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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のコンテンツを同時に表示するマルチディスプレイへのコンテンツ表示を制御する
表示制御手段と、
　各々が異なる視野を持つように設置され、前記マルチディスプレイに対向する景色を各
々撮像する複数の撮像手段と、
　前記複数の撮像手段が各々撮像して生成した撮像データから前記マルチディスプレイの
視聴者を抽出し、各視聴者を認識するための視聴者データを生成する視聴者データ生成手
段と、
　前記視聴者データ生成手段が生成した視聴者データに基づいて、同一人物か否かを判別
し、重複なく視聴者数をカウントすると共に、前記マルチディスプレイに同時に表示した
コンテンツごとに視聴する視聴者数を測定する視聴者測定手段とを備えた視聴者情報測定
装置。
【請求項２】
　視聴者データ生成手段は、撮像手段が生成した撮像データから、マルチディスプレイの
視聴者の顔として認識される顔領域を抽出する顔認識手段を備え、当該顔認識手段により
抽出された顔領域に基づいて視聴者データを生成することを特徴とする請求項１記載の視
聴者情報測定装置。
【請求項３】
　視聴者データ生成手段は、顔認識手段により抽出された顔領域から、撮像データにおけ



(2) JP 4932161 B2 2012.5.16

10

20

30

40

50

る視聴者の顔の位置を算出する顔位置算出手段と、
　前記顔領域から、視聴者の顔の向きを算出する顔方向算出手段と、
　前記算出された顔の位置と向きに基づいて視聴者のマルチディスプレイに対する注視座
標を算出する注視座標算出手段とを備え、
　前記算出された注視座標に基づいて視聴者データを生成することを特徴とする請求項２
記載の視聴者情報測定装置。
【請求項４】
　視聴者の顔の位置と向きに基づいて視聴者の視線方向を算出する視線算出手段を備え、
　注視座標算出手段は、前記算出された視線方向から注視座標を算出することを特徴とす
る請求項３記載の視聴者情報測定装置。
【請求項５】
　視聴者測定手段は、測定した視聴者数をもとにマルチディスプレイに表示したコンテン
ツの視聴率を算出することを特徴とする請求項１記載の視聴者情報測定装置。
【請求項６】
　表示制御手段は、視聴者測定手段が測定した視聴者数に応じてマルチディスプレイに表
示するコンテンツを変更することを特徴とする請求項１記載の視聴者情報測定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、番組や広告などのコンテンツを視聴する人の情報を測定する視聴率測定に
関し、特に公共スペースなどに設置された大画面表示装置を視聴する人の情報を測定する
視聴者情報測定装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　各テレビ番組がその地区のどのくらいの人々に視聴されたかを示す指標として、従来か
ら視聴率が測定されている。視聴率は、広告効果の見積り、広告料の決定等の判断基準と
なり、各放送社の営業活動にとって重要な値である。視聴率の測定は、例えば日記式アン
ケートによる調査、調査対象の家庭に接続された専用機器を介した調査等に基づいて行わ
れ、世帯ごとに調査する世帯視聴率、個人ごとに調査する個人視聴率等がある。例えば個
人視聴率は、世帯内の専用機に接続された各視聴者用のボタンを押してもらうなどにより
性別・年齢別のデータを収集し、番組の編成、制作等に役立てられている。さらに、カメ
ラによる顔認識によって、テレビの前に存在する視聴者数を自動的に収集する特許文献１
のような方法がある。
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－６４３６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　公共スペースなどに設置される大画面表示装置でも同様に、視聴者情報は広告効果、広
告料、また大画面表示装置の設置価値、運用費等を決定する指標となりうるため重要であ
る。しかしながら、このような大画面表示装置は、視聴者がコンテンツを選択するのでは
なくあらかじめ決められたスケジュールで小規模広範囲の不特定多数に向けて表示される
ことが多いため、従来の家庭用テレビ放送向けの視聴率測定法を適用することはできない
という課題があった。また、視聴者の手を煩わせるようなアンケートやボタンによるデー
タ収集では、広範囲の不特定多数から常にデータを収集することは不可能であるという課
題もあった。
【０００５】
　この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、公共の場などに設置さ
れ、小規模広範囲かつ不特定多数の人に視聴されるディスプレイの視聴者に関する情報を
、視聴者の手を煩わせることなく測定する視聴者情報測定装置を得ることを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明に係る視聴者情報測定装置は、複数のコンテンツを同時に表示するマルチディ
スプレイへのコンテンツ表示を制御する表示制御手段と、各々が異なる視野を持つように
設置され、マルチディスプレイ画面に対向する景色を各々撮像する複数の撮像手段と、複
数の撮像手段が各々撮像した景色からマルチディスプレイを視聴する視聴者を抽出してそ
の画像データを生成する視聴者データ生成手段と、視聴者データ生成手段が生成する画像
データに基づいて、同一人物か否かを判別し、重複なく視聴者数をカウントすると共に、
マルチディスプレイに同時に表示したコンテンツごとに視聴する視聴者数を測定する視聴
者測定手段とを備えたものである。
【発明の効果】
【０００７】
　この発明によれば、公共の場などに設置され、小規模広範囲かつ不特定多数の人に視聴
されるマルチディスプレイに同時に表示されるコンテンツごとの視聴者数を、視聴者の手
を煩わせることなく測定することができるという効果が得られる。
　また、複数の撮像手段を用いてマルチディスプレイ画面に対向する景色を撮影するよう
にしたので、広角かつ広範囲の視聴者を捉えることができる効果が得られる。
　さらに、このとき、広範囲の視聴者を捉えることができるので、多方向から撮影された
視聴者は、顔の向きを算出する精度を高めることができると共に、同じ人物を抽出しない
ようにしたので、同一人物が複数回カウントされることを防ぐことができる効果が得られ
る。

