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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の端末装置と第２の端末装置とコンテンツ加工サーバ装置とを含むコンテンツ配信
システムにおいて、
　上記コンテンツ加工サーバ装置は、
　外部から提供される上記第１の端末装置用のコンテンツ情報から上記第２の端末装置用
に最適化した簡易コンテンツ情報を作成するコンテンツ加工手段、及び上記コンテンツ加
工手段で作成した簡易コンテンツ情報を元の上記第１の端末装置用のコンテンツ情報と共
に上記第１の端末装置に対して配信する配信手段を有し、
　上記第１の端末装置は、
　上記コンテンツ加工サーバ装置から配信されたコンテンツ情報を受信する第１の受信手
段、上記第１の受信手段で受信したコンテンツ情報に上記簡易コンテンツ情報が付加され
ている場合にその簡易コンテンツ情報を上記第２の端末装置に転送する転送手段を有し、
　上記第２の端末装置は、
　上記第１の端末装置から転送されてきた簡易コンテンツ情報を受信する第２の受信手段
、及び上記第２の受信手段で受信した簡易コンテンツ情報を出力する出力手段を有する
とともに、
　上記コンテンツ加工サーバ装置のコンテンツ加工手段は、上記第１の端末装置用のコン
テンツ情報の再生を指示するタグ情報を簡易コンテンツ情報中に含ませ、
　上記第２の端末装置の出力手段は、上記簡易コンテンツ情報に含まれるタグ情報に基づ
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いて上記第１の端末装置用のコンテンツ情報の再生の指示を促す出力を行ない、
　上記第２の端末装置は、上記第１の端末装置用のコンテンツ情報の再生の指示を受付け
て上記第１の端末装置にコンテンツ情報の再生を要求する再生要求手段をさらに有し、
　上記第１の端末装置は、上記再生要求手段での要求に応答し、対応するアプリケーショ
ンプログラムを起動して上記コンテンツ情報を再生する自動再生手段をさらに有した
ことを特徴とするコンテンツ配信システム。
【請求項２】
　上記第１の端末装置は携帯情報端末装置であり、上記第２の端末装置は装着型端末装置
であることを特徴とする請求項１記載のコンテンツ配信システム。
【請求項３】
　上記携帯情報端末装置は、予めインストールされているアプリケーションプログラムに
より上記装着型端末装置用に最適化した簡易コンテンツ情報を作成するコンテンツ作成手
段をさらに有し、
　上記携帯情報端末装置の転送手段は、上記コンテンツ作成手段で作成した簡易コンテン
ツ情報を上記装着型端末装置に転送する
ことを特徴とする請求項２記載のコンテンツ配信システム。
【請求項４】
　上記簡易コンテンツ情報は、出力期限を規定する期限情報を含み、
　上記装着型端末装置の出力手段は、簡易コンテンツ情報に含まれる上記期限情報に基づ
いて上記出力手段での簡易コンテンツ情報の出力の有無を制御する
ことを特徴とする請求項２または３記載のコンテンツ配信システム。
【請求項５】
　上記コンテンツ加工サーバ装置のコンテンツ加工手段または上記携帯情報端末装置のコ
ンテンツ作成手段は、上記携帯情報端末装置用のコンテンツ情報の種別に応じた報知形態
を指定するタグ情報を簡易コンテンツ情報中に含ませ、
　上記装着型端末装置の出力手段は、簡易コンテンツ情報に含まれるタグ情報に基づいた
報知形態で簡易コンテンツ情報を出力する
ことを特徴とする請求項２または３記載のコンテンツ配信システム。
【請求項６】
　上記第１の端末装置と上記第２の端末装置と上記コンテンツ加工サーバ装置とを含む請
求項１記載のコンテンツ配信システムにおけるコンテンツ加工サーバ装置。
【請求項７】
　第１の端末装置と第２の端末装置とコンテンツ加工サーバ装置とを含むコンテンツ配信
システムにおけるコンテンツ配信方法において、
　上記コンテンツ加工サーバ装置が、外部から提供される上記第１の端末装置用のコンテ
ンツ情報（以下、第１コンテンツ）から上記第２の端末装置用に最適化し、上記第１コン
テンツの再生を指示するタグ情報を含ませた簡易コンテンツ情報（以下、第２コンテンツ
）を作成し、
　作成した上記第２コンテンツを元の上記第１コンテンツと共に上記第１の端末装置に対
して配信し、
　上記第１の端末装置が、受信した上記第１コンテンツに上記第２コンテンツが付加され
ている場合に、その第２コンテンツを上記第２の端末装置に転送し、
　上記第２の端末装置が、転送されてきた上記第２コンテンツを受信して出力し、
　上記第２コンテンツに含まれるタグ情報に基づいて上記第１コンテンツの再生を要求し
、
　上記第１の端末装置が、上記要求に応答し、対応するアプリケーションプログラムを起
動して上記第１コンテンツを再生する
ことを特徴とするコンテンツ配信方法。
【請求項８】
　第１の端末装置と第２の端末装置とコンテンツ加工サーバ装置とを含むコンテンツ配信
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システムにおいて、
　上記コンテンツ加工サーバ装置は、
　外部から提供される上記第１の端末装置用のコンテンツ情報を上記第２の端末装置用に
最適化した簡易コンテンツ情報を作成して元の上記第１の端末装置用のコンテンツ情報と
共に上記第１の端末装置に対して配信する配信手段を有し、
　上記第１の端末装置は、
　上記コンテンツ加工サーバ装置から配信されたコンテンツ情報に上記簡易コンテンツ情
報が付加されている場合に、予めインストールされているアプリケーションプログラムに
より上記第１の端末装置用のコンテンツ情報の再生を指示するタグ情報を上記簡易コンテ
ンツ情報中に含ませるコンテンツ作成手段と、
　上記コンテンツ作成手段でタグ情報を含ませた簡易コンテンツ情報を上記第２の端末装
置に転送する転送手段とを有し、
　上記第２の端末装置は、
　上記第１の端末装置から転送されてきた簡易コンテンツ情報を受信する受信手段と、
　受信した上記簡易コンテンツ情報に含まれるタグ情報に基づいて上記第１の端末装置用
のコンテンツ情報の再生の指示を促す出力を行なうとともに、上記第１の端末装置用のコ
ンテンツ情報の再生の指示を受付けて上記第１の端末装置にコンテンツ情報の再生を要求
