
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人が視覚的または聴覚的に認識できる一連の情報であるコンテンツの視聴履歴から、当
該コンテンツに対する視聴者の嗜好度を算出する方法であって、
　嗜好度Ｐｒとして、当該コンテンツの視聴時間Ｄｗの単位時間Ｌｕに対する比率Ｒｕ（
＝Ｄｗ／Ｌｕ）、および当該コンテンツの視聴時間Ｄｗの当該コンテンツの時間長Ｌｃに
対する比率Ｒｃ（＝Ｄｗ／Ｌｃ）の関数であって、かつ、比率Ｒｕが大きいほど嗜好度Ｐ
ｒが大きくなり、比率Ｒｃが大きいほど嗜好度Ｐｒが大きくなる関数値を算出するコンテ
ンツ嗜好度算出方法。
【請求項２】
　請求項１のコンテンツ嗜好度算出方法によって算出した嗜好度Ｐｒを、記憶装置部に記
録されている当該コンテンツに対する嗜好度Ｐｏに、ある比率で加算し、その加算後の嗜
好度Ｐｎを、更新後の当該コンテンツに対する嗜好度として前記記憶装置部に記録するコ
ンテンツ嗜好度更新方法。
【請求項３】
　コンテンツ視聴として、放送番組の実放送が視聴される場合であって、
　請求項１のコンテンツ嗜好度算出方法によって、当該番組に対する嗜好度Ｐｒを算出す
る工程と、
　当該番組の放送時間内で他の番組も視聴されたか否かを判断し、他の番組も視聴された
場合には、その視聴された他の番組に対する嗜好度も算出して、他の番組も視聴された場
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合であって、かつ他の番組に対する嗜好度が所定値以上であるときには、当該番組に対す
る嗜好度Ｐｒの確か度Ｔｘとして相対的に低い値を選択し、他の番組が視聴されなかった
とき、または他の番組に対する嗜好度が所定値未満であるときには、当該番組に対する嗜
好度Ｐｒの確か度Ｔｘとして相対的に高い値を選択する工程と、
　前記算出した当該番組に対する嗜好度Ｐｒを、記憶装置部に記録されている当該番組に
対する嗜好度Ｐｏに、前記選択した確か度Ｔｘが高いほど嗜好度Ｐｒの比率が高くなるよ
うに加算し、その加算後の嗜好度Ｐｎを、更新後の当該番組に対する嗜好度として前記記
憶装置部に記録する工程と、
　を備えるコンテンツ嗜好度更新方法。
【請求項４】
　コンテンツ視聴として、記録媒体に記録されている放送番組を再生する場合であって、
　請求項１のコンテンツ嗜好度算出方法によって、曜日別および時間帯別の嗜好度Ｐｒｔ
を算出する工程と、
　その嗜好度Ｐｒｔが所定値未満であるか否か、および前記記録媒体上の当該番組が記録
されている位置にアクセスした履歴があるか否かを判断して、嗜好度Ｐｒｔが所定値以上
であるときには、嗜好度Ｐｒｔの確か度Ｔｘｔとして相対的に高い値を選択し、嗜好度Ｐ
ｒｔが所定値未満であって、かつ前記記録媒体上の当該番組が記録されている位置にアク
セスした履歴がないときには、嗜好度Ｐｒｔの確か度Ｔｘｔとして相対的に低い値を選択
し、嗜好度Ｐｒｔが所定値未満であって、かつ前記記録媒体上の当該番組が記録されてい
る位置にアクセスした履歴があるときには、嗜好度Ｐｒｔを減少させるとともに、その確
か度Ｔｘｔとして相対的に高い値を選択する工程と、
　曜日別および時間帯別に、前記算出した嗜好度Ｐｒｔを、記憶装置部に記録されている
曜日別および時間帯別の嗜好度Ｐｏｔに、前記選択した確か度Ｔｘｔが高いほど嗜好度Ｐ
ｒｔの比率が高くなるように加算し、その加算後の曜日別および時間帯別の嗜好度Ｐｎｔ
の総和を、更新後の当該番組に対する嗜好度Ｐｎとして前記記憶装置部に記録する工程と
、
　を備えるコンテンツ嗜好度更新方法。
【請求項５】
　請求項２～４のいずれかのコンテンツ嗜好度更新方法によって前記記憶装置部に記録さ
れている嗜好度が所定値以上のコンテンツを、制御部の制御によって提示するコンテンツ
提示方法。
【請求項６】
　請求項２～４のいずれかのコンテンツ嗜好度更新方法によって前記記憶装置部に記録さ
れている嗜好度が所定値以上のコンテンツを、制御部の制御によって受信するコンテンツ
受信方法。
【請求項７】
　請求項２～４のいずれかのコンテンツ嗜好度更新方法によって前記記憶装置部に記録さ
れている嗜好度が所定値以上のコンテンツを、制御部の制御によって受信して記録媒体上
に記録するコンテンツ受信記録方法。
【請求項８】
　人が視覚的または聴覚的に認識できる一連の情報であるコンテンツを受信する受信部と
、
　この受信部で受信されたコンテンツの視聴履歴から、当該コンテンツに対する視聴者の
嗜好度を算出する嗜好度算出部と、
　コンテンツ識別情報およびこのコンテンツ識別情報によって識別されるコンテンツに対
する嗜好度を含むデータが記録される記憶装置部と、
　前記嗜好度算出部で算出された嗜好度Ｐｒを、前記記憶装置部に記録されている当該コ
ンテンツに対する嗜好度Ｐｏに、ある比率で加算し、その加算後の嗜好度Ｐｎを、更新後
の当該コンテンツに対する嗜好度として前記記憶装置部に記録する嗜好度更新部とを備え
、

10

20

30

40

50

(2) JP 3654349 B2 2005.6.2



　前記嗜好度算出部が、嗜好度Ｐｒとして、当該コンテンツの視聴時間Ｄｗの単位時間Ｌ
ｕに対する比率Ｒｕ（＝Ｄｗ／Ｌｕ）、および当該コンテンツの視聴時間Ｄｗの当該コン
テンツの時間長Ｌｃに対する比率Ｒｃ（＝Ｄｗ／Ｌｃ）の関数であって、かつ、比率Ｒｕ
が大きいほど嗜好度Ｐｒが大きくなり、比率Ｒｃが大きいほど嗜好度Ｐｒが大きくなる関
数値を算出するコンテンツ受信装置。
【請求項９】
　請求項８のコンテンツ受信装置において、
　前記嗜好度算出部は、コンテンツ視聴として、放送番組の実放送が視聴される場合には
、当該番組の放送時間内で他の番組も視聴された場合であって、かつその視聴された他の
番組に対する嗜好度が所定値以上であるときには、算出した当該番組に対する嗜好度Ｐｒ
の確か度Ｔｘとして相対的に低い値を選択し、当該番組の放送時間内で他の番組が視聴さ
れなかったとき、または他の番組に対する嗜好度が所定値未満であるときには、算出した
当該番組に対する嗜好度Ｐｒの確か度Ｔｘとして相対的に高い値を選択し、
　前記嗜好度更新部は、前記嗜好度算出部で算出された当該番組に対する嗜好度Ｐｒを、
前記記憶装置部に記録されている当該番組に対する嗜好度Ｐｏに、前記嗜好度算出部で選
択された確か度Ｔｘが高いほど嗜好度Ｐｒの比率が高くなるように加算し、その加算後の
嗜好度Ｐｎを、更新後の当該番組に対する嗜好度として前記記憶装置部に記録するコンテ
ンツ受信装置。
【請求項１０】
　請求項８または９のコンテンツ受信装置において、
　前記記憶装置部に記録されている嗜好度が所定値以上のコンテンツを、前記受信部によ
