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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの入力動作を検出するセンサ部と、
　前記センサ部により検出された前記入力動作に応じて、所定の状態であるか否かを判定
し、判定された状態に応じた振動信号情報を生成する制御部と、
　対応する他の情報処理装置に、前記制御部により生成された前記振動信号情報を送信す
る通信部と、
　通知部と、
を備え、
　前記センサ部は前記ユーザの状態を検出し、
　前記制御部は、前記他の情報処理装置に対応する他のユーザに、前記センサ部により検
出された前記ユーザの状態を通知するための第１の状態信号情報を生成し、
　前記通信部は、前記第１の状態信号情報を前記他の情報処理装置に送信し、
　前記通知部は、前記通信部により前記他の情報処理装置から前記他のユーザの状態に応
じて生成された第２の状態信号情報が受信された場合、前記第２の状態信号情報に応じて
前記他のユーザの状態を示す情報を前記ユーザに通知し、前記通信部により前記第１の状
態信号情報が送信された後に前記通信部により前記他の情報処理装置から前記他のユーザ
の入力動作に応じて生成された他の振動信号情報が受信された場合、前記ユーザの状態を
示す情報を前記ユーザに通知する、情報処理装置。
【請求項２】
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　前記制御部は、前記センサ部により検出された前記入力動作が所定の入力動作であるか
否かを判定し、前記ユーザの前記入力動作が前記所定の入力動作であると判定された場合
に、前記振動信号情報を生成する、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記所定の入力動作は、前記ユーザが前記情報処理装置を叩く動作であり、
　前記制御部は、前記センサ部により検出された振動に基づいて、前記ユーザの前記入力
動作が前記所定の入力動作であるか否かを判定する、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記情報処理装置は、振動部をさらに備え、
　前記振動部は、前記通信部により前記他の情報処理装置から前記他のユーザの入力動作
に応じて生成された他の振動信号情報が受信された場合、前記他の振動信号情報に応じて
振動する、請求項１～３のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記振動部は、前記通信部により前記他の振動信号情報が受信された場合、所定の振動
パターンで振動する、請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記情報処理装置は、前記センサ部により検出された前記ユーザの状態を記憶する記憶
部をさらに備え、
　前記振動部は、前記記憶部に記憶された前記ユーザの状態と同一または類似の状態が前
記センサ部により検出された場合に振動する、請求項４または５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記情報処理装置は、通知部をさらに備え、
　前記センサ部は、前記情報処理装置が前記ユーザに装着されているか否かを検出し、
　前記通知部は、前記通信部により前記他の振動信号情報が受信された場合に前記センサ
部により前記情報処理装置が前記ユーザに装着されていないと検出された場合、前記他の
振動信号情報が受信されたことを示す情報を前記ユーザに通知する、請求項４～６のいず
れか一項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記センサ部により検出された振動パターンを示す第１の振動パターン
情報を生成し、
　前記通信部は、前記他の情報処理装置において生成された第２の振動パターン情報を受
信する、請求項１～７のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記情報処理装置は、通知部をさらに備え、
　前記制御部は、前記第１の振動パターン情報が示す振動パターンと前記第２の振動パタ
ーン情報が示す振動パターンとが一致するか否かを判定し、
　前記通知部は、前記制御部による判定結果を前記ユーザに通知する、請求項８に記載の
情報処理装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記第１の振動パターン情報が示す振動パターンが、第３の振動パター
ンと一致するか否かを判定し、
　前記通信部は、前記他のユーザに前記制御部による判定結果を通知するために、前記判
定結果を前記他の情報処理装置に送信する、請求項８または９に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、前記第１の振動パターン情報が示す振動パターンが、第４の振動パター
ンと一致するか否かを判定し、
　前記通信部は、前記制御部による判定結果に対応する出力を前記他の情報処理装置に出
力させるために、前記判定結果を前記他の情報処理装置に送信する、請求項８～１０のい
ずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
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　前記情報処理装置は、前記他の情報処理装置とは異なる他の情報処理装置に対応付くよ
う設定する設定部をさらに備える、請求項１～１１のいずれか一項に記載の情報処理装置
。
【請求項１３】
　第１の情報処理装置と、
　前記第１の情報処理装置に対応付けられた第２の情報処理装置と、
を備え、
　前記第１の情報処理装置は、
　第１のユーザの入力動作を検出するセンサ部と、
　前記センサ部により検出された前記入力動作に応じて、所定の状態であるか否かを判定
し、判定された状態に応じた振動信号情報を生成する制御部と、
　前記第２の情報処理装置に、前記制御部により生成された前記振動信号情報を送信する
通信部と、
　通知部と、
を有し、
　前記センサ部は前記第１のユーザの状態を検出し、
　前記制御部は、前記第２の情報処理装置に対応する他のユーザに、前記センサ部により
検出された前記第１のユーザの状態を通知するための第１の状態信号情報を生成し、
　前記通信部は、前記第１の状態信号情報を前記第２の情報処理装置に送信し、
　前記通知部は、前記通信部により前記第２の情報処理装置から前記他のユーザの状態に
応じて生成された第２の状態信号情報が受信された場合、前記第２の状態信号情報に応じ
て前記他のユーザの状態を示す情報を前記ユーザに通知し、前記通信部により前記第１の
状態信号情報が送信された後に前記通信部により前記第２の情報処理装置から前記他のユ
ーザの入力動作に応じて生成された他の振動信号情報が受信された場合、前記第１のユー
ザの状態を示す情報を前記第１のユーザに通知し、
　前記第２の情報処理装置は、
　前記第１の情報処理装置から前記振動信号情報を受信する通信部と、
　前記通信部により受信された前記振動信号情報に応じて振動する振動部と、
を有する、情報処理システム。
【請求項１４】
　ユーザの入力動作を検出することと、
　検出された前記入力動作に応じて、所定の状態であるか否かを判定し、判定された状態
に応じた振動信号情報を生成することと、
　対応する他の情報処理装置に、生成された前記振動信号情報を送信することと、
　通知することと、
を備え、
　前記検出することは、前記ユーザの状態を検出することを含み、
　前記生成することは、前記他の情報処理装置に対応する他のユーザに、検出された前記
ユーザの状態を通知するための第１の状態信号情報を生成することを含み、
　前記送信することは、前記第１の状態信号情報を前記他の情報処理装置に送信すること
を含み、
　前記通知することは、前記他の情報処理装置から前記他のユーザの状態に応じて生成さ
れた第２の状態信号情報が受信された場合、前記第２の状態信号情報に応じて前記他のユ
ーザの状態を示す情報を前記ユーザに通知すること、及び前記第１の状態信号情報が送信
された後に前記他の情報処理装置から前記他のユーザの入力動作に応じて生成された他の
振動信号情報が受信された場合、前記ユーザの状態を示す情報を前記ユーザに通知するこ
とを含む、情報処理方法。
【請求項１５】
　コンピュータを、
　ユーザの入力動作を検出するセンサ部と、
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　前記センサ部により検出された前記入力動作に応じて、所定の状態であるか否かを判定
し、判定された状態に応じた振動信号情報を生成する制御部と、
　対応する他の情報処理装置に、前記制御部により生成された前記振動信号情報を送信す
る通信部と、
　通知部と、
として機能させ、
　前記センサ部は前記ユーザの状態を検出し、
　前記制御部は、前記他の情報処理装置に対応する他のユーザに、前記センサ部により検
出された前記ユーザの状態を通知するための第１の状態信号情報を生成し、
　前記通信部は、前記第１の状態信号情報を前記他の情報処理装置に送信し、
　前記通知部は、前記通信部により前記他の情報処理装置から前記他のユーザの状態に応
じて生成された第２の状態信号情報が受信された場合、前記第２の状態信号情報に応じて
前記他のユーザの状態を示す情報を前記ユーザに通知し、前記通信部により前記第１の状
態信号情報が送信された後に前記通信部により前記他の情報処理装置から前記他のユーザ
の入力動作に応じて生成された他の振動信号情報が受信された場合、前記ユーザの状態を
示す情報を前記ユーザに通知する、プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、リストバンド型情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法及びプログ
ラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、モバイル端末の普及やネットワーク技術の高度化に伴い、ネットワークを介した
コミュニケーションを行う機会が増加している。そこで、ネットワークを利用したより多
様なコミュニケーションを実現するための技術が開発されている。
【０００３】
　例えば、下記特許文献１では、触覚刺激による言葉を用いないコミュニケーションを可
能にする情報処理装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－３２８２７０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、上記特許文献１に記載された技術では、通信を行うための通信装置を別途必要
とするなど、気軽にコミュニケーションを取り合うことは困難であった。
【０００６】
　そこで、本開示では、より気軽で親密なコミュニケーションを実現することが可能な、
新規かつ改良されたリストバンド型情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法及び
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、ユーザの手首に装着するバンド部と、前記ユーザの動作を検出するセ
ンサ部と、前記センサ部により検出された前記動作に応じて、対応付けられた他のリスト
バンド型情報処理装置を振動させるための第１の振動信号を生成する振動信号生成部と、
前記他のリストバンド型情報処理装置に、前記振動信号生成部により生成された前記第１
の振動信号を送信する通信部と、を備えるリストバンド型情報処理装置が提供される。
【０００８】
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　また、本開示によれば、第１のリストバンド型情報処理装置と、前記第１のリストバン
ド型情報処理装置に対応付けられた第２のリストバンド型情報処理装置と、を備え、前記
第１のリストバンド型情報処理装置は、第１のユーザの手首に装着するバンド部と、前記
第１のユーザの動作を検出するセンサ部と、対応付けられた他の前記第２のリストバンド
型情報処理装置を振動させるための第１の振動信号を生成する振動信号生成部と、前記第
２のリストバンド型情報処理装置に、前記振動信号生成部により生成された前記第１の振
動信号を送信する通信部と、を有し、前記第２のリストバンド型情報処理装置は、第２の
ユーザの手首に装着するバンド部と、前記第１のリストバンド型情報処理装置から前記第
１の振動信号を受信する通信部と、前記通信部により受信された前記第１の振動信号に応
じて振動する振動部と、を有する、情報処理システムが提供される。
【０００９】
　また、本開示によれば、ユーザの動作を検出することと、検出された前記動作に応じて
、対応付けられた他のリストバンド型情報処理装置を振動させるための第１の振動信号を
生成することと、前記他のリストバンド型情報処理装置に、生成された前記第１の振動信
号を送信することと、を備える情報処理方法が提供される。
【００１０】
　また、本開示によれば、コンピュータを、ユーザの動作を検出するセンサ部と、前記セ
ンサ部により検出された前記動作に応じて、対応付けられた他のリストバンド型情報処理
装置を振動させるための第１の振動信号を生成する振動信号生成部と、前記他のリストバ
ンド型情報処理装置に、前記振動信号生成部により生成された前記第１の振動信号を送信
する通信部と、として機能させるためのプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　以上説明したように本開示によれば、より気軽で親密なコミュニケーションを実現する
ことが可能である。なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とと
もに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書
から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本開示の一実施形態に係る通信システムの概要を示す説明図である。
【図２】本開示の一実施形態に係るリストバンド型端末の外観構成の一例を示す図である
。