する再生要求手段とを有し、
　上記第１の端末装置は、上記再生要求手段での要求に応答し、対応するアプリケーショ
ンプログラムを起動して上記コンテンツ情報を再生する自動再生手段をさらに有する
ことを特徴とするコンテンツ配信システム。
【請求項９】
　上記第１の端末装置は携帯情報端末装置であり、上記第２の端末装置は装着型端末装置
であることを特徴とする請求項８記載のコンテンツ配信システム。
【請求項１０】
　携帯情報端末装置と、装着型端末装置と、外部から提供される上記携帯情報端末装置用
のコンテンツ情報を上記装着型端末装置用に最適化した簡易コンテンツ情報を作成して元
の上記携帯情報端末装置用のコンテンツ情報と共に上記携帯情報端末装置に対して配信す
るコンテンツ配信サーバと、を含むコンテンツ配信システムにおける携帯情報端末装置で
あって、
　上記コンテンツ加工サーバ装置から配信されたコンテンツ情報に上記簡易コンテンツ情
報が付加されている場合に、予めインストールされているアプリケーションプログラムに
より当該携帯情報端末装置用のコンテンツ情報の再生を指示するタグ情報を上記簡易コン
テンツ情報中に含ませるコンテンツ作成手段と、
　上記コンテンツ作成手段でタグ情報を含ませた簡易コンテンツ情報を上記第２の端末装
置に転送する転送手段と、
　上記装着型情報端末装置からの要求に応答し、対応するアプリケーションプログラムを
起動して上記コンテンツ情報を再生する自動再生手段とをさらに有する
ことを特徴とする携帯情報端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スマートフォンに配信されるコンテンツをより確実且つ有効にユーザに認知
させるためのコンテンツ配信システム、コンテンツ加工サーバ装置及びコンテンツ配信方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンテンツを受信する端末の状態に適応したコンテンツを配信することを目的として、
端末の通信接続状態と関連付けて予め定義された配信情報の範囲にしたがって、配信され
る情報を取捨選択するようにした技術が提案されている。（例えば、特許文献１）
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　また、表示画面の小さい表示装置用に簡易コンテンツを作成する技術が提案されている
（例えば、特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３３０９３３号公報
【特許文献２】特開２００６－１０８９２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記特許文献１に記載された技術は、比較的低い通信速度で大容量のコンテンツを配信
する場合に通信時間が長くなり、本来の携帯端末としての通信機能を損なうことを考慮し
て提案されたものと考えられる。
【０００５】
　また、上記特許文献２に記載された技術は、見やすいインデックス一覧表示を行うため
に提案されたものである。
【０００６】
　ところで近時、携帯電話機に代わって、スマートフォンと称されるより多機能で高性能
の小型携帯端末が広く普及し、通信環境としても高速通信網としてＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔ
ｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）が既に実用化された現在では、上記各特許文献に記載され
た技術とは別の観点からの不具合が発生している。
【０００７】
　これはすなわち、通常はスマートフォンを保護カバーや保護ケースに入れて使用するユ
ーザが多いこと、携帯電話機に比べて筐体が大型化し、特に女性でポケットではなくカバ
ン等に入れて持ち歩くユーザが多いことなどから、ユーザが電子メールや通話の着信に気
付かず、その応答が遅れる場合が多々あることである。
【０００８】
　またスマートフォンでは、数十～数百のアプリケーションプログラムをインストールし
て利用することが可能であることから、利用環境によっては、配信されるコンテンツも膨
大な量になり、その対応が大変煩雑なものとなる可能性が高い。
【０００９】
　要するに、スマートフォンは高機能で大変便利なものであるが、即時的な使い勝手に課
題があった。そして、上記各特許文献に記載の技術は、即時的な使い勝手を良くすること
は想定していない。
【００１０】
　本発明は上記のような実情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、スマー
トフォンやタブレット端末等の機能を活かした上でユーザの使い勝手を向上し、配信され
るコンテンツを効率的且つ確実に取扱うことが可能な技術を提供することにある。
【００１１】
　また、本発明の目的は、腕時計のように日常的に人体に装着している装着型端末を利用
することにより、即時的な使い勝手を向上させる技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一態様は、第１の端末装置と第２の端末装置とコンテンツ加工サーバ装置とを
含むコンテンツ配信システムにおいて、上記コンテンツ加工サーバ装置は、外部から提供
される上記第１の端末装置用のコンテンツ情報から上記第２の端末装置用に最適化した簡
易コンテンツ情報を作成するコンテンツ加工手段、及び上記コンテンツ加工手段で作成し
た簡易コンテンツ情報を元の上記第１の端末装置用のコンテンツ情報と共に上記第１の端
末装置に対して配信する配信手段を有し、上記第１の端末装置は、上記コンテンツ加工サ
ーバ装置から配信されたコンテンツ情報を受信する第１の受信手段、上記第１の受信手段
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で受信したコンテンツ情報に上記簡易コンテンツ情報が付加されている場合にその簡易コ
ンテンツ情報を上記第２の端末装置に転送する転送手段を有し、上記第２の端末装置は、
上記第１の端末装置から転送されてきた簡易コンテンツ情報を受信する第２の受信手段、
及び上記第２の受信手段で受信した簡易コンテンツ情報を出力する出力手段を有するとと
