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(57)【要約】
【課題】日常的な行動習慣に基づいてユーザの異常を精
度良く検知すること。
【解決手段】コンテンツを再生するコンテンツ再生部（
１０２）と、前記コンテンツ再生部（１０２）を利用し
たコンテンツの再生習慣を検出する習慣検出部（１０２
、１０４）と、前記習慣検出部（１０２、１０４）によ
り検出された再生習慣から推定される再生動作が実行さ
れない場合に、異常であると判定する異常判定部（１１
４）と、を備える、コンテンツ再生装置（１００）が提
供される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを再生するコンテンツ再生部と、
　前記コンテンツ再生部を利用したコンテンツの再生習慣を検出する習慣検出部と、
　前記習慣検出部により検出された再生習慣から推定される再生動作が実行されない場合
に、異常であると判定する異常判定部と、
を備える、コンテンツ再生装置。
【請求項２】
　前記コンテンツは、リアルタイムで配信されるコンテンツであり、
　前記コンテンツ再生装置は、
　前記習慣検出部により検出された再生習慣から推定される再生動作が実行されない場合
、現時点で配信されている第１のコンテンツと、同時間帯において前記再生習慣の検出時
に配信されていた第２のコンテンツと、を比較するコンテンツ比較部をさらに備え、
　前記異常判定部は、
　前記習慣検出部により検出された再生習慣から推定される再生開始動作が実行されず、
かつ、前記コンテンツ比較部による比較の結果、前記第１のコンテンツと前記第２のコン
テンツとが同種である場合に、異常であると判定する、
　請求項１に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項３】
　ユーザにより前記コンテンツ再生部を利用して再生されたコンテンツの種類を解析して
前記ユーザの嗜好を検出する嗜好検出部と、
　前記習慣検出部により検出された再生習慣から推定される再生終了動作が実行されず、
かつ、前記コンテンツ比較部による比較の結果、前記第１のコンテンツと前記第２のコン
テンツとが異種である場合に、前記第１のコンテンツが前記嗜好検出部により検出された
ユーザの嗜好に適合しているか否かを判定する嗜好判定部と、
をさらに備え、
　前記異常判定部は、前記習慣検出部により検出された再生習慣から推定される再生終了
動作が実行されず、前記コンテンツ比較部による比較の結果、前記第１のコンテンツと前
記第２のコンテンツとが異種であり、かつ、前記嗜好判定部により前記第１のコンテンツ
が前記嗜好検出部により検出されたユーザの嗜好に適合していない場合に、異常であると
判定する、
　請求項２に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項４】
　ユーザにより前記コンテンツ再生部を利用して再生されたコンテンツの種類を解析して
前記ユーザの嗜好を検出する嗜好検出部と、
　前記習慣検出部により検出された再生習慣から推定される再生コンテンツの変更動作が
実行されず、かつ、前記コンテンツ比較部による比較の結果、前記第１のコンテンツと前
記第２のコンテンツとが異種である場合に、前記第１のコンテンツが前記嗜好検出部によ
り検出されたユーザの嗜好に適合しているか否かを判定する嗜好判定部と、
をさらに備え、
　前記異常判定部は、前記習慣検出部により検出された再生習慣から推定される再生コン
テンツの変更動作が実行されず、前記コンテンツ比較部による比較の結果、前記第１のコ
ンテンツと前記第２のコンテンツとが異種であり、かつ、前記嗜好判定部により前記第１
のコンテンツが前記嗜好検出部により検出されたユーザの嗜好に適合していない場合に、
異常であると判定する、
　請求項２に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項５】
　前記異常判定部により異常であると判定された場合に、所定の外部装置に対して異常を
通知する異常通知部をさらに備える、
　請求項３又は４に記載のコンテンツ再生装置。
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【請求項６】
　前記異常通知部により所定の外部装置に対して異常を通知する前に、当該異常を通知す
る旨を示す音声又は映像を出力する事前通知部と、
　前記事前通知部により音声又は映像が出力された後、ユーザ操作に応じて前記異常通知
部により所定の外部装置に対して異常が通知されないように制御する通知停止部と、
をさらに備え、
　前記異常通知部は、前記事前通知部により音声又は映像が出力された後、前記通知停止
部により制御が行われないまま所定時間が経過した場合に、前記所定の外部装置に対して
異常を通知する、
　請求項５に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項７】
　前記コンテンツ比較部は、メタデータに基づいて、現時点で配信されている第１のコン
テンツと、同時間帯において前記再生習慣の検出時に配信されていた第２のコンテンツと
、を比較する、
　請求項６に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項８】
　前記コンテンツ再生部により再生されたコンテンツを視聴可能な所定範囲内に存在する
人の動きを検知することが可能な人感センサをさらに備え、
　前記異常判定部は、前記人感センサにより所定範囲内に存在する人の動きが検知された
場合には異常であると判定しない、
　請求項６に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項９】
　前記コンテンツ再生部により再生されたコンテンツを視聴可能な所定範囲内に存在する
物体を撮像し、撮像した物体の画像から人の一部を検出する人センサと、
　所定の時間間隔で前記人センサにより続けて検出された顔の位置に基づき、前記人セン
サにより検出された人の動きを検知する動きセンサと、
をさらに備え、
　前記異常判定部は、前記動きセンサにより所定範囲内に存在する人の動きが検知された
場合には異常であると判定しない、
　請求項６に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項１０】
　所定のユーザが居る場所を検知する場所検知機器から、当該所定のユーザが居る場所の
情報を取得する居場所取得部と、
　前記居場所取得部により取得された前記所定のユーザが居る場所の情報に基づき、前記
所定のユーザが前記コンテンツ再生部により再生されたコンテンツを視聴可能な所定範囲
内に存在するか否かを判定する居場所判定部と、
をさらに備え、
　前記異常判定部は、前記居場所判定部により前記所定のユーザが前記所定範囲内に存在
しない場合には異常であると判定しない、
　請求項６に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項１１】
　家庭内の電力消費量を管理する電力メータから、当該家庭内の電力消費量を示す電力情
報を取得する電力情報取得部と、
　家庭内に人が居る場合に観測される平均的な電力消費量と、前記電力情報取得部により
取得された電力消費量とを比較する電力比較部と、
をさらに備え、
　前記異常判定部は、前記電力比較部による比較の結果、前記平均的な電力消費量と現時
点で前記電力情報取得部により取得された電力消費量とが乖離している場合には異常であ
ると判定しない、
　請求項６に記載のコンテンツ再生装置。
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【請求項１２】
　他のコンテンツ再生装置におけるコンテンツの再生状況を示す他装置情報を取得する他
装置情報取得部をさらに備え、
　前記異常判定部は、前記他装置情報取得部により取得された他装置情報に基づき、前記
他のコンテンツ再生装置においてコンテンツが再生されている場合には異常であると判定
しない、
　請求項６に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項１３】
　他のコンテンツ再生装置において再生されたコンテンツに関する情報、及び前記他のコ
ンテンツ再生装置においてコンテンツが再生された時間に関する情報を取得する他機器コ
ンテンツ再生情報取得部をさらに備え、
　前記習慣検出部は、前記コンテンツ再生部を利用したコンテンツの再生習慣、前記他の
コンテンツ再生装置におけるコンテンツの再生習慣を検出し、
　前記嗜好検出部は、ユーザにより前記コンテンツ再生部を利用して再生されたコンテン