【図３】本開示の一実施形態に係るリストバンド型端末の外観構成の一例を示す図である
。
【図４】本開示の一実施形態に係るリストバンド型端末の内部構成を示す説明図である。
【図５】第１の実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図６】第２の実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図７】第２の実施形態に係るリストバンド型端末の動作を示すフローチャートである。
【図８】第３の実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図９】第３の実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図１０】第３の実施形態に係るリストバンド型端末の動作を示すフローチャートである
。
【図１１】第４の実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図１２】第４の実施形態に係るリストバンド型端末の動作を示すフローチャートである
。
【図１３】第５の実施形態に係るリストバンド型端末の概要を示す図である。
【図１４】第５の実施形態に係るリストバンド型端末の動作を示すフローチャートである
。
【図１５】第６の実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図１６】第６の実施形態に係るリストバンド型端末の動作を示すフローチャートである
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。
【図１７】第６の実施形態に係るリストバンド型端末による振動パターン情報の比較を説
明するための図である。
【図１８】第７の実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図１９】第７の実施形態に係るリストバンド型端末の動作を示すフローチャートである
。
【図２０】第７の実施形態に係るリストバンド型端末の動作を示すフローチャートである
。
【図２１】第８の実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図２２】第８の実施形態に係るリストバンド型端末による出力パターンの選択を説明す
るための図である。
【図２３】第８の実施形態に係るリストバンド型端末の動作を示すフローチャートである
。
【図２４】第８の実施形態に係るリストバンド型端末におけるパターンＩＤの設定を説明
するための図である。
【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．本開示の一実施形態に係る通信システムの概要
　２．実施形態
　　２－１．基本構成
　　　２－１－１．外観構成
　　　２－１－２．内部構成
　　２－２．各実施形態
　　　２－２－１．第１の実施形態
　　　２－２－２．第２の実施形態
　　　２－２－３．第３の実施形態
　　　２－２－４．第４の実施形態
　　　２－２－５．第５の実施形態
　　　２－２－６．第６の実施形態
　　　２－２－７．第７の実施形態
　　　２－２－８．第８の実施形態
　３．まとめ
【００１５】
　＜１．本開示の一実施形態に係る通信システムの概要＞
　通常、遠隔地にいる人とは、携帯電話やスマートフォンなどのモバイル端末を用いた、
音声通話やビデオ通話によるコミュニケーションが行われる。しかし、このようなコミュ
ニケーションには、気軽に行うことが困難な場合があるという問題があった。例えば、モ
バイル端末により電話するためには、電話番号を入力して電話をかける動作や、スピーカ
を耳に当てマイクを口元に当てる動作を要する上に、不在で繋がらない場合がある。また
、そもそも話題がない場合には電話を掛け辛い。さらに、電話を受ける者にとっても、ポ
ケットや鞄等からモバイル端末を取り出したり、作業を中断したり、電話することが可能
な静かな場所に移動したりすることを要する。
【００１６】
　また、上記特許文献１に記載の技術では、触覚刺激を入出力する装置を手に持ったり、
通信を行うための通信装置を別途必要としたりするなど、気軽なコミュニケーションを取
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りあうことは困難であった。さらに、上記特許文献１に記載の技術では、上記モバイル端
末によるコミュニケーションの問題点は何ら解決されない。
【００１７】
　そこで、上記事情を一着眼点にして本開示の一実施形態に係る通信システムを創作する
に至った。本開示の一実施形態に係る通信システムは、より気軽で親密なコミュニケーシ
ョンを実現することが可能である。より具体的には、本開示の一実施形態に係る通信シス
テムは、特定の相手と、抵抗感なく、頻繁に挨拶程度のコミュニケーションをすることを
可能にする。以下、図１を参照して、本開示の一実施形態に係る通信システムの概要を説
明する。
【００１８】
　図１は、本開示の一実施形態に係る通信システムの概要を示す説明図である。図１に示
すように、ユーザ９－１はリストバンド型端末（第１のリストバンド型情報処理装置）１
－１を手首に装着しており、ユーザ９－２はリストバンド型端末１－２（第２のリストバ
ンド型情報処理装置）を手首に装着している。ここで、ユーザ９－１は父親であり、ユー
ザ９－２はその娘であるとする。なお、リストバンド型端末１－１とリストバンド型端末
１－２とを特に区別する必要がない場合、リストバンド型端末１と総称する。
【００１９】
　例えば、父親（ユーザ９－１）が単身赴任中に娘（ユーザ９－２）に朝の挨拶をする場
合を想定する。この場合、図１Ａに示すように、ユーザ９－１は、リストバンド型端末１
－１をとんとん叩く。以下、このような入力動作をとんとん入力とも称する。とんとん入
力は、叩く動作以外にも、押す、なでるなど、ユーザの動作によって装置への振動、圧力
、もしくは接触等を生じさせる入力方法をいう。リストバンド型端末１－１は、リストバ
ンド型端末１－２と予め対応付けられており、とんとん叩かれたことをリストバンド型端
末１－２に送信して、リストバンド型端末１－２を振動させる。これにより、ユーザ９－
２は、ユーザ９－１により手首をとんとん叩かれたような感触を覚え、ユーザ９－１から
朝の挨拶を受けたことを体感することができる。以下、このような振動をとんとん振動と
も称する。
【００２０】
　ここで、ユーザ９－１は、電話番号を入力して電話をかける動作や、スピーカを耳に当
てマイクを口元に当てる動作を行うことなく、単にリストバンド型端末１－１をとんとん
叩くだけで、ユーザ９－２とコミュニケーションを取ることができる。また、手首に装着
したリストバンド型端末１－２は振動するのみであるため、ユーザ９－２は、ポケットや
鞄等からモバイル端末を取り出したり、作業を中断したり、静かな場所に移動したりする
必要が無い。さらに、リストバンド型端末１－１、１－２は、手首に装着され、単体で通
信可能であるため、触覚刺激を入出力する装置を手に持ったり、通信を行うための通信装
置を別途携行したりする必要が無い。また、話題がなくともコミュニケーション可能であ
る。このように、本実施形態に係る通信システムは、気軽なコミュニケーションを実現す
ることができる。
【００２１】
　また、娘（ユーザ９－２）が休日や放課後に外出中に、休日出勤や残業中の父親（ユー
ザ９－１）の体調を気遣う場面を想定する。この場合、図１Ｂに示すように、ユーザ９－
２は、リストバンド型端末１－２をとんとん叩く。リストバンド型端末１－２は、リスト
バンド型端末１－１と予め対応付けられており、とんとん叩かれたことをリストバンド型
端末１－１に送信する。これにより、リストバンド型端末１－１は振動するので、ユーザ
９－１は、ユーザ９－２により手首をとんとん叩かれたような感触を覚え、ユーザ９－２
から体調を気遣われたことを体感することができる。もちろん、ユーザ９－１は、リスト
バンド型端末１－１をとんとん叩くことで、ユーザ９－２に対して元気であることを返答
として伝えることができる。
【００２２】
　このように、本実施形態に係る通信システムは、とんとん振動を伝え合うコミュニケー
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ションを、ユーザが互いに離れていても実現することができる。ここで、家族同士や恋人
同士、親しい友人同士では、日常、触れ合うことにより親密さを表現している。本実施形
態に係る通信システムでは、実際に触れ合う場合と同様に、一方のユーザはとんとん叩き
、他方のユーザはとんとん叩かれたような感触を覚えるため、叩く方にとっても叩かれる
方にとっても、親密なコミュニケーションを体感することができる。さらに、ユーザ９は
、リストバンド型端末１をとんとん叩くだけで、相手とコミュニケーションを取ることが
できるため、大切な相手と常に繋がっている感覚を得ることができる。なお、本実施形態
に係る通信システムによる、このようなとんとん振動を伝え合うコミュニケーションを、
とんとん通信とも称する。
【００２３】
　本実施形態に係る通信システムは、上記図１を参照して説明した以外にも、多様な場面
で使用され得る。例えば、兄弟や姉妹の間で、一方が家族と離れて一人で遠出したり宿泊
したりするときに、「がんばれ」「大丈夫」といった気持を伝え合うことができる。また
、祖父母と孫、離れた場所で暮らしている従兄弟、従姉妹との間で、気軽に親密なコミュ
ニケーションを取ることができる。また、親子の間で、「そろそろ帰ってきなさい」「ご
飯の時間ですよ」などといった日常の合図を気軽に行うことができる。また、カップルの
間で使われてもよいし、１対多数の間で使われてもよい。
【００２４】
　以上、本開示の一実施形態に係る通信システムの概要を説明した。続いて、図２～図２
４を参照して、各実施形態について詳細に説明する。
【００２５】
　＜２．実施形態＞
　［２－１．基本構成］
　［２－１－１．外観構成］
　まず、図２、図３を参照して、本開示の各実施形態で共通するリストバンド型端末１の
外観構成の一例を説明する。
【００２６】
　図２は、本開示の一実施形態に係るリストバンド型端末１の外観構成の一例を示す図で
ある。図２に示すように、本実施形態に係るリストバンド型端末１は、一例として、時計
２、ＬＥＤ３－１～３－６、およびバンド部４を有する。なお、ＬＥＤ３－１～３－６を
特に区別する必要が無い場合、ＬＥＤ３と総称する。
【００２７】
　バンド部４は、例えば皮革や金属、繊維、ゴムなどの腕時計用バンドと同様に形成され
る。リストバンド型端末１は、バンド部４によりユーザの手首に装着される。
【００２８】
　時計２は、現在時刻を表示する機能を有する。また、リストバンド型端末１は、振動セ
ンサや圧力センサを有しており、ユーザは、時計２の領域をとんとん叩くことで、とんと
ん振動を対応付けられた他のリストバンド型端末１を装着した他のユーザ（以下、単に相
手とも称する）に伝えることができる。リストバンド型端末１は、携帯電話やスマートフ
ォン等を所有しない低年齢の子供が使用することが想定される。図２に示すアナログ式の
時計２は、子供の知育に有効である。また、リストバンド型端末１がＧＰＳ（Ｇｌｏｂａ
ｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）機能を有していれば、子供の安全確認にも
有効である。一方、親は、単に振動センサや圧力センサなど、とんとん振動を子供に伝え
るためだけの、時計２等を有さない装置を使用してもよい。
【００２９】
　ＬＥＤ３は、相手の行動や感情、周囲の環境などの状態を示す情報を、ユーザに通知す
る機能を有する。例えば、リストバンド型端末１は、ＬＥＤ３－１により相手が喫煙して
いることを、ＬＥＤ３－２により相手が車に乗っていることを、ＬＥＤ３－３により相手
が電車に乗っていることを、ユーザに通知する。また、リストバンド型端末１は、ＬＥＤ
３－５により相手が悲しんでいることを、ＬＥＤ３－６により相手が喜んでいることを、
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ユーザに通知する。例えば、図２に示した例では、ＬＥＤ３－２およびＬＥＤ３－６が点
灯しているので、ユーザは、相手が車に乗っており、且つ喜んでいることを知る。このよ
うに、ユーザは、ＬＥＤ３により相手の状態を知ることができるため、相手の状況に応じ
て、「挨拶する」、「励ます」、「喫煙し過ぎに注意を促す」などの気持ちを込めてとん
とん振動を相手に伝えることができる。
【００３０】
　また、ＬＥＤ３は、リストバンド型端末１の状態をユーザに通知する機能も有する。例
えば、リストバンド型端末１は、ＬＥＤ３－４により、電池残量をユーザに通知する。
【００３１】
　以上、リストバンド型端末１の外観構成の一例を説明した。続いて、図３を参照して、
リストバンド型端末１の外観構成の他の一例を説明する。
【００３２】
　図３は、本開示の一実施形態に係るリストバンド型端末１の外観構成の一例を示す図で
ある。図３に示すように、本実施形態に係るリストバンド型端末１は、一例として、バン
ド部４、および表示部５を有する。
【００３３】
　表示部５は、上記説明したＬＥＤ３と同様に、相手の行動や感情、周囲の環境などの状
態を示す情報を、ユーザに通知する機能を有する。例えば、表示部５は、アバター６の表
情や動作などによりこれらの情報をユーザに通知する。図３に示した例では、相手が喫煙
中であることをユーザに通知している。ユーザは、表示部５の領域をとんとん叩くことで
、とんとん振動を相手に伝えることができる。
【００３４】
　なお、リストバンド型端末１は、複数の相手と対応付けられていてもよい。例えば、リ
ストバンド型端末１は、複数のアバター６を表示部５に表示することにより、複数の相手
の状態をユーザに通知してもよい。また、リストバンド型端末１は、リストバンド型端末
１を装着しているユーザ自身の状態を、ユーザを示すアバター６により表示してもよい。
【００３５】
　また、図３に示すように、表示部５は、電池残量や電波強度、時間などを示す情報を、
ユーザに通知してもよい。
【００３６】
　以上、リストバンド型端末１の外観構成の一例を説明した。続いて、図４を参照して、
本開示の各実施形態で共通するリストバンド型端末１の内部構成を説明する。
【００３７】
　［２－１－２．内部構成］