って受信する制御部を備えるコンテンツ受信装置。
【請求項１１】
　人が視覚的または聴覚的に認識できる一連の情報であるコンテンツを受信する受信部と
、
　この受信部で受信されたコンテンツを記録媒体に記録し、記録媒体から再生する記録再
生部と、
　前記受信部で受信されたコンテンツの視聴履歴、または前記記録媒体から再生されたコ
ンテンツの視聴履歴から、当該コンテンツに対する視聴者の嗜好度を算出する嗜好度算出
部と、
　コンテンツ識別情報およびこのコンテンツ識別情報によって識別されるコンテンツに対
する嗜好度を含むデータが記録される記憶装置部と、
　前記嗜好度算出部で算出された嗜好度Ｐｒを、前記記憶装置部に記録されている当該コ
ンテンツに対する嗜好度Ｐｏに、ある比率で加算し、その加算後の嗜好度Ｐｎを、更新後
の当該コンテンツに対する嗜好度として前記記憶装置部に記録する嗜好度更新部とを備え
、
　前記嗜好度算出部が、嗜好度Ｐｒとして、当該コンテンツの視聴時間Ｄｗの単位時間Ｌ
ｕに対する比率Ｒｕ（＝Ｄｗ／Ｌｕ）、および当該コンテンツの視聴時間Ｄｗの当該コン
テンツの時間長Ｌｃに対する比率Ｒｃ（＝Ｄｗ／Ｌｃ）の関数であって、かつ、比率Ｒｕ
が大きいほど嗜好度Ｐｒが大きくなり、比率Ｒｃが大きいほど嗜好度Ｐｒが大きくなる関
数値を算出するコンテンツ受信記録再生装置。
【請求項１２】
　請求項１１のコンテンツ受信記録再生装置において、
　前記嗜好度算出部は、コンテンツ視聴として、記録媒体に記録されている放送番組を再
生する場合には、曜日別および時間帯別の嗜好度Ｐｒｔを算出するとともに、その嗜好度
Ｐｒｔが所定値以上であるときには、嗜好度Ｐｒｔの確か度Ｔｘｔとして相対的に高い値
を選択し、嗜好度Ｐｒｔが所定値未満であって、かつ前記記録媒体上の当該番組が記録さ
れている位置にアクセスした履歴がないときには、嗜好度Ｐｒｔの確か度Ｔｘｔとして相
対的に低い値を選択し、嗜好度Ｐｒｔが所定値未満であって、かつ前記記録媒体上の当該
番組が記録されている位置にアクセスした履歴があるときには、嗜好度Ｐｒｔを減少させ
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るとともに、その確か度Ｔｘｔとして相対的に高い値を選択し、
　前記嗜好度更新部は、曜日別および時間帯別に、前記嗜好度算出部で算出された嗜好度
Ｐｒｔを、前記記憶装置部に記録されている曜日別および時間帯別の嗜好度Ｐｏｔに、前
記嗜好度算出部で選択された確か度Ｔｘｔが高いほど嗜好度Ｐｒｔの比率が高くなるよう
に加算し、その加算後の曜日別および時間帯別の嗜好度Ｐｎｔの総和を、更新後の当該番
組に対する嗜好度Ｐｎとして前記記憶装置部に記録するコンテンツ受信記録再生装置。
【請求項１３】
　請求項１１または１２のコンテンツ受信記録再生装置において、
　前記記憶装置部に記録されている嗜好度が所定値以上のコンテンツを、前記受信部によ
って受信して、前記記録再生部によって前記記録媒体上に記録する制御部を備えるコンテ
ンツ受信記録再生装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、放送やネットワークによって配信されるコンテンツに対する視聴者の嗜好度
（好みの度合い）を算出する方法、および、コンテンツに対する視聴者の嗜好度を算出す
る機能を備え、これによって算出された嗜好度に基づいて、コンテンツを視聴者に提示し
、または自動受信、自動記録、自動再生するコンテンツ受信装置に関する。
【０００２】
なお、この発明で、コンテンツとは、放送番組などの、映像情報（動画、静止画、グラフ
ィクスを含む）、文字情報、音声情報など、人が視覚的または聴覚的に認識できる一連の
情報を意味する。
【０００３】
【従来の技術】
例えば、テレビ受信装置で、視聴者（ユーザ）が番組を視聴する場合、従来、（１）電源
を入れた時に選択されたチャンネル（例えば、電源投入前の電源遮断時に選択されていた
チャンネル）の番組を、そのまま視聴する、（２）視聴者の記憶に基づいてチャンネルを
選択する、（３）視聴したい番組を探すためにチャンネルを次々と切り換える、いわゆる
ザッピングを行う、（４）新聞や雑誌に掲載されている番組表、または放送やネットワー
クによって配布されたＥＰＧ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ：電
子番組表）を参考にして番組を選択する、という方法が採られている。受信装置によって
は、好みのチャンネルを登録し、その登録チャンネルのグループ内に絞って番組を選択す
ることも可能である。
【０００４】
また、テレビ番組を記録（録画）するには、（１）番組受信中に直接、録画操作をする、
（２）番組の放送日時および放送チャンネルを指定して録画予約する、（３）Ｇコードを
用いて録画予約する、（４）ＥＰＧから番組を選択して録画予約する、（５）登録したキ
ーワードによって、受信装置にＥＰＧ情報から番組を検索させて自動録画する、という方
法が採られている。
【０００５】
しかしながら、デジタル放送が普及して多チャンネル化が進んだ現在、多くのチャンネル
の全ての番組をザッピングし、またはＥＰＧなどによって確認することは、多大な手間と
時間を必要とし、効率的でない。
【０００６】
録画についても、ハードディスクなどの記録媒体の大容量化によって、長時間かつ多番組
の記録が可能なテレビ受信装置が考えられており、このようなテレビ受信装置では、従来
のように番組を個々に指定して録画操作または録画予約する方法では、非常に手間がかか
り、予約操作を忘れる場合もある。
【０００７】
定期的に放送される番組については、番組名やキーワードを登録して自動録画予約するこ
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とも可能であるが、番組名やキーワードを明示的に指定する煩わしさがあり、しかも、視
聴者の番組に対する嗜好は時間の経過とともに変化するので、嗜好の変化に応じて登録を
変更する必要がある。
【０００８】
そこで、特開２０００－２０１３０３には、番組情報の取得履歴から視聴者の嗜好を判定
し、その判定結果に基づいて番組情報を選択することが示され、特開２０００－３４１５
９６には、視聴者の視聴履歴から、視聴者の視聴パターンに沿って複数の実チャンネルの
番組を選択的に配置した仮想チャンネルを作成することが示され、特開２０００－１５５
７６４には、視聴者の番組選択履歴に基づいて視聴者の嗜好傾向を複数の嗜好パターンの
うちのいずれかに特定して、視聴者の嗜好に合致した番組を検索することが示され、特開