【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１による視聴者情報測定装置の構成を示すブロック図であ
る。図に示すように、視聴者情報測定装置は、表示制御装置（表示制御手段）１０１、デ
ィスプレイ１０２、カメラ（撮像手段）１０３、視聴者データ生成部（視聴者データ生成
手段）１０４、視聴者測定部（視聴者測定手段）１０５を備える。
【０００９】
　表示制御装置１０１はディスプレイ１０２に表示するコンテンツデータを保持し、ディ
スプレイ１０２への表示を制御する。カメラ１０３は、ディスプレイ１０２に対向する景
色を撮像できる向きで設置され、景色を撮像して撮像データを生成する。視聴者データ生
成部１０４は、カメラ１０３から撮像データを受け取り、これに含まれる人物画像を抽出
して視聴者データを生成する。例えば、映像から人物領域を分離する手法として背景差分
やフレーム差分を用いる。背景差分ではあらかじめ撮影された背景画像との比較により、
人物を検出する。また、フレーム差分では別のフレームとの差分により、動体を検出する
。視聴者測定部１０５は、視聴者データ生成部１０４が生成した視聴者データと、表示制
御装置１０１が保持するある時間にどのコンテンツが表示されるかを示す表示コンテンツ
情報とに基づいて、表示されるコンテンツの視聴者数を算出する。
【００１０】
　次に動作について説明する。
　表示制御装置１０１は、ディスプレイ１０２にコンテンツを出力し、表示させる。カメ
ラ１０３はディスプレイ１０２に対向する景色を撮像し、撮像データを視聴者データ生成
部１０４に供給する。視聴者データ生成部１０４は、受け取った撮像データから視聴者と
思われる人物の領域を抽出し、視聴者を認識するための視聴者データを生成して視聴者測
定部１０５に供給する。視聴者測定部１０５は、この視聴者データに基づいて視聴者の人
数をカウントすると共に、表示制御装置１０１から表示コンテンツ情報を受け取り、現在
の表示コンテンツの視聴者数を算出する。
【００１１】
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　以上のように、この実施の形態１によれば、カメラ１０３がディスプレイ１０２に対向
する景色を撮像し、視聴者データ生成部１０４が撮像データから人物領域を抽出して視聴
者データを生成し、視聴者測定部１０５が表示コンテンツの情報と視聴者データとから現
在の表示コンテンツの視聴者数を算出するようにしたので、視聴者の手を煩わすことなく
不特定広範囲における表示コンテンツの視聴者数を算出できる効果が得られる。
【００１２】
実施の形態２．
　図２はこの発明の実施の形態２に係る視聴者データ生成部１０４の構成を示すブロック
図である。その他の構成は、図１に示した構成と同様とする。図２に示すように、視聴者
データ生成部１０４は顔認識部（顔認識手段）２０１を備える。顔認識部２０１は、カメ
ラ１０３から送出される撮像データから人の顔として認識できる領域を顔領域として抽出
する。例えば、予め顔テンプレート画像を備え、撮像データの部分領域と順次比較するこ
とで顔を抽出してもよい。撮像される顔の大きさは任意であるため、複数の異なる解像度
の撮像データを用意して比較することで任意の大きさの顔が抽出できる。また、顔認識部
２０１は顔テンプレート画像として正面顔画像を備え、撮像データから抽出される顔領域
のうち正面を向いている顔領域のみを抽出するようにすれば、ディスプレイ１０２とは無
関係の方向を向いている人は認識せず、ディスプレイ１０２の方向を向いている人のみを
認識することができる。
【００１３】
　以上のように、この実施の形態２によれば、顔認識部２０１が、撮像データから顔領域
を抽出し、例えばディスプレイ１０２の方向を向いている人のみを認識できるようにした
ので、ディスプレイ１０２の視聴者認識の精度をより高めることができる効果が得られる
。
【００１４】
実施の形態３．
　図３はこの発明の実施の形態３に係る視聴者データ生成部１０４の構成を示すブロック
図である。その他の構成は、図１に示した構成と同様とする。図３に示すように、視聴者
データ生成部１０４は、顔認識部２０１、顔位置算出部３０２、顔方向算出部３０３、注
視座標算出部３０４を備える。
【００１５】
　顔認識部２０１は、実施の形態２に示したように撮像データから顔領域を抽出する。ま
たこのとき顔領域のサイズも抽出する。顔位置算出部３０２は、顔認識部２０１により抽
出された顔認識領域のサイズからディスプレイ１０２に対面する視聴者の位置を算出する
。人の顔の大きさは個人差はあるがほぼ一定であるため、およその位置を推定できる。つ
まり、顔認識領域のサイズが小さければその視聴者は遠くにおり、大きければ近くにいる