もに、上記コンテンツ加工サーバ装置のコンテンツ加工手段は、上記第１の端末装置用の
コンテンツ情報の再生を指示するタグ情報を簡易コンテンツ情報中に含ませ、上記第２の
端末装置の出力手段は、上記簡易コンテンツ情報に含まれるタグ情報に基づいて上記第１
の端末装置用のコンテンツ情報の再生の指示を促す出力を行ない、上記第２の端末装置は
、上記第１の端末装置用のコンテンツ情報の再生の指示を受付けて上記第１の端末装置に
コンテンツ情報の再生を要求する再生要求手段をさらに有し、上記第１の端末装置は、上
記再生要求手段での要求に応答し、対応するアプリケーションプログラムを起動して上記
コンテンツ情報を再生する自動再生手段をさらに有したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、スマートフォンやタブレット端末等の機能を活かした上でユーザの使
い勝手を向上し、配信されるコンテンツを効率的且つ確実に取扱うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に係るコンテンツ配信システム全体の構成を示す図。
【図２】同実施形態に係るリスト端末内部の電子回路の機能構成を示すブロック図。
【図３】同実施形態に係るコンテンツ加工サーバとスマートフォン、及びリスト端末間で
実行される、コンテンツ情報の配信に係る一連の流れを示す図。
【図４】同実施形態に係るリスト端末での簡易コンテンツ情報の表示処理の詳細を示すフ
ローチャート。
【図５】同実施形態に係る報知態様に応じたリスト端末７での簡易コンテンツ情報の表示
状態を例示する図。
【図６】同実施形態に係る表示部で表示する各種簡易コンテンツ情報の具体例を例示する
図。
【図７】同実施形態に係るスマートフォンで作成し、表示部で表示する各種簡易コンテン
ツ情報の具体例を例示する図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明をコンテンツ配信システムに適用した場合の一実施形態について図面を参
照して説明する。　
　図１は、同実施形態に係るコンテンツ配信システム全体の構成を示す図である。同図で
、インターネットを含むネットワーク１に対して、各種コンテンツを提供するコンテンツ
サーバ２が接続されると共に、後述するリスト端末７のための簡易コンテンツを作成する
コンテンツ加工サーバ３が接続される。
【００１６】
　コンテンツサーバ２は、パーソナルコンピュータやスマートフォンで再生するための各
種コンテンツ情報を提供する多くのサーバ装置、例えば検索エンジンを提供するサーバ装
置、ＳＮＳ（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を提供するサーバ
装置、動画像を提供するサーバ装置、各企業が自社のウェブサイトを提供するためのサー
バ装置等を代表して示している。
【００１７】
　一方の上記コンテンツ加工サーバ３は、例えば後述するリスト端末７を製造する企業が
運営する、会員制のコンテンツ配信サービスのために設けられるものであり、上記コンテ
ンツサーバ２から提供される各種のコンテンツ情報に対し、必要に応じて簡易コンテンツ
情報を作成して配信する。
【００１８】
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　また、ネットワーク１に対して図示しないサービスプロバイダを介してアクセスポイン
ト（ＡＰ）４や携帯電話網の基地局５が接続される。一般ユーザが携帯する携帯端末装置
としてのスマートフォン６は、アクセスポイント４を介して例えばＩＥＥＥ８０２．１１
ａ／ｂ／ｇ／ｎ規格に従った無線ＬＡＮ経由でネットワーク１との接続が可能である一方
で、基地局５を介してもネットワーク１と接続される。
【００１９】
　またスマートフォン６を所有するユーザが手首に装着する、装着型端末装置としてのリ
スト端末７もまた、上記アクセスポイント４を介して無線ＬＡＮ経由でネットワーク１と
接続可能である一方で、近距離無線通信規格であるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）技術
により上記スマートフォン６とペアリング設定することで、データの送受が可能であるも
のとする。
【００２０】
　次に図２により上記リスト端末７内部の電子回路の機能構成を示す説明する。図２にお
いて、１１がこのリスト端末７全体の動作を統括して制御するＣＰＵである。このＣＰＵ
１１にバスＢを介して、メインメモリ１２、プログラムメモリ１３、表示部１４、タッチ
パネル１５、無線ＬＡＮ通信部１６、３軸加速度センサ１７、報知部１８、及びブルート
ゥース（登録商標）通信部１９が接続される。
【００２１】
　メインメモリ１２は、例えばＳＲＡＭで構成され、上記ＣＰＵ１１のワークメモリとし
て機能する。プログラムメモリ１３は、例えばフラッシュメモリで構成され、上記ＣＰＵ
１１が実行する動作プログラムや各種定型データ、スマートフォン６から受信した簡易コ
ンテンツデータ等を記憶する。
【００２２】
　ＣＰＵ１１は、ＯＳ及びアプリケーションプログラムを含む動作プログラムをプログラ
ムメモリ１３から適宜読出してメインメモリ１２上に展開し、プログラムメモリ１３に展
開したプログラムを順次実行することでこのリスト端末７の動作制御を実行する。
【００２３】
　またＣＰＵ１１はＲＴＣ（Ｒｅａｌ　Ｔｉｍｅ　Ｃｌｏｃｋ）を内蔵し、現在時刻の計
時動作を続行することにより、このリスト端末７を腕時計としても使用可能としている。
【００２４】
　表示部１４は、例えば縦２４０ドット×横２４０ドットのカラー液晶パネルとそのバッ
クライト及び駆動回路で構成され、時計機能としての日付時刻情報や、受信した各種コン
テンツデータ等の画像を表示する。
【００２５】
　この表示部１４上に一体にして、透明電極膜を用いたタッチパネル１５が設けられる。
タッチパネル１５は、リスト端末７を装着したユーザの手指のタッチ操作に応じた２次元
座標情報を生成し、操作信号として上記ＣＰＵ１１へ送出する。
【００２６】
　無線ＬＡＮ通信部１６は、上記ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｂ／ｇ／ｎ規格に従った無線