２０００－２９３５３９には、視聴者の番組選択履歴に基づいて視聴者の嗜好を学習し、
その学習結果に基づいて視聴者の嗜好に応じた番組を検索することが示され、特開２００
０－１３７０８には、視聴者の番組選択操作から視聴者の視聴傾向を分析して、視聴者の
視聴傾向に基づく電子番組表を作成表示する番組選択支援方法が示されている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の、番組視聴履歴から当該番組に対する視聴者の嗜好度を算出する方
法では、番組視聴時間から、または番組視聴時間の番組時間長に対する比率（番組視聴時
間／番組時間長）である視聴時間率から、当該番組に対する嗜好度を算出するため、必ず
しも嗜好度を実態に即したものとして的確に算出することができない欠点がある。
【００１０】
具体的に、番組視聴時間から当該番組に対する嗜好度を算出する場合には、例えば、嗜好
度を視聴時間に比例するものとして算出する場合、１０分の番組を最初から最後まで１０
分間に渡って視聴したときの嗜好度は、６０分の番組を最初から最後まで６０分間に渡っ
て視聴したときの嗜好度の１／６となるというように、番組時間長が短い番組ほど、嗜好
度が低く見積もられてしまう。
【００１１】
一方、視聴時間率から当該番組に対する嗜好度を算出する場合には、例えば、嗜好度を視
聴時間率に比例するものとして算出する場合、２時間３０分の番組を１時間に渡って視聴
したときの嗜好度は０．４となって、長時間視聴しても、番組時間長が非常に長いときに
は、嗜好度が低く見積もられてしまうとともに、２０分の番組を１５分間に渡って視聴し
たときの嗜好度は０．７５となって、短時間の番組を、ある程度以上の時間に渡って視聴
したときには、あまり意識しないで成り行きで視聴したときにも、嗜好度が高く見積もら
れてしまう。
【００１２】
そこで、この発明は、放送番組などのコンテンツに対する視聴者の嗜好度を、実態に即し
たものとして的確に算出することができるようにしたものである。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　この発明のコンテンツ嗜好度算出方法は、
　人が視覚的または聴覚的に認識できる一連の情報であるコンテンツの視聴履歴から、当
該コンテンツに対する視聴者の嗜好度を算出する方法であって、
　嗜好度Ｐｒとして、当該コンテンツの視聴時間Ｄｗの単位時間Ｌｕに対する比率Ｒｕ（
＝Ｄｗ／Ｌｕ）、および当該コンテンツの視聴時間Ｄｗの当該コンテンツの時間長Ｌｃに
対する比率Ｒｃ（＝Ｄｗ／Ｌｃ）の関数であって、かつ、比率Ｒｕが大きいほど嗜好度Ｐ
ｒが大きくなり、比率Ｒｃが大きいほど嗜好度Ｐｒが大きくなる関数値を算出するもので
ある。
【００１４】
上記のような、この発明のコンテンツ嗜好度算出方法では、例えば、
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で表されるように、嗜好度Ｐｒを、視聴時間Ｄｗの単位時間Ｌｕに対する比率Ｒｕと視聴
時間Ｄｗのコンテンツ時間長Ｌｃに対する比率Ｒｃとの和として算出する場合、例えば、
単位時間Ｌｕを６０分とすると、１０分のコンテンツを最初から最後まで１０分間に渡っ
て視聴したときの嗜好度Ｐｒは１．１７となり、６０分のコンテンツを最初から最後まで
６０分間に渡って視聴したときの嗜好度Ｐｒは２．００となり、２時間３０分のコンテン
ツを１時間に渡って視聴したときの嗜好度Ｐｒは１．４０となり、２０分のコンテンツを
１５分間に渡って視聴したときの嗜好度Ｐｒは１．００となる。
【００１５】
したがって、コンテンツ時間長が短いコンテンツほど、嗜好度が低く見積もられてしまう
ことや、長時間視聴しても、コンテンツ時間長が非常に長いときには、嗜好度が低く見積
もられてしまうことや、短時間のコンテンツを、ある程度以上の時間に渡って視聴したと
きには、あまり意識しないで成り行きで視聴したときにも、嗜好度が高く見積もられてし
まうことが低減され、嗜好度を実態に即したものとして的確に算出することができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
〔コンテンツ受信装置…図１～図１２〕
この発明のコンテンツ受信装置の一実施形態として、コンテンツとして地上波アナログ放
送および衛星デジタル放送の番組を受信し、内蔵された記録媒体に記録する蓄積型テレビ
受信装置の例を示す。
【００１７】
（受信装置の概要…図１および図２）
図１は、その蓄積型テレビ受信装置の一例を示す。
【００１８】
この受信装置では、アンテナ１１で受信された地上波アナログ放送の放送信号が、チュー
ナ１２で選局受信され、さらに復調されて、チューナ１２から、映像信号および音声信号
が得られる。
【００１９】
その映像信号は、映像処理部１３で処理されて、ＣＲＴディスプレイや液晶ディスプレイ
などのディスプレイ装置１５に送出され、音声信号は、音声処理部１４で処理されて、ス
ピーカなどの音声出力装置１６に送出される。ディスプレイ装置１５および音声出力装置
１６は、モニタ装置１９を構成する。
【００２０】
また、地上波アナログ放送の放送電波の隙間に挿入されたＥＰＧ情報などの番組付加情報
が、チューナ１２からシステムコントローラ４０に取り込まれる。
【００２１】
番組記録時には、チューナ１２からの映像信号および音声信号が、映像エンコーダ１７お
よび音声エンコーダ１８で、それぞれデジタル映像データおよびデジタル音声データに変
換され、さらにＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ
）方式によって圧縮符号化されて、その符号化された映像データおよび音声データが、記
録再生部３０に送出され、記録再生部３０内のハードディスクなどの記録媒体に記録され
る。
【００２２】
一方、アンテナ２１で受信された衛星デジタル放送の放送信号は、チューナ２２で選局受
信され、さらに復調およびエラー訂正されて、ＭＰＥＧシステムのトランスポートストリ
ームに変換される。
【００２３】
そのトランスポートストリームは、デマルチプレクサ２３に送出されて、デマルチプレク
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サ２３から、圧縮符号化された映像データおよび音声データが分離され、その映像データ
および音声データが、映像デコーダ２５および音声デコーダ２６で、それぞれ復号され、
さらにアナログ映像信号およびアナログ音声信号に変換される。
【００２４】
その変換後の映像信号は、映像処理部１３で処理されて、ディスプレイ装置１５に送出さ
