ情
報は、携帯端末１２がリスト端末サーバ１５から定期的に受信したものであり（図９のス
テップＢ１７参照）、リスト端末用に加工処理されている。
【００６１】
　図１５はリスト端末１１の情報表示処理の動作を示すフローチャートである。
【００６２】
　リスト端末１１（詳しくはＣＰＵ２１）は、センサ部２６に備えられた動き検出センサ
の出力データを解析し、その解析結果に基づいてユーザがどのような状態にあるのかを判
断する（ステップＥ１１）。詳しくは、リスト端末１１は、図１３に示した状態テーブル
５４を参照して、センサ部２６の出力データが「平常」，「歩行」，「電車」，「運転中
」，「夜間」のどの状態に相当するのかを判断する。
【００６３】
　一般的には、ユーザがリスト端末１１を手首に装着して歩行している場合には、腕を下
げた状態で前後に振っていることが多いので、そのような動作を表わすセンサデータが得
られる。ユーザが運転中であれば、ハンドルを操作しているので、そのような動作を表わ
すセンサデータが得られる。ユーザが電車に乗っていれば、車内に乗車した状態で、吊り
革を掴まっていたり、座席に座るなどの動作があり、そのような動作を表わすセンサデー
タが得られる。また、平常時であれば、ユーザの平常時のパターンに応じたセンサデータ
が得られる。夜間でも同様である。
【００６４】
　なお、このようなセンサデータの解析に加えて、ＧＰＳ部２８の位置データを用いれば
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、ユーザの現在の状態をより正確に判断することができる。
【００６５】
　また、リスト端末１１は、センサ部２６の出力データを用いてユーザが手首を回してい
るか否かを判断する（ステップＥ１２）。ユーザが手首を回している場合（ステップＥ１
３のＹｅｓ）、リスト端末１１は、図４に示したフリップ動作をしているものと判断し、
基準画面である時計画面から情報表示に切り替える。
【００６６】
　詳しくは、リスト端末１１は、メモリ２５に記憶された図１１に示した優先順位設定テ
ーブル５３を参照し、ユーザの状態と手首を回した回数に基づいてメモリ２５の所定のエ
リアから各種情報を選択的に読み出し、これを表示部２２の画面に表示する（ステップＥ
１４）。これにより、例えばユーザが「歩行中」のときに、腕を顔の位置まで上げてフリ
ップ動作を１回した場合には「今どこ（地図サービス）」に関する情報が表示され、フリ
ップ動作を２回した場合には「天気情報」が表示されることになる。
【００６７】
　また、ユーザが腕を下げた動作を行った場合（ステップＥ１５のＹｅｓ）、リスト端末
１１は、情報表示から基準画面である時計画面に戻す（ステップＥ１６）。一方、手首の
回しや腕下げではなかった場合には（ステップＥ１５のＮｏ）、リスト端末１１は、現在
の表示状態を維持しながらユーザの状態を判別する（ステップＥ１７）。
【００６８】
　以上のように本実施形態によれば、携帯端末１２で受信したネット上の各種情報をリス
ト端末１１で確認できる。この場合、ユーザがリスト端末１１を持ちながら所定の動作を
行うことで、これらの情報の中から予め設定された項目に関する情報が選択的に表示され
る。したがって、情報表示のための面倒な操作をしなくとも、いつでも簡単に必要な情報
のみを表示して確認することができる。
【００６９】
　また、センサの出力データを用いてユーザの状態を判断することで、例えば歩行中のと
きや、電車に乗っているときなど、そのときのユーザの状態に応じた情報を表示すること
ができる。この場合、予めユーザの日常生活の中で実際の動きによって得られるセンサの
出力データとそのときの状態とを関連付けておけば、ユーザの現在の状態を正しく判断し
て情報表示を行うことができる。
【００７０】
　また、情報の優先順位を設定しておけば、所定の動作を行う毎に、その優先順位に従っ
て各種情報を見ることができる。
【００７１】
　また、リスト端末１１はユーザの手首に装着可能な腕時計の形状を有し、カバン等に入
れた携帯端末から近距離無線通信により各種情報を取得する。ユーザはこのリスト端末１
１を手首に装着した状態で、手首を回すといった動作を行うだけで、これらの情報を選択
的に見ることができる。表示情報を切り替えるためのユーザの動作は、手首を回すことに
限らず、例えば、腕を振る動作や、腕に振動を与える動作等としても良い。