ツの種類、及び前記他のコンテンツ再生装置において再生されたコンテンツの種類を解析
して前記ユーザの嗜好を検出する、
　請求項５に記載のコンテンツ再生装置。
【請求項１４】
　位置情報を取得する位置情報取得部と、
　外部機器との間で情報をやり取りするための通信部と、
　前記位置情報取得部により取得された位置情報の履歴に基づいてユーザの習慣的な行動
パターンを検知する第１習慣検出部と、
　前記通信部を利用して前記情報をやり取りする習慣を検出する第２習慣検出部と、
　前記第２習慣検出部により検出された習慣に基づいて推定される前記情報のやり取りが
実行されず、かつ、前記第１習慣検出部により検出された習慣的な行動パターンに基づい
て推定される位置情報と、現時点で前記位置情報取得部により取得された位置情報とが乖
離していない場合に、異常であると判定する異常判定部と、
を備える、携帯機器。
【請求項１５】
　コンテンツを再生するコンテンツ再生ステップと、
　前記コンテンツ再生ステップにて再生されるコンテンツの再生習慣を検出する習慣検出
ステップと、
　前記習慣検出ステップにて検出された再生習慣から推定される再生動作が実行されない
場合に、異常であると判定する異常判定ステップと、
を含む、異常検知方法。
【請求項１６】
　位置情報を取得する位置情報取得部と、外部機器との間で情報をやり取りするための通
信部と、を有する携帯機器が、
　前記位置情報取得部により取得された位置情報の履歴に基づいてユーザの習慣的な行動
パターンを検知する第１習慣検出ステップと、
　前記通信部を利用して前記情報をやり取りする習慣を検出する第２習慣検出ステップと
、
　前記第２習慣検出ステップにて検出された習慣に基づいて推定される前記情報のやり取
りが実行されず、かつ、前記第１習慣検出ステップにて検出された習慣的な行動パターン
に基づいて推定される位置情報と、現時点で前記位置情報取得部により取得された位置情
報とが乖離していない場合に、異常であると判定する異常判定ステップと、
を含む、異常検知方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、コンテンツ再生装置、携帯機器、及び異常検知方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高齢者の単身者世帯が増加している。介護施設に入居している高齢者は、その介
護施設に勤務する介護者や看護者によって生活のサポートを受けている。そのため、介護
施設で生活する高齢者の親族は、介護者や看護者を介して容易に安否の確認を行うことが
できる。一方、単身で生活する高齢者の親族等は、住居に直接訪れたり、定期的に電話等
で連絡したりして安否の確認を行う必要がある。
【０００３】
　しかし、高齢者と親族等が離れた場所で生活していたりすると、親族等が高齢者の住居
に直接訪問するのは容易でない。また、電話等で連絡がつかない場合、親族等は、単に外
出中なのか、高齢者の身に何かあったのか、という判断ができない。こうした状況を背景
に、単身で生活する人の安否を容易に確認できるようにする仕組みが求められている。こ
うした確認を人が行う社会的な仕組みは、既に民間企業や地方自治体等により実践されて
いる。しかしながら、こうした仕組みの実践には大きなコストが掛かるため、全ての単身
者世帯に対して頻繁に人を訪問させるのは難しいのが現状である。
【０００４】
　そこで、単身者の日常的な安否確認を機械で行えるようにする仕組みが考案された。例
えば、下記の特許文献１では、家の中に設置した複数の人感センサを利用して単身者の日
常的な安否確認を行う仕組みが提案されている。また、下記の特許文献２では、家の中に
設置した複数の圧力センサを利用して単身者の日常的な安否確認を行う仕組みが提案され
ている。さらに、下記の特許文献３、４には、テレビの電源オン／オフやチャンネル選択
等の操作を監視し、日常的な操作との違いを検知することにより、単身者の日常的な安否
確認を行う仕組みが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１０－２５７２０４号公報
【特許文献２】特開２０００－５７４６２号公報
【特許文献３】特開平１１－４７２００号公報
【特許文献４】特開２００２－９９９７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、上記の特許文献１、２で提案されている仕組みは、家の中に大がかりなセンサ
の設置を前提とする。そのため、この仕組みを導入する場合には大きな費用負担が発生す
る。また、人感センサや圧力センサは、人に限らず、ペットにも反応してしまう。そのた
め、ペットを飼育している単身者世帯においては誤報が絶えないという問題がある。
【０００７】
　一方、上記の特許文献３、４で提案されている仕組みは、日常的な操作の登録を前提と
する。そのため、この仕組みを利用するには、視聴者の視聴習慣を十分に把握した上で、
日常的な操作を事前に登録することが必要になる。また、テレビ番組の改変や特別番組の
放送等のために視聴時間が日常と変わり、日常と異なる操作が行われると、テレビが、そ
の操作を誤って異常と判定してしまう。
【０００８】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、より精度良く異常検知することが可能な、新規かつ改良されたコンテンツ再生装置、
携帯機器、及び異常検知方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、コンテンツを再生するコンテ
ンツ再生部と、前記コンテンツ再生部を利用したコンテンツの再生習慣を検出する習慣検
出部と、前記習慣検出部により検出された再生習慣から推定される再生動作が実行されな
い場合に、異常であると判定する異常判定部と、を備える、コンテンツ再生装置が提供さ
れる。
【００１０】
　また、前記コンテンツは、リアルタイムで配信されるコンテンツであり、前記コンテン
ツ再生装置は、前記習慣検出部により検出された再生習慣から推定される再生動作が実行
されない場合、現時点で配信されている第１のコンテンツと、同時間帯において前記再生
習慣の検出時に配信されていた第２のコンテンツと、を比較するコンテンツ比較部をさら
に備え、前記異常判定部は、
　前記習慣検出部により検出された再生習慣から推定される再生開始動作が実行されず、
かつ、前記コンテンツ比較部による比較の結果、前記第１のコンテンツと前記第２のコン
テンツとが同種である場合に、異常であると判定するように構成されていてもよい。
【００１１】
　また、上記のコンテンツ再生装置は、ユーザにより前記コンテンツ再生部を利用して再
生されたコンテンツの種類を解析して前記ユーザの嗜好を検出する嗜好検出部と、前記習
慣検出部により検出された再生習慣に基づいて推定される再生終了動作が実行されず、か
つ、前記コンテンツ比較部による比較の結果、前記第１のコンテンツと前記第２のコンテ
ンツとが異種である場合に、前記第１のコンテンツが前記嗜好検出部により検出されたユ
ーザの嗜好に適合しているか否かを判定する嗜好判定部と、をさらに備えていてもよい。
この場合、前記異常判定部は、前記習慣検出部により検出された再生習慣に基づいて推定
される再生終了動作が実行されず、前記コンテンツ比較部による比較の結果、前記第１の
コンテンツと前記第２のコンテンツとが異種であり、かつ、前記嗜好判定部により前記第
１のコンテンツが前記嗜好検出部により検出されたユーザの嗜好に適合していない場合に
、異常であると判定する。
【００１２】
　また、上記のコンテンツ再生装置は、ユーザにより前記コンテンツ再生部を利用して再
生されたコンテンツの種類を解析して前記ユーザの嗜好を検出する嗜好検出部と、前記習
慣検出部により検出された再生習慣に基づいて推定される、再生コンテンツの変更動作が
実行されず、かつ、前記コンテンツ比較部による比較の結果、前記第１のコンテンツと前
記第２のコンテンツとが異種である場合に、前記第１のコンテンツが前記嗜好検出部によ
り検出されたユーザの嗜好に適合しているか否かを判定する嗜好判定部と、をさらに備え
ていてもよい。この場合、前記異常判定部は、前記習慣検出部により検出された再生習慣
に基づいて推定される再生コンテンツの変更動作が実行されず、前記コンテンツ比較部に
よる比較の結果、前記第１のコンテンツと前記第２のコンテンツとが異種であり、かつ、
前記嗜好判定部により前記第１のコンテンツが前記嗜好検出部により検出されたユーザの
嗜好に適合していない場合に、異常であると判定する。
【００１３】
　また、上記のコンテンツ再生装置は、前記異常判定部により異常であると判定された場
合に、所定の外部装置に対して異常を通知する異常通知部をさらに備えていてもよい。