れ、変換後の音声信号は、音声処理部１４で処理されて、音声出力装置１６に送出される
。
【００２５】
また、衛星デジタル放送の放送電波に重畳されたＥＰＧ情報などの番組付加情報が、デマ
ルチプレクサ２３からシステムコントローラ４０に取り込まれるとともに、データ放送の
データが、デマルチプレクサ２３からシステムコントローラ４０に取り込まれる。
【００２６】
番組記録時には、デマルチプレクサ２３からの符号化された映像データおよび音声データ
が、記録再生部３０に送出され、記録再生部３０内の記録媒体に記録される。
【００２７】
地上波アナログ放送または衛星デジタル放送の番組の再生時には、記録再生部３０で、記
録媒体から符号化された映像データおよび音声データが再生され、その再生された映像デ
ータおよび音声データが、映像デコーダ２５および音声デコーダ２６で、それぞれ復号さ
れ、さらにアナログ映像信号およびアナログ音声信号に変換される。
【００２８】
その変換後の映像信号は、映像処理部１３で処理されて、ディスプレイ装置１５に送出さ
れ、変換後の音声信号は、音声処理部１４で処理されて、音声出力装置１６に送出される
。
【００２９】
なお、ＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）処理部２９では、ＥＰＧ情報など
の番組付加情報や、データ放送のデータなどが、ＯＳＤ処理され、その処理後の信号が、
映像処理部１３で、チューナ１２または映像デコーダ２５からの映像信号に合成される。
【００３０】
ＥＰＧ情報などの番組付加情報は、放送以外にも、配信元のサーバ装置から、インターネ
ットなどの外部ネットワーク１を介して、ネットワークインタフェース５１によって受信
され、システムコントローラ４０に取り込まれる。
【００３１】
システムコントローラ４０は、受信装置の各部を制御するもので、図では省略するが、Ｃ
ＰＵ、ＣＰＵが実行すべきプログラムや固定のデータなどが書き込まれたＲＯＭ、および
ＣＰＵのワークエリアなどとして機能するＲＡＭによって構成される。
【００３２】
システムコントローラ４０には、上記の番組付加情報が書き込まれ、後述のキーワードが
登録され、録画番組リストが書き込まれる記憶装置部４１が接続される。ただし、記憶装
置部４１としては、上記のＲＡＭの一部のエリアを用いることもできる。
【００３３】
また、システムコントローラ４０には、リモコン（リモートコントロール）送信器６１か
らの赤外線リモコン信号を受光するリモコン受光部６２、パネル操作部６３、および受信
装置の操作状況や動作状態を表示するための、液晶表示素子などからなる表示部６４が接
続される。
【００３４】
さらに、システムコントローラ４０には、嗜好度検出部７０が接続され、嗜好度検出部７
０には、嗜好データベース７９が接続される。
【００３５】
嗜好度検出部７０は、番組に対する視聴者の嗜好度を算出し、更新するもので、図２に示
すように、視聴履歴集計部７１、嗜好度算出部７２、嗜好度更新部７３、および嗜好デー
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タ出力部７４によって構成される。嗜好データベース７９には、嗜好度を含む嗜好データ
が蓄えられる。
【００３６】
（視聴履歴の検出…図３～図８）
システムコントローラ４０は、当該受信装置での視聴履歴を検出し、視聴履歴データとし
て、嗜好度検出部７０の視聴履歴集計部７１に送出する。
【００３７】
この場合の視聴は、地上波アナログ放送または衛星デジタル放送の番組を受信して、モニ
タ装置１９で映像または音声を出力すること、または記録再生部３０内の記録媒体に録画
されている番組を再生して、モニタ装置１９で映像または音声を出力することである。以
下では、前者を実放送視聴と称し、後者を再生視聴と称する。
【００３８】
視聴履歴データとしては、図３に示すように、視聴者がリモコン送信器６１またはパネル
操作部６３で、選局操作や音量操作などの操作をした日時、その場合の視聴出力状態およ
び操作内容、および再生視聴の場合の記録媒体上の再生位置（アドレス）を検出する。
【００３９】
図３の例は、最初に、受信装置の電源を入れて、地上波アナログ放送のチャンネル１をレ
ベル１０の音量で視聴し、次に、音量をレベル１１に増加し、次に、音量をレベル１０に
戻し、次に、地上波アナログ放送のチャンネル８に切り換え、次に、音量をレベル１１に
増加し、次に、再生視聴に切り換えて、ｖｔ＝０３０００１の位置から再生を開始した場
合である。
【００４０】
操作内容中の「ＮｏＯｐ」は、電源投入以外に操作をしなかったことを示し、Ｃｈ＝ｖ３
，Ｃｈ＝ｖｉｄｅｏ３は、再生視聴の場合のビデオチャンネルを示す。
【００４１】
番組視聴中にもかかわらず、視聴者が長時間操作を行わない場合においても、視聴出力状
態を確認する目的で、一定時間ごとに、視聴履歴が検出され、視聴履歴データが出力され
る。この場合、操作内容は、無記入、または上記の「ＮｏＯｐ」とされる。
【００４２】
さらに、システムコントローラ４０は、上記のように放送信号から抽出され、またはネッ
トワークインタフェース５１によって外部ネットワーク１から受信された、ＥＰＧ情報な
どの番組付加情報から、必要な番組識別情報を抽出して、嗜好度検出部７０の視聴履歴集
計部７１に送出する。
【００４３】
番組識別情報としては、図４に示すように、番組ＩＤ（識別コード）、番組の放送開始日
時、放送終了日時、配信元、ジャンル、タイトルおよび内容、および再生視聴の場合の記
録媒体上の再生開始終了位置を用いる。
【００４４】
番組識別情報を階層的に記述し、図５に示すように、番組内容は下層の情報として、各ト
ピックやコマーシャルなどの内容および開始終了時刻を示すようにしてもよい。
【００４５】
嗜好度検出部７０の視聴履歴集計部７１では、上記の視聴履歴データを、上記の番組識別
情報によって、番組ごとに集計して、番組視聴履歴データを生成し、嗜好度算出部７２に
送出する。
【００４６】
番組視聴履歴データとしては、図６の左側に示すように、番組ＩＤおよび視聴ソース（実
放送視聴か再生視聴かの別）に対して、視聴時間Ｄｗ、視聴時間率Ｒｃおよび総操作回数
を付加し、さらに番組ＩＤ以外の、番組タイトルなどの番組識別情報を付加する。
【００４７】
視聴時間Ｄｗは、当該番組を視聴した時間の総和である。例えば、図７に示すように、あ
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る番組を、途中で他の番組を視聴し、または受信装置の電源を遮断して、断続的に視聴し
