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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツに関する動作を実行する動作部と、
　前記動作部においてコンテンツに関する動作が実行されているときの位置情報および時
刻情報を、動作中のコンテンツに対応付けてコンテンツ動作履歴として取得するコンテン
ツ動作履歴取得部と、
　前記コンテンツ動作履歴取得部が取得した位置情報および時刻情報に基づいて地図情報
上に前記コンテンツ動作履歴を、前記動作部により動作が実行されたコンテンツの種類が
判別可能なアイコンとして表示する表示部と、
　前記表示部に表示されている前記アイコンに対して動作指示が行われた際には、前記ア
イコンに対応する前記コンテンツに関する動作を前記動作部によって実行させる制御を行
う制御部と、
　を有し、
　前記表示部は、前記コンテンツ動作履歴を表示する際には、前記コンテンツに関する動
作内容を時系列の順番で時刻情報と共に文字情報により表示させ、
　前記制御部は、前記表示部に表示されている前記文字情報に対応する動作指示が行われ
た際には、前記文字情報に対応する前記コンテンツ動作履歴に対応するコンテンツを前記
動作部によって実行させる、
　ことを特徴とする情報表示装置。
【請求項２】
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　請求項１記載の情報表示装置であって、
　前記表示部は、前記文字情報に対応させて前記アイコンを表示させる、
　ことを特徴とする情報表示装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載の情報表示装置であって、
　前記制御部は、前記表示部に表示されている前記文字情報またはアイコンに対して所定
の操作が行われた際には、前記文字情報またはアイコンに対応付けられている前記コンテ
ンツの動作履歴における位置情報に基づく地図情報を、前記アイコンと共に前記表示部に
表示させる、
　ことを特徴とする情報表示装置。
【請求項４】
　コンテンツに関する動作を実行する動作ステップと、
　各種コンテンツに関する係る動作が実行されているときの位置情報および時刻情報を、
動作中のコンテンツに対応付けてコンテンツ動作履歴として取得するコンテンツ動作履歴
取得ステップと、
　前記コンテンツ履歴取得ステップにおいて取得した位置情報および時刻情報に基づいて
地図情報上に前記コンテンツ動作履歴を、動作が実行されたコンテンツの種類が判別可能
なアイコンとして表示部に表示する表示ステップと、
　前記表示ステップにおいて表示された前記アイコンに対して動作指示が行われた際には
、前記アイコンに対応する前記コンテンツに関する動作を実行させる制御を行う制御ステ
ップと、
　を有し、
　前記表示ステップの処理は、前記コンテンツ動作履歴を表示する際には、前記コンテン
ツに関する動作内容を時系列の順番で時刻情報と共に文字情報により表示させ、
　前記制御ステップの処理は、前記表示ステップの処理により表示されている前記文字情
報に対応する動作指示が行われた際には、前記文字情報に対応する前記コンテンツ動作履
歴に対応するコンテンツを前記動作ステップの処理によって実行させる、
ことを特徴とする情報表示装置の制御方法。
【請求項５】
　コンピュータに、
　コンテンツに関する動作を実行する動作機能、
　各種コンテンツに関する動作が実行されているときの位置情報および時刻情報を、動作
中のコンテンツに対応付けてコンテンツ動作履歴として取得するコンテンツ動作履歴取得
機能、
　前記コンテンツ履歴取得機能において取得した位置情報および時刻情報に基づいて地図
情報上に前記コンテンツ動作履歴を、動作が実行されたコンテンツの種類が判別可能なア
イコンとして表示部に表示する表示機能、
　前記表示機能において表示された前記アイコンに対して動作指示が行われた際には、前
記アイコンに対応する前記コンテンツに関する動作を実行させる制御を行う制御機能、
　を実現させ、
　前記表示機能は、前記コンテンツ動作履歴を表示する際には、前記コンテンツに関する
動作内容を時系列の順番で時刻情報と共に文字情報により表示させる機能であり、
　前記制御機能は、前記表示機能により表示されている前記文字情報に対応する動作指示
が行われた際には、前記文字情報に対応する前記コンテンツ動作履歴に対応するコンテン
ツを前記動作機能によって実行させる機能である、
　ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報表示装置、情報表示装置の制御方法、およびプログラムに関する。
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【背景技術】
【０００２】
　昨今の携帯電話、ＰＤＡ(Personal Digital Assistant)、ＰＮＤ(Potable Navigation 
Device)などの携帯端末では、１台の端末によって静止画撮影、静止画再生、動画撮影、
動画再生、音声データ記録、音声データ再生、電話回線または無線通信回線による通話お
よび通信、Ｅメール送受信、またはナビゲーション機能等の複数の機能を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１３４５９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示されているコンピュータ装置では、各種コンテンツ情報に対する位置
情報を地図情報と共に表示可能とした例が開示されているが、多種多様のコンテンツの動
作を実行した履歴を１つの地図情報上に同時に表示させることに関しては開示されていな
い。
【０００５】
　しかしながら、昨今では、１つのコンピュータ装置（たとえば携帯端末）で多種多様の
コンテンツを扱うことが可能であるため、多種多様なコンテンツの動作履歴を１つの地図
情報上に同時に表示させることはきわめて有用である。
【０００６】
　本発明は、このような背景の下に行われたものであって、動作履歴を有する多種多様の
コンテンツを地図上の行動の履歴から容易に再生することができる情報表示装置、情報表
示装置の制御方法、およ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】
　上記目的を達成するために、第１の発明に係る情報表示装置（１）は、コンテンツに関
する動作を実行する動作部と、動作部においてコンテンツに関する動作が実行されている
ときの位置情報および時刻情報を、動作中のコンテンツに対応付けてコンテンツ動作履歴
として取得するコンテンツ動作履歴取得部と、コンテンツ動作履歴取得部が取得した位置
情報および時刻情報に基づいて地図情報上にコンテンツ動作履歴を、動作部により動作が
実行されたコンテンツの種類が判別可能なアイコンとして表示する表示部（１０）と、表
示部（１０）に表示されているアイコンに対して動作指示が行われた際には、アイコンに
対応するコンテンツに関する動作を動作部によって実行させる制御を行う制御部（１６）
と、を有し、表示部は、コンテンツ動作履歴を表示する際には、コンテンツに関する動作
内容を時系列の順番で時刻情報と共に文字情報により表示させ、制御部は、表示部に表示
されている文字情報に対応する動作指示が行われた際には、文字情報に対応するコンテン
ツ動作履歴に対応するコンテンツを動作部によって実行させることを特徴とする。
【００１１】
　第２の発明に係る情報表示装置（１）は、第１の発明において、表示部（１０）は、文
字情報に対応させて前記アイコンを表示させることを特徴とする。
【００１２】
　第３の発明に係る情報表示装置（１）は、第１または第２の発明において、制御部（１
６）は、表示部（１０）に表示されている文字情報またはアイコンに対して所定の操作が
行われた際には、文字情報またはアイコンに対応付けられているコンテンツの動作履歴に
おける位置情報に基づく地図情報を、アイコンと共に表示部（１０）に表示させることが
できることを特徴とする。
【００１４】
　第４の発明に係る情報表示装置の制御方法は、コンテンツに関する動作を実行する動作
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ステップと、各種コンテンツに関する係る動作が実行されているときの位置情報および時
刻情報を、動作中のコンテンツに対応付けてコンテンツ動作履歴として取得するコンテン
ツ動作履歴取得ステップと、コンテンツ履歴取得ステップにおいて取得した位置情報およ
び時刻情報に基づいて地図情報上にコンテンツ動作履歴を、動作が実行されたコンテンツ
の種類が判別可能なアイコンとして表示部に表示する表示ステップと、表示ステップにお
いて表示されたアイコンに対して動作指示が行われた際には、アイコンに対応するコンテ
ンツに関する動作を実行させる制御を行う制御ステップと、を有し、表示ステップの処理
は、コンテンツ動作履歴を表示する際には、コンテンツに関する動作内容を時系列の順番
で時刻情報と共に文字情報により表示させ、制御ステップの処理は、表示ステップの処理
により表示されている文字情報に対応する動作指示が行われた際には、文字情報に対応す
るコンテンツ動作履歴に対応するコンテンツを動作ステップの処理によって実行させるこ
とを特徴とする。
【００１５】
