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(57)【要約】
【課題】マルチメディア電子広告板システムにおいて、
放送済み広告の視聴状況を取得して、その広告の以後の
放送スケジュールを調節できるようにする。
【解決手段】自動番組作成機能および視聴者数フィード
バック機能を有する放送システムを提供する。放送シス
テムは、データ収集装置、視聴者数計算装置、および番
組自動スケジューリング装置を有する。データ収集装置
は、時間ベースで、第１の指定期間内の番組表およびロ
ーカル視聴者数データを収集するために使用される。視
聴者数計算装置は、ローカル視聴者数データに従って、
第１の指定期間内の番組表の中の少なくとも１つの指定
番組に対するローカル視聴者数を計算するために使用さ
れる。番組自動スケジューリング装置は、ローカル視聴
者数と予定視聴者数との比較結果に従って、第２の指定
期間内の番組表の番組スケジュールを調節するかどうか
を自動的に決定するために使用される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動番組作成機能および視聴者数フィードバック機能を有する放送システムであって、
　時間ベースで、第１の指定期間内の番組表およびローカル視聴者数データを収集するた
めのデータ収集装置と、
　前記ローカル視聴者数データに従って、前記第１の指定期間内の前記番組表の中の少な
くとも１つの指定番組に対するローカル視聴者数を計算するための視聴者数計算装置と、
　前記ローカル視聴者数と予定視聴者数との比較結果に従って、第２の指定期間内の前記
番組表の番組スケジュールを調節するかどうかを自動的に決定するための番組自動スケジ
ューリング装置と
を備える放送システム。
【請求項２】
　前記データ収集装置が、前記指定番組および前記指定番組に対する前記ローカル視聴者
数を取得するために使用される、請求項１に記載の放送システム。
【請求項３】
　前記データ収集装置が、前記番組表に関して少なくとも１つの指定番組と、前記少なく
とも１つの指定番組に対する前記ローカル視聴者数データとを取得するために、時間ベー
スで、前記第１の指定期間内の前記番組表および前記ローカル視聴者数データを分割する
ための時間分割部をさらに備え、前記少なくとも１つの指定番組に対する前記ローカル視
聴者数データは、前記少なくとも１つの指定番組に対する前記ローカル視聴者数、および
前記少なくとも１つの指定番組に対するローカル通過数である、請求項２に記載の放送シ
ステム。
【請求項４】
　前記視聴者数計算装置が、前記指定番組の前記ローカル視聴者数データに対応する前記
ローカル視聴者数に従って、前記第１の指定期間内の前記指定番組に対する前記ローカル
視聴者数の合計を計算する、請求項３に記載の放送システム。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの番組表と、前記少なくとも１つのローカル視聴者数データと、前
記少なくとも１つのローカル通過数と、顧客識別子を格納するための顧客データベースと
をさらに備える、請求項３に記載の放送システム。
【請求項６】
　前記顧客データベースが、前記ローカル視聴者数および前記ローカル通過数を計算およ
び取得するための顔認識装置をさらに備える、請求項５に記載の放送システム。
【請求項７】
　前記顧客識別子に従って、前記顧客データベースにデータを出力するための報告生成装
置をさらに備える、請求項５に記載の放送システム。
【請求項８】
　前記報告生成装置が、カスタマイズされたデータ出力量に従って、前記顧客データベー
スに前記データをさらに出力する、請求項７に記載の放送システム。
【請求項９】
　前記番組自動スケジューリング装置が、フィードバック補足部をさらに備え、前記ロー
カル視聴者数が前記予定視聴者数より少ない場合、前記番組自動スケジューリング装置が
、加重値に従って前記第２の指定期間内の前記番組表の前記指定番組の前記番組スケジュ
ールを増加し、前記ローカル視聴者数が前記予定視聴者数以上である場合、前記番組自動
スケジューリング装置が、前記第２の指定期間内の前記指定番組をスケジュールし直さな
い、請求項１に記載の放送システム。
【請求項１０】