た場合には、視聴時間Ｄｗは、それぞれの視聴時間Ｄｗａ，Ｄｗｂ，Ｄｗｃの和である。
【００４８】
視聴時間率Ｒｃは、この視聴時間Ｄｗの当該番組の時間長Ｌｃに対する比率、すなわちＤ
ｗ／Ｌｃである。
【００４９】
総操作回数は、当該番組の視聴中における音量操作回数、選局操作回数およびデータ表示
操作回数の総和である。音量操作回数は、音量増加操作回数と音量減少操作回数の和であ
る。
【００５０】
選局操作回数は、当該番組の視聴中に他の番組を選択する操作をした回数であり、図８の
ケース１のように当該番組Ａの視聴中に電源を遮断または投入した操作の回数を含まず、
同図のケース２のように当該番組Ａの視聴中に他の番組Ｂを選択した操作の回数である。
ケース２では、番組Ａについての選局操作回数は２回である。
【００５１】
データ表示操作回数は、当該番組の視聴中にディスプレイ装置１５の画面上にデータを表
示させる操作をした回数である。
【００５２】
音量増加操作回数は、多いほど、当該番組に対する嗜好度が高いと見ることができる。音
量減少操作回数は、深夜などに音量を減少させる場合は別として、一般には、多いほど、
当該番組に対する嗜好度が低いと見ることができる。選局操作回数は、多いほど、当該番
組に対する嗜好度が低いと見ることができる。データ表示操作回数は、多いほど、当該番
組に対する嗜好度が高いと見ることができる。
【００５３】
これらの操作回数を考慮に入れることによって、視聴者の当該番組に対する嗜好度を、よ
り的確に算出することができる。ただし、以下の実施形態では、嗜好度を的確に算出する
と同時に、簡易に算出するために、これらの操作回数を考慮に入れずに嗜好度を算出する
。
【００５４】
再生視聴の場合には、図６の右側に示すように、曜日別・時間帯別の視聴時間を算出して
、番組視聴履歴データに付加する。
【００５５】
曜日別・時間帯別の視聴時間は、例えば、当該番組の録画終了後の一週間につき、各曜日
の１時間ごとに区切った２４×７＝１６８個の時間帯を設定したときの、それぞれの時間
帯における、当該番組を再生視聴した時間である。再生視聴の場合には、当該番組の視聴
時間Ｄｗは、この曜日別・時間帯別の視聴時間の総和である。
【００５６】
このように曜日別・時間帯別の視聴時間を算出することによって、視聴者は、ある曜日の
夕刻に放送され、録画された番組を、次の日の深夜に再生視聴する傾向があるなど、視聴
者の再生視聴パターンを知ることができ、後述のように、その再生視聴パターンに合った
自動再生を行うことができる。
【００５７】
（嗜好度の算出…図９および図１０）
嗜好度検出部７０の嗜好度算出部７２では、視聴履歴集計部７１から出力された番組視聴
履歴データから、視聴者の当該番組に対する嗜好度Ｐｒを算出する。
【００５８】
具体的には、嗜好度Ｐｒとして、当該番組の視聴時間Ｄｗの単位時間Ｌｕに対する比率Ｒ
ｕ（＝Ｄｗ／Ｌｕ）、および視聴時間率（当該番組の視聴時間Ｄｗの当該番組の時間長Ｌ
ｃに対する比率）Ｒｃ（＝Ｄｗ／Ｌｃ）の関数であって、かつ、比率Ｒｕが大きいほど嗜
好度Ｐｒが大きくなり、視聴時間率Ｒｃが大きいほど嗜好度Ｐｒが大きくなる関数値を算
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出する。例えば、上記の式（１ａ）によって嗜好度Ｐｒを算出する。
【００５９】
さらに、嗜好度算出部７２は、以下のように、その算出した嗜好度Ｐｒの確か度（確かさ
の程度）Ｔｘを出力する。
【００６０】
図９は、嗜好度算出部７２が行う、嗜好度Ｐｒおよび確か度Ｔｘを含む嗜好一次データの
算出処理ルーチンの一例を示す。
【００６１】
この嗜好一次データ算出処理ルーチン７５では、まずステップＳ１で、上記のように当該
番組に対する嗜好度Ｐｒを算出し、次にステップＳ２で、その嗜好度Ｐｒの確か度Ｔｘを
デフォルト値Ｔｄに設定し、次にステップＳ３で、当該番組の視聴が実放送視聴か否か（
実放送視聴か再生視聴か）を判断する。
【００６２】
そして、当該番組の視聴が実放送視聴である場合には、ステップＳ３からステップＳ４に
進んで、当該番組の放送時間内で他の番組も視聴したか否かを判断し、図８のケース２の
ように他の番組も視聴したときには、ステップＳ４からステップＳ５に進んで、他の番組
に対する嗜好度が所定値以上であるか否かを判断する。他の番組に対する嗜好度は、当該
番組に対する嗜好度Ｐｒと同じ方法（算出式）で算出する。
【００６３】
そして、他の番組に対する嗜好度が所定値以上であるときには、本来、当該番組に対する
嗜好度Ｐｒが高いにもかかわらず、相対的に他の番組に対する嗜好度も高いために、当該
番組に対する嗜好度Ｐｒが低く算出された可能性があるので、ステップＳ５からステップ
Ｓ６に進んで、当該番組に対する嗜好度Ｐｒの確か度Ｔｘとして、ステップＳ２で設定し
たデフォルト値Ｔｄより低い所定値Ｔａを出力して、嗜好一次データ算出処理を終了する
。
【００６４】
すなわち、当該番組の視聴が実放送視聴で、当該番組の放送時間内で他の番組も視聴し、
かつ他の番組に対する嗜好度が所定値以上であるときには、当該番組に対する嗜好度Ｐｒ
の確か度Ｔｘとして相対的に低い値Ｔａを出力する。
【００６５】
ステップＳ４で当該番組の放送時間内で他の番組を視聴していないと判断したとき、また
はステップＳ５で他の番組に対する嗜好度が所定値未満であると判断したときには、ステ
ップＳ７に進んで、当該番組に対する嗜好度Ｐｒの確か度Ｔｘとして、ステップＳ２で設
定したデフォルト値Ｔｄを出力して、嗜好一次データ算出処理を終了する。
【００６６】
すなわち、当該番組の視聴が実放送視聴で、当該番組の放送時間内で他の番組を視聴せず
、または他の番組も視聴したが、他の番組に対する嗜好度が所定値未満であるときには、
当該番組に対する嗜好度Ｐｒの確か度Ｔｘとして相対的に高い値Ｔｄを出力する。
【００６７】
一方、ステップＳ３で当該番組の視聴が再生視聴であると判断した場合には、ステップＳ
３からステップＳ８に進んで、当該番組に対する曜日別・時間帯別の嗜好度Ｐｒｔを算出
する。曜日別・時間帯別の嗜好度Ｐｒｔは、図６において上述した曜日別・時間帯別の視
聴時間を、上記の視聴時間Ｄｗとして、当該番組に対する嗜好度Ｐｒと同じ方法（算出式
）によって算出する。
【００６８】
次に、ステップＳ９で、その曜日別・時間帯別の嗜好度Ｐｒｔが、しきい値Ｐｔｈ未満で
あるか否かを判断し、しきい値Ｐｔｈ未満であるときには、ステップＳ９からステップＳ
１０に進んで、視聴者が記録再生部３０内の記録媒体上の当該番組が録画されている位置
にアクセスした履歴があるか否かを判断する。
【００６９】