　第５の発明に係るプログラムは、コンピュータに、コンテンツに関する動作を実行する
動作機能、各種コンテンツに関する動作が実行されているときの位置情報および時刻情報
を、動作中のコンテンツに対応付けてコンテンツ動作履歴として取得するコンテンツ動作
履歴取得機能、コンテンツ履歴取得機能において取得した位置情報および時刻情報に基づ
いて地図情報上にコンテンツ動作履歴を、動作が実行されたコンテンツの種類が判別可能
なアイコンとして表示部に表示する表示機能、表示機能において表示されたアイコンに対
して動作指示が行われた際には、アイコンに対応するコンテンツに関する動作を実行させ
る制御を行う制御機能、を実現させ、表示機能は、コンテンツ動作履歴を表示する際には
、コンテンツに関する動作内容を時系列の順番で時刻情報と共に文字情報により表示させ
る機能であり、制御機能は、表示機能により表示されている文字情報に対応する動作指示
が行われた際には、文字情報に対応するコンテンツ動作履歴に対応するコンテンツを動作
機能によって実行させる機能であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、動作履歴を有する多種多様のコンテンツを地図上の行動の履歴から容
易に再生することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施の形態に係る情報表示装置のブロック構成図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る情報表示装置が行うコンテンツの履歴記録の動作を示
すフローチャートである。
【図３】本発明の実施の形態に係る情報表示装置が行うコンテンツの再生の動作を示すフ
ローチャートである。
【図４】本発明の実施の形態に係る情報表示装置が行う所定期間の行動の履歴の表示を伴
うコンテンツの再生の動作を示すフローチャートである。
【図５】図１の表示部に表示される表示例その１を示す図である。
【図６】図５の表示例その１において、静止画のコンテンツに対応するアイコンが選択さ
れたときの表示例を示す図である。
【図７】図１の表示部に表示される表示例その２を示す図である。
【図８】図１の表示部に表示される表示例その３を示す図である。
【図９】図１の表示部に表示される表示例その４を示す図である。
【図１０】図１の表示部に表示される表示例その５を示す図である。
【図１１】図１の表示例に表示される表示例その６を示す図である。
【図１２】図１の表示部に表示される表示例その７を示す図である。
【図１３】図１の表示部に表示される表示例その８を示す図である。
【図１４】図１の表示部に表示される表示例その９を示す図である。
【図１５】図１の表示部に表示される表示例その１０を示す図である。
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【図１６】図１の表示部に表示される表示例その１１を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
（本発明の実施の形態に係る情報表示装置１の構成について）
　本発明の実施の形態に係る情報表示装置１の構成について図１を参照して説明する。図
１は、情報表示装置１のブロック構成図である。情報表示装置１は、表示部１０、操作部
１１、記憶部１２、位置情報取得部１３、通信部１４、センサ部１５、制御部１６、受信
部１７、撮像部１８、音声入力部１９ａ、音声出力部１９ｂを有する。
【００１９】
　表示部１０は、制御部１６の制御によって各種情報（テキスト情報、画像情報など）を
表示する。表示部１０はたとえば、液晶表示装置、有機ＥＬ(Electro Luminescence)表示
装置などのディスプレイ装置を有する。
【００２０】
　操作部１１は、後述する制御部１６に対してユーザからの操作を入力する。たとえば操
作部１１は、表示部１０に重畳されて設けられるタッチパネルである。このタッチパネル
は、表示部１０の表示が透過して見えるように設けられ、表示部１０に表示されるアイコ
ンに対応する位置のタッチパネルの部位をユーザが指などで押圧することにより制御部１
６に所定の操作入力が行われる。なお、タッチパネルの方式（マトリクススイッチ、抵抗
膜方式、表面弾性波方式、赤外線方式、電磁誘導方式、静電容量方式など）は、どのよう
なものであってもよい。また、操作部１１は、押し釦スイッチ、キースイッチなどのスイ
ッチ類、またはポインター機能（表示部１０の画面上の所定位置を指摘する機能）を有し
てもよい。
【００２１】
　記憶部１２は、制御部１６からの情報を記憶したり、予め記憶されている情報を制御部
１６に対して読み出す。記憶部１２は、たとえばＨＤＤ(Hard Disk Drive)または情報表
示装置１の電源のＯＮ／ＯＦＦに関わらず情報を保持できる不揮発性メモリ（フラッシュ
メモリ、ＲＯＭ(Read Only Memory)など）を有する。さらに、記憶部１２は、ＨＤＤ、不
揮発性メモリに加え、一時記憶用としてＲＡＭ(Random Access Memory)を有してもよい。
あるいは、記憶部１２は、外部記憶装置と接続するためのインタフェースを有してもよい
。この場合、外部記憶装置としては、たとえばＳＤ(Secure Digital)カードまたはＵＳＢ
(Universal Serial Bus)メモリなどがある。
【００２２】
　位置情報取得部１３は、たとえばＧＰＳ(Global Positioning System)装置であり、Ｇ
ＰＳ衛星からの信号を受信することによって、情報表示装置１の現在位置を測定する。な
お、位置情報取得部１３はＧＰＳ装置以外でも情報表示装置１の現在位置を測定可能であ
ればＧＰＳ装置に代替することができる。たとえば情報表示装置１が携帯電話端末として
の機能を有するものである場合、後述する通信部１４を用いて現在受信している基地局位
置の情報を受信し、情報表示装置１の現在位置を推定することができる。あるいは、情報
表示装置１が車載装置である場合、後述する通信部１４を用いてＶＩＣＳ(Vehicle Infor
mation and Communication System)などから情報表示装置１の現在位置情報を取得しても
よい。
【００２３】
　通信部１４は、情報表示装置１が放送局（不図示）またはインターネットのＷｅｂサイ
ト（不図示）などからコンテンツを受信する場合、コンテンツの受信装置としての機能を
有し、たとえば無線ＬＡＮ(Local Area Network)装置である。また、情報表示装置１が携
帯電話端末としての機能を有するものである場合、通信部１４は、携帯電話システムの基
地局装置との電話通信またはＥメール送受信などの通信制御を行うと共に、携帯電話回線
を用いて各種データ通信を行ってもよい。また、通信部１４は、情報表示装置１に対して
情報を提供する情報提供装置（サーバ：不図示）などとのネットワークを介した通信を行
うための通信制御あるいはネットワークを介した電話通信またはメール通信のための通信
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制御を行う。あるいは、情報表示装置１が車載されているような場合、通信部１４は、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）などとの通信制御を行う。さらには、通信部１４は、ＶＩ
ＣＳからの情報を受信する機能を有していてもよい。
【００２４】
　センサ部１５は、たとえば加速度センサ（姿勢検出）、ジャイロセンサ（方向の変化検
出）、地磁気センサ（方向検出）、照度センサ（周囲の明るさ検出）、温度センサその他
のセンサ類の中から、少なくとも１つを有する。なお、センサ部１５を有さない構成を採
用してもよい。センサ部１５において、加速度センサ、およびジャイロセンサは、位置情
報取得部１３によって取得した現在位置に関する情報を高精度化目的で補完する。
【００２５】
　制御部１６は、たとえばＣＰＵ(Central Processing Unit)、ＡＳＩＣ(Application Sp
ecific Integrated Circuit)、マイクロプロセッサ（マイクロコンピュータ）、ＤＳＰ(D
igital Signal Processor)などを有する。制御部１６は、情報表示装置１を構成する各部
を制御するものである。たとえば表示部１０に情報を表示させる制御、操作部１１の操作
入力を受け付ける制御、記憶部１２に情報の書込み、および読出しを行う制御、位置情報
取得部１３に情報表示装置１の現在位置情報を取得させる制御、通信部１４に通信を行わ
せる制御、センサ部１５に各種の検出を行わせその検出結果を取得する制御、受信部１７
に放送を受信させる制御、撮像部１８に映像を撮影させ撮影された映像を取得する制御、
音声入力部１９ａから入力された音声データのデコード等の処理を行う制御、または音声
出力部１９ｂに出力する音声データのエンコード等の処理を行う制御などを行う。
【００２６】
　受信部１７は、放送を受信するチューナであり、たとえばラジオ放送を受信するラジオ
チューナまたはテレビ放送を受信するテレビチューナである。ラジオ放送またはテレビ放
送は、アナログ放送であってもデジタル放送であってもよい。また、受信部１７は各種チ
ューナに加えて各種放送に適合したアンテナを含んでもよい。さらに受信部１７は、ラジ
オ放送またはテレビ放送をＩＰ（Internet Protocol）ネットワークを介して取得しても