と判断できる。顔方向算出部３０３は抽出された顔領域から顔の向きを算出し、これによ
り顔がディスプレイ１０２のどの領域を見ているかを推定する。例えば、予め種々の向き
の顔テンプレート画像を備えて顔の向きを照合してもよいし、目鼻位置のずれを検出して
顔の向きを算出してもよい。続いて、注視座標算出部３０４は、上記算出された顔位置と
顔方向から注視方向を算出して、これを元にディスプレイ１０２における注視座標を推定
する。
【００１６】
　視聴者データ生成部１０４は、このように算出した顔位置、顔方向および注視座標を視
聴者測定部１０５に送出する。視聴者測定部１０５は、注視座標に基づいてディスプレイ
１０２を向いている視聴者数を算出する。
【００１７】
　以上のように、この実施の形態３によれば、視聴者データ生成部１０４が顔位置と顔方
向から注視方向を算出してディスプレイ１０２における注視座標を推定し、ディスプレイ
１０２とは無関係の方向を向いている人物を視聴者と認識しないようにしたので、視聴者
認識の精度をより高めることができるという効果が得られる。
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【００１８】
実施の形態４．
　図４はこの発明の実施の形態４に係る視聴者データ生成部１０４の構成を示すブロック
図である。その他の構成は、図１に示した構成と同様とする。図４に示すように、視聴者
データ生成部１０４は、図３に示した構成にさらに視線算出部４０２、注視座標算出部４
０３を備える。
【００１９】
　視線算出部４０２は、視線方向を算出する手段であり、例えば顔認識において黒目の動
きを抽出する特徴抽出動作により求めることができ、顔位置算出部３０２、顔方向算出部
３０３による顔位置、顔方向と合わせて視線方向を算出する。注視座標算出部４０３は、
算出された視線方向からディスプレイ１０２における注視座標を求める。視聴者データ生
成部１０４は、このように算出した顔位置、顔方向および注視座標を視聴者測定部１０５
に送出する。視聴者測定部１０５は、注視座標に基づいてディスプレイ１０２を向いてい
る視聴者数を算出する。
【００２０】
　以上のように、この実施の形態４によれば、視聴者データ生成部１０４が顔認識におい
て黒目の動きを抽出する等により注視方向を算出してディスプレイ１０２における注視座
標を推定し、ディスプレイ１０２とは無関係の方向を向いている人物を視聴者と認識しな
いようにしたので、視聴者認識の精度をさらに高めることができるという効果が得られる
。
【００２１】
実施の形態５．
　図５はこの発明の実施の形態５による視聴者情報測定装置の構成を示すブロック図であ
る。図に示すように、視聴者情報測定装置は、表示制御装置１０１、マルチディスプレイ
５０１、カメラ１０３ａ～１０３ｃ、視聴者データ生成部１０４ａ～１０４ｃ、視聴者測
定部１０５を備える。この実施の形態５では、複数のカメラで視聴者を測定する場合につ
いて説明する。
【００２２】
　表示制御装置１０１は複数のディスプレイを並べたマルチディスプレイ５０１に表示す
るコンテンツデータと、ある時間にどのコンテンツを表示するかを示す表示コンテンツ情
報とを保持し、表示コンテンツ情報に合わせてマルチディスプレイ５０１にコンテンツを
表示させる。カメラ１０３ａ～１０３ｃは、マルチディスプレイ５０１周辺を撮像するカ
メラであり、それぞれマルチディスプレイ５０１に対向する景色を撮像できる向きで設置
される。各カメラは異なる視野を持つような位置および向きで設置されており、それぞれ
マルチディスプレイ５０１に対向する景色を撮像し、撮像データを生成する。
【００２３】
　視聴者データ生成部１０４ａ～１０４ｃは、それぞれカメラ１０３ａ～１０３ｃの撮像
データを受け取り、それぞれに含まれる人物画像を抽出して視聴者データを生成する。視
聴者測定部１０５は、同一人物判定部５０２、視聴者数算出部５０３を備え、コンテンツ
に関する視聴者測定データを生成する。同一人物判定部５０２は、視聴者データ生成部１
０４ａ～ｃから視聴者データを受け取り、抽出された人物画像の中に同一人物があるかど
うかを判定する。視聴者数算出部５０３は、同一人物判定部５０２からの判定結果と、表
示制御装置１０１からの表示コンテンツ情報に基づいて、視聴者数を算出する。
【００２４】
　次に動作について説明する。
　カメラ１０３ａはマルチディスプレイ５０１に対向する景色を撮像し、撮像データを生
成して視聴者データ生成部１０４ａに供給する。視聴者データ生成部１０４ａはカメラ１
０３ａの視野内で撮像された視聴者の視聴者データを抽出する。同様に、視聴者データ生
成部１０４ｂ，１０４ｃは、それぞれカメラ１０３ｂ，１０３ｃの撮像データから視聴者
データを抽出する。視聴者データ生成部１０４ａ～１０４ｃは、それぞれ視聴者データを