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そして、当該番組が録画されている位置にアクセスした履歴がないときには、視聴者が当
該番組が録画されていることを知らなかったために、その曜日別・時間帯別の嗜好度Ｐｒ
ｔが低く算出された可能性があるので、ステップＳ１０からステップＳ６に進んで、その
曜日別・時間帯別の嗜好度Ｐｒｔの確か度Ｔｘｔとして、デフォルト値Ｔｄより低い所定
値Ｔａを出力する。
【００７０】
逆に、当該番組が録画されている位置にアクセスした履歴があるときには、視聴者が当該
番組を一部再生視聴したにもかかわらず、その曜日別・時間帯別の嗜好度Ｐｒｔが低く算
出されたことを反映させるため、ステップＳ１０からステップＳ１１に進んで、その曜日
別・時間帯別の嗜好度Ｐｒｔを所定値だけ、または所定割合に減少させるとともに、その
確か度Ｔｘｔとしてデフォルト値Ｔｄを出力する。
【００７１】
一方、ステップＳ９で、曜日別・時間帯別の嗜好度Ｐｒｔが、しきい値Ｐｔｈ以上である
と判断したときには、ステップＳ１２に進んで、ステップＳ８で算出した嗜好度Ｐｒｔを
、そのまま出力するとともに、その確か度Ｔｘｔとしてデフォルト値Ｔｄを出力する。
【００７２】
図９では簡略化して示しているが、再生視聴の場合のステップＳ８以下の上述した処理は
、それぞれの曜日の時間帯ごとに順次繰り返し、これによって、総計２４×７＝１６８個
の時間帯についての嗜好度Ｐｒｔおよび確か度Ｔｘｔを出力する。
【００７３】
再生視聴の場合の当該番組に対する嗜好度Ｐｒは、当該番組の録画終了から一週間後、ま
たは当該番組を記録再生部３０内の記録媒体から消去するとき、または当該番組を、例え
ば５０％以上、再生視聴したとき、上記のように算出または出力した曜日別・時間帯別の
嗜好度Ｐｒｔの総和として算出する。
【００７４】
嗜好度算出部７２は、嗜好一次データとして、図１０に示すように、視聴者が視聴した番
組ごとに、番組ＩＤに対して嗜好度Ｐｒおよび確か度Ｔｘを付加し、さらに番組ＩＤ以外
の、番組タイトルなどの番組識別情報を付加する。
【００７５】
図１０の嗜好一次データでは、ある番組に対する嗜好度Ｐｒ（＝０．５３２）の確か度Ｔ
ｘが相対的に高い値Ｔｄ（＝０．７５）であり、別の番組に対する嗜好度Ｐｒ（＝０．２
３７）の確か度Ｔｘが相対的に低い値Ｔａ（＝０．４）である。
【００７６】
図１０では省略したが、再生視聴の場合には、嗜好一次データとして、上記のように算出
または出力した曜日別・時間帯別の嗜好度Ｐｒｔおよび確か度Ｔｘｔ、および当該番組に
対する嗜好度Ｐｒを付加する。
【００７７】
（嗜好度の更新…図１１）
嗜好度検出部７０の嗜好度更新部７３では、嗜好度算出部７２から出力された嗜好一次デ
ータによって、定期的に放送される番組につき、嗜好データベース７９に記録されている
嗜好度を更新する。定期的に放送される番組とは、毎日、毎週、または毎月、同一のタイ
トルで放送される番組である。
【００７８】
嗜好データベース７９には、嗜好データとして、図１１に示すように、視聴者が過去に視
聴した番組の、タイトル、配信元、放送日、放送開始時刻、放送終了時刻などの番組識別
情報に対して、実放送視聴についての嗜好度、再生視聴についての嗜好度、および再生視
聴についての曜日別・時間帯別の嗜好度が付加されたデータが記録されている。
【００７９】
嗜好度更新部７３は、嗜好度算出部７２から嗜好一次データが出力されたとき、その嗜好
一次データに示されている番組と同じタイトルの番組の嗜好データが嗜好データベース７
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９に記録されているか否かを判断し、記録されている場合には、その嗜好データを嗜好デ
ータベース７９から読み出して、その嗜好データ中の嗜好度を、嗜好一次データ中の嗜好
度Ｐｒによって更新する。
【００８０】
具体的には、嗜好一次データ中の嗜好度Ｐｒを、嗜好データ中の更新前の嗜好度Ｐｏに、
ある比率で加算し、その加算後の嗜好度Ｐｎを、更新後の嗜好度とする。
【００８１】
例えば、
Ｐｎ＝α×Ｐｒ＋（１－α）Ｐｏ　…（５）
とする。ただし、
α＝Ｃｘ×Ｔｘ　　　　　　　　　…（６）
とする。Ｃｘは定数、Ｔｘは上記のような確か度である。
【００８２】
係数αがゼロであると、そもそも、嗜好度が全く更新されないことになる。また、係数α
が１であると、嗜好度Ｐｏが嗜好度Ｐｒに完全に置き換えられてしまい、例えば、視聴者
が当該番組を、毎日または毎週、欠かさず、最初から最後まで視聴しているが、たまたま
、ある日またはある週は、都合で、わずかな時間しか視聴できなかったときには、更新後
の嗜好度Ｐｎが大きく低下してしまう。そのため、０＜α＜１とする。
【００８３】
定数Ｃｘを、０＜α＜１の範囲内で、視聴者が設定できるようにしてもよい。係数αが１
に近いほど、嗜好度Ｐｒによる更新後の嗜好度Ｐｎの変化が大きく、係数αがゼロに近い
ほど、嗜好度Ｐｒによる更新後の嗜好度Ｐｎの変化が小さいので、番組に対する嗜好の変
化が大きい視聴者は、または視聴者の番組に対する嗜好が変化したときには、定数Ｃｘを
大きい値に設定し、番組に対する嗜好の変化が小さい視聴者は、または視聴者の番組に対
する嗜好が変化しないときには、定数Ｃｘを小さい値に設定すると、好適である。
【００８４】
実放送視聴については、実放送視聴についての嗜好度の間で更新を行い、再生視聴につい
ては、曜日別・時間帯別の嗜好度の間で更新を行った後、更新後の曜日別・時間帯別の嗜
好度の総和を、再生視聴についての更新後の嗜好度とする。
【００８５】
嗜好度更新部７３は、嗜好データベース７９に記録されている嗜好データ中の更新前の嗜
好度Ｐｏを更新後の嗜好度Ｐｎに書き替えて、嗜好データを嗜好データベース７９に記録
する。
【００８６】
嗜好度算出部７２から出力された嗜好一次データに示されている番組と同じタイトルの番
組の嗜好データが嗜好データベース７９に記録されていない場合は、定期的に放送される
番組を初めて視聴したとき、または単発的に放送された番組を視聴したときである。
【００８７】
この場合には、嗜好度更新部７３は、更新前の嗜好度Ｐｏをゼロまたは所定値（初期値）
として更新後の嗜好度Ｐｎを算出して、嗜好一次データから嗜好データを生成し、嗜好デ
ータベース７９に記録する。
【００８８】
（嗜好データによる番組の提示など…図１２）
図１の蓄積型テレビ受信装置では、上記のように嗜好データベース７９に記録された嗜好
データによって、番組を視聴者に提示し、または自動選局、自動録画、自動再生すること
