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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツの再生中にユーザが示す、血液中に含まれるヘモグロビンの量、血流量、汗
の量、または脈拍のうちの少なくとも１つを含む生体反応を表す生体情報を取得する生体
情報取得手段と、
　前記生体情報が取得されたそれぞれのコンテンツの特徴を表すジャンル、テンポ、速さ
、リズム、歌詞の有無、歌手、または作曲家のうちの少なくとも１つを含む複数の属性か
らなるメタデータを取得するメタデータ取得手段と、
　コンテンツに対する前記ユーザの操作に応じて対応する前記メタデータを解析し、前記
メタデータの各属性の属性値毎の前記ユーザの嗜好を示す嗜好値からなるプロファイルを
更新するプロファイル生成手段と、
　複数のコンテンツにそれぞれ対応する前記生体情報と前記メタデータを比較し、前記メ
タデータに含まれる複数の属性のうち、前記生体情報の類似性と相関がある属性を特定す
るとともに、特定した属性の属性値は異なるものの前記ユーザの前記生体情報が類似して
いる複数のコンテンツが存在する場合、前記複数のコンテンツにそれぞれ対応している、
特定した属性の異なる属性値を、区別する必要のない属性値として特定する特定手段と、
　前記ユーザの前記プロファイルを、特定された属性の属性値のうちの区別する必要のな
い前記属性値に関する嗜好値をマージすることにより再構成するプロファイル管理手段と
、
　再構成されたプロファイルに基づき、前記ユーザの嗜好値が高い属性値に対応するコン
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テンツを、推薦コンテンツに特定する推薦コンテンツ特定手段と、
　特定された推薦コンテンツの情報をユーザに提示する推薦手段と
　を備え、
　前記プロファイル生成手段は、前記コンテンツに対するユーザの操作毎に、当該コンテ
ンツに対応する属性の属性値に基づいて属性値毎に操作回数の累計を取得して、属性値毎
の操作回数の累計を前記ユーザの嗜好値とし、前記属性値毎の嗜好値からなる前記プロフ
ァイルを更新し、
　前記特定手段は、属性値毎に当該属性値に対応するすべてのコンテンツの生体情報が類
似する属性値を特定し、前記特定された属性値のうち、値の異なる一の属性値と他の属性
値であって、一の属性値に対応するコンテンツの生体情報と他の属性値に対応するコンテ
ンツの生体情報とが類似する前記一の属性値および前記他の属性値を、前記区別する必要
のない属性値として特定する
　情報処理端末。
【請求項２】
　ユーザに対して推薦コンテンツの情報を提示する情報処理端末の情報処理方法において
、
　前記情報処理端末による、
　　コンテンツの再生中にユーザが示す、血液中に含まれるヘモグロビンの量、血流量、
汗の量、または脈拍のうちの少なくとも１つを含む生体反応を表す生体情報を取得し、
　　前記生体情報が取得されたそれぞれのコンテンツの特徴を表すジャンル、テンポ、速
さ、リズム、歌詞の有無、歌手、または作曲家のうちの少なくとも１つを含む複数の属性
からなるメタデータを取得し、
　　コンテンツに対する前記ユーザの操作に応じて対応する前記メタデータを解析し、前
記メタデータの各属性の属性値毎の前記ユーザの嗜好を示す嗜好値からなるプロファイル
を更新し、
　　複数のコンテンツにそれぞれ対応する前記生体情報と前記メタデータを比較し、前記
メタデータに含まれる複数の属性のうち、前記生体情報の類似性と相関がある属性を特定
するとともに、特定した属性の属性値は異なるものの前記ユーザの前記生体情報が類似し
ている複数のコンテンツが存在する場合、前記複数のコンテンツにそれぞれ対応している
、特定した属性の異なる属性値を、区別する必要のない属性値として特定し、
　　前記ユーザの前記プロファイルを、特定された属性の属性値のうちの区別する必要の
ない前記属性値に関する嗜好値をマージすることにより再構成し、
　　再構成されたプロファイルに基づき、前記ユーザの嗜好値が高い属性値に対応するコ
ンテンツを、推薦コンテンツに特定し、
　　特定された推薦コンテンツの情報をユーザに提示する
　ステップを含み、
　前記プロファイルを生成する処理は、前記コンテンツに対するユーザの操作毎に、当該
コンテンツに対応する属性の属性値に基づいて属性値毎に操作回数の累計を取得して、属
性値毎の操作回数の累計を前記ユーザの嗜好値とし、前記属性値毎の嗜好値からなる前記
プロファイルを更新し、
　前記区別する必要のない属性値を特定する処理は、属性値毎に当該属性値に対応するす
べてのコンテンツの生体情報が類似する属性値を特定し、前記特定された属性値のうち、
値の異なる一の属性値と他の属性値であって、一の属性値に対応するコンテンツの生体情
報と他の属性値に対応するコンテンツの生体情報とが類似する前記一の属性値および前記
他の属性値を、前記区別する必要のない属性値として特定する
　情報処理方法。
【請求項３】
　コンテンツの再生中にユーザが示す、血液中に含まれるヘモグロビンの量、血流量、汗
の量、または脈拍のうちの少なくとも１つを含む生体反応を表す生体情報を取得し、
　前記生体情報が取得されたそれぞれのコンテンツの特徴を表すジャンル、テンポ、速さ
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、リズム、歌詞の有無、歌手、または作曲家のうちの少なくとも１つを含む複数の属性か
らなるメタデータを取得し、
　コンテンツに対する前記ユーザの操作に応じて対応する前記メタデータを解析し、前記
メタデータの各属性の属性値毎の前記ユーザの嗜好を示す嗜好値からなるプロファイルを
更新し、
　複数のコンテンツにそれぞれ対応する前記生体情報と前記メタデータを比較し、前記メ
タデータに含まれる複数の属性のうち、前記生体情報の類似性と相関がある属性を特定す
るとともに、特定した属性の属性値は異なるものの前記ユーザの前記生体情報が類似して
いる複数のコンテンツが存在する場合、前記複数のコンテンツにそれぞれ対応している、
特定した属性の異なる属性値を、区別する必要のない属性値として特定し、
　前記ユーザの前記プロファイルを、特定された属性の属性値のうちの区別する必要のな
い前記属性値に関する嗜好値をマージすることにより再構成し、
　再構成されたプロファイルに基づき、前記ユーザの嗜好値が高い属性値に対応するコン
テンツを、推薦コンテンツに特定し、
　特定された推薦コンテンツの情報をユーザに提示する
　ステップを含み、
　前記プロファイルを生成する処理は、前記コンテンツに対するユーザの操作毎に、当該
コンテンツに対応する属性の属性値に基づいて属性値毎に操作回数の累計を取得して、属
性値毎の操作回数の累計を前記ユーザの嗜好値とし、前記属性値毎の嗜好値からなる前記
プロファイルを更新し、
　前記区別する必要のない属性値を特定する処理は、属性値毎に当該属性値に対応するす
べてのコンテンツの生体情報が類似する属性値を特定し、前記特定された属性値のうち、
値の異なる一の属性値と他の属性値であって、一の属性値に対応するコンテンツの生体情
報と他の属性値に対応するコンテンツの生体情報とが類似する前記一の属性値および前記
他の属性値を、前記区別する必要のない属性値として特定する
　処理をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理端末、情報処理方法、およびプログラムに関し、特に、生体情報に
基づいて、コンテンツの推薦をより適切に行うことができるようにした情報処理端末、情
報処理方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数のユーザの購買履歴や行動履歴をもとに、対象のユーザと似た反応を示す他のユー
ザを特定し、特定した他のユーザの履歴から、対象のユーザにとって未経験のコンテンツ
をその対象のユーザに推薦する技術がある。このような技術は、協調フィルタリング(Col
laborative Filtering)と呼ばれる（非特許文献１）。
【０００３】
　これにより、対象のユーザは、自分が視聴したことのないコンテンツであって、自分と
似た反応を示す他のユーザが購入し、高い評価をしているコンテンツの推薦を受けたりす
ることができる。
【０００４】
【非特許文献１】P. Resnick, N. Iacovou, M. Suchak, P. Bergstrom, and J. Riedl. 
