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(57)【要約】
　入力部（１５）は、携帯端末（１）が番組を再生して
いるとき、当該番組に対する評価値の入力を受け付ける
。通信部（１３）は、入力部（１５）が受け付けた評価
値をサーバに送信する。サーバは、各携帯端末（１）か
ら送信される評価値を番組ごとに集計して集計値を算出
し、当該集計値を各携帯端末（１）に送信する。通信部
（１３）は、サーバから送信される集計値を受信する。
表示部（１１）は、番組の再生中に、通信部（１３）が
受信した集計値を、ディスプレイ（１２）に表示するこ
とによって、ユーザに通知する。これにより、ユーザが
コンテンツを視聴し続けようとする動機をより高める。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを再生するコンテンツ再生装置であって、
　上記コンテンツの再生中において、上記コンテンツに対する評価値の入力を受け付ける
入力手段と、
　各コンテンツ再生装置から送信される上記評価値を上記コンテンツごとに集計して集計
値を算出し、当該集計値を各コンテンツ再生装置に送信するサーバに、上記入力手段が受
け付けた上記評価値を送信する送信手段と、
　上記サーバから送信される上記集計値を受信する受信手段と、
　上記コンテンツの再生中において、上記受信手段が受信した上記集計値をユーザに通知
する通知手段とを備えていることを特徴とするコンテンツ再生装置。
【請求項２】
　上記コンテンツは動画であり、
　上記送信手段は、上記入力された評価値に、当該評価値が入力された時点における、上
記動画の再生開始時からの経過時間を関連付けて上記サーバに送信し、
　上記受信手段は、上記サーバから送信された、上記経過時間ごとの上記集計値を受信し
、
　上記通知手段は、上記動画の再生に合わせて、上記経過時間ごとの上記集計値をユーザ
に通知することを特徴とする請求の範囲第１項に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項３】
　上記通知手段は、上記経過時間ごとの上記集計値を、グラフにしてユーザに通知するこ
とを特徴とする請求の範囲第２項に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項４】
　上記動画のうち、上記集計値が予め定められた基準値を超えている箇所のみを再生する
再生手段を備えていることを特徴とする請求の範囲第２項に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項５】
　上記コンテンツは、テレビ番組であることを特徴とする請求の範囲第１項～第４項のい
ずれか１項に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項６】
　請求の範囲第１項～第５項のいずれか１項に記載の複数のコンテンツ再生装置からそれ
ぞれ送信される上記評価値を受信する受信手段と、
　上記受信手段によって受信された複数の上記評価値を、上記コンテンツごとに集計する
ことによって、所定の集計値を算出する集計手段と、
　上記集計値を上記コンテンツ再生装置に送信する送信手段とを備えていることを特徴と
するサーバ。
【請求項７】
　請求の範囲第１項～第５項のいずれか１項に記載のコンテンツ再生装置と、請求の範囲
第６項に記載のサーバとを含んでいることを特徴とするコンテンツ再生システム。
【請求項８】
　コンテンツを再生するコンテンツ再生装置が実行するコンテンツ再生方法であって、
　上記コンテンツの再生中において、上記コンテンツに対する評価値の入力を受け付ける
入力ステップと、
　各コンテンツ再生装置から送信される上記評価値を上記コンテンツごとに集計して集計
値を算出し、当該集計値を各コンテンツ再生装置に送信するサーバに、上記入力ステップ
において受け付けた上記評価値を送信する送信ステップと、
　上記サーバから送信される上記集計値を受信する受信ステップと、
　上記コンテンツの再生中において、上記受信手段が受信した上記集計値をユーザに通知
する通知ステップとを含んでいることを特徴とするコンテンツ再生方法。
【請求項９】
　請求の範囲第１項から第５項のいずれか１項に記載のコンテンツ再生装置を動作させる
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コンテンツ再生プログラムであって、コンピュータを上記の各手段として機能させるため
のコンテンツ再生プログラム。
【請求項１０】
　請求の範囲第９項に記載のコンテンツ再生プログラムを記録しているコンピュータ読み
取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、番組などのコンテンツを再生するコンテンツ再生装置、コンテンツ再生方法