【００１４】
　また、上記のコンテンツ再生装置は、前記異常通知部により所定の外部装置に対して異
常を通知する前に、当該異常を通知する旨を示す音声又は映像を出力する事前通知部と、
　前記事前通知部により音声又は映像が出力された後、ユーザ操作に応じて前記異常通知
部により所定の外部装置に対して異常が通知されないように制御する通知停止部と、をさ
らに備えていてもよい。この場合、前記異常通知部は、前記事前通知部により音声又は映
像が出力された後、前記通知停止部により制御が行われないまま所定時間が経過した場合
に、前記所定の外部装置に対して異常を通知する。
【００１５】
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　また、前記コンテンツ比較部は、電子番組表に基づいて、現時点で配信されている第１
のコンテンツと、同時間帯において前記再生習慣の検出時に配信されていた第２のコンテ
ンツと、を比較するように構成されていてもよい。
【００１６】
　また、上記のコンテンツ再生装置は、前記コンテンツ再生部により再生されたコンテン
ツを視聴可能な所定範囲内に存在する人の動きを検知することが可能な人感センサをさら
に備えていてもよい。この場合、前記異常判定部は、前記人感センサにより所定範囲内に
存在する人の動きが検知された場合には異常であると判定しない。
【００１７】
　また、上記のコンテンツ再生装置は、前記コンテンツ再生部により再生されたコンテン
ツを視聴可能な所定範囲内に存在する物体を撮像し、撮像した物体の画像から人の一部を
検出する人センサと、所定の時間間隔で前記人センサにより続けて検出された顔の位置に
基づき、前記人センサにより検出された人の動きを検知する動きセンサと、をさらに備え
ていてもよい。この場合、前記異常判定部は、前記動きセンサにより所定範囲内に存在す
る人の動きが検知された場合には異常であると判定しない。
【００１８】
　また、上記のコンテンツ再生装置は、所定のユーザが居る場所を検知する場所検知機器
から、当該所定のユーザが居る場所の情報を取得する居場所取得部と、前記居場所取得部
により取得された前記所定のユーザが居る場所の情報に基づき、前記所定のユーザが前記
コンテンツ再生部により再生されたコンテンツを視聴可能な所定範囲内に存在するか否か
を判定する居場所判定部と、をさらに備えていてもよい。この場合、前記異常判定部は、
前記居場所判定部により前記所定のユーザが前記所定範囲内に存在しない場合には異常で
あると判定しない。
【００１９】
　また、上記のコンテンツ再生装置は、家庭内の電力消費量を管理する電力メータから、
当該家庭内の電力消費量を示す電力情報を取得する電力情報取得部と、家庭内に人が居る
場合に観測される平均的な電力消費量と、前記電力情報取得部により取得された電力消費
量とを比較する電力比較部と、をさらに備えていてもよい。この場合、前記異常判定部は
、前記電力比較部による比較の結果、前記平均的な電力消費量と現時点で前記電力情報取
得部により取得された電力消費量とが乖離している場合には異常であると判定しない。
【００２０】
　また、上記のコンテンツ再生装置は、他のコンテンツ再生装置におけるコンテンツの再
生状況を示す他装置情報を取得する他装置情報取得部をさらに備えていてもよい。この場
合、前記異常判定部は、前記他装置情報取得部により取得された他装置情報に基づき、前
記他のコンテンツ再生装置においてコンテンツが再生されている場合には異常であると判
定しない。
【００２１】
　また、上記のコンテンツ再生装置は、他のコンテンツ再生装置において再生されたコン
テンツに関する情報、及び前記他のコンテンツ再生装置においてコンテンツが再生された
時間に関する情報を取得する他機器コンテンツ再生情報取得部をさらに備えていてもよい
。この場合、前記習慣検出部は、前記コンテンツ再生部を利用したコンテンツの再生習慣
、前記他のコンテンツ再生装置におけるコンテンツの再生習慣を検出し、前記嗜好検出部
は、ユーザにより前記コンテンツ再生部を利用して再生されたコンテンツの種類、及び前
記他のコンテンツ再生装置において再生されたコンテンツの種類を解析して前記ユーザの
嗜好を検出する。
【００２２】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、位置情報を取得する位
置情報取得部と、外部機器との間で情報をやり取りするための通信部と、前記位置情報取
得部により取得された位置情報の履歴に基づいてユーザの習慣的な行動パターンを検知す
る第１習慣検出部と、前記通信部を利用して前記情報をやり取りする習慣を検出する第２
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習慣検出部と、前記第２習慣検出部により検出された習慣に基づいて推定される前記情報
のやり取りが実行されず、かつ、前記第１習慣検出部により検出された習慣的な行動パタ
ーンに基づいて推定される位置情報と、現時点で前記位置情報取得部により取得された位
置情報とが乖離していない場合に、異常であると判定する異常判定部と、を備える、携帯
機器が提供される。
【００２３】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、コンテンツを再生する
コンテンツ再生ステップと、前記コンテンツ再生ステップにて再生されるコンテンツの再
生習慣を検出する習慣検出ステップと、前記習慣検出ステップにて検出された再生習慣か
ら推定される再生動作が実行されない場合に、異常であると判定する異常判定ステップと
、を含む、異常検知方法が提供される。
【００２４】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、位置情報を取得する位
置情報取得部と、外部機器との間で情報をやり取りするための通信部と、を有する携帯機
器が、前記位置情報取得部により取得された位置情報の履歴に基づいてユーザの習慣的な
行動パターンを検知する第１習慣検出ステップと、前記通信部を利用して前記情報をやり
取りする習慣を検出する第２習慣検出ステップと、前記第２習慣検出ステップにて検出さ
れた習慣に基づいて推定される前記情報のやり取りが実行されず、かつ、前記第１習慣検
出ステップにて検出された習慣的な行動パターンに基づいて推定される位置情報と、現時
点で前記位置情報取得部により取得された位置情報とが乖離していない場合に、異常であ
ると判定する異常判定ステップと、を含む、異常検知方法が提供される。
【００２５】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、上記のコンテンツ再生
装置、携帯機器が備える各構成要素の機能をコンピュータにより実現することが可能なプ
ログラムが提供される。さらに、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば
、当該プログラムが記録された、コンピュータにより読み取り可能な記録媒体が提供され
る。
【発明の効果】
【００２６】
　以上説明したように本発明によれば、より精度良く異常検知することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の一実施形態に係るコンテンツ再生装置の機能構成を説明するための説明
図である。
【図２】同実施形態に係るコンテンツ再生装置の動作を説明するための説明図である。
【図３】同実施形態に係るコンテンツ再生装置の動作を説明するための説明図である。
【図４】同実施形態に係るコンテンツ再生装置の動作を説明するための説明図である。
【図５】同実施形態に係るコンテンツ再生装置において算出される習慣情報の構成を説明
するための説明図である。
【図６】同実施形態に係るコンテンツ再生装置において取得されるメタデータの構成を説
明するための説明図である。
【図７】同実施形態に係るコンテンツ再生装置において算出される嗜好情報の構成を説明
するための説明図である。
【図８】同実施形態に係るコンテンツ再生装置のハードウェア構成を説明するための説明
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
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【００２９】
　［説明の流れについて］
　ここで、以下に記載する本発明の実施形態に関する説明の流れについて簡単に述べる。
まず、図１を参照しながら、本実施形態に係るコンテンツ再生装置１００の機能構成につ
いて説明する。次いで、図２～図４を参照しながら、本実施形態に係るコンテンツ再生装