よい。この場合は、通信部１４が受信部１７としての機能を有する。
【００２７】
　撮像部１８は、たとえばＣＣＤ（Charge Coupled Devices）などの撮像素子、レンズ等
の光学部品を備え、制御部１６の制御によりレンズに入射した光を映像データとして取得
する。撮像部１８により取得した映像が連続した動画である場合は、制御部１６は動画と
して所定の圧縮形式にエンコードし、静止画である場合は、制御部１６は静止画として所
定の圧縮形式にエンコードする。エンコード時には後述する音声入力部１９ａにより入力
された音声データを含んでもよい。
【００２８】
　音声入力部１９ａは、たとえば音声入力端子または情報表示装置１に内蔵されているマ
イクロフォンである。音声入力部１９ａは、入力された音声データを制御部１６に送出す
る。音声入力部１９ａはＡＤＣ（Analog Digital Converter）を含み、入力されたアナロ
グ信号からなる音声信号をＡＤＣによってデジタル信号からなる音声データに変換した上
で、制御部１６に送出してもよい。
【００２９】
　音声出力部１９ｂは、たとえば音声出力端子または情報表示装置１に内蔵されているス
ピーカである。音声出力部１９ｂは、制御部１６の制御によって再生された音声または受
信部１７により受信した放送の音声を出力する。音声出力部１９ｂは、ＤＡＣ（Digital 
Analog Converter）を含み、出力するデジタル信号からなる音声データをアナログ信号か
らなる音声信号に変換した上で出力してもよい。
【００３０】
　なお、本発明における動作部とは、各種コンテンツの動作に係る各部が協働することに
より成立するものである。たとえば、コンテンツが放送コンテンツを記録したデータであ
り、コンテンツに係る動作が放送コンテンツを記録する動作であるとき、動作部は、放送
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コンテンツを受信する受信部１７または通信部１４、記憶部１２、制御部１６の協働によ
り成立する。また、コンテンツが記憶部１２に記憶されている音声コンテンツまたは動画
コンテンツであり、コンテンツに係る動作が音声コンテンツの再生または動画コンテンツ
の再生を行う動作であるとき、動作部は、コンテンツが音声コンテンツであるときは、記
憶部１２、制御部１６、音声出力部１９ｂの協働により成立し、コンテンツが動画コンテ
ンツであるときはこれらに加えて表示部１０を含んで成立する。
【００３１】
　さらに、コンテンツが情報表示装置１により録音された音声データであり、コンテンツ
に係る動作が音声を録音する動作であるとき、動作部は、音声入力部１９ｂ、制御部１６
、記憶部１２の協働により成立する。コンテンツが情報表示装置１により撮影された動画
データであり、コンテンツに係る動作が動画の撮影を行う動作であるとき、動作部は、撮
像部１８、音声入力部１９ｂ、制御部１６、記憶部１２の協働により成立する。コンテン
ツが情報表示装置により撮影された静止画データであり、コンテンツに係る動作が静止画
を撮影する動作であるとき、動作部は、撮像部１８、制御部１６、記憶部１２の協働によ
り成立する。
【００３２】
　コンテンツが放送受信による放送コンテンツであり、コンテンツに係る動作が放送を受
信する動作であるとき、動作部は、受信部１７、制御部１６、音声出力部１９ｂ、受信す
る放送がテレビ放送である場合は表示部１０を含み、これらの協働により成立する。なお
、受信する放送がＩＰネットワークを介して受信する放送である場合は、受信部１７に代
えて通信部１４を用いる。
【００３３】
　コンテンツが各種アプリケーションであり、コンテンツに係る動作が各種アプリケーシ
ョンの動作であるとき、動作部は、記憶部１２、制御部１６に加えてアプリケーションの
動作に必要な各部の協働により成立する。アプリケーションの例としては、情報表示装置
１において必要に応じて自動的に動作するものではなく表計算ソフトまたはゲームソフト
等、ユーザの操作に基づいて起動し動作するものを対象とする。上述した動作部の成立要
件は、上述した各部に限定されず、たとえばユーザの操作または入力が必要な場合は操作
部１１が含まれるなど、各コンテンツの動作における必要性に応じて増減させてもよい。
また、アプリケーションソフトが記憶部に記憶されている場合は、動作部には記憶部１２
を含み、アプリケーションソフトがネットワークを介して利用可能である場合は、動作部
には通信部１４を含む。
【００３４】
　コンテンツが電話回線またはＩＰネットワーク等を用いたＥメールであり、コンテンツ
に係る動作がＥメール送受信動作であるとき、動作部は、通信部１４、制御部１６の協働
により成立する。コンテンツが電話回線またはＩＰネットワーク等を用いた通話であり、
コンテンツに係る動作が通話動作であるとき、動作部は、通信部１４、音声入力部１９ａ
、音声出力部１９ｂ、制御部１６の協働により成立する。
【００３５】
　また、本発明におけるコンテンツ動作履歴取得部は、制御部１６、位置情報取得部１３
、記憶部１２の協働により成立する。また、本発明における表示部は、単に表示部１０の
ことではなく、制御部１６と表示部１０とが協働して成立するものである。
【００３６】
（コンテンツの履歴記録について）
　次に、情報表示装置１の制御部１６が行うコンテンツの動作履歴記録の動作について図
２のフローチャートを参照して説明する。
【００３７】
　ＳＴＡＲＴ：制御部１６は、情報表示装置１の電源がＯＮ状態になるとステップＳ１の
処理へ移行する。
【００３８】
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　ステップＳ１：制御部１６は、コンテンツに関する動作の実行が開始されたか否かを判
断する。制御部１６は、コンテンツに関する動作の実行が開始された場合（ステップＳ１
でＹｅｓ）、ステップＳ２の処理へ移行する。一方、制御部１６は、コンテンツに関する
動作の実行が開始されない場合（ステップＳ１でＮｏ）、ステップＳ１の処理を繰り返し
実行する。
【００３９】
　ステップＳ２：制御部１６は、所定の時間間隔で、現在時刻、および現在位置を、動作
中であるコンテンツに対応付けて記憶部１２に記録する。制御部１６は、ステップＳ２に
おける記録を継続しながら、ステップＳ３の処理へ移行する。なお、制御部１６は、現在
時刻を制御部１６が有する時計（不図示）より取得できる。また、制御部１６は、現在位
置を位置情報取得部１３より取得できる。
【００４０】
　ステップＳ３：制御部１６は、ステップＳ１において動作の実行が開始されたと判断さ
れたコンテンツに関する動作の実行が終了したか否かを判断する。制御部１６は、コンテ
ンツに関する動作の実行が終了した場合（ステップＳ３でＹｅｓ）、処理を終了する（Ｅ
ＮＤ）。一方、制御部１６は、コンテンツに関する動作の実行が終了していない場合（ス
テップＳ３でＮｏ）、ステップＳ２の処理の処理を継続する。
【００４１】
　上記説明においては、コンテンツに関する動作の実行中において、現在時刻に関する情
報および現在位置に関する情報を動作しているコンテンツに対応付けて記憶しているが、
コンテンツに対応付けられていない現在時刻および現在位置はコンテンツ動作中でなくと
も逐次記憶してもよい。この場合、コンテンツ動作中においてはコンテンツ動作前から継
続して記憶されている現在時刻および現在位置に対し、動作しているコンテンツに対応付
けてもよい。さらには、コンテンツに対応付けられていない現在時刻および現在位置は、
情報表示装置１の電源がＯＮ状態ではなくスリープ状態においても継続して記憶してもよ
い。
【００４２】
（コンテンツに関する動作の実行について）
　次に、情報表示装置１の制御部１６が行うコンテンツに関する動作の実行について図３
のフローチャートを参照して説明する。
【００４３】
　ＳＴＡＲＴ：制御部１６は、情報表示装置１の電源がＯＮ状態になるとステップＳ１０
の処理へ移行する。
【００４４】
　ステップＳ１０：制御部１６は、操作部１１からの操作によって地図表示が要求された
か否かを判断する。制御部１６は、地図表示が要求された場合（ステップＳ１０でＹｅｓ
）、ステップＳ１１の処理へ移行する。一方、制御部１６は、地図表示が要求されない場
合（ステップＳ１０でＮｏ）、ステップＳ１０の処理を繰り返し実行する。なお、制御部
１６は、地図表示の要求に際し、位置情報（すなわち座標情報）に基づいて指定された範
囲の地図を表示する。ここで表示する地図情報は、記憶部１２に予め記憶されている地図
データを用いるが、通信部１４を用いて外部の地図データサーバ等より地図データを逐次
取得してもよい。
【００４５】
　ステップＳ１１：制御部１６は、表示部１０に表示された地図の範囲内に、記録された
現在地位置に対応付けられているコンテンツのアイコンを表示させてステップＳ１２の処
理へ移行する。ここで表示するアイコンは、後述するように予め各コンテンツに対応付け
られたアイコンがデータとして記憶部１０に記憶されており、表示された地図の範囲内に
対応付けられているコンテンツの種別に応じたアイコンが表示される。
【００４６】
　ステップＳ１２：制御部１６は、操作部１１からの操作によってアイコンが選択された
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か否かを判断する。制御部１６は、アイコンが選択された場合（ステップＳ１２でＹｅｓ