ができる。
【００８９】
＜提示＞
視聴者が、リモコン送信器６１またはパネル操作部６３で番組の提示を指示すると、シス
テムコントローラ４０は、嗜好度検出部７０の嗜好データ出力部７４を介して、嗜好デー
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タベース７９にアクセスして、嗜好データベース７９から嗜好データを読み出し、その嗜
好データをＯＳＤ処理部２９で処理して、ディスプレイ装置１５の画面上に、視聴者が過
去に視聴した番組の、タイトル、配信元、放送日、放送開始時刻、放送終了時刻などを表
示する。
【００９０】
この場合、嗜好データ中の嗜好度が高い番組から順に番組を提示し、または嗜好度が所定
値以上の番組のみを提示する。これを見て、視聴者は、選局操作や録画予約などを行うこ
とができる。
【００９１】
＜自動選局＞
システムコントローラ４０は、視聴者の操作によらずに定期的に、嗜好データベース７９
に記録されている嗜好データを参照して、嗜好度が所定値以上の番組を、次回の放送日時
に自動選局する。
【００９２】
この場合、同じ時間帯に他の番組を選局中であるときには、選局中の他の番組を優先し、
または、あらかじめ視聴者の操作によって自動選局優先モードが設定されているときには
、選局中の他の番組に代えて、嗜好度が所定値以上の番組を自動選局する。
【００９３】
嗜好データベース７９に記録されている嗜好データ中に、嗜好度が所定値以上の、同じ時
間帯に放送される番組が複数存在するときには、嗜好度が最も高い番組を優先する。
【００９４】
＜自動録画＞
図１の蓄積型テレビ受信装置では、視聴者が、リモコン送信器６１またはパネル操作部６
３での操作によって、録画予約し、または記憶装置部４１にキーワードを登録したとき、
システムコントローラ４０は、録画予約された番組、または登録されたキーワードを番組
タイトルなどの番組付加情報中に含む番組を、選択受信して自動録画する。
【００９５】
さらに、システムコントローラ４０は、視聴者の操作によらずに、嗜好データベース７９
に記録されている嗜好データ中の、再生視聴についての嗜好度が所定値以上の番組を、次
回の放送日時に選択受信して自動録画する。
【００９６】
この場合、録画予約による録画、登録キーワードによる録画、および嗜好度による録画の
間では、録画予約された番組を最優先し、登録キーワードによって録画する番組を第２順
位とし、嗜好度によって自動録画する番組を第３順位とする。自動消去を行う場合には、
この逆の順位とする。
【００９７】
自動録画ではないが、上記の録画以外に、視聴者は、番組の受信時または受信中に録画操
作をすることによって、その番組を録画することができる。
【００９８】
システムコントローラ４０は、番組を録画したとき、録画番組リストを作成して、記憶装
置部４１に書き込み、または記憶装置部４１に書き込まれている録画番組リストを書き替
える。視聴者が、リスト呼び出し操作をすると、システムコントローラ４０は、記憶装置
部４１から録画番組リストを読み出し、ＯＳＤ処理部２９での処理によって、その録画番
組リストをディスプレイ装置１５の画面上に表示する。
【００９９】
図１２に示すように、録画番組リストには、録画開始日時、録画終了日時（または録画時
間）、配信元、番組タイトル、および録画理由を示す。
【０１００】
視聴者は、このリストを見て、どの番組が、いずれの録画理由によって、録画されている
かを確認することができ、リスト中の番組タイトルを選択することによって、その番組を
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再生することができる。
【０１０１】
＜自動再生＞
さらに、図１の蓄積型テレビ受信装置では、システムコントローラ４０は、受信装置の電
源がオンにされているときにおいて、視聴者の操作によらずに、記憶装置部４１に書き込
まれている録画番組リスト、および嗜好データベース７９に記録されている嗜好データに
基づいて、上記のように録画された番組を自動再生する。
【０１０２】
具体的に、システムコントローラ４０は、嗜好データベース７９に記録されている嗜好デ
ータ中の、再生視聴についての曜日別・時間帯別の嗜好度から、視聴者が最も多く再生視
聴する時間帯を検出し、その時間帯に、記憶装置部４１に書き込まれている録画番組リス
トに掲載されている、録画されている番組を自動再生する。
【０１０３】
録画番組リストに録画理由の異なる複数の番組が掲載されているときには、例えば、視聴
者の録画操作によって録画した番組、録画予約によって録画した番組、登録キーワードに
よって録画した番組、嗜好度によって自動録画した番組の順に、自動再生する。録画番組
リストに録画理由が同じ複数の番組が掲載されているときには、例えば、録画開始日時が
先行する番組から順に、自動再生する。
【０１０４】
〔嗜好度算出方法および嗜好度更新方法…図１３～図１８〕
（嗜好度算出方法…図１３～図１５）
上述したように、嗜好度検出部７０の嗜好度算出部７２では、視聴履歴集計部７１から出
力された番組視聴履歴データから、視聴者の当該番組に対する嗜好度Ｐｒとして、例えば
、上記の式（１ａ）で表されるように、当該番組の視聴時間Ｄｗの単位時間Ｌｕに対する
比率Ｒｕ（＝Ｄｗ／Ｌｕ）、および視聴時間率（当該番組の視聴時間Ｄｗの当該番組の時
間長Ｌｃに対する比率）Ｒｃ（＝Ｄｗ／Ｌｃ）の関数であって、かつ、比率Ｒｕが大きい
ほど嗜好度Ｐｒが大きくなり、視聴時間率Ｒｃが大きいほど嗜好度Ｐｒが大きくなる関数
値を算出する。
【０１０５】
より具体的には、嗜好度Ｐｒは、図１３に示す式（１）（２）（３）または（４）によっ
て算出する。ただし、ｍ＞０，ｎ＞０とし、Ｃｒは正の定数とする。上記の式（１ａ）は
、式（１）において、ｍ＝ｎ＝１としたものである。単位時間Ｌｕは、視聴者が調整でき
るようにしてもよい。
【０１０６】
図１４および図１５に、式（１）～（４）のモデルによる嗜好度Ｐｒの算出結果を示す。
【０１０７】
番組Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄは、それぞれ１時間、０．９３３時間（５６分）、０．２５０時間（
１５分）、０．１６７時間（１０分）の時間長Ｌｃの番組であり、ランダムに選ばれた視
聴者が、それぞれに対して同じ嗜好程度を有すると回答した番組である。
【０１０８】
この番組Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄを、それぞれ０．４９３時間（２９分３５秒）、０．２７６時間