“GroupLens?: Open Architecture for Collaborative Filtering of Netnews.” Confer
ence on Computer Supported Cooperative Work, pp. 175-186, 1994
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　協調フィルタリングは、商品の購買などのようなユーザの意思決定については効果的で
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あるものの、コンテンツといったような、それを利用しているときにユーザの反応が時系
列的に変化するようなものを対象とした推薦には効果的であるとはいえない。
【０００６】
　例えば、推薦するコンテンツを選択するときの基準となる他のユーザの反応は、「好き
」、「どちらでもない」、「嫌い」といったような、コンテンツに対する最終的な反応だ
けであり、そのコンテンツのどの部分が好きか、どの部分が嫌いかといったような、コン
テンツの最終的な反応に至る経緯については考慮されていない。
【０００７】
　好き嫌いを意識的に評価することはできるが、具体的に、どのように感じているから好
きである／嫌いであるということを言語化することは難しい。
【０００８】
　一方、脳波の状態を観測したり、発汗の状態を観測したりして得られた生体情報により
ユーザの感情を推定する技術がある。
【０００９】
　この技術をコンテンツの推薦に適用した場合、例えば、コンテンツの視聴中に生体情報
を実際に観測して感情を推定し、推定した感情と同じ感情を過去に示したコンテンツを検
索して推薦するようなことも考えられるが、この場合、ユーザが興味を持つであろうと考
えられる未知のコンテンツを特定し、推薦することはできない。
【００１０】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、生体情報に基づいて、コンテン
ツの推薦をより適切に行うことができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の一側面である情報処理端末は、コンテンツの再生中にユーザが示す、血液中に
含まれるヘモグロビンの量、血流量、汗の量、または脈拍のうちの少なくとも１つを含む
生体反応を表す生体情報を取得する生体情報取得手段と、前記生体情報が取得されたそれ
ぞれのコンテンツの特徴を表すジャンル、テンポ、速さ、リズム、歌詞の有無、歌手、ま
たは作曲家のうちの少なくとも１つを含む複数の属性からなるメタデータを取得するメタ
データ取得手段と、コンテンツに対する前記ユーザの操作に応じて対応する前記メタデー
タを解析し、前記メタデータの各属性の属性値毎の前記ユーザの嗜好を示す嗜好値からな
るプロファイルを更新するプロファイル生成手段と、複数のコンテンツにそれぞれ対応す
る前記生体情報と前記メタデータを比較し、前記メタデータに含まれる複数の属性のうち
、前記生体情報の類似性と相関がある属性を特定するとともに、特定した属性の属性値は
異なるものの前記ユーザの前記生体情報が類似している複数のコンテンツが存在する場合
、前記複数のコンテンツにそれぞれ対応している、特定した属性の異なる属性値を、区別
する必要のない属性値として特定する特定手段と、前記ユーザの前記プロファイルを、特
定された属性の属性値のうちの区別する必要のない前記属性値に関する嗜好値をマージす
ることにより再構成するプロファイル管理手段と、再構成されたプロファイルに基づき、
前記ユーザの嗜好値が高い属性値に対応するコンテンツを、推薦コンテンツに特定する推
薦コンテンツ特定手段と、特定された推薦コンテンツの情報をユーザに提示する推薦手段
とを備え、前記プロファイル生成手段は、前記コンテンツに対するユーザの操作毎に、当
該コンテンツに対応する属性の属性値に基づいて属性値毎に操作回数の累計を取得して、
属性値毎の操作回数の累計を前記ユーザの嗜好値とし、前記属性値毎の嗜好値からなる前
記プロファイルを更新し、前記特定手段は、属性値毎に当該属性値に対応するすべてのコ
ンテンツの生体情報が類似する属性値を特定し、前記特定された属性値のうち、値の異な
る一の属性値と他の属性値であって、一の属性値に対応するコンテンツの生体情報と他の
属性値に対応するコンテンツの生体情報とが類似する前記一の属性値および前記他の属性
値を、前記区別する必要のない属性値として特定する。
【００１２】
　本発明の一側面である情報処理方法またはプログラムは、コンテンツの再生中にユーザ
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が示す、血液中に含まれるヘモグロビンの量、血流量、汗の量、または脈拍のうちの少な
くとも１つを含む生体反応を表す生体情報を取得し、前記生体情報が取得されたそれぞれ
のコンテンツの特徴を表すジャンル、テンポ、速さ、リズム、歌詞の有無、歌手、または
作曲家のうちの少なくとも１つを含む複数の属性からなるメタデータを取得し、コンテン
ツに対する前記ユーザの操作に応じて対応する前記メタデータを解析し、前記メタデータ
の各属性の属性値毎の前記ユーザの嗜好を示す嗜好値からなるプロファイルを更新し、複
数のコンテンツにそれぞれ対応する前記生体情報と前記メタデータを比較し、前記メタデ
ータに含まれる複数の属性のうち、前記生体情報の類似性と相関がある属性を特定すると
ともに、特定した属性の属性値は異なるものの前記ユーザの前記生体情報が類似している
複数のコンテンツが存在する場合、前記複数のコンテンツにそれぞれ対応している、特定
した属性の異なる属性値を、区別する必要のない属性値として特定し、前記ユーザの前記
プロファイルを、特定された属性の属性値のうちの区別する必要のない前記属性値に関す
る嗜好値をマージすることにより再構成し、再構成されたプロファイルに基づき、前記ユ
ーザの嗜好値が高い属性値に対応するコンテンツを、推薦コンテンツに特定し、特定され
た推薦コンテンツの情報をユーザに提示するステップを含み、前記プロファイルを生成す
る処理は、前記コンテンツに対するユーザの操作毎に、当該コンテンツに対応する属性の
属性値に基づいて属性値毎に操作回数の累計を取得して、属性値毎の操作回数の累計を前
記ユーザの嗜好値とし、前記属性値毎の嗜好値からなる前記プロファイルを更新し、前記
区別する必要のない属性値を特定する処理は、属性値毎に当該属性値に対応するすべての
コンテンツの生体情報が類似する属性値を特定し、前記特定された属性値のうち、値の異
なる一の属性値と他の属性値であって、一の属性値に対応するコンテンツの生体情報と他
の属性値に対応するコンテンツの生体情報とが類似する前記一の属性値および前記他の属
性値を、前記区別する必要のない属性値として特定する。
【００１３】
　本発明の一側面においては、コンテンツの再生中にユーザが示す、血液中に含まれるヘ
モグロビンの量、血流量、汗の量、または脈拍のうちの少なくとも１つを含む生体反応を
表す生体情報が取得され、生体情報が取得されたそれぞれのコンテンツの特徴を表すジャ
ンル、テンポ、速さ、リズム、歌詞の有無、歌手、または作曲家のうちの少なくとも１つ
を含む複数の属性からなるメタデータが取得される。また、コンテンツに対するユーザの
操作に応じて対応するメタデータが解析され、メタデータの各属性の属性値毎のユーザの
嗜好を示す嗜好値からなるプロファイルが更新される。さらに、複数のコンテンツにそれ
ぞれ対応する生体情報とメタデータが比較され、メタデータに含まれる複数の属性のうち
、生体情報の類似性と相関がある属性が特定されるとともに、特定した属性の属性値は異
なるもののユーザの生体情報が類似している複数のコンテンツが存在する場合、複数のコ
ンテンツにそれぞれ対応している、特定した属性の異なる属性値が、区別する必要のない
属性値として特定され、ユーザの前記プロファイルが、特定された属性の属性値のうちの
区別する必要のない属性値に関する嗜好値をマージすることにより再構成され、再構成さ
れたプロファイルに基づき、ユーザの嗜好値が高い属性値に対応するコンテンツが、推薦
コンテンツに特定され、特定された推薦コンテンツの情報がユーザに提示される。なお、
プロファイルを生成する処理では、コンテンツに対するユーザの操作毎に、当該コンテン
ツに対応する属性の属性値に基づいて属性値毎に操作回数の累計が取得されて、属性値毎
の操作回数の累計がユーザの嗜好値とされ、属性値毎の嗜好値からなるプロファイルが更
新され、区別する必要のない属性値を特定する処理では、属性値毎に当該属性値に対応す
るすべてのコンテンツの生体情報の類似する属性値が特定され、特定された属性値のうち
、値の異なる一の属性値と他の属性値であって、一の属性値に対応するコンテンツの生体
情報と他の属性値に対応するコンテンツの生体情報とが類似する一の属性値および他の属
性値が、区別する必要のない属性値として特定される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、生体情報に基づいて、コンテンツの推薦をより適切に行うことができ
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る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１は、本発明の一実施形態に係るコンテンツ推薦システムの構成例を示すブロック図
である。
【００１６】
　図１に示されるように、このコンテンツ推薦システムは、クライアント１とサーバ２が
、インターネットなどのネットワークを介して接続されることによって構成される。
【００１７】
　クライアント１は、生体情報取得部１１、コンテンツDB１２、生体情報処理部１３、送
信部１４、受信部１５、およびコンテンツ推薦部１６から構成される。一方、サーバ２は
、受信部２１、生体情報DB２２、類似ユーザ特定部２３、推薦コンテンツ特定部２４、コ
ンテンツDB２５、および送信部２６から構成される。
【００１８】
　後に詳述するように、サーバ２においては、コンテンツの視聴中に同じような生体反応
を示すユーザが特定され、推薦を受けるクライアント１のユーザに対して、クライアント
１のユーザにとって未経験のコンテンツであって、その同じような生体反応を示すユーザ