　図４は、本開示の一実施形態に係るリストバンド型端末１の内部構成を示す説明図であ
る。図４に示すように、リストバンド型端末１－１は、Ｉ／Ｆ１１、設定部１２、センサ
部１３、Ａ／Ｄ変換部１４、制御部１５、振動部１６、通知部１７、記憶部１８、および
通信部１９を有する。リストバンド型端末１－１（リストバンド型情報処理装置）は、リ
ストバンド型端末１－２（他のリストバンド型情報処理装置）と対応付けられており、リ
ストバンド型端末１－２ととんとん通信する。リストバンド型端末１－１を装着する者を
ユーザ、リストバンド型端末１－２を装着する者を相手とも称する。なお、リストバンド
型端末１－２の内部構成は、リストバンド型端末１－１と同一である。
【００３８】
　（Ｉ／Ｆ１１）
　Ｉ／Ｆ１１は、リストバンド型端末１を他の情報処理装置に接続するための接続装置で
ある。Ｉ／Ｆ１１は、例えばＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）コネ
クタ等により実現され、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）やノートＰＣなど
に接続される。
【００３９】
　（設定部１２）
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　設定部１２は、リストバンド型端末１－１がとんとん通信を行う相手を設定する機能を
有する。具体的には、設定部１２は、Ｉ／Ｆ１１を介したユーザ入力に応じて、リストバ
ンド型端末１－２とは異なる他のリストバンド型端末１に対応付くよう設定する機能を有
する。例えば、設定部１２は、相手の電話番号を設定する。これにより、ユーザは、複数
の相手を切り替えながら、とんとん通信を行うことができる。
【００４０】
　（センサ部１３）
　センサ部１３は、ユーザの動作や感情などの状態を取得する機能を有する。例えば、セ
ンサ部１３は、カメラ、マイク、ＧＰＳ、赤外線センサ、照度センサ、振動センサ、圧力
センサ、気温計、湿度計、気圧計、時計、ジャイロセンサ、加速度センサまたはタッチセ
ンサなどにより実現される。また、センサ部１３は、発汗を感知する電気皮膚反応センサ
、筋電を感知する筋電センサ、神経の電気信号を感知する神経センサ、脈拍計、体温計な
どの、ユーザの生体情報を感知するセンサを含んでいてもよい。センサ部１３は、振動セ
ンサ、圧力センサ、タッチセンサなどにより、リストバンド型端末１へのユーザによると
んとん入力（ユーザの動作）を検出する。他にも、センサ部１３は、バンド部４の内側に
設けられたタッチセンサや照度センサ、体温計、脈拍計により、リストバンド型端末１－
１がユーザに装着されているか否かを検出する。センサ部１３は、センシング結果を示す
情報をＡ／Ｄ変換部１４に出力する。
【００４１】
　（Ａ／Ｄ変換部１４）
　Ａ／Ｄ変換部１４は、アナログ電気信号をデジタル電気信号に変換する電気回路である
。Ａ／Ｄ変換部１４は、センサ部１３から出力されたセンシング結果を示すアナログ信号
をデジタル信号に変換して出力する。
【００４２】
　（制御部１５）
　制御部１５は、演算処理装置および制御装置として機能し、各種プログラムに従ってリ
ストバンド型端末１－１内の動作全般を制御する。制御部１５は、例えばＣＰＵ（Ｃｅｎ
ｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、マイクロプロセッサによって実現される
。なお、制御部１５は、使用するプログラムや演算パラメータ等を記憶するＲＯＭ（Ｒｅ
ａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、および適宜変化するパラメータ等を一時記憶するＲＡ
Ｍ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）を含んでいてもよい。
【００４３】
　図４に示すように、制御部１５は、パターン判定部１５１、動作判定部１５２、状態判
定部１５３、振動パターン生成部１５４、状態信号生成部１５５、および振動信号生成部
１５６として機能する。
【００４４】
　　・動作判定部１５２
　動作判定部１５２は、センサ部１３により検出された動作が所定の動作であるか否かを
判定する機能を有する。より具体的には、動作判定部１５２は、センサ部１３により検出
された振動に基づいて、ユーザの動作が、とんとん入力であるか否かを判定する。例えば
、動作判定部１５２は、振動の強さや周期のパターンを記憶しておき、センサ部１３によ
り得られた振動波形の振幅が閾値を超えているか、周期のパターンが記憶されたパターン
に合致するか否か等に基づいて、とんとん入力であるか否かを判定する。動作判定部１５
２は、ユーザの意図しない動作による振動と、意図したとんとん入力とを区別することが
できるため、誤動作を防止することができる。
【００４５】
　　・振動信号生成部１５６
　振動信号生成部１５６は、センサ部１３により検出されたとんとん入力に応じて、対応
付けられたリストバンド型端末１－２を振動させるための振動信号（第１の振動信号）を
生成する機能を有する。より詳しくは、振動信号生成部１５６は、動作判定部１５２によ
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りユーザの動作がとんとん入力であると判定された場合に、振動信号を生成する。振動信
号生成部１５６により生成された振動信号は、リストバンド型端末１－２に送信され、相
手にとんとん振動が伝えられる。
【００４６】
　なお、振動信号は、リストバンド型端末１－１がとんとん入力により受けた振動を表現
する振動波形であってもよいし、単にとんとん動作が検出されたことを示す情報（フラグ
）であってもよい。振動信号が振動波形である場合、リストバンド型端末１－２は振動波
形に基づき振動するので、相手に対してユーザの叩くリズムや強弱がそのまま伝わる。振
動信号が単にとんとん動作が検出されたことを示す情報である場合、相手には予め設定さ
れた振動パターンによるとんとん振動が伝えられる。この場合、送信する情報が少ないの
で、相手に対して迅速にとんとん振動が伝わる。
【００４７】
　　・状態判定部１５３
　状態判定部１５３は、センサ部１３により検出された状態が所定の状態であるか否かを
判定する機能を有する。より具体的には、状態判定部１５３は、センサ部１３により取得
された振動や傾き、音、脈拍などに基づいて、「立ち止まっている」「座っている」「歩
いている」「走っている」「ジャンプしている」「自転車に乗っている」「電車に乗って
いる」「バスに乗っている」「立ってリストバンド型端末１を操作している」「座ってリ
ストバンド型端末１を操作している」、「リストバンド型端末１を外している」といった
状態に該当するか否かを判定する。
【００４８】
　他にも、状態判定部１５３は、センサ部１３により取得された気圧に基づいて、「エレ
ベーターで昇降している」「エスカレーターで昇降している」といった状態に該当するか
否かを判定する。状態判定部１５３は、センサ部１３により取得された体温や脈拍に基づ
いて、「喜んでいる」「悲しんでいる」「興奮している」「焦っている」といった感情や
、「リラックスしている」「風邪を引いている」といった体調に該当するか否かを判定す
る。状態判定部１５３は、センサ部１３により取得された位置情報に基づいて、「自宅に
いる」「職場にいる」といった状態に該当するか否かを判定する。状態判定部１５３は、
センサ部１３により取得された時間情報に基づいて、「寝ている」「朝食をとっている」
といった状態に該当するか否かを判定する。状態判定部１５３は、センサ部１３により取
得された気温や湿度に基づいて、「暑い場所にいる」「寒い場所にいる」「屋外にいる」
といった状態に該当するか否かを判定する。
【００４９】
　また、リストバンド型端末１がユーザの利き手に装着されている場合、状態判定部１５
３は、利き手の加速度に基づいて「字を書いている」「キーボードを打っている」といっ
た状態に該当するか否かを判定する。さらに、状態判定部１５３は、書き順を判定してユ
ーザが書いている文字を具体的に特定してもよい。また、状態判定部１５３は、利き手が
口元とテーブル等との間を行き来していることに基づいて、「喫煙している」「飲酒して
いる」といった状態に該当するか否かを判定してもよい。
【００５０】
　　・状態信号生成部１５５
　状態信号生成部１５５は、リストバンド型端末１－２を装着した相手に対して、センサ
部１３により検出されたユーザの状態を通知するための状態信号（第１の状態信号）を生
成する機能を有する。より詳しくは、状態信号生成部１５５は、状態判定部１５３により
判定された状態を示す状態信号を生成する。状態信号生成部１５５により生成された状態
信号は、リストバンド型端末１－２に送信され、ユーザの「歩いている」「喫煙している
」といった状態が相手に通知される。これにより、ユーザは、特に電話を掛ける等の能動
的な動作を行うことなく、相手に自分の状態を伝えるというコミュニケーションを取るこ
とができる。
【００５１】
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　　・振動パターン生成部１５４
　振動パターン生成部１５４は、センサ部１３により検出された、ユーザによるとんとん
入力の振動パターンを示す振動パターン情報（第１の振動パターン情報）を生成する機能
を有する。ここで、振動パターン情報とは、振動の強さや周期のパターンを含む情報であ
り、例えばとんとん入力のリズムを示す情報である。振動パターン生成部１５４が生成し
た振動パターン情報は、通信部１９によりリストバンド型端末１－２に送信される。
【００５２】
　　・パターン判定部１５１
　パターン判定部１５１は、２つの振動パターン情報を比較して、一致するか否かを判定
する機能を有する。パターン判定部１５１は、以下に説明する３つのパターン判定を行う
。
【００５３】
　第１に、パターン判定部１５１は、リストバンド型端末１－１のユーザとリストバンド
型端末１－２のユーザとが、同じタイミングでとんとん入力を行ったか否かを判定する、
第１パターン判定部として機能する。具体的には、パターン判定部１５１は、振動パター
ン生成部１５４において生成された振動パターン情報（第１の振動パターン情報）と、リ
ストバンド型端末１－２において生成された振動パターン情報（第２の振動パターン情報
）とが、一致するか否かを判定する。例えば、パターン判定部１５１は、それぞれの振動
パターン情報が示す振動パターンの、振幅が所定の閾値を超えた時刻、即ちユーザがリス
トバンド型端末１を指で叩いた時刻が、同時刻または所定の誤差範囲内である場合に、一
致すると判定する。パターン判定部１５１による判定結果は、後述の通知部１７によりユ
ーザに通知され、ユーザは、相手と同じタイミングでとんとん入力を行ったか否かを知る
ことができる。
【００５４】
　第２に、パターン判定部１５１は、とんとん通信の終わりのタイミングを判定する第２
パターン判定部として機能する。具体的には、パターン判定部１５１は、振動パターン生
成部１５４において生成された振動パターン情報（第１の振動パターン情報）が示す振動
パターンと、終了条件を示す所定の振動パターン（第３の振動パターン）とが、一致する
か否かを判定する。例えば、パターン判定部１５１は、振動パターン情報が示す振幅が所
定の閾値を超えたタイミング、即ちユーザがリストバンド型端末１を指で叩いたリズムが
、所定のリズムであった場合に一致すると判定する。パターン判定部１５１による判定結
果は、後述の通信部１９によりリストバンド型端末１－２に送信され、リストバンド型端
末１－２のユーザに通知される。これにより、リストバンド型端末１－２のユーザは、リ
ストバンド型端末１－１のユーザがとんとん通信を終わりにしたいと考えていること、即
ちとんとん通信の終わりのタイミングを知ることができる。
【００５５】
　第３に、パターン判定部１５１は、リストバンド型端末１－２において予め設定された
音声出力や画面表示などの出力を行うか否かを判定する、第３パターン判定部として機能
する。具体的には、パターン判定部１５１は、振動パターン生成部１５４において生成さ
れた振動パターン情報（第１の振動パターン情報）が示す振動パターンが、所定の振動パ
ターン（第４の振動パターン）と一致するか否かを判定する。例えば、パターン判定部１
５１は、振動パターン情報が示す振幅が所定の閾値を超えたタイミング、即ちユーザがリ
ストバンド型端末１を指で叩いたリズムが、所定のリズムであった場合に一致すると判定
する。パターン判定部１５１による判定結果は、後述の通信部１９によりリストバンド型
端末１－２に送信され、リストバンド型端末１－２により判定結果に応じた音声出力や画
像表示などの出力がなされる。なお、リストバンド型端末１－２は、判定結果に応じた振
動を行ってもよい。
【００５６】
　（振動部１６）
　振動部１６は、制御部１５による制御に応じて、リストバンド型端末１－１を振動させ
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る。より具体的には、振動部１６は、通信部１９によりリストバンド型端末１－２から相
手のとんとん入力に応じて生成された振動信号（第２の振動信号）が受信された場合、そ
の振動信号に応じて振動する。振動部１６は、予め定められた所定の振動パターンで振動
してもよいし、受信した振動信号が振動波形である場合、振動波形に基づき振動すること
で相手のとんとん叩く動作を再現してもよい。
【００５７】
　また、振動部１６は、リストバンド型端末１－２から受信された状態信号に応じて振動
してもよい。例えば、リストバンド型端末１－１が、相手が「走っている」ことを示す状
態信号をリストバンド型端末１－２から受信したとする。この場合、振動部１６は、リス
トバンド型端末１－２のセンサ部１３が有する脈拍計により検出された相手の心拍に同期
して振動してもよい。さらに、通知部１７は、相手の心拍に応じて犬が走っている時の「
ハァハァ」というという音声をスピーカまたはヘッドホン等から出力してもよい。このよ
うな出力により、ユーザは、相手が走っているという状態をより現実感をもって体感する
ことができる。
【００５８】
　（通知部１７）
　通知部１７は、通信部１９によりリストバンド型端末１－２から相手の状態に応じて生
成された状態信号（第２の状態信号）が受信された場合、受信された状態信号に応じて相