(6) JP 4932161 B2 2012.5.16

10

20

30

40

50

同一人物判定部５０２に送出する。
【００２５】
　同一人物判定部５０２は、視聴者データ生成部１０４ａ～１０４ｃから送出された視聴
者データから、同一人物が複数回カウントされてしまうといったデータの重複が発生する
のを防ぐために同一人物判定を行う。例えば、視聴者データ生成部１０４ａ～１０４ｃが
図２に示した顔認識部２０１を備える場合、視聴者データ生成部１０４ａ～１０４ｃはそ
れぞれ人物画像から顔領域を抽出して視聴者データを生成し、同一人物判定部５０２は、
抽出された複数の顔領域を比較してその特徴量から類似の判定を行う。視聴者数算出部５
０３は、同一人物判定部５０２の判定結果に基づいて、類似していると判定された視聴者
データは１つとしてカウントする。また、視聴者数算出部５０３は表示制御装置１０１か
ら表示コンテンツ情報を受け取り、カウントした視聴者と合わせて時間ごと、およびコン
テンツごとの視聴率を求める。
【００２６】
　以上のように、この実施の形態５によれば、複数のカメラを用いてマルチディスプレイ
５０１に対向する景色を撮影するようにしたので、広角かつ広範囲の視聴者を捉えること
ができる効果が得られる。このとき、複数のカメラの撮像領域が重なり合う場合に同一人
物判定部５０２が同じ人物を抽出しないようにしたので、同一人物が複数回カウントされ
ることを防ぐことができる。
【００２７】
　なお、視聴率を測定するディスプレイは１つであってもよい。また、扇形、円柱形など
、平面以外の形状に並べられたマルチディスプレイであってもよく、カメラおよび視聴者
データ生成部はいくつであってもよい。カメラの数を増加させることでより広範囲に、最
大３６０度の視聴者を捉えることができる。
【００２８】
実施の形態６．
　図６はこの発明の実施の形態６による視聴者測定表示装置の構成を示すブロック図であ
る。図１、図３、図５と共通する構成要素には同一符号を付し、その説明を省略する。こ
の実施の形態６では、マルチディスプレイに複数種類のコンテンツを表示する際の視聴者
測定について説明する。
【００２９】
　図６に示すように、マルチディスプレイ５０１は、表示制御装置１０１からの指示に応
じてコンテンツ１とコンテンツ２の２種類のコンテンツを表示しているとする。表示制御
装置１０１は、それぞれのコンテンツの表示領域座標を表示コンテンツ情報として保持し
ている。マルチディスプレイ５０１には対向する景色を撮像するカメラ１０３が設置され
る。カメラ１０３からの撮像データは視聴者データ生成部１０４に送られる。視聴者デー
タ生成部１０４は、顔認識部２０１で顔領域を抽出し、顔位置算出部３０２で顔の位置を
、顔方向算出部３０３で顔の向きをそれぞれ算出し、算出結果に基づいて注視座標算出部
３０４で注視座標を算出する。
【００３０】
　注視座標算出部３０４は算出した注視座標を視聴者データとして視聴者測定部１０５に
送出する。視聴者測定部１０５は表示制御装置１０１から現在表示されているコンテンツ
の座標データを表示コンテンツ情報として受け取り、これと視聴者データとに基づいてコ
ンテンツごとの視聴者数を測定する。
【００３１】
　次に動作について説明する。
　カメラ１０３は、マルチディスプレイ５０１を視聴している人物１および人物２を捉え
、撮像データを生成したとする。顔認識部２０１は、顔テンプレート画像等を用いて撮像
データから顔１、顔２を抽出する。抽出した顔領域を図６に示す。顔位置算出部３０２は
、抽出された顔領域サイズに基づいてカメラ１０３からの顔１、顔２の距離を算出する。
顔２は顔１よりも小さいので、人物２は人物１よりもカメラ１０３から離れた場所に位置
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することがわかる。このように、顔位置算出部３０２では、顔領域サイズからカメラ１０
