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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　会員端末から第１種類のデータをサーバーにアップロードするとともに、前記第１種類
のデータ及び当該第１種類のデータとは異なる種類の第２種類のデータを会員間で閲覧可
能にネットワーク上に公開するネットワーク・サービスシステムにおいて、
　前記会員端末は、腕に装着可能で表示部を備えたリスト端末を備え、
　該リスト端末は、
　第１の方向への画面送り操作と、該第１の方向と交差する第２の方向への画面送り操作
とを検出する検出手段と、
　該検出手段が前記第１の方向への画面送り操作を検出すると、前記表示部に前記第１種
類のデータを順次切り替え表示していき、前記第２の方向への画面送り操作を検出すると
、前記第２種類のデータを順次切り替え表示していく表示制御手段と、
を備え、
　前記第１種類のデータは、画像データであり、
　前記第２種類のデータは、前記画像データを絵画変換した画像データである
ことを特徴とするネットワーク・サービスシステム。
【請求項２】
　会員端末から第１種類のデータをサーバーにアップロードするとともに、前記第１種類
のデータ及び当該第１種類のデータとは異なる種類の第２種類のデータを会員間で閲覧可
能にネットワーク上に公開するネットワーク・サービスシステムにおいて、
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　前記会員端末は、腕に装着可能で表示部を備えたリスト端末を備え、
　該リスト端末は、
　第１の方向への画面送り操作と、該第１の方向と交差する第２の方向への画面送り操作
とを検出する検出手段と、
　該検出手段が前記第１の方向への画面送り操作を検出すると、前記表示部に前記第１種
類のデータを順次切り替え表示していき、前記第２の方向への画面送り操作を検出すると
、前記第２種類のデータを順次切り替え表示していく表示制御手段と、
を備え、
　前記第２種類のデータは、会員のプロフィールデータであり、
　前記第１種類のデータは、当該会員に属する画像データである
ことを特徴とするネットワーク・サービスシステム。
【請求項３】
　会員端末から第１種類のデータをサーバーにアップロードするとともに、前記第１種類
のデータ及び当該第１種類のデータとは異なる種類の第２種類のデータを会員間で閲覧可
能にネットワーク上に公開するネットワーク・サービスシステムの腕に装着可能で表示部
を備えたリスト端末において、
　第１の方向への画面送り操作と、該第１の方向と交差する第２の方向への画面送り操作
とを検出する検出手段と、
　該検出手段が前記第１の方向への画面送り操作を検出すると、前記表示部に前記第１種
類のデータを順次切り替え表示していき、前記第２の方向への画面送り操作を検出すると
、前記第２種類のデータを順次切り替え表示していく表示制御手段と、
を備え、
　前記第１種類のデータは、画像データであり、
　前記第２種類のデータは、前記画像データを絵画変換した画像データである
ことを特徴とするリスト端末。
【請求項４】
　会員端末から第１種類のデータをサーバーにアップロードするとともに、前記第１種類
のデータ及び当該第１種類のデータとは異なる種類の第２種類のデータを会員間で閲覧可
能にネットワーク上に公開するネットワーク・サービスシステムの腕に装着可能で表示部
を備えたリスト端末において、
　第１の方向への画面送り操作と、該第１の方向と交差する第２の方向への画面送り操作
とを検出する検出手段と、
　該検出手段が前記第１の方向への画面送り操作を検出すると、前記表示部に前記第１種
類のデータを順次切り替え表示していき、前記第２の方向への画面送り操作を検出すると
、前記第２種類のデータを順次切り替え表示していく表示制御手段と、
を備え、
　前記第２種類のデータは、会員のプロフィールデータであり、
　前記第１種類のデータは、当該会員に属する画像データである
ことを特徴とするリスト端末。
【請求項５】
　会員端末から第１種類のデータをサーバーにアップロードするとともに、前記第１種類
のデータ及び当該第１種類のデータとは異なる種類の第２種類のデータを会員間で閲覧可
能にネットワーク上に公開するネットワーク・サービスシステムの腕に装着可能で表示部
を備えたリスト端末のコンピュータが、
　第１の方向への画面送り操作と、該第１の方向と交差する第２の方向への画面送り操作
とを検出する検出工程と、
　該検出工程が前記第１の方向への画面送り操作を検出すると、前記表示部に前記第１種
類のデータを順次切り替え表示していき、前記第２の方向への画面送り操作を検出すると
、前記第２種類のデータを順次切り替え表示していく表示制御工程と、
を実行し、
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　前記第２種類のデータは、会員のプロフィールデータであり、
　前記第１種類のデータは、当該会員に属する画像データである
ことを特徴とする表示方法。
【請求項６】
　コンピュータに、請求項５記載の各工程を実行させるためのプログラム。
【請求項７】
　会員端末から第１種類のデータをサーバーにアップロードするとともに、前記第１種類
のデータ及び当該第１種類のデータとは異なる種類の第２種類のデータを会員間で閲覧可
能にネットワーク上に公開するネットワーク・サービスシステムの腕に装着可能で表示部
を備えたリスト端末のコンピュータが、
　前記表示部の画面の第１の方向への画面送り操作と、該第１の方向と交差する第２の方
向への画面送り操作とを検出する検出工程と、
　該検出工程で前記第１の方向への画面送り操作を検出すると、前記表示部に第１種類の
データを順次切り替え表示していき、前記第２の方向への画面送り操作を検出すると、第
２種類のデータを順次切り替え表示していく表示制御工程と、
を実行し、
　前記第１種類のデータは、画像データであり、
　前記第２種類のデータは、前記画像データを絵画変換した画像データである
　ことを特徴とする表示方法。
【請求項８】
　コンピュータに、請求項７記載の各工程を実行させるためのプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワーク・サービスシステム及びリスト端末、表示方法、プログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ソーシャル・ネットワーク・サービス（以下、ＳＮＳと略称する）が流行してい
る。元々はパーソナルコンピュータによって自宅で楽しむものが主流であったが、スマー
トフォンの普及により、外出先で楽しむ場合が増えている。更に、腕時計型のリスト端末
も出現するに至っており、腕に装着することにより、いつでもＳＮＳに参加できるように
なりつつある。他方で、リスト端末は表示面積が狭いため、画面表示に工夫が必要である
という課題があった。
【０００３】
　ＳＮＳには色々なサービス形態があるが、写真を投稿したり、写真を絵画変換したりし
た作品の画像を展示・閲覧するサービスがある。そのようなサービスの場合は特に画像を
表示・閲覧することが重要になるため、画面表示に工夫が必要であるという上記課題の重
要度は一層高まりつつある。
【０００４】
　現状においては、画面表示の最も一般的な技術として複数の画像をスクロール表示する
技術があり以下の特許文献１乃至３記載のものが挙げられる。
（１）特許文献１：水平方向のスクロール操作で機能を選択し、垂直方向のスクロール操
作で当該機能に対応するメニューを選択する。
（２）特許文献２：上下方向の送り操作で時系列順の情報リストを順次表示し、選択され
た情報リストに対して左右方向の送り操作で当該情報リストの個人の時系列情報を表示す
る。
（３）特許文献３：上下方向の送り操作でイベント情報をスクロールし、イベント選択操
作で詳細を表示後、左右方向の送り操作で当該イベントに関連する情報を切り替え表示す
る。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－０１８１８９号公報