、サーバ、コンテンツ再生システム、コンテンツ再生プログラム、および記録媒体に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　テレビ番組の評価を決める指標の１つとして、従来、視聴率がある。視聴率とは、ある
テレビ番組をある地区の住民の何パーセントが視聴したかを表す値（割合）である。視聴
率の測定は、特定のモニター世帯に設置されるテレビに接続した専用の機器から得られる
データに基づき、特定の専門会社によって行われる。また、通常、番組の終了後に発表さ
れる。視聴率が高ければ、多くの視聴者が番組を視聴したことを意味する。そこで各視聴
者は、発表された視聴率に基づき、番組に対する評価が高いのだと考える。
【発明の開示】
【０００３】
　上述したように、各番組の視聴率は、通常、番組の放送が終了したあとに発表される。
したがって、番組の視聴中において、現在の視聴率がどの程度なのかを、視聴者は知るこ
とができない。このことから、視聴中の番組に対する現在の評価が、高いのかそれとも低
いのかについて、視聴者は客観的に把握できない。つまり視聴率は、視聴中の番組を視聴
者が視聴し続ける動機を高めることができないものである。
【０００４】
　本発明は上記の課題を解決するためになされたものであり、その目的は、ユーザがコン
テンツを視聴し続けようとする動機をより高めることができるコンテンツ再生装置、コン
テンツ再生方法、サーバ、システム、コンテンツ再生プログラム、および記録媒体を提供
することにある。
【０００５】
　（コンテンツ表示装置）
　本発明に係るコンテンツ表示装置は、上記の課題を解決するために、
　コンテンツを再生するコンテンツ再生装置であって、
　上記コンテンツの再生中において、上記コンテンツに対する評価値の入力を受け付ける
入力手段と、
　各コンテンツ再生装置から送信される上記評価値を上記コンテンツごとに集計して集計
値を算出し、当該集計値を各コンテンツ再生装置に送信するサーバに、上記入力手段が受
け付けた上記評価値を送信する送信手段と、
　上記サーバから送信される上記集計値を受信する受信手段と、
　上記コンテンツの再生中において、上記受信手段が受信した上記集計値をユーザに通知
する通知手段とを備えていることを特徴としている。
【０００６】
　上記の構成によれば、入力手段は、コンテンツの再生中において、当該コンテンツの評
価値の入力を受け付ける。たとえばユーザが、＋１、－２などの、客観的な値を入力する
。
【０００７】
　入力手段が受け付けた評価値を、送信手段が、評価値を集計するサーバに送信する。こ
のサーバは、各コンテンツ再生装置から送信される評価値をコンテンツごとに集計して集
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計値を算出する。さらに、算出した集計値を、各コンテンツ再生装置に送信する。
【０００８】
　コンテンツ再生装置において、受信手段が、サーバから送信される集計値を受信する。
これにより通知手段が、コンテンツの再生中に、上記受信手段が受信した集計値をユーザ
に通知する。すなわち、再生中のコンテンツに対する評価値の集計値を、ユーザにリアル
タイムで通知する。
【０００９】
　以上の処理によって、ユーザは、視聴中のコンテンツに対する、複数の視聴者によって
入力された評価の集計値を、同時に確認することができる。したがってユーザは、たとえ
ば評価集計値が高いことを理由に、コンテンツの視聴を継続しようと判断する。あるいは
逆に、評価集計値が低いことからコンテンツに興味を持ち、視聴を継続しようと判断する
こともできる。
【００１０】
　以上のように、コンテンツ再生装置は、ユーザがコンテンツを視聴し続けようとする動
機をより高めることができる効果を奏する。
【００１１】
　（コンテンツ表示方法）
　本発明に係るコンテンツ再生方法は、上記の課題を解決するために、
　コンテンツを再生するコンテンツ再生装置が実行するコンテンツ再生方法であって、
　上記コンテンツの再生中において、上記コンテンツに対する評価値の入力を受け付ける
入力ステップと、
　各コンテンツ再生装置から送信される上記評価値を上記コンテンツごとに集計して集計
値を算出し、当該集計値を各コンテンツ再生装置に送信するサーバに、上記入力ステップ
において受け付けた上記評価値を送信する送信ステップと、
　上記サーバから送信される上記集計値を受信する受信ステップと、
　上記コンテンツの再生中において、上記受信手段が受信した上記集計値をユーザに通知
する通知ステップとを含んでいることを特徴としている。
【００１２】
　上記の構成によれば、本発明に係るコンテンツ再生装置と同様の作用効果を奏する。
【００１３】
　（動画の再生）
　また、本発明に係るコンテンツ再生装置では、さらに、
　上記コンテンツは動画であり、
　上記送信手段は、上記入力された評価値に、当該評価値が入力された時点における、上
記動画の再生開始時からの経過時間を関連付けて上記サーバに送信し、
　上記受信手段は、上記サーバから送信された、上記経過時間ごとの上記集計値を受信し
、
　上記通知手段は、上記動画の再生に合わせて、上記経過時間ごとの上記集計値をユーザ