３からの距離と方角が算出でき、顔の位置が特定できる。
【００３２】
　続いて、顔方向算出部３０３は顔テンプレート画像との照合により顔の向きを求める。
続いて、注視座標算出部３０４は、抽出された顔の位置と向きのデータから視聴者の注視
方向を特定し、注視方向と交差するマルチディスプレイ５０１上の座標を求める。視聴者
測定部１０５は、注視座標を視聴者データ生成部１０４から視聴者データとして受け取り
、さらに表示コンテンツの表示領域座標を表示制御装置１０１から受け取る。視聴者測定
部１０５は、これらを元に、視聴者の注視座標がどのコンテンツに含まれるかを算出し、
各視聴者が視聴するコンテンツを判別する。例えば、図６では人物１はコンテンツ１を視
聴し、人物２はコンテンツ２を視聴していると判別する。
【００３３】
　以上のように、この実施の形態６によれば、視聴者データ生成部１０４が視聴者の顔の
位置、方向から注視座標を算出し、視聴者測定部１０５が表示コンテンツ情報に基づいて
人物が視聴しているコンテンツを判別するので、コンテンツごとの視聴者数を計測できる
という効果が得られる。このとき、カメラを複数台設置すれば広範囲の視聴者を捉えるこ
とができるので、多方向から撮影された視聴者は、顔の向きを算出する精度を高めること
ができる。
　なお、図６の視聴者データ生成部１０４は図４に示した構成であってもよい。
【００３４】
実施の形態７．
　図７はこの発明の実施の形態７に係る視聴者測定部１０５の構成を示すブロック図であ
る。その他の構成は、図６に示した構成と同様とする。図７に示すように、視聴者測定部
１０５は、視聴者数算出部５０３、母集団算出部７０１、視聴率算出部７０２を備える。
【００３５】
　視聴率は、ある母集団に対する視聴者の割合を示す値である。視聴者数算出部５０３は
、視聴者データ生成部１０４から視聴者データを受け取ると共に表示制御装置１０１から
現在表示されているコンテンツの座標データを受け取り、コンテンツごとの視聴者数を測
定する。母集団算出部７０１は、視聴者データ生成部１０４からの視聴者データから母集
団を算出する。視聴率算出部７０２は、視聴者数算出部５０３から視聴者数を、母集団算
出部７０１から母集団を受け取り、母集団に対する視聴者数の割合、すなわち視聴率を算
出する。
【００３６】
　ここで、母集団とは、例えば視聴者データ生成部１０４において顔認識領域画像が抽出
された人物すべての数を示し、視聴者とは、注視座標算出部３０４において算出された注
視座標がコンテンツの表示領域内にある人物のみを示す。また、母集団は、例えばマルチ
ディスプレイ５０１が設置された空間の天井付近に設置したカメラで広範囲の人物をカウ
ントできる人物検知装置などで捉えられた人物の数とし、視聴者は、カメラ１０３により
捉えられたマルチディスプレイ５０１の正面にいる人物の数としてもよい。
【００３７】
　以上のように、この実施の形態７によれば、視聴率算出部７０２が、視聴者数と母集団
とから視聴率を算出するようにしたので、表示されたコンテンツの視聴者数のみでなく視
聴率も取得できる効果が得られる。
【００３８】
実施の形態８．
　図８はこの発明の実施の形態８による視聴者情報測定装置の構成を示すブロック図であ
る。図において、図５と共通する構成要素には同一符号を付し、その説明を省略する。こ
の実施の形態８では、視聴者に関する情報に基づいてコンテンツを変更させることを説明
する。
【００３９】
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　図８に示すように、表示制御装置１０１は、コンテンツ生成部８０１、配信部８０２、
表示指示部８０３ａ～８０３ｈを備える。この構成は、図５，６と同様の構成であるが、
これらの図では省略したものである。コンテンツ生成部８０１は、表示制御装置１０１内
に格納されるコンテンツデータを読み出す、あるいは新たに作成する。配信部８０２は、
コンテンツ生成部８０１からコンテンツデータを受け取り、表示したいマルチディスプレ