【特許文献２】特開２０１０－２６３５７８号公報
【特許文献３】特開２０１１－０２２８１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１記載の技術は、ゲーム装置において、マトリクス状にアイコン画面を配列し
、水平方向に複数の機能アイコンが並び、垂直方向にフレンドアイコンを含む複数の項目
アイコンが並んでいる。ユーザは交差している領域のアイコンを選択することができる。
しかしながら、これは広い表示面積に複数のアイコンをマトリクス状にリスト表示して選
択するものであって、比較的狭い表示面積の端末でＳＮＳサービスを利用する工夫を提案
しているものではなく、ＳＮＳサービスで提供される情報をユーザが明瞭かつ迅速に閲覧
するための技術とはなり得ない。
【０００７】
　特許文献２、３記載の技術は、多種多様の複数のアプリケーションプログラムにより扱
われる複数の更新情報を、煩雑な操作を要せずにユーザが簡単且つ容易に確認できるよう
にしたもので、上下方向の送り操作で時系列順の情報カードを順次表示し、選択した情報
カードに対して、左右方向の送り操作で当該情報カードの更新履歴情報を表示するもので
ある。これも広い表示面積の中に情報カードを順次表示していくもので、比較的狭い表示
面積の端末でＳＮＳサービスを利用する工夫を提案しているものではなく、ＳＮＳサービ
スで提供される情報をユーザが明瞭かつ迅速に閲覧するための技術とはなり得ない。
【０００８】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、比較的狭い表示面積の端末でも、ＳＮＳに
代表されるネットワーク・サービスで提供される情報をユーザが明瞭かつ迅速に閲覧する
ことを実現する技術を提供すること目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記課題を達成するため、請求項１記載の発明は、会員端末から第１種類のデータをサ
ーバーにアップロードするとともに、前記第１種類のデータ及び当該第１種類のデータと
は異なる種類の第２種類のデータを会員間で閲覧可能にネットワーク上に公開するネット
ワーク・サービスシステムにおいて、前記会員端末は、腕に装着可能で表示部を備えたリ
スト端末を備え、該リスト端末は、第１の方向への画面送り操作と、該第１の方向と交差
する第２の方向への画面送り操作とを検出する検出手段と、該検出手段が前記第１の方向
への画面送り操作を検出すると、前記表示部に前記第１種類のデータを順次切り替え表示
していき、前記第２の方向への画面送り操作を検出すると、前記第２種類のデータを順次
切り替え表示していく表示制御手段と、を備え、前記第１種類のデータは、画像データで
あり、前記第２種類のデータは、前記画像データを絵画変換した画像データであることを
特徴とするネットワーク・サービスシステムを提供するものである。
【００１０】
　請求項２記載の発明は、会員端末から第１種類のデータをサーバーにアップロードする
とともに、前記第１種類のデータ及び当該第１種類のデータとは異なる種類の第２種類の
データを会員間で閲覧可能にネットワーク上に公開するネットワーク・サービスシステム
において、前記会員端末は、腕に装着可能で表示部を備えたリスト端末を備え、該リスト
端末は、第１の方向への画面送り操作と、該第１の方向と交差する第２の方向への画面送
り操作とを検出する検出手段と、該検出手段が前記第１の方向への画面送り操作を検出す
ると、前記表示部に前記第１種類のデータを順次切り替え表示していき、前記第２の方向
への画面送り操作を検出すると、前記第２種類のデータを順次切り替え表示していく表示
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制御手段と、を備え、前記第２種類のデータは、会員のプロフィールデータであり、前記
第１種類のデータは、当該会員に属する画像データであることを特徴とするネットワーク
・サービスシステムを提供するものである。
【００１１】
　請求項３記載の発明は、会員端末から第１種類のデータをサーバーにアップロードする
とともに、前記第１種類のデータ及び当該第１種類のデータとは異なる種類の第２種類の
データを会員間で閲覧可能にネットワーク上に公開するネットワーク・サービスシステム
の腕に装着可能で表示部を備えたリスト端末において、第１の方向への画面送り操作と、
該第１の方向と交差する第２の方向への画面送り操作とを検出する検出手段と、該検出手
段が前記第１の方向への画面送り操作を検出すると、前記表示部に前記第１種類のデータ
を順次切り替え表示していき、前記第２の方向への画面送り操作を検出すると、前記第２
種類のデータを順次切り替え表示していく表示制御手段と、を備え、前記第１種類のデー
タは、画像データであり、前記第２種類のデータは、前記画像データを絵画変換した画像
データであることを特徴とするリスト端末を提供するものである。
　請求項４記載の発明は、会員端末から第１種類のデータをサーバーにアップロードする
とともに、前記第１種類のデータ及び当該第１種類のデータとは異なる種類の第２種類の
データを会員間で閲覧可能にネットワーク上に公開するネットワーク・サービスシステム
の腕に装着可能で表示部を備えたリスト端末において、第１の方向への画面送り操作と、
該第１の方向と交差する第２の方向への画面送り操作とを検出する検出手段と、該検出手
段が前記第１の方向への画面送り操作を検出すると、前記表示部に前記第１種類のデータ
を順次切り替え表示していき、前記第２の方向への画面送り操作を検出すると、前記第２
種類のデータを順次切り替え表示していく表示制御手段と、を備え、前記第２種類のデー
タは、会員のプロフィールデータであり、前記第１種類のデータは、当該会員に属する画
像データであることを特徴とするリスト端末を提供するものである。
【００１２】
　請求項５記載の発明は、会員端末から第１種類のデータをサーバーにアップロードする
とともに、前記第１種類のデータ及び当該第１種類のデータとは異なる種類の第２種類の
データを会員間で閲覧可能にネットワーク上に公開するネットワーク・サービスシステム
の腕に装着可能で表示部を備えたリスト端末のコンピュータが、第１の方向への画面送り
操作と、該第１の方向と交差する第２の方向への画面送り操作とを検出する検出工程と、
該検出工程が前記第１の方向への画面送り操作を検出すると、前記表示部に前記第１種類
のデータを順次切り替え表示していき、前記第２の方向への画面送り操作を検出すると、
前記第２種類のデータを順次切り替え表示していく表示制御工程と、を実行し、前記第２
種類のデータは、会員のプロフィールデータであり、前記第１種類のデータは、当該会員
に属する画像データであることを特徴とする表示方法を提供するものである。
　請求項６記載の発明は、コンピュータに、請求項５記載の各工程を実行させるためのプ
ログラムを提供するものである。
　請求項７記載の発明は、会員端末から第１種類のデータをサーバーにアップロードする
とともに、前記第１種類のデータ及び当該第１種類のデータとは異なる種類の第２種類の
データを会員間で閲覧可能にネットワーク上に公開するネットワーク・サービスシステム
の腕に装着可能で表示部を備えたリスト端末のコンピュータが、前記表示部の画面の第１
の方向への画面送り操作と、該第１の方向と交差する第２の方向への画面送り操作とを検
出する検出工程と、該検出工程で前記第１の方向への画面送り操作を検出すると、前記表
示部に第１種類のデータを順次切り替え表示していき、前記第２の方向への画面送り操作
を検出すると、第２種類のデータを順次切り替え表示していく表示制御工程と、を実行し
、前記第１種類のデータは、画像データであり、前記第２種類のデータは、前記画像デー
タを絵画変換した画像データであることを特徴とする表示方法を提供するものである。
　請求項８記載の発明は、コンピュータに、請求項５記載の各工程を実行させるためのプ
ログラムを提供するものである。
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【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、比較的狭い表示面積の端末でも、ネットワーク・サービスで提供され