置１００の動作について説明する。この中で、図５～図７を参照しながら、本実施形態に
係るコンテンツ再生装置１００において利用される習慣情報、メタデータ、嗜好情報の構
成について説明する。
【００３０】
　次いで、図８を参照しながら、本実施形態に係るコンテンツ再生装置１００のハードウ
ェア構成例について説明する。次いで、本実施形態に係るコンテンツ再生装置１００の仕
組みを携帯機器へ応用する方法について述べる。最後に、同実施形態の技術的思想につい
て纏め、当該技術的思想から得られる作用効果について簡単に説明する。
【００３１】
　（説明項目）
　１：実施形態
　　　１－１：コンテンツ再生装置１００の機能構成
　　　１－２：コンテンツ再生装置１００の動作
　　　１－３：ハードウェア構成例
　　　１－４：携帯機器への応用について
　２：まとめ
【００３２】
　＜１：実施形態＞
　以下、本発明の一実施形態について説明する。本実施形態は、コンテンツを再生する機
器（例えば、テレビ、ラジオ、音楽プレーヤ、録画再生装置、携帯電話、ゲーム機等）に
搭載されるユーザの異常検知機能に関する。特に、コンテンツのメタデータ、ユーザの視
聴習慣、ユーザの嗜好等を活用して、ユーザの異常を検知する異常検知機能に関する。な
お、以下の説明において、カメラで撮影した画像を活用したり、ユーザの視聴習慣や嗜好
を他の機器と共有したりして異常検知の精度を高める拡張方法についても述べる。
【００３３】
　［１－１：コンテンツ再生装置１００の機能構成］
　まず、図１を参照しながら、本実施形態に係るコンテンツ再生装置１００の機能構成に
ついて説明する。図１は、本実施形態に係るコンテンツ再生装置１００の機能構成につい
て説明するための説明図である。
【００３４】
　図１に示すように、コンテンツ再生装置１００は、主に、コンテンツ再生部１０２、ユ
ーザ習慣推定部１０４、ユーザ嗜好推定部１０６、人感センサ１０８、撮像部１１０、画
像処理部１１２、異常検出部１１４、異常通知部１１６により構成される。
【００３５】
　（コンテンツ再生部１０２）
　コンテンツ再生部１０２は、コンテンツを再生する機能を有する。また、コンテンツ再
生部１０２は、コンテンツのメタデータを取得する機能を有する。さらに、コンテンツ再
生部１０２は、リモートコントローラ等を介して行われたユーザの操作に応じて、電源の
オン／オフを切り替えたり、コンテンツを切り替えたりする機能を有する。
【００３６】
　例えば、コンテンツ再生部１０２は、テレビジョン受像器、録画再生装置、ラジオ、又
は音楽プレーヤ等における再生機能を提供する。また、コンテンツの種類としては、例え
ば、テレビジョン放送網を介して配信される画像や音声、ラジオ放送網を介して配信され
る音声、インターネットやケーブルテレビジョン放送網等の情報網を介して配信される画
像や音声等がある。そして、メタデータとしては、例えば、コンテンツの配信時間帯、配
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信チャンネル、ジャンル、出演者、番組内容、タイトル、電子番組表等がある。
【００３７】
　コンテンツ再生部１０２は、現時点で再生中のコンテンツに関する情報、過去に再生し
たコンテンツに関する情報、ユーザ操作に関する情報をユーザ習慣推定部１０４、ユーザ
嗜好推定部１０６、異常検出部１１４に入力する。コンテンツに関する情報には、例えば
、コンテンツの内容や種類を示すメタデータ、コンテンツの配信時間帯等の情報が含まれ
る。また、ユーザ操作に関する情報には、例えば、電源のオン／オフ切り替え操作、コン
テンツの切り替え操作、コンテンツの再生／停止操作等の情報が含まれる。
【００３８】
　（ユーザ習慣推定部１０４）
　ユーザ習慣推定部１０４には、主に、コンテンツ再生部１０２からユーザ操作に関する
情報が入力される。ユーザ操作に関する情報が入力されると、ユーザ習慣推定部１０４は
、入力されたユーザ操作に関する情報をユーザ操作の履歴として蓄積する。そして、ユー
ザ習慣推定部１０４は、履歴として蓄積したユーザ操作に関する情報に基づいてユーザの
再生習慣を推定する。例えば、ユーザ習慣推定部１０４は、ユーザが電源をオン／オフす
るタイミングや配信チャンネルを切り替えるタイミングを曜日毎（但し、季節毎、月毎、
平日／土日／祝日に分けた単位毎でもよい。以下同じ。）に推定する。
【００３９】
　また、ユーザ習慣推定部１０４は、ユーザが録画予約を行う時間帯を推定したり、配信
チャンネルを切り替える頻度を推定したりしてもよい。さらに、ユーザ習慣推定部１０４
は、配信チャンネルを切り替える順序を時間帯毎に推定したり、ユーザに固有の操作順序
を推定したりしてもよい。例えば、ユーザは、「配信チャンネルＣｈ８を視聴中にコマー
シャルが配信されると配信チャンネルＣｈ１に切り替える」といった操作や、「電源をオ
ンにした直後に電子番組表を表示する」といった操作を習慣的に行うことがある。ユーザ
習慣推定部１０４は、このような習慣的な操作を推定してもよい。
【００４０】
　ユーザ習慣推定部１０４による推定は、例えば、操作履歴に基づいて実行頻度の高い操
作を抽出したり、同じ操作が行われる時間帯を抽出したりすることで実現できる。ユーザ
習慣推定部１０４は、このようにして推定したユーザ操作の情報を習慣情報（図５を参照
）として保持する。また、ユーザ習慣推定部１０４は、新たに入力されたユーザ操作に関
する情報に基づいて推定を実施し、その推定結果に基づいて習慣情報を更新する。
【００４１】
　この習慣情報は、例えば、図５のように、時間帯毎、曜日毎に区分けされた「所定のユ
ーザ操作が行われる確率」又は「電源オン状態にある確率」等の形で保持される。図５の
例が電源オン状態にある確率を示す場合、この習慣情報から、高い確率で日曜日の７：０
０～１３：００、１７：００～２１：００にコンテンツを視聴する傾向を把握することが
できる。また、図５の例が配信チャンネルを切り替える確率を示す場合、この習慣情報か
ら、高い確率で月曜日の６：００～７：００、１９：００～２２：００に配信チャンネル
を切り替える傾向を把握することができる。なお、配信チャンネルを切り替える傾向から
、コンテンツを視聴する傾向を把握することも可能である。
【００４２】
　上記の例は、ユーザの生活習慣に関する習慣情報である。ユーザ習慣推定部１０４は、
このような生活習慣に関する習慣情報を推定する一方、ユーザ操作に関する情報に基づい
て、そのユーザが視聴する確率の高いコンテンツを曜日毎、時間帯毎に推定する。例えば
、ユーザ習慣推定部１０４は、ユーザ操作の履歴から「日曜日の１７：３０から配信チャ
ンネルＣｈ４を視聴する」確率を算出し、その算出結果を習慣情報として保持する。なお
、ユーザが視聴する確率は、例えば、ユーザ操作の履歴に基づいて配信チャンネル毎に選
択頻度を集計し、その集計結果から容易に得ることが可能である。
【００４３】
　（ユーザ嗜好推定部１０６）
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　ユーザ嗜好推定部１０６には、主に、コンテンツ再生部１０２からコンテンツに関する
情報が入力される。コンテンツに関する情報が入力されると、ユーザ嗜好推定部１０６は
、入力されたコンテンツに関する情報をコンテンツの再生履歴として蓄積する。そして、
ユーザ嗜好推定部１０６は、蓄積したコンテンツの再生履歴に基づいて曜日毎、時間帯毎
にユーザの嗜好を推定する。さらに、ユーザ嗜好推定部１０６は、推定したユーザの嗜好
を嗜好情報（図７を参照）として保持する。また、ユーザ嗜好推定部１０６は、新たに入
力されたコンテンツに関する情報を利用してユーザの嗜好を推定し、その推定結果により
嗜好情報を更新する。
【００４４】
　なお、ユーザの嗜好を推定する具体的な方法としては、例えば、特開２００４－１９２
４６１、特開２００９－２６６０９６、特開２００１ー１６０９５５等に記載の方法（以
下、嗜好推定アルゴリズム）が利用可能である。これらの方法を利用すると、コンテンツ
の再生履歴から、ユーザが好むジャンル、出演者、番組内容、タイトル等を推定すること
ができる。そこで、ユーザ嗜好推定部１０６は、個々の曜日、時間帯に再生されたコンテ
ンツの再生履歴に上記の嗜好推定アルゴリズムを適用し、曜日毎、時間帯毎にユーザの嗜
好を推定する。例えば、図６に示したメタデータが利用できる場合、ユーザ嗜好推定部１
０６は、ユーザが好む配信チャンネル、ジャンル、出演者等を曜日毎、時間帯毎に推定す
ることができる。
【００４５】
　例えば、ユーザ嗜好推定部１０６は、図７に示すように、曜日毎、時間帯毎にメタデー
タの種類に応じた嗜好度を算出する。この嗜好度は、ユーザが好む度合いを示す指標であ
る。この嗜好度は、ユーザが視聴する頻度の高いコンテンツの配信チャンネル、ジャンル