イの座標に応じて表示指示部８０３ａ～８０３ｈの１または複数に配信する。表示指示部
８０３ａ～８０３ｈは、マルチディスプレイ５０１のうち対応するディスプレイに接続し
、それぞれに対応するコンテンツデータを表示させる。
【００４０】
　次に動作について説明する。
　視聴者測定部１０５は、視聴者データ生成部１０４ａ～１０４ｃから視聴者データを受
け取ると、表示制御装置１０１からマルチディスプレイ５０１での表示領域座標を含む表
示コンテンツ情報を受け取り、現在表示しているコンテンツの各視聴者数を測定して視聴
者測定データを生成し、表示制御装置１０１に返信する。例えば、視聴者測定部１０５は
視聴者データから、視聴率、視聴者数に関する視聴者測定データ、視聴者の年齢層、性別
に関する視聴者測定データ、あるいは注視時間に関する視聴者測定データ等を生成しても
よい。コンテンツ生成部８０１は、視聴者測定データを受け取り、この内容に基づいてマ
ルチディスプレイ５０１に表示させるコンテンツを変更または変化させる。
【００４１】
　ここで、コンテンツを変更または変化させるとは、例えばある広告から別の広告に切り
替える、静止画から動画に切り替える、３次元グラフィックスで表示されたキャラクタ・
オブジェクトを動かしたりイベントを発生させたりする、表示領域を変更したり同時に表
示するコンテンツ数を増減したりする、等である。ディスプレイが、例えば図８のように
マルチディスプレイを使用する場合は、拡大器を用いてコンテンツを拡大して表示させて
もよい。すなわち、例えば１ディスプレイで表示していた画像を複数ディスプレイで表示
するようにしてもよい。あるいは、コンテンツ生成部８０１は配信部８０２に描画命令を
送信してもよい。この場合、配信部８０２は各ディスプレイに接続された表示指示部８０
３ａ～８０３ｈに描画命令を配信する。表示指示部８０３ａ～８０３ｈは、各ディスプレ
イ領域内に対応する画像を表示する。
【００４２】
　例えば、視聴者測定部１０５が視聴率、視聴者数に関する視聴者測定データを生成した
場合、コンテンツ生成部８０１は視聴率、視聴者数に応じて表示させるコンテンツを変更
または変化させてもよい。例えば視聴者測定データに含まれる視聴率が低いと判定される
場合は別のコンテンツに切り替えるようにしてもよい。
【００４３】
　また、視聴者測定部１０５が視聴者の年齢層・性別に関する視聴者測定データを生成し
た場合、コンテンツ生成部８０１は年齢層、性別に応じて広告などのコンテンツを変化お
よび変更させてもよい。例えば、男性より女性の視聴者の比率が多い場合には化粧品等の
広告を流し、女性の視聴者宣伝効果の期待できる人物に向けて表示するようにしてもよい
。
【００４４】
　また、視聴者測定部１０５が注視時間に関する視聴者測定データを生成した場合、コン
テンツ生成部８０１は注視時間に応じてコンテンツを変化および変更させてもよい。例え
ば、注視時間が長い視聴者はそのコンテンツに興味を持っていると考えられるので、注視
時間が長いときはコンテンツ生成部８０１は詳しい情報を生成して表示させてもよいし、
表示サイズが拡大するように対応する表示指示部８０３ａ～８０３ｈに表示させてもよい
。さらに、注視時間と年齢層などの判別とを組み合わせて、お年寄りがマルチディスプレ
イ５０１上のある一部のコンテンツをじっと眺めていることが認識されたら、その表示領
域を拡大してサイズを大きくして見やすくする、ということも可能である。
【００４５】
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　以上のように、視聴者測定データに基づいて表示するコンテンツを変化または変更する
ようにしたので、視聴者の状態に応じた多種多様なコンテンツ表示をすることができ、よ
り多くの視聴者の獲得が期待できるという効果が得られる。例えば、全国規模で放送され
るようなテレビ番組では視聴者情報を即座にフィードバックさせ視聴者に合わせてコンテ