る情報をユーザが明瞭かつ迅速に閲覧することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】スマートフォン型の端末とリスト端末のイメージを示す図である。
【図２】リスト端末の回路構成の概略を示すロック図である。
【図３】フリップの定義を示す図である。
【図４】フリックの定義を示す図である。
【図５】全体構成を示すブロック図である。
【図６】端末とリスト端末の使用状態のイメージを示す図である。
【図７】リスト端末の表示例を示す図である。
【図８】端末とリスト端末の表示例を示す図であり、同図（ａ）はリスト端末に１枚の作
品を表示している状態、同図（ｂ）はスマートフォン型の端末に複数の作品を一覧表示し
ている状態を示すものである。
【図９】ＳＮＳサイトを実現するサーバーの構成の要部を示すブロック図である。
【図１０】会員エリアの詳細を示すブロック図である。
【図１１】会員属性情報の内容を示す図である。
【図１２】画像属性情報の内容を示す図である。
【図１３】アップロード・投稿処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の第１の実施の形態におけるリスト端末の表示遷移図である。
【図１５】同実施の形態の処理手順を示すフローチャートである。
【図１６】本発明の第２の実施の形態におけるリスト端末の表示遷移図である。
【図１７】同実施の形態の処理手順を示すフローチャートである。
【図１８】本発明の第３の実施の形態におけるリスト端末の表示遷移図である。
【図１９】同実施の形態の処理手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
　図１は、本発明の一実施の形態に係る絵画変換ＳＮＳシステムに用いられる端末１－１
とリスト端末２－１を示すイメージ図である。同図に示すように、スマートフォン型の端
末（以下、スマホ端末という）１－１とリスト端末２－１は、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ
（登録商標）で無線接続されてデータ交換が可能である。更に、両端末１－１，２－１と
もＷｉ－Ｆｉなどにより直接インターネット５００を介してＳＮＳサイト１０に接続可能
である。また、リスト端末２－１は、腕時計形状に構成され、表示部４０を有する。
【００１９】
　図２は、リスト端末２－１の回路構成を示すブロック図である。図示のようにリスト端
末２－１は、制御部４０２と、プログラム記憶部４０３、ユーザデータ記憶部４０４、Ｇ
ＰＳ部４０５、通信部４０６、時計部４０７、加速度センサ部４０８、前記表示部４０、
入力部４１０、傾きセンサ部４１１、タッチパネル部４１２を備えている。
【００２０】
　制御部４０２は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、及びＣＰＵの周辺回路と、Ｒ
ＡＭ（Random Access memory）等の作業用メモリ等とから構成され、リスト端末２－１の
全体の動作を制御する。
【００２１】
　ＧＰＳ部４０５は、公知のＧＰＳ（Global Positioning System）を利用して現在位置
を計測する。すなわちＧＰＳ部４０５は、複数の測位衛星（ＧＰＳ衛星）から送られてく
る電波をアンテナ５ａにより受信することによって、現在位置を示す緯度、経度からなる
位置データを取得し、取得した位置データを、使用者の行動場所を示す場所情報として制
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御部４０２に供給する。
【００２２】
　通信部４０６は、例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）で無線通信機能を備えるもの
であり、スマホ端末１－１に無線接続してデータ交換が可能であるとともに、Ｗｉ－Ｆｉ
で、図５に示すように、インターネット５００を介してＳＮＳサイト１０に接続する機能
を備えている。
【００２３】
　時計部４０７は、現在時刻をカウントし、現在時刻を示す時刻データを制御部４０２に
供給する。更に時計部４０７はカレンダー機能を有しており、現在の日付データ、曜日デ
ータも制御部４０２に供給する。
【００２４】
　加速度センサ部４０８は、主として加速度センサと、加速度センサの検出信号を増幅す
るアンプ、及びＡ／Ｄ変換器から構成され、リスト端末２－１における２軸方向（図１４
、１４に示すように、左右方向（Ｘ方向）と上下方向（Ｙ方向））の加速度の変化を示す
波形データを、ユーザの腕振り動作を示す動作情報として制御部４０２に供給する。
【００２５】
　傾きセンサ部４１１は、リスト端末２－１の傾きを検出するセンサと、このセンサの検
出信号を増幅するアンプ、及びＡ／Ｄ変換器から構成され、リスト端末２－１における２
軸方向（図１４、１４に示すように、左右方向（Ｘ方向）と上下方向（Ｙ方向））の傾き
を示す波形データを、ユーザのリスト端末２－１に対するフリップ（傾ける動作）を示す
フリップ動作情報として制御部４０２に供給する。
【００２６】
　図３は、このフリップ動作の定義を示す図である。同図（ａ）に示すように、リスト端
末２－１を全体を矩形として、手前側を「下」、向こう側を「上」と定義し、左右の端部
をそれぞれ「左」「右」と定義する。そして、同図（ｂ）に実線で示す水平状態から、点
線で示すように示す「上」が下方に４５°以上変位した後、再度水平状態に戻った場合、
かつこの動作が１秒以内に完結した場合を「上フリップ」と定義する。
【００２７】
　また、同図（ｃ）に実線で示す水平状態から、点線で示すように示す「下」が下方に４
５°以上変位した後、再度水平状態に戻った場合、かつこの動作が１秒以内に完結した場
合を「下フリップ」と定義する。更に、同図（ｄ）に実線で示す水平状態から、点線で示
すように示す「左」が下方に４５°以上変位した後、再度水平状態に戻った場合、かつこ
の動作が１秒以内に完結した場合を「左フリップ」と定義し、同図（ｅ）に実線で示す水
平状態から、点線で示すように示す「右」が下方に４５°以上変位した後、再度水平状態
に戻った場合、かつこの動作が１秒以内に完結した場合を「右フリップ」と定義する。
【００２８】
　これらフリップの定義は、予めプログラム記憶部４０３に記憶されており、制御部４０
２は、傾きセンサ部４１１からの出力と前記定義とに基づき、各方向のフリップの有無を
判断することができる。
【００２９】
　タッチパネル部４１２は、表示部４０の表面に積層されている。このタッチパネル部４
１２は、静電容量方式であって、リスト端末２－１の表示部４０上における２軸方向（図
１４、１４に示すように、左右方向（Ｘ方向）と上下方向（Ｙ方向））のユーザのフリッ
ク（タッチパネル部４１２の表面を指で軽く払う動作）を示すフリック動作情報として制
御部４０２に供給する。
【００３０】
　図４は、このフリック動作の定義を示す図である。同図（ａ）に示すように、リスト端
末２－１の表示部４０上において、１２時側から６時側に指をスライドさせる動作を下フ
リックと定義する。また、同図（ｂ）に示すように、６時側から１２時側に指をスライド
させる動作を上フリックと定義し、同図（ｃ）に示すように、９時側から３時側に指をス
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ライドさせる動作を右フリックと定義し、同図（ｄ）に示すように、３時側から９時側に
指をスライドさせる動作を左フリックと定義する。
【００３１】
　これら（ａ）～（ｄ）ばかりでなく、同図（ｅ）～（ｈ）の場合もフリックを定義する
。すなわち、同図（ｅ）に示すように、リスト端末２－１の表示部４０上において、３時
と９時とを結ぶ中心横軸線Ｌ１を１２時側から６時側に斜めに横切る指スライド動作も下
フリックと定義する。また、同図（ｆ）に示すように、３時と９時とを結ぶ中心横軸線Ｌ
１を６時側から１２時側に斜めに横切る指スライド動作も上フリックと定義し、同図（ｇ
