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(57)【要約】
【課題】コンテンツの取得の通知をユーザーの状態に応
じて制御する。
【解決手段】端末装置１０は、サーバ装置２０から送ら
れたコンテンツを取得する。端末装置１０は、センサー
と位置情報の履歴からユーザーの状態を特定する。端末
装置１０は、コンテンツを取得したときに、特定したユ
ーザーの状態がランニング中である場合には、コンテン
ツの取得の通知を停止する。端末装置１０は、取得の通
知を停止したコンテンツがある場合、ユーザーの状態が
「停止中」又は「徒歩で移動中」である場合には、取得
の通知を停止していたコンテンツについて、コンテンツ
を取得したことをユーザーに通知する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
コンテンツを取得する取得手段と、
自装置のユーザーの状態を特定する特定手段と、
前記特定手段が特定した状態に応じて、前記コンテンツの取得の通知又は当該通知の停
止を制御する通知制御手段と、
前記通知制御手段の制御に従って、前記コンテンツの取得を通知する通知手段と
を備える端末装置。
【請求項２】
前記通知制御手段は、予め定められたコンテンツついて前記通知を停止しないように又
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は前記状態に応じて前記通知の停止をするように前記通知手段を制御する
請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
前記特定手段は、自装置のユーザーの状態を繰り返し特定し、
前記通知制御手段は、前記特定手段が特定した状態が通知を行う状態に変化した場合、
取得の通知を停止したコンテンツについて、前記通知手段を制御して当該コンテンツの取
得を通知する
請求項１又は請求項２に記載の端末装置。
【請求項４】
前記通知制御手段は、取得の通知を停止した前記コンテンツに有効期限が設定されてお
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り、当該有効期限を過ぎたときに当該コンテンツの通知を停止している場合、当該コンテ
ンツを削除する
請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の端末装置。
【請求項５】
前記通知制御手段は、取得の通知を停止した前記コンテンツについて、通知を停止して
から予め定められた時間が経過した場合、前記通知手段を制御して当該コンテンツの取得
を通知する
請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の端末装置。
【請求項６】
前記通知制御手段は、前記コンテンツに応じて前記通知手段に対する制御が異なる
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請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の端末装置。
【請求項７】
コンテンツを取得する取得ステップと、
ユーザーの状態を特定する特定ステップと、
前記特定ステップで特定した状態に応じて、前記コンテンツの取得の通知又は当該通知
の停止を制御する通知制御ステップと、
前記通知制御ステップの制御に従って、前記コンテンツの取得を通知する通知ステップ
と
を備える通知方法。
【請求項８】
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コンピュータを、
コンテンツを取得する取得手段と、
自装置のユーザーの状態を特定する特定手段と、
前記特定手段が特定した状態に応じて、前記コンテンツの取得の通知又は当該通知の停
止を制御する通知制御手段と、
前記通知制御手段の制御に従って、前記コンテンツの取得を通知する通知手段
として機能させるためのプログラム。
【請求項９】
自装置のユーザーの状態を特定する特定手段と、
前記特定手段が特定した状態を表す情報をサーバ装置へ送信する状態送信手段と、
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前記サーバ装置から送信されたコンテンツを取得する取得手段と、
前記コンテンツの取得を通知する通知手段と
を有する端末装置と、
前記状態送信手段から送信された情報を受信する受信手段と、
前記受信手段が受信した状態に応じて、コンテンツの送信又は当該送信の停止を制御す