に通知することが好ましい。
【００１４】
　上記の構成によれば、コンテンツは番組などの動画である。ここで、送信手段は、入力
された評価値に、当該評価値が入力された時点における、動画の再生開始時からの経過時
間を関連付けてサーバに送信する。これによりサーバは、動画の再生開始時からの経過時
間ごとに、評価値を集計し、コンテンツに送信する。
【００１５】
　一方、コンテンツ再生装置において、受信手段は、サーバから送信された、上記経過時
間ごとの上記集計値を受信する。これにより通知手段は、動画の再生に合わせて、動画の
経過時間ごとの集計値をユーザに通知する。
【００１６】
　これによりユーザは、動画の視聴中に、動画における現在の再生箇所に対する評価集計
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値を、リアルタイムに知ることができる。したがって、動画の視聴を続けるかどうかの判
断を、より適切に行える効果を奏する。
【００１７】
　（評価値をグラフとして表示）
　また、本発明に係るコンテンツ再生装置では、さらに、
　上記通知手段は、上記経過時間ごとの上記集計値を、グラフにしてユーザに通知するこ
とが好ましい。
【００１８】
　上記の構成によれば、ユーザは、動画の経過時間と、その経過時間における評価値の集
計結果を、グラフとして確認できる。したがって、動画のうち、どの時点での再生箇所に
おける評価が高く、どの時点での再生箇所の評価が低いのかを、一目して理解することが
できる効果を奏する。
【００１９】
　（評価値が基準値を超える場合にコンテンツを再生）
　また、本発明に係るコンテンツ再生装置では、さらに、
　上記動画のうち、上記集計値が予め定められた基準値を超えている箇所のみを再生する
再生手段を備えていることが好ましい。
【００２０】
　上記の構成によれば、再生手段は、上記動画のうち、サーバから提供される集計値が、
予め定められた基準値を超えている箇所のみを再生する。たとえば、基準値を下回る箇所
の再生をスキップすることによって、あたかも、基準値を超えている箇所のみを抽出して
再編成したかのように、動画を表示する。
【００２１】
　これによりユーザは、動画を効率的に視聴できる効果を奏する。
【００２２】
　（集計サーバ）
　本発明に係るサーバは、上記の課題を解決するために、
　複数の上記コンテンツ再生装置から送信される上記評価値をそれぞれ受信する受信手段
と、
　上記受信手段によって受信された複数の上記評価値を、上記コンテンツごとに集計する
ことによって、所定の集計値を算出する集計手段と、
　上記集計値を上記コンテンツ再生装置に送信する送信手段とを備えていることを特徴と
している。
【００２３】
　上記の構成によれば、コンテンツ再生装置においてユーザがコンテンツを視聴し続けよ
うとする動機を、より高めることができるサーバを提供できる効果を奏する。
【００２４】
　（コンテンツ再生システム）
　本発明に係るコンテンツ再生システムは、上記の課題を解決するために、
　上述したコンテンツ再生装置と、上述したサーバとを含んでいることを特徴としている
。
【００２５】
　上記の構成によれば、ユーザがコンテンツを視聴し続けようとする動機を、より高める
ことができる効果を奏する。
【００２６】
　（プログラムおよび記録媒体）
　なお、上記コンテンツ再生装置は、コンピュータによって実現してもよい。この場合、
コンピュータを上記各手段として動作させることにより上記コンテンツ再生装置をコンピ
ュータにおいて実現するプログラム、およびそのプログラムを記録したコンピュータ読み
取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に入る。
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【００２７】
　本発明の他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分分かるであ
ろう。また、本発明の利点は、添付図面を参照した次の説明で明白になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の一実施形態に係る携帯端末の要部構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態に係るコンテンツ再生システムの要部構成を示すブロック図
である。
【図３】本発明の一実施形態に係るサーバの要部構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の一実施形態に係るレコーダの要部構成を示すブロック図である。
【図５】携帯端末が表示する、各番組のランキング情報を示す図である。
【図６】携帯端末１が表示する番組、および番組の評価値のグラフを示す図である。
【図７】（ａ）は、テレビが番組を表示している画面を示す図であり、（ｂ）は、携帯端
末が家庭内ネットワーク内に存在するときにディスプレイに表示する評価グラフおよび番
