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(57)【要約】
【課題】リアルタイムに変動する情報に基づいて視聴者
に番組の選択を促す番組選択システム等を提供すること
。
【解決手段】ネットワークを介して複数のテレビ受信端
末と管理サーバとが接続された番組選択システムにおい
て、テレビ受信端末は、管理サーバから送信されたリア
ルタイムに変動するデータに基づいて番組選択を行う。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して複数のテレビ受信端末と管理サーバとが接続された番組選択シス
テムにおいて、
　前記テレビ受信端末は、前記管理サーバから送信されたリアルタイムに変動するデータ
に基づいて番組選択を行うことを特徴とする番組選択システム。
【請求項２】
　前記変動するデータは、視聴情報、番組の開始時間からの経過情報、緊急速報および番
組の延長情報のうちのいずれかであることを特徴とする請求項１記載の番組選択システム
。
【請求項３】
　前記変動するデータが視聴情報であるとき、前記テレビ受信端末は、テレビ番組のチャ
ンネルが切り替えられた時点で、切り替わった新たなチャンネル情報を前記管理サーバに
送信することを特徴とする請求項２記載の番組選択システム。
【請求項４】
　前記テレビ受信端末は、リアルタイムに変動するデータに基づいて再生する録画番組の
番組選択を行うことを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の番組選択システ
ム。
【請求項５】
　前記テレビ受信端末は、リアルタイムに変動するデータに基づいて予約録画のための番
組選択を行うことを特徴とする請求項１から４いずれか１項に記載の番組選択システム。
【請求項６】
　ネットワークを介して接続されるコミュニティサーバをさらに備え、該コミュニティサ
ーバに各番組のコミュニティサイトを設置し、前記テレビ受信端末の視聴情報を前記コミ
ュニティサーバに送信すると連動してその番組のコミュニティサイトを所定の端末に表示
することを特徴とする請求項１から５いずれか１項に記載の番組選択システム。
【請求項７】
　ネットワークを介して接続された複数のテレビ受信端末に、番組選択を行うためのリア
ルタイムに変動するデータを送信することを特徴とする管理サーバ。
【請求項８】
　前記変動するデータは、視聴情報、番組の開始時間からの経過情報、緊急速報および番
組の延長情報のうちのいずれかであることを特徴とする請求項７記載の管理サーバ。
【請求項９】
　前記変動するデータが視聴情報であるとき、前記テレビ受信端末からテレビ番組のチャ
ンネルが切り替えられた時点で、切り替わった新たなチャンネル情報を受信することを特
徴とする請求項８記載の管理サーバ。
【請求項１０】
　ネットワークを介して接続される複数のテレビ受信端末と管理サーバとを利用した番組
選択方法において、
　前記テレビ受信端末が、前記管理サーバからリアルタイムに変動するデータを受信する
ステップと、
　該リアルタイムに変動するデータに基づいて番組選択を行うステップとを有することを
特徴とする番組選択方法。
【請求項１１】
　前記変動するデータは、視聴情報、番組の開始時間からの経過情報、緊急速報および番
組の延長情報のうちのいずれかであることを特徴とする請求項１０記載の番組選択方法。
【請求項１２】
　前記変動するデータが視聴情報であるとき、前記テレビ受信端末が、テレビ番組のチャ
ンネルが切り替えられた時点で、切り替わった新たなチャンネル情報を前記管理サーバに
送信するステップを有することを特徴とする請求項１１記載の番組選択方法。
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【請求項１３】
　前記テレビ受信端末が、リアルタイムに変動するデータに基づいて再生する録画番組の
番組選択を行うステップを有することを特徴とする請求項１０から１２のいずれか１項に
記載の番組選択方法。
【請求項１４】
　前記テレビ受信端末は、リアルタイムに変動するデータに基づいて予約録画のための番
組選択を行うステップを有することを特徴とする請求項１０から１３いずれか１項に記載
の番組選択方法。
【請求項１５】
　ネットワークを介して接続されるコミュニティサーバをさらに備え、該コミュニティサ
ーバに各番組のコミュニティサイトを設置し、前記テレビ受信端末の視聴情報を前記コミ
ュニティサーバに送信すると連動してその番組のコミュニティサイトを所定の端末に表示
するステップを有することを特徴とする請求項１０から１４いずれか１項に記載の番組選