）に示すように、６時と１２時とを結ぶ中心縦軸線Ｌ２を９時側から３時側に斜めに横切
る指スライド動作も右フリックと定義し、同図（ｈ）に示すように、６時と１２時とを結
ぶ中心縦軸線Ｌ２を３時側から９時側に斜めに横切る指スライド動作も右フリックと定義
する。
【００３２】
　これらフリックの定義は、予めプログラム記憶部４０３に記憶されており、制御部４０
２は、タッチパネル部４１２からの出力と前記定義とに基づき、各方向のフリックの有無
を判断することができる。また、（ａ）～（ｄ）の指が縦方向又は横方向にスライドさせ
る場合ばかりでなく、斜め方向にスライドさせる場合に関してもフリックを定義したこと
から、左腕に装着したリスト端末２－１の表示部４０上で、右手の指をスライドさせる場
合において、ユーザが自然な体勢で斜め方向に指をスライドさせても、精度よくフリック
を検出することができる。
【００３３】
　したがって、本実施形態におけるリスト端末２－１は、左右方向（Ｘ方向）と上下方向
（Ｙ方向）において下記の動作（１）（２）（３）を検出することが可能である。
（１）加速度センサ部４０８からの出力に基づく腕振り動作
（２）傾きセンサ部４１１からの出力に基づくリスト端末２－１のフリップ
（３）タッチパネル部４１２からの出力に基づくタッチパネル部４１２上でのフリック
【００３４】
　プログラム記憶部４０３は、制御部４０２（具体的にはＣＰＵ）がリスト端末２－１の
制御に必要とする各種のプログラムやデータを記憶するＲＯＭ（Read Only Memory）等で
ある。プログラム記憶部４０３に記憶されているプログラムには、制御部４０２に後述す
る図１５及び図１７のフローチャートに示す表示可変処理を実行させるプログラムが含ま
れる。スマホ端末１－２にはこのＳＮＳサイト１０を利用するためのアプリケーションプ
ログラムが記憶されているが、このリスト端末２－１のプログラム記憶部４０３には、同
様にＳＮＳサイト１０を利用するためのアプリケーションプログラムであって、スマホ端
末１－２のアプリケーションプログラムよりは軽いアプリケーションプログラムが記憶さ
れている。
【００３５】
　図５は、本実施の形態の全体構成を示すブロック図である。
　サーバー１１を含むＳＮＳサイト１０は、インターネット５００を介して会員のスマホ
端末１－１、１－２、１－３、・・・と接続される。また、２－１、２－２、２－３、・
・・は前述した腕に装着可能な腕時計型のリスト端末であり、スマホ端末１－１、１－２
、１－３と無線で接続される。
【００３６】
　図６は、スマホ端末１－１とリスト端末２－１を使用するイメージを示すもので、同図
（ａ）は会員Ａがスマホ端末１－１を保有して携帯電話回線及びインターネットを介して
ＳＮＳサイト１０へ接続するともに、リスト端末２－１も保有し、一部の情報、例えばグ
ルーピングされている会員のプロフィール情報や、絵画調画像データ等の作品、メール等
をリスト端末２－１で受信する。
　このような使用態様によれば、リスト端末２－１はインターネット５００へ接続せずと
も、フレンド会員のプロフィール情報や、メール等を受信することができる。
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【００３７】
　同図（ｂ）は、会員Ｂがスマホ端末１－１を保有し、スマホ端末１－１を保有していな
い会員Ｃがリスト端末２－１を保有しているとき、会員Ｂと会員Ｃが所定範囲内に近づい
た場合、会員Ｂのスマホ端末１－１と会員Ｃのリスト端末２－１の間でデータ交換が可能
になる例を示している。
　このような使用態様によれば、会員Ｃはインターネット５００への接続機能を有するス
マホ端末１－１を所持していなくとも、インターネット５００を介して取得した情報を得
ることができる。
【００３８】
　図７は、リスト端末２－１の表示例を示すもので、同図（ａ）のように通常は、現在年
月日、曜日、時刻等からなる時刻表示Ｐ４を行っている。そして、グルーピングされた他
の会員が所定範囲内に近づいたことを検出して、同図（ｂ）のように自動的にその近づい
た会員のプロフィール画像、若しくは作品を表示する。同時に音声や振動で報知してもよ
い。
【００３９】
　ここで、所定範囲内とは、所定距離内、電波強度が所定以上強くなった場合等である。
リスト端末２－１にＧＰＳを内蔵することにより存在位置と時間を特定できるので、同時
刻での比較のみならず、数分前に近くに会員が居た、というような表示も可能である。
　そしてこのリスト端末２－１でも絵画調に変換された画像データである作品を閲覧する
ことができる。
【００４０】
　これにより、会員が端末をバッグ等にしまっていても、腕時計としてリスト端末を装着
していれば、手軽に自己又はフレンド会員やグルーピングされている会員のプロフィール
画像を確認したり、作品を閲覧したりすることができる。
【００４１】
　図８はスマホ端末１－１とリスト端末２－１の表示例を示す図であり、同図（ａ）はリ
スト端末に１枚の作品を表示している状態、同図（ｂ）はスマホ端末１－１に複数の作品
を一覧表示している状態を示すものである。すなわち、同図（ｂ）はスマホ端末１－１の
表示部３１に、Ｗ１～Ｗ１２の１２個の作品を一覧表示している状態を示し、同図（ａ）
はリスト端末２－１の表示部４０に前記作品Ｗ１～Ｗ１２のうちのＷ５を表示している状
態を示す。
【００４２】
　このとき、スマホ端末１－１の表示部３１とリスト端末２－１の表示部４０との表示面
積は異なり、リスト端末２－１の表示部４０の表示面積は、スマホ端末１－１の表示部３
１の表示面積よりも小さい。
【００４３】
　リスト端末２－１には、１つの作品のサムネイルＷ５を表示しており、スマホ端末１－
１には前記作品Ｗ５を中心にＷ１～Ｗ１２の１２個の作品のサムネイルを表示している。
この表示は、新着順でも、同じ会員の作品でも、同じ絵画調の作品でも、あるいはランダ
ムでも任意である。
【００４４】
　次に、絵画変換ＳＮＳサイト１０の具体的な構成について説明する。
【００４５】
　図９はＳＮＳサイトを実現するサーバーの構成の要部を示すブロック図、図１０は会員
エリアの詳細を示すブロック図、図１１は、会員属性情報の内容を示す図、図１２は、画
像属性情報の内容を示す図である。
【００４６】
　図９において、サーバー１１には、会員エリア１００、共通エリア２００、制御エリア
３００が設けられている。
　会員エリア１００は、その詳細を図１０に示すように、登録会員毎に設けられるエリア
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で、会員を識別するための会員ＩＤ１０２と、それに対応して会員毎の各種会員属性情報
１０４を有する。
【００４７】
　会員属性情報１０４は、例えば図１１に示すように、氏名１０４Ａ、ハンドルネーム１
０４Ｂ、性別１０４Ｃ、年齢１０４Ｄ、地域１０４Ｅ、会員種別１０４Ｆ、フレンドリス
ト１４０Ｊ、グループリスト１０４Ｋ、その他１０４Ｌで構成される。会員種別１０４Ｆ
には無料登録しただけの無料会員、有料登録した有料会員、特別な会費を払ったプレミア
ム会員がある。
【００４８】
　また、図１０において１０６は、会員によりアップロードされた写真の画像データが記
憶されるアップロード画像バッファエリア、１０８はＳＮＳサイト１０において絵画変換
した絵画調画像（作品）が記憶される作品バッファエリア、１１０は他の会員の作品をダ
ウンロードして記憶するダウンロード作品バッファエリアである。１１１はプロフィール
画像が記憶されるプロフィール画像記憶エリア、１１２はプロフィール画像Ｐ２が記憶さ
れるプロフィール画像記憶エリア、１１４は当該会員のプロフィールＰ３が記憶されるプ
ロフィール記憶エリアである。
【００４９】
　図９における共通エリア２００は、会員全体に共通して設けられるエリアで、会員がア
ップロードした画像を絵画調に変換した多数の作品が記憶される作品エリア２０２を含む
。
【００５０】
　作品エリア２０２に記憶される各作品には、その作品を識別する画像ＩＤ２０４と、画
像ごとの属性を示す画像属性情報２０６とを有する。
【００５１】
　画像属性情報２０６は、図１２に示すように、その作品の投稿者を示す会員ＩＤ２０６