によって高い評価が得られているコンテンツが推薦されるようになされている。
【００１９】
　すなわち、サーバ２は、協調フィルタリングによってコンテンツの推薦を行う装置であ
る。サーバ２には、クライアント１以外に、クライアント１と同様の構成を有する端末が
ネットワークを介して複数接続される。
【００２０】
　ここで、生体反応には、血液中に含まれるヘモグロビンの量、血流量、汗の量、脈拍な
どが含まれる。コンテンツを視聴しているユーザが示す反応であればどのようなものが生
体反応として用いられるようにしてもよい。
【００２１】
　クライアント１の生体情報取得部１１は、コンテンツの再生中、コンテンツを視聴して
いるユーザの生体反応を検出し、検出した生体反応の時系列データである生体情報を取得
する。生体情報には、どのコンテンツの再生中に取得されたものであるのかを表す情報も
含まれる。
【００２２】
　図２は、コンテンツの再生中の様子を示す図である。
【００２３】
　図２の例においては、テレビジョン受像機３１とヘッドギア３２がクライアント１に接
続されている。ヘッドギア３２は、テレビジョン受像機３１の前方にある椅子に座ってコ
ンテンツを視聴しているクライアント１のユーザの頭に装着されている。
【００２４】
　クライアント１により再生されたコンテンツの映像はテレビジョン受像機３１に表示さ
れ、コンテンツの音声はテレビジョン受像機３１のスピーカから出力される。
【００２５】
　コンテンツの再生中、ヘッドギア３２においては、ユーザの頭の各部に対して近赤外光
を照射し、脳が活動するときに現れる酸素消費に反応するヘモグロビンの量を生体反応と
して測定することが行われる。測定された生体反応を表す信号はヘッドギア３２からクラ
イアント１に供給され、生体情報が生体情報取得部１１により取得される。
【００２６】
　図２は、血液中に含まれるヘモグロビンの量を生体反応として用いる場合の例を示して
いる。他の反応を生体反応として用いる場合も同様に、その測定器が、コンテンツを視聴
しているユーザに装着される。
【００２７】
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　図３は、生体反応の時系列データの例を示す図である。
【００２８】
　図３に示されるように、生体反応は時系列データとして取得される。図３の横軸は時刻
を表し、縦軸は度合い（上述した例の場合、血液中に含まれるヘモグロビンの量）を表す
。
【００２９】
　生体情報取得部１１は、このようにして取得した生体情報を生体情報処理部１３に出力
する。クライアント１においては複数のコンテンツが再生され、再生されたコンテンツ毎
に、図３に示されるような時系列データである生体情報が取得される。
【００３０】
　生体情報処理部１３は、コンテンツDB１２に記憶されているコンテンツを読み出して再
生し、コンテンツの映像や音声をテレビジョン受像機３１に出力させる。生体情報処理部
１３は、コンテンツの再生中に生体情報取得部１１から順次供給される生体情報を取得す
る。
【００３１】
　また、生体情報処理部１３は、コンテンツに対するユーザの評価を取得する。例えば、
１つのコンテンツの再生が終了したとき、ユーザに対して評価の入力が求められる。ユー
ザは、リモートコントローラやマウスを操作するなどして評価を入力する。
【００３２】
　生体情報処理部１３は、生体情報取得部１１から供給された生体情報と、それぞれのコ
ンテンツに対する評価、ユーザの視聴履歴を表す情報を送信部１４に出力する。
【００３３】
　送信部１４は、生体情報処理部１３から供給された情報をサーバ２に送信する。クライ
アント１のユーザが経験済みの全てのコンテンツについて、コンテンツ毎に、生体情報と
評価がサーバ２に提供されることになる。
【００３４】
　受信部１５は、サーバ２から送信された推薦コンテンツの情報を受信し、受信した情報
をコンテンツ推薦部１６に出力する。
【００３５】
　コンテンツ推薦部１６は、受信部１５から供給された情報に基づいて、サーバ２により
特定された推薦コンテンツの情報をテレビジョン受像機３１などに表示し、ユーザに提示
する。推薦コンテンツの情報として、例えば、推薦コンテンツのタイトル、販売元、概要
などが表示される。
【００３６】
　サーバ２の受信部２１は、クライアント１の送信部１４から送信された生体情報と、そ
れぞれのコンテンツに対するユーザの評価、ユーザの視聴履歴を表す情報を受信し、受信
した情報を生体情報DB２２に記憶させる。
【００３７】
　上述したように、サーバ２には、クライアント１と同様の構成を有する端末が複数接続
されている。それぞれの端末から同様の情報が送信されてくることにより、生体情報DB２
２には、それぞれのユーザの生体情報と、コンテンツに対する評価、視聴履歴を表す情報
が記憶される。
【００３８】
　類似ユーザ特定部２３は、生体情報DB２２から生体情報を読み出し、それぞれのユーザ
の生体反応の時系列データのパターンに基づいて、同じコンテンツの視聴中に、類似する
生体反応を示すユーザを特定する。
【００３９】
　生体反応の時系列データのパターンが類似するか否かは、例えば、ユーザ毎の生体反応
の時系列データのパターンの相互相関を求めたり、特定のパターンとの一致率を求めたり
、特定部分（範囲）の閾値に対する一致率を求めたりして判断される。
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【００４０】
　図４は、コンテンツＡに対する生体情報の例を示す図である。
【００４１】
　図４の例においては、ユーザ１乃至３がそれぞれコンテンツＡを視聴しているときに取
得された生体反応の時系列データのパターンが上から順に示されている。
【００４２】
　ユーザ１乃至３のコンテンツＡに対する生体反応の時系列データのパターンが図４に示
されるようなものである場合、ユーザ１の生体反応の時系列データのパターンと、ユーザ
２の生体反応の時系列データのパターンは類似するから、ユーザ１とユーザ２は、コンテ
ンツＡを視聴しているときに類似する生体反応を示すユーザである類似ユーザとなる。
【００４３】
　コンテンツＡの視聴中、ユーザ１とユーザ２は、同じような部分で、同じような度合い
の生体反応を示すことになる。
【００４４】
　一方、ユーザ１とユーザ３は類似ユーザではないから、コンテンツＡの視聴中、ユーザ
１とユーザ３は違う部分で、または、違う度合いで、生体反応を示すことになる。
【００４５】
　上述した血液中のヘモグロビン量の生体反応は脳の活動状況を表し、コンテンツを視聴
しているときの感じ方によって活動状況が異なると考えられるから、類似ユーザは、コン
テンツのある特徴に対して、似たような感じ方（反応）をするユーザであること、すなわ
ち、似たような視聴の仕方をするユーザであることを表す。映像の一定の明るさに対して
無意識のうちに反応を示すような視聴の仕方であったり、一定の周波数の音声に対して無
意識のうちに反応を示すような視聴の仕方であったりするように、同じコンテンツでも、
その視聴の仕方には人によって違いがある。
【００４６】
　なお、１つのコンテンツに対する生体反応の時系列データのパターンに基づいて判断さ
れるのではなく、複数のコンテンツに対する生体反応の時系列データのパターンに基づい
て類似ユーザであるか否かが判断されるようにしてもよい。
【００４７】
　類似ユーザ特定部２３は、以上のようにして特定した類似ユーザの情報を推薦コンテン
ツ特定部２４に出力する。
【００４８】
　推薦コンテンツ特定部２４は、生体情報DB２２に記憶されている情報により表されるそ
れぞれのユーザの評価、視聴履歴を参照し、クライアント１のユーザが未経験のコンテン
ツであって、クライアント１のユーザの類似ユーザが高い評価をしているコンテンツを推
薦コンテンツとして特定する。この推薦コンテンツの特定は、例えば、所定のタイミング
でクライアント１からコンテンツの推薦が要求されたときに行われる。
【００４９】
　図５は、ユーザの評価と視聴履歴の例を示す図である。
【００５０】
　図５の例においては、コンテンツＡ乃至Ｇに対するユーザ１乃至３の評価と視聴履歴が
示されている。ユーザ１はクライアント１のユーザであるとする。
【００５１】
　図５において、白抜きの丸印は、視聴済みであり、高い評価をしていることを表し、バ
ツ印は、視聴済みであるが、低い評価をしていることを表す。空欄は、視聴が行われてい
ない未経験のコンテンツであることを表す。
【００５２】
　例えば、ユーザ１はコンテンツＡ，Ｅを視聴済みであり、視聴済みのいずれのコンテン
ツに対しても高い評価をしていることになる。ユーザ２はコンテンツＡ，Ｃ，Ｄ，Ｅを視
聴済みであり、そのうちのコンテンツＡ，Ｄ，Ｅに対して高い評価をし、コンテンツＣに
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対して低い評価をしていることになる。ユーザ３はコンテンツＡ，Ｅ，Ｆ，Ｇを視聴済み
であり、視聴済みのいずれのコンテンツに対しても高い評価をしていることになる。
【００５３】
　このような評価、視聴履歴が得られている場合、推薦コンテンツ特定部２４においては
、クライアント１のユーザであるユーザ１の類似ユーザは、類似ユーザ特定部２３から供
給された情報に基づいてユーザ２として特定される（図４）。
【００５４】
　また、ユーザ１が未経験のコンテンツであって、類似ユーザであるユーザ２が高い評価
をしているコンテンツであるコンテンツＤが、推薦コンテンツとして特定される。
【００５５】
　ユーザ１が未経験のコンテンツであっても、ユーザ２が低い評価をしているコンテンツ
であるコンテンツＣや、ユーザ１の類似ユーザではないユーザ３が高い評価をしているコ
ンテンツＦ，Ｇは、推薦コンテンツとしては選択されない。
【００５６】
　推薦コンテンツ特定部２４は、推薦コンテンツのタイトル、販売元、概要などの情報を
コンテンツDB２５から読み出し、読み出したそれらの情報を送信部２６に出力する。コン
テンツDB２５には、コンテンツに関する各種の情報が記憶されている。
【００５７】
　送信部２６は、推薦コンテンツ特定部２４から供給された情報をクライアント１に送信
する。
【００５８】
　ここで、以上のような構成を有するクライアント１とサーバ２の処理について説明する