る送信制御手段と、
前記送信制御手段の制御に従って、前記端末装置へのコンテンツの送信を制御するコン
テンツ送信手段と
を有するサーバ装置と
を備えるコンテンツ提供システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、情報の取得を通知する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
電子メールの着信を通知する発明として、例えば特許文献１に開示された端末装置があ
る。この端末装置は、電子メールが着信すると、すぐにユーザーに着信を通知する。また
、この端末装置は、ユーザーが歩行状態であるか判断し、歩行状態から歩行停止状態に移
行すると、電子メールの着信を再通知する。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８−２２７６３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
端末装置が通知を行うと、ユーザーは端末装置へ注意を向けるが、ユーザーの状態によ
っては、端末装置へ注意を向けるのが好ましくない場合もある。特許文献１の場合、着信
があると、まずは通知を行ってしまうため、ユーザーにとって適切でないタイミングで通
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知を行ってしまう場合がある。
【０００５】
本発明は、上述した背景の下になされたものであり、コンテンツの取得の通知をユーザ
ーの状態に応じて制御する技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明は、コンテンツを取得する取得手段と、自装置のユーザーの状態を特定する特定
手段と、前記特定手段が特定した状態に応じて、前記コンテンツの取得の通知又は当該通
知の停止を制御する通知制御手段と、前記通知制御手段の制御に従って、前記コンテンツ
の取得を通知する通知手段とを備える端末装置を提供する。
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【０００７】
本発明においては、前記通知制御手段は、予め定められたコンテンツついて前記通知を
停止しないように又は前記状態に応じて前記通知の停止をするように前記通知手段を制御
する構成としてもよい。
【０００８】
また、本発明においては、前記特定手段は、自装置のユーザーの状態を繰り返し特定し
、前記通知制御手段は、前記特定手段が特定した状態が通知を行う状態に変化した場合、
取得の通知を停止したコンテンツについて、前記通知手段を制御して当該コンテンツの取
得を通知する構成としてもよい。
【０００９】
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また、本発明においては、前記通知制御手段は、取得の通知を停止した前記コンテンツ
に有効期限が設定されており、当該有効期限を過ぎたときに当該コンテンツの通知を停止
している場合、当該コンテンツを削除する構成としてもよい。
【００１０】
また、本発明においては、前記通知制御手段は、取得の通知を停止した前記コンテンツ
について、通知を停止してから予め定められた時間が経過した場合、前記通知手段を制御
して当該コンテンツの取得を通知する構成としてもよい。
【００１１】
また、本発明においては、前記通知制御手段は、前記コンテンツに応じて前記通知手段
に対する制御が異なる構成としてもよい。
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【００１２】
また、本発明は、コンテンツを取得する取得ステップと、ユーザーの状態を特定する特
定ステップと、前記特定ステップで特定した状態に応じて、前記コンテンツの取得の通知
又は当該通知の停止を制御する通知制御ステップと、前記通知制御ステップの制御に従っ
て、前記コンテンツの取得を通知する通知ステップとを備える通知方法を提供する。
【００１３】
また、本発明は、コンピュータを、コンテンツを取得する取得手段と、自装置のユーザ
ーの状態を特定する特定手段と、前記特定手段が特定した状態に応じて、前記コンテンツ
の取得の通知又は当該通知の停止を制御する通知制御手段と、前記通知制御手段の制御に
従って、前記コンテンツの取得を通知する通知手段として機能させるためのプログラムを
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提供する。