択方法。
【請求項１６】
　コンピュータに、ネットワークを介して接続された複数のテレビ受信端末に、番組選択
を行うためのリアルタイムに変動するデータを送信する処理を実行させることを特徴とす
るプログラム。
【請求項１７】
　前記変動するデータは、視聴情報、番組の開始時間からの経過情報、緊急速報および番
組の延長情報のうちのいずれかであることを特徴とする請求項１６記載のプログラム。
【請求項１８】
　前記変動するデータが視聴情報であるとき、前記テレビ受信端末からテレビ番組のチャ
ンネルが切り替えられた時点で、切り替わった新たなチャンネル情報を受信する処理を実
行させることを特徴とする請求項１７記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リアルタイムに変動する情報に基づいて視聴者に推奨番組を提供する技術に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　視聴者に推奨番組を提供する技術として、録画予約や録画番組の視聴傾向からおすすめ
の番組を提示する機能を、各録画端末からの履歴情報を管理サーバで収集し、解析するこ
とでサービスとして提供する形態はあった。
【０００３】
　例えば、管理サーバを設置し、各録画端末からの録画履歴情報などをインターネットを
介して定期的に収集することでおすすめのジャンルや番組を解析し、その情報を今後の番
組選択の参考として各録画端末へ番組表類似の表示方法・アクセス方法で提供していた。
【０００４】
　関連技術として、番組視聴履歴を参照して、選局回数が多いチャンネル順に複数のチャ
ンネルを表示させる装置であって、ザッピングにより順次切り替わっていくチャンネルは
視聴者が選局したとみなさない技術が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－２３７７８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　しかしながら、上述の関連技術は、放送中の番組がどのくらいの注目度があるのかや、
多数の人が見ていて話題になりそうな番組を見たいといった場合に、リアルタイムに現在
放送中の番組視聴率を提供し、これを元に人気のある番組順にチャンネルザッピングを行
ったり、視聴率情報を元に裏番組一覧で視聴率ランキング順に番組を並べて表示したりす
ることで、多数の人が見ている番組を見逃さないための補助を行うことは困難であるとい
う問題があった。
【０００７】
　また、これまで視聴率といえば視聴後に調査会社が調査した結果を参照するしかなく、
放送中にどのくらいの人が視聴しているかはわからないため、見逃してしまう場合が多か
った。
【０００８】
　さらに、その他のリアルタイムに変動する情報に基づいて視聴者に推奨番組を提供する
こと、ないしは視聴者に番組を変更する機会を付与することは困難であった。
【０００９】
　本発明は、リアルタイムに変動する情報に基づいて視聴者に番組の選択を促す番組選択
システム、番組選択装置、番組選択方法およびプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の番組選択システムは、ネットワークを介して複数のテレビ受信端末と管理サー
バとが接続された番組選択システムにおいて、
　前記テレビ受信端末は、前記管理サーバから送信されたリアルタイムに変動するデータ
に基づいて番組選択を行うことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の管理サーバは、ネットワークを介して接続された複数のテレビ受信端末
に、番組選択を行うためのリアルタイムに変動するデータを送信することを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の番組選択方法は、ネットワークを介して接続される複数のテレビ受信端
末と管理サーバとを利用した番組選択方法において、
　前記テレビ受信端末が、前記管理サーバからリアルタイムに変動するデータを受信する
ステップと、
　該リアルタイムに変動するデータに基づいて番組選択を行うステップとを有することを
特徴とする。
【００１３】
　また、本発明のプログラムは、コンピュータに、ネットワークを介して接続された複数
のテレビ受信端末に、番組選択を行うためのリアルタイムに変動するデータを送信する処
理を実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、リアルタイムに変動する情報に基づいて視聴者に番組の選択を促すこ