手の状態を示す情報をユーザに通知する。具体的には、通知部１７は、「喜んでいる」「
喫煙している」といった相手の感情や行動などの状態を示す情報をユーザに通知する。通
知部１７は、例えば、図２を参照して上記説明したＬＥＤ３や、図３を参照して上記説明
した表示部５、音声出力するスピーカなどにより実現される。リストバンド型端末１－２
も同様に通知部１７を有しており、リストバンド型端末１－１のユーザの感情や行動など
の状態を示す情報は、リストバンド型端末１－２の通知部１７により相手に通知される。
【００５９】
　このような、相手に自分の状態を通知する、または相手の状態が自分に通知されるとい
うコミュニケーションは、とんとん入力を促すトリガとなる。例えば、ユーザは、相手が
喫煙中であることを通知された場合に、その通知をトリガとして、「煙草の吸い過ぎに気
を付けて」という気持ちをとんとん振動により相手に伝える。他にも、通知部１７は、例
えば興奮や焦りなどの感情の変化、疲れてきたといった体調の変化、飲酒、暑い／蒸し暑
い／寒いといった環境の変化を通知することで、とんとん入力のトリガをユーザに提供す
ることができる。また、通知部１７は、歩行やバス又は電車の使用、屋外での滞在を単に
通知することも可能であるし、それらの行動を長時間続けていることを示すマークをアバ
ター６に表示させたりＬＥＤ３を点灯させたりすることにより、より強くとんとん入力を
促してもよい。
【００６０】
　また、通知部１７は、何をトリガとしてとんとん振動が相手から伝えられたのかを、ユ
ーザに通知する。より詳しくは、通知部１７は、通信部１９によりユーザの状態を示す状
態信号（第１の状態信号）が送信された後に、リストバンド型端末１－２から相手のとん
とん入力に応じて生成された振動信号（第２の振動信号）が受信された場合、とんとん入
力のトリガとなったユーザの状態をユーザ自身に通知する。例えば、相手が、ユーザが喫
煙中であることをＬＥＤ３の点灯やアバター６の表示により確認してとんとん入力を行っ
た場合、通知部１７は、ユーザの喫煙に対して相手がとんとん振動を送ってきたことをユ
ーザに通知する。これにより、ユーザは、相手が自分の喫煙を心配していることを知るこ
とができ、より親密なコミュニケーションが実現される。
【００６１】
　なお、リストバンド型端末１－１は、リストバンド型端末１－２からとんとん入力のト
リガとなったユーザの状態を示す情報を受信して、その情報に基づいてトリガとなったユ
ーザの状態をユーザ自身に通知するものとする。他にも、リストバンド型端末１－１は、
状態信号を送信すると共に記憶しておき、振動信号が受信された場合に、記憶しておいた
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状態信号に基づいてユーザの状態をユーザ自身に通知してもよい。
【００６２】
　また、通知部１７は、通信部１９によりリストバンド型端末１－２から振動信号（第２
の振動信号）が受信された場合に、センサ部１３によりリストバンド型端末１－１がユー
ザに装着されているか否かに基づき、着信種別を示す情報をユーザに通知する。より具体
的には、通知部１７は、リストバンド型端末１－１がユーザに装着されていないと検出さ
れた場合に不在着信があったことをユーザに通知し、装着されていると検出された場合に
着信があったことをユーザに通知する。通知部１７は、不在着信があったことの通知とし
て、リストバンド型端末１－２から振動信号が受信されたことを示す情報を、着信があっ
たことの通知として、リストバンド型端末１－２から受信した振動信号に基づき振動した
ことを示す情報を、ユーザに通知する。例えば、通知部１７は、着信種別を示すマーク、
および振動信号の送信元である相手を示すアバター６を表示させたり、ＬＥＤ３を点灯さ
せたりすることで、不在着信または着信をユーザに通知する。これにより、ユーザがリス
トバンド型端末１－１を装着していない場合にとんとん通信が行われた場合であっても、
ユーザにとんとん通信があったこと、即ち相手からコミュニケーションが図られたことを
知ることができる。また、不在着信は、とんとん入力を促すトリガとなるため、よりコミ
ュニケーションが促進される。また、通知部１７は、センサ部１３が有する照度センサや
脈拍計等によりユーザが寝ていることが検出された場合、とんとん振動を行わずに不在着
信を通知してもよい。これにより、リストバンド型端末１－１は、ユーザの睡眠を妨げる
ことを防止することができる。なお、以下では、不在着信があったことの通知を不在着信
通知、着信があったことの通知を着信通知とも称する。
【００６３】
　さらに、通知部１７は、通信部１９により振動信号（第１の振動信号）をリストバンド
型端末１－２に送信したときに、相手がリストバンド型端末１－２を装着していたか否か
を示す情報をユーザに通知する。つまり、通知部１７は、ユーザが相手に送ったとんとん
振動が、相手に伝えられたか否かを示す情報をユーザに通知する。例えば、通知部１７は
、リストバンド型端末１－２における着信種別を示す情報をユーザに通知する。これによ
り、ユーザは、相手にとんとん振動が伝わったか否かを知ることができるので、相手から
とんとん振動の返答がない場合であっても、不要な心配をせずにすむ。
【００６４】
　また、通知部１７は、パターン判定部１５１による判定結果をユーザに通知する。例え
ば、通知部１７は、相手と同じタイミングでとんとん入力を行ったか否かを通知したり、
とんとん通信の終わりのタイミングを通知したりする。
【００６５】
　（記憶部１８）
　記憶部１８は、所定の記録媒体に対してデータの記録再生を行う部位である。記憶部１
８は、例えばＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｃ　Ｄｒｉｖｅ）として実現される。もちろん記
録媒体としては、フラッシュメモリ等の固体メモリ、固定メモリを内蔵したメモリカード
、光ディスク、光磁気ディスク、ホログラムメモリなど各種考えられ、記憶部１８として
は採用する記録媒体に応じて記録再生を実行できる構成とされればよい。
【００６６】
　本実施形態に係るリストバンド型端末１は、とんとん通信の相手先をユーザ自身にする
ことができる。例えば、ユーザは、イライラしたときに、そのときの脈拍や呼吸、体温な
どの生体情報をリストバンド型端末１に記憶させる。リストバンド型端末１は、次にユー
ザがイライラしたことを生体情報により判定してとんとん振動を行うことで、ユーザは我
に返ってイライラした感情を抑えることができる。
【００６７】
　このようなユーザ自身に対するとんとん振動を実現するために、記憶部１８は、センサ
部１３により検出されたユーザの状態を記憶する。より具体的には、図示しない操作部に
ユーザから記憶指示が入力された場合、又はとんとん入力があった場合、記憶部１８は、
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センサ部１３により検出されたユーザの状態を示す生体情報を記憶する。このとき、記憶
部１８は、状態判定部１５３により判定されたユーザの状態を示す情報を記憶してもよい
。すると、振動部１６は、記憶部１８に記憶されたユーザの状態と同一または類似の状態
がセンサ部１３により検出された場合に振動する。
【００６８】
　また、記憶部１８は、とんとん入力に応じた音声出力や画像表示などを出力するための
情報を記憶する。より具体的には、記憶部１８は、とんとん入力のパターンと、そのパタ
ーンが入力された場合に出力する音声や画像を対応付けて記憶する。
【００６９】
　（通信部１９）
　通信部１９は、制御部１５による制御に基づき、設定部１２により対応付けられたリス
トバンド型端末１－２と、有線／無線により通信を行うための通信モジュールである。例
えば、通信部１９は、インターネットまたは３Ｇ／ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏ
ｌｕｔｉｏｎ）などに接続され、図４に示したネットワーク７を介してリストバンド型端
末１－２と通信する。なお、通信部１９は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）などにより
、リストバンド型端末１－２と直接通信してもよい。
【００７０】
　本実施形態では、通信部１９は、振動信号生成部１５６によりユーザのとんとん入力に
応じて生成された振動信号（第１の振動信号）をリストバンド型端末１－２に送信する。
これにより、リストバンド型端末１－２は、受信した振動信号に応じて振動する。また、
通信部１９は、リストバンド型端末１－２が相手のとんとん入力に応じて生成した振動信
号（第２の振動信号）を受信する。これにより、リストバンド型端末１－１は、受信した
振動信号に応じて振動部１６により振動する。
【００７１】
　また、通信部１９は、状態信号生成部１５５によりユーザの状態に応じて生成された状
態信号（第１の状態信号）をリストバンド型端末１－２に送信する。これにより、リスト
バンド型端末１－２は、受信した状態信号に応じてユーザの状態をアバター６の表示やＬ
ＥＤ３の点灯により相手に通知する。また、通信部１９は、リストバンド型端末１－２が
相手の状態に応じて生成した状態信号（第２の状態信号）を受信する。これにより、リス
トバンド型端末１－１は、受信した状態信号に応じて、相手の状態を通知部１７によるア
バター６の表示やＬＥＤ３の点灯によりユーザに通知する。
【００７２】
　また、通信部１９は、振動信号生成部１５６によりユーザのとんとん入力に応じて生成
された振動信号（第１の振動信号）に応じたとんとん振動が、相手に伝えられたか否かを
示す着信種別を、リストバンド型端末１－２から受信する。これにより、ユーザは、相手
にとんとん振動が伝わったか否か、即ち不在着信であったか否かを知ることができる。ま
た、通信部１９は、リストバンド型端末１－２が相手のとんとん入力に応じて生成した振
動信号（第２の振動信号）に応じたとんとん振動を、ユーザに伝えたか否かを示す着信種
別を、リストバンド型端末１－１に送信する。これにより、相手は、ユーザにとんとん振
動が伝わったか否か、即ち不在着信であったか否かを知ることができる。なお、以下では
、通信部１９が送信する振動信号を、とんとん通知とも称する。
【００７３】
　また、通信部１９は、振動パターン生成部１５４により生成された振動パターン情報（
第１の振動パターン情報）を、リストバンド型端末１－２に送信する。同様に、通信部１
９は、リストバンド型端末１－２において生成された振動パターン情報（第２の振動パタ
ーン情報）を、リストバンド型端末１－２から受信する。
【００７４】
　また、通信部１９は、パターン判定部１５１による判定結果を、リストバンド型端末１
－２に送信する。これにより、相手は、ユーザと同じタイミングでとんとん入力を行った
か否か、とんとん通信の終わりのタイミングを知ることができる。同様に、通信部１９は
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、リストバンド型端末１－２から、リストバンド型端末１－２のパターン判定部１５１に
よる判定結果を受信する。
【００７５】
　（ネットワーク７）
　ネットワーク７は、ネットワーク７に接続されている装置から送信される情報の有線、
または無線の伝送路である。例えば、ネットワーク７は、ＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　
Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、Ｗｉ－Ｆｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌ
ｉｔｙ、登録商標）などのインターネットにより構成される。他にも、ネットワーク７は
、交換局や基地局を含む、３Ｇ／ＬＴＥなどの公衆電話網により構成される。
【００７６】
　以上、本実施形態に係るリストバンド型端末１の内部構成を説明した。続いて、本開示
の各実施形態に係る通信システムについて説明する。
【００７７】
　［２－２．各実施形態］
　［２－２－１．第１の実施形態］
　本実施形態は、対応付けられた２つのリストバンド型端末１の間でとんとん通信を行う
形態である。以下、図５を参照して、本実施形態に係る通信システムの動作処理を説明す
る。
【００７８】
　図５は、第１の実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である。図５に
示すように、まず、ステップＳ１０２で、リストバンド型端末１－１は、ユーザ動作を受
け付ける。より詳しくは、センサ部１３は、振動センサ、圧力センサなどにより、ユーザ
動作を検出する。
【００７９】
　次いで、ステップＳ１０４で、リストバンド型端末１－１は、とんとん入力の有無を判
定する。より詳しくは、動作判定部１５２は、センサ部１３により得られた振動波形の振
幅が閾値を超えているか、周期のパターンが予め記憶されたパターンに合致するか否か等
に基づいて、とんとん入力があるか否かを判定する。
【００８０】
　とんとん入力があると判定された場合（Ｓ１０４／ＹＥＳ）、ステップＳ１０６で、リ
ストバンド型端末１－１は、とんとん通知をリストバンド型端末１－２に送信する。より
詳しくは、通信部１９は、振動信号生成部１５６によりとんとん入力に応じて生成された
振動信号をリストバンド型端末１－２に送信する。なお、とんとん入力がないと判定され
た場合（Ｓ１０４／ＮＯ）、処理は再度ステップＳ１０２に戻る。
【００８１】
　次に、ステップＳ１０８で、リストバンド型端末１－２は、とんとん通知を受信したか
否かを判定する。より詳しくは、制御部１５は、リストバンド型端末１－１から振動信号
が受信されたか否かを判定する。
【００８２】
　とんとん通知を受信したと判定された場合（Ｓ１０８／ＹＥＳ）、ステップＳ１１０で
、リストバンド型端末１－２は振動する。より詳しくは、振動部１６は、通信部１９によ
りリストバンド型端末１－１から受信された振動信号に応じて振動する。なお、とんとん
通知を受信していないと判定された場合（Ｓ１０８／ＮＯ）、処理は再度ステップＳ１０
８に戻る。
【００８３】
　次いで、ステップＳ１１２で、リストバンド型端末１－２は、ユーザ動作を受け付ける
。
【００８４】
　次に、ステップＳ１１４で、リストバンド型端末１－２は、とんとん入力の有無を判定