【００１４】
また、本発明は、自装置のユーザーの状態を特定する特定手段と、前記特定手段が特定
した状態を表す情報をサーバ装置へ送信する状態送信手段と、前記サーバ装置から送信さ
れたコンテンツを取得する取得手段と、前記コンテンツの取得を通知する通知手段とを有
する端末装置と、前記状態送信手段から送信された情報を受信する受信手段と、前記受信
手段が受信した状態に応じて、コンテンツの送信又は当該送信の停止を制御する送信制御
手段と、前記送信制御手段の制御に従って、前記端末装置へのコンテンツの送信を制御す
るコンテンツ送信手段とを有するサーバ装置とを備えるコンテンツ提供システムを提供す
る。
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【発明の効果】
【００１５】
本発明によれば、コンテンツの取得の通知をユーザーの状態に応じて制御することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係る装置を示した図。
【図２】端末装置１０のハードウェア構成を示したブロック図。
【図３】端末装置１０の機能ブロック図。
【図４】サーバ装置２０のハードウェア構成を示したブロック図。
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【図５】制御部１０１が行う処理の流れを示したフローチャート。
【図６】制御部１０１が行う処理の流れを示したフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
［実施形態］
＜全体構成＞
図１は、本発明の一実施形態に係るコンテンツ提供システム１に含まれる装置を示した
図である。通信網２は、インターネットや固定電話網、音声通信やデータ通信などの通信
サービスを提供する移動体通信網などを含む。通信網２には、端末装置１０が無線通信に
よって接続される。本実施形態に係る端末装置１０は、スマートフォンである。なお、端
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末装置１０は、スマートフォンに限定されるものではなく、データ通信が可能なタブレッ
ト端末やフィーチャーフォン、腕時計型の端末などのウェアラブルデバイス、データ通信
に特化したコンピュータ装置などであってもよい。なお、通信網２に接続される端末装置
は多数存在するが、図面が繁雑になるのを防ぐために、図１においては１つの端末装置１
０のみを示している。
【００１８】
サーバ装置２０は、端末装置１０に対して各種コンテンツを提供する装置である。サー
バ装置２０は、通信網２に接続されている。サーバ装置２０は、プッシュ型の配信やプル
型の配信でコンテンツを提供する。なお、コンテンツの配信方法は、プッシュ型とプル型
のいずれか一方のみであってもよい。
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【００１９】
（端末装置１０の構成）
図２は、端末装置１０のハードウェア構成の一例を示した図である。通信部１０５は、
通信網２の無線基地局に対して無線通信を行う通信インターフェースとして機能する。音
声処理部１０７は、マイクロホンとスピーカを有している。音声処理部１０７は、端末装
置同士が音声通話を行う場合、通話相手の音声に係るデジタル信号が通信部１０５から供
給されると、供給されたデジタル信号をアナログ信号に変換する。このアナログ信号は、
スピーカへ供給され、スピーカからは、通話相手の音声が放音される。また、音声処理部
１０７は、マイクロホンが音声を収音すると、収音した音声をデジタル信号に変換する。
音声処理部１０７は、端末装置で音声通話を行う場合、ユーザーの音声を変換したデジタ
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ル信号を通信部１０５へ供給する。このデジタル信号は、通信部１０５から通信網２へ送
信され、通話相手の端末装置へ送信される。
【００２０】
タッチパネル１０３は、表示装置（例えば液晶ディスプレイ）と、表示装置の表示面に
おいて指の接触を検出するセンサーとを組み合わせた装置であり、ユーザーにより操作さ
れる操作部の一例である。タッチパネル１０３は、文字やＧＵＩ（Graphical User Inter
face）、端末装置１０を操作するためのメニュー画面などを表示装置で表示する。また、
制御部１０１は、ユーザーが指で触れた位置をセンサーで検出する。制御部１０１は、タ
ッチパネル１０３が検出した位置と、タッチパネルに表示されている画面に応じてユーザ