とが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第一の実施の形態に係るシステム構成を示す図である。
【図２】本発明の第一の実施の形態に係るテレビ受信端末および管理サーバの機能ブロッ
ク図である。
【図３】本発明の第一の実施の形態に係る処理動作を示すフローチャートである。
【図４】本発明の第五の実施の形態に係るシステム構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の第一の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図１に示す
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本実施の形態における番組選択システムは、テレビやレコーダ等のテレビ受信端末１０―
１、１０－２、・・・、１０－ｎ（ｎは整数）と、テレビ受信端末１０に用いられる高機
能端末２０と、管理サーバ３０から構成されている。テレビ受信端末１０―１、１０－２
、・・・、１０－ｎ（ｎは整数）と、管理サーバ３０とはインターネット１００等により
接続されている。ネットワークの種類は限定されない。
【００１７】
　テレビ受信端末１０―ｎは、放送局から配信されるテレビ番組（テレビＣＭを含む）を
受信し、一般には、表示部に画面を表示し、出力部から音声を出力する。既知のテレビ受
像端末や録画端末であってよく、テレビ機能付きＰＣ、チューナボックス等を広く含む。
ユーザが視聴中、もしくは録画中の番組のチャンネル情報を定期的に管理サーバ３０へイ
ンターネット１００を介して通知する。対応端末を増やすことで情報の信頼性が増し、定
期的な情報更新間隔を極力縮めることでリアルタイム性を実現することができる。
　なお、本実施の形態は個人を特定できるものではなく、単純な集計値であるため、個人
情報の情報漏えい等の心配が少なくて済む。情報はバイネームではなく、あくまでテレビ
受信端末１０―ｎごとに発信されるものであり、それらの機器も特定できるような情報は
発信しないことであってもよい。
【００１８】
　高機能端末２０は、いわゆるリモコンであり、テレビ受信端末１０―ｎに表示される番
組のチャンネル切り替え等の機能を有し、表示画面を有してもよく、さらにその表示画面
はタッチパネルによりユーザの操作を受け付けるものであってもよい。
【００１９】
　管理サーバ３０は、ワークステーション等の情報処理装置である。テレビ受信端末１０
―ｎからユーザが視聴中、もしくは録画中の番組のチャンネル情報を受け付け、集計し、
テレビ受信端末１０―ｎへその集計情報であるリアルタイムの現在放送中の各局の番組視
聴率等をエンドユーザーへリアルタイムに情報提供する。
　また、放送番組は地域によって差があるため、管理サーバ３０で、放送地域別に集計で
きるようにし、放送番組ごとの集計や自分の地域のチャンネルに該当する番組の視聴率の
みの取得もできるようにしてもよい。
【００２０】
　現在放送中の各局の番組視聴率等をエンドユーザーへリアルタイムに情報提供すること
で、見たい番組が決まっていないときのチャンネルザッピングの際に、今現在良く見られ
ている番組から順番にザッピングするなどの機能を提供できる。
【００２１】
　裏番組表から現在放送中の番組の視聴率ランキングを表示して、その情報を元に番組を
選択したり、テレビ受像端末の電源を入れたときの視聴率の最も高いチャンネルを最初に
表示するように設定したりすることが可能となる。なお、管理サーバ３０から提供された
情報の表示は、テレビ受信端末１０―ｎの表示部になされても、高機能端末２０の表示部
になされても、両者ともになされてもいずれでもよい。すなわち、テレビ受信端末１０―
ｎの表示部に表示される管理サーバ３０から提供された視聴率情報に、さらにテレビ受像
端末では現在視聴中の裏番組の視聴率一覧等を合成表示可能であってもよい。
【００２２】
　管理サーバ３０のさらなる集計機能として、地域で集計を分けられることから、同じ番
組でも地域による視聴率の分布等の傾向を割り出し、これらの情報を公開してもよい。異
なる放送局で同一とみなされる番組を判別するために放送時刻やジャンル情報、番組タイ
トル情報などのマッチングを行うようにしてもよい。
【００２３】
　図２に、テレビ受信端末１０―ｎと管理サーバ３０の機能ブロック図を示す。
　テレビ受信端末１０―ｎは、テレビ機能制御部１１と、表示部１２と、ユーザ操作受付
部１３と、チャンネル切り替え識別部１４と、情報送受信部１５とを備えている。
　テレビ機能制御部１１は、一般のテレビ機能を司る機能を有している。