ンツを切り替えることは難しいが、本発明による視聴者情報測定装置では、広告コンテン
ツ等は、広告主の意図した視聴者に広告を流すことができるので、効率的な表示や広告主
の意図するターゲットに向けて広告を発信することができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】この発明の実施の形態１による視聴者情報測定装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図２】この発明の実施の形態２に係る視聴者データ生成部の構成を示すブロック図であ
る。
【図３】この発明の実施の形態３に係る視聴者データ生成部の構成を示すブロック図であ
る。
【図４】この発明の実施の形態４に係る視聴者データ生成部の構成を示すブロック図であ
る。
【図５】この発明の実施の形態５による視聴者情報測定装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図６】この発明の実施の形態６による視聴者測定表示装置の構成を示すブロック図であ
る。
【図７】この発明の実施の形態７に係る視聴者測定部の構成を示すブロック図である。
【図８】この発明の実施の形態８による視聴者情報測定装置の構成を示すブロック図であ
る。
【符号の説明】
【００４７】
　１０１　表示制御装置（表示制御手段）、１０２　ディスプレイ、１０３，１０３ａ～
１０３ｃ　カメラ（撮像手段）、１０４，１０４ａ～１０４ｃ　視聴者データ生成部（視
聴者データ生成手段）、１０５　視聴者測定部（視聴者測定手段）、２０１　顔認識部（
顔認識手段）、３０２　顔位置算出部（顔位置算出手段）、３０３　顔方向算出部（顔方
向算出手段）、３０４，４０３　注視座標算出部（注視座標算出手段）、４０２　視線算
出部（視線算出手段）、５０１　マルチディスプレイ、５０２　同一人物判定部（同一人
物判定手段）、５０３　視聴者数算出部、７０１　母集団算出部、７０２　視聴率算出部
、８０１　コンテンツ生成部、８０２　配信部、８０３ａ～８０３ｈ　表示指示部。
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              特開平１－１２１９７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２８３０１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２５９３３７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平７－２２００４９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－３１２４４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－６４３６８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平９－１６４８８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－３４７６１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平９－２４４６００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－１８２５８９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　１７／００－１７／０６，　　　　
              Ｈ０４Ｈ　　２０／００－６０／９８，　　　　
              Ｈ０４Ｎ　　　７／１７３　　　
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