ーの操作を特定し、特定した操作に応じて各部の制御や各種処理を実行する。
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【００２１】
測定手段の一例であるセンサー１０９は、本実施形態では加速度センサーであり、端末
装置１０が動いたときの加速度を測定する。センサー１０９は、測定結果を表すデータを
制御部１０１へ出力する。測位部１０８は、衛星航法システムの電波を受信するアンテナ
を備えており、受信した電波に基づいて端末装置１０の位置の緯度及び経度を測位し、測
位した位置を表す位置情報を制御部１０１へ出力する。
【００２２】
記憶部１０２は、不揮発性メモリーを有しており、オペレーティングシステムのプログ
ラムやアプリケーションプログラムを記憶する。本実施形態においては、記憶部１０２は
、位置情報をサーバ装置２０へ送信し、サーバ装置２０から位置情報に対応したコンテン
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ツを取得し、コンテンツを取得の通知や取得したコンテンツの提示を行うアプリケーショ
ンプログラム（以下、コンテンツ提示アプリと称する）を記憶している。
【００２３】
制御部１０１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）やＲＡＭ（Random Access Memor
y）を有し、ＣＰＵが記憶部１０２に記憶されているオペレーティングシステムのプログ
ラムを実行すると、スマートフォンのオペレーティングシステムが実現する。また、オペ
レーティングシステムが実現すると、アプリケーションプログラムを実行することが可能
となる。
【００２４】
（端末装置１０の機能構成）
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図３は、端末装置１０において実現する機能のうち、本発明に係る機能の構成を示した
ブロック図である。取得部１００１は、サーバ装置２０が端末装置１０へ送信したコンテ
ンツを、通信部１０５を制御して取得する。取得部１００１は、コンテンツを取得する取
得手段の一例である。特定部１００２は、センサー１０９が出力するデータや測位部１０
８の測位結果から、端末装置１０のユーザーの状態を特定する。特定部１００２は、端末
装置１０のユーザーの状態を特定する特定手段の一例である。通知部１００３は、コンテ
ンツをサーバ装置２０から取得したことを、音声処理部１０７やタッチパネル１０３を制
御して音や画面により通知する。通知部１００３は、コンテンツを取得したことをユーザ
ーへ通知する通知手段の一例である。通知制御部１００４は、コンテンツを取得したこと
の通知を、特定部１００２が特定したユーザーの状態に応じて停止する。通知制御部１０
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０４は、コンテンツの取得の通知を停止する制御手段の一例である。
【００２５】
（サーバ装置２０の構成）
図４は、サーバ装置２０のハードウェア構成を示した図である。表示部２０３は、液晶
ディスプレイを備えており、サーバ装置２０を操作するためのメニュー画面などを表示す
る。操作部２０４は、キーボードやマウスなどの入力装置を有している。サーバ装置２０
は、キーボードやマウスに行われた操作に応じて動作する。通信部２０５は、通信網２を
介したデータ通信を行う通信インターフェースとして機能する。
【００２６】
記憶部２０２は、ハードディスク装置を有しており、オペレーティングシステムのプロ
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グラムや、端末装置１０へコンテンツを配信する機能を実現するアプリケーションプログ
ラムを記憶している。また、記憶部２０２は、端末装置１０へ配信するコンテンツを記憶
している。
制御部２０１は、ＣＰＵ、ブートローダを記憶したＲＯＭ及びＲＡＭを有している。Ｃ
ＰＵがオペレーティングシステムのプログラムを実行すると、アプリケーションプログラ
ムを実行することが可能となる。ＣＰＵがプログラムを実行すると、サーバ装置２０は、
端末装置１０が送信した位置情報を取得し、取得した位置情報に対応したコンテンツを記
憶部２０２から取得して端末装置１０へ配信する。
【００２７】
（実施形態の動作例）
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次に、本実施形態の動作例について、例えば、端末装置１０のユーザーがマラソン大会