）、ステップＳ１３の処理へ移行する。一方、制御部１６は、アイコンが選択されない場
合（ステップＳ１２でＮｏ）、ステップＳ１２の処理を繰り返し実行する。
【００４７】
　ステップＳ１２においてアイコンが選択されたとき、表示部１０に表示されている地図
の表示範囲を、選択されたアイコンの周辺に拡大表示してもよい。これにより、選択され
たアイコンに対応したコンテンツを動作させた地点を詳細に把握することができる。
【００４８】
　ステップＳ１３：制御部１６は、選択されたアイコンに対応付けられているコンテンツ
の動作を実行して処理を終了する（ＥＮＤ）。選択されたアイコンに対応付けられたコン
テンツの動作の実行とは、アイコンに対応付けられているコンテンツの種類に応じて、そ
のコンテンツを動作させるために適したアプリケーション等のソフトウェアを起動して、
対応するコンテンツのファイル等を読み込む動作などである。コンテンツの種類は、たと
えばコンテンツのファイル名として付与されている拡張子またはコンテンツのデータに付
与されているタグ情報等によって判別する。
【００４９】
（所定期間の行動の履歴の表示を伴うコンテンツに関する動作の実行について）
　次に、情報表示装置１の制御部１６が行う所定期間の行動の履歴表示を伴うコンテンツ
に関する動作の実行について図４のフローチャートを参照して説明する。
【００５０】
　ＳＴＡＲＴ：制御部１６は、情報表示装置１の電源がＯＮ状態になるとステップＳ２０
の処理へ移行する。
【００５１】
　ステップＳ２０：制御部１６は、操作部１１からの操作によって所定期間の行動の履歴
の表示が要求されたか否かを判断する。制御部１６は、所定期間の行動の履歴の表示が要
求された場合（ステップＳ２０でＹｅｓ）、ステップＳ２１の処理へ移行する。一方、制
御部１６は、所定期間の行動の履歴の表示が要求されない場合（ステップＳ２０でＮｏ）
、ステップＳ２０の処理を繰り返し実行する。ここでいう所定時間とは、たとえばユーザ
が指定した日時または時間単位であり、所定の時間帯および日、週、曜日、月、年に加え
て、情報表示装置１が所定時間以上所定の地点（たとえば自宅または職場）にある場合を
所定期間の開始および終了点としてもよい。所定時間の範囲の選択は、ユーザによる操作
部１１の操作によって数値として入力してもよく、表示部１０に表示されたカレンダーま
たは日記より選択してもよい。
【００５２】
　ステップＳ２１：制御部１６は、所定期間の行動の履歴を、地図情報上にコンテンツに
対応するアイコンと共に表示させてステップＳ２２の処理へ移行する。ここで表示する地
図情報の範囲は、たとえば選択された所定期間の行動履歴が全て表示される範囲の地図を
表示するが、行動の履歴によって表示される地図情報の範囲が広い場合（たとえば国単位
または県単位の表示など）は、行動の履歴の始点を中心に所定範囲内の地図を表示したり
、行動履歴またはコンテンツの動作履歴の多い地点を中心とした所定範囲内の地図であっ
てもよい。さらには、表示された地図はユーザによる操作部１１の操作により拡大縮小を
可能とする。さらに、表示部１０に表示する地図の範囲が広い場合（たとえば国単位また
は県単位の表示など）は、アイコンは表示せずに、ユーザによる操作によって地図の表示
を所定範囲まで拡大した場合（たとえば、市町村単位）に、アイコンを表示させてもよい
。
【００５３】
　ステップＳ２２：制御部１６は、操作部１１からの操作によってアイコンが選択された
か否かを判断する。制御部１６は、アイコンが選択された場合（ステップＳ２２でＹｅｓ
）、ステップＳ２３の処理へ移行する。一方、制御部１６は、アイコンが選択されない場
合（ステップＳ２２でＮｏ）、ステップＳ２２の処理を繰り返し実行する。
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【００５４】
　ステップＳ２３：制御部１６は、選択されたアイコンに対応するコンテンツに関する動
作を実行して処理を終了する（ＥＮＤ）。
【００５５】
　なお、制御部１６は、図２に示すコンテンツの動作履歴記録に対して、図３に示すコン
テンツに関する動作の実行または図３に示す所定期間の行動の履歴を伴うコンテンツに関
する動作の実行を並列して実行することができる。
【００５６】
（コンテンツの動作履歴の記録について）
　制御部１６は、各種コンテンツの動作履歴を、コンテンツの種類およびコンテンツに係
る名称等と共に、コンテンツの動作開始時刻とその位置座標（たとえば緯度・経度）、コ
ンテンツの動作が継続した時間を要するコンテンツであれば、コンテンツの動作中から動
作終了までの時刻と動作中の位置座標を記憶部１２に記憶する。また、その他にも取得で
きる使用履歴も記録する。具体例を以下に示す。
【００５７】
（１）放送コンテンツ記録履歴
　放送コンテンツとは、受信部１７を用いて受信するラジオ放送テレビ放送に加えて、通
信部１４で受信するＩＰ放送等であり、放送コンテンツの記録とは、受信した各種放送の
録音または録画であって、録音または録画によって生成されたファイルを記憶部１２に記
憶する動作である。放送コンテンツ記録履歴に対応する履歴情報としては、記録により生
成されたファイル名、記録日時、記録場所、および放送局名、チャンネル名、周波数情報
、またはＵＲＬ（Uniform Resource Locator）等の記録した放送局を特定する情報である
。さらに、放送コンテンツの記録中に移動を伴う場合は、記録日時と記録場所について、
記録開始から記録終了までの時間と座標を記録してもよい。
【００５８】
（２）音声コンテンツ、および動画コンテンツ再生履歴
　音声コンテンツおよび動画コンテンツとは、音声および動画に関するデータを有するコ
ンテンツであり、記憶部１２に記憶されているもの、または通信部１４を用いネットワー
クを介してストリーム配信されるものも含む。音声コンテンツの例としては、たとえばユ
ーザがデータとして購入または媒体として購入した楽曲データ、ユーザが録音した音声デ
ータ、ラジオ放送等の放送をユーザが録音した音声データ、またはネットワークを介して
配信される音声データ等である。動画コンテンツの例としては、たとえばユーザがデータ
として購入または媒体として購入した動画データ、ユーザが撮影した動画データ、テレビ
放送等の放送をユーザが録画した動画データ、またはネットワークを介して配信される動
画データ等であり、各動画コンテンツは音声を含んでもよい。
【００５９】
　音声コンテンツおよび動画コンテンツ再生履歴に対応する履歴情報としては、再生した
コンテンツの再生日時、再生場所（位置座標）、ファイル名、またはＵＲＬ等がある。さ
らに、コンテンツの再生中に移動を伴う場合は、再生日時と再生場所について、再生開始
から再生終了までの時間と座標を記録してもよい。さらに、音声コンテンツまたは動画コ
ンテンツの再生が複数のコンテンツを連続して再生している場合には、個々のコンテンツ
に対して履歴情報を記録してもよく、たとえば再生している音声コンテンツが、アルバム
として構成されている一群の音声コンテンツを連続して再生している場合は、ファイル名
に代えてアルバム名として履歴情報を記録してもよい。さらには、再生が開始されたにも
係らず他のコンテンツにスキップされたコンテンツについては履歴情報を記録しないこと
としてもよい。たとえば、再生開始から５秒以内に他のコンテンツの再生が開始された場
合などである。
【００６０】
（３）音声コンテンツ録音履歴
　録音する音声コンテンツの例としては、ユーザが音声入力部１９としてのマイクロフォ
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ンを用いて録音した音声データである。音声コンテンツ録音履歴に対応する履歴情報とし
ては、作成したファイル名、録音日時、録音場所（位置座標）である。さらに、音声コン
テンツの録音中に移動を伴う場合は、録音日時と録音場所について、録音開始から録音終
了までの時間と座標を記録してもよい。さらには、音声の録音が開始されたにも係らず短
時間で録音が停止されたコンテンツについては、録音履歴を記録しないこととしてもよい
。たとえば、録音開始から５秒以内に録音が停止された場合などである。
【００６１】
（４）動画コンテンツ撮影履歴
　動画コンテンツの例としては、ユーザが撮像部１８または音声入力部１９としてのマイ
クロフォンを用いて撮影した動画データ等である。動画コンテンツ撮影履歴に対応する情
報としては、作成したファイル名、撮影日時、または撮影場所（位置座標）等である。さ
らに、動画コンテンツの撮影中に移動を伴う場合は、撮影日時と撮影場所について、撮影
開始から撮影終了までの時間と座標を記録してもよい。さらには、動画の撮影が開始され
たにも係らず短時間で撮影が停止された動画コンテンツについては、撮影履歴を記録しな
いこととしてもよい。たとえば、撮影開始から５秒以内に撮影が停止された場合などであ
る。
【００６２】
（５）静止画コンテンツ撮影履歴
　静止画コンテンツの例としては、ユーザが撮像部１８を用いて撮影した静止画データ等
である。静止画コンテンツ撮影履歴に対応する履歴情報としては、作成したファイル名、
撮影日時、または撮影場所（位置座標）等である。さらに静止画コンテンツ撮影履歴とし
ては、センサ部１５における地磁気センサを用いた撮影方位を含めてもよい。
【００６３】
（６）放送コンテンツ受信履歴
　放送コンテンツ受信履歴に対応する情報としては、受信日時、受信場所（位置情報）、