組一覧を示す図である。
【符号の説明】
【００２９】
　１　携帯端末（コンテンツ再生装置）
　２　サーバ
　３　レコーダ
　１１　表示部（再生手段、通知手段）
　１２　ディスプレイ
　１３　通信部（送信手段、受信手段）
　１４　メモリ
　１５　入力部（入力手段）
　１６　キー
　２１　通信部（送信手段、受信手段）
　２２　集計部
　２３　メモリ
　３１　通信部
　３２　録画部
　３３　メモリ
　６０　ボタン
　６１　ボタン
　１００　コンテンツ再生システム
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　本発明の一実施形態について、図１～図７を参照して以下に説明する
　（コンテンツ再生システム１００の構成）
　まず、本実施形態に係るコンテンツ再生システム１００の構成について、図２を参照に
して以下に説明する。図２は、本発明の一実施形態に係るコンテンツ再生システム１００
の要部構成を示すブロック図である。この図に示すように、コンテンツ再生システム１０
０は、携帯端末１（コンテンツ再生装置）、サーバ２、レコーダ３、およびテレビ４を含
んでいる。
【００３１】
　コンテンツ再生システム１００において、レコーダ３およびテレビ４は、携帯端末１の
ユーザが所有する装置である。両者は、家庭内ネットワーク５内に互いに近接して配置さ
れ、家庭内配線６によって互いに接続されている。
【００３２】
　一方、サーバ２は、家庭内ネットワーク５の外部に配置され、広域ネットワーク配線７
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を通じてレコーダ３と通信する装置である。また、携帯端末１は、ユーザが携帯して家庭
内ネットワーク５の外部に持ち出し可能であり、さらに、無線によってサーバ２およびレ
コーダ３と通信できる装置である。
【００３３】
　携帯端末１は、家庭内ネットワーク５の外部に存在するときには、サーバ２のみと通信
できる。一方、家庭内ネットワーク５の内部に存在するときには、サーバ２およびレコー
ダ３の両方と通信できる。
【００３４】
　（携帯端末１の構成）
　つぎに、本実施形態に係る携帯端末１の構成について、図１を参照にして以下に説明す
る。図１は、本発明の一実施形態に係る携帯端末１の要部構成を示すブロック図である。
この図に示すように、携帯端末１は、表示部１１（再生手段）、ディスプレイ１２、通信
部１３（送信手段、受信手段）、メモリ１４、入力部１５（入力手段）、およびキー１６
を備えている。
【００３５】
　（サーバ２の構成）
　つぎに、本実施形態に係るサーバ２の構成について、図３を参照にして以下に説明する
。図３は、本発明の一実施形態に係るサーバ２の要部構成を示すブロック図である。この
図に示すように、サーバ２は、通信部２１（送信手段、受信手段）、集計部２２（集計手
段）、およびメモリ２３を備えている。
【００３６】
　（レコーダ３の構成）
　つぎに、本実施形態に係るレコーダ３の構成について、図４を参照にして以下に説明す
る。図４は、本発明の一実施形態に係るレコーダ３の要部構成を示すブロック図である。
この図に示すように、レコーダ３は、通信部３１、録画部３２、およびメモリ３３を備え
ている。
【００３７】
　（評価値の集計手順）
　コンテンツ再生システム１００では、サーバ２は、携帯端末１を用いて各番組（コンテ
ンツ、番組）を視聴するユーザの、番組に対する評価を集計する。具体的には、ユーザが
、番組の視聴中に、当該番組の評価値を携帯端末１を操作して入力する。携帯端末１は、
入力された評価値をサーバ２に送信する。このとき、複数の携帯端末１からは、異なるユ
ーザがそれぞれ入力した評価値が送信される。サーバ２は、複数の各携帯端末１から受信
した評価値を、番組ごと、あるいは番組の経過時間ごとに集計する。こうして、各番組に
対する複数ユーザによる評価の値を合算した集計値を算出する。
【００３８】
　なお、コンテンツ再生システム１００では、携帯端末１が再生する番組は、家庭内ネッ
トワーク５内に存在するレコーダ３が記憶している。すなわちレコーダ３では、録画部３
１は放送受信機能を有しており、図示しない放送アンテナを通じて、放送されている番組
を受信し、メモリ３３に録画（記憶）している。
【００３９】
　サーバ２は、各レコーダ３が管理している番組の情報を、一元的に管理している。すな
わちサーバ２は、各レコーダ３と通信し、各レコーダ３がサーバ２に送信できる番組の一
覧を取得し、メモリ２３に記憶している。
【００４０】
　（番組一覧の表示）
　ユーザが携帯端末１を通じて番組を視聴するとき、携帯端末１は、まず、現在再生可能
な番組の一覧を、サーバ２から取得する。具体的には、レコーダ３のメモリ３３に記憶さ
れている番組の一覧を取得する。
【００４１】
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　具体的には、携帯端末１において、通信部１３が、番組一覧の取得要求をサーバ２に送