　前記番組自動スケジューリング装置が、所定の総視聴者数、放送開始日、所定の総期間
、前記指定番組、および前記番組表をさらに決定し、前記予定視聴者数は、次式
　予定視聴者数＝（所定の総視聴者数－ローカル視聴者数の取得合計値）／（所定の総期
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間－放送済み期間）
に基づいて計算される、請求項１に記載の放送システム。
【請求項１１】
　前記加重値が、次式
　加重値（％）＝（（（（所定の総視聴者数－ローカル視聴者数の取得合計値）／（所定
の総期間－放送済み期間））－指定期間内の指定番組に対するローカル視聴者数）／（（
所定の総視聴者数－ローカル視聴者数の取得合計値）／（所定の総期間－放送済み期間）
））×１００％
に基づいて計算される、請求項９に記載の放送システム。
【請求項１２】
　前記番組自動スケジューリング装置が、ネットワーク経由で、前記所定の総視聴者数、
前記放送開始日、前記所定の総期間、前記指定番組、およびそれを含む前記番組表を決定
する、請求項１０に記載の放送システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放送システムに関し、特に、自動番組作成機能および視聴者数フィードバッ
ク機能を有する放送システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、従来のマルチメディア電子広告板システムを開示している。そのシステ
ムは、マルチメディア広告ファイルをネットワーク経由で電子ボード端末に転送でき、マ
ルチメディア広告ファイルを人間が転送および再生する必要をなくすように、ネットワー
クマルチメディア技術およびウェブページインタフェースを共通のプラットフォームに統
合している。さらに、このシステムは、ウェブページインタフェースで広告を再生するの
で、前もって記録する必要がなく、いつでも地元の生番組を放送することができる。また
、このウェブページは、複数のメディアフォーマット、例えばフラッシュファイルおよび
動的ＧＩＦファイルなどをサポートするので、広告プロバイダの作成費用を大幅に削減す
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】台湾特許公開第５９４６１２号明細書　　発明の名称「マルチメディア電
子広告板システム(multimedia electronic advertisement board system)」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、従来のマルチメディア電子広告板システムは、視聴状況を取得して、放送する
広告のスケジュールを調節することができない。また、メディアを調査または購入する企
業は、今のところデジタルボードの視聴者数について、通常、あいまいな説明しかなく、
現在の効率測定メカニズムは、デジタルボードのメディアプラットフォームの視聴効率を
歪めがちである従来の調査方法を使用して、デジタルボードのメディアプラットフォーム
の視聴効率を測定することが多い。従って、デジタルボードの放送ネットワークには、一
般に、視聴効率の十分に発達した量的な指標が欠けている。
【０００５】
　従って、上記の課題を解決するために、自動番組作成機能および視聴者数フィードバッ
ク機能を有する放送システムを提供する必要がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、自動番組作成機能および視聴者数フィードバック機能を有する放送システム
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を提供する。本放送システムは、データ収集装置、視聴者数計算装置、および番組自動ス
ケジューリング装置を有する。データ収集装置は、時間ベースで、第１の指定期間(deter
mined time period)内の番組表およびローカル視聴者数データを集めるために使用される
。視聴者数計算装置は、ローカル視聴者数データに従って、第１の指定期間内の、番組表
の中の少なくとも１つの指定番組(determined program)に対するローカル視聴者数を計算