および放送局名、チャンネル名、周波数情報、またはＵＲＬ（Uniform Resource Locator
）等の受信した放送局を特定する情報である。さらに、放送コンテンツの受信中に移動を
伴う場合は、受信日時と受信場所について、受信開始から受信終了までの時間と座標を記
録してもよい。さらには、放送の受信が開始されたにも係らず短時間で受信を終了した場
合、または他のチャンネルに切り換えられた放送コンテンツについては、受信履歴を記録
しないこととしてもよい。たとえば、受信開始から５秒以内に受信が停止された場合、ま
たは他のチャンネルに切り換えられた場合などである。
【００６４】
（７）アプリケーション動作履歴
　情報表示装置１は、記憶部１２に記憶されているアプリケーション、または通信部１４
を介して外部サーバより利用可能とするアプリケーションの動作についても、コンテンツ
の動作として履歴を記録する。ここで履歴を記録するコンテンツとしてのアプリケーショ
ン例としては、ワープロソフト、表計算ソフト、またはゲームソフトなどのアプリケーシ
ョンソフトである。アプリケーション動作履歴に対応する情報としては、動作したアプリ
ケーションソフト名、当該アプリケーションによって生成または操作したファイル名、動
作日時、または動作場所（位置座標）等である。さらにアプリケーションソフトの動作中
に移動を伴う場合は、動作日時と動作場所について、動作開始から動作終了までの時間と
座標を記録してもよい。
【００６５】
（８）Ｅメール送受信履歴
　情報表示装置１は、通信部１４を用いて電話回線、または無線ＬＡＮ等の回線を利用し
たＥメールの送受信についても、コンテンツの動作として履歴を記録する。ここで記録す
るコンテンツの例としては、送信および受信を含むＥメールである。Ｅメール送受信履歴
に対応する情報としては、Ｅメールアドレスまたは名称等の送受信先を特定する情報、タ
イトル、送受信日時、または送受信場所（位置座標）である。
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【００６６】
（９）通話履歴
　情報表示装置１は、通信部１４を用いて電話回線等を利用した音声通話についても、コ
ンテンツの動作として履歴を記録する。通話履歴に対応する情報としては、電話番号また
は名称等通話先を特定する情報等、通話日時、または通話場所（位置座標）がある。さら
に、通話中に移動を伴う場合は、通話日時と通話場所について、通話開始から通話終了ま
での時間と座標を記録してもよい。
【００６７】
（１０）移動履歴
　上述した各種コンテンツの動作履歴を記録すると共に、情報表示装置１は、コンテンツ
が動作していない場合であっても、電源が入っている間、または電源がスリープ状態であ
る場合は、常に時間情報と位置情報からなる移動履歴を記録していてもよい。
【００６８】
（表示部１０の表示例その１）
　上述のコンテンツの動作履歴に基づく表示部１０の表示例その１を図５に示す。図５に
おいて表示されているアイコン２０から２４の地図上における表示位置は、各アイコンに
対応付けられている履歴のコンテンツ動作開始位置またはコンテンツ動作終了位置のいず
れであってもよい。コンテンツの動作中に移動を伴う場合であっても同様であり、さらに
コンテンツ動作開始位置とコンテンツ動作終了位置との中間位置であってもよい。
【００６９】
　図５において、地図上に表示されているアイコン２０は、放送局から電波が発せられて
いる状況をイメージしたアイコンであり、放送コンテンツの動作に係るアイコンであるこ
とを示す。さらに、アイコン２０の中には録音／録画を表す「Ｒ(Record)」の文字が表示
されているため、アイコン２０は、放送コンテンツ記録履歴に係るアイコンである。
【００７０】
　アイコン２１は、ＣＤ(Compact Disc)および楽曲であることを意味した音符をイメージ
したアイコンであり、音声コンテンツの再生履歴に係るアイコンである。また、アイコン
２２は、マイクロフォンをイメージしたアイコンであり、音声コンテンツの録音履歴に係
るアイコンである。また、アイコン２３は、ムービーカメラをイメージしたアイコンであ
り、動画コンテンツ撮影履歴または動画コンテンツ再生履歴に係るアイコンである。また
、アイコン２４は、スチルカメラをイメージしたアイコンであり、静止画コンテンツ撮影
履歴に係るアイコンであり、静止画コンテンツ撮影履歴の履歴情報が、作成したファイル
名に加えて撮影日時および撮影場所である場合は、アイコン２４を表示する。さらにセン
サ部１５によって検出される撮影時の情報表示装置１の方位情報によって、撮影向きが履
歴情報として記憶されているときは、撮影方位矢印２４－１をアイコン２４に重ねて、ま
たは周囲に表示する。撮影方位矢印２４－１の表示により、表示されている地図上におい
て、撮影場所からどの方角を撮影したのかが把握でき、さらに地図上に撮影方角にある施
設名等が表示されている場合は、撮影対象を把握することもできる。
【００７１】
　図５の例では、表示部１０の地図情報上に表示されたアイコン２０～２４は、それぞれ
コンテンツの始動位置、終了位置あるいは始動～終了の中間位置など、地図情報上の一箇
所に表示されている。これらの表示位置は、ユーザが任意に切替えられるようにすること
がよい。一方、後述するように、移動経路を伴ってアイコン２０～２４を表示することも
できる。
【００７２】
　図５の表示部１０の地図情報上に表示されたアイコン２０～２４をユーザが操作部１１
を操作して選択すると、各々のアイコンに履歴として対応付けられたコンテンツを再生す
ることができる。なお、アイコン２０～２４の選択方法は、たとえば操作部１１が表示部
１０に重畳されているタッチパネルである場合、ユーザは表示部１０に表示されているア
イコン２０～２４に対応するタッチパネルの部位を指などで押圧することにより、当該ア
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イコン２０～２４が選択される。
【００７３】
　図５において、ユーザがアイコン２０を選択した場合は、選択されたアイコンに対応付
けられている履歴情報に基づき、アイコン２０が表示されている地図上の位置でその位置
をユーザが通過または滞在した際に記録した放送コンテンツが再生される。同様に、アイ
コン２１を選択した場合は、アイコン２１が表示されている地図上の位置でその位置をユ
ーザが通過または滞在した際に再生した音声コンテンツが再生される。
【００７４】
　同様に、ユーザがアイコン２２を選択した場合は、アイコン２２に対応付けられている
履歴情報に基づき、録音した音声コンテンツが再生される。アイコン２３を選択した場合
は、アイコン２３に対応付けられている履歴情報に基づき、動画コンテンツがその位置で
撮影されたものである場合は、撮影された動画コンテンツが再生され、動画コンテンツが
その位置で再生されたものである場合は、再生された動画コンテンツが再生される。アイ
コン２４を選択した場合は、アイコン２４に対応付けられている履歴情報に基づき、撮影
された静止画コンテンツが再生される。
【００７５】
　図６は、静止画撮影履歴に対応するアイコン２４が選択され、撮影された静止画である
写真のサムネイル画像３０が表示部１０上に再生されている様子を示している。さらに、
作成したファイル名（たとえば撮影場所の名称などを含む）または撮影日時などの詳細情
報が表示部１０に併せて表示されるようにしてもよく、さらにサムネイル画像３０を選択
することにより撮影した写真が全画面表示される。
【００７６】
　図示は省略するが放送コンテンツ記録履歴に対応するアイコン２０が選択されると、放
送を記録したファイルが再生される。さらに、アイコン２０の選択により、再生するファ
イル名（たとえば番組名，放送局名などを含む）、放送局特定情報、または記録日時など
の詳細情報が表示部１０に併せて表示されるようにしてもよく、詳細情報がアイコン２０
に隣接してバルーン形状で表示され、バルーン形状を選択または再度アイコン２０を選択
することによって放送を記録したファイルが再生されてもよい。これは他のアイコンにお
いても同様である。
【００７７】
　同様に図示は省略するが音声コンテンツ再生履歴に対応するアイコン２１が選択される
と、内蔵コンテンツまたはインターネットコンテンツなどが再生される。内蔵コンテンツ
とは、記憶部１２に記憶されているコンテンツである。または、情報表示装置１が不図示
のＣＤプレーヤまたはＤＶＤプレーヤを内蔵している場合には、これらのプレーヤに挿入
されているＣＤまたはＤＶＤのコンテンツである。また、インターネットコンテンツは、
インターネットのＷｅｂサイトから情報表示装置１に配信されたコンテンツである。さら
に、再生対象のファイル名（たとえば楽曲タイトル、ＣＤ／ＤＶＤのタイトル、放送局名
、またはＷｅｂサイト名などを含む）、記憶部１２への記憶日時、配信元のＵＲＬなどの
詳細情報が表示部１０に併せて表示されるようにしてもよい。
【００７８】
　同様に図示は省略するが音声コンテンツ録音履歴に対応するアイコン２２が選択される
と、音声入力部１９ａとしての不図示の内蔵マイクロフォンまたは外付けマイクロフォン
から入力されて録音された音声コンテンツが再生される。さらに作成したファイル名、録
音日時などの詳細情報が表示部１０に併せて表示されるようにしてもよい。
【００７９】
　同様に図示は省略するが動画コンテンツ撮影履歴に対応するアイコン２３が選択される