Ａ、作成日付又は投稿日付等の日付情報２０６Ｂ、画像データのサイズ、絵画調の種類等
の画像種別情報２０６Ｃ、その作品が閲覧された回数を示す閲覧要求数（アクセス数）情
報２０６Ｄ、その作品がダウンロードされた回数を示すダウンロード数情報２０６Ｅ、そ
の作品の評価を示すポイント情報２０６Ｆ、その作品が何に関係するか、例えば人物、自
然、花、アサガオ、・・・等のタグを付帯するタグ情報２０６Ｇ、その作品がグループに
属している場合、そのグループを示すグルーピング情報２０６Ｈ、その他の作品特有の情
報２０６Ｉであり、これらが画像データ２０８とともに記憶されている。
【００５２】
　会員ＩＤ２０６Ａにより、作品の作者が分かり、作者が無料会員か有料会員かプレミア
ム会員かを判断することができる。また、タグ情報２０６Ｇによりその作品をカテゴリー
分けすることができる。また、グルーピング情報２０６Ｈより、その作品をグループ分け
することができる。カテゴリー分けは、油絵調のカテゴリーや、ＨＤＲのカテゴリー等、
客観的な区別のカテゴリーである。
【００５３】
　図９に示す制御エリア３００は、絵画変換処理部３０２、パラメータテーブル３０４、
表示制御部３０８、評価制御部３１０、会員管理部３１２の各部を含んでいる。
【００５４】
　絵画変換処理部３０２は、アップロード画像バッファエリア１０６に記憶された画像デ
ータを絵画調画像データに変換する絵画変換処理を行う。パラメータテーブル３０４は、
絵画変換処理部３０２が、絵画変換処理に際して参照する絵画変換のためのパラメータを
記憶する。表示制御部３０８は、作品を画面上に表示させる制御プログラムを記憶する。
【００５５】
　評価制御部３１０は、会員エリア１００の作品バッファエリア１０８に記憶されている
作品に、アクセス回数等に応じた評価を行い、作品毎にポイントを付与する。会員管理部
３１２は、会員ＩＤにより会員を管理し、無料会員、有料会員、プレミアム会員別のサー
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ビスを制御する。この会員管理部３１２はＳＮＳサイト１０のＳＮＳ機能についても司っ
ている。
【００５６】
　また、サーバー１１には、ＣＰＵ２０と表示バッファ３０とが設けられている。ＣＰＵ
２０は、制御エリア３００に記憶されている各種制御プログラムに基づいてサーバー１１
全体を制御するとともに、インターネット上で多数の作品を一覧表示させるために必要な
各種の処理を行う。また、ＣＰＵ２０は高度なグラフィック処理をするためのグラフィッ
クアクセラレータ２２を備えている。このグラフィックアクセラレータ２２により、ドラ
イバソフトからいくつかの条件を指定するだけで、画像を後述するようなカテゴリー別に
表示させることが可能となる。なお、上記のドライバソフトは、例えば汎用性の高い公知
のオープンＧＬ、及びオープンＧＬを使用するための拡張ライブラリである。
【００５７】
　表示バッファ３０は、ＣＰＵ２０が多数の作品を一覧表示させる際に、表示用の画像を
展開するための作業用メモリである。
【００５８】
　図１３は、アップロード・投稿処理の処理手順を示すフローチャートである。
　サーバー１１は、会員端末からの画像（写真）のアップロードを受け付け、アップロー
ド画像バッファエリア１０６に記憶する（ステップＳＤ１０１）。また、会員端末からの
選択指示に応じて変換する絵画調の種類を選択し（ステップＳＤ１０２）、この選択した
種類で前記アップロードされた画像を絵画変換する（ステップＳＤ１０３）。
【００５９】
　しかる後に、前記ステップＳ５０３で絵画変換した画像を作品バッファエリア１０８に
記憶させる（ステップＳＤ１０４）。投稿する場合は、作品エリア２０２に移動させる（
ステップＳＤ１０５）。また、画像属性情報２０６として、その作品の投稿者を示す会員
ＩＤ２０６Ａや投稿日付等の日付情報２０６Ｂを書き込む。
【００６０】
　（第１の実施の形態）
　図１４は、本発明の第１の実施の形態におけるリスト端末２－１の表示例を示す図であ
り、図１５は同実施の形態におけるリスト端末２－１の処理手順を示すフローチャートで
ある。
【００６１】
　図１４において、中央（ａ）はリスト端末２－１の表示部４０であり、１枚の絵画調画
像の作品である絵画調画像Ｗ５が表示されている。この状態において、制御部４０２はプ
ログラム記憶部４０３に記憶されているプログラムに従って、図１５のフローチャートに
示すように処理を実行する。
【００６２】
　すなわち、制御部４０２は、加速度センサ部４０８、傾きセンサ部４１１及びタッチパ
ネル部４１２からの出力に基づき、縦方向（図１４におけるＹ方向）上側への腕振り、フ
リップ、フリックのいずれかが検出されたか否か（ステップＳ２０１）、又は縦方向（図
１４におけるＹ方向）下側への腕振り、フリップ、フリックのいずれかが検出されたか否
か（ステップＳ２０２）を判断する。
【００６３】
　これらＹ方向への腕振り、フリップ、フリックのいずれかが検出された場合には、現在
表示部４０に表示されている画像がプロフィール画像であるか否かを判断する（ステップ
Ｓ２０３）。現在表示部４０に表示されている画像がプロフィール画像ではなく、絵画調
画像である場合には（ステップＳ２０３；ＮＯ）、絵画調画像からその絵画調画像を保有
している会員のプロフィール画像に切り替え表示する（ステップＳ２０４）。
【００６４】
　したがって、図１４（a）に示したように、表示部４０に絵画調画像Ｗ５が表示されて
いる状態で、ユーザがリスト端末２－１が装着されている腕をＹ方向に振るか、Ｙ方向に
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傾けるか、表示部４０の表面を指でＹ方向に払う動作を行うと、同図（ａ）に示すように
、表示部４０の画面は絵画調画像Ｗ５からプロフィール画像Ｐ１Ａに変化する。
【００６５】
　また、現在表示部４０に表示されている画像がプロフィール画像である場合には（ステ
ップＳ２０３；ＹＥＳ）、検出方向における次のプロフィール画像に切り替え表示する（
ステップＳ２０５）。
【００６６】
　したがって、図１４（a）に示すように、表示部４０にプロフィール画像Ｐ１Ａが表示
されている状態で、ユーザがリスト端末２－１が装着されている腕をＹ方向上側に振るか
、Ｙ方向上側に傾けるか、表示部４０の表面を指でＹ方上側に払う動作を行うと、同図（
ｂ）に示すように、表示部４０の画面は、プロフィール画像Ｐ１Ａから次のプロフィール
画像Ｐ１Ｂに変化する。また、図１４（a）に示すように、表示部４０にプロフィール画
像Ｐ１Ａが表示されている状態で、ユーザがリスト端末２－１が装着されている腕をＹ方
向下側に振るか、Ｙ方向下側に傾けるか、表示部４０の表面を指でＹ方下側に払う動作を
行うと、同図（ｄ）に示すように、表示部４０の画面は、先頭のプロフィール画像Ｐ１Ａ
から最後のプロフィール画像Ｐ１Ｚに変化する。
【００６７】
　また、制御部４０２は、加速度センサ部４０８、傾きセンサ部４１１及びタッチパネル
部４１２からの出力に基づき、横方向（図１４におけるＸ方向）左側への腕振り、フリッ
プ、フリックのいずれかが検出されたか否か（ステップＳ２０６）、又は横方向（図１４
におけるＸ方向）右側への腕振り、フリップ、フリックのいずれかが検出されたか否か（
ステップＳ２０７）を判断する。
【００６８】
　これらＸ方向への腕振り、フリップ、フリックのいずれかが検出された場合には、現在
表示部４０に表示されている画像が絵画調画像であるか否かを判断する（ステップＳ２０
８）。現在表示部４０に表示されている画像が絵画調画像ではなく、プロフィール画像で
ある場合には（ステップＳ２０８；ＮＯ）、プロフィール画像からその会員の保有してい
る絵画調画像に切り替え表示する（ステップＳ２０９）。
【００６９】
　したがって、図１４（a）に示したように、表示部４０にプロフィール画像Ｐ１Ａが表
示されている状態で、ユーザがリスト端末２－１が装着されている腕をＸ方向に振るか、
Ｘ方向に傾けるか、表示部４０の表面を指でＸ方向に払う動作を行うと、同図（ａ）に示
すように、表示部４０の画面はプロフィール画像Ｐ１Ａから絵画調画像Ｗ５からに変化す