。
【００５９】
　はじめに、図６のフローチャートを参照して、コンテンツを再生するクライアント１の
処理について説明する。この処理は、例えば、所定のコンテンツの再生がユーザにより指
示されたときに開始される。
【００６０】
　ステップＳ１において、クライアント１の生体情報処理部１３は、コンテンツDB１２か
ら読み出したコンテンツを再生する。
【００６１】
　ステップＳ２において、生体情報取得部１１は、ユーザに装着されている測定器からの
出力に基づいて、コンテンツを視聴しているユーザの生体反応の時系列データである生体
情報を取得し、生体情報処理部１３に出力する。
【００６２】
　ステップＳ３において、生体情報処理部１３は、コンテンツの再生が終了したか否かを
判定し、終了していないと判定した場合、ステップＳ１に戻り、以上の処理を繰り返す。
【００６３】
　一方、コンテンツの再生が終了したとステップＳ３において判定した場合、ステップＳ
４において、生体情報処理部１３は、再生を行ったコンテンツに対するユーザの評価を取
得する。生体情報処理部１３は、生体情報と、コンテンツに対する評価、ユーザの視聴履
歴を表す情報を送信部１４に出力する。
【００６４】
　ステップＳ５において、送信部１４は、生体情報処理部１３から供給された情報をサー
バ２に送信する。その後、処理は終了される。
【００６５】
　以上においては、コンテンツに対する評価はユーザによって手動で入力されるものとし
たが、高評価をしたと考えられる操作が行われたコンテンツに対して、高い評価が設定さ
れるようにしてもよい。例えば、再生が複数回行われたコンテンツ、削除プロテクトが設
定されたコンテンツ、ダビングが行われたコンテンツに対して、高い評価が設定される。
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【００６６】
　また、コンテンツを検索するときにユーザによりキーワードとして入力された俳優の名
前などの単語と同じ単語をメタデータに含むコンテンツに対して高い評価が設定されるよ
うにしてもよい。それぞれのコンテンツには、タイトル、販売元、出演者、概要などの各
種のメタデータが付加されている。
【００６７】
　さらに、クライアント１のユーザが過去にサーバ２によるコンテンツの推薦を受けてい
る場合、クライアント１のユーザが推薦を受け入れ、購入操作や再生操作などを行ったコ
ンテンツのメタデータと同じメタデータを有するコンテンツに対して高い評価が設定され
るようにしてもよい。
【００６８】
　単に、クライアント１のユーザが購入するなどして所持しているコンテンツに対して高
い評価が設定されるようにしてもよい。
【００６９】
　次に、図７のフローチャートを参照して、コンテンツの推薦を行うサーバ２の処理につ
いて説明する。
【００７０】
　ステップＳ１１において、サーバ２の受信部２１は、クライアント１から送信された生
体情報と、コンテンツに対する評価、ユーザの視聴履歴を表す情報を受信し、受信した情
報を生体情報DB２２に記憶させる。
【００７１】
　この処理が、クライアント１と同様の構成を有する端末から情報が送信されてくる毎に
行われることにより、生体情報DB２２には、複数のユーザの生体情報と、コンテンツに対
する評価、視聴履歴を表す情報が記憶される。
【００７２】
　ステップＳ１２において、類似ユーザ特定部２３は、生体情報DB２２に記憶されている
生体情報に基づいて類似ユーザを特定する。類似ユーザ特定部２３は、特定した類似ユー
ザの情報を推薦コンテンツ特定部２４に出力する。
【００７３】
　ステップＳ１３において、推薦コンテンツ特定部２４は、それぞれのユーザの評価、視
聴履歴を参照し、クライアント１のユーザが未経験のコンテンツであって、類似ユーザが
高い評価をしているコンテンツを推薦コンテンツとして特定する。推薦コンテンツ特定部
２４は、推薦コンテンツの情報を送信部２６に出力する。
【００７４】
　ステップＳ１４において、送信部２６は、推薦コンテンツ特定部２４から供給された情
報をクライアント１に送信し、処理を終了させる。
【００７５】
　次に、図８のフローチャートを参照して、推薦結果を表示するクライアント１の処理に
ついて説明する。この処理は、例えば、クライアント１からの要求に応じて推薦コンテン
ツの情報がサーバ２から送信されたときに開始される。
【００７６】
　ステップＳ２１において、クライアント１の受信部１５は、サーバ２から送信された推
薦コンテンツの情報を受信し、受信した情報をコンテンツ推薦部１６に出力する。
【００７７】
　ステップＳ２２において、コンテンツ推薦部１６は、サーバ２により特定された推薦コ
ンテンツの情報をテレビジョン受像機３１に表示し、推薦コンテンツをユーザに提示する
。ユーザは、リモートコントローラなどを操作して、推薦コンテンツをダウンロードして
購入したり、ストリーミングの形で視聴したりすることができる。その後、処理は終了さ
れる。
【００７８】
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　以上の処理により、サーバ２は、ユーザが意識的に行うコンテンツに対する評価ではな
く、ユーザのコンテンツに対する感じ方そのものを用いて協調フィルタリングを行い、コ
ンテンツの推薦を行うことができる。
【００７９】
　また、サーバ２は、ユーザが説明できないコンテンツの類似性などを推薦に利用するこ
とができ、評価ベースの推薦とは異なる視点でのコンテンツの推薦を提供することができ
る。
【００８０】
　以上においては、生体反応の時系列データのパターンに基づいて類似ユーザが特定され
、類似ユーザによって高い評価がなされているコンテンツが推薦コンテンツとして特定さ
れるものとしたが、コンテンツの視聴中にユーザが示す表出の時系列データのパターンに
基づいて同様の処理が行われるようにしてもよい。
【００８１】
　ここで、表出とは、笑顔や顔をしかめるなどの表情、独り言や対話などの発話、拍手や
貧乏ゆすりやタッピングなどの動作、ひじを付くことや上体が傾くことなどの姿勢、など
の、画像や音によって外部から認識可能なユーザの反応である。表出も、コンテンツの視
聴中に、生体であるユーザが示す反応といえるので、上述した生体情報には表出の情報も
含まれる。
【００８２】
　クライアント１の生体情報取得部１１は、コンテンツの再生中、コンテンツを視聴して
いるユーザを撮影して得られた画像や、集音して得られたユーザの音声に基づいて、ユー
ザが示す複数種類の表出を所定の間隔で検出する。
【００８３】
　図９は、コンテンツの再生中の様子を示す図である。
【００８４】
　図９の例においては、テレビジョン受像機３１の他に、マイクロフォン４１とカメラ４
２がクライアント１に接続されている。マイクロフォン４１の指向性とカメラ４２の撮影
範囲はテレビジョン受像機３１の前方にある椅子に座ってコンテンツを視聴しているクラ
イアント１のユーザに向けられている。
【００８５】
　コンテンツの再生中にマイクロフォン４１により集音されたユーザの音声と、カメラ４
２により撮影されたユーザの画像はクライアント１に供給される。
【００８６】
　例えば、上述した笑顔は、カメラ４２により撮影された画像からユーザの顔の範囲が検
出され、検出された顔から抽出された特徴と、あらかじめ用意されている笑顔の特徴との
マッチングが行われることによって検出される。生体情報取得部１１においては、ユーザ
が笑顔になったタイミングと、笑顔の度合い（爆笑している、ほほえんでいるなど）を表
す時系列データが取得される。
【００８７】
　同様に、顔をしかめるは、カメラ４２により撮影された画像からユーザの顔の範囲が検
出され、検出された顔から抽出された特徴と、あらかじめ用意されている、しかめっ面の
特徴とのマッチングが行われることによって検出される。生体情報取得部１１においては
、ユーザが顔をしかめたタイミングと、しかめた度合いを表す時系列データが取得される
。
【００８８】
　独り言や対話などの発話は、マイクロフォン４１により集音された音声を対象として話
者認識が行われることによって話者が特定され、集音された音声が、クライアント１のユ
ーザの独り言であるのか、一緒にコンテンツを視聴している他のユーザとの対話であるの
かが認識されることによって検出される。生体情報取得部１１においては、ユーザの発話
のタイミングと、発話の度合いである音量を表す時系列データが取得される。
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【００８９】
　拍手は、マイクロフォン４１により集音された音に基づいて検出される。生体情報取得
部１１においては、ユーザの拍手のタイミングと、拍手の強弱などの度合いを表す時系列
データが取得される。
【００９０】
　他の表出についても同様に、マイクロフォン４１とカメラ４２により得られたデータに
基づいて検出される。表出の検出は、マイクロフォン４１とカメラ４２により得られたデ
ータがハードディスクなどの記録媒体に一度記録され、記録されたデータを対象として行
われるようにしてもよいし、マイクロフォン４１とカメラ４２からデータが供給される毎
にリアルタイムで行われるようにしてもよい。
【００９１】
　図１０は、表出の時系列データの例を示す図である。
【００９２】
　図１０には、上から順に、笑顔、顔をしかめる、拍手、独り言の時系列データが示され
ている。横軸は時刻を表し、縦軸は度合いを表す。
【００９３】
　生体情報取得部１１は、このようにして検出した表出の時系列データを生体情報処理部
１３に出力する。クライアント１においては複数のコンテンツが再生され、再生されたコ
ンテンツ毎に、図１０に示されるような時系列データが取得される。
【００９４】
　表出の時系列データは、コンテンツに対するユーザの評価や視聴履歴の情報とともにク
ライアント１からサーバ２に送信される。クライアント１と同様の構成を有する他の端末
からも同様にして表出の情報などが送信されることにより、サーバ２には、複数のユーザ
の表出の情報が収集される。
【００９５】
　サーバ２においては、同じコンテンツに対する、同じ種類の表出の時系列データのパタ
ーン同士を比較し、特定の表出が検出された位置、度合いが類似する（時系列データのパ
ターンが類似する）ユーザである類似ユーザが特定される。
【００９６】