へ参加するときに、会場の最寄駅から会場まで徒歩で移動している場合を想定する。ユー
ザーが徒歩で移動しているとき、コンテンツ提示アプリを実行している制御部１０１は、
測位部１０８が生成した位置情報を取得する。制御部１０１は、取得した位置情報を、通
信部１０５を制御してサーバ装置２０へ送信する。
【００２８】
サーバ装置２０の通信部２０５は、端末装置１０が送信した位置情報を取得する。制御
部２０１は、通信部２０５が位置情報を取得すると、取得した位置情報の位置に対応する
コンテンツを記憶部２０２から取得する。コンテンツは、例えば、飲食店の情報や観光情
報などを表すＷｅｂページである。制御部２０１は、位置情報に対応するコンテンツを記
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憶部２０２から取得し、取得したコンテンツを、通信部２０５を制御して端末装置１０へ
送信する。
【００２９】
通信部１０５は、サーバ装置２０が送信したコンテンツを受信する。制御部１０１（取
得部１００１）は、通信部１０５が受信したコンテンツを取得する。制御部１０１は、通
信部１０５がコンテンツを取得すると、図５に示した処理を実行する。まず、制御部１０
１（特定部１００２）は、ユーザーの状態を特定する（ステップＳＡ１）。例えば、制御
部１０１は、センサー１０９が検知した加速度、測位部１０８が生成した位置情報の履歴
などにより、端末装置１０を携帯しているユーザーの移動速度を求める。制御部１０１は
、ユーザーの移動速度を求めると、ユーザーの移動状態を特定する。
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【００３０】
例えば、制御部１０１は、移動速度が「０ｋｍ／ｈ」である場合、ユーザーが「停止中
」であると特定する。また、制御部１０１は、移動速度が「０ｋｍ／ｈ＜移動速度≦５ｋ
ｍ／ｈ」である場合には徒歩で移動していると特定し、移動速度が「５ｋｍ／ｈ＜移動速
度≦２１ｋｍ／ｈ」である場合にはランニング中であると特定し、移動速度が「２１ｋｍ
／ｈ＜移動速度」である場合には乗り物で移動中であると特定する。
【００３１】
例えば、会場の最寄駅から会場までの間でユーザーが立ち止まっている場合、制御部１
０１は、ユーザーの状態が「停止中」であると特定し、会場の最寄駅から会場までの間を
徒歩で移動しているときには、ユーザーの状態が「徒歩で移動中」であると特定する。制
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御部１０１（通知制御部１００４、通知部１００３）は、ユーザーの状態について、「停
止中」（ステップＳＡ２でＹＥＳ）又は「徒歩で移動中」（ステップＳＡ３でＹＥＳ）と
特定すると、コンテンツを取得したことをユーザーへ通知する（ステップＳＡ５）。制御
部１０１は、ユーザーへ通知を行う際には、予め定められた報知音が音声処理部１０７の
スピーカから放音されるように音声処理部１０７を制御する。また、制御部１０１は、コ
ンテンツを取得したことを通知するメッセージが表示されるようにタッチパネル１０３を
制御する。コンテンツを取得したことの通知は、音やメッセージによるものに限定される
ものではなく、取得したコンテンツをタッチパネル１０３に表示する動作も、コンテンツ
の取得の通知に含まれる。
【００３２】
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端末装置１０が行った通知に応じて、ユーザーが、コンテンツを表示する操作をタッチ
パネル１０３のおいて行うと、制御部１０１は、取得したコンテンツが表示されるように
タッチパネル１０３を制御する。ユーザーは、タッチパネル１０３に表示されたコンテン
ツにより、自分の位置の近隣にある観光地や飲食店の情報を得ることができ、例えば、マ
ラソン大会の終了後に観光地や飲食店へ立ち寄る計画をたてることができる。
【００３３】
次に、端末装置１０のユーザーが、マラソン大会においてランニング中である場合を想
定する。ユーザーがランニング中であるときにも、コンテンツ提示アプリを実行している
制御部１０１は、測位部１０８が生成した位置情報を、通信部１０５を制御してサーバ装
置２０へ送信する。サーバ装置２０の通信部２０５は、端末装置１０が送信した位置情報
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を取得する。制御部２０１は、通信部２０５が位置情報を取得すると、取得した位置情報