する。
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【００８５】
　とんとん入力があると判定された場合（Ｓ１１４／ＹＥＳ）、ステップＳ１１６で、リ
ストバンド型端末１－２は、とんとん通知をリストバンド型端末１－１に送信する。なお
、とんとん入力がないと判定された場合（Ｓ１１４／ＮＯ）、処理は再度ステップＳ１１
２に戻る。
【００８６】
　次いで、ステップＳ１１８で、リストバンド型端末１－１は、とんとん通知を受信した
か否かを判定する。
【００８７】
　とんとん通知を受信したと判定された場合（Ｓ１１８／ＹＥＳ）、ステップＳ１２０で
、リストバンド型端末１－１は振動する。なお、とんとん通知を受信していないと判定さ
れた場合（Ｓ１１８／ＮＯ）、処理は再度ステップＳ１１８に戻る。
【００８８】
　以上、本実施形態に係る通信システムの動作処理を説明した。
【００８９】
　［２－２－２．第２の実施形態］
　本実施形態は、とんとん通信時にユーザがリストバンド型端末１を装着していない場合
に、不在着信をユーザに通知する形態である。以下、図６、図７を参照して、本実施形態
に係る通信システムの動作処理を説明する。
【００９０】
　図６は、第２の実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である。図６に
示すように、まず、ステップＳ２０２で、リストバンド型端末１－１は、ユーザ動作を受
け付ける。
【００９１】
　次いで、ステップＳ２０４で、リストバンド型端末１－１は、とんとん入力の有無を判
定する。
【００９２】
　とんとん入力があると判定された場合（Ｓ２０４／ＹＥＳ）、ステップＳ２０６で、リ
ストバンド型端末１－１は、とんとん通知をリストバンド型端末１－２に送信する。なお
、とんとん入力がないと判定された場合（Ｓ２０４／ＮＯ）、処理は再度ステップＳ２０
２に戻る。
【００９３】
　次に、ステップＳ２０８で、リストバンド型端末１－２は、とんとん通知を受信したか
否かを判定する。
【００９４】
　とんとん通知を受信したと判定された場合（Ｓ２０８／ＹＥＳ）、ステップＳ２１０で
、リストバンド型端末１－２は、リストバンド型端末１－２がユーザ（リストバンド型端
末１－１のユーザから見た相手）に装着されているか否かを判定する。より詳しくは、セ
ンサ部１３は、バンド部４の内側に設けられたタッチセンサや照度センサ、体温計や脈拍
計により、リストバンド型端末１－２がユーザに装着されているか否かを検出する。なお
、とんとん通知を受信していないと判定された場合（Ｓ２０８／ＮＯ）、処理は再度ステ
ップＳ２０８に戻る。
【００９５】
　リストバンド型端末１－２がユーザに装着されていると判定された場合（Ｓ２１０／Ｙ
ＥＳ）、ステップＳ２１２で、リストバンド型端末１－２は振動する。
【００９６】
　そして、ステップＳ２１４で、リストバンド型端末１－２は、着信通知を行う。より詳
しくは、通知部１７は、リストバンド型端末１－１からのとんとん通知に基づいてとんと
ん振動したことを示す情報を、ユーザ（リストバンド型端末１－１のユーザから見た相手
）に通知する。例えば、通知部１７は、着信を示すマーク、および振動信号の送信元であ
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るリストバンド型端末１－１のユーザを示すアバター６を表示させたり、ＬＥＤ３を点灯
させたりする。リストバンド型端末１－２は、このような着信通知によって、ユーザに誰
からとんとん振動を受けたのかを明確に知らせることで、とんとん通信を行った者同士の
親密さを向上させることができる。
【００９７】
　一方で、リストバンド型端末１－２がユーザに装着されていないと判定された場合（Ｓ
２１０／ＮＯ）、ステップＳ２２０で、リストバンド型端末１－２は、不在着信通知を行
う。より詳しくは、通知部１７は、リストバンド型端末１－１からのとんとん通知があっ
たことを示す情報を、ユーザ（リストバンド型端末１－１のユーザから見た相手）に通知
する。例えば、通知部１７は、不在着信を示すマーク、および振動信号の送信元であるリ
ストバンド型端末１－１のユーザを示すアバター６を表示させたり、ＬＥＤ３を点灯させ
たりする。リストバンド型端末１－２は、このような不在着信通知によって、ユーザにと
んとん入力を促して、コミュニケーションを促進することができる。
【００９８】
　その後、ステップＳ２３０で、リストバンド型端末１－２は、リストバンド型端末１－
１に着信種別（不在着信／着信）を示す情報を送信する。より詳しくは、通信部１９は、
通知部１７によりステップＳ２１４が実行されたか、またはステップＳ２２０が実行され
たかを示す情報を、リストバンド型端末１－１に送信する。
【００９９】
　次に、ステップＳ２３２で、リストバンド型端末１－１は、着信種別を受信したか否か
を判定する。
【０１００】
　着信種別を受信したと判定された場合（Ｓ２３２／ＹＥＳ）、ステップＳ２３４で、リ
ストバンド型端末１－１は、着信種別をユーザに通知する。より詳しくは、通知部１７は
、受信した着信種別に基づき、ステップＳ２０２におけるユーザのとんとん入力が、ステ
ップＳ２１４で相手に伝わったのか、またはステップＳ２２０で不在着信がなされ相手に
まだ伝わっていないかを示す情報を、ユーザに通知する。なお、着信種別を受信していな
いと判定された場合（Ｓ２３２／ＮＯ）、処理は再度ステップＳ２３２に戻る。
【０１０１】
　以上、不在着信時の通信システムの動作を説明した。続いて、図７を参照して、上記ス
テップＳ２２０で不在着信通知を行った後の、リストバンド型端末１－２の動作を詳細に
説明する。
【０１０２】
　図７は、第２の実施形態に係るリストバンド型端末１－２の動作を示すフローチャート
である。図７に示すように、まず、ステップＳ２２２で、リストバンド型端末１－２は、
ユーザ動作を受け付ける。
【０１０３】
　次いで、ステップＳ２２４で、リストバンド型端末１－２は、とんとん入力の有無を判
定する。
【０１０４】
　とんとん入力があると判定された場合（Ｓ２２４／ＹＥＳ）、ステップＳ２２６で、リ
ストバンド型端末１－２は、不在着信通知を終了する。なお、とんとん入力がないと判定
された場合（Ｓ２２４／ＮＯ）、処理は再度ステップＳ２２２に戻る。
【０１０５】
　次に、ステップＳ２２８で、リストバンド型端末１－２は、とんとん通知をリストバン
ド型端末１－１に送信する。
【０１０６】
　以上、本実施形態に係る通信システムの動作処理を説明した。
【０１０７】
　［２－２－３．第３の実施形態］
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　本実施形態は、状態通知をトリガとするとんとん通信を行う形態である。以下、図８を
参照して、本実施形態に係る通信システムの動作処理を説明する。
【０１０８】
　図８は、第３の実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である。より詳
しくは、図８は、図２を参照して説明した外観構成を有する、即ちＬＥＤ３を有するリス
トバンド型端末１における、状態通知をトリガとするとんとん通信の動作処理を示してい
る。
【０１０９】
　図８に示すように、まず、ステップＳ３０２で、リストバンド型端末１－１は、ユーザ
動作を受け付ける。
【０１１０】
　次いで、ステップＳ３０４で、リストバンド型端末１－１は、ユーザが長時間歩行中で
あるか否かを判定する。より詳しくは、状態判定部１５３は、センサ部１３により取得さ
れた加速度や振動、および時間情報等のセンシング結果に基づいて、例えば３時間以上に
渡って歩行を継続しているか否かを判定する。
【０１１１】
　長時間歩行中であると判定された場合（Ｓ３０４／ＹＥＳ）、ステップＳ３０６で、リ
ストバンド型端末１－１は、長時間歩行中であることを示す長時間歩行通知を、リストバ
ンド型端末１－２に送信する。より詳しくは、通信部１９は、状態信号生成部１５５によ
り生成された、長時間歩行中であることを示す状態信号を、リストバンド型端末１－２に
送信する。なお、長時間歩行中ではないと判定された場合（Ｓ３０４／ＮＯ）、処理は再
度ステップＳ３０２に戻る。
【０１１２】
　次に、ステップＳ３０８で、リストバンド型端末１－２は、長時間歩行通知を受信した
か否かを判定する。
【０１１３】
　長時間歩行通知を受信したと判定された場合（Ｓ３０８／ＹＥＳ）、ステップＳ３１０
で、リストバンド型端末１－２は長時間歩行中であることを示すＬＥＤ３の点滅を開始す
る。これにより、リストバンド型端末１－２のユーザに、リストバンド型端末１－１のユ
ーザが長時間歩行中であることを知らせて、とんとん振動によるコミュニケーションを促
すことができる。なお、長時間歩行通知を受信していないと判定された場合（Ｓ３０８／
ＮＯ）、処理は再度ステップＳ３０８に戻る。
【０１１４】
　次いで、ステップＳ３１２で、リストバンド型端末１－２は、ユーザ動作を受け付ける
。
【０１１５】
　次に、ステップＳ３１４で、リストバンド型端末１－２は、とんとん入力の有無を判定
する。
【０１１６】
　とんとん入力があると判定された場合（Ｓ３１４／ＹＥＳ）、ステップＳ３１６で、リ
ストバンド型端末１－２は、長時間歩行中であることを示すＬＥＤ３の点滅を終了する。
なお、とんとん入力がないと判定された場合（Ｓ３１４／ＮＯ）、処理は再度ステップＳ
３１２に戻る。
【０１１７】
　次いで、ステップＳ３１８で、リストバンド型端末１－２は、とんとん通知をリストバ
ンド型端末１－１に送信する。
【０１１８】
　次に、ステップＳ３２０で、リストバンド型端末１－１は、とんとん通知を受信したか
否かを判定する。
【０１１９】
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　とんとん通知を受信したと判定された場合（Ｓ３２０／ＹＥＳ）、ステップＳ３２２で
、リストバンド型端末１－１は振動する。なお、とんとん通知を受信していないと判定さ
れた場合（Ｓ３２０／ＮＯ）、処理は再度ステップＳ３２０に戻る。
【０１２０】
　以上、ＬＥＤ３を有するリストバンド型端末１における、状態通知をトリガとするとん
とん通信の動作処理を説明した。続いて、図９を参照して、図３を参照して説明した外観
構成を有する、即ち表示部５を有するリストバンド型端末１における、状態通知をトリガ
とするとんとん通信の動作処理を説明する。
【０１２１】
　図９は、第３の実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である。図９に
示すように、まず、ステップＳ４０２で、リストバンド型端末１－１は、ユーザ動作を受
け付ける。
【０１２２】
　次いで、ステップＳ４０４で、リストバンド型端末１－１は、ユーザが長時間喫煙中で
あるか否かを判定する。より詳しくは、状態判定部１５３は、センサ部１３により取得さ
れた加速度や振動、および時間情報等のセンシング結果に基づいて、例えば１時間以上に
渡って喫煙を継続しているか否かを判定する。
【０１２３】
　長時間喫煙中であると判定された場合（Ｓ４０４／ＹＥＳ）、ステップＳ４０６で、リ
ストバンド型端末１－１は、長時間喫煙中であることを示す長時間喫煙通知を、リストバ
ンド型端末１－２に送信する。より詳しくは、通信部１９は、状態信号生成部１５５によ
り生成された、長時間喫煙中であることを示す状態信号を、リストバンド型端末１－２に
送信する。なお、長時間喫煙中ではないと判定された場合（Ｓ４０４／ＮＯ）、処理は再
度ステップＳ４０２に戻る。
【０１２４】
　次に、ステップＳ４０８で、リストバンド型端末１－２は、長時間喫煙通知を受信した
か否かを判定する。
【０１２５】
　長時間喫煙通知を受信したと判定された場合（Ｓ４０８／ＹＥＳ）、ステップＳ４１０
で、リストバンド型端末１－２は長時間喫煙中であることを示す喫煙アバターの表示を開
始する。より詳しくは、表示部５は、図３に示すような、リストバンド型端末１－１のユ
ーザを示すアバター６が喫煙している様子を表示する。これにより、リストバンド型端末
１－２のユーザに、リストバンド型端末１－１のユーザが長時間喫煙中であることを知ら
せて、とんとん振動によるコミュニケーションを促すことができる。なお、長時間喫煙通
知を受信していないと判定された場合（Ｓ４０８／ＮＯ）、処理は再度ステップＳ４０８
に戻る。
【０１２６】
　次いで、ステップＳ４１２で、リストバンド型端末１－２は、ユーザ動作を受け付ける
。
【０１２７】
　次に、ステップＳ４１４で、リストバンド型端末１－２は、とんとん入力の有無を判定
する。
【０１２８】
　とんとん入力があると判定された場合（Ｓ４１４／ＹＥＳ）、ステップＳ４１６で、リ
ストバンド型端末１－２は、長時間喫煙中であることを示す喫煙アバターの表示を終了す
る。
【０１２９】
　次いで、ステップＳ４１８で、リストバンド型端末１－２は、とんとん通知をリストバ
ンド型端末１－１に送信する。
【０１３０】
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　次に、ステップＳ４２０で、リストバンド型端末１－１は、とんとん通知を受信したか
否かを判定する。
【０１３１】
　とんとん通知を受信したと判定された場合（Ｓ４２０／ＹＥＳ）、ステップＳ４２２で
、リストバンド型端末１－１は振動する。なお、とんとん通知を受信していないと判定さ
れた場合（Ｓ４２０／ＮＯ）、処理は再度ステップＳ４２０に戻る。
【０１３２】
　一方で、ステップＳ４１４において、とんとん入力がないと判定された場合（Ｓ４１４
／ＮＯ）、ステップＳ４２４で、リストバンド型端末１－２は、１分経過したか否かを判
定する。
【０１３３】
　１分経過していないと判定された場合（Ｓ４２４／ＮＯ）、処理は再度ステップＳ４１
２に戻る。一方で、１分経過したと判定された場合（Ｓ４２４／ＹＥＳ）、ステップＳ４
２６で、リストバンド型端末１－２は、長時間喫煙中であることを示す喫煙アバターの表
示を終了する。
【０１３４】
　次いで、ステップＳ４３０で、リストバンド型端末１－２は、リストバンド型端末１－
１からの状態通知を無視してしまったことを示す不在通知を、ユーザ（リストバンド型端
末１－１のユーザから見た相手）に通知する。リストバンド型端末１－２は、このような