る。
【００７０】
　また、現在表示部４０に表示されている画像が絵画調画像である場合には（ステップＳ
２０８；ＹＥＳ）、検出方向における次の絵画調画像に切り替え表示する（ステップＳ２
１０）。
【００７１】
　したがって、図１４（a）に示すように、表示部４０に絵画調画像Ｗ５が表示されてい
る状態で、ユーザがリスト端末２－１が装着されている腕をＸ方向左側に振るか、Ｘ方向
左側に傾けるか、表示部４０の表面を指でＸ方向左側に払う動作を行うと、同図（ｅ）に
示すように、表示部４０の画面は、絵画調画像Ｗ５から次の絵画調画像Ｗ６に変化する。
また、図１４（a）に示すように、表示部４０に絵画調画像Ｗ５が表示されている状態で
、ユーザがリスト端末２－１が装着されている腕をＸ方向右側に振るか、Ｘ方向右側に傾
けるか、表示部４０の表面を指でＸ方向右側に払う動作を行うと、同図（ｃ）に示すよう
に、表示部４０の画面は、絵画調画像Ｗ５からその前の絵画調画像Ｗ４に変化する。
【００７２】
　したがって、ＳＮＳにおいて、リスト端末２－１のような比較的狭い表示面積の表示部
４０を有する端末であっても、会員のプロフィールや会員の作品等のＳＮＳサービスで提
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供される情報をユーザが明瞭かつ迅速に閲覧することができる。
【００７３】
　（第２の実施の形態）
　図１６は、本発明の第２の実施の形態におけるリスト端末２－１の表示例を示す図であ
り、図１７は同実施の形態におけるリスト端末２－１の処理手順を示すフローチャートで
ある。
【００７４】
　図１６において、中央（ａ）はリスト端末２－１の表示部４０であり、会員Ｂのプロフ
ィール画像Ｐ１Ｂが表示されている。この状態において、制御部４０２はプログラム記憶
部４０３に記憶されているプログラムに従って、図１７のフローチャートに示すように処
理を実行する。
【００７５】
　すなわち、制御部４０２は、加速度センサ部４０８、傾きセンサ部４１１及びタッチパ
ネル部４１２からの出力に基づき、縦方向（図１４におけるＹ方向）上側への腕振り、フ
リップ、フリックのいずれかが検出されたか否か（ステップＳ３０１）、又は縦方向（図
１６におけるＹ方向）下側への腕振り、フリップ、フリックのいずれかが検出されたか否
か（ステップＳ３０２）を判断する。
【００７６】
　これらＹ方向への腕振り、フリップ、フリックのいずれかが検出された場合には、現在
表示部４０に表示されている他の会員のプロフィール画像を検出方向に切り替え表示する
（ステップＳ３０３）。したがって、図１６（a）に示すように、表示部４０に会員Ｂの
プロフィール画像Ｐ１Ｂが表示されている状態で、ユーザがリスト端末２－１が装着され
ている腕をＹ方向上側に振るか、Ｙ方向上側に傾けるか、表示部４０の表面を指でＹ方向
上側に払う動作を行うと、同図（ｂ）に示すように、表示部４０の画面は、会員Ｂのプロ
フィール画像Ｐ１Ｂから会員Ａのプロフィール画像Ｐ１Ａに変化する。
【００７７】
　また、図１６（a）に示すように、表示部４０に会員Ｂのプロフィール画像Ｐ１Ｂが表
示されている状態で、ユーザがリスト端末２－１が装着されている腕をＹ方向下側に振る
か、Ｙ方向下側に傾けるか、表示部４０の表面を指でＹ方向下側に払う動作を行うと、同
図（ｃ）に示すように、表示部４０の画面は、会員Ｂのプロフィール画像Ｐ１Ｂから会員
Ｃのプロフィール画像Ｐ１Ｃに変化する。更に、連続的にリスト端末２－１が装着されて
いる腕をＹ方向下側に振るか、Ｙ方向下側に傾けるか、表示部４０の表面を指でＹ方向下
側に払う動作を行うと、同図（ｄ）（ｅ）に示すように、表示部４０の画面は、会員Ｃの
プロフィール画像Ｐ１Ｃから会員Ｄのプロフィール画像Ｐ１Ｄ、更に会員Ｅのプロフィー
ル画像Ｐ１Ｅに変化する。
【００７８】
　また、制御部４０２は、加速度センサ部４０８、傾きセンサ部４１１及びタッチパネル
部４１２からの出力に基づき、横方向（図１６におけるＸ方向）左側への腕振り、フリッ
プ、フリックのいずれかが検出されたか否か（ステップＳ３０４）、又は横方向（図１６
におけるＸ方向）右側への腕振り、フリップ、フリックのいずれかが検出されたか否か（
ステップＳ３０５）を判断する。
【００７９】
　これらＸ方向への腕振り、フリップ、フリックのいずれかが検出された場合には、当該
会員の作品を検出方向に切り替え表示する（ステップＳ３０６）。したがって、図１６（
a）に示すように、表示部４０に会員Ｂのプロフィール画像Ｐ１Ｂが表示されている状態
で、ユーザがリスト端末２－１が装着されている腕をＸ方向左側に振るか、Ｘ方向左側に
傾けるか、表示部４０の表面を指でＸ方向左側に払う動作を行うと、同図（ｆ）に示すよ
うに、表示部４０の画面は、会員Ｂのプロフィール画像Ｐ１Ｂから、当該会員Ｂの作品で
ある絵画調画像ＷＢ１に変化する。
【００８０】
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　更に、連続的にリスト端末２－１が装着されている腕をＸ方向左側に振るか、Ｘ方向左
側に傾けるか、表示部４０の表面を指でＸ方向左側に払う動作を行うと、同図（ｇ）（ｈ
）（ｉ）に示すように、表示部４０には、当該会員Ｂの作品である絵画調画像ＷＢ２、Ｗ
Ｂ３、ＷＢ４が切り替え表示されていく。また、これとは逆に、連続的にリスト端末２－
１が装着されている腕をＸ方向右側に振るか、Ｘ方向右側に傾けるか、表示部４０の表面
を指でＸ方向右側に払う動作を行うと、前述とは逆に（ｉ）（ｈ）（ｇ）（ｆ）に示すよ
うに、表示部４０には、当該会員Ｂの作品である絵画調画像ＷＢ４→ＷＢ３→ＷＢ２→Ｗ
Ｂ１の順に切り替え表示されていく。
【００８１】
　したがって、図１６（ａ）に示すように、会員Ｂのプロフィール画像Ｐ１Ｂが表示され
ている状態で腕振り、フリップ、フリックのいずれかを行うことにより、当該会員Ｂの作
品である絵画調画像ＷＢ１、ＷＢ２、ＷＢ３、ＷＢ４表示させることができる。また、図
１６（ｄ）に示すように、会員Ｄのプロフィール画像Ｐ１Ｄが表示されている状態で、腕
振り、フリップ、フリックのいずれかを行うことにより、同図（ｊ）（ｋ）に示すように
、当該会員Ｄの作品である絵画調画像ＷＤ２、ＷＤ３を表示させることもできる。
【００８２】
　よって、ＳＮＳにおいて、リスト端末２－１のような比較的狭い表示面積の表示部４０
を有する端末であっても、会員のプロフィールや会員の作品等のＳＮＳサービスで提供さ
れる情報をユーザが明瞭かつ迅速に閲覧することができる。
　また、腕に装着したまま、フリックやフリップで簡単に異なった種類のデータを順次送
り表示させることができる。
　また、会員のプロフィールを順次送り表示させながら、気に入った会員の作品を順次送
り表示させることができる。よって、会員のプロフィールから当該会員の人格等を想像し
つつ作品を鑑賞することもできる。
【００８３】
　また、前述のように、リスト端末２－１の通信部４０６は、スマホ端末１－１に無線接
続してデータ交換が可能であるとともに、Ｗｉ－Ｆｉで、インターネット５００を介して
ＳＮＳサイト１０に接続する機能を備えていることから、容量の大きいデータはスマホ端
末１－１経由で受信し、容量の小さいデータは直接サーバー１１から受信することができ
る。よって、スマホ端末１－１を一緒に持たなくても、リスト端末２－１だけでＳＮＳを
楽しむことができる。
【００８４】
　（第３の実施の形態）
　図１８は、本発明の第３の実施の形態におけるリスト端末２－１の表示例を示す図であ
り、図１９は同実施の形態におけるリスト端末２－１の処理手順を示すフローチャートで
ある。
【００８５】
　図１８において、中央（ａ）はリスト端末２－１の表示部４０であり、会員Ａの絵画調
画像の作品である絵画調画像ＷＡ１が表示されている。この状態において、制御部４０２
はプログラム記憶部４０３に記憶されているプログラムに従って、図１９のフローチャー
トに示すように処理を実行する。
【００８６】
　すなわち、制御部４０２は、加速度センサ部４０８、傾きセンサ部４１１及びタッチパ
ネル部４１２からの出力に基づき、縦方向（図１８におけるＹ方向）上側への腕振り、フ