するために使用される。番組自動スケジューリング装置は、ローカル視聴者数と予定視聴
者数(determined viewer number)との比較結果に従って、第２の指定期間内の、番組表の
番組スケジュールを調節するかどうかを自動的に決定するために使用される。
【０００７】
　本発明の放送システムは、視聴者を検出して、所定の状況における視聴効率を確実に計
算でき、かつ捕捉したデータを使用して視聴効率を正確に数量化できる。また、本発明の
放送システムは、所定の視聴者状況に適合させるために、データのフィードバックに従っ
て、番組をスケジュールし直すかどうかを自動的に評価することができる。
【０００８】
　本発明について、添付の図面に従って説明する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の自動番組作成機能および視聴者数フィードバック機能を有する放送シス
テムの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１を参照する。図１は、本発明の自動番組作成機能および視聴者数フィードバック機
能を有する放送システムの概略図を示す。本発明によれば、放送システム１０は、フィー
ドバックに基づいて番組の放送回数を増加するかどうかを評価することができ、データ収
集装置１１、視聴者数計算装置１２、番組自動スケジューリング装置１３、および顧客デ
ータベース１４を有する。データ収集装置１１は、時間ベースで、第１の指定期間内の番
組表およびローカル視聴者数データを集めるために使用される。この実施形態では、第１
の指定期間は、柔軟に調節されてもよく、第１の指定期間の最小単位は、１時間であり、
このシステム１０が、決定し、調節してもよい。
【００１１】
　ユーザは、ネットワーク経由でホストまたは番組自動スケジューリング装置１３を使用
して、カスタマイズした放送期間（所定の総期間）、所定の総視聴者数、放送開始日、所
定の総期間、指定番組および番組表を決定してもよく、そうして、予定視聴者数を求めて
もよい。
【００１２】
　この実施形態では、第１の指定期間は１日であり、番組表には、例えば番組Ａ、番組Ｂ
、番組Ｃ、番組Ｄ、番組Ｅおよび番組Ｆがあり、これらの番組は、循環的に順次放送され
る。指定番組は、番組Ｂである。データ収集装置１１は、指定番組（番組Ｂ）および指定
番組に対するローカル視聴者数を求めるために使用することができる。
【００１３】
　従って、この実施形態では、予定視聴者数は、次式に基づいて計算される。
【００１４】
　予定視聴者数＝（所定の総視聴者数－ローカル視聴者数の取得合計値）／（所定の総期
間－放送済み期間(broadcasted determined time period)（日））
【００１５】
　言い換えると、予定視聴者数は、本発明の自動番組作成機能および視聴者数フィードバ
ック機能を有する放送システムの１日当たりの予測視聴者数であり、放送済み期間（日）
およびローカル視聴者数の取得合計値（視聴者数）に照らして、番組自動スケジューリン
グ装置１３のフィードバック補足部１３１に自動的にフィードバックされてもよく、それ
によって、フィードバックデータの結果に照らして、例えば番組放送回数を増加、または
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元の指定の番組スケジュールを維持するなど、翌日の番組スケジュールを維持または調節
する。
【００１６】
　指定番組（番組Ｂ）を放送する時間は、第１の指定期間（１日）内の異なる単位時間に
分散されてもよいので、データ収集装置１１は、時間ベースで、第１の指定期間内の番組
表およびローカル視聴者数データを分割するための時間分割部１１１をさらに有する。例
えば、データは、１５分、３０分または１時間などの単位時間に基づいて分割される。時
間分割部１１１を使用することによって、番組表に関して少なくとも１つの指定番組（番
組Ｂ）と、ローカル視聴者数データ、つまり、少なくとも１つの指定番組に対するローカ
ル視聴者数（例えば５０人の視聴者）および単位時間（例えば１５分）における少なくと
も１つの指定番組に対するローカル通過数（例えば１００人の視聴者）とを取得し得る。
【００１７】
　本発明の放送システム１０は、少なくとも１つの番組表、少なくとも１つのローカル視