　類似ユーザが特定された後、クライアント１のユーザが未経験のコンテンツであって、
類似ユーザが高い評価をしているコンテンツが推薦コンテンツとして特定され、推薦コン
テンツの情報がクライアント１に送信される。
【００９７】
　あるユーザはおもしろいと感じるコンテンツを視聴しているときに多く笑い、違うユー
ザはおもしろいと感じるコンテンツを視聴しているときに多く拍手するといったように、
ユーザ毎に、コンテンツを視聴しているときの表出が異なると考えられるため、表出の時
系列データのパターンを用いることによっても、視聴の仕方の類似するユーザを特定する
ことが可能になる。
【００９８】
　図１１は、本発明の他の実施形態に係るコンテンツ推薦システムの構成例を示すブロッ
ク図である。
【００９９】
　図１１に示されるように、このコンテンツ推薦システムは、クライアント１０１により
実現される。
【０１００】
　クライアント１０１は、生体情報取得部１１１、コンテンツDB１１２、生体情報処理部
１１３、生体情報DB１１４、コンテンツグループ特定部１１５、推薦コンテンツ特定部１
１６、およびコンテンツ推薦部１１７から構成される。
【０１０１】
　後に詳述するように、クライアント１０１においては、視聴しているユーザが同じよう
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な生体反応を示すコンテンツのグループが特定される。また、あるコンテンツと類似する
コンテンツの推薦が要求されたとき、基準となるコンテンツと同じグループに属する他の
コンテンツが推薦されるようになされている。
【０１０２】
　生体反応には、血液中に含まれるヘモグロビンの量、血流量、汗の量、脈拍などが含ま
れる。コンテンツを視聴しているユーザが示す反応であればどのようなものが生体反応と
して用いられるようにしてもよい。
【０１０３】
　クライアント１０１の生体情報取得部１１１は、コンテンツの再生中、図２に示される
ような状況でコンテンツを視聴しているユーザの生体反応の時系列データである生体情報
を取得し、取得した生体情報を生体情報処理部１１３に出力する。生体情報には、どのコ
ンテンツの再生中に取得されたものであるのかを表す情報も含まれる。
【０１０４】
　クライアント１０１においては複数のコンテンツが再生され、再生されたコンテンツ毎
に、図３に示されるような時系列データである生体情報が取得される。
【０１０５】
　生体情報処理部１１３は、コンテンツDB１１２に記憶されているコンテンツを読み出し
て再生する。生体情報処理部１１３は、コンテンツの再生中に生体情報取得部１１１から
順次供給される生体情報を取得し、生体情報DB１１４に記憶させる。複数のコンテンツの
再生が行われることにより、生体情報DB１１４には、再生が行われたそれぞれのコンテン
ツに対する、クライアント１０１のユーザの生体情報が記憶される。
【０１０６】
　コンテンツグループ特定部１１５は、生体情報DB１１４に記憶されている生体情報によ
り表される生体反応の時系列データのパターンに基づいて、視聴中に、ユーザが同じよう
な生体反応を示すコンテンツのグループを特定する。
【０１０７】
　生体反応の時系列データのパターンが類似するか否かは、例えば、時系列データのパタ
ーンの相互相関を求めたり、特定のパターンとの一致率を求めたり、特定部分の閾値に対
する一致率を求めたりして判断される。
【０１０８】
　図１２は、クライアント１０１のユーザの生体情報の例を示す図である。
【０１０９】
　図１２の例においては、コンテンツＡ乃至Ｃに対する生体反応の時系列データのパター
ンが上から順に示されている。
【０１１０】
　コンテンツＡ乃至Ｃをそれぞれ視聴しているときのユーザの生体反応の時系列データの
パターンが図１２に示されるようなものである場合、コンテンツＡを視聴しているときの
生体反応の時系列データのパターンと、コンテンツＢを視聴しているときの生体反応の時
系列データのパターンは類似するから、コンテンツＡとコンテンツＢは、視聴していると
きにクライアント１０１のユーザが類似する生体反応を示すコンテンツである類似コンテ
ンツのグループとなる。
【０１１１】
　コンテンツＡの視聴中もコンテンツＢの視聴中も、視聴を始めてから同じような時間だ
け経過したシーンで、同じような度合いの生体反応をユーザは示すことになる。
【０１１２】
　上述した血液中のヘモグロビン量の生体反応は脳の活動状況を表し、コンテンツを視聴
しているときの感じ方によって活動状況が異なると考えられるから、類似コンテンツは、
いずれのコンテンツにも同じようなタイミングで同じような特徴があること、すなわち、
似たような視聴の仕方をユーザがしてしまうコンテンツであることを表す。
【０１１３】
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　コンテンツグループ特定部１１５は、以上のようにして特定した類似コンテンツのグル
ープの情報を推薦コンテンツ特定部１１６に出力する。
【０１１４】
　推薦コンテンツ特定部１１６は、コンテンツの推薦がユーザにより要求されたとき、コ
ンテンツグループ特定部１１５から供給された情報に基づいて、基準となるコンテンツと
同じ類似コンテンツのグループに属するコンテンツを推薦コンテンツとして特定する。
【０１１５】
　ユーザは、例えば、あるコンテンツを視聴しているときに、いま視聴しているコンテン
ツと似ているものを探すことをリモートコントローラやマウスなどを操作して入力し、コ
ンテンツの推薦をクライアント１０１に対して要求する。クライアント１０１においては
、ユーザが視聴しているコンテンツを基準のコンテンツとして、推薦コンテンツの特定が
行われる。
【０１１６】
　図１２に示されるような生体情報に基づいて類似コンテンツのグループが特定されてい
る場合、例えば、コンテンツＢの視聴中に、類似するコンテンツの推薦が要求されたとき
には、基準となるコンテンツＢと同じ類似コンテンツのグループに属するコンテンツＡが
推薦コンテンツとして特定される。
【０１１７】
　推薦コンテンツ特定部１１６は、推薦コンテンツのタイトル、販売元、概要などの情報
をコンテンツDB１１２から読み出し、読み出したそれらの情報をコンテンツ推薦部１１７
に出力する。
【０１１８】
　コンテンツ推薦部１１７は、推薦コンテンツ特定部１１６から供給された情報に基づい
て推薦コンテンツの情報をテレビジョン受像機などに表示し、ユーザに提示する。
【０１１９】
　ここで、以上のような構成を有するクライアント１０１の処理について説明する。
【０１２０】
　はじめに、図１３のフローチャートを参照して、コンテンツを再生するクライアント１
０１の処理について説明する。この処理は、例えば、所定のコンテンツの再生がユーザに
より指示されたときに開始される。
【０１２１】
　ステップＳ１０１において、クライアント１０１の生体情報処理部１１３は、コンテン
ツDB１１２から読み出したコンテンツを再生する。
【０１２２】
　ステップＳ１０２において、生体情報取得部１１１は、ユーザに装着されている測定器
からの出力に基づいて、コンテンツを視聴しているユーザの生体反応の時系列データであ
る生体情報を取得し、生体情報処理部１１３に出力する。
【０１２３】
　ステップＳ１０３において、生体情報処理部１１３は、コンテンツの再生が終了したか
否かを判定し、終了していないと判定した場合、ステップＳ１０１に戻り、以上の処理を
繰り返す。
【０１２４】
　一方、コンテンツの再生が終了したとステップＳ１０３において判定した場合、ステッ
プＳ１０４において、生体情報処理部１１３は、生体情報を生体情報DB１１４に記憶させ
る。その後、処理は終了される。
【０１２５】
　次に、図１４のフローチャートを参照して、コンテンツの推薦を行うクライアント１０
１の処理について説明する。
【０１２６】
　ステップＳ１１１において、コンテンツグループ特定部１１５は、生体情報DB１１４に
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記憶されている生体情報に基づいて、視聴中に、ユーザが同じような生体反応を示す類似
コンテンツのグループを特定する。
【０１２７】
　コンテンツの推薦がユーザにより要求されたとき、ステップＳ１１２において、推薦コ
ンテンツ特定部１１６は、基準となるコンテンツと同じ類似コンテンツのグループに属す
るコンテンツを推薦コンテンツとして特定する。
【０１２８】
　ステップＳ１１３において、コンテンツ推薦部１１７は、推薦コンテンツの情報を表示
し、ユーザに提示する。その後、処理は終了される。
【０１２９】
　以上の処理により、クライアント１０１は、ユーザの視聴の仕方を基準として推薦コン
テンツを特定し、コンテンツの推薦を行うことができる。
【０１３０】
　視聴中にユーザが同じような生体反応を示すコンテンツのグループを特定し、以上のよ
うにしてコンテンツの推薦を行うためには、クライアント１０１は、多くのコンテンツを
ユーザに実際に視聴させ、生体情報を取得している必要がある。例えば、ユーザが３つの
コンテンツしか視聴していない場合、クライアント１０１は、その３つの範囲でしか、推
薦コンテンツを選択することができない。
【０１３１】
　生体情報が不足し、適切な推薦を行うことができない場合、他のユーザの分の生体情報
が他の装置から取得され、取得された生体情報も用いてコンテンツの推薦が行われるよう
にしてもよい。
【０１３２】
　図１５は、コンテンツ推薦システムの他の構成例を示すブロック図である。図１５にお
いて、図１１に示される構成と同じ構成には同じ符号を付してある。重複する説明につい
ては適宜省略する。
【０１３３】
　図１５に示されるコンテンツ推薦システムは、クライアント１０１とサーバ１３１が、
インターネットなどのネットワークを介して接続されることによって構成される。
【０１３４】
　サーバ１３１は、クライアント１０１と同様の構成を有する複数の端末から送信された
生体情報を受信し、生体情報DB１４１に記憶させて管理する。生体情報には、どのコンテ
ンツの再生中に取得されたものであるのかを表す情報も含まれる。
【０１３５】
　図１５のクライアント１０１は、通信部１２１と類似ユーザ特定部１２２をさらに有し
ている点で、図１１のクライアント１０１と異なる。
【０１３６】