リップ、フリックのいずれかが検出されたか否か（ステップＳ４０１）、又は縦方向（図
１８におけるＹ方向）下側への腕振り、フリップ、フリックのいずれかが検出されたか否
か（ステップＳ４０２）を判断する。
【００８７】
　これらＹ方向への腕振り、フリップ、フリックのいずれかが検出された場合には、現在
表示部４０に表示されている画像が、会員からアップロードされたオリジナル画像である
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か否かを判断する（ステップＳ４０３）。現在表示部４０に表示されている画像がオリジ
ナル画像ではなく、絵画調画像である場合には（ステップＳ４０３；ＮＯ）、絵画調画像
からその絵画調画像の変換元となった画像であるオリジナル画像に切り替え表示する（ス
テップＳ４０４）。
【００８８】
　したがって、図１８（a）に示したように、表示部４０に会員Ａのオリジナル画像ＯＡ
を絵画変換した絵画調画像ＷＡ１が表示されている状態で、ユーザがリスト端末２－１が
装着されている腕をＹ方向に振るか、Ｙ方向に傾けるか、表示部４０の表面を指でＹ方向
に払う動作を行うと、同図（ａ）に示すように、表示部４０の画面は絵画調画像ＷＡ１か
らオリジナル画像ＯＡに変化する。
【００８９】
　また、現在表示部４０に表示されている画像がオリジナル画像である場合には（ステッ
プＳ４０３；ＹＥＳ）、検出方向における次のオリジナル画像に切り替え表示する（ステ
ップＳ４０５）。
【００９０】
　したがって、図１８（a）に示すように、表示部４０に会員Ａのオリジナル画像ＯＡが
表示されている状態で、ユーザがリスト端末２－１が装着されている腕をＹ方向上側に振
るか、Ｙ方向上側に傾けるか、表示部４０の表面を指でＹ方上側に払う動作を行うと、同
図（ｂ）に示すように、表示部４０の画面は、会員Ａのオリジナル画像ＯＡから次の会員
Ｂのオリジナル画像ＯＢに変化する。また、図１８（a）に示すように、表示部４０にオ
リジナル画像ＯＡが表示されている状態で、ユーザがリスト端末２－１が装着されている
腕をＹ方向下側に振るか、Ｙ方向下側に傾けるか、表示部４０の表面を指でＹ方下側に払
う動作を行うと、同図（ｄ）に示すように、表示部４０の画面は、先頭会員Ａのオリジナ
ル画像ＯＡから最後の会員Ｚのオリジナル画像ＯＺに変化する。
【００９１】
　また、制御部４０２は、加速度センサ部４０８、傾きセンサ部４１１及びタッチパネル
部４１２からの出力に基づき、横方向（図１８におけるＸ方向）左側への腕振り、フリッ
プ、フリックのいずれかが検出されたか否か（ステップＳ４０６）、又は横方向（図１８
におけるＸ方向）右側への腕振り、フリップ、フリックのいずれかが検出されたか否か（
ステップＳ４０７）を判断する。
【００９２】
　これらＸ方向への腕振り、フリップ、フリックのいずれかが検出された場合には、現在
表示部４０に表示されている画像が絵画調画像であるか否かを判断する（ステップＳ４０
８）。現在表示部４０に表示されている画像が絵画調画像ではなく、オリジナル画像であ
る場合には（ステップＳ４０８；ＮＯ）、オリジナル画像から対応する絵画調画像に切り
替え表示する（ステップＳ４０９）。
【００９３】
　したがって、図１８（a）に示したように、表示部４０にオリジナル画像ＯＡが表示さ
れている状態で、ユーザがリスト端末２－１が装着されている腕をＸ方向に振るか、Ｘ方
向に傾けるか、表示部４０の表面を指でＸ方向に払う動作を行うと、同図（ａ）に示すよ
うに、表示部４０の画面はオリジナル画像ＯＡから、これを変換元とする絵画調画像ＷＡ
１に変化する。
【００９４】
　また、現在表示部４０に表示されている画像が絵画調画像である場合には（ステップＳ
４０８；ＹＥＳ）、検出方向における当該会員の次の絵画調画像に切り替え表示する（ス
テップＳ４１０）。
【００９５】
　したがって、図１８（a）に示すように、表示部４０に絵画調画像ＷＡ１が表示されて
いる状態で、ユーザがリスト端末２－１が装着されている腕をＸ方向左側に振るか、Ｘ方
向左側に傾けるか、表示部４０の表面を指でＸ方向左側に払う動作を行うと、同図（ｅ）
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に示すように、表示部４０の画面は、オリジナル画像ＯＡを変換元とする絵画調画像であ
って順番としては次の絵画調画像である絵画調画像ＷＡ２に変化する。また、図１８（a
）に示すように、表示部４０に絵画調画像ＷＡ１が表示されている状態で、ユーザがリス
ト端末２－１が装着されている腕をＸ方向右側に振るか、Ｘ方向右側に傾けるか、表示部
４０の表面を指でＸ方向右側に払う動作を行うと、同図（ｃ）に示すように、表示部４０
の画面は、オリジナル画像ＯＡを変換元とする絵画調画像であって順番としては最後の絵
画調画像である絵画調画像ＷＡＺに変化する。
【００９６】
　したがって、本実施の形態によれば、リスト端末２－１のような比較的狭い表示面積の
表示部４０を有する端末であっても、オリジナル画像を順次送り表示させながら、気に入
ったオリジナル画像を絵画変換した会員の作品を順次送り表示させることができる。よっ
て、気に入る絵画調画像を迅速かつ簡単に見つけ出すことができる。
【００９７】
　以上、この発明の実施形態について説明したが、この発明はこれらに限定されるもので
はなく、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲を含むものである。
【００９８】
　以下に、本願出願時の特許請求の範囲を付記する。
【００９９】
　＜請求項１＞
　会員端末から第１種類のデータをサーバーにアップロードするとともに、前記第１種類
のデータ及び当該第１種類のデータとは異なる種類の第２種類のデータを会員間で閲覧可
能にネットワーク上に公開するネットワーク・サービスシステムにおいて、
前記会員端末は、腕に装着可能で表示部を備えたリスト端末を備え、
該リスト端末は、
第１の方向への画面送り操作と、該第１の方向と交差する第２の方向への画面送り操作と
を検出する検出手段と、
該検出手段が前記第１の方向への画面送り操作を検出すると、前記表示部に前記第１種類
のデータを順次切り替え表示していき、前記第２の方向への画面送り操作を検出すると、
前記第２種類のデータを順次切り替え表示していく表示制御手段と、
を備えることを特徴とするネットワーク・サービスシステム。
【０１００】
　＜請求項２＞
　前記第１種類のデータは、画像データであり、
前記第２種類のデータは、前記画像データとは異なる種類の画像データであることを特徴
とする請求項１記載のネットワーク・サービスシステム。
【０１０１】
　＜請求項３＞
　前記第１種類のデータは、画像データであり、
前記第２種類のデータは、前記画像データを絵画変換した画像データであることを特徴と
する請求項１記載ネットワーク・サービスシステム。
【０１０２】
　＜請求項４＞
　前記第１種類のデータは、画像データであり、
前記第２種類のデータは、前記会員に関するデータであることを特徴とする請求項１記載
のネットワーク・サービスシステム。
【０１０３】
　＜請求項５＞
　前記第２種類のデータは、会員のプロフィールデータであり、前記第１種類のデータは
、当該会員に属する画像データであることを特徴とする請求項１記載のネットワーク・サ
ービスシステム。
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【０１０４】
　＜請求項６＞
　会員端末から第１種類のデータをサーバーにアップロードするとともに、前記第１種類
のデータ及び当該第１種類のデータとは異なる種類の第２種類のデータを会員間で閲覧可
能にネットワーク上に公開するネットワーク・サービスシステムの端末において、
腕に装着可能であって表示部を備え、
第１の方向への画面送り操作と、該第１の方向と交差する第２の方向への画面送り操作と
を検出する検出手段と、
該検出手段が前記第１の方向への画面送り操作を検出すると、前記表示部に前記第１種類
のデータを順次切り替え表示していき、前記第２の方向への画面送り操作を検出すると、
前記第２種類のデータを順次切り替え表示していく表示制御手段と、