の位置に対応するコンテンツを記憶部２０２から取得する。制御部２０１は、取得したコ
ンテンツを、通信部２０５を制御して端末装置１０へ送信する。
【００３４】
通信部１０５は、サーバ装置２０が送信したコンテンツを取得する。制御部１０１は、
通信部１０５がコンテンツを取得すると、ユーザーの状態を特定する。制御部１０１は、
ここでユーザーの移動速度が「５ｋｍ／ｈ＜移動速度≦２１ｋｍ／ｈ」である場合、ユー
ザーが「ランニング中」であると特定する（ステップＳＡ１）。ランニング中においては
、観光地や飲食店によることは少ないため、制御部１０１（通知制御部１００４）は、ユ
ーザーの状態について「ランニング中」と特定すると、コンテンツの取得の通知を停止す

40

る（ステップＳＡ４）。ここで制御部１０１は、取得の通知を停止したコンテンツに対し
、未通知であることを表す未通知情報を付加する。ランニング中にはコンテンツの取得の
通知が行われないため、ユーザーは、ランニングに集中することができる。
【００３５】
次に、ユーザーがマラソン大会を終えた場合を想定する。コンテンツ提示アプリを実行
している制御部１０１は、予め定められた周期で図６に示した処理を実行する。具体的に
は、まず制御部１０１（特定部１００２）は、ユーザーの状態を特定する（ステップＳＢ
１）。制御部１０１は、ユーザーの状態が、「停止」（ステップＳＢ２でＹＥＳ）又は「
徒歩で移動中」（ステップＳＢ３でＹＥＳ）である場合、未通知情報が付加されているコ
ンテンツが記憶部１０２にあるか判断する（ステップＳＢ４）。制御部１０１（通知制御
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部１００４、通知部１００３）は、未通知情報が付加されているコンテンツがある場合、
未通知情報が付加されているコンテンツから未通知情報を削除し、未通知情報を削除した
コンテンツについて、コンテンツを取得したことをユーザーへ通知する（ステップＳＢ５
）。端末装置１０が行った通知に応じて、ユーザーが、コンテンツを表示する操作をタッ
チパネル１０３のおいて行うと、制御部１０１は、取得したコンテンツが表示されるよう
にタッチパネル１０３を制御する。ユーザーは、タッチパネル１０３に表示されたコンテ
ンツにより、ランニング中に移動したマラソン大会のコースの近隣にある観光地や飲食店
の情報を得ることができ、観光地や飲食店へ立ち寄る計画をたてることができる。
以上説明したように本実施形態によれば、コンテンツを取得したことを、ユーザーの状
態に応じて適切なタイミングで通知することができる。
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【００３６】
［変形例］
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定される
ことなく、他の様々な形態で実施可能である。例えば、上述の実施形態を以下のように変
形して本発明を実施してもよい。なお、上述した実施形態及び以下の変形例は、各々を組
み合わせてもよい。
【００３７】
上述した実施形態においては、端末装置１０がユーザーの状態を特定しているが、本発
明においては、ユーザーが自身の状態をタッチパネル１０３で設定し、設定内容に応じて
ユーザーの状態を特定してもよい。

20

【００３８】
上述した実施形態においては、端末装置１０は、ユーザーの状態が予め定められた状態
であると、取得したコンテンツの通知を停止しているが、ユーザーの状態が予め定められ
た状態であっても、コンテンツを取得したことを通知してもよい。例えば、ランニング中
にユーザーが予め定められた操作をタッチパネル１０３で行った場合、通知が停止されて
いるコンテンツについて、コンテンツを取得したことを通知してもよい。
【００３９】
上述した実施形態においては、コンテンツは、飲食店の情報や観光地の情報を表すＷｅ
ｂページであるが、飲食店や観光地以外の情報を表すＷｅｂページであってもよい。例え
ば、ユーザーが設定した種類の情報を表すＷｅｂページであってもよい。また、コンテン
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ツは、Ｗｅｂページに限定されるものではなく、本発明におけるコンテンツには、電子メ
ールやＳＭＳ（Short Message Service）におけるメッセージ、ソーシャルネットワーキ
ングサービスにおけるメッセージなども含まれる。
【００４０】
本発明においては、コンテンツの内容を特定し、コンテンツの内容に応じてコンテンツ