ＬＡＮ技術により、無線ＬＡＮアンテナ２０を介して最寄りのアクセスポイント４との間
でデータの送受を実行する。
【００２７】
　３軸加速度センサ１７は、その時点でこのリスト端末７に働いている、互いに直交する
３軸の各軸方向に沿った加速度を検出することで、重力加速度方向（鉛直方向）を含めた
このリスト端末７の３次元空間中での姿勢角度、及び外力による姿勢の変化を検出する。
【００２８】
　報知部１８は、例えばビープ音を発生するブザー部、及び振動を発生するバイブレータ
部を有し、後述する如くこのリスト端末７に対して簡易コンテンツ情報が転送されてきた
場合や、予め設定したアラーム時刻となった場合等で必要な報知動作を行なう。
【００２９】
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　ブルートゥース通信部１９は、ブルートゥースアンテナ２１を介して予めペアリング設
定された機器、例えば上記スマートフォン６とデータの送受を実行する。
【００３０】
　なお、上記コンテンツ加工サーバ３及びスマートフォン６の各ハードウェア回路の構成
については、きわめて一般的な周知の技術であるものとして、それらの図示と説明とを省
略する。
【００３１】
　上記スマートフォン６には、後述する通信連携用のアプリケーションプログラムを予め
インストールし、当該プログラムに従ってコンテンツ加工サーバ３及びリスト端末７、そ
れぞれとの接続設定を完了しておくことで、コンテンツ加工サーバ３から提供される各種
アプリケーション用のコンテンツ情報に付加されている簡易コンテンツ情報をリスト端末
７へ転送することが可能となるものとする。
【００３２】
　次に上記実施形態の動作について説明する。　
　図３は、コンテンツ加工サーバ３とスマートフォン６、及びリスト端末７間で実行され
る、コンテンツ情報の配信に係る一連の流れを例示する図である。
【００３３】
　なおコンテンツ加工サーバ３には、予めスマートフォン６を使用するユーザのユーザ情
報と、リスト端末７での表示設定、例えばタッチパネル１５の表示画像サイズ等が予め登
録されているものとする。
【００３４】
　すなわち上記ユーザ情報には、コンテンツ情報の種別毎に簡易コンテンツ情報を作成し
て送信するか否かを示す情報や、ユーザの一日における定型行動パターンなどのパーソナ
ル情報が予めスマートフォン６での通信連携用アプリプログラムに従った操作により登録
されて含まれているものとする。
【００３５】
　コンテンツ加工サーバ３がコンテンツサーバ２からコンテンツ情報の提供を受けると（
ステップＳ０１）、コンテンツ加工サーバ３では受けたコンテンツ情報が上記リスト端末
７での簡易コンテンツ情報の表示が必要であるか否か、ユーザ情報に登録されている内容
により加工処理が必要であるか否かを選択する（ステップＳ０２）。
【００３６】
　すなわちコンテンツ加工サーバ３では、上述した毎にユーザ情報として必要なアプリケ
ーションプログラム毎に簡易コンテンツ情報を作成するか否かを予め登録されており、例
えば天気予報情報を提供するサービス、ＳＮＳを提供するサービス、交通情報を提供する
サービス、カーナビゲーションのガイド画像を提供するサービスを予め簡易コンテンツ情
報を作成するものとして登録しておくことにより、簡易コンテンツ情報の加工が必要か否
かを容易に選択することが可能となる。
【００３７】
　上記ステップＳ０２で加工が必要であると選択した場合、コンテンツ加工サーバ３では
リスト端末７で表示するための表示設定の情報を読出し、リスト端末７用に最適化した簡
易コンテンツ情報を作成する（ステップＳ０３）。
【００３８】
　この簡易コンテンツ情報を得るための最適化処理としては、いくつか考えられるが、例
えばＨＴＭＬ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）で整形表示され
た元のコンテンツ情報をラスタライズして画像サイズを縮小する手法が考えられる。生成
されたラスタデータとは別に、元々持っていたテキストデータや各種の情報タグをＸＭＬ
（ｅＸｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）により包含するように管理
すれば、画像サイズが縮小するものの、コンテンツとしては情報の欠落のない簡易コンテ
ンツ情報を生成できる。
【００３９】
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　このときコンテンツ加工サーバ３は、作成した簡易コンテンツ情報にそのコンテンツ情
報の種別に応じた報知用のタグ情報と有効期限を示す時刻情報とを付加する。
【００４０】
　その後にコンテンツ加工サーバ３では、上記ステップＳ０３での処理により簡易コンテ
ンツ情報を作成した場合は元のコンテンツ情報に付加し、また上記簡易コンテンツ情報を
作成しなかった場合は元のコンテンツ情報のみをスマートフォン６に対して送信し（ステ
ップＳ０４）、以上で一連の処理を終了して、再び次のコンテンツ配信に移行するべく始
めの処理に戻る。
【００４１】
　続いて、簡易コンテンツ情報を得るための最適化処理の方法として、テンプレートを用
いる例について説明する。　
　コンテンツ加工サーバ３がコンテンツサーバ２からデータを取得する際、そのデータ形
式・項目は予めわかっているため、取得したデータ項目を「テンプレート中のどこに入れ
る」というルールを予め決めておく。このテンプレートコンテンツの見出しだけでも、詳
細部分にも適用することができ、図６や図７に例示するように、コンテンツの必要最小限
の部分だけをリスト端末７に表示させることができる。
【００４２】
　すなわちテンプレートとは、リスト端末７の表示部１４にコンテンツのどの部分をどの
ように表示させるか、というフォーマットを指定するものである。　
　但し、この取得したデータ項目をテンプレート中のどこに入れるというルールは、コン
テンツ配信会社のコンテンツのデータ形式・項目毎に異なるので、配信コンテンツが増え
た場合はそれぞれのルールに適応して最適表示画面を作るようにサーバプログラムを実行
する。
【００４３】
　スマートフォン６では、ネットワーク１を介して上記コンテンツ加工サーバ３から配信
されたコンテンツ情報を受信すると（ステップＭ０１）、受信したコンテンツ情報にリス