　通信部１２１は、サーバ１３１と通信を行い、クライアント１０１のユーザ以外の複数
のユーザの分の生体情報を生体情報DB１４１から取得する。通信部１２１は、取得した生
体情報を生体情報DB１１４に記憶させる。
【０１３７】
　類似ユーザ特定部１２２は、生体情報DB１１４に記憶されている生体情報に基づいて、
同じコンテンツの視聴中に、クライアント１０１のユーザと類似する生体反応を示すユー
ザである類似ユーザを特定する。
【０１３８】
　すなわち、類似ユーザ特定部１２２は、図１の類似ユーザ特定部２３と同様に、同じコ
ンテンツについての、クライアント１０１のユーザの生体反応の時系列データのパターン
と、クライアント１０１のユーザ以外のユーザの生体反応の時系列データのパターンを比
較して類似ユーザを特定する。
【０１３９】
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　類似ユーザ特定部１２２は、クライアント１０１のユーザの類似ユーザがどのユーザで
あるのかを表す情報をコンテンツグループ特定部１１５に出力する。
【０１４０】
　コンテンツグループ特定部１１５は、クライアント１０１のユーザの生体情報と、クラ
イアント１０１のユーザの類似ユーザの生体情報を生体情報DB１１４から読み出し、読み
出した生体情報により表される生体反応の時系列データのパターンに基づいて、視聴中に
、ユーザが同じような生体反応を示すコンテンツのグループを特定する。
【０１４１】
　クライアント１０１のユーザとその類似ユーザは、同じコンテンツの視聴中に同じよう
な生体反応を示すユーザであるから、クライアント１０１のユーザが視聴していないコン
テンツであっても、それを視聴したときには、類似ユーザが示す生体反応と同じような生
体反応を示すと考えられる。従って、ここでは、類似ユーザの生体情報が、クライアント
１０１のユーザの生体情報として用いられ、上述したようなコンテンツのグループが特定
されることになる。
【０１４２】
　図１６は、クライアント１０１のユーザであるユーザ１の生体情報と、類似ユーザであ
るユーザ２の生体情報の例を示す図である。
【０１４３】
　図１６の例においては、コンテンツＡ乃至Ｆに対する生体反応の時系列データのパター
ンが上から順に示されている。
【０１４４】
　コンテンツＡ乃至Ｃに対する生体反応の時系列データのパターンは、ユーザ１がコンテ
ンツＡ乃至Ｃを実際に視聴したときに取得された生体情報により表されるものである。一
方、コンテンツＤ乃至Ｆに対する生体反応の時系列データのパターンは、サーバ１３１か
ら取得された、ユーザ２の生体情報により表されるものである。
【０１４５】
　この場合、コンテンツＡ，Ｂを視聴しているときのユーザ１の生体反応の時系列データ
のパターンとコンテンツＦを視聴しているときの、ユーザ１の類似ユーザであるユーザ２
の生体反応の時系列データのパターンは類似するから、コンテンツＡ，Ｂ，Ｆは、類似コ
ンテンツのグループとなる。
【０１４６】
　コンテンツグループ特定部１１５は、以上のようにして特定した類似コンテンツのグル
ープの情報を推薦コンテンツ特定部１１６に出力する。推薦コンテンツ特定部１１６にお
いては、基準となるコンテンツと同じ類似コンテンツのグループに属するコンテンツが推
薦コンテンツとして選択される。
【０１４７】
　ここで、図１７のフローチャートを参照して、図１５に示されるような構成を有するク
ライアント１０１の処理について説明する。
【０１４８】
　ステップＳ１２１において、通信部１２１は、サーバ１３１と通信を行い、クライアン
ト１０１のユーザ以外の複数のユーザの分の生体情報を取得する。
【０１４９】
　ステップＳ１２２において、類似ユーザ特定部１２２は、クライアント１０１のユーザ
の生体情報と、通信部１２１により取得された、クライアント１０１のユーザ以外のユー
ザの生体情報に基づいて類似ユーザを特定する。
【０１５０】
　ステップＳ１２３以降の処理は、図１４のステップＳ１１１以降の処理と同様の処理で
ある。ステップＳ１２３において、コンテンツグループ特定部１１５は、クライアント１
０１のユーザの生体反応の時系列データのパターンと、類似ユーザの生体反応の時系列デ
ータのパターンに基づいて類似コンテンツのグループを特定する。
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【０１５１】
　コンテンツの推薦がユーザにより要求されたとき、ステップＳ１２４において、推薦コ
ンテンツ特定部１１６は、基準となるコンテンツと同じ類似コンテンツのグループに属す
るコンテンツを推薦コンテンツとして特定する。
【０１５２】
　ステップＳ１２５において、コンテンツ推薦部１１７は、推薦コンテンツの情報を表示
し、ユーザに提示する。その後、処理は終了される。
【０１５３】
　以上の処理により、クライアント１０１は、クライアント１０１のユーザの生体情報が
不足している場合であっても、コンテンツの推薦を適切に行うことができる。
【０１５４】
　図１８は、本発明のさらに他の実施形態に係るコンテンツ推薦システムの構成例を示す
ブロック図である。
【０１５５】
　図１８に示されるように、このコンテンツ推薦システムは、クライアント２０１により
実現される。
【０１５６】
　クライアント２０１は、生体情報取得部２１１、生体情報処理部２１２、コンテンツDB
２１３、生体情報DB２１４、メタデータ取得部２１５、メタデータ別集計比較部２１６、
プロファイル構成部２１７、推薦コンテンツ特定部２１８、およびコンテンツ推薦部２１
９から構成される。
【０１５７】
　後に詳述するように、クライアント２０１においては、コンテンツにメタデータとして
付加されている各種の属性値(Attribute Value)のうち、クライアント２０１のユーザに
とって区別する必要のない属性値が生体情報に基づいて特定される。また、特定された属
性値がマージされることによってプロファイルが再構成され、再構成されたプロファイル
と、コンテンツに付加されているメタデータに基づいて、コンテンツの推薦が行われる。
【０１５８】
　すなわち、クライアント２０１は、コンテンツの内容に基づくフィルタリングであるCB
F(Content Based Filtering)を行う装置である。
【０１５９】
　ここで、対象のコンテンツが音楽コンテンツであるとすると、属性は、ジャンル、テン
ポ、速さ、リズム、歌詞のあり／なし、歌手の名前、作曲家の名前などの、コンテンツの
特徴を表すのに用いられる項目である。
【０１６０】
　属性値は、それぞれの項目として設定される値であり、例えばジャンルの属性に対して
は、カントリー、ジャズ、ポップス、クラシックなどが値として設定される。
【０１６１】
　プロファイルは、ユーザが実際に視聴したコンテンツのメタデータを解析することによ
って得られる情報である。例えば、ジャンルが「カントリー」であるコンテンツを１０回
聴いたことを表す情報や、「ポップス」であるコンテンツを１０回聴いたことを表す情報
などがプロファイルに含まれる。
【０１６２】
　クライアント２０１が有するコンテンツDB２１３に記憶されているそれぞれのコンテン
ツには、各種の属性値がメタデータとして設定されている。
【０１６３】
　また、プロファイル構成部２１７により、クライアント２０１のユーザのプロファイル
が管理されている。プロファイル構成部２１７が管理するプロファイルは、ユーザがコン
テンツを視聴したりダビングしたりするなどの、コンテンツを用いた操作を行う毎に更新
される。
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【０１６４】
　クライアント２０１の生体情報取得部２１１は、音楽などのコンテンツの再生中、コン
テンツを視聴しているユーザの生体反応の時系列データである生体情報を取得する。
【０１６５】
　生体反応には、血液中に含まれるヘモグロビンの量、血流量、汗の量、脈拍などが含ま
れる。コンテンツを視聴しているユーザが示す反応であればどのようなものが生体反応と
して用いられるようにしてもよい。
【０１６６】
　生体情報取得部２１１は、生体情報を生体情報処理部２１２に出力する。クライアント
２０１においてはメタデータの属性値別に複数のコンテンツが再生され、再生されたコン
テンツ毎に、図３に示されるような時系列データである生体情報が取得される。
【０１６７】
　生体情報処理部２１２は、コンテンツDB２１３に記憶されているコンテンツを読み出し
て再生する。生体情報処理部２１２は、コンテンツの再生中に生体情報取得部２１１から
順次供給される生体情報を取得し、生体情報DB２１４に記憶させる。複数のコンテンツの
再生が行われることにより、生体情報DB２１４には、再生が行われたそれぞれのコンテン
ツに対する、クライアント２０１のユーザの生体情報が記憶される。
【０１６８】
　メタデータ取得部２１５は、再生が行われ、生体情報が取得されたコンテンツのメタデ
ータをコンテンツDB２１３から読み出し、読み出したメタデータをメタデータ別集計比較
部２１６に出力する。コンテンツDB２１３には、コンテンツに関する各種の情報が記憶さ
れている。コンテンツのメタデータを管理するサーバから、メタデータ取得部２１５によ
りメタデータが取得されるようにしてもよい。
【０１６９】
　メタデータ別集計比較部２１６は、生体反応の時系列データのパターンを属性値の異な
るコンテンツのもの毎に比較し、特定の属性値で特徴的なパターンを抽出する。メタデー
タ別集計比較部２１６は、抽出したパターンが異なる属性値間で類似しているようであれ
ば、その異なる属性値を同一の属性値とするように、クライアント２０１のユーザにとっ
て区別する必要のない属性値を学習する。
【０１７０】
　具体的には、まず、メタデータ別集計比較部２１６は、生体情報DB２１４に記憶されて
いる生体情報と、メタデータ取得部２１５から供給されたメタデータに基づいて、生体情
報と連動する属性を特定する。次に、メタデータ別集計比較部２１６は、特定した属性の
値として設定される属性値のうち、クライアント２０１のユーザにとって区別する必要の
ない属性値を特定する。
【０１７１】
　ここで、図１９と図２０を参照して、クライアント２０１のユーザにとって区別する必
要のない属性値の特定の仕方について説明する。
【０１７２】