、出演者等がより高い値となるように算出される。図７の例では、時間Ａにおいて「ジャ
ンルがドラマ」「出演者が女優Ｎ」のコンテンツが高い頻度で視聴されている。同様に、
図７の例では、配信チャンネルＣｈ０７１が時間Ｂにおいて高い頻度で視聴されている。
このように、ユーザ嗜好推定部１０６は、再生されたコンテンツに関する情報として入力
されるメタデータの履歴に基づいて、嗜好の度合いを曜日毎、時間帯毎に算出する。
【００４６】
　（人感センサ１０８）
　人感センサ１０８は、コンテンツ再生装置１００の近くに人が居るか否かを検出するセ
ンサである。例えば、人感センサ１０８は、赤外線、超音波、可視光、及びこれらの組み
合わせを利用して人の所在を検知する。また、人感センサ１０８のセンシングエリアは、
例えば、ユーザがコンテンツを視聴可能な範囲に設定される。人感センサ１０８による検
知結果は、センサデータとして異常検出部１１４に入力される。なお、複数の人感センサ
１０８を設置することにより、人の動きを検知することができる。そのため、コンテンツ
再生装置１００には、複数の人感センサ１０８が設置されていてもよい。
【００４７】
　なお、人感センサ１０８は、電気メータの利用状況に関する情報を取得し、平常時の利
用状況と現時点の利用状況とを比較して、ユーザの存在を検知する手段であってもよい。
ユーザが存在しないことが検知された場合には異常ではないため、この手段は、ユーザの
外出等に起因して発生する誤報の防止に利用できる。
【００４８】
　（撮像部１１０、画像処理部１１２）
　撮像部１１０は、被写体により反射した光を集光する光学系、光学系を通して集光した
光を画素毎に光電変換する撮像素子（例えば、ＣＭＯＳやＣＣＤ等）、撮像素子から出力
された電気信号をデジタル画像データに変換するアナログ／デジタル変換器等を含む。撮
像部１１０から出力されたデジタル画像データは、画像処理部１１２に入力される。なお
、撮像部１１０の撮像エリアは、ユーザがコンテンツを視聴可能な範囲に設定される。
【００４９】
　デジタル画像データが入力されると、画像処理部１１２は、デジタル画像データを解析
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し、予め登録されたユーザの人物検出や顔検出を実行する。さらに、画像処理部１１２は
、人物検出や顔検出の結果、及び続けて入力される複数のデジタル画像データを解析し、
人物の動きを検出する。そして、画像処理部１１２は、これらの解析結果から、コンテン
ツ再生装置１００の付近にユーザが居るか、そのユーザに動きがあるか、を判定する。画
像処理部１１２による判定結果は、解析結果として異常検出部１１４に入力される。
【００５０】
　（異常検出部１１４）
　異常検出部１１４には、コンテンツ再生部１０２から現時点のユーザ操作に関する情報
、及びコンテンツに関する情報が入力される。また、異常検出部１１４には、ユーザ習慣
推定部１０４により推定された習慣情報、ユーザ嗜好推定部１０６により推定された嗜好
情報が入力される。さらに、異常検出部１１４には、人感センサ１０８による検知結果を
示すセンサデータ、及び画像処理部１１２の解析結果が入力される。異常検出部１１４は
、これらの情報を利用してユーザの視聴行動に異常がないかを判定する。
【００５１】
　（判定１）
　例えば、異常検出部１１４は、現時点のユーザ操作に関する情報が示す第１のユーザ操
作と、習慣情報から、現時点と同じ曜日や時間帯において期待される第２のユーザ操作と
を比較し、一致しない場合にはユーザの視聴行動に異常があると判定する（以下、判定１
）。但し、異常検出部１１４は、この段階で判定結果を確定させない。
【００５２】
　なお、比較対象とされる第２のユーザ操作としては、例えば、習慣情報の中で、該当す
る曜日及び時間帯において最も確率の高いユーザ操作が選択される。あるいは、比較対象
とされる第２のユーザ操作として、習慣情報の中で、該当する曜日及び時間帯において確
率が所定値以上のユーザ操作が選択される。この場合において、第２のユーザ操作が複数
選択されたとき、いずれかの第２のユーザ操作が第１のユーザ操作に一致していれば、ユ
ーザの視聴行動に異常がないと判定される。
【００５３】
　（判定２）
　判定１においてユーザの視聴行動が異常と判定された場合、異常検出部１１４は、再生
中のコンテンツに関する情報と、嗜好情報から、現時点と同じ曜日や時間帯において期待
されるユーザの嗜好とを比較し、一致しない場合にはユーザの視聴行動に異常があると判
定する（以下、判定２）。判定２においてユーザの視聴行動が異常と判定された場合、異
常検出部１１４は、判定結果を確定させ、異常通知部１１６にユーザの異常を知らせる異
常検出結果を入力する。但し、異常検出部１１４は、この段階で判定結果を確定させずに
、後述する判定３、４を実行してもよい。
【００５４】
　（判定３）
　判定１、２においてユーザの視聴行動が異常と判定された場合、異常検出部１１４は、
センサデータを参照する。センサデータを参照してユーザの動きが確認できた場合、異常
検出部１１４は、ユーザの視聴行動に異常がないと判定する（以下、判定３）。一方、判
定３においてユーザの視聴行動が異常と判定された場合、異常検出部１１４は、判定結果
を確定させ、異常通知部１１６にユーザの異常を知らせる異常検出結果を入力する。但し
、異常検出部１１４は、この段階で判定結果を確定させずに、後述する判定４を実行して
もよい。
【００５５】
　（判定４）
　判定１、２、３においてユーザの視聴行動が異常と判定された場合、異常検出部１１４
は、画像処理部１１２による解析結果を参照する。この解析結果を参照してユーザの動き
が確認できた場合、異常検出部１１４は、ユーザの視聴行動に異常がないと判定する（以
下、判定４）。一方、判定４においてユーザの視聴行動が異常と判定された場合、異常検
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出部１１４は、判定結果を確定させ、異常通知部１１６にユーザの異常を知らせる異常検
出結果を入力する。
【００５６】
　（異常通知部１１６）
　上記の通り、ユーザの視聴行動に異常が見られると、ユーザの異常を知らせる異常検出
結果が異常通知部１１６に入力される。この異常検出結果が入力されると、異常通知部１
１６は、例えば、電話回線１０、インターネット回線２０等を介して外部装置（外部の人
）に対してユーザの異常を通知するために異常検出結果を送信する。例えば、異常通知部
１１６は、ユーザの親族や介護者の電話機やコンピュータ等に対し、そのユーザの異常を
知らせる異常検出結果を送信する。
【００５７】
　なお、異常通知部１１６は、外部装置に異常検出結果を送信する前に、所定時間、異常
検出結果を送信する旨をユーザに知らせる。例えば、異常通知部１１６は、異常検出結果
を送信する旨を示す音声や警報を発したり、コンテンツの再生画面に異常検出結果を送信
する旨を表示したりする。また、異常通知部１１６による通知先は、予め登録されている
ものとする。そして、異常通知部１１６による通知方法としては、例えば、電話連絡、電
子メールの配信等、予め設定された様々な連絡方法が利用される。
【００５８】
　以上、本実施形態に係るコンテンツ再生装置１００の機能構成について説明した。
【００５９】
　［１－２：コンテンツ再生装置１００の動作］
　次に、図２～図４を参照しながら、本実施形態に係るコンテンツ再生装置１００の動作
について説明する。図２～図４は、本実施形態に係るコンテンツ再生装置１００の動作フ
ローを説明するための説明図である。
【００６０】
　（全体的な動作フロー）
　図２に示すように、まず、コンテンツ再生装置１００は、コンテンツ再生部１０２の機
能により、電源をオンにするユーザ操作が行われたか否かを判定する（Ｓ１０２）。電源
をオンにするユーザ操作が行われた場合、コンテンツ再生装置１００は、処理をステップ
Ｓ１０４に進める。一方、電源をオンにするユーザ操作が行われない場合、コンテンツ再
生装置１００は、処理をステップＳ１０２に戻す。
【００６１】
　処理をステップＳ１０４に進めたコンテンツ再生装置１００は、コンテンツ再生部１０
２の機能により、コンテンツの視聴（再生）を開始するユーザ操作が行われたか否かを判
定する（Ｓ１０４）。コンテンツの視聴を開始するユーザ操作が行われた場合、コンテン
ツ再生装置１００は、処理をステップＳ１０６に進める。一方、コンテンツの視聴を開始
するユーザ操作が行われていない場合、コンテンツ再生装置１００は、処理をステップＳ
１０４に戻す。
【００６２】
　処理をステップＳ１０６に進めたコンテンツ再生装置１００は、コンテンツ再生部１０