ト端末７用の簡易コンテンツ情報が付加されているかどうかを判断する（ステップＭ０２
）。
【００４４】
　ここで簡易コンテンツ情報が付加されていた場合、スマートフォン６はリスト端末７が
ブルートゥース規格により接続されていることを確認した上で、付加されていた簡易コン
テンツ情報をリスト端末７に対して転送する（ステップＭ０３）。
【００４５】
　スマートフォン６と接続されたリスト端末７では、スマートフォン６から転送されてき
た簡易コンテンツ情報を受信すると（ステップＣ０１）、付加されているタグ情報に応じ
た報知を伴う表示処理を実行する（ステップＣ０２）。このリスト端末７での表示処理の
詳細については後述する。
【００４６】
　この簡易コンテンツ情報の表示に伴い、リスト端末７では表示したコンテンツ内に、本
来のスマートフォン６向けのコンテンツ情報を表示させる、リダイレクトボタンと称する
操作用のボタンが存在し、且つそのボタンがユーザにタッチ操作されたか否かを判断する
（ステップＣ０３）。
【００４７】
　ここでリダイレクトボタンと称する操作用のボタンが存在しないか、または存在しても
ユーザによりタッチ操作されなかった場合には、以上で一連の処理を一旦終了し、次の簡
易コンテンツ情報の受信に備えるべく、上記ステップＣ０１からの処理に戻る。
【００４８】
　一方、上記ステップＣ０３でリダイレクトボタンと称する操作用のボタンが存在し、且
つそのボタンがユーザにタッチ操作されたと判断した場合、リスト端末７ではスマートフ
ォン６に対してリダイレクト処理を要求する信号を送信した後（ステップＣ０４）、以上
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で一連の処理を一旦終了し、次の簡易コンテンツ情報の受信に備えるべく、上記ステップ
Ｃ０１からの処理に戻る。
【００４９】
　スマートフォン６では、上記ステップＭ０３で簡易コンテンツ情報をリスト端末７に転
送した後、リスト端末７からリダイレクトの要求が送信されてくるのを待機する（ステッ
プＭ０４）。
【００５０】
　そして、リスト端末７からリダイレクトの要求が送信されてくると、上記ステップＭ０
４でそれを判断し、該当するアプリケーションプログラムを自動的に起動し（ステップＭ
０５）、以上で一連の処理を一旦終了すると共に、起動したアプリケーションプログラム
での処理に移行する。
【００５１】
　次に図４を用い、リスト端末７での上記ステップＣ０２における簡易コンテンツ情報の
表示処理に関して説明する。
【００５２】
　この図４における処理は、リスト端末７内でＣＰＵ１１がプログラムメモリ１３から読
出したデータ送受信プログラムに従い、同じくネットワーク１３から読出した各コンテン
ツ情報の表示用アプリケーションプログラムに基づいてメインメモリ１２を用いて実行す
る処理内容を示す。
【００５３】
　その当初にＣＰＵ１１は、予め設定された一定時間、例えば１０［秒］が経過し、コン
テンツ情報のチェックタイミングとなるのを待機する（ステップＣ１０１）。チェックタ
イミングとなったことをＣＰＵ１１がステップＣ１０１で判断すると、次いでプログラム
メモリ１３に保管している、受信した簡易コンテンツ情報の有無をスキャンし、そのうち
の１つを選択した上で（ステップＣ１０２）、選択した簡易コンテンツ情報中に付加され
ている、有効期限を示す時刻情報を、ＣＰＵ１１内部のＲＴＣで計時する現在時刻と比較
し、当該簡易コンテンツ情報が有効期限切れであるか否かを判断する（ステップＣ１０３
）。
【００５４】
　ここで簡易コンテンツ情報中の時刻情報が、ＲＴＣで計時する現在時刻よりも古く、簡
易コンテンツ情報が有効期限切れであると判断した場合、ＣＰＵ１１はその簡易コンテン
ツ情報の受信に関するログ情報を作成して記憶すると共に、簡易コンテンツ情報自体を終
了させるものとして消去する（ステップＣ１１０）。
【００５５】
　その後にＣＰＵ１１は、再度プログラムメモリ１３に他の簡易コンテンツ情報の有無を
スキャンすることで、すべての簡易コンテンツ情報に関する処理を終了したか否かを判断
する（ステップＣ１０８）。
【００５６】
　ここでまだ他にも簡易コンテンツ情報があると判断した場合、ＣＰＵ１１は次の簡易コ
ンテンツ情報を指示した上で（ステップＣ１０９）、再び上記ステップＣ１０３からの処
理に戻る。
【００５７】
　また上記ステップＣ１０３において、選択した簡易コンテンツ情報中に付加されている
、有効期限を示す時刻情報が現在時刻より後であり、当該簡易コンテンツ情報が有効期限
切れではないと判断した場合、ＣＰＵ１１は次に、簡易コンテンツ情報中に付加されてい
る報知の態様を示すタグ情報から、「強制通知」の設定がなされた簡易コンテンツ情報で
あるか否かを判断する（ステップＣ１０４）。
【００５８】
　すなわち本誌実施形態では、報知の態様として、「強制通知」、「ジェスチャー通知」
、及び「時計通知」の３つの態様のいずれかを有するものとする。　
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　ここで「強制通知」は、簡易コンテンツ情報の受信により強制的にこのリスト端末７の
ユーザにコンテンツの着信があったことを報知する。
【００５９】
　また「ジェスチャー通知」は、リスト端末７のユーザによる特定のジェスチャー、例え
ばリスト端末７を装着しているユーザの前腕の軸方向に沿ってリスト端末７を回転させる
ような操作、より具体的にはリスト端末７のユーザがリスト端末７の表示部１４を見るた
めのジェスチャー操作がなされた場合にコンテンツを表示する。
【００６０】
　「時計通知」は、その簡易コンテンツ情報内で設定されている通知時間条件に応じて、
表示部１４で現在時刻と共に表示を行なうと共に、ユーザに対する通知自体は行なわない
。
【００６１】
　上記ステップＣ１０４で簡易コンテンツ情報のタグ情報が「強制通知」ではないと判断
した場合、ＣＰＵ１１は次に、そのタグ情報が上記「時計通知」であるか否かを判断する
（ステップＣ１０５）。
【００６２】
　ここでタグ情報が「時計通知」でもないと判断した場合、ＣＰＵ１１はさらにタグ情報
が「ジェスチャー通知」であるか否かを判断する（ステップＣ１０６）。
【００６３】