不在通知によって、ユーザにとんとん入力を促して、コミュニケーションを促進すること
ができる。
【０１３５】
　以上、表示部５を有するリストバンド型端末１における、状態通知をトリガとするとん
とん通信の動作処理を説明した。続いて、図１０を参照して、上記ステップＳ４３０で不
在通知を行った後の、リストバンド型端末１－２の動作を詳細に説明する。
【０１３６】
　図１０は、第３の実施形態に係るリストバンド型端末１－２の動作を示すフローチャー
トである。図１０に示すように、まず、ステップＳ４３２で、リストバンド型端末１－２
は、ユーザ動作を受け付ける。
【０１３７】
　次いで、ステップＳ４３４で、リストバンド型端末１－２は、とんとん入力の有無を判
定する。
【０１３８】
　とんとん入力があると判定された場合（Ｓ４３４／ＹＥＳ）、ステップＳ４３６で、リ
ストバンド型端末１－２は、不在通知の表示を終了する。なお、とんとん入力がないと判
定された場合（Ｓ４３４／ＮＯ）、処理は再度ステップＳ４３２に戻る。
【０１３９】
　次に、ステップＳ４３８で、リストバンド型端末１－２は、とんとん通知をリストバン
ド型端末１－１に送信する。
【０１４０】
　以上、本実施形態に係る通信システムの動作処理を説明した。
【０１４１】
　［２－２－４．第４の実施形態］
　本実施形態は、状態通知をトリガとするとんとん通信を行った後、とんとん振動を送ら
れた側に、何をトリガとしてとんとん振動が送られたかを通知する形態である。以下、図
１１を参照して、本実施形態に係る通信システムの動作処理を説明する。
【０１４２】
　図１１は、第４の実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である。図１
１に示すように、ステップＳ４０２～Ｓ４１６において、本実施形態に係る通信システム
は、図９を参照して上記説明した通りに動作する。
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【０１４３】
　ステップＳ４１６の後、ステップＳ４１９で、リストバンド型端末１－２は、とんとん
通知と共に、喫煙アバター情報をリストバンド型端末１－１に送信する。ここで、喫煙ア
バター情報とは、リストバンド型端末１－２のユーザ（リストバンド型端末１－１のユー
ザから見た相手）が、リストバンド型端末１－１のユーザが長時間喫煙中であることをト
リガとして、とんとん入力を行ったことを示す情報である。
【０１４４】
　次いで、ステップＳ４２１で、リストバンド型端末１－１は、とんとん通知および喫煙
アバター情報を受信したか否かを判定する。
【０１４５】
　とんとん通知および喫煙アバター情報を受信したと判定された場合（Ｓ４２１／ＹＥＳ
）、ステップＳ４２３で、リストバンド型端末１－１は振動すると共に、喫煙アバター情
報を表示する。より詳しくは、振動部１６は、通信部１９によりリストバンド型端末１－
２から受信された振動信号に応じて振動する。また、通知部１７は、ユーザが長時間喫煙
中であったことをトリガとして、リストバンド型端末１－２からとんとん振動が送られた
ことを示す情報を表示部５に表示する。例えば、通知部１７は、リストバンド型端末１－
１のユーザが喫煙中であることを示すアバターを表示する。これにより、ユーザは、相手
が自分の喫煙を心配していることを知ることができ、より親密なコミュニケーションが実
現される。なお、とんとん通知および喫煙アバター情報を受信していないと判定された場
合（Ｓ４２１／ＮＯ）、処理は再度ステップＳ４２１に戻る。
【０１４６】
　一方で、ステップＳ４１４で、とんとん入力がないと判定された場合（Ｓ４１４／ＮＯ
）、ステップＳ４２４～Ｓ４３０において、本実施形態に係る通信システムは、図９を参
照して上記説明した通りに動作する。
【０１４７】
　ステップＳ４３０の後、ステップＳ４３１で、リストバンド型端末１－２は、喫煙アバ
ター情報を記憶する。
【０１４８】
　以上、何をトリガとしてとんとん振動が送られたかを通知するとんとん通信の動作処理
を説明した。
【０１４９】
　なお、上記では、トリガとなったユーザの状態である長時間喫煙を示す情報として、上
記ステップＳ４１９において喫煙アバター情報をリストバンド型端末１－２から受信する
例を示したが、本実施形態はかかる技術に限定されない。例えば、リストバンド型端末１
－１は、上記ステップＳ４０６において長時間喫煙通知を送信すると共に、長時間喫煙通
知を送信したことを記憶しておく。そして、リストバンド型端末１－１は、後にリストバ
ンド型端末１－２からとんとん通知を受信した場合に、過去に長時間喫煙通知を送信した
ことに基づいて、上記ステップＳ４２３で、喫煙アバター情報を表示してもよい。
【０１５０】
　続いて、図１２を参照して、上記ステップＳ４３１で喫煙アバター情報を記憶した後の
、リストバンド型端末１－２の動作を詳細に説明する。
【０１５１】
　図１２は、第４の実施形態に係るリストバンド型端末１－２の動作を示すフローチャー
トである。図１２に示すように、ステップＳ４３２～Ｓ４３６において、本実施形態に係
る通信システムは、図１０を参照して上記説明した通りに動作する。
【０１５２】
　ステップＳ４３６の後、ステップＳ４３９で、リストバンド型端末１－２は、とんとん
通知および喫煙アバター情報を、リストバンド型端末１－１に送信する。図１１を参照し
て上記説明したように、リストバンド型端末１－１のユーザは、喫煙アバター情報により
、リストバンド型端末１－２のユーザが自分の喫煙を心配していることを知ることができ
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、より親密なコミュニケーションが実現される。
【０１５３】
　以上、本実施形態に係る通信システムの動作処理を説明した。
【０１５４】
　［２－２－５．第５の実施形態］
　本実施形態は、ユーザ自身をとんとん通信の相手とする形態である。まず、図１３を参
照して、本実施形態の概要を説明する。
【０１５５】
　図１３は、第５の実施形態に係るリストバンド型端末１の概要を示す図である。図１３
Ａに示すように、リストバンド型端末１を装着したユーザはイライラしている。このとき
、ユーザは、そのイライラした感情をリストバンド型端末１に記憶させる。例えば、リス
トバンド型端末１は、そのときのユーザの脈拍や発汗、体温などの生体情報を、イライラ
した感情として記憶する。そして、図１３Ｂに示すように、リストバンド型端末１は、ユ
ーザが図１３Ａと同様にイライラしていることを示す生体情報が検出されると、とんとん
振動を行う。このため、ユーザは、我に返ってイライラした感情を抑えることができる。
【０１５６】
　また、図１３Ｃに示すように、リストバンド型端末１を装着したユーザは喜んでいる。
このとき、ユーザは、その喜びの感情をリストバンド型端末１に記憶させる。そして、図
１３Ｄに示すように、リストバンド型端末１は、ユーザが図１３Ｃと同様に喜んでいるこ
とを検出すると、とんとん振動を行う。このため、ユーザは、過去の喜びの気持ちを思い
出して、喜びを倍増させることができる。以下、図１４を参照して、本実施形態に係るリ
ストバンド型端末１の動作処理を具体的に説明する。
【０１５７】
　図１４は、第５の実施形態に係るリストバンド型端末１の動作を示すフローチャートで
ある。図１４に示すように、まず、ステップＳ５０２で、センサ部１３は、ユーザの心拍
や発汗、体温などの生体情報を計測する。
【０１５８】
　次いで、ステップＳ５０４で、制御部１５は、センサ部１３により計測された生体情報
が、記憶部１８に記憶された生体情報と近いか否か、即ち同一または類似であるか否かを
判定する。より詳しくは、制御部１５は、心拍や発汗、体温の各数値が、センサ部１３に
より計測された心拍や発汗、体温の各数値から所定の閾値以内の生体情報を、記憶部１８
から検索する。
【０１５９】
　記憶された生体情報に近いと判定されなかった場合（Ｓ５０４／ＮＯ）、ステップＳ５
０６で、リストバンド型端末１は、感情の記憶を指示する記憶指示があったか否かを判定
する。より詳しくは、制御部１５は、図示しない記憶指示ボタンがユーザにより押下され
たか否かを判定する。他にも、制御部１５は、とんとん入力があった場合に記憶指示があ
ったと判定してもよい。
【０１６０】
　記憶指示があったと判定された場合（Ｓ５０６／ＹＥＳ）、ステップＳ５０８で、記憶
部１８は、記憶指示がされた時点の生体情報と、プリセットされた振動パターンのうちユ
ーザにより選択された振動パターンとを、対応付けて記憶する。その後、処理は後述のス
テップＳ５１２に進む。また、記憶指示がないと判定された場合（Ｓ５０６／ＮＯ）も、
処理は後述のステップＳ５１２に進む。
【０１６１】
　一方で、ステップＳ５０４において、記憶された生体情報に近いと判定された場合（Ｓ
５０４／ＹＥＳ）、ステップＳ５１０で、振動部１６は、対応する振動パターンで振動す
る。より詳しくは、振動部１６は、計測された生体情報に近いと判定された生体情報につ
いて、過去に上記ステップＳ５０８において対応付けて記憶部１８に記憶された振動パタ
ーンで振動する。
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【０１６２】
　次に、ステップＳ５１２で、制御部１５は、終了するか否かを判定する。例えば、制御
部１５は、ユーザによる終了指示の有無により、終了するか否かを判定する。終了すると
判定された場合（Ｓ５１２／ＹＥＳ）、処理は終了し、終了しないと判定された場合（Ｓ
５１２／ＮＯ）、処理は再度ステップＳ５０２に戻る。
【０１６３】
　以上、本実施形態に係るリストバンド型端末１の動作処理を説明した。
【０１６４】
　［２－２－６．第６の実施形態］
　本実施形態は、リストバンド型端末１－１のユーザとリストバンド型端末１－２のユー
ザとが、同じタイミングでとんとん入力を行ったか否かを、各ユーザに通知する形態であ
る。本実施形態は、例えば友人同士や恋人同士の間で、とんとん入力のタイミングを合わ
せるゲームに適用される。本実施形態に係る通信システムが、このようなとんとん入力の
タイミングを合わせるゲームとして動作する動作モードを、シンクロモードとも称する。
以下、図１５～図１７を参照して、本実施形態に係る通信システムの動作処理を説明する
。
【０１６５】
　図１５は、第６の実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である。図１
５に示すように、ステップＳ６０２で、リストバンド型端末１－１は、シンクロモードを
起動する。
【０１６６】
　次いで、ステップＳ６０４で、リストバンド型端末１－１は、シンクロモード起動通知
を、リストバンド型端末１－２に送信する。
【０１６７】
　次に、ステップＳ６０６で、リストバンド型端末１－２は、受信したシンクロモード起
動通知に基づき、シンクロモードを起動する。
【０１６８】
　次いで、ステップＳ６０８－１、Ｓ６０８－２で、リストバンド型端末１－１および１
－２は、とんとん通信を行う。とんとん通信については、図５を参照して上記説明した通
りであるので、ここでの詳細な説明は省略する。
【０１６９】
　次に、ステップＳ６１０－１で、リストバンド型端末１－１は、振動パターン情報を取
得する。より詳しくは、振動パターン生成部１５４は、センサ部１３により検出された、
ユーザによるとんとん入力の振動パターンを示す振動パターン情報を生成する。ステップ
Ｓ６１０－２においても、同様にして、リストバンド型端末１－２は、振動パターン情報
を取得する。
【０１７０】
　次いで、ステップＳ６１２で、リストバンド型端末１－２は、上記ステップＳ６１０－
２で取得した振動パターン情報を、リストバンド型端末１－１に送信する。
【０１７１】
　次に、ステップＳ６２０で、リストバンド型端末１－１は、リストバンド型端末１－１
およびリストバンド型端末１－２において取得された振動パターン情報を比較する。ここ
での詳細な処理は、後に図１６を参照して説明するため、ここでの説明を省略する。
【０１７２】
　次いで、ステップＳ６３０で、リストバンド型端末１－１は、振動パターン情報が一致
したか否かを判定する。より詳しくは、制御部１５は、後に詳細に説明するステップＳ６
２０におけるパターン判定部１５１による判定結果を参照して、振動パターン情報が一致
したか否かを判定する。
【０１７３】
　振動パターン情報が一致したと判定された場合（Ｓ６３０／ＹＥＳ）、ステップＳ６３
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２で、リストバンド型端末１－１は、シンクロ成功を表示する。より詳しくは、通知部１
７は、表示部５にシンクロ成功を示すメッセージを表示したり、シンクロ成功を示すＬＥ
Ｄ３を点滅させたりする。なお、振動パターン情報が一致しないと判定された場合（Ｓ６
３０／ＮＯ）、処理は再度ステップＳ６０８－１に戻る。
【０１７４】
　次に、ステップＳ６３４で、リストバンド型端末１－１は、シンクロ成功通知をリスト
バンド型端末１－２に送信する。
【０１７５】
　次いで、ステップＳ６３６で、リストバンド型端末１－２は、シンクロ成功通知を受信
したか否かを判定する。
【０１７６】
　シンクロ成功通知を受信したと判定された場合（Ｓ６３６／ＹＥＳ）、ステップＳ６３
８で、リストバンド型端末１－２は、シンクロ成功を表示する。なお、シンクロ成功通知
を受信していないと判定された場合（Ｓ６３６／ＮＯ）、処理は再度ステップＳ６０８－
２に戻る。
【０１７７】
　以上、本実施形態に係る通信システムの、シンクロモードにおける動作処理を説明した
。続いて、図１６を参照して、上記ステップＳ６２０における詳細な動作処理を説明する
。
【０１７８】
　図１６は、第６の実施形態に係るリストバンド型端末１－１の動作を示すフローチャー
トである。図１６に示すように、まず、ステップＳ６２２で、パターン判定部１５１は、
所定個数のとんとん入力の入力時刻を比較する。より詳しくは、パターン判定部１５１は
、振幅が所定の閾値を超えた時刻、即ち各ユーザがリストバンド型端末１を指で叩いた時
刻を、所定個数比較する。
【０１７９】
　次いで、ステップＳ６２４で、パターン判定部１５１は、全て所定の誤差範囲内にある
か否かを判定する。より詳しくは、パターン判定部１５１は、ステップＳ６２２において
比較した所定個数のとんとん入力について、入力時刻の差分が所定の誤差範囲内であるか