信する。サーバ２において、通信部２１が、この取得要求を受信する。これにより通信部
２１は、メモリ２３に記憶されている、番組の一覧を読み出し、携帯端末１に送信する。
このとき、各番組の評価集計値に基づく評価順位の情報を、同時に送信する。
【００４２】
　なお、通信部２１は、メモリ２３に記憶されている番組一覧のうち、携帯端末１が再生
可能な番組の一覧のみを選択して送信してもよい。
【００４３】
　（ランキング情報の表示）
　携帯端末１において、通信部１３が、サーバ２から送信される、番組一覧と、各番組の
評価順位とを受信し、表示部１１に出力する。表示部１１は、入力された情報に基づき、
一覧にある各番組を、画面の上から、評価順位の高いものから順に表示する。すなわち、
各番組のランキング情報を、図５に示す形式にしてディスプレイ１２に表示する。
【００４４】
　図５は、携帯端末１が表示する、各番組のランキング情報である。この図に示すように
、携帯端末１は、画面の上から、評価の高い順に、番組の順位と、番組の名称とを表示す
る。たとえば、１位は番組８であり、２位は番組１５である。図５のランキング情報を確
認することによって、ユーザは、現在評価が高い番組がどれであるのかを一目で把握でき
る。
【００４５】
　なお、ここでいう評価の性質は、番組やサービスの提供側が、各番組の内容に適した判
断基準として設定するものである。たとえば、面白い、楽しい、怖い、萌えるなど、番組
に対する何らかの価値判断が下せる評価であれば、その性質はどのようなものでもよい。
【００４６】
　また、サーバ２は、各携帯端末１に対し、同じ番組一覧を送信する。したがって各携帯
端末１は、いずれも、図５に示すランキング情報を表示する。図５では、第１位から第１
０位までを表示しているが、第１１位以下を表示してもよい。
【００４７】
　（番組の再生手順）
　図５の画面が表示されているとき、ユーザは、視聴したい番組を選択する。たとえば、
１位の番組８を視聴したいとき、携帯端末１のキー１６を押下して数字の１を入力する。
【００４８】
　ここで、ユーザが、番組８を選択したとする。これにより携帯端末１は、レコーダ３が
管理している番組８を、サーバ２を通じて入手して再生する。具体的には、まず携帯端末
１において、通信部１３が、番組８の取得要求をサーバ２に送信する。このとき、取得先
のレコーダ３を特定するため、携帯端末１を一意に特定する識別情報を同時に送信する。
この識別情報として、たとえば、携帯端末１に割り振られている電話番号がある。
【００４９】
　サーバ２では、通信部２１が、携帯端末１から送信された、番組の８の取得情報、およ
び携帯端末１の電話番号を受信する。サーバ２のメモリ２３には、電話番号と、レコーダ
３の特定情報とを対応付けて格納する管理テーブルがあらかじめ記憶されている。これに
より通信部２１は、メモリ２３内の当該管理テーブルを参照することによって、受信した
電話番号に対応するレコーダ３を特定する。すなわち、携帯端末１のユーザが所有するレ
コーダ３を特定する。通信部２１は、特定したレコーダ３を通信相手として選択し、当該
レコーダ３に対し、番組８の取得要求を送信する。
【００５０】
　レコーダ３では、サーバ２から送信された、番組８の取得要求を、通信部３１が受信す
る。通信部３１は、要求された番組８をメモリ３３から読み出し、サーバ２に送信する。
サーバ２では、送信された番組を通信部２１が受信し、携帯端末１が再生できる形式に変
更してから、携帯端末１に送信する。
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【００５１】
　携帯端末１では、サーバ２から送信された番組８を通信部１３が受信し、表示部１１に
出力する。表示部１１は、入力された番組８をディスプレイ１２に表示する。こうしてユ
ーザは、再生を指定した番組８を、ディスプレイ１２を通じて視聴できる。また、携帯端
末１は、携帯端末１の識別情報を利用することによって、携帯端末１のユーザが所有する
レコーダ３が管理する番組８を選択的に再生する。すなわち、他のユーザのレコーダ３が
管理する番組８は、再生できない。
【００５２】
　（表示画面の一例）
　携帯端末１が番組を再生する際の表示画面の一例について、図６を参照して以下に説明
する。図６は、携帯端末１が表示する番組、および番組の評価値のグラフを示す図である
。この図に示すように、携帯端末１において、表示部１１は、サーバ２から受信した番組
８をディスプレイ１２に表示する。同時に、番組８の評価グラフも表示する。この評価グ
ラフについては後述する。表示部１１は、さらに、再生中の番組８に対する評価値を入力
するためのボタン６０およびボタン６１もディスプレイ１２に表示する。
【００５３】
　（評価値の入力および集計）
　番組再生中に、ユーザは、キー１６を操作することによって、ボタン６０またはボタン
６１を押下する。これにより、再生番組の評価値を入力する。たとえばユーザがボタン６
０を押下したとき、この押下処理を入力部１５が受け付ける。このとき入力部１５は、番
組に対してプラスの評価がなされたと判断し、押下数に応じたプラスの評価値を算出する
