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(57)【要約】
【課題】多様化する視聴形態に対する適切なコンテンツ
の視聴の統計結果を提示することができる視聴端末装置
を提供する。
【解決手段】視聴端末装置１１は、ディスプレイに表示
されているコンテンツを視聴している複数の視聴者間の
関係を視聴者カテゴリーとして判定するカテゴリー判定
部１１ａと、その複数の視聴者によって視聴されている
コンテンツと、カテゴリー判定部１１ａによって判定さ
れた視聴者カテゴリーとを関連付けて示す第１の視聴状
況情報を、視聴統計装置１２に送信する送信部１１ｂと
、視聴統計装置１２から提供される視聴統計情報を取得
し、視聴統計情報によって示される統計結果であって、
所定の視聴者カテゴリーに属する複数の視聴者のみによ
るコンテンツの視聴の統計結果を提示する視聴統計提示
部１１ｃとを備える。
【選択図】図２Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツの視聴に関する情報の通信を視聴統計装置との間で行う視聴端末装置であっ
て、
　ディスプレイに表示されているコンテンツを視聴している複数の視聴者間の関係を視聴
者カテゴリーとして判定するカテゴリー判定部と、
　前記複数の視聴者によって視聴されている前記コンテンツと、前記カテゴリー判定部に
よって判定された視聴者カテゴリーとを関連付けて示す第１の視聴状況情報を、前記視聴
統計装置に送信する送信部と、
　前記視聴統計装置から提供される視聴統計情報を取得し、前記視聴統計情報によって示
される統計結果であって、所定の視聴者カテゴリーに属する複数の視聴者のみによるコン
テンツの視聴の統計結果を提示する視聴統計提示部と
　を備える視聴端末装置。
【請求項２】
　前記視聴端末装置は、さらに、
　前記ディスプレイに表示されているコンテンツを視聴している視聴者が１人か複数人か
を判定する人数判定部と、
　前記人数判定部によって視聴者が１人であると判定された場合に、前記コンテンツを視
聴している１人の視聴者の属性を判定する属性判定部とを備え、
　前記送信部は、さらに、前記１人の視聴者によって視聴されている前記コンテンツと、
前記属性判定部によって判定された前記１人の視聴者の属性とを関連付けて示す第２の視
聴状況情報を前記視聴統計装置に送信し、
　前記視聴統計提示部は、さらに、前記視聴統計情報によって示される統計結果であって
、所定の属性に属する複数の視聴者のみによるコンテンツの視聴の統計結果を提示する
　請求項１に記載の視聴端末装置。
【請求項３】
　前記視聴端末装置は、さらに、
　前記ディスプレイに表示されているコンテンツを視聴している複数の視聴者の画像、お
よび当該複数の視聴者の音声のうちの少なくとも１つを取得する取得部を備え、
　前記カテゴリー判定部は、前記取得部によって取得された前記画像および音声のうちの
少なくとも１つを用いて前記視聴者カテゴリーを判定する
　請求項１に記載の視聴端末装置。
【請求項４】
　前記カテゴリー判定部は、前記ディスプレイに表示されているコンテンツを視聴してい
る複数の視聴者間の親密度を前記視聴者カテゴリーとして判定する
　請求項３に記載の視聴端末装置。
【請求項５】
　前記カテゴリー判定部は、前記ディスプレイに表示されているコンテンツを視聴してい
る複数の視聴者間の親密度の変化の度合いを視聴者カテゴリーとして判定する
　請求項３に記載の視聴端末装置。
【請求項６】
　前記カテゴリー判定部は、
　前記取得部によって取得された前記画像および音声のうちの少なくとも１つに基づいて
、前記複数の視聴者間の物理的距離および心理的距離のうちの少なくとも１つの距離を特
定し、
　特定された前記少なくとも１つの距離を用いた演算を行うことによって前記親密度を算
出する
　請求項４に記載の視聴端末装置。
【請求項７】
　前記カテゴリー判定部は、
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　前記取得部によって取得された前記画像に基づいて、前記複数の視聴者が顔を向け合う
頻度、および、前記複数の視聴者が互いに注視する頻度のうちの少なくとも１つの頻度を
カウントし、
　カウントされた前記少なくとも１つの頻度を前記心理的距離として用いることによって
前記親密度を算出する