（１６分３４秒）、０．２４２時間（１４分３１秒）、０．１５７時間（９分２５秒）、
視聴した場合の、算出された嗜好度Ｐｒを、モデル１～６の６つの場合につき示す。
【０１０９】
モデル１は、式（１）において、ｍ＝ｎ＝１とし、モデル２は、式（１）において、ｍ＝
ｎ＝０．５とし、モデル３は、式（２）において、ｍ＝ｎ＝１とし、モデル４は、式（２
）において、ｍ＝ｎ＝０．５とし、モデル５は、式（３）において、ｍ＝ｎ＝１，Ｃｒ＝
１．０とし、モデル６は、式（４）において、Ｃｒ＝１．０としたものである。いずれも
、単位時間Ｌｕは１時間とした。
【０１１０】
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Ｐｍａｘ／Ｐｍｉｎは、同一モデル内での、番組Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄに対する嗜好度Ｐｒ中の
最大値と最小値との比であり、視聴時間Ｄｗ（比率Ｒｕ）および視聴時間率Ｒｃの違いに
よる嗜好度Ｐｒのバラツキの程度を示すものである。
【０１１１】
図１４に示すモデル１～４の間では、モデル２が最もバラツキが小さく、次にモデル４が
バラツキが小さく、モデル３が最もバラツキが大きい。したがって、式（１）（２）につ
いては、両者の間でｍ，ｎが同じであれば、式（２）より、式（１）の方が、より実態に
即したものとなり、式（１）のみについては、または式（２）のみについては、ｍ＝ｎ＝
１にした場合より、ｍ＝ｎ＝０．５にした場合の方が、より実態に即したものとなる。
【０１１２】
図１５に示すモデル５，６の間では、モデル６より、モデル５の方が、バラツキが小さく
、より実態に即したものとなり、式（３）（４）については、ｍ＝ｎ＝１，Ｃｒ＝１．０
とする限りでは、式（４）より、式（３）の方が、より好ましい。
【０１１３】
視聴者の視聴形態は、視聴者によって、または時期や状況によって、様々であるので、視
聴者がモデル１～６中のいずれかを選択できるように、または視聴者の視聴形態からシス
テムコントローラ４０が所定のアルゴリズムによってモデル１～６中のいずれかを選択す
るように、システムを構成すると、より好ましい。
【０１１４】
なお、式（１）～（４）において、Ｄｗ／Ｌｃに係数ｋを乗じ、式（１）において、第１
項に係数ａを乗じ、または第２項に係数ｂを乗じる、などの変形をしてもよい。ただし、
係数ｋ，ａ，ｂは、いずれも正とする。
【０１１５】
（嗜好度更新方法…図１６～図１８）
上述したように、嗜好度検出部７０の嗜好度更新部７３では、嗜好度算出部７２から出力
された嗜好一次データによって、定期的に放送される番組につき、嗜好データベース７９
に記録されている嗜好度を更新する。
【０１１６】
すなわち、具体的には、嗜好一次データ中の嗜好度Ｐｒを、嗜好データ中の更新前の嗜好
度Ｐｏに、ある比率で加算し、その加算後の嗜好度Ｐｎを、更新後の嗜好度とする。
【０１１７】
この場合、一つの方法としては、上述したように、図１６に示す式（５）によって嗜好度
を更新する。係数αは、上述したように、図１７に示す式（６）で表されるものとする。
【０１１８】
さらに、別の方法として、確か度Ｔｘを用いず、図１８の式（７）で表されるように、更
新前の嗜好度Ｐｏと、算出された嗜好度Ｐｒとを、１：１で加算した結果の嗜好度Ｐｎを
、更新後の嗜好度とする。
【０１１９】
この場合、嗜好データベース７９に記録された嗜好度Ｐｎの最大値Ｐｍａｘが、しきい値
Ｐｔｈ（図９で示したしきい値Ｐｔｈとは別の値である）を超える場合には、図１８の式
（８）で表されるように、嗜好データベース７９に記録されている全ての嗜好度を等倍率
で減少させる。
【０１２０】
これによって、嗜好データベース７９に記録された嗜好度Ｐｎを一定範囲内に限定するこ
とができるとともに、相対的に古い嗜好度を減少させて、視聴者の嗜好の時間的変化に対
応させることができる。
【０１２１】
〔他の実施形態〕
図１の実施形態は、コンテンツとして地上波アナログ放送および衛星デジタル放送の番組
を受信する場合であるが、コンテンツとしてケーブルテレビ放送や地上波デジタル放送な
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どの番組を受信する場合にも、この発明を適用することができる。
【０１２２】
さらに、放送番組に限らず、したがってテレビ受信装置に限らず、インターネットなどの
外部ネットワークを介して配信元から配信された、音楽などの音声情報、動画または静止
画やゲームソフトの画像情報などのコンテンツを受信し、ダウンロードする場合にも、こ
の発明を適用することができる。
【０１２３】
【発明の効果】
上述したように、この発明によれば、放送番組などのコンテンツに対する視聴者の嗜好度
を、実態に即したものとして的確に算出することができ、視聴者の嗜好に合ったコンテン
ツの提示、自動受信、自動記録、自動再生を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明のコンテンツ受信装置の一実施形態を示す図である。
【図２】嗜好度検出部の一例を示す図である。
【図３】視聴履歴データの一例を示す図である。
【図４】番組識別情報の一例を示す図である。
【図５】番組識別情報の他の例を示す図である。
【図６】番組視聴履歴データの一例を示す図である。
【図７】視聴時間の説明に供する図である。
【図８】番組視聴中の操作の説明に供する図である。
【図９】嗜好一次データ算出処理ルーチンの一例を示す図である。
【図１０】嗜好一次データの一例を示す図である。
【図１１】嗜好データの一例を示す図である。
【図１２】録画番組リストの一例を示す図である。
【図１３】嗜好度算出のための式の一例を示す図である。
【図１４】図１３の各式のモデルによる嗜好度算出結果を示す図である。
【図１５】図１３の各式のモデルによる嗜好度算出結果を示す図である。
【図１６】嗜好度更新のための式の一例を示す図である。
【図１７】図１６の式中の係数の算出式を示す図である。
【図１８】嗜好度更新のための式の他の例を示す図である。
【符号の説明】
主要部については図中に全て記述したので、ここでは省略する。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

(17) JP 3654349 B2 2005.6.2



【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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