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　表示部１２は、テレビ番組を表示したり、各種の情報を表示する機能を有している。
　ユーザ操作受付部１３は、高機能端末２０を介したあるいは直接のユーザからの操作を
受け付ける機能を有している。
　チャンネル切り替え識別部１４は、テレビ番組のチャンネルが切り替えられたことを認
識する機能を有している。
　情報送受信部１５は、管理サーバ３０等と情報をやりとりする機能を有している。
【００２４】
　管理サーバ３０は、情報送受信部３１と、集計部３２と、タイマ部３３と、記憶部３４
とを備えている。
　情報送受信部３１は、テレビ受信端末１０―ｎ等と情報をやりとりする機能を有してい
る。
　集計部３２は、テレビ受信端末１０―ｎから受け取った情報に基づいてリアルタイムの
視聴率等を集計する機能を有している。
　タイマ部３３は、時間情報を保持する機能を有している。
　記憶部３４は、各種のデータ（例えば、番組表、端末一覧）を格納するテーブルを有す
る。
【００２５】
　以下、本実施の形態の動作について図面を参照して詳細に説明する。
　図３のフローチャートを参照すると、まず、テレビ受信端末１０―ｎは、ユーザが高機
能端末２０により、テレビ受信端末１０―ｎに表示される番組のチャンネル切り替えを行
うと（Ｓ３０１）、ユーザ操作受付部１３でチャンネル切り替え操作を受付け、チャンネ
ル切り替え識別部１４は、テレビ番組のチャンネルが切り替えられたことを認識し、情報
送受信部１５は、切り替わった新たなチャンネル情報を管理サーバ３０に送信する（Ｓ３
０２）。なお、チャンネル切り替えを行ったそれぞれのタイミングで送信するものとする
。送信情報には、チャンネル番号、地域、放送局コード、予約情報等が含まれても良い。
【００２６】
　次に、管理サーバ３０は、集計部３２によりタイマ部３３を利用して、地域、ジャンル
別、番組別等で各時点における視聴率の集計を記憶部３４の各種のデータを参照して行う
（Ｓ３０３）。
【００２７】
　管理サーバ３０は、情報送受信部３１により、地域、ジャンル別、番組別等の現時点に
おけるリアルタイムに変動する情報としての視聴率情報等をテレビ受信端末１０―ｎや高
機能端末２０に送信する（Ｓ３０４）。
【００２８】
　受信端末１０―ｎや高機能端末２０は、表示部１２等の表示部に受信した視聴率情報等
を表示し（Ｓ３０５）、ユーザにこの情報を元に視聴する番組を決定させ、ザッピングに
よるチャンネル変更等を行わせる。視聴率情報等に基づく順番でチャンネル表示すること
であってもよい。なお、必ずしも視聴率情報等の表示は必須でなくチャンネル操作で上方
向なら一番トップにいき、下方向なら最下位の視聴率の番組にいくことであってもよい。
【００２９】
　このようにテレビ受信端末１０―ｎのユーザにチャンネル選択方法を提供することがで
きる。すなわち、これまで放送後にしかわからなかった番組の視聴率が放送中にわかるた
め、人気番組を見逃さないようにできる。ユーザはこの情報を元に視聴する番組を決定で
き、かつ後日の仲間内でのテレビの話題にも参加できる可能性が高くなる。明確な意思を
持っての番組選択ではなく、多数を占めるであろう「面白そうな番組は何か？」という番
組選択手法に対する解決方法を与えるものである。
【００３０】
　ここで、上記のＳ３０４において、管理サーバ３０がリアルタイムに変動する情報をテ
レビ受信端末１０―ｎや高機能端末２０に送信する変形例として、番組の開始時間からの
経過情報を送信しても良い。なぜならもう終わりそうなものや、途中まで経過している番
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組よりも始まって間もないものの方がユーザの需要があると考えられるからである。
　また、緊急速報を送信しても良い。特別なニュースを放送しているチャンネルを選択す
るユーザがいるからである。
　さらに、スポーツ番組の延長情報を送信しても良い。９時までなら予定があって観られ
ないが、９時以降なら観戦可能なユーザがいたり、延長して盛り上がっている場面に興味
を持つユーザがいるからである。
　なお、顔認識技術により、好きな芸能人等の顔画面を収集してきて、高機能端末２０へ
の指タッチ操作で人物を指定し、その情報からおすすめ番組を推奨することであってもよ
い。同様に、キーワードやジャンルの指定で、今、話題のものやトレンドのものを集計し
、その情報からおすすめ番組を推奨することであってもよい。
【００３１】
　以下、本発明の第二の実施の形態について説明する。
　上記の第一の実施の形態のシステム構成において、管理サーバ３０でリアルタイムな視