【００７２】
　なお、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は
、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、
種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の
範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含
まれる。
【００７３】
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。　
　［１］
　各種情報を取得する情報取得手段と、
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　装置本体に設置された動き検出用のセンサの出力データからユーザの所定の動作を判断
する動作判断手段と、
　この動作判断手段によって判断されたユーザの所定の動作に基づいて、上記情報取得手
段によって取得された各種情報の中から予め設定された項目に関する情報を選択的に表示
する表示制御手段と
　を具備したことを特徴とする情報表示装置。
【００７４】
　［２］
　上記センサの出力データからユーザの状態を判断する状態判断手段を備え、
　上記表示制御手段は、
　上記状態判断手段によって判断されたユーザの状態と上記動作判断手段によって判断さ
れたユーザの所定の動作とに基づいて、上記情報取得手段によって取得された各種情報の
中から予め設定された項目に関する情報を選択的に表示することを特徴とする［１］記載
の情報表示装置。
【００７５】
　［３］
　予めユーザの日常生活の中で実際の動きによって得られる上記センサの出力データとそ
のときの状態とを関連付けて記憶した状態テーブルを備え、
　上記状態判断手段は、
　上記状態テーブルを参照して上記センサの出力データからユーザの状態を判断すること
を特徴とする［２］記載の情報表示装置。
【００７６】
　［４］
　情報の優先順位を設定する優先順位設定手段を備え、
　上記表示制御手段は、
　上記優先順位設定手段によって設定された優先順位に従って各種情報の中から予め設定
された項目に関する情報を選択的に表示することを特徴とする［２］記載の情報表示装置
。
【００７７】
　［５］
　上記装置本体は、
　ユーザの手首に装着可能な腕時計の形状を有し、
　上記情報取得手段は、
　上記装置本体がユーザの手首に装着された状態で、上記装置本体の近くに存在する携帯
端末から近距離無線通信により各種情報を取得することを特徴とする［１］記載の情報表
示装置。
【００７８】
　［６］
　コンピュータによって実行されるプログラムであって、
　上記コンピュータに、
　各種情報を取得する情報取得機能と、
　装置本体に設置された動き検出用のセンサの出力データからユーザの所定の動作を判断
する動作判断機能と、
　この動作判断機能によって判断されたユーザの所定の動作に基づいて、上記情報取得機
能によって取得された各種情報の中から予め設定された項目に関する情報を選択的に表示
する表示制御機能と
　を実現させるためのプログラム。
【符号の説明】
【００７９】
　１１…リスト端末、１１ａ…装置本体、１１ｂ…バンド、１２…携帯端末、１３…ネッ
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トワーク、１４ａ，１４ｂ…コンテンツサーバ、１５…リスト端末サーバ、２１…ＣＰＵ
、２１ａ…情報取得機能、２１ｂ…動作判断機能、２１ｃ…表示制御機能、２１ｄ…状態
判断機能、２２…表示部、２３…タッチパネル、２４…通信部、２５…メモリ、２５ａ…
プログラム、２６…センサ部、２７…時計部、２８…ＧＰＳ部、３１…ＣＰＵ、３１ａ…
優先順位設定機能、３１ｂ…情報収集機能、３１ｃ…情報転送機能、３２…表示部、３３
…タッチパネル、３４ａ…第１の通信部、３４ｂ…第２の通信部、３５…メモリ、３５ａ
…プログラム、４１…リスト端末用メモリ、４１ａ…ユーザ情報、４１ｂ…配信情報、５
１…優先順位設定画面、５２ａ～５２ｅ…選択項目、５３…優先順位設定テーブル、５４
…状態テーブル。
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