　ここでタグ情報が「ジェスチャー通知」でもないと判断した場合には、当該簡易コンテ
ンツ情報は不正なコンテンツ情報であるものとして、ＣＰＵ１１は簡易コンテンツ情報自
体を終了させるものとして消去した後（ステップＣ１０７）、上記ステップＣ１０８の処
理に進む。
【００６４】
　また上記ステップＣ１０６でタグ情報が「ジェスチャー通知」であると判断した場合、
ＣＰＵ１１は次に通知条件が一致したか否か、すなわち簡易コンテンツ情報中で定義され
ている特定のジェスチャ操作に関する情報が、上記３軸加速度センサ１７から検出される
このリスト端末７の操作に応じた検出信号と一致するか否か、その近似度を算出して予め
設定されている近似度のしきい値と比較することにより判断する（ステップＣ１１６）。
【００６５】
　ここで３軸加速度センサ１７からの検出信号が特定のジェスチャ操作に関する情報と近
く、特定のジェスチャー操作がなされたと判断した場合にのみ、ＣＰＵ１１はその簡易コ
ンテンツ情報を、特に報知を行なわない待機扱いのコンテンツとして表示部１４で表示の
み実行させた上で（ステップＣ１１７）、上記ステップＣ１０８の処理に進む。
【００６６】
　図５（Ａ）は、この「ジェスチャー通知」での簡易コンテンツの表示状態を例示する図
である。このときリスト端末７を装着したユーザの前腕が図中に矢印Ｍ１で示すように、
その軸方向を中心として回転するような操作がなされた場合に、通知条件が一致したもの
として、表示部１４で交通情報に関する簡易コンテンツ情報、具体的には電車の乗り換え
情報を表示した例を示す。このとき、他の通知手段、例えば報知部１８によるビープ音の
出力やバイブレータの発生等は上述した如く待機状態であるものとして行なわない。
【００６７】
　なお、上記ステップＣ１１６で３軸加速度センサ１７からの検出信号が特定のジェスチ
ャ操作に関する情報とは遠く、特定のジェスチャー操作がなされていないと判断した場合
、ＣＰＵ１１は上記ステップＣ１１７での簡易コンテンツ情報の表示を行なわずに、その
まま上記ステップＣ１０８の処理に進む。
【００６８】
　また上記ステップＣ１０４で簡易コンテンツ情報のタグ情報が「強制通知」であると判
断した場合、ＣＰＵ１１は次に、簡易コンテンツ情報中で定義されている通知条件が一致
するか否か、例えば簡易コンテンツ情報が「天気情報」であり、且つその情報の内容が「
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雨」または「雪」を含むか否かを判断する（ステップＣ１１１）。
【００６９】
　ここで通知条件が一致したと判断した場合にのみ、ＣＰＵ１１はその簡易コンテンツ情
報を強制通知とし、報知を伴うコンテンツとして表示部１４で表示させる（ステップＣ１
１２）。
【００７０】
　図５（Ｂ）は、この「強制通知」での簡易コンテンツの表示状態を例示する図である。
このときリスト端末７では、報知部１８により強制的にバイブレータ部で振動を発生させ
ることにより、リスト端末７を装着したユーザに対して簡易コンテンツ情報の受信を通知
している。これは、表示部１４で天気情報に関する簡易コンテンツ情報を表示させた場合
を例示するもので、通知条件として天気情報中に「雨」を含んでおり、通知条件が一致し
たため、上記したような強制通知を伴う表示を行なった例を示す。
【００７１】
　なお、上記ステップＣ１１１で通知条件が一致しないと判断した場合、例えば「天気情
報」で「雨」及び「雪」の何れも含まれていないと判断した場合、ＣＰＵ１１は上記ステ
ップＣ１１２での簡易コンテンツ情報の表示を行なわずに、そのまま上記ステップＣ１０
８の処理に進む。
【００７２】
　またこのステップＣ１１１での強制通知に関しては、ユーザが確認後に報知を解除する
ための操作が必須であるものとして、ＣＰＵ１１は予め設定された解除操作、例えば表示
部１４上でタッチパネル１５をタップするなどの操作がなされるのを待機する。
【００７３】
　そして、予め設定された解除操作がなされると、ＣＰＵ１１はステップＣ１３でそれを
判断し、上記ステップＣ１０８の処理に進む。
【００７４】
　さらに上記ステップＣ１０５で簡易コンテンツ情報のタグ情報が「時計通知」であると
判断した場合、ＣＰＵ１１は次に、簡易コンテンツ情報中で定義されている通知条件と一
致するか否か、例えば簡易コンテンツ情報がリスト端末７のユーザの「スケジュール情報
」であり、且つその入力済みのスケジュールが一定時間（ｅｘ．２時間）に迫っているか
否かを判断する（ステップＣ１１４）。
【００７５】
　ここで通知条件が一致したと判断した場合にのみ、ＣＰＵ１１はその簡易コンテンツ情
報を時計通知とし、表示部１４での時計表示中に一部に反映して表示部１４で表示させる
（ステップＣ１１５）。
【００７６】
　図５（Ｃ）は、この「時計通知」での簡易コンテンツの表示状態を例示する図である。
このときリスト端末７では、表示部１４の上部で現在の日付と時刻、及び曜日を表示させ
ると共に、中央から下部にかけて現在とその後のスケジュール「事業戦略会議」の時間軸
と会議予定時刻の範囲とを表示させた場合を例示するもので、通知条件として会議の開始
予定時刻に対して、現在の時刻が例えば２時間以内で通知条件が一致したため、上記した
ような時計通知の表示を行なった例を示す。
【００７７】
　なお、上記ステップＣ１１４で通知条件が一致しないと判断した場合、例えば入力した
スケジュールの開始時刻に比して現在時刻が２時間以上前であるような場合、ＣＰＵ１１
は上記ステップＣ１１７での簡易コンテンツ情報の表示を行なわずに、そのまま上記ステ
ップＣ１０８の処理に進む。
【００７８】
　図６は、表示部１４で表示する各種簡易コンテンツ情報の具体例を例示する図である。
　
　図６（Ａ）は、天気情報の簡易コンテンツ情報の例を示すもので、ここでは「東京都豊
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島区」の天気と予想気温範囲、及び降水確率を表示している。
【００７９】
　図６（Ｂ）は、同じく「天気予報」の簡易コンテンツ情報の例を示すもので、ここでは
注意報や警報に対応して、上述した「リダイレクトボタン」１４Ｂを併せて表示させるこ
とで、スマートフォン６での同天気予報用のアプリケーションの自動起動に移行できるこ