と、撮像部１８および音声入力部１９ａから入力され、記憶部１２に録画された動画コン
テンツが再生される。さらに作成ファイル名または録画日時などの詳細情報が表示部１０
に併せて表示されるようにしてもよい。
【００８０】
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　このように地図情報上にコンテンツの動作履歴を、たとえばアイコンを用いて表示する
ことにより、日付以外に場所からコンテンツを選択することができるようになる。また、
様々な履歴を１つの画面上に表示するため、ユーザが選択した所定期間内の行動を把握し
易くなる。なお、この地図情報の概念に、航空写真または衛星写真を含めるようにしても
よい。
【００８１】
（表示部１０の表示例その２）
　上述のコンテンツの動作履歴に基づく表示部１０の表示例その２を図７に示す。図５と
同様に、図７の例では、表示部１０の地図情報上に表示されたアイコン２５～２８は、そ
れぞれコンテンツの動作開始位置、動作終了位置、あるいは動作開始～動作終了の中間位
置など、地図情報上の一箇所に表示されている。これらの表示位置は、ユーザが任意に切
替えられるようにすることがよい。一方、後述するように、移動経路を伴ってアイコン２
５～２８を表示することもできる。
【００８２】
　図７において、地図上に表示されているアイコン２５は、アイコン２０同様に放送局か
ら電波が発せられている状況をイメージしたアイコンであり、放送コンテンツの受信履歴
に係るアイコンである。アイコン２５の中には視聴を表す「Ｐ(Play)」の文字が表示され
ている。なお、放送局からの電波を受信する場合に限らず、インターネットのＷｅｂサイ
トからＩＰ放送を受信する場合も含む。
【００８３】
　また、アプリケーション動作履歴については、ＰＣ(Personal Computer)をイメージし
たアイコン２６が地図情報上に表示される。また、Ｅメール送受信履歴については、封筒
をイメージしたアイコン２７が地図情報上に表示される。なお、Ｅメールの送信履歴と受
信履歴とを区別するために、アイコン２７内にＥメールの送信履歴の場合には「Ｓ(Send)
」、Ｅメールの受信履歴の場合には「Ｒ(Receive)」の文字をそれぞれ表示するようにし
てもよい。
【００８４】
　また、通話履歴については、携帯電話端末をイメージしたアイコン２８が地図情報上に
表示される。なお、電話の発信履歴と着信履歴とを区別するために、アイコン２８内に電
話の発信による通話履歴の場合には「Ｓ」、電話の着信による通話履歴の場合には「Ｒ」
の文字をそれぞれ表示するようにしてもよい。
【００８５】
　また、コンテンツの動作を伴わない移動履歴については、コンテンツの動作を表すアイ
コンは表示せずに、たとえば移動経路を表す線を地図情報上に表示される。
【００８６】
　図示は省略するが放送コンテンツ受信履歴に対応するアイコン２５が選択されると、情
報表示装置１は、履歴にある放送局からのリアルタイムの放送を受信する。さらに、過去
の視聴日時、周波数（チャンネル）、またはＵＲＬなどの詳細情報が表示部１０に併せて
表示されるようにしてもよく、詳細情報がアイコン２５に隣接してバルーン形状で表示さ
れ、バルーン形状を選択または再度アイコン２５を選択することによって放送が受信され
てもよい。他のアイコンにおいても同様である。
【００８７】
　同様に図示は省略するがアプリケーション動作履歴に対応するアイコン２６が選択され
ると、情報表示装置１は、履歴にあるアプリケーションを起動し、当該アプリケーション
において操作したファイルがある場合、そのファイルが操作可能になる。さらに、過去の
動作（起動～終了）日時、アプリケーション名、またはアプリケーションにおいて操作し
たファイル名などの詳細情報が表示部１０に併せて表示されるようにしてもよい。
【００８８】
　同様に図示は省略するがＥメール送受信履歴に対応するアイコン２７が選択されると、
情報表示装置１は、履歴にある送受信したＥメール内容を表示する。さらに、過去のＥメ
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ール送受信日時、Ｅメールアドレス、宛先名、または差出先名などの詳細情報が表示部１
０に併せて表示されるようにしてもよい。
【００８９】
　同様に図示は省略するが通話履歴に対応するアイコン２８が選択されると、情報表示装
置１は、通話履歴にある電話番号を表示し、この電話番号に対して発信可能になる。さら
に、過去の電話発着信日時、電話番号に対応する発信相手／着信相手の名称などの詳細情
報が表示部１０に併せて表示されるようにしてもよい。
【００９０】
（表示部１０の表示例その３）
　上述のコンテンツの動作履歴に基づく表示部１０の表示例その３を図８に示す。上述の
コンテンツの動作履歴を用いて日記のように時系列の文章（請求項でいう文字情報）とし
て履歴を表示し、その文章またはアイコンをユーザが選択するとその文章またはアイコン
に対応するコンテンツが動作する。
【００９１】
　図８の例では、履歴が記録された日付が表示部１０の画面の最上段に「Ｄｉａｒｙ　２
００９年４月８日（水）」と表示され、日記形式で表示されている例を示す。この日記形
式の表示は、たとえばユーザが操作部１１の操作によって所望の日時を入力することによ
って表示されたり、カレンダー形式の表示より所望の日時を選択することによって表示さ
れる。
【００９２】
　制御部１６は、所定の周期で位置情報取得部１３から情報表示装置１の現在位置情報を
取得している。よって、制御部１６は、現在位置情報が予め自宅として登録されている緯
度経度から移動したことを位置情報取得部１３による位置情報に基づき検出すると、時刻
“１４：５７”に対し、「１４：５７　自宅をでました」という文章を生成して割り付け
る。この文章の割付は、たとえば情報表示装置１の現在位置が予め自宅として登録されて
いる緯度経度から所定距離以上離れたことを位置情報取得部１３から取得する現在位置情
報により制御部１６が判断した場合に、実際に移動を開始した時刻に自宅を出たと判断す
ることとしてもよい。さらには制御部１６が実際に移動を開始した時刻から所定時間以上
経過したと判断した場合に、実際に移動を開始した時刻に自宅を出たと判断することとし
てもよい。
【００９３】
　制御部１６は、所定の周期で位置情報取得部１３から情報表示装置１の現在位置情報を
取得すると共に、図２のフローチャートに示すように、情報表示装置１のコンテンツ動作
情報を取得している。よって、制御部１６は、音声コンテンツ再生履歴に基づいて、音声
データを再生した時刻“１５：１２”に対し、「１５：１２　神奈川県相模原市橋本で音
楽を聴きました」という文章を生成して割り付ける。ここで生成される文章は、音声デー
タがどのような内容の音声であっても共通するが、たとえば再生した音声データが記憶部
１２の「Ｍｕｓｉｃ」フォルダまたはそれに類するフォルダに格納されている場合は、「
音楽を聴きました」とし、「ＤＡＴＡ」フォルダまたはそれに類するフォルダに格納され
ている場合は、「音声を聴きました」としてもよい。
【００９４】
　同様に、制御部１６は、動画コンテンツ撮影履歴に基づいて、動画を撮影した時刻“１
６：０９”に対し、「１６：０９　東京都港区芝公園でビデオ撮影をしました」という文
章を生成して割り付ける。ここで生成される文章において、緯度経度からなる位置情報よ
り、地図データとの対比によって履歴に記録されている緯度経度が含まれている地名、ま
たは施設名を生成する。
【００９５】
　同様に、制御部１６は、静止画コンテンツ撮影履歴に基づいて、写真を撮影した時刻“
１７：０４”に対し、「１７：０４　東京都港区芝公園で写真を撮りました」という文章
を生成して割り付ける。なお、図８の例では、当該文章がユーザによって選択され、撮影
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された写真のサムネイル画像３０が文章間に表示されている。この場合の表示において、
サムネイル画像３０の表示は文章間ではなくてもよく、文章に重ねて表示されてもよい。
【００９６】
　同様に、制御部１６は、音声コンテンツ再生履歴に基づいて、音声データを再生した時
刻“１７：０６”に対し、「１７：０６　東京都港区芝公園で音楽を聴きました」という
文章を生成して割り付ける。
【００９７】
　このように日記形式でコンテンツの履歴を表示することにより、前後の行動からコンテ
ンツを選択することができるようになる。また、様々な履歴を１つの画面上に表示するた
め、その日の行動を時系列的に把握し易くなる。
【００９８】
（表示部１０の表示例その４）
　上述のコンテンツの動作履歴に基づく表示部１０の表示例その４を図９に示す。図９の
表示例その４では、日記形式で文章として履歴を表示し、さらに、アイコン２１，２３，
２４を文章の末尾に配置した表示例である。図９の例では、アイコン２４が選択され、撮
影された写真のサムネイル画像３０が表示部１０上に再生されている。
【００９９】
　図８および図９において、他のコンテンツ再生履歴に基づく文章またはアイコンを選択
したときの動作を説明する。日記形式の履歴表示において、音声コンテンツ再生履歴に基
づく「１５：１２　神奈川県相模原市橋本で音楽を聴きました」という文章またはアイコ
ンを選択すると、表示部１０に、アルバムジャケット写真等の選択された音声データに関