否かを判定する。ここで、図１７を参照して、パターン判定部１５１による振動パターン
情報の比較について具体例を挙げて説明する。
【０１８０】
　図１７は、第６の実施形態に係るリストバンド型端末１－１による振動パターン情報の
比較を説明するための図である。より詳しくは、図１７Ａは、振動パターン情報の内容の
具体例を示している。図１７Ａに示すように、振動パターン情報は入力ＩＤおよび入力時
刻から成る。入力時刻とは、とんとん入力の入力時刻、即ちユーザがリストバンド型端末
１を指で叩いたため振幅が所定の閾値を超えた時刻であり、入力ＩＤとは、ひとつの入力
時刻に固有のＩＤである。
【０１８１】
　図１７Ｂは、リストバンド型端末１－１において取得された振動パターン情報（図１７
Ｂ中に符号１００で示す）と、リストバンド型端末１－２において取得された振動パター
ン情報（図１７Ｂ中に符号２００で示す）を示している。より詳しくは、リストバンド型
端末１－１および１－２に対してとんとん入力があったタイミングを、時間軸に沿って並
べている。ここでは、パターン判定部１５１は、３つのとんとん入力の入力時刻を比較す
るものとする。図１７Ｂに示すように、ＴＩＤ＿１０１とＴＩＤ＿２０１、ＴＩＤ＿１０
２とＴＩＤ＿２０２、ＴＩＤ＿１０３とＴＩＤ＿２０３の、３つのとんとん入力の入力時
刻が一致するので、パターン判定部１５１は、振動パターン情報は一致すると判定する。
以上、振動パターン情報の比較について具体例を挙げて説明した。以下、図１６の説明に
戻る。
【０１８２】
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　全て所定の誤差範囲内にあると判定された場合（Ｓ６２４／ＹＥＳ）、ステップＳ６２
６で、パターン判定部１５１は、振動パターン情報は一致すると判定する。一方で、全て
所定の誤差範囲内にあると判定されなかった場合（Ｓ６２４／ＮＯ）、ステップＳ６２８
で、パターン判定部１５１は、振動パターン情報は一致しないと判定する。
【０１８３】
　以上、本実施形態に係る通信システムの動作処理を説明した。
【０１８４】
　［２－２－７．第７の実施形態］
　本実施形態は、とんとん通信の終わりのタイミングを判定して、ユーザに通知する形態
である。このような、とんとん通信の終わりのタイミングを判定して通知する動作モード
を、セッションモードとも称する。以下、図１８～図２０を参照して、本実施形態に係る
通信システムの動作処理を説明する。
【０１８５】
　図１８は、第７の実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である。図１
８に示すように、ステップＳ７０２で、リストバンド型端末１－１は、セッションモード
を起動すると共に、セッションモードで動作中であることを示すＬＥＤ３を点灯する。
【０１８６】
　次いで、ステップＳ７０４で、リストバンド型端末１－１は、セッションモード起動通
知を、リストバンド型端末１－２に送信する。
【０１８７】
　次に、ステップＳ７０６で、リストバンド型端末１－２は、受信したセッションモード
起動通知に基づき、セッションモードを起動すると共に、セッションモードで動作中であ
ることを示すＬＥＤ３を点灯する。
【０１８８】
　次いで、ステップＳ７０８－１、Ｓ７０８－２で、リストバンド型端末１－１および１
－２は、とんとん通信を行う。とんとん通信については、図５を参照して上記説明した通
りであるので、ここでの詳細な説明は省略する。
【０１８９】
　次に、ステップＳ７１０－１、Ｓ７１０－２で、リストバンド型端末１－１およびリス
トバンド型端末１－２は、振動パターン情報を取得する。
【０１９０】
　次いで、ステップＳ７２０－１、Ｓ７２０－２で、リストバンド型端末１－１および１
－２は、セッション終了リクエストの通知を行う。ここでの詳細な処理は、後に図１９を
参照して説明するため、ここでの説明を省略する。
【０１９１】
　次に、ステップＳ７３０で、リストバンド型端末１－１は、セッション終了判定を行う
。ここでの詳細な処理は、後に図２０を参照して説明するため、ここでの説明を省略する
。
【０１９２】
　次いで、ステップＳ７４０で、リストバンド型端末１－１は、セッションを終了するか
否かを判定する。より詳しくは、制御部１５は、後に詳しく説明するステップＳ７３０に
おける判定結果を参照して、セッションを終了するか否かを判定する。
【０１９３】
　セッションを終了すると判定された場合（Ｓ７４０／ＹＥＳ）、ステップＳ７４２で、
リストバンド型端末１－１は、セッション終了通知をリストバンド型端末１－２に送信す
る。その後、ステップＳ７４４で、リストバンド型端末１－１は、セッションモードで動
作中であることを示すＬＥＤ３を消灯する。なお、セッションを終了しないと判定された
場合（Ｓ７４０／ＮＯ）、処理は再度ステップＳ７０８－１に戻る。
【０１９４】
　次に、ステップＳ７４６で、リストバンド型端末１－２は、セッション終了通知を受信
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したか否かを判定する。
【０１９５】
　セッション終了通知を受信したと判定された場合（Ｓ７４６／ＹＥＳ）、ステップＳ７
４８で、リストバンド型端末１－２は、セッションモードで動作中であることを示すＬＥ
Ｄ３を消灯する。なお、セッション終了通知を受信していないと判定された場合（Ｓ７４
６／ＮＯ）、処理は再度ステップＳ７０８－２に戻る。
【０１９６】
　以上、本実施形態に係る通信システムの、セッションモードにおける動作処理を説明し
た。続いて、図１９を参照して、上記ステップＳ７２０－１における詳細な動作処理を説
明する。なお、上記ステップＳ７２０－１におけるリストバンド型端末１－１の動作は、
Ｓ７２０－２におけるリストバンド型端末１－２の動作と同一である。
【０１９７】
　図１９は、第７の実施形態に係るリストバンド型端末１－１の動作を示すフローチャー
トである。図１９に示すように、まず、ステップＳ７２２で、リストバンド型端末１－１
は、とんとん入力がセッション終了パターンに該当するか否かを判定する。より詳しくは
、パターン判定部１５１は、とんとん入力による振動パターンが、終了条件を示す所定の
振動パターンと一致するか否かを判定する。
【０１９８】
　セッション終了パターンであると判定された場合（Ｓ７２２／ＹＥＳ）、ステップＳ７
２４で、リストバンド型端末１－１は、セッション終了リクエストをリストバンド型端末
１－２に送信する。ここで、セッション終了リクエストとは、リストバンド型端末１－２
に対して、セッションの終了を要求する通知である。具体的には、セッション終了リクエ
ストは、とんとん入力がセッション終了パターンに該当すると判定されたことを示す判定
結果である。一方で、セッション終了パターンでないと判定された場合（Ｓ７２２／ＮＯ
）、処理はステップＳ７２６に進む。
【０１９９】
　次いで、ステップＳ７２６で、リストバンド型端末１－１は、リストバンド型端末１－
２からセッション終了リクエストを受信したか否かを判定する。
【０２００】
　セッション終了リクエストを受信したと判定された場合（Ｓ７２６／ＹＥＳ）、ステッ
プＳ７２８で、リストバンド型端末１－１は、セッション終了リクエストを表示する。よ
り詳しくは、通知部１７は、リストバンド型端末１－２のユーザがとんとん通信を終了し
たいと要求していることを示す通知を、ＬＥＤ３または表示部５により行う。これにより
、ステップＳ７２０－１の処理は終了する。なお、セッション終了リクエストを受信して
いないと判定された場合（Ｓ７２６／ＮＯ）も、ステップＳ７２０－１の処理は終了する
。
【０２０１】
　以上、図１８のステップＳ７２０－１における詳細な動作処理を説明した。続いて、図
２０を参照して、図１８のステップＳ７３０における詳細な動作処理を説明する。
【０２０２】
　図２０は、第７の実施形態に係るリストバンド型端末１－１の動作を示すフローチャー
トである。ステップＳ７３０におけるセッション終了判定には、セッション終了リクエス
トを互いに送信したことを終了条件とする形態（図２０Ａ）と、いずれか一方が送信した
ことを終了条件とする形態（図２０Ｂ）との、２つの形態が考えられる。以下、各形態に
ついてそれぞれ説明する。
【０２０３】
　図２０Ａに示すように、まず、ステップＳ７３２で、リストバンド型端末１－１は、セ
ッション終了リクエストを受信したか否かを判定する。より詳しくは、制御部１５は、上
記ステップＳ７２８（図１９）において、通信部１９によりリストバンド型端末１－２か
らセッション終了リクエストを受信したか否かを判定する。
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【０２０４】
　セッション終了リクエストを受信したと判定された場合（Ｓ７３２／ＹＥＳ）、ステッ
プＳ７３４で、リストバンド型端末１－１は、セッション終了リクエストを送信したか否
かを判定する。より詳しくは、制御部１５は、上記ステップＳ７２４（図１９）において
、通信部１９によりリストバンド型端末１－２にセッション終了リクエストを送信したか
否かを判定する。
【０２０５】
　セッション終了リクエストを送信したと判定された場合（Ｓ７３４／ＹＥＳ）、ステッ
プＳ７３６で、リストバンド型端末１－１は、セッション終了を判定結果として設定する
。これにより、ステップＳ７３０の処理は終了する。
【０２０６】
　一方で、セッション終了リクエストを受信していないと判定された場合（Ｓ７３２／Ｎ
Ｏ）、およびセッション終了リクエストを送信していないと判定された場合（Ｓ７３４／
ＮＯ）、ステップＳ７３０の処理は終了する。
【０２０７】
　以上、セッション終了リクエストを互いに送信したことを終了条件とする、セッション
終了判定について説明した。続いて、セッション終了リクエストをいずれか一方が送信し
たことを終了条件とするセッション終了判定について説明する。
【０２０８】
　図２０Ｂに示すように、まず、ステップＳ７３２で、リストバンド型端末１－１は、セ
ッション終了リクエストを受信したか否かを判定する。
【０２０９】
　セッション終了リクエストを受信したと判定された場合（Ｓ７３２／ＹＥＳ）、ステッ
プＳ７３６で、リストバンド型端末１－１は、セッション終了を判定結果として設定する
。これにより、ステップＳ７３０の処理は終了する。
【０２１０】
　一方で、セッション終了リクエストを受信していないと判定された場合（Ｓ７３２／Ｎ
Ｏ）、ステップＳ７３４で、リストバンド型端末１－１は、セッション終了リクエストを
送信したか否かを判定する。
【０２１１】
　セッション終了リクエストを送信したと判定された場合（Ｓ７３４／ＹＥＳ）、ステッ
プＳ７３６で、リストバンド型端末１－１は、セッション終了を判定結果として設定する
。これにより、ステップＳ７３０の処理は終了する。
【０２１２】
　一方で、セッション終了リクエストを送信していないと判定された場合（Ｓ７３４／Ｎ
Ｏ）、ステップＳ７３０の処理は終了する。
【０２１３】
　以上、本実施形態に係る通信システムの動作処理を説明した。
【０２１４】
　［２－２－８．第８の実施形態］
　本実施形態は、予め記憶された音声や画像の中から、とんとん入力のパターンに応じて
振動や音声出力、画像出力などの出力パターンを選択する形態である。例えば、相手が特
定のパターンでとんとん入力を行うと、ユーザのリストバンド型端末１から「元気？」と
いう音声が出力される。この音声は、音声合成されていてもよいし、恋人や子供の声を録
音した音声が用いられてもよい。このような、とんとん入力のパターンに応じて出力パタ
ーンを選択する形態を、出力パターン選択モードとも称する。以下、図２１～図２４を参
照して、本実施形態に係る通信システムの動作処理を説明する。
【０２１５】
　図２１は、第８の実施形態に係る通信システムの動作を示すシーケンス図である。図２
１に示すように、ステップＳ８０２で、リストバンド型端末１－１は、出力パターン選択



(29) JP 6428623 B2 2018.11.28

10

20

30

40

50

モードを起動する。
【０２１６】
　次いで、ステップＳ８０４で、リストバンド型端末１－１は、出力パターン選択モード
起動通知を、リストバンド型端末１－２に送信する。
【０２１７】
　次に、ステップＳ８０６で、リストバンド型端末１－２は、受信した出力パターン選択
モード起動通知に基づき、出力パターン選択モードを起動する。
【０２１８】
　次いで、ステップＳ８０８－１、Ｓ８０８－２で、リストバンド型端末１－１および１
－２は、とんとん通信を行う。とんとん通信については、図５を参照して上記説明した通
りであるので、ここでの詳細な説明は省略する。
【０２１９】
　次に、ステップＳ８１０で、リストバンド型端末１－１は、振動パターン情報を取得す
る。
【０２２０】
　次に、ステップＳ８２０で、リストバンド型端末１－１は、上記ステップＳ８１０にお
いて取得された振動パターン情報が示す振動パターンが、予め設定された振動パターンと
一致するか否かを判定する。ここでの詳細な処理は、後に図２３を参照して説明するため
、ここでの説明を省略する。
【０２２１】
　次いで、ステップＳ８３０で、リストバンド型端末１－１は、合致するパターンがあっ
たか否かを判定する。より詳しくは、制御部１５は、上記ステップＳ８２０におけるパタ
ーン判定部１５１による判定結果を参照して、予め設定された振動パターンに合致するパ
ターンがあったか否かを判定する。
【０２２２】
　合致するパターンがあったと判定された場合（Ｓ８３０／ＹＥＳ）、ステップＳ８３２
で、リストバンド型端末１－１は、パターンＩＤをリストバンド型端末１－２に送信する
。ここで、パターンＩＤとは、上記ステップＳ８２０において、合致すると判定されたパ
ターンを示す識別情報である。なお、合致するパターンがないと判定された場合（Ｓ８３
０／ＮＯ）、処理は再度ステップＳ８０８－１に戻る。
【０２２３】
　次に、ステップＳ８３４で、リストバンド型端末１－２は、パターンＩＤを受信したか
否かを判定する。
【０２２４】
　パターンＩＤを受信したと判定された場合（Ｓ８３４／ＹＥＳ）リストバンド型端末１
－２は、受信されたパターンＩＤに対応する出力データを取得する。より詳しくは、制御
部１５は、記憶部１８からパターンＩＤに対応付けて記憶された音声データや画像データ
を検索する。なお、パターンＩＤを受信していないと判定された場合（Ｓ８３４／ＮＯ）