２の機能により、視聴開始時刻、再生するコンテンツに関するメタデータを取得し、ユー
ザ習慣推定部１０４、ユーザ嗜好推定部１０６、異常検出部１１４に向けて出力する（Ｓ
１０６）。
【００６３】
　次いで、コンテンツ再生装置１００は、コンテンツ再生部１０２の機能により、コンテ
ンツを切り替えるユーザ操作が行われたか否かを判定する（Ｓ１０８）。コンテンツを切
り替えるユーザ操作が行われた場合、コンテンツ再生装置１００は、処理をステップＳ１
１０に進める。一方、コンテンツを切り替えるユーザ操作が行われない場合、コンテンツ
再生装置１００は、処理をステップＳ１１２に進める。
【００６４】
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　処理をステップＳ１１０に進めたコンテンツ再生装置１００は、コンテンツ再生部１０
２の機能により、コンテンツの切り替え時刻、切り替え後のコンテンツに関するメタデー
タを取得し、ユーザ習慣推定部１０４、ユーザ嗜好推定部１０６、異常検出部１１４に向
けて出力する（Ｓ１１０）。そして、コンテンツ再生装置１００は、処理をステップＳ１
１２に進める。
【００６５】
　処理をステップＳ１１２に進めたコンテンツ再生装置１００は、コンテンツ再生部１０
２の機能により、電源をオフにするユーザ操作が行われたか否かを判定する（Ｓ１１２）
。電源をオフにするユーザ操作が行われた場合、コンテンツ再生装置１００は、処理をス
テップＳ１１４に進める。一方、電源をオフにするユーザ操作が行われない場合、コンテ
ンツ再生装置１００は、処理をステップＳ１０４に戻す。
【００６６】
　処理をステップＳ１１４に進めたコンテンツ再生装置１００は、コンテンツ再生部１０
２の機能により、電源をオフにするユーザ操作が行われた時刻を視聴終了時刻として、ユ
ーザ習慣推定部１０４、ユーザ嗜好推定部１０６に向けて出力する（Ｓ１１４）。次いで
、コンテンツ再生装置１００は、ユーザ習慣推定部１０４及びユーザ嗜好推定部１０６の
機能により、習慣の推定及び嗜好の推定を実行し、その推定結果を習慣情報及び嗜好情報
として記録して（Ｓ１１６）、一連の動作を終了する。
【００６７】
　ステップＳ１０２～Ｓ１１６の処理を実行することにより、異常検出に用いる習慣情報
及び嗜好情報が得られる。なお、ここでは電源をオフにするユーザ操作が行われた後で習
慣の推定及び嗜好の推定を実行する例を示したが、コンテンツの切り替えが行われた際（
ステップＳ１１０）に習慣の推定及び嗜好の推定が実行される構成にしてもよい。
【００６８】
　（推定処理に関する動作フロー）
　次に、図３を参照しながら、習慣の推定及び嗜好の推定に関するコンテンツ再生装置１
００の動作フローについて、より詳細に説明する。なお、ここで説明する動作フローは、
主にユーザ習慣推定部１０４、ユーザ嗜好推定部１０６の機能に関する。
【００６９】
　図３に示すように、まず、ユーザ習慣推定部１０４が、コンテンツ再生部１０２から、
今回の視聴開始時刻、視聴終了時刻を取得する（Ｓ１３２）。次いで、ユーザ習慣推定部
１０４は、既に保持している過去の習慣情報（図５を参照）を読み込む（Ｓ１３４）。次
いで、ユーザ習慣推定部１０４は、現時点と同じ曜日の視聴履歴を更新し、新たな視聴履
歴に基づく習慣の推定結果（例えば、視聴確率等）で習慣情報を改訂する（Ｓ１３６）。
　
【００７０】
　次いで、ユーザ嗜好推定部１０６が、コンテンツ再生部１０２から、今回再生したコン
テンツに関するメタデータ（図６を参照）を取得する（Ｓ１３８）。次いで、ユーザ嗜好
推定部１０６は、既に保持している過去の嗜好情報（図７を参照）を読み込む（Ｓ１４０
）。次いで、ユーザ嗜好推定部１０６は、現時点と同じ曜日のメタデータを更新し、新た
なメタデータに基づく嗜好の推定結果で嗜好情報を改訂する（Ｓ１４２）。
【００７１】
　ステップＳ１３２～Ｓ１４２の処理を実行することにより、新たな視聴情報に基づいて
推定されたユーザの習慣及び嗜好に基づいて習慣情報及び嗜好情報が更新される。
【００７２】
　（異常検出に関する動作フロー）
　次に、図４を参照しながら、異常検出に関するコンテンツ再生装置１００の動作フロー
について、より詳細に説明する。なお、ここで説明する動作フローは、主に、異常検出部
１１４の機能に関する。なお、図４の動作フローは、図２の動作フローとは独立している
ため、図２の動作フローと並列に実行される。
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【００７３】
　まず、異常検出部１１４は、習慣情報及び嗜好情報が十分に蓄積されたか否かを判定す
る（Ｓ１５２）。例えば、異常検出部１１４は、コンテンツの視聴総時間が所定の閾値を
越えたか否かを判定する。
【００７４】
　信頼できる異常検出結果を得るためには、十分な量の情報を含む習慣情報及び嗜好情報
が必要である。そのため、異常検出部１１４は、習慣情報及び嗜好情報が十分に蓄積され
ていない場合、処理をステップＳ１５２に戻す。一方、習慣情報及び嗜好情報が十分に蓄
積された場合、異常検出部１１４は、処理をステップＳ１５４に進める。なお、コンテン
ツの視聴時間帯や好みのジャンル等を習慣情報及び嗜好情報の初期値として登録しておき
、この初期値を利用して、習慣情報及び嗜好情報が十分に蓄積されるまでの時間を短縮し
てもよい。
【００７５】
　ステップＳ１５４に処理を進めた異常検出部１１４は、習慣情報、嗜好情報が更新され
たか否かを判定する（Ｓ１５４）。習慣情報、嗜好情報が更新された場合、異常検出部１
１４は、処理をステップＳ１５６に進める。一方、習慣情報、嗜好情報が更新されていな
い場合、異常検出部１１４は、処理をステップＳ１５８に進める。
【００７６】
　ステップＳ１５６に処理を進めた異常検出部１１４は、ユーザ習慣推定部１０４、ユー
ザ嗜好推定部１０６から、それぞれ更新後の習慣情報、嗜好情報を取得する（Ｓ１５６）
。そして、異常検出部１１４は、処理をステップＳ１５８に進める。
【００７７】
　ステップＳ１５８に処理を進めた異常検出部１１４は、コンテンツ再生部１０２から現
時点における視聴情報（ユーザ操作に関する情報、コンテンツに関する情報）を取得する
（Ｓ１５８）。次いで、異常検出部１１４は、現時点における視聴情報と、習慣情報及び
嗜好情報（又はこれらから期待されるユーザ操作やメタデータ等）を比較する（Ｓ１６０
）。このとき、異常検出部１１４は、先に説明した判定１～４又はその一部を実施する。
【００７８】
　異常と判定した場合（異常を検出）、異常検出部１１４は、処理をステップＳ１６４に
進める。一方、異常と判定しない場合（異常を未検出）、異常検出部１１４は、処理をス
テップＳ１５４に戻す。ステップＳ１６４に処理を進めた異常検出部１１４は、異常通知
部１１６に異常検出結果を通知し、通信回線を通じて異常を報知する（Ｓ１６４）。ステ
ップＳ１６４の処理を終了すると、異常検出部１１４は、処理をステップＳ１５４に戻す
。
【００７９】
　ステップＳ１５２～Ｓ１６４の処理により、よい良い精度でユーザの異常を検知するこ
とができる。なお、ステップＳ１５４～Ｓ１６４の間で実行される処理ステップのループ
は、コンテンツ再生装置１００に電力が供給されている限りにおいて繰り返し実行される
。
【００８０】
　以上、コンテンツ再生装置１００の動作フローについて説明した。
【００８１】
　［１－３：ハードウェア構成例］
　上記のコンテンツ再生装置１００が有する各構成要素の機能は、例えば、図８に示す情
報処理装置のハードウェア構成を用いて実現することが可能である。つまり、当該各構成
要素の機能は、コンピュータプログラムを用いて図８に示すハードウェアを制御すること
により実現される。なお、このハードウェアの形態は任意であり、例えば、パーソナルコ
ンピュータ、携帯電話、ＰＨＳ、ＰＤＡ等の携帯情報端末、ゲーム機、又は種々の情報家
電がこれに含まれる。但し、上記のＰＨＳは、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ－ｐｈｏｎ
ｅ　Ｓｙｓｔｅｍの略である。また、上記のＰＤＡは、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａ
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ｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔの略である。
【００８２】
　図８に示すように、このハードウェアは、主に、ＣＰＵ９０２と、ＲＯＭ９０４と、Ｒ
ＡＭ９０６と、ホストバス９０８と、ブリッジ９１０と、を有する。さらに、このハード
ウェアは、外部バス９１２と、インターフェース９１４と、入力部９１６と、出力部９１