とを、「リダイレクトボタン」１４Ｂ中の文字「スマートフォンで確認」で表示している
。
【００８０】
　この場合、上記図３で説明した如く、上記表示部１４この操作によりリスト端末７から
スマートフォン６に対してリダイレクト要求が送信され、スマートフォン６では「天気情
報」用のアプリケーションを自動的に起動することで、ユーザによってより使い勝手が良
く、煩雑な操作なしに詳細なコンテンツ情報を必要に応じて閲覧することが可能となる。
【００８１】
　図６（Ｃ）は、ユーザが定型行動パターンの規定を行なった場合に提供される、交通情
報、具体的には電車の乗り換え案内の簡易コンテンツ情報を表示した例を示している。表
示部１４の画面下部で、時刻表情報から抽出された次の電車へ乗り換えるまでの残り時間
を表示することで、急ぐ必要があるかどうかを簡易に判断できる。
【００８２】
　図６（Ｄ）は、ＳＮＳで友人の近況を簡易コンテンツ情報として閲覧する場合の表示例
である。
【００８３】
　なお、実施形態では、基本的にネットワーク１を介してコンテンツ加工サーバ３が簡易
コンテンツ情報をスマートフォン６を介してリスト端末７に提供するものとして説明した
が、スマートフォン６内に既にサービスのアプリケーションプログラムがインストールさ
れている場合には、コンテンツ加工サーバ３を経由せず、スマートフォン６内のアプリケ
ーションプログラム自体が簡易コンテンツ情報を作成してリスト端末７へ配信した方が好
適な場合がある。
【００８４】
　代表的な例としては、リアルタイムでナビゲーションを行なうナビゲーションアプリケ
ーションなどが上げられる。　
　図７は、そのようなスマートフォン６内で作成してリスト端末７で表示させる簡易コン
テンツ情報の例を示す。　
　図７（Ａ）は、電車の乗り換え案内のアプリケーションプログラムで、事故により遅延
が生じたため、通常とは異なる経路への乗り換え案内を行なう場合の画面を例示している
。
【００８５】
　図７（Ｂ）は、カーナビゲーションで道路の経路誘導「右折」を行なう場合の画面を例
示している。
【００８６】
　これらのリアルタイム性が求められるアプリケーションプログラムでは、ナビゲーショ
ンのための位置即位やアルゴリズムを伴う判断などをスマートフォン６側で処理した方が
都合が良い。
【００８７】
　そのため、まずスマートフォン６は、基地局５を介してコンテンツサーバ２から直接コ
ンテンツ情報を取得し、取得したコンテンツ情報を元に、スマートフォン６内でラスタラ
イズ等の処理を行なって簡易コンテンツ情報を作成し、作成した簡易コンテンツ情報を即
時リスト端末７へ配信することで、簡易コンテンツ情報の表示が実現できる。
【００８８】
　また、上記ステップＣ１０８ですべての簡易コンテンツ情報に関する処理を終了したと
判断した場合、ＣＰＵ１１は受信した簡易コンテンツ情報に関する処理を一通り終了した
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ものとして、次の簡易コンテンツ情報のチェックタイミングに備えるべく、上記ステップ
Ｃ１０１からの処理に戻る。
【００８９】
　以上詳述した如く本実施形態によれば、スマートフォン等の機能を活かした上でユーザ
の使い勝手を向上し、配信されるコンテンツを効率的且つ確実に取扱うことが可能となる
。
【００９０】
　また上記図７で示したように、あえてネットワーク１との接続を必要とせずにスマート
フォン６で簡易コンテンツ情報を作成してリスト端末７に配信させることにより、特にリ
アルタイム性が要求されるような簡易コンテンツ情報をリスト端末７で表示させることが
可能となる。
【００９１】
　さらに上記実施形態では、簡易コンテンツ情報が閲覧期限を有するものとし、期限を経
過したものに関しては有効期限切れであるものとして表示を行なわないようにしたので、
不必要な簡易コンテンツ情報の出力を自動的に制限し、ユーザの煩雑な操作を省略できる
。
【００９２】
　加えて上記実施形態では、簡易コンテンツ情報の報知形態を、そのコンテンツ自体の種
別に応じて設定可能としたので、ユーザでの使い勝手をより向上できる。
【００９３】
　また上記実施形態では、より詳細なコンテンツ情報が必要である場合にはリスト端末７
からスマートフォン６に、リダイレクト処理と称する、適切なアプリケーションプログラ
ムを自動的に起動させる処理が実行可能としたので、スマートフォン６のユーザに必要な
操作を大幅に簡略化して、より使い勝手を向上できる。
【００９４】
　なお上記実施形態では、スマートフォン６に対してリスト端末７を用いるものとして説
明したが、スマートフォン６のユーザが装着するような端末であれば、リスト端末７に限
らず、例えばメガネ等の上に装着するオーバーグラス型あるいはヘッドマウントディスプ
レイ等の端末装置、衣服の一部に組込んだウェアラブルな端末にも同様に適用可能である
。
【００９５】
　その他、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、上述した実施形態で実行さ
れる機能は可能な限り適宜組み合わせて実施しても良い。上述した実施形態には種々の段
階が含まれており、開示される複数の構成要件による適宜の組み合せにより種々の発明が
抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が削除さ
れても、効果が得られるのであれば、この構成要件が削除された構成が発明として抽出さ
れ得る。
【００９６】
　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。　
　請求項１記載の発明は、第１の端末装置と第２の端末装置とコンテンツ加工サーバ装置
とを含むコンテンツ配信システムにおいて、上記コンテンツ加工サーバ装置は、外部から
提供される上記第１の端末装置用のコンテンツ情報を上記第２の端末装置で出力する必要
性があるか否かを選択する選択手段、上記選択手段で必要性があると選択した上記第１の
端末装置用のコンテンツ情報から上記第２の端末装置用に最適化した簡易コンテンツ情報
を作成するコンテンツ加工手段、及び上記コンテンツ加工手段で作成した簡易コンテンツ
情報を元の上記第１の端末装置用のコンテンツ情報と共に上記第１の端末装置に対して配