　請求項６に記載の視聴端末装置。
【請求項８】
　前記カテゴリー判定部は、
　前記取得部によって取得された前記画像に基づいて、前記複数の視聴者が笑顔になって
いる時間を計測し、
　計測された前記時間を前記心理的距離として用いることによって前記親密度を算出する
　請求項６に記載の視聴端末装置。
【請求項９】
　前記カテゴリー判定部は、
　前記取得部によって取得された前記音声に基づいて、前記複数の視聴者が会話している
時間を計測し、
　計測された前記時間を前記心理的距離として用いることによって前記親密度を算出する
　請求項６に記載の視聴端末装置。
【請求項１０】
　前記カテゴリー判定部は、前記ディスプレイに表示されているコンテンツを視聴してい
る複数の視聴者間の社会的関係を前記視聴者カテゴリーとして判定する
　請求項３に記載の視聴端末装置。
【請求項１１】
　前記視聴端末装置は、さらに、
　前記ディスプレイに表示されているコンテンツを視聴している１人の視聴者の画像、お
よび当該１人の視聴者の音声のうちの少なくとも１つを取得する取得部を備え、
　前記属性判定部は、
　前記取得部によって取得された前記画像および音声のうちの少なくとも１つに基づいて
、前記コンテンツを視聴している１人の視聴者の感情の変化の度合いを特定し、
　特定された前記感情の変化の度合いを、前記コンテンツを視聴している１人の視聴者の
属性として判定する
　請求項２に記載の視聴端末装置。
【請求項１２】
　前記感情は、喜びを示す第１の値、怒りを示す第２の値、哀しみを示す第３の値、およ
び楽しみを示す第４の値からなり、
　前記属性判定部は、第１乃至第４の値の変化の度合いを、前記感情の変化の度合いとし
て特定する
　請求項１１に記載の視聴端末装置。
【請求項１３】
　前記視聴統計提示部は、
　前記所定の視聴者カテゴリーに属する複数の視聴者のみによって視聴された回数の多い
コンテンツから順位付けられた複数のコンテンツの一覧を前記統計結果として提示する
　請求項１に記載の視聴端末装置。
【請求項１４】
　前記視聴統計提示部は、
　前記カテゴリー判定部によって判定された前記視聴者カテゴリーに属する複数の視聴者
のみによる統計結果である前記複数のコンテンツの一覧を提示する
　請求項１３に記載の視聴端末装置。
【請求項１５】
　コンテンツの視聴の統計を取る視聴統計装置であって、
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　ディスプレイに表示され、複数の視聴者によって視聴されているコンテンツと、前記複
数の視聴者の関係である視聴者カテゴリーとを関連付けて示す視聴状況情報を、複数の視
聴端末装置のそれぞれから受信する受信部と、
　前記受信部によって受信された、前記複数の視聴端末装置のそれぞれの視聴状況情報に
基づいて、所定の視聴者カテゴリーに属する複数の視聴者のみによるコンテンツの視聴の
統計結果を示す視聴統計情報を生成する視聴統計情報生成部と、
　前記視聴統計情報生成部によって生成された視聴統計情報を前記複数の視聴端末装置の
うちの少なくとも１つに提供する提供部と
　を備える視聴統計装置。
【請求項１６】
　コンテンツの視聴の統計を取る視聴統計装置と、コンテンツの視聴に関する情報の通信
を前記視聴統計装置との間で行う複数の視聴端末装置とを備える視聴統計処理システムで
あって、
　前記複数の視聴端末装置のそれぞれは、
　ディスプレイに表示されているコンテンツを視聴している複数の視聴者間の関係を視聴
者カテゴリーとして判定するカテゴリー判定部と、
　前記複数の視聴者によって視聴されている前記コンテンツと、前記カテゴリー判定部に
よって判定された視聴者カテゴリーとを関連付けて示す視聴状況情報を、前記視聴統計装
置に送信する送信部と、
　前記視聴統計装置から提供される視聴統計情報を取得し、前記視聴統計情報によって示
される統計結果であって、所定の視聴者カテゴリーに属する複数の視聴者のみによるコン
テンツの視聴の統計結果を提示する視聴統計提示部とを備え、
　前記視聴統計装置は、
　前記視聴状況情報を前記複数の視聴端末装置のそれぞれから受信する受信部と、
　前記受信部によって受信された複数の視聴端末装置のそれぞれの視聴状況情報に基づい
て前記視聴統計情報を生成する視聴統計情報生成部と、
　前記視聴統計情報生成部によって生成された前記視聴統計情報を前記複数の視聴端末装