８と、記憶部９２０と、ドライブ９２２と、接続ポート９２４と、通信部９２６と、を有
する。但し、上記のＣＰＵは、Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔの略で
ある。また、上記のＲＯＭは、Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙの略である。そして、
上記のＲＡＭは、Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙの略である。
【００８３】
　ＣＰＵ９０２は、例えば、演算処理装置又は制御装置として機能し、ＲＯＭ９０４、Ｒ
ＡＭ９０６、記憶部９２０、又はリムーバブル記録媒体９２８に記録された各種プログラ
ムに基づいて各構成要素の動作全般又はその一部を制御する。ＲＯＭ９０４は、ＣＰＵ９
０２に読み込まれるプログラムや演算に用いるデータ等を格納する手段である。ＲＡＭ９
０６には、例えば、ＣＰＵ９０２に読み込まれるプログラムや、そのプログラムを実行す
る際に適宜変化する各種パラメータ等が一時的又は永続的に格納される。
【００８４】
　これらの構成要素は、例えば、高速なデータ伝送が可能なホストバス９０８を介して相
互に接続される。一方、ホストバス９０８は、例えば、ブリッジ９１０を介して比較的デ
ータ伝送速度が低速な外部バス９１２に接続される。また、入力部９１６としては、例え
ば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチ、及びレバー等が用いられる
。さらに、入力部９１６としては、赤外線やその他の電波を利用して制御信号を送信する
ことが可能なリモートコントローラ（以下、リモコン）が用いられることもある。
【００８５】
　出力部９１８としては、例えば、ＣＲＴ、ＬＣＤ、ＰＤＰ、又はＥＬＤ等のディスプレ
イ装置、スピーカ、ヘッドホン等のオーディオ出力装置、プリンタ、携帯電話、又はファ
クシミリ等、取得した情報を利用者に対して視覚的又は聴覚的に通知することが可能な装
置である。但し、上記のＣＲＴは、Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅの略である。また
、上記のＬＣＤは、Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙの略である。そして
、上記のＰＤＰは、Ｐｌａｓｍａ　ＤｉｓｐｌａｙＰａｎｅｌの略である。さらに、上記
のＥＬＤは、Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐｌａｙの略である。
【００８６】
　記憶部９２０は、各種のデータを格納するための装置である。記憶部９２０としては、
例えば、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）等の磁気記憶デバイス、半導体記憶デバイス
、光記憶デバイス、又は光磁気記憶デバイス等が用いられる。但し、上記のＨＤＤは、Ｈ
ａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅの略である。
【００８７】
　ドライブ９２２は、例えば、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は半導体
メモリ等のリムーバブル記録媒体９２８に記録された情報を読み出し、又はリムーバブル
記録媒体９２８に情報を書き込む装置である。リムーバブル記録媒体９２８は、例えば、
ＤＶＤメディア、Ｂｌｕ－ｒａｙメディア、ＨＤ　ＤＶＤメディア、各種の半導体記憶メ
ディア等である。もちろん、リムーバブル記録媒体９２８は、例えば、非接触型ＩＣチッ
プを搭載したＩＣカード、又は電子機器等であってもよい。但し、上記のＩＣは、Ｉｎｔ
ｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔの略である。
【００８８】
　接続ポート９２４は、例えば、ＵＳＢポート、ＩＥＥＥ１３９４ポート、ＳＣＳＩ、Ｒ
Ｓ－２３２Ｃポート、又は光オーディオ端子等のような外部接続機器９３０を接続するた
めのポートである。外部接続機器９３０は、例えば、プリンタ、携帯音楽プレーヤ、デジ
タルカメラ、デジタルビデオカメラ、又はＩＣレコーダ等である。但し、上記のＵＳＢは
、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓの略である。また、上記のＳＣＳＩは、Ｓ
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ｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅの略である。
【００８９】
　通信部９２６は、ネットワーク９３２に接続するための通信デバイスであり、例えば、
有線又は無線ＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、又はＷＵＳＢ用の通信カード、
光通信用のルータ、ＡＤＳＬ用のルータ、又は各種通信用のモデム等である。また、通信
部９２６に接続されるネットワーク９３２は、有線又は無線により接続されたネットワー
クにより構成され、例えば、インターネット、家庭内ＬＡＮ、赤外線通信、可視光通信、
放送、又は衛星通信等である。但し、上記のＬＡＮは、Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋの略である。また、上記のＷＵＳＢは、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＵＳＢの略である。そ
して、上記のＡＤＳＬは、Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ
ｒ　Ｌｉｎｅの略である。
【００９０】
　［１－４：携帯機器への応用について］
　これまで説明してきた技術は、携帯電話や携帯ゲーム機等に代表される種々の携帯機器
にそのまま適用することが可能である。さらに、この技術は、携帯機器に搭載された機能
を利用して拡張することもできる。以下では、携帯機器への応用として、携帯機器に固有
の機能を利用した異常検知方法について説明する。
【００９１】
　多くの携帯機器には、現在地の情報（以下、位置情報）を取得する機能が搭載されてい
る。例えば、携帯機器には、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ）による位置情報の取得機能や、現在地からアクセス可能な無線基地局の位置情報に
基づく位置情報の取得機能等が搭載されていることがある。また、携帯機器には、非接触
カードの機能が搭載されていることがある。非接触カードには、電子マネーやクーポン等
の金銭的価値を有する情報（以下、価値情報）や、価値情報の利用履歴に関する情報（以
下、利用履歴）等が格納されている。
【００９２】
　こうした位置情報や利用履歴を利用することにより、ユーザの異常をより高い精度で検
出できるようになると考えられる。例えば、位置情報が利用できる場合、位置情報を蓄積
して習慣推定を行うことにより、曜日毎、時間帯毎のユーザの所在地（以下、行動パター
ン）を把握することが可能になる。
【００９３】
　また、利用履歴が利用できる場合、この利用履歴を蓄積して習慣推定を行うことにより
、曜日毎、時間帯毎のユーザの購買パターン（例えば、「平日の朝、同じ店でパンを買う
」等）を把握することが可能になる。さらに、利用履歴を蓄積して嗜好推定を行うことに
より、ユーザの購買嗜好を把握することが可能になる。
【００９４】
　ここで、携帯機器における通信履歴又は通話履歴を利用してユーザの通信又は通話習慣
を推定し、推定結果と実際に行われた通信又は通話行動との比較を行ってユーザの異常検
出を試みるケースについて考えてみたい。つまり、上記のコンテンツ再生装置１００にお
けるユーザ操作を電子メールの送信操作や通話操作に置き換えた場合について考えてみた
い。
【００９５】
　この場合、推定結果と実際に行われた通信又は通話行動との乖離から、ユーザの異常を
検出できる可能性はある。しかし、電子メールや通話を利用する頻度が多過ぎたり、少な
過ぎたりする場合、精度良く異常を検出するのは難しい。
【００９６】
　また、携帯機器に搭載されたテレビ機能や音楽プレーヤ機能を利用して行われるコンテ
ンツの再生履歴に基づいてユーザの習慣を推定し、推定結果と実際に行われた操作との比
較を行ってユーザの異常検出を試みるケースについて考えてみたい。
【００９７】