連する画像が表示される。関連する画像が無い場合には、音声データのファイル名等の音
声データの関連情報が表示される。この状態において選択された音声データの再生が開始
されてもよく、この状態より再度文章、アイコン、関連画像または音声データの関連情報
を選択することにより、音声データの再生を開始してもよい。
【０１００】
　同様に、動画コンテンツ撮影履歴に基づく日記形式の履歴表示において、「１６：０９
　東京都港区芝公園でビデオ撮影をしました」という文章またはアイコンを選択すると、
表示部１０に、撮影した動画データのサムネイル画像が表示される。
【０１０１】
（表示部１０の表示例その５）
　上述のコンテンツの動作履歴に基づく表示部１０の表示例その５を図１０に示す。図１
０の表示例その５では、日記形式で文章として履歴を表示し、さらに撮影された写真のサ
ムネイル画像３０が、該当するコンテンツ動作履歴を記載した文章の下に表示される。そ
して、このサムネイル画像３０がそのままアイコンとしても作用し、ユーザが操作部１１
の操作によりサムネイル画像３０をアイコンのように選択すると、図１０の下段に示すよ
うに撮影された写真３２がサムネイル画像３０よりも大きく、たとえば全画面表示として
表示される。このような操作による表示は、図８における表示例その３および図９におけ
る表示例その４においても同様である。また、サムネイル画像が静止画コンテンツ撮影履
歴に基づいた写真等の静止画ではなく、放送コンテンツ記録履歴、動画コンテンツ再生履
歴、動画コンテンツ撮影履歴による動画のサムネイル画像であっても同様である。この場
合は、サムネイル画像を選択することにより、履歴に基づく動画が全画面表示で再生され
る。さらに、コンテンツの全画面表示は、サムネイル画像の選択のみではなく、サムネイ
ル画像が表示されているときに、文章、またはアイコンを選択することによって行われて
もよい。
【０１０２】
（表示部１０の表示例その６）
　上述のコンテンツの動作履歴に基づく表示部１０の表示例その６を図１１に示す。図１
１の表示例その６では、日記形式で文章として履歴を表示し、文章もしくは文章中のアイ
コンを選択すると動作履歴に対応する地図が表示される。図１１は、文章中のアイコン２
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３が選択され、対応する地図情報が表示されている例である。表示例その６では、文章も
しくは文章中のアイコンが選択されるまでは、地図情報の表示は不必要である。よって、
図１１の例のように、予め表示部１０を二分割しておき、一方を地図情報の表示領域とし
、他方を文章表示領域としてもよいが、文章もしくは文章中のアイコンが選択されるまで
、画面を分割せずに文章のみを表示（たとえば図９の表示例のように表示）しておいても
よい。なお、図８の表示例のように、アイコンを含まない文章表示でもよい。さらに、こ
こで表示される地図の範囲は、選択された文章またはアイコンを中心に、詳細な位置が特
定できる縮尺（たとえば、１／５０００）であってもよく、選択された文章またはアイコ
ンを含む所定期間（たとえば、同一日の履歴情報）に含まれるアイコンを全て表示可能な
範囲の地図であってもよい。また、表示されるアイコンは、文章またはアイコンにより選
択された履歴のアイコンのみを表示してもよく、所定期間に含まれるアイコンを全て表示
してもよい。
【０１０３】
　また、図１１の表示部１０の表示例その６では、表示部１０の画面の上段に日記形式表
示を行ない、下段に地図形式表示を行っているが、この上下関係は逆でもよい。また、表
示部１０の画面が左右に長い場合は、画面を上下分割ではなく、左右分割としてもよい。
さらに、上下または左右の分割比率は、ユーザによる操作部１１の操作により変化させる
ようにしてもよい。
【０１０４】
（表示部１０の表示例その７）
　上述のコンテンツの動作履歴に基づく表示部１０の表示例その７を図１２に示す。図１
２の表示例その７では、地図情報中のアイコンを選択すると対応する文章が表示される。
ここで表示される文章は、選択されたアイコンに対応する文章に加えて、たとえばその前
後所定期間の履歴を表示したり、選択されたアイコンと同日の履歴を表示してもよい。図
１２は、地図情報中のアイコン２３が選択され、対応する文章が表示されている例である
。表示例その７では、地図情報中のアイコンが選択されるまでは、文章の表示は不必要で
ある。よって、図１２の例のように、予め表示部１０を二分割しておき、一方を地図情報
の表示領域とし、他方を文章表示領域としてもよいが、地図情報中のアイコンが選択され
るまで、画面を分割せずに地図情報のみを表示（たとえば図５の表示例のように表示）し
ておいてもよい。また、図１２の例のように、該当する文章の前後の時刻の文章も併せて
表示してもよいし、該当する文章のみを表示してもよい。なお、図８の表示例のように、
アイコンを含まない文章表示でもよい。
【０１０５】
　また、図１２の表示部１０の表示例その７では、表示部１０の画面の上段に地図形式表
示を行ない、下段に日記形式表示を行っているが、この上下関係は逆でもよい。また、表
示部１０の画面が左右に長い場合は、画面を上下分割ではなく、左右分割としてもよい。
さらに、上下または左右の分割比率は、ユーザによる操作部１１の操作により変化させる
ようにしてもよい。
【０１０６】
（表示部１０の表示例その８）
　上述のコンテンツの動作履歴および移動履歴に基づく表示部１０の表示例その８を図１
３に示す。表示例その１および表示例その２では、表示部１０の地図情報上に表示された
アイコン２０～２４は、それぞれコンテンツの動作開始位置、動作終了位置あるいは動作
開始～終了の中間位置など、地図情報上の一箇所に表示されている。これに対し、図１３
の表示例その８では、ユーザが情報表示装置１と共に移動した移動経路をコンテンツの動
作履歴に係るアイコンと共に表示する。
【０１０７】
　図１３の例では、ユーザは実線矢印の方向に移動した履歴を表している。アイコン２１
に続く太い破線はユーザが音声コンテンツの再生動作を行いながら移動した経路を示す。
また、アイコン２３に続く太い一点鎖線はユーザが動画コンテンツの再生動作または動画
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コンテンツの撮影動作を行いながら移動した経路を示す。また、細い破線はユーザが情報
表示装置１を用いてコンテンツに係る動作を行わずに移動した経路を示す。
【０１０８】
　図１３の例では、アイコン２１，２３の表示位置は、各コンテンツの動作終了地点とし
たが、各コンテンツの動作開始地点、あるいは各コンテンツの動作開始地点と動作終了地
点との中間点としてもよい。これらの表示位置は、ユーザが任意に切替えられるようにす
ることがよい。
【０１０９】
（表示部１０の表示例その９）
　上述のコンテンツの動作履歴および移動履歴に基づく表示部１０の表示例その９を図１
４に示す。図１４の表示例その９では、情報表示装置１を所持するユーザが何をしながら
移動したかの経路履歴を、たとえば時間を短縮して再生可能である。図１４の例では、図
１３の移動経路が黒い丸印３０の移動として確認できる。なお、経路途中のハッチングを
施した丸印３０－１～３０－５は、黒い丸印３０が経由してきた位置をそれぞれ示してい
る。このとき、黒い丸印３０の移動速度は、ユーザが任意に設定できることが好ましい。
これによれば、ユーザは、ユーザが何をしながらどのような経路で移動したかを黒い丸印
３０の動きを目で追いつつ実際の時間を短縮して確認することができる。また、図示は省
略するが黒い丸印３０が各アイコン２１，２３を通過する毎に、そのアイコン２１，２３
に対応するコンテンツの詳細情報を表示してもよい。
【０１１０】
　図１４の例において、ユーザの経路履歴を、時間を短縮して再生する場合には、表示部
１０の任意の位置にタイムバー３１を表示し、履歴の再生に合わせてタイムバー３１内の
印を動作させてもよい。タイムバー３１で表示する時間単位は、たとえば１日単位、また
は１週間単位など、動作させる経路履歴に合わせて表示する。図１４の例におけるタイム
バー３１は、１日単位であり、０時から２４時までの間での経路履歴に対応する時間に印
が連動して表示されている。
【０１１１】
（表示部１０の表示例その１０）
　上述のコンテンツの動作履歴移動履歴に基づく表示部１０の表示例その１０を図１５に
示す。図１５の表示例その１０では、特定期間において、情報表示装置１を所持するユー
ザが移動した履歴を表示している。図１５の例では、時刻１１：００～１２：００におけ
る情報表示装置１の履歴（終点にアイコン２１表示：ＣＤ／ＤＶＤを再生しながら移動）
と、時刻１３：００～１４：００における情報表示装置１の行動履歴（終点にアイコン２
３表示：動画を撮影しながら移動）がそれぞれ表示されている。また、時刻に併せて年月
日などを指定できるようにしてもよい。
【０１１２】
（表示部１０の表示例その１１）
　上述のコンテンツの動作履歴移動履歴に基づく表示部１０の表示例その１１を図１６に
示す。図１６の表示例その１１では、特定期間において、情報表示装置１を所持するユー
ザが移動した履歴をアイコンの表示が無い移動履歴のみで表示している。図１６の例では
、時刻１１：００～１２：００における情報表示装置１の移動履歴と、時刻１３：００～
１４：００における情報表示装置１の移動履歴がそれぞれ表示されている。また、時刻に
併せて年月日などを指定できるようにしてもよい。