　図１９は、クライアント２０１のユーザの生体情報の例を示す図である。
【０１７３】
　図１９の例においては、コンテンツＡ乃至Ｆに対する生体反応の時系列データのパター
ンが上から順に示されている。コンテンツＡ，Ｂ，Ｄ，Ｅに対する生体反応の時系列デー
タのパターンは相互に類似しているものとする。
【０１７４】
　どのコンテンツに対する生体反応の時系列データのパターンが類似するか否かは、例え
ば、時系列データのパターンの相互相関を求めたり、特定のパターンとの一致率を求めた
り、特定部分の閾値に対する一致率を求めたりしてメタデータ別集計比較部２１６により
判断される。
【０１７５】
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　図２０は、コンテンツＡ乃至Ｆのメタデータの例を示す図である。
【０１７６】
　図２０の例においては、ジャンル、歌詞のあり／なし、速さの各属性の値が示されてい
る。コンテンツＡのジャンルは「カントリー」とされ、歌詞のあり／なしは「あり」とさ
れ、速さは「速」とされている。歌詞のあり／なしの属性値として白抜きの丸印が設定さ
れていることは「あり」を表し、空欄は「なし」を表す。
【０１７７】
　同様に、コンテンツＢのジャンルは「カントリー」、歌詞のあり／なしは「なし」、速
さは「中」とされ、コンテンツＣのジャンルは「ジャズ」、歌詞のあり／なしは「あり」
、速さは「遅」とされている。コンテンツＤのジャンルは「ポップス」、歌詞のあり／な
しは「あり」、速さは「遅」とされ、コンテンツＥのジャンルは「ポップス」、歌詞のあ
り／なしは「なし」、速さは「中」とされている。コンテンツＦのジャンルは「クラシッ
ク」、歌詞のあり／なしは「あり」、速さは「速」とされている。
【０１７８】
　このような生体情報とメタデータが取得された場合、メタデータ別集計比較部２１６に
おいては、生体反応の時系列データのパターンが比較され、生体情報に連動する属性とし
て、ジャンルが特定される。
【０１７９】
　すなわち、仮に、歌詞のあり／なしの属性が生体情報と連動しているとすると、例えば
、歌詞のあり／なしの属性値が「あり」であるコンテンツＡに対する生体反応の時系列デ
ータのパターンと、「なし」であるコンテンツＢに対する生体反応の時系列データのパタ
ーンは類似しないはずであるが、実際には、図１９に示されるように、これらのコンテン
ツに対する生体反応の時系列データのパターンは類似している。
【０１８０】
　また、歌詞のあり／なしの属性値が「あり」であるコンテンツＡに対する生体反応の時
系列データのパターンと、同じく「あり」であるコンテンツＣに対する生体反応の時系列
データのパターンは類似するはずであるが、実際には、図１９に示されるように、これら
のコンテンツに対する生体反応の時系列データのパターンは類似しない。
【０１８１】
　そうすると、歌詞のあり／なしの属性は、生体情報には連動していないことになる。
【０１８２】
　同様に、仮に、速さの属性が生体情報と連動しているとすると、例えば、速さの属性値
が「速」であるコンテンツＡに対する生体反応の時系列データのパターンと、「遅」であ
るコンテンツＤに対する生体反応の時系列データのパターンは類似しないはずであるが、
実際には、図１９に示されるように、これらのコンテンツに対する生体反応の時系列デー
タのパターンは類似している。
【０１８３】
　また、速さの属性値が「速」であるコンテンツＡに対する生体反応の時系列データのパ
ターンと、同じく「速」であるコンテンツＦに対する生体反応の時系列データのパターン
は類似するはずであるが、実際には、図１９に示されるように、これらのコンテンツに対
する生体反応の時系列データのパターンは類似しない。
【０１８４】
　そうすると、速さの属性も、生体情報には連動していないことになる。
【０１８５】
　一方、ジャンルの属性に注目すると、例えば、ジャンルの属性値が「カントリー」であ
るコンテンツＡに対する生体反応の時系列データのパターンと、同じく「カントリー」で
あるコンテンツＢに対する生体反応の時系列データのパターンは、図１９に示されるよう
に類似している。
【０１８６】
　また、ジャンルの属性値が「ポップス」であるコンテンツＤに対する生体反応の時系列
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データのパターンと、同じく「ポップス」であるコンテンツＥに対する生体反応の時系列
データのパターンは、図１９に示されるように類似している。
【０１８７】
　ジャンルの属性値が「カントリー」であるコンテンツＡに対する生体反応の時系列デー
タのパターンと、「ジャズ」であるコンテンツＣに対する生体反応の時系列データのパタ
ーンは、図１９に示されるように類似しない。
【０１８８】
　このことから、ジャンルの属性は、設定される値が生体情報に影響を与えることになり
、生体情報と連動していることがわかる。
【０１８９】
　生体情報はコンテンツの視聴の仕方を表すから、クライアント２０１のユーザは、ジャ
ンルが異なれば異なる視聴の仕方をするし、ジャンルが同じであれば同じ視聴の仕方をす
ることになる。
【０１９０】
　このように、生体情報と連動する属性が特定された後、メタデータ別集計比較部２１６
においては、生体情報と連動する属性の値として設定される属性値のうち、クライアント
２０１のユーザにとって区別する必要のない属性値が特定される。
【０１９１】
　図１９に示されるような生体情報と図２０に示されるようなメタデータが取得された場
合、生体情報に連動する属性であるジャンルの値として設定される属性値のうちの「カン
トリー」と「ポップス」が、クライアント２０１のユーザにとって区別する必要のない属
性値として特定される。
【０１９２】
　すなわち、上述したように、生体情報はコンテンツの視聴の仕方を表し、クライアント
２０１のユーザは、ジャンルが異なれば異なる視聴の仕方をするし、ジャンルが同じであ
れば同じ視聴の仕方をするユーザのはずである。
【０１９３】
　従って、本来、コンテンツＡ，Ｂと、コンテンツＤ，Ｅは、ジャンルが「カントリー」
と「ポップス」とで異なるから、クライアント２０１のユーザは、異なる視聴の仕方をし
、それにより、生体反応の時系列データのパターンも異なるものとして検出されるはずで
あるが、コンテンツＡ，Ｂに対する生体反応の時系列データのパターンと、コンテンツＤ
，Ｅに対する生体反応の時系列データのパターンは、図１９に示されるように相互に類似
する。
【０１９４】
　このことは、クライアント２０１のユーザが、「カントリー」のコンテンツと「ポップ
ス」のコンテンツを区別して視聴していないことを表し、クライアント２０１のユーザに
とって、ジャンルの属性値として「カントリー」と「ポップス」を分けて設定することは
、いわば意味のないことといえることになる。
【０１９５】
　メタデータ別集計比較部２１６は、「カントリー」と「ポップス」をクライアント２０
１のユーザにとって区別する必要のない属性値として特定し、特定した属性値を表す情報
をプロファイル構成部２１７に出力する。
【０１９６】
　当然、生体反応の時系列データのパターンによっては、「カントリー」と「ポップス」
の２つの属性値だけでなく、それより多い数の属性値が、区別する必要のない属性値とし
て特定されることもある。
【０１９７】
　複数のユーザがクライアント２０１を利用している場合、生体情報の取得と、以上のよ
うにして区別する必要のない属性値を特定することはユーザ毎に行われる。
【０１９８】
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　プロファイル構成部２１７は、クライアント２０１のユーザにとって区別する必要のな
い、同一の属性値としてメタデータ別集計比較部２１６により特定された属性値をマージ
してプロファイルを再構成する。
【０１９９】
　「カントリー」と「ポップス」の属性値を区別する必要がない場合、ジャンルが「カン
トリー」であるコンテンツを１０回聴いたことを表す情報と、「ポップス」であるコンテ
ンツを１０回聴いたことを表す情報が再構成前のプロファイルに含まれるときには、プロ
ファイル構成部２１７は、その情報を、例えば、「カントリー・ポップス」のコンテンツ
を２０回聴いたことを表す情報としてまとめ、プロファイルを再構成する。
【０２００】
　プロファイル構成部２１７は、再構成したプロファイルを推薦コンテンツ特定部２１８
に出力する。
【０２０１】
　推薦コンテンツ特定部２１８は、プロファイル構成部２１７により再構成されたプロフ
ァイルに基づいて推薦コンテンツを特定する。
【０２０２】
　例えば、「カントリー・ポップス」を２０回聴いたことを表す情報の他に、「ジャズ」
のコンテンツを１５回聴いたことを表す情報がプロファイルに含まれている場合、推薦コ
ンテンツ特定部２１８は、「ジャズ」のコンテンツより、「カントリー」のコンテンツと
「ポップス」のコンテンツをクライアント２０１のユーザが好んでいると認識し、「カン
トリー」のコンテンツや「ポップス」のコンテンツを推薦コンテンツとして特定する。
【０２０３】
　再構成が行われないとした場合、プロファイルには、「カントリー」であるコンテンツ
を１０回聴いたことを表す情報と、「ポップス」であるコンテンツを１０回聴いたことを
表す情報が別々に含まれるから、「ジャズ」のコンテンツより、「カントリー」のコンテ
ンツと「ポップス」のコンテンツをクライアント２０１のユーザが好んでいるとは認識さ
れないことになる。
【０２０４】
　クライアント２０１のユーザの中では「カントリー」のコンテンツと「ポップス」のコ
ンテンツが区別されていないのであるから、それぞれのコンテンツを１０回ずつ聴いてい
る場合、視聴回数からすれば、「ジャズ」のコンテンツより、「カントリー」のコンテン
ツと「ポップス」のコンテンツの方がユーザの好みにあったものとなる。
【０２０５】
　推薦コンテンツ特定部２１８は、推薦コンテンツのタイトル、販売元、概要などの情報
をコンテンツDB２１３から読み出し、読み出したそれらの情報をコンテンツ推薦部２１９
に出力する。コンテンツDB２１３には、コンテンツに関する各種の情報が記憶されている
。
【０２０６】
　コンテンツ推薦部２１９は、推薦コンテンツ特定部２１８から供給された情報に基づい
て推薦コンテンツの情報を表示し、ユーザに提示する。