の取得の通知／非通知を制御するようにしてもよい。例えば、コンテンツとして、公衆ト
イレやコンビニエンスストアのトイレなどの情報を提供する。制御部１０１は、コンテン
ツ内の文字からコンテンツがトイレに係るものであるか特定する。制御部１０１は、コン
テンツがトイレに係るものである場合、ユーザーの状態が「ランニング中」であってもコ
ンテンツの取得の通知を停止せず、トイレに係るコンテンツを提示する。ランニング中に
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おいてトイレを使用する場合、土地勘がないところでのマラソンであると、トイレを探す
のが難しい。この変形例によれば、ランニング中であってもコンテンツの取得の通知が行
われ、土地勘がないところであってもトイレの情報を得ることができるため、トイレを使
用するときに近隣のトイレをすぐに探し出すことができる。
【００４１】
本発明においては、コンテンツの種類に応じてコンテンツの取得の通知／非通知を制御
するようにしてもよい。例えば、ユーザーは、予め端末装置１０において取得の通知を停
止しないコンテンツの種類を設定し、端末装置１０は、設定された種類のコンテンツにつ
いては、ユーザーの状態が特定の状態にあってもコンテンツの取得の通知を行うようにし
、設定された種類以外のコンテンツについては、ユーザーの状態に応じて取得の通知を制
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御するようにしてもよい。また、ユーザーの状態に応じて取得の通知を制御するコンテン
ツの種類を設定し、設定された種類のコンテンツについては、ユーザーの状態に応じて取
得の通知を制御し、設定された種類以外のコンテンツについては、ユーザーの状態が特定
の状態にあっても取得の通知を行うようにしてもよい。
また、本発明においては、ユーザーの属性に応じてコンテンツの取得の通知／非通知を
制御するようにしてもよい。例えば、端末装置１０において、コンテンツアプリでユーザ
ーの属性として趣味、興味や関心があることなどを登録する。端末装置１０は、ユーザー
の属性として登録されている趣味に係るコンテンツや、興味や関心があるコンテンツにつ
いては、ユーザーの状態が特定の状態にあってもコンテンツの取得の通知を行うようにし
てもよい。
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【００４２】
また、コンテンツがメールである場合には、例えば、「緊急」や「警報」の文字がメー
ル内にある場合、ユーザーの状態が特定の状態にあっても、コンテンツを取得したことを
ユーザーに通知するようにしてもよい。また、ユーザーの状態が特定の状態であっても通
知を行うコンテンツについて、その種類や内容などをユーザーが端末装置１０で設定を行
い、設定された種類や内容のコンテンツについては、ユーザーの状態が特定の状態であっ
ても、取得の通知を行う構成としてもよい。
【００４３】
上述した実施形態においては、ユーザーの状態について、移動状態を特定しているが、
特定するユーザーの状態は、移動状態に限定されるものではない。例えば、端末装置１０
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に生体情報を取得するセンサーを設け、睡眠中であるか否かの特定や、食事中であるか否
かの特定を行い、特定した状態に応じてコンテンツの取得の通知を停止してもよい。また
、例えば、端末装置１０に外付けのセンサーでユーザーの心拍数や発汗、加速度などを検
知する構成にあっては、検知した心拍数や発汗、加速度などによって緊張状態であるか否
かやスポーツを行っている状態であるか否かを特定し、特定した状態に応じてコンテンツ
の取得の通知を停止してもよい。また、ユーザーの生体情報を取得する構成にあっては、
ユーザーが発する皮膚ガスをセンサーで検知し、体調や飲酒による酩酊の状態を特定して
もよい。また、センサーの検知結果からユーザーの感情や精神の状態を特定し、特定した
感情や精神の状態に応じてコンテンツの提示を停止してもよい。ユーザーの感情や精神の
状態を特定し、コンテンツが電子メールやソーシャルネットワーキングサービスにおける
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メッセージなどである構成にあっては、例えば、ユーザーの気分がすぐれないときには電
子メールやメッセージの着信を通知しないようにし、メッセージを既読にしないようにし