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　この場合、上記のコンテンツ再生装置１００と実質的に同じ構成を適用することにより
、ある程度精度良くユーザの異常を検出することができる。しかしながら、携帯機器にお
けるコンテンツの再生タイミングは、移動中や待ち合わせ時等、ユーザの行動に依拠する
部分が大きく、家庭に設置したコンテンツ再生装置１００による異常検出精度に比べると
精度が下がる。
【００９８】
　こうした理由から、本件発明者は、上記のコンテンツ再生装置１００の技術を携帯機器
に利用する場合に、コンテンツの再生履歴や、通信又は通話履歴に基づく異常検出に加え
、行動パターンや購買嗜好に基づく異常検出を併用する方法を考案した。この方法を適用
することにより、携帯機器に上記コンテンツ再生装置１００の技術を適用する場合におい
ても、精度良くユーザの異常を検出することが可能になる。
【００９９】
　＜２：まとめ＞
　最後に、本発明の実施形態に係る技術内容について簡単に纏める。ここで述べる技術内
容は、例えば、ＰＣ、携帯電話、携帯ゲーム機、携帯情報端末、情報家電、カーナビゲー
ションシステム等、種々の情報処理装置に対して適用することができる。
【０１００】
　上記の情報処理装置の機能構成は次のように表現することができる。当該情報処理装置
は、次のようなコンテンツ再生部、習慣検出部、コンテンツ比較部、異常判定部を有する
。上記のコンテンツ再生部は、リアルタイムで配信されるコンテンツを再生するものであ
る。
【０１０１】
　また、上記の習慣検出部は、前記コンテンツ再生部を利用したコンテンツの再生習慣を
検出するものである。例えば、コンテンツが放送番組である場合、放送番組の視聴開始、
視聴終了、配信チャンネルの切り替え等、そのタイミングやユーザ操作の内容が再生習慣
として検出される。
【０１０２】
　また、上記のコンテンツ比較部は、前記習慣検出部により検出された再生習慣に基づい
て推定される再生動作が実行されない場合、現時点で配信されている第１のコンテンツと
、同時間帯において前記再生習慣の検出時に配信されていた第２のコンテンツと、を比較
するものである。
【０１０３】
　例えば、コンテンツが放送番組である場合、番組改変等によって普段放送されている番
組が放送されなくなり、ユーザが普段と異なる操作を行ったり、普段行う操作を行わなか
ったりする場合がある。しかし、上記のコンテンツ比較部を利用すれば、現時点で配信さ
れている放送番組が参照されるため、番組改変等の特別な事情が考慮される。
【０１０４】
　また、上記の異常判定部は、前記習慣検出部により検出された再生習慣に基づいて推定
される再生開始動作が実行されず、かつ、前記コンテンツ比較部による比較の結果、前記
第１のコンテンツと前記第２のコンテンツとが同種である場合に、異常であると判定する
ものである。
【０１０５】
　上記のように、番組改変等の特別な事情が生じた場合、ユーザ操作の再生習慣だけから
異常検出をすると誤検出が生じてしまうが、上記のコンテンツ比較部により番組改変等の
特別な事情が考慮されているため、上記の異常判定部が番組改変等の特別な事情に起因し
て誤検出することがなくなる。
【０１０６】
　誤検出の原因としては、番組改変がある場合の他、普段視聴しない番組（例えば、特集
番組等）をユーザが視聴する場合等が考えられる。このような場合、推定される時刻に電
源のオン／オフが行われなかったり、チャンネルの切り替えが行われなかったりする。こ
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うした状況は、ユーザの操作履歴を如何に解析しても想定できない。
【０１０７】
　そこで、ユーザ習慣の推定結果から、電源をオンにする操作が想定される時刻であるが
、電源がオンにされない場合に、普段視聴しているコンテンツが放送されているかを確認
し、放送されている場合には異常を検知するといった処理が必要になる。このような処理
を実現するのが、コンテンツ再生装置１００に対応する上記の情報処理装置である。
【０１０８】
　また、より異常検出の精度を高めるには、ユーザ習慣の推定結果から、電源をオフにす
る操作が想定される時刻であるが、電源をオフにしない場合、その時刻における視聴チャ
ンネルのコンテンツをチェックし、推定した嗜好に適合しないものである場合は異常を検
知するといった処理を行うことが好ましい。
【０１０９】
　さらに、ユーザ習慣の推定結果から、コンテンツの切り替え操作が想定される時刻であ
るが切り替え操作を行わない場合、その時刻の視聴チャンネルのコンテンツをチェックし
、推定した嗜好に適合しないものである場合は異常を検知するといった処理を行うことが
好ましい。
【０１１０】
　なお、異常を検知してから異常を登録者に報知する前に、報知する旨をブザーや音声な
どでユーザに知らせ、それに応答がなかった場合にのみ報知することにより、誤報を減ら
すことが可能になる。このように、異常を検知する条件に、ユーザの嗜好を考慮すること
によって誤報を減らすことが可能になる。
【０１１１】
　例えば、番組改変や特別番組によって普段視聴していた番組が放送されないためにテレ
ビの電源をオンにしなかった場合でも誤報を発せずに済む。番組改変や特別番組で、いつ
も試聴している番組に引き続いて同じチャンネルでユーザの嗜好にあった番組が放送され
る場合でも、敢えてチャンネルを切り替えなかった場合でも誤報を発せずに済む。
【０１１２】
　上記の技術を用いることにより、単身者世帯において、日常生活におけるコンテンツの
視聴活動に基づく異常の検出を精度良く行うことが可能になる。また、上記の技術を用い
れば、大規模なシステムを導入する必要がないため、コスト負担を低く抑えることができ
る。さらに、ユーザ自身で設定や登録を行う必要がないため、煩雑な設定作業を行うこと
が困難な高齢者にも利用してもらうことができる。
【０１１３】
　（備考）
　上記のユーザ習慣推定部１０４は、習慣検出部の一例である。上記の異常検出部１１４
は、コンテンツ比較部、異常判定部、嗜好判定部、居場所取得部、居場所判定部、電力比
較部の一例である。上記のユーザ嗜好推定部１０６は、嗜好検出部の一例である。上記の
異常通知部１１６は、事前通知部、通知停止部の一例である。上記の撮像部１１０、画像
処理部１１２は、人センサ、動きセンサの一例である。
【０１１４】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１１５】
　上記説明においては単独の機器による異常検出方法について述べたが、複数のコンテン
ツ再生装置１００を利用して異常検出の精度を高めることも可能である。
【０１１６】
　例えば、複数のコンテンツ再生装置１００をネットワークで接続し、互いにユーザ操作
の履歴、メタデータの履歴、推定した習慣情報や嗜好情報等を共有し、これらの情報を利
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、ラジオの操作が行われている場合には異常の報知を抑制するといった仕組みが実現可能
になる。
【０１１７】
　なお、上記説明において携帯機器への応用について述べたが、位置情報の取得機能を有
する携帯機器をユーザの場所検知機器として利用する方法も考えられる。
【０１１８】
　この方法は、コンテンツ再生装置１００に携帯機器から位置情報を送るようにし、送ら
れてきた位置情報に基づいてコンテンツ再生装置１００（異常検出部１１４）がユーザの
居場所を判断するというものである。
【０１１９】
　そして、ユーザがコンテンツ再生装置１００から大きく離れた場所に居る場合、コンテ
ンツ再生装置１００は、異常検出部１１４の機能により異常であると判断しないようにす
る。このような構成にすることにより、より精度良く異常検出を行うことができるように
なる。
【０１２０】
　また、上記説明において、電子番組表等を想定して「メタデータ」という表現を用いた
が、メタデータは、電子番組表に限定されない。
【０１２１】
　例えば、コンテンツ再生装置１００により再生されるコンテンツが映画である場合、メ
タデータとして、その映画のＤＶＤ販売に関する情報やレビュー情報が利用されることも
考えられる。さらに、テレビ番組に関する評判を纏めているＷｅｂページの記載情報がメ
タデータとして利用される状況も考えられる。
【符号の説明】
【０１２２】
　１００　　コンテンツ再生装置
　１０２　　コンテンツ再生部
　１０４　　ユーザ習慣推定部
　１０６　　ユーザ嗜好推定部
　１０８　　人感センサ
　１１０　　撮像部
　１１２　　画像処理部
　１１４　　異常検出部
　１１６　　異常通知部
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