【０２０７】
　ここで、以上のような構成を有するクライアント２０１の処理について説明する。
【０２０８】
　はじめに、図２１のフローチャートを参照して、コンテンツを再生するクライアント２
０１の処理について説明する。この処理は、例えば、所定のコンテンツの再生がユーザに
より指示されたときに開始される。
【０２０９】
　ステップＳ２０１において、クライアント２０１の生体情報処理部２１２は、コンテン
ツDB２１３から読み出したコンテンツを再生する。
【０２１０】
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　ステップＳ２０２において、生体情報取得部２１１は、ユーザに装着されている測定器
からの出力に基づいて、コンテンツを視聴しているユーザの生体反応の時系列データであ
る生体情報を取得し、生体情報処理部２１２に出力する。
【０２１１】
　ステップＳ２０３において、生体情報処理部２１２は、コンテンツの再生が終了したか
否かを判定し、終了していないと判定した場合、ステップＳ２０１に戻り、以上の処理を
繰り返す。
【０２１２】
　一方、コンテンツの再生が終了したとステップＳ２０３において判定した場合、ステッ
プＳ２０４において、生体情報処理部２１２は、生体情報を生体情報DB２１４に記憶させ
る。その後、処理は終了される。
【０２１３】
　次に、図２２のフローチャートを参照して、コンテンツの推薦を行うクライアント２０
１の処理について説明する。
【０２１４】
　ステップＳ２１１において、メタデータ別集計比較部２１６は、生体情報DB２１４に記
憶されている生体情報と、メタデータ取得部２１５から供給されたメタデータに基づいて
、上述したようにして、生体情報と連動する属性を特定する。
【０２１５】
　ステップＳ２１２において、メタデータ別集計比較部２１６は、特定した属性の値とし
て設定される属性値のうち、クライアント２０１のユーザにとって区別する必要のない属
性値として、生体反応の時系列データのパターンが類似する属性値を特定する。
【０２１６】
　ステップＳ２１３において、プロファイル構成部２１７は、メタデータ別集計比較部２
１６により特定された、クライアント２０１のユーザにとって区別する必要のない属性値
をマージしてプロファイルを再構成する。
【０２１７】
　ステップＳ２１４において、推薦コンテンツ特定部２１８は、プロファイル構成部２１
７により再構成されたプロファイルに基づいて推薦コンテンツを特定する。
【０２１８】
　ステップＳ２１５において、コンテンツ推薦部２１９は、推薦コンテンツの情報を表示
し、ユーザに提示する。その後、処理は終了される。
【０２１９】
　以上の処理により、クライアント２０１は、ユーザの中で区別されているか否かに応じ
て属性値を同一のものと扱ってプロファイルを再構成し、コンテンツの推薦を行うことが
できる。
【０２２０】
　なお、コンテンツDB２１３、生体情報DB２１４は、クライアント２０１とネットワーク
を介して接続されるサーバに設けられるようにしてもよい。
【０２２１】
　また、上述したようなコンテンツ視聴時のユーザの表出が認識され、笑顔などの特定の
表出と、その表出があった際に再生が行われているコンテンツのシーンに設定されている
メタデータとの関係が学習されるようにしてもよい。これにより、CBFを用いて、特定の
表出が検出されたときに、同じ表出の出そうな番組シーンの検索、推薦などを行うことが
可能になる。
【０２２２】
　上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行することもできるし、ソフトウエアに
より実行することもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行する場合には、そのソ
フトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコンピュー
タ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが
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可能な汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム記録媒体からインストールされ
る。
【０２２３】
　図２３は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウエ
アの構成例を示すブロック図である。
【０２２４】
　図１に示されるクライアント１とサーバ２、図１１、図１５に示されるクライアント１
０１、図１５に示されるサーバ１３１、図１８に示されるクライアント２０１の構成の少
なくとも一部は、図２３に示されるような構成を有するコンピュータのCPU(Central Proc
essing Unit)３０１により、所定のプログラムが実行されることによって実現される。
【０２２５】
　CPU３０１、ROM(Read Only Memory)３０２、RAM(Random Access Memory)３０３は、バ
ス３０４により相互に接続されている。
【０２２６】
　バス３０４には、さらに、入出力インタフェース３０５が接続されている。入出力イン
タフェース３０５には、キーボード、マウス、マイクロフォンなどよりなる入力部３０６
、ディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部３０７、ハードディスクや不揮発性のメモ
リなどよりなる記憶部３０８、ネットワークインタフェースなどよりなる通信部３０９、
光ディスクや半導体メモリなどのリムーバブルメディア３１１を駆動するドライブ３１０
が接続されている。
【０２２７】
　以上のように構成されるコンピュータでは、CPU３０１が、例えば、記憶部３０８に記
憶されているプログラムを入出力インタフェース３０５及びバス３０４を介してRAM３０
３にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
【０２２８】
　CPU３０１が実行するプログラムは、例えばリムーバブルメディア３１１に記録して、
あるいは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル放送といった、有線
または無線の伝送媒体を介して提供され、記憶部３０８にインストールされる。
【０２２９】
　なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列
に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたと
き等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
【０２３０】
　本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨
を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０２３１】
【図１】本発明の一実施形態に係るコンテンツ推薦システムの構成例を示すブロック図で
ある。
【図２】コンテンツの再生中の様子を示す図である。
【図３】生体反応の時系列データの例を示す図である。
【図４】生体情報の例を示す図である。
【図５】コンテンツに対するユーザの評価と視聴履歴の例を示す図である。
【図６】クライアントのコンテンツ再生処理について説明するフローチャートである。
【図７】サーバのコンテンツ推薦処理について説明するフローチャートである。
【図８】クライアントの推薦結果表示処理について説明するフローチャートである。
【図９】コンテンツの再生中の様子を示す図である。
【図１０】表出の時系列データの例を示す図である。
【図１１】本発明の他の実施形態に係るコンテンツ推薦システムの構成例を示すブロック
図である。
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【図１２】生体反応の時系列データの例を示す図である。
【図１３】クライアントのコンテンツ再生処理について説明するフローチャートである。
【図１４】クライアントのコンテンツ推薦処理について説明するフローチャートである。
【図１５】本発明の他の実施形態に係るコンテンツ推薦システムの他の構成例を示すブロ
ック図である。
【図１６】生体反応の時系列データの例を示す図である。
【図１７】クライアントのコンテンツ推薦処理について説明するフローチャートである。
【図１８】本発明のさらに他の実施形態に係るコンテンツ推薦システムの構成例を示すブ
ロック図である。
【図１９】生体反応の時系列データの例を示す図である。
【図２０】メタデータの例を示す図である。
【図２１】クライアントのコンテンツ再生処理について説明するフローチャートである。
【図２２】クライアントのコンテンツ推薦処理について説明するフローチャートである。
【図２３】コンピュータのハードウエア構成例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０２３２】
　１　クライアント，　２　サーバ，　１１　生体情報取得部，　１２　コンテンツDB，
　１３　生体情報処理部，　１４　送信部，　１５　受信部，　１６　コンテンツ推薦部
，　２１　受信部，　２２　生体情報DB，　２３　類似ユーザ特定部，　２４　推薦コン
テンツ特定部，　２５　コンテンツDB，　２６　送信部，　１０１　クライアント，　１
１１　生体情報取得部，　１１２　コンテンツDB，　１１３　生体情報処理部，　１１４
　生体情報DB，　１１５　コンテンツグループ特定部，　１１６　推薦コンテンツ特定部
，　１１７　コンテンツ推薦部，　１２１　通信部，　１２２　類似ユーザ特定部，　２
０１　クライアント，　２１１　生体情報取得部，　２１２　生体情報処理部，　２１３
　コンテンツDB，　２１４　生体情報DB，　２１５　メタデータ取得部，　２１６　メタ
データ別集計比較部，　２１７　プロファイル構成部，　２１８　推薦コンテンツ特定部
，　２１９　コンテンツ推薦部
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