信する配信手段を有し、上記第１の端末装置は、上記コンテンツ加工サーバ装置から配信
されたコンテンツ情報を受信する第１の受信手段、上記第１の受信手段で受信したコンテ
ンツ情報に上記簡易コンテンツ情報が付加されているか否かを判断する判断手段、及び上
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記判断手段で簡易コンテンツ情報が付加されていると判断した場合にその簡易コンテンツ
情報を上記第２の端末装置に転送する転送手段を有し、上記第２の端末装置は、上記第１
の端末装置から転送されてきた簡易コンテンツ情報を受信する第２の受信手段、及び上記
第２の受信手段で受信した簡易コンテンツ情報を出力する出力手段を有することを特徴と
する。
【００９７】
　請求項２記載の発明は、上記請求項１記載の発明において、上記第１の端末装置は携帯
情報端末装置であり、上記第２の端末装置は装着型端末装置であることを特徴とする。
【００９８】
　請求項３記載の発明は、上記請求項２記載の発明において、上記携帯情報端末装置は、
予めインストールされているアプリケーションプログラムにより上記装着型端末装置用に
最適化した簡易コンテンツ情報を作成するコンテンツ作成手段をさらに有し、上記携帯情
報端末装置の転送手段は、上記コンテンツ作成手段で作成した簡易コンテンツ情報を上記
装着型端末装置に転送することを特徴とする。
【００９９】
　請求項４記載の発明は、上記請求項２または３記載の発明において、上記簡易コンテン
ツ情報は、出力期限を規定する期限情報を含み、上記装着型端末装置の出力手段は、簡易
コンテンツ情報に含まれる上記期限情報に基づいて上記出力手段での簡易コンテンツ情報
の出力の有無を制御することを特徴とする。
【０１００】
　請求項５記載の発明は、上記請求項２または３記載の発明において、上記コンテンツ加
工サーバ装置のコンテンツ加工手段または上記携帯情報端末装置のコンテンツ作成手段は
、上記携帯情報端末装置用のコンテンツ情報の種別に応じた報知形態を指定するタグ情報
を簡易コンテンツ情報中に含ませ、上記装着型端末装置の出力手段は、簡易コンテンツ情
報に含まれるタグ情報に基づいた報知形態で簡易コンテンツ情報を出力することを特徴と
する。
【０１０１】
　請求項６記載の発明は、上記請求項２または３記載の発明において、上記コンテンツ加
工サーバ装置のコンテンツ加工手段または上記携帯情報端末装置のコンテンツ作成手段は
、上記携帯情報端末装置用のコンテンツ情報の再生を指示するタグ情報を簡易コンテンツ
情報中に含ませ、上記装着型端末装置の出力手段は、簡易コンテンツ情報に含まれるタグ
情報に基づいて上記携帯端末装置用のコンテンツ情報の再生の指示を促す出力を行ない、
上記装着型端末装置は、上記携帯情報端末装置用のコンテンツ情報の再生の指示を受付け
て上記携帯情報端末装置にコンテンツ情報の再生を要求する再生要求手段をさらに有し、
上記携帯情報端末装置は、上記再生要求手段での要求に応答し、対応するアプリケーショ
ンプログラムを起動して上記コンテンツ情報を再生する自動再生手段をさらに有したこと
を特徴とする。
【０１０２】
　請求項７記載の発明は、携帯情報端末装置及びこの携帯情報端末装置と接続可能な装着
型端末装置にコンテンツを提供するサーバ装置であって、外部から提供される上記携帯情
報端末装置用のコンテンツ情報を上記装着型端末装置で出力する必要性があるか否かを選
択する選択手段と、上記選択手段で必要性があると選択した上記携帯情報端末装置用のコ
ンテンツ情報から上記装着型端末装置用に最適化した簡易コンテンツ情報を作成するコン
テンツ加工手段と、上記コンテンツ加工手段で作成した簡易コンテンツ情報を元の上記携
帯情報端末装置用のコンテンツ情報と共に上記携帯情報端末装置に対して配信する配信手
段とを備えたことを特徴とする。
【０１０３】
　請求項８記載の発明は、携帯情報端末装置と接続可能な装着型端末装置であって、上記
携帯情報端末装置から転送されてくる、上記携帯情報端末装置用のコンテンツ情報から作
成され、装着型端末装置用に最適化された簡易コンテンツ情報を受信する受信手段と、上
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る。
【０１０４】
　請求項９記載の発明は、携帯情報端末装置及び携帯情報端末装置と接続可能な装着型端
末装置にコンテンツを提供するサーバ装置が実行するプログラムであって、上記サーバ装
置を、外部から提供される上記携帯情報端末装置用のコンテンツ情報を上記装着型端末装
置で出力する必要性があるか否かを選択する選択手段、上記選択手段で必要性があると選
択した上記携帯情報端末装置用のコンテンツ情報から上記装着型端末装置用に最適化した
簡易コンテンツ情報を作成するコンテンツ加工手段、及び上記コンテンツ加工手段で作成
した簡易コンテンツ情報を元の上記携帯情報端末装置用のコンテンツ情報と共に上記携帯
情報端末装置に対して配信する配信手段として機能させることを特徴とする。
【０１０５】
　請求項１０記載の発明は、携帯情報端末装置と接続可能な装着型端末装置が内蔵したコ
ンピュータが実行するプログラムであって、上記コンピュータを、上記携帯情報端末装置
から転送されてくる、上記携帯端末装置用のコンテンツ情報から作成され、装着型端末装
置用に最適化された簡易コンテンツ情報を受信する受信手段、及び上記受信手段で受信し
た簡易コンテンツ情報を出力する出力手段として機能させることを特徴とする。
【符号の説明】
【０１０６】
　１…ネットワーク、２…コンテンツサーバ、３…コンテンツ加工サーバ、４…アクセス
ポイント（ＡＰ）、５…基地局、６…スマートフォン、７…リスト端末、１１…ＣＰＵ、
１２…メインメモリ、１３…プログラムメモリ、１４…表示部、１４Ｂ…リダイレクトボ
タン、１５…タッチパネル、１６…無線ＬＡＮ通信部、１７…３軸加速度センサ、１８…
報知部、１９…ブルートゥース通信部、２０…無線ＬＡＮアンテナ、２１…ブルートゥー
スアンテナ、Ｂ…バス。
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】

【図７】
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