。
【００５４】
　一方、ユーザがボタン６１を押下したときも、この押下処理を入力部１５が受け付ける
。このとき入力部１５は、番組に対してマイナスの評価がなされたと判断し、押下数に応
じたマイナスの評価値を算出する。
【００５５】
　入力部１５は、算出した評価値を通信部１３に出力する。通信部１３は、入力された評
価値と、再生番組を識別する番組識別情報と、当該評価値が入力された時点における、再
生番組の再生開始時点からの経過時間とを、互いに関連付けてサーバ２に送信する。
【００５６】
　サーバ２では、携帯端末１から送信された各情報を通信部２１が受信する。通信部２１
は、受信した各情報を集計部２２に出力する。集計部２２は、入力された番組識
別情報が示す番組の、入力された経過時間における評価の集計値を、まずメモリ２３から
読み出す。つぎに、通信部２１から入力された評価値を、メモリ１４から読み出した集計
値に足すことによって、新たな集計値を算出し、メモリ１４に記憶されている古い集計値
に上書き保存する。したがって、ユーザが入力した評価値がプラスであれば集計値は増加
し、マイナスであれば減少する。
【００５７】
　以上の処理によって、サーバ２は、各携帯端末１から送られてくる、各番組の各経過時
間における評価値を、番組ごと、かつ、経過時間ごとに集計し、メモリ２３に記憶する。
さらにサーバ２は、こうして算出した評価の集計値を、番組を再生中の携帯端末１に提供
する。図６の例では、携帯端末１が番組８を再生しているとき、番組８の経過時間に合わ
せて、当該経過時間における集計値をメモリ２３から読み出し、携帯端末１に送信する。
【００５８】
　これにより携帯端末１は、番組８の再生中に、番組８の現在の再生箇所における評価集
計値をサーバ２から受信し、ユーザに通知する。具体的には、表示部１１が、通信部１３
が受信した、経過時間ごとの評価集計値を、図６に示すように、グラフにしてディスプレ
イ１２に表示する。すなわち携帯端末１は、ユーザが指定した番組８を再生しながら、当
該番組８の現在の再生箇所に対する、複数ユーザによる評価の集計値をユーザに通知する
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。
【００５９】
　（作用および効果）
　以上の処理によって、ユーザは、視聴中の番組に対する、複数のユーザによって入力さ
れた評価の集計値を、同時に確認することができる。したがってユーザは、たとえば評価
集計値が高いことを理由に、番組の視聴を継続しようと判断する。あるいは逆に、評価集
計値が低いことから番組に興味を持ち、視聴を継続しようと判断することもできる。
【００６０】
　以上のように、携帯端末１は、ユーザが番組を視聴し続けようとする動機をより高める
ことができる。
【００６１】
　また、図６に示す画面を通じて番組８を視聴するユーザは、番組８における現在の再生
箇所の評価集計値のみならず、再生が終了した箇所における評価集計値の推移を、グラフ
として確認できる。したがって、再生中の番組８のうち、どの時点での再生箇所における
評価が高く（視聴者による指示が高く）、どの時点での再生箇所における評価が低い（視
聴者による指示が低い）のかを、一目で把握できる。また、番組８を最後まで視聴した場
合、番組８の最初から最後までの、評価の推移を知ることができる。
【００６２】
　（番組をテレビが表示する例）
　携帯端末１は、家庭内ネットワーク５内に存在するとき、レコーダ３と直接通信できる
。そこで、携帯端末１がレコーダ３と直接通信可能な範囲内に存在するときに、ユーザが
、図５の画面において、番組８の再生を選択したとする。このとき、携帯端末１は、レコ
ーダ３と直接通信して、番組８の取得ではなく再生を指示する。これによりレコーダ３は
、家庭内配線６を通じて接続されているテレビ５に、番組８を表示させる。この表示例を
図７（ａ）に示す。図７（ａ）は、テレビ４が番組８を表示している画面を示す図である
。
【００６３】
　さらにレコーダ３は、テレビ５に番組８を表示させたことを、携帯端末１に通知する。
この通知を受けた携帯端末１は、ユーザが、近くに存在するテレビ４を通じて番組８を視
聴できることがわかる。したがって、サーバ２を通じて番組８を取得し、自らが番組８を
再生する必要はない、と判断する。そこで携帯端末１は、サーバ２に、番組８の取得要求
は送信しない。
【００６４】
　しかし、番組８の評価集計値を管理しているのは、レコーダ３ではなくサーバ２である
。そこで携帯端末１は、サーバ２に、番組８の評価集計値の送信を要求する。これを受け
て、サーバ２は、番組８の評価集計値を送信する。これにより携帯端末１は、評価集計値
を受信し、図７（ｂ）に示すように、番組８の経過時間ごとの評価集計値を、グラフにし
て表示する。図７（ｂ）は、携帯端末１が家庭内ネットワーク５内に存在するときにディ
スプレイ１２に表示する評価グラフおよび番組一覧である。
【００６５】
　図７（ｂ）の例では、携帯端末１は、評価グラフを表示するとともに、評価の上位５位