を備えることを特徴とするリスト端末。
【０１０５】
　＜請求項７＞
　前記第１種類のデータは、画像データであり、
前記第２種類のデータは、前記画像データとは異なる種類の画像データであることを特徴
とする請求項６記載のリスト端末。
【０１０６】
　＜請求項８＞
　前記第１種類のデータは、画像データであり、
前記第２種類のデータは、前記画像データを絵画変換した画像データであることを特徴と
する請求項７記載のリスト端末。
【０１０７】
　＜請求項９＞
　前記第１種類のデータは、画像データであり、
前記第２種類のデータは、前記会員に関するデータであることを特徴とする請求項６記載
のリスト端末。
【０１０８】
　＜請求項１０＞
　前記第２種類のデータは、会員のプロフィールデータであり、前記第１種類のデータは
、当該会員に属する画像データであることを特徴とする請求項９記載のリスト端末。
【０１０９】
　＜請求項１１＞
　前記画面送り操作は、当該リスト端末が装着された腕を振る動作であり、
前記検出手段は、前記腕の振り方向を検出することを特徴とする請求項６乃至１０記載の
リスト端末。
【０１１０】
　＜請求項１２＞
　前記画面送り操作は、当該リスト端末を傾ける動作であり、
前記検出手段は、当該リスト端末の傾きを検出することを特徴とする６乃至１０記載のリ
スト端末。
【０１１１】
　＜請求項１３＞
　前記画面送り操作は、前記表示部の表面を指で払う動作であり、
前記検出手段は、前記指の払い方向を検出することを特徴とする７乃至１０記載のリスト
端末。
【０１１２】
　＜請求項１４＞
　前記第１の方向及び第２の方向は、前記表示部の縦方向と横方向であることを特徴とす
る請求項１３記載のリスト端末。
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【０１１３】
　＜請求項１５＞
　前記第１の方向及び第２の方向は、前記表示部の中心縦軸線又は中心横軸線を斜めに横
切る方向であることを特徴とする請求項１３記載のリスト端末。
【０１１４】
　＜請求項１６＞
　会員端末から第１種類のデータをサーバーにアップロードするとともに、前記第１種類
のデータ及び当該第１種類のデータとは異なる種類の第２種類のデータを会員間で閲覧可
能にネットワーク上に公開するネットワーク・サービスシステムにおける端末の表示方法
であって、
前記会員端末は、腕に装着可能で表示部を備えたリスト端末を備え、
該リスト端末は、
第１の方向への画面送り操作と、該第１の方向と交差する第２の方向への画面送り操作と
を検出する検出ステップと、
該検出ステップで前記第１の方向への画面送り操作を検出すると、前記表示部に前記第１
種類のデータを順次切り替え表示していき、前記第２の方向への画面送り操作を検出する
と、前記第２種類のデータを順次切り替え表示していく表示制御ステップと、
を実行することを特徴とするネットワーク・サービスシステムにおける表示方法。
【０１１５】
　＜請求項１７＞
　前記第１種類のデータは、画像データであり、
前記第２種類のデータは、前記画像データとは異なる種類の画像データであることを特徴
とする請求項１６記載のネットワーク・サービスシステムにおける表示方法。
【０１１６】
　＜請求項１８＞
　前記第１種類のデータは、画像データであり、
前記第２種類のデータは、前記画像データを絵画変換した画像データであることを特徴と
する請求項１７記載のネットワーク・サービスシステムにおける表示方法。
【０１１７】
　＜請求項１９＞
　前記第１種類のデータは、画像データであり、
前記第２種類のデータは、前記会員に関するデータであることを特徴とする請求項１６記
載のネットワーク・サービスシステムにおける表示方法。
【０１１８】
　＜請求項２０＞前記第２種類のデータは、会員のプロフィールデータであり、前記第１
　種類のデータは、当該会員に属する画像データであることを特徴とする請求項１９記載
のネットワーク・サービスシステムにおける表示方法。
【０１１９】
　＜請求項２１＞
　会員端末から第１種類のデータをサーバーにアップロードするとともに、前記第１種類
のデータ及び当該第１種類のデータとは異なる種類の第２種類のデータを会員間で閲覧可
能にネットワーク上に公開するネットワーク・サービスシステムの端末であり、腕に装着
可能であって表示部を備えたリスト端末が有するコンピュータを、
第１の方向への画面送り操作と、該第１の方向と交差する第２の方向への画面送り操作と
を検出する検出手段と、
該検出手段が前記第１の方向への画面送り操作を検出すると、前記表示部に前記第１種類
のデータを順次切り替え表示していき、前記第２の方向への画面送り操作を検出すると、
前記第２種類のデータを順次切り替え表示していく表示制御手段と、
して機能させることを特徴とする前記コンピュータが読み取り可能なプログラム。
【０１２０】
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　＜請求項２２＞
　会員端末から画像データをサーバーにアップロードするとともに、前記画像データ及び
当該画像データとは異なる種類の画像データを会員間で閲覧可能にネットワーク上に公開
するネットワーク・サービスシステムの端末であり、腕に装着可能であって表示部を備え
たリスト端末が有するコンピュータを、
第１の方向への画面送り操作と、該第１の方向と交差する第２の方向への画面送り操作と
を検出する検出手段と、
該検出手段が前記第１の方向への画面送り操作を検出すると、前記画像データを順次切り
替え表示していき、前記第２の方向への画面送り操作を検出すると、前記異なる種類の画
像データを順次切り替え表示していく表示制御手段と、
して機能させることを特徴とする前記コンピュータが読み取り可能なプログラム。
【０１２１】
　＜請求項２３＞
　会員端末から画像データをサーバーにアップロードするとともに、前記画像データ及び
該画像データを絵画変換した画像データを会員間で閲覧可能にネットワーク上に公開する
ネットワーク・サービスシステムの端末であり、腕に装着可能であって表示部を備えたリ
スト端末が有するコンピュータを、
第１の方向への画面送り操作と、該第１の方向と交差する第２の方向への画面送り操作と
を検出する検出手段と、
該検出手段が前記第１の方向への画面送り操作を検出すると、前記画像データを順次切り
替え表示していき、前記第２の方向への画面送り操作を検出すると、前記画像データを絵
画変換した画像データを順次切り替え表示していく表示制御手段と、
して機能させることを特徴とする前記コンピュータが読み取り可能なプログラム。
【０１２２】
　＜請求項２４＞
　会員端末から画像データをサーバーにアップロードするとともに、前記画像データ及び
前記会員に関するデータを会員間で閲覧可能にネットワーク上に公開するネットワーク・
サービスシステムの端末であり、腕に装着可能であって表示部を備えたリスト端末が有す
るコンピュータを、
第１の方向への画面送り操作と、該第１の方向と交差する第２の方向への画面送り操作と
を検出する検出手段と、
該検出手段が前記第１の方向への画面送り操作を検出すると、前記画像データを順次切り
替え表示していき、前記第２の方向への画面送り操作を検出すると、前記会員に関するデ
ータを順次切り替え表示していく表示制御手段と、
して機能させることを特徴とする前記コンピュータが読み取り可能なプログラム。
【符号の説明】
【０１２３】
　　１－１　　スマホ端末
　　２－１　　リスト端末
　　１０　　ＳＮＳサイト
　　４０　　表示部
　　４０２　　制御部
　　４０３　　プログラム記憶部
　　４０４　　ユーザデータ記憶部
　　４０５　　ＧＰＳ部
　　４０６　　通信部
　　４０７　　時計部
　　４０８　　加速度センサ部
　　４１０　　入力部
　　４１１　　傾きセンサ部
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　　４１２　　タッチパネル部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図７】
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