聴情報を集計できるため、これをテレビ受信端末１０―ｎのみでなく、放送局の所定の装
置へ提供することでリアルタイムに番組編成を変更したり、ＣＭ単位での視聴率の情報提
供がなされてもよい。これまで番組単位でしか出していなかった視聴率がＣＭ単位でも出
せるのでＣＭ単位での視聴率集計による広告効果の測定ができるようになる。
【００３２】
　以下、本発明の第三の実施の形態について、録画したものを再生するという観点から説
明する。
　上記の第一の実施の形態のシステム構成において、テレビ受信端末１０―ｎで番組録画
を行った場合、録画完了後にメタ情報として管理サーバ３０から提供された番組放送時の
時刻帯別視聴率をタイムラインで記録したり、平均視聴率を記録することで、テレビ受信
端末１０―ｎで後日録画番組を視聴する際に注目番組順に再生したり、視聴率の高い部分
をピックアップしてダイジェスト再生する。
【００３３】
　以下、本発明の第四の実施の形態について、今後の予約録画という観点から説明する。
　上記の第一の実施の形態のシステム構成において、テレビ受信端末１０―ｎで視聴率情
報を元に人気のあった番組は次回放送を自動的に録画することとし、人気番組を積極的に
自動録画する機能を付加する。
【００３４】
　ジャンル（映画、ドラマ等）ごとに視聴率の集計を分け、ユーザの指定したジャンルの
中での視聴率順チャンネルザッピングや人気番組の自動録画を行うことであってもよい。
【００３５】
　また、予約録画率の取得を可能とし、テレビ受信端末１０―ｎでも録画が可能なもので
録画予約を行った番組の情報を管理サーバ３０へ送信し、それを集計して放送直前までに
ある一定以上の予約（注目度）があった場合にはテレビ受信端末１０―ｎで自動録画を行
うことであってもよい。
【００３６】
　また、管理サーバ３０で視聴率情報と番組情報（出演者の氏名が付加されている）から
出演者別の視聴率ランキングを作成し、人気があると思われる出演者が出る予定の番組を
ユーザのテレビ受信端末１０―ｎで優先的に自動録画することであってもよい。
【００３７】
　以下、本発明の第五の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図４に示す
本実施の形態における番組選択システムは、上記の第一の実施の形態のシステム構成に、
さらに、コミュニティサーバ４０がインターネット１００等によりテレビ受信端末１０―
１、１０－２、・・・、１０－ｎ（ｎは整数）や管理サーバ３０と接続されている点が異
なる。
【００３８】
　コミュニティサーバ４０に各番組のコミュニティサイトを設置し、テレビ受信端末１０
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―ｎの各自の視聴情報をコミュニティサーバ４０に送信すると連動してそのチャンネルの
コミュニティサイトをテレビ受信端末１０―ｎやそれに接続されたコントロール機器（高
機能端末２０であってもよい）へ表示し、番組に対するコメントなどを書き込むことがで
きてもよい。
　これらのコメントは時間軸で管理され、録画後に同じ番組を後から見た場合にもその見
ているシーン時点でのコメントのみを表示し、先のコメントはストーリーの暴露にも直結
するため、再生しているタイムテーブルを監視し、未視聴部分はコメントを表示しないこ
とであってもよい。
【００３９】
　なお、上述する各実施の形態は、本発明の好適な実施の形態であり、本発明の要旨を逸
脱しない範囲内において種々変更実施が可能である。例えば、テレビ受信端末１０－ｎ、
管理サーバ３０、コミュニティサーバ４０の機能を実現するためのプログラムを各装置に
読込ませて実行することにより各装置の機能を実現する処理を行ってもよい。さらに、そ
のプログラムは、コンピュータ読み取り可能な記録媒体であるＣＤ－ＲＯＭまたは光磁気
ディスクなどを介して、または伝送媒体であるインターネット、電話回線などを介して伝
送波により他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。また、各装置の機能が他の装
置によりまとめて実現されたり、追加の装置により機能が分散されて実現される形態も本
発明の範囲内である。
　リアルタイムに人気番組をチャンネルザッピングするために、管理サーバを置かずにそ
れぞれの端末間で通信しあうことであってもよい。
【符号の説明】
【００４０】
　１０－ｎ　　テレビ受信端末
　２０　　高機能端末
　３０　　管理サーバ
　４０　　コミュニティサーバ
　１００　　インターネット
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