までの番組の一覧を、同時に表示する。これにより携帯端末１はテレビ４に比べて狭い、
ディスプレイ１２の表示画面を、最大限に活用できる。また、上記の構成では、ユーザは
、携帯端末１を、レコーダ３のリモートコントローラとして、補助的に利用できる。
【００６６】
　なお、ユーザが携帯端末１を操作して、テレビ４に表示中の番組８の評価値を入力でき
る点は、携帯端末１が家庭内ネットワーク５の外にあり、図６に示す画面を表示している
場合と同様である。すなわち携帯端末１は、図７に示す画面を表示するとき、番組の評価
値を入力するためのボタン６０およびボタン６１を同時に表示している。また、携帯端末
１は、入力された評価値を、レコーダ３ではなくサーバ２に送信する点も変わりはない。
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【００６７】
　なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種
々の変更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み
合わせて得られる実施形態についても、本発明の技術的範囲に含まれる。
【００６８】
　（各種の変形例）
　たとえば、携帯端末１が再生するコンテンツは、番組（動画）に限らず、電子的に再生
可能であり、ユーザが視聴できるデータであれば、何でもよい。たとえば音楽コンテンツ
でもよい。
【００６９】
　さらに、番組の格納場所は、レコーダ３に限られない。予め携帯端末１に格納されてい
てもよいし、あるいは、サーバ２と接続された他のサーバに格納されていてもよい。後者
の例として、いわゆるウェブＴＶがあげられる。
【００７０】
　さらに、携帯端末１が再生する番組は、録画されたものであっても、生放送のものであ
ってもよい。したがってサーバ２は、同じ番組に対する評価値を携帯端末１から受信した
とき、録画済みのものか生放送のものかを区別することなく、一元的に管理する、当該番
組の評価集計値に反映させる。
【００７１】
　さらに、サーバ２は、番組に対する評価値を、ユーザの性別や年齢別に分けて集計して
もよい。
【００７２】
　さらに、携帯端末１は、番組を再生するとき、当該番組のうち、評価集計値が予め定め
られた基準値を超えている箇所のみを再生することが好ましい。この基準値は、メモリ１
４にあらかじめ記憶されている。たとえばユーザが、この基準値を設定する。そして、表
示部１１は、番組の表示処理中に、サーバ２から送信される評価集計値を、メモリ１４内
の基準値と比較する。その結果、再生対象の番組における、評価集計値が基準値よりも低
い箇所については、再生をスキップする。これにより、評価集計値が基準値よりも高い箇
所のみを、選択的にディスプレイ１２に表示する。
【００７３】
　以上の処理によって、ユーザは、評価が一定よりも高い箇所だけを視聴できる。したが
って、番組を効率的に視聴できる。
【００７４】
　また、携帯端末１が表示する番組一覧に含まれる番組のうち、実際には、レコーダ３に
録画されていないものもありうる。なぜなら、サーバは、各レコーダ３が録画した各番組
を、一元的に管理し、一覧にして、各携帯端末１に配信するからである。
【００７５】
　そこで携帯端末１は、番組一覧を表示するとき、サーバ２を経由してレコーダ３から取
得できないものについては、ユーザによる選択ができないようにしてもよい。具体的には
、選択不可の番組の情報を、網掛け表示やグレースケール表示する。
【００７６】
　あるいは、レコーダ３に録画されていない番組の選択を受け付けるようにしてもよい。
このとき携帯端末１は、レコーダ３に対して、当該番組の再放送の録画予約を指示する。
あるいは、当該番組を有料で提供している他のサーバにアクセスし、取得して再生しても
よい。または、もし番組が生放送中のものであれば、放送波を受信し、番組を再生しても
よい。または、レコーダ３に対して、当該番組の録画を指示してもよい。
【００７７】
　また、携帯端末１は、番組一覧を表示するとき、図５に示すような評価の高い順ではな
く、逆に、評価の低い順に表示してもよい。いずれにせよ、評価値を指標にして、ユーザ
の、各番組に対する視聴意欲が喚起されることに変わりはない。
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【００７８】
　（コンテンツ再生プログラムおよび記録媒体）
　最後に、携帯端末１に含まれている各ブロックは、ハードウェアロジックによって構成
すればよい。または、次のように、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕ
ｎｉｔ）を用いてソフトウェアによって実現してもよい。
【００７９】
　すなわち携帯端末１は、各機能を実現する制御プログラムの命令を実行するＣＰＵ、こ
の制御プログラムを格納したＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、上記制御プ