【０１１３】
（本発明の実施の形態に係る効果について）
　本発明の実施の形態に係る効果について説明する。情報表示装置１は、情報表示装置１
のコンテンツ動作履歴を時間情報と座標情報と共に記憶し、座標情報に基づいて地図情報
上にコンテンツ処理履歴をコンテンツの種類が判別可能なアイコンに対応付けると共に、
そのアイコンを表示させ、アイコンに対応する所定の操作が行われた際には、アイコンに
対応付けられているコンテンツに係る情報を再生させる。
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【０１１４】
　これにより、多種多様のコンテンツ動作履歴を１つの地図情報上にアイコンとして同時
に表示させ、表示させた地図上の位置において動作させたコンテンツの種類、または内容
を容易に識別することができる。さらに、コンテンツの動作に係るアイコンを選択するこ
とにより、このアイコンに対応するコンテンツを動作させることができるので、ユーザは
、コンテンツ動作履歴を参照しつつ必要なコンテンツの再生を行うことができる。ユーザ
は、コンテンツ処理履歴を参照することにより、ユーザが過去に処理したコンテンツの内
容を容易に思い出したり再現することができる。
【０１１５】
　さらに、表示部１０および制御部１６は、時間情報に基づいて指定された期間のコンテ
ンツ動作履歴に対応するアイコンを表示させることもできる。これにより、期間的に不必
要となるアイコンの表示を無くすことができ、表示内容が煩雑化することを避けることが
できる。
【０１１６】
　さらに、表示部１０および制御部１６は、コンテンツに係る動作が移動しながら行われ
たものであるときには、アイコンと共にアイコンに対応するコンテンツに係る動作が行わ
れた移動経路を併せて表示させることもできる。これにより、ユーザは、コンテンツの動
作履歴を移動履歴と共に把握することができ、ユーザは、過去に動作させたコンテンツの
内容を時系列的に思い出したり、再現することができる。
【０１１７】
　さらに、表示部１０および制御部１６は、コンテンツ動作履歴を時刻に対応させて文章
により表示させ、表示部１０、記憶部１２および制御部１６は、文章に対応する所定の操
作が行われた際には、文章に対応して動作したコンテンツに係る情報を表示させる。
【０１１８】
　これによれば、ユーザは、コンテンツ動作履歴の表示形式を日記形式表示とし、文章に
よってコンテンツ動作履歴を把握することができる。すなわち、ユーザは、地図上のアイ
コンによって視覚的にコンテンツの動作履歴を把握することもできるし、日記形式表示の
文章によってコンテンツの動作履歴を把握することもできる。
【０１１９】
　さらに、表示部１０および制御部１６は、文章中または文章の前後に当該文章に対応す
るコンテンツの動作に係るアイコンを併せて表示させることができる。これによれば、ユ
ーザは、文章とアイコンとを双方共に確認でき、ユーザは、コンテンツの動作履歴を多角
的に確実に把握することができる。
【０１２０】
　また、文章に対応する所定の操作が行われた際には、文章に対応して動作したコンテン
ツに係る情報を地図上に前記アイコンに対応付けると共に、そのアイコンを表示させるこ
とができる。あるいは、地図上のアイコンに対応する所定の操作が行われた際には、アイ
コンに対応するコンテンツに係る情報を文章として表示させることができる。これによれ
ば、ユーザは、日記形式表示と地図表示形式とを双方共に確認でき、ユーザは、コンテン
ツの動作履歴を多角的に確実に把握することができる。
【０１２１】
（プログラムを用いた実施の形態について）
　また、情報表示装置１の各部は、所定のプログラムにより動作する汎用の情報処理装置
によって構成されてもよい。たとえば、汎用の情報処理装置は、メモリ、ＣＰＵ、入出力
ポートなどを有する。汎用の情報処理装置のＣＰＵは、メモリなどから所定のプログラム
として制御プログラムを読み込んで実行する。これにより、汎用の情報処理装置には、情
報表示装置１の各部の機能が実現される。また、その他の機能についてもソフトウェアに
より実現可能な機能については汎用の情報処理装置とプログラムとによって実現すること
ができる。なお、上述したＣＰＵの代わりにＡＳＩＣ、マイクロプロセッサ（マイクロコ
ンピュータ）、ＤＳＰなどを用いてもよい。
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【０１２２】
　なお、汎用の情報処理装置が実行する制御プログラムは、情報表示装置１の出荷前に、
汎用の情報処理装置のメモリなどに記憶されたものであっても、情報表示装置１の出荷後
に、汎用の情報処理装置のメモリなどに記憶されたものであってもよい。また、制御プロ
グラムの一部が、情報表示装置１の出荷後に、汎用の情報処理装置のメモリなどに記憶さ
れたものであってもよい。情報表示装置１の出荷後に、汎用の情報処理装置のメモリなど
に記憶される制御プログラムは、たとえば、ＣＤ－ＲＯＭなどのコンピュータ読取可能な
記録媒体に記憶されているものをインストールしたものであっても、インターネットなど
の伝送媒体を介してダウンロードしたものをインストールしたものであってもよい。
【０１２３】
　また、制御プログラムは、汎用の情報処理装置によって直接実行可能なものだけでなく
、ハードディスクなどにインストールすることによって実行可能となるものも含む。また
、圧縮されたり、暗号化されたりしたものも含む。
【０１２４】
　このように、汎用の情報処理装置とプログラムによって情報表示装置１の機能を実現す
ることにより、大量生産、または仕様変更（または設計変更）に対して柔軟に対応可能と
なる。
【０１２５】
（その他の実施の形態）
　上述した実施の形態は、その要旨を逸脱しない限り様々に変更が可能である。たとえば
上述した実施の形態では、アイコンまたは経路を単色で表示させたがアイコンの種類に応
じて表示色を変えてもよい。あるいは、アイコンを動画もしくはアニメーションなどによ
り表示させてもよい。さらに、各種アイコンはユーザが作成したものを、各コンテンツに
対応させて用いてもよく、ネットワークを介してダウンロードするようにしてもよい。
【０１２６】
　また、図５～図１０の表示例のように、画面の縦方向が画面の横方向よりも短い場合と
、図１１、図１２の表示例のように、画面の縦方向が画面の横方向よりも長い場合とで、
表示部１０の画面の縦横が切り替わるようにしてもよい。画面の縦横切り替えは、たとえ
ばセンサ部１５としての加速度センサによる情報処理装置の姿勢によって切り替える。
【０１２７】
　また、図９の表示例では、文章の末尾にアイコンを配置したが、文章中、または文章の
先頭にアイコンを配置してもよい。たとえば「東京都港区芝公園でビデオ撮影をしました
」という文章の場合、単語「ビデオ」の直前または直後に動画撮影を示すアイコン２３を
配置してもよい。
【０１２８】
　また、上述の実施の形態では、時系列的に「どこで何をしたか」について表示する例を
示したが、これに対し、位置情報の座標順（たとえば北から南に向う方向など）に「どこ
で何をしたか」について表示するようにしてもよい。
【０１２９】
　また、位置情報取得部１３による情報表示装置１の位置情報に対し、加速度センサなど
による情報表示装置１の移動情報を加味してもよい。これによれば、トンネル内、または
地下街など、位置情報取得部１３による位置情報が取得困難な場所においても情報表示装
置１の位置情報を推定することができる。
【０１３０】
　また、コンテンツの動作履歴としては、上述したコンテンツに限らず、たとえばゲーム
を行った履歴、辞書を検索した履歴、Ｗｅｂ閲覧履歴、ブログ書き込み／読込み履歴、ツ
イッター書き込み履歴／読込み履歴など、上述した例の他にも各種多様の履歴を扱ってよ
い。
【０１３１】
　また、コンテンツの動作履歴の開示には、プライバシー保護が必要である場合があるの
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で、情報の表示に先立って、パスワードの入力など、プライバシー保護対策を施すことが
好ましい。
【０１３２】
　また、複数の動作を同時に行った場合、たとえば音楽を聴きながら写真を見たといった
ような場合には、対応するアイコンを重ねて表示、交互に表示、または通常よりも小さな
アイコンを並べて表示させるなどとする。あるいは、特定のコンテンツに関する履歴に限
定して表示するような設定を行うようにしてもよい。同様に表示されている地図において
、たとえばアイコンの表示ササイズ以下の所定範囲内に、表示されるアイコンが複数ある
ときは、複数のアイコンを重ねて表示させてもよい。この場合、地図における複数の各ア
イコンが表示されるべき位置に複数の各アイコンを重ねて表示してもよく、所定範囲内の
複数のアイコンを所定間隔で重ね合わせて表示してもよい。アイコンを重ねて表示した場
合は、コンテンツの動作履歴が最も新しいアイコンを手前に表示する。
【０１３３】
　また、地図情報は、地図の縮尺、住所表示の有無など、様々な表示形態に切替え可能と
することが好ましい。
【符号の説明】
【０１３４】
１…情報表示装置、１０…表示部、１１…操作部、１２…記憶部（コンテンツ動作履歴取
得部の一部）、１６…制御部（動作部の一部、コンテンツ動作履歴取得部の一部、表示部
の一部）、２０～２８…アイコン
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