聴者数データ、少なくとも１つのローカル通過数、および顧客識別子を格納するための少
なくとも１つの顧客データベース１４をさらに有する。
【００１８】
　また、顧客データベース１４は、ローカル視聴者数およびローカル通過数を計算および
取得するための顔認識装置１４１をさらに有する。この実施形態では、ローカル視聴者数
は、顔が２秒より長く放送画面にまっすぐ向いていることを基にして計算される。ローカ
ル通過数は、放送画面の前を通過するが、放送画面をじっと見ていない視聴者のことであ
る。
【００１９】
　視聴者数計算装置１２は、ローカル視聴者数データに従って、第１の指定期間内の、番
組表の中の少なくとも１つの指定番組に対するローカル視聴者数を計算するために使用さ
れる。この実施形態では、視聴者数計算装置１２は、指定番組のローカル視聴者数データ
に対応するローカル視聴者数に従って、第１の指定期間内の指定番組に対するローカル視
聴者数の合計を計算する。指定番組は、第１の指定期間（１日）内に複数回放送されても
よく、かつ時間分割部１１１で計算後、各単位時間（例えば１５分）における、指定番組
（番組Ｂ）、指定番組（番組Ｂ）に対するローカル視聴者数、および指定番組（番組Ｂ）
に対するローカル通過数を取得することができる。従って、第１の指定期間内の指定番組
に対するローカル視聴者数の合計を計算することができる。
【００２０】
　番組自動スケジューリング装置１３は、ローカル視聴者数と予定視聴者数との比較結果
に従って、フィードバック補足部１３１を使用して、第２の指定期間内の番組表の番組ス
ケジュールを調節するかどうかを自動的に決定するために使用される。予定視聴者数は、
（カスタマイズした総視聴者数－ローカル視聴者数の取得合計値）／（所定の総期間（日
）－放送済み期間（日））で求められる。同様に、この実施形態では、第２の指定期間は
、二次的な放送期間でもよく、本システム１０によって決定され調節されてもよい。第１
の指定期間内の番組表およびローカル視聴者数データが前日の番組表およびローカル視聴
者数データである場合、第２の指定期間内の番組スケジュールは、本システムでの計算後
のその翌日の番組スケジュールである。
【００２１】
　指定番組（番組Ｂ）のローカル視聴者数が予定視聴者数より少ない場合、それは、広告
顧客または番組顧客が期待する指定値（予定視聴者数）に達していないことを示す。この
場合、番組自動スケジューリング装置１３は、補足回数に対応する加重値（％）に従って
、第２の指定期間内の番組表の中の指定番組（番組Ｂ）の番組スケジュールを増加する。
ここで、補足回数は、ユーザが決めてもよく、補足回数に対応する加重値は、自由に調節
されてもよい。加重値は、次式に従って求められてもよい。
【００２２】
　加重値（％）＝（（（（所定の総視聴者数－ローカル視聴者数の取得合計値）／（所定
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の総期間－放送済み期間））－指定期間内の指定番組に対するローカル視聴者数）／（（
所定の総視聴者数－ローカル視聴者数の取得合計値）／（所定の総期間－放送済み期間）
））×１００％
【００２３】
　指定番組（番組Ｂ）のローカル視聴者数が予定視聴者数かそれ以上の場合、それは、広
告顧客または番組顧客が期待する指定値に達していることを示す。この場合、番組自動ス
ケジューリング装置１３は、第１の指定期間内の番組表の指定番組の番組スケジュールに
従って、第２の指定期間内の番組表の指定番組の番組スケジュールを準備する。すなわち
、指定番組の番組スケジュールは、変更されないままである。あるいは、第２の指定期間
内の番組スケジュールは、元の自動的に準備された番組スケジュールであり、補足を必要
としない。
【００２４】
　本発明の放送システム１０は、顧客識別子に従って、顧客データベース１４にデータを
出力するための報告生成装置１５をさらに有する。報告生成装置１５は、カスタマイズさ
れたデータ出力量に従って、顧客データベース１４にデータを出力することができる。
【００２５】
　以下では、本発明を詳細に説明するために一例示的実施形態を提示するが、それを、本
発明を限定すると見なすべきではない。
【００２６】