てもよい。
また、電子メールやメッセージの内容を解析し、ユーザーの感情や精神の状態と特定し
た内容とに応じて、通知を制御してもよい。例えば、ユーザーの気分がすぐれていない状
態である場合、受信した電子メールやメッセージに感情を害する単語が含まれていると、
これらの電子メールやメッセージについては通知を行わず、受信した電子メールやメッセ
ージに感情を害する単語が含まれていないと、受信した電子メールやメッセージについて
は通知を行うようにしてもよい。
【００４４】
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ユーザーの感情や精神の状態を特定する構成にあっては、例えば、気分がすぐれない状
態が一定期間続いた状態、気分がよい状態が一定期間以上続いた状態、気分がすぐれない
状態が断続的に複数回発生した場合など、予め定められた期間を超えて監視した状態に応
じて、通知を制御するようにしてもよい。
【００４５】
ユーザーの感情や精神の状態を特定する構成は、センサーを用いる構成に限定されるも
のではない。例えば、ユーザーは、電子メールを受信した場合、気分がすぐれている場合
にはすぐに開封し、気分がすぐれていない場合には、すぐに開封しない場合がある。この
ような場合に鑑み、着信から所定時間内に電子メールを開封した場合には、気分がすぐれ
ていると判定し、着信から所定時間内に電子メールを開封しなかった場合には、気分がす
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ぐれていないと判定してもよい。
【００４６】
本発明においては、制御部１０１が特定したユーザーの状態について、ユーザーがタッ
チパネル１０３で修正した場合、状態を特定するアルゴリズムをユーザーの修正に応じて
補正するようにしてもよい。
【００４７】
本発明においては、ユーザーの行動によって通知を制御してもよく、例えば、位置情報
が表す位置の場所がどのような場所であるか特定し、特定した場所に応じて通知を制御し
てもよい。遊園地や観光地、テーマパークなどストレスを発散する場所にユーザーが位置
している場合には、通知を行わないようにしてもよい。
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【００４８】
上述した実施形態においては、端末装置１０においてコンテンツの取得の通知を停止し
ているが、通知を停止する構成は、実施形態の構成に限定されるものではない。例えば、
端末装置１０は、特定したユーザーの状態を表す情報を位置情報と共にサーバ装置２０へ
送信し、サーバ装置２０は、ユーザーの状態を表す情報の内容に応じて、端末装置１０へ
のコンテンツの送信を停止してもよい。この構成の場合、端末装置１０においては、ユー
ザーの状態にかかわらず、コンテンツを取得するとコンテンツの取得の通知を行うように
してもよい。
【００４９】
本発明においては、コンテンツに有効期限を設定し、取得を通知していないコンテンツ
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のうち、有効期限を過ぎたコンテンツについては、取得の通知をせずに端末装置１０から
消去してもよい。また、コンテンツに対して取得の通知を停止する期限を設定し、取得を
通知していないコンテンツのうち設定された期限を過ぎたコンテンツについては、ユーザ
ーの状態が特定の状態にあっても、取得の通知をするようにしてもよい。
【００５０】
本発明に係る機能を実現するプログラムは、磁気記録媒体（磁気テープ、磁気ディスク
（ＨＤＤ（Hard Disk Drive）、ＦＤ（Flexible Disk））など）、光記録媒体（光ディス
クなど）、光磁気記録媒体、半導体メモリーなどのコンピュータ読み取り可能な記録媒体
に記憶した状態で提供し、各装置にインストールしてもよい。また、通信網２を介してプ
ログラムをダウンロードして各装置にインストールしてもよい。
【符号の説明】
【００５１】
１…コンテンツ提供システム、２…通信網、１０…端末装置、２０…サーバ装置、１０１
…制御部、１０２…記憶部、１０３…タッチパネル、１０５…通信部、１０７…音声処理
部、１０８…測位部、１０９…センサー、２０１…制御部、２０２…記憶部、２０３…表
示部、２０４…操作部、２０５…通信部、１００１…取得部、１００２…特定部、１００
３…通知部、１００４…通知制御部

30

(11)
【図１】

【図３】

【図２】
【図４】

【図５】

【図６】

JP 2016‑212478 A 2016.12.15