、処理は再度ステップＳ８０８－２に戻る。
【０２２５】
　そして、ステップＳ８３８で、リストバンド型端末１－２は、出力データに応じて出力
する。より詳しくは、振動部１６または通知部１７は、上記ステップＳ８３６で取得され
た、受信されたパターンＩＤに対応する出力データにより振動、音声出力、画像表示を行
う。ここで、図２２を参照して、リストバンド型端末１－２による出力について具体例を
挙げて説明する。
【０２２６】
　図２２は、第８の実施形態に係るリストバンド型端末１－１による出力パターンの選択
を説明するための図である。図２２に示すように、パターンＩＤごとに、振動パターン、
音声データ、および画像データが対応付けられている。例えば、リストバンド型端末１－
２は、受信したパターンＩＤがＰＩＤ＿００１の場合、振動部１６を振動パターンＶｉｂ



(30) JP 6428623 B2 2018.11.28

10

20

30

40

50

＿０１２により振動させる。また、リストバンド型端末１－２は、受信したパターンＩＤ
がＰＩＤ＿００２の場合、振動部１６を振動パターンＶｉｂ＿１０５により振動させ、ま
た通知部１７により音声データＡｕｄ＿０２３を再生し、画像データＩｍｇ＿０４１を表
示する。また、リストバンド型端末１－２は、受信したパターンＩＤがＰＩＤ＿００３の
場合、振動部１６を振動パターンＶｉｂ＿００３により振動させ、また通知部１７により
画像データＩｍｇ＿００５を表示する。
【０２２７】
　以上、本実施形態に係る通信システムの、出力パターン選択モードにおける動作処理を
説明した。続いて、図２３を参照して、上記ステップＳ８２０における詳細な動作処理を
説明する。
【０２２８】
　図２３は、第８の実施形態に係るリストバンド型端末１－１の動作を示すフローチャー
トである。図２３に示すように、まず、ステップＳ８２２で、パターン判定部１５１は、
所定個数のとんとん入力と、所定の振動パターンとを比較する。より詳しくは、パターン
判定部１５１は、振幅が所定の閾値を超えたリズム、即ちユーザがリストバンド型端末１
を指で叩いたリズムを、予め設定された振動パターンが示すリズムと比較する。
【０２２９】
　次いで、ステップＳ８２４で、リストバンド型端末１－１は、所定個数のとんとん入力
に合致するパターンがあるか否かを判定する。より詳しくは、パターン判定部１５１は、
とんとん入力のリズムが、予め設定された振動パターンが示すリズムに一致するか否かを
判定する。
【０２３０】
　合致するパターンがあると判定された場合（Ｓ８２４／ＹＥＳ）、ステップＳ８２６で
、リストバンド型端末１－１は、対応するパターンＩＤを設定する。ここで、図２４を参
照して、リストバンド型端末１－１による対応するパターンＩＤの設定について具体例を
挙げて説明する。
【０２３１】
　図２４は、第８の実施形態に係るリストバンド型端末１－１におけるパターンＩＤの設
定を説明するための図である。例えば、パターン判定部１５１は、とんとん入力のリズム
が、振動パターンＰａｔ＿Ｔａｐ＿００１と一致する場合、パターンＩＤにＰＩＤ＿００
１を設定する。また、パターン判定部１５１は、とんとん入力のリズムが、振動パターン
Ｐａｔ＿Ｔａｐ＿００２と一致する場合、パターンＩＤにＰＩＤ＿００２を設定する。ま
た、パターン判定部１５１は、とんとん入力のリズムが、振動パターンＰａｔ＿Ｔａｐ＿
００３と一致する場合、パターンＩＤにＰＩＤ＿００３を設定する。以上、パターンＩＤ
の設定について具体例を挙げて説明した。以下、図２３の説明に戻る。
【０２３２】
　一方で、合致するパターンがないと判定された場合（Ｓ８２４／ＮＯ）、ステップＳ８
２８で、リストバンド型端末１－１は、パターンＩＤをクリアする。
【０２３３】
　以上、本実施形態に係る通信システムの動作処理を説明した。
【０２３４】
　＜３．まとめ＞
　以上説明したように、本開示の一実施形態に係る通信システムは、より気軽で親密なコ
ミュニケーションを実現することが可能である。より詳しくは、本開示の各実施形態に係
る通信システムは、特定の相手と、抵抗感なく、頻繁に挨拶程度のコミュニケーションを
することを可能にする。
【０２３５】
　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、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
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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。
【０２３６】
　例えば、情報処理装置に内蔵されるＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等のハードウェアに、上
記リストバンド型端末１の各構成と同等の機能を発揮させるためのコンピュータプログラ
ムも作成可能である。また、当該コンピュータプログラムを記録した記録媒体も提供され
る。
【０２３７】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定
的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代
えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
【０２３８】
　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）
　ユーザの手首に装着するバンド部と、
　前記ユーザの動作を検出するセンサ部と、
　前記センサ部により検出された前記動作に応じて、対応付けられた他のリストバンド型
情報処理装置を振動させるための第１の振動信号を生成する振動信号生成部と、
　前記他のリストバンド型情報処理装置に、前記振動信号生成部により生成された前記第
１の振動信号を送信する通信部と、
を備えるリストバンド型情報処理装置。
（２）
　前記リストバンド型情報処理装置は、状態信号生成部をさらに備え、
　前記センサ部は前記ユーザの状態を検出し、
　前記状態信号生成部は、前記他のリストバンド型情報処理装置を装着した他のユーザに
、前記センサ部により検出された前記ユーザの状態を通知するための第１の状態信号を生
成し、
　前記通信部は、前記第１の状態信号を前記他のリストバンド型情報処理装置に送信する
、前記（１）に記載のリストバンド型情報処理装置。
（３）
　前記リストバンド型情報処理装置は、通知部をさらに備え、
　前記通知部は、前記通信部により前記他のリストバンド型情報処理装置から前記他のユ
ーザの状態に応じて生成された第２の状態信号が受信された場合、前記第２の状態信号に
応じて前記他のユーザの状態を示す情報を前記ユーザに通知する、前記（２）に記載のリ
ストバンド型情報処理装置。
（４）
　前記通知部は、前記通信部により前記第１の状態信号が送信された後に前記通信部によ
り前記他のリストバンド型情報処理装置から前記他のユーザの動作に応じて生成された第
２の振動信号が受信された場合、前記ユーザの状態を示す情報を前記ユーザに通知する、
前記（３）に記載のリストバンド型情報処理装置。
（５）
　前記リストバンド型情報処理装置は、前記センサ部により検出された前記動作が所定の
動作であるか否かを判定する動作判定部をさらに備え、
　前記振動信号生成部は、前記動作判定部により前記ユーザの動作が前記所定の動作であ
ると判定された場合に、前記第１の振動信号を生成する、前記（１）～（５）のいずれか
一項に記載のリストバンド型情報処理装置。
（６）
　前記所定の動作は、前記ユーザが前記リストバンド型情報処理装置を叩く動作であり、
　前記動作判定部は、前記センサ部により検出された振動に基づいて、前記ユーザの動作
が前記所定の動作であるか否かを判定する、前記（５）に記載のリストバンド型情報処理
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装置。
（７）
　前記リストバンド型情報処理装置は、振動部をさらに備え、
　前記振動部は、前記通信部により前記他のリストバンド型情報処理装置から前記他のユ
ーザの動作に応じて生成された第２の振動信号が受信された場合、前記第２の振動信号に
応じて振動する、前記（１）～（６）のいずれか一項に記載のリストバンド型情報処理装
置。
（８）
　前記振動部は、前記通信部により前記第２の振動信号が受信された場合、所定の振動パ
ターンで振動する、前記（７）に記載のリストバンド型情報処理装置。
（９）
　前記リストバンド型情報処理装置は、前記センサ部により検出された前記ユーザの状態
を記憶する記憶部をさらに備え、
　前記振動部は、前記記憶部に記憶された前記ユーザの状態と同一または類似の状態が前
記センサ部により検出された場合に振動する、前記（７）または（８）に記載のリストバ
ンド型情報処理装置。
（１０）
　前記リストバンド型情報処理装置は、通知部をさらに備え、
　前記センサ部は、前記リストバンド型情報処理装置が前記ユーザに装着されているか否
かを検出し、
　前記通知部は、前記通信部により前記第２の振動信号が受信された場合に前記センサ部
により前記リストバンド型情報処理装置が前記ユーザに装着されていないと検出された場
合、前記第２の振動信号が受信されたことを示す情報を前記ユーザに通知する、前記（７
）～（９）のいずれか一項に記載のリストバンド型情報処理装置。
（１１）
　前記リストバンド型情報処理装置は、前記センサ部により検出された振動パターンを示
す第１の振動パターン情報を生成する振動パターン生成部をさらに備え、
　前記通信部は、前記他のリストバンド型情報処理装置において生成された第２の振動パ
ターン情報を受信する、前記（１）～（１０）のいずれか一項に記載のリストバンド型情
報処理装置。
（１２）
　前記リストバンド型情報処理装置は、
　通知部と、
　前記第１の振動パターン情報が示す振動パターンと前記第２の振動パターン情報が示す
振動パターンとが一致するか否かを判定する第１パターン判定部と、
をさらに備え、
　前記通知部は、前記第１パターン判定部による判定結果を前記ユーザに通知する、前記
（１１）に記載のリストバンド型情報処理装置。
（１３）
　前記リストバンド型情報処理装置は、
　通知部と、
　前記第１の振動パターン情報が示す振動パターンが、第３の振動パターンと一致するか
否かを判定する第２パターン判定部と、
をさらに備え、
　前記通信部は、前記他のユーザに前記第２パターン判定部による判定結果を通知するた
めに、前記判定結果を前記他のリストバンド型情報処理装置に送信する、前記（１１）ま
たは（１２）に記載のリストバンド型情報処理装置。
（１４）
　前記リストバンド型情報処理装置は、前記第１の振動パターン情報が示す振動パターン
が、第４の振動パターンと一致するか否かを判定する第３パターン判定部をさらに備え、
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　前記通信部は、前記第３パターン判定部による判定結果に対応する出力を前記他のリス
トバンド型情報処理装置に出力させるために、前記判定結果を前記他のリストバンド型情
報処理装置に送信する、前記（１１）～（１３）のいずれか一項に記載のリストバンド型
情報処理装置。
（１５）
　前記リストバンド型情報処理装置は、前記他のリストバンド型情報処理装置とは異なる
他のリストバンド型情報処理装置に対応付くよう設定する設定部をさらに備える、前記（
１）～（１４）のいずれか一項に記載のリストバンド型情報処理装置。
（１６）
　第１のリストバンド型情報処理装置と、
　前記第１のリストバンド型情報処理装置に対応付けられた第２のリストバンド型情報処
理装置と、
を備え、
　前記第１のリストバンド型情報処理装置は、
　第１のユーザの手首に装着するバンド部と、
　前記第１のユーザの動作を検出するセンサ部と、
　対応付けられた他の前記第２のリストバンド型情報処理装置を振動させるための第１の
振動信号を生成する振動信号生成部と、
　前記第２のリストバンド型情報処理装置に、前記振動信号生成部により生成された前記
第１の振動信号を送信する通信部と、
を有し、
　前記第２のリストバンド型情報処理装置は、
　第２のユーザの手首に装着するバンド部と、
　前記第１のリストバンド型情報処理装置から前記第１の振動信号を受信する通信部と、
　前記通信部により受信された前記第１の振動信号に応じて振動する振動部と、
を有する、情報処理システム。
（１７）
　バンド部が装着されたユーザの動作を検出することと、
　検出された前記動作に応じて、対応付けられた他のリストバンド型情報処理装置を振動
させるための第１の振動信号を生成することと、
　前記他のリストバンド型情報処理装置に、生成された前記第１の振動信号を送信するこ
とと、
を備える情報処理方法。
（１８）
　コンピュータを、
　バンド部が装着されたユーザの動作を検出するセンサ部と、
　前記センサ部により検出された前記動作に応じて、対応付けられた他のリストバンド型
情報処理装置を振動させるための第１の振動信号を生成する振動信号生成部と、
　前記他のリストバンド型情報処理装置に、前記振動信号生成部により生成された前記第
１の振動信号を送信する通信部と、
として機能させるためのプログラム。
（１９）
　コンピュータを、
　バンド部が装着されたユーザの動作を検出するセンサ部と、
　前記センサ部により検出された前記動作に応じて、対応付けられた他のリストバンド型
情報処理装置を振動させるための第１の振動信号を生成する振動信号生成部と、
　前記他のリストバンド型情報処理装置に、前記振動信号生成部により生成された前記第
１の振動信号を送信する通信部と、
として機能させるためのプログラムが記録された記録媒体。
【符号の説明】
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【０２３９】
　１、１－１、１－２　　リストバンド型端末
　１１　　Ｉ／Ｆ
　１２　　設定部
　１３　　センサ部
　１４　　Ａ／Ｄ変換部
　１５　　制御部
　１５１　　パターン判定部
　１５２　　動作判定部
　１５３　　状態判定部
　１５４　　振動パターン生成部
　１５５　　状態信号生成部
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