ログラムを実行可能な形式に展開するＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒ
ｙ）、および、上記制御プログラムおよび各種データを格納するメモリ等の記憶装置（記
録媒体）を備えている。
【００８０】
　この構成により、本発明の目的は、所定の記録媒体によっても達成できる。この記録媒
体は、上述した機能を実現するソフトウェアである携帯端末１の制御プログラムのプログ
ラムコード（実行形式プログラム、中間コードプログラム、ソースプログラム）をコンピ
ュータで読み取り可能に記録していればよい。携帯端末１にこの記録媒体を供給する。こ
れにより、コンピュータとしての携帯端末１（またはＣＰＵやＭＰＵ）が、供給された記
録媒体に記録されているプログラムコードを読み出し、実行すればよい。
【００８１】
　プログラムコードを携帯端末１に供給する記録媒体は、特定の構造または種類のものに
限定されない。すなわちこの記録媒体は、たとえば、磁気テープやカセットテープ等のテ
ープ系、フロッピー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ－Ｒ
ＯＭ／ＭＯ／ＭＤ／ＤＶＤ／ＣＤ－Ｒ等の光ディスクを含むディスク系、ＩＣカード（メ
モリカードを含む）／光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ／ＥＥ
ＰＲＯＭ／フラッシュＲＯＭ等の半導体メモリ系などとすることができる。
【００８２】
　また携帯端末１は、通信ネットワークと接続可能に構成しても、本発明の目的を達成で
きる。この場合、上記のプログラムコードを、通信ネットワークを介して携帯端末１に供
給する。この通信ネットワークは、携帯端末１にプログラムコードを供給できるものであ
ればよく、特定の種類または形態に限定されない。たとえば、インターネット、イントラ
ネット、エキストラネット、ＬＡＮ、ＩＳＤＮ、ＶＡＮ、ＣＡＴＶ通信網、仮想専用網（
Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、電話回線網、移動体通信網、衛星
通信網等であればよい。
【００８３】
　この通信ネットワークを構成する伝送媒体も、プログラムコードを伝送可能な任意の媒
体であればよく、特定の構成または種類のものに限定されない。たとえば、ＩＥＥＥ１３
９４、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）、電力線搬送、ケーブルＴ
Ｖ回線、電話線、ＡＤＳＬ（Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂ
ｅｒ　Ｌｉｎｅ）回線等の有線でも、ＩｒＤＡやリモコンのような赤外線、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標）、８０２．１１無線、ＨＤＲ、携帯電話網、衛星回線、地上波デジタ
ル網等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、上記プログラムコードが電子的な伝
送で具現化された、搬送波に埋め込まれたコンピュータデータ信号の形態でも実現され得
る。
【００８４】
　以上のように、本発明に係るコンテンツ再生装置は、コンテンツの再生中において、上
記コンテンツに対する評価値の入力を受け付ける入力手段と、各コンテンツ再生装置から
送信される上記評価値を上記コンテンツごとに集計して集計値を算出し、当該集計値を各
コンテンツ再生装置に送信するサーバに、上記入力手段が受け付けた上記評価値を送信す
る送信手段と、上記サーバから送信される上記集計値を受信する受信手段と、上記コンテ
ンツの再生中において、上記受信手段が受信した上記集計値をユーザに通知する通知手段
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とを備えている。
【００８５】
　これにより、ユーザがコンテンツを視聴し続けようとする動機を、より高めることがで
きる効果を奏する。
【００８６】
　発明の詳細な説明の項においてなされた具体的な実施形態または実施例は、あくまでも
、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定して狭義
に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と次に記載する請求の範囲内で、いろいろ
と変更して実施することができるものである。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　本発明は、コンテンツを再生する再生装置、たとえば番組を表示する携帯端末装置とし
て、幅広く利用できる。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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