　本発明の一例示的実施形態において、第１の指定期間（１日）における当日のローカル
視聴者数（すなわち、当日の実際の視聴者数）と予定視聴者数（すなわち、予測視聴者数
）の差の百分率は、次のように計算される。
【００２７】
　当日の加重値（％）＝（（（（所定の総視聴者数－ローカル視聴者数の取得合計値）／
（所定の総期間－放送済み期間））－当日の実際の視聴者数）／（（所定の総視聴者数－
ローカル視聴者数の取得合計値）／（所定の総期間－放送済み期間）））×１００％
【００２８】
　ここで、この実施形態では、上式の用語は以下のように定義される。
１．所定の総視聴者数：顧客が注文したローカル視聴者の総数
２．指定総期間：顧客が注文した日数
３．当日の実際の視聴者数：本発明によって計算された当日のローカル視聴者数、すなわ
ち、指定期間（日）内の指定番組に対するローカル視聴者数
４．ローカル視聴者数の取得合計値：ローカル視聴者の総数の計算値
５．放送済み期間：放送が終了した日数
【００２９】
　この実施形態において、標準の番組放送回数が１時間当たり３回である場合について述
べる。顧客は、総視聴者数および放送日を指定してもよいし、またそれらの１つだけを指
定してもよい。顧客が総視聴者数および放送日を指定する場合、平均１日当たり予測視聴
者数は、（総視聴者数／放送日数）に基づいて計算されてもよく、予測視聴者数は、毎日
１度計算し直されてもよい。
【００３０】
　例えば、顧客が、総視聴者数が３００００で、放送を１週間（放送日数＝７）行う必要
があると指定したとすると、１日目の視聴者数は、３００００／７＝４２８６（予定視聴
者数）でなければならない。１日目の放送の終了後、本発明のシステムが、当日の実際の
視聴者数（ローカル視聴者数）を５０００（＞予定視聴者数４２８６、補足は必要ない）
と計算した場合、２日目の視聴者数の計算値は、（３００００－５０００）／（７－１）
＝４１６７と計算することができ、その数に達する必要がある。
【００３１】
　１日目の放送の終了後、本発明のシステムが当日の実際の視聴者数（ローカル視聴者数
）を３０００（＜予定視聴者数４２８６、補足メカニズムが作動される）と計算した場合
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、補足後の２日目の視聴者数の計算値は、（３００００－３０００）／（７－１）＝４５
００と計算することができ、その数に達する必要がある。
【００３２】
　補足メカニズムは、標準の番組放送回数＋補足回数であり、補足回数と当日の差分値（
加重値）（％）との関係は、次の表に挙げられている。
【表１】

【００３３】
　補足回数の上限は、（標準の番組放送回数×２）である。従って、この実施形態の前の
表の最大値は６である。上の例によれば、１日目の放送の終了後、本発明のシステムが当
日の実際の視聴者数（ローカル視聴者数）を３０００と計算した場合、当日の加重値（％
）は３０％（（４２８６－３０００）／４２８６）と計算され、上の表に基づいて、補足
回数は３である。従って、第２の指定期間内の番組放送回数は、標準の番組放送回数（３
）＋補足回数（３）であり、１時間当たり６回放送することになる。
【００３４】
　本発明の自動番組作成機能および視聴者数フィードバック機能を有する放送システムは
、視聴効率を正確に評価することができ、捕捉したデータを使用して視聴効率を適切に数
量化し、指定の視聴者状況に適合させるために、数量化された視聴効率に従って、番組放
送回数を柔軟に調節することができる。
【００３５】
　本発明について、上記の実施形態を参照して開示したが、本発明をこれらの実施形態に
限定する意図はない。種々の変更形態および変形形態を本発明の範囲からも精神からも逸
脱することなしに行い得ることは、当業者には明らかであろう。従って、本発明の範囲は
、添付の特許請求の範囲によって規定されるものである。
【符号の説明】
【００３６】
　１０　放送システム
　１１　データ収集装置
　１２　視聴者数計算装置
　１３　番組自動スケジューリング装置
　１４　顧客データベース
　１５　報告生成装置
　１１１　時間分割部
　１３１　フィードバック補足部
　１４１　顔認識装置
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