置のうちの少なくとも１つに提供する提供部とを備える
　視聴統計処理システム。
【請求項１７】
　視聴統計装置と複数の視聴端末装置を備えた視聴統計処理システムにおいて、コンテン
ツの視聴に関する情報の通信を行なってコンテンツの視聴の統計を取る視聴統計処理方法
であって、
　前記複数の視聴端末装置のそれぞれでは、
　ディスプレイに表示されているコンテンツを視聴している複数の視聴者間の関係を視聴
者カテゴリーとして判定するカテゴリー判定ステップと、
　前記複数の視聴者によって視聴されている前記コンテンツと、前記カテゴリー判定ステ
ップで判定された視聴者カテゴリーとを関連付けて示す視聴状況情報を、前記視聴統計装
置に送信する送信ステップと、
　前記視聴統計装置から提供される視聴統計情報を取得し、前記視聴統計情報によって示
される統計結果であって、所定の視聴者カテゴリーに属する複数の視聴者のみによるコン
テンツの視聴の統計結果を提示する視聴統計提示ステップとを含み、
　前記視聴統計装置では、
　前記視聴状況情報を前記複数の視聴端末装置のそれぞれから受信する受信ステップと、
　前記受信ステップで受信された複数の視聴端末装置のそれぞれの視聴状況情報に基づい
て前記視聴統計情報を生成する視聴統計情報生成ステップと、
　前記視聴統計情報生成ステップで生成された視聴統計情報を前記複数の視聴端末装置の
うちの少なくとも１つに提供する提供ステップとを含む
　視聴統計処理方法。
【請求項１８】
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　コンテンツの視聴に関する情報の通信を視聴統計装置との間で行う視聴端末装置のため
のプログラムであって、
　ディスプレイに表示されているコンテンツを視聴している複数の視聴者間の関係を視聴
者カテゴリーとして判定するカテゴリー判定ステップと、
　前記複数の視聴者によって視聴されている前記コンテンツと、前記カテゴリー判定ステ
ップで判定された視聴者カテゴリーとを関連付けて示す視聴状況情報を、前記視聴統計装
置に送信する送信ステップと、
　前記視聴統計装置から提供される視聴統計情報を取得し、前記視聴統計情報によって示
される統計結果であって、所定の視聴者カテゴリーに属する複数の視聴者のみによるコン
テンツの視聴の統計結果を提示する視聴統計提示ステップと
　を前記視聴端末装置のコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項１９】
　コンテンツの視聴に関する情報の通信を視聴統計装置との間で行う視聴端末装置のため
のプログラムを格納した記録媒体であって、
　前記プログラムは、
　ディスプレイに表示されているコンテンツを視聴している複数の視聴者間の関係を視聴
者カテゴリーとして判定するカテゴリー判定ステップと、
　前記複数の視聴者によって視聴されている前記コンテンツと、前記カテゴリー判定ステ
ップで判定された視聴者カテゴリーとを関連付けて示す視聴状況情報を、前記視聴統計装
置に送信する送信ステップと、
　前記視聴統計装置から提供される視聴統計情報を取得し、前記視聴統計情報によって示
される統計結果であって、所定の視聴者カテゴリーに属する複数の視聴者のみによるコン
テンツの視聴の統計結果を提示する視聴統計提示ステップと、を前記視聴端末装置のコン
ピュータに実行させる
　記録媒体。
【請求項２０】
　コンテンツの視聴に関する情報の通信を視聴統計装置との間で行う集積回路であって、
　ディスプレイに表示されているコンテンツを視聴している複数の視聴者間の関係を視聴
者カテゴリーとして判定するカテゴリー判定部と、
　前記複数の視聴者によって視聴されている前記コンテンツと、前記カテゴリー判定部に
よって判定された視聴者カテゴリーとを関連付けて示す視聴状況情報を、前記視聴統計装
置に送信する送信部と、
　前記視聴統計装置から提供される視聴統計情報を取得し、前記視聴統計情報によって示
される統計結果であって、所定の視聴者カテゴリーに属する複数の視聴者のみによるコン
テンツの視聴の統計結果を提示する視聴統計提示部と
　を備える集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像を含むコンテンツの視聴に関する情報の通信を視聴統計装置との間で行
なう視聴端末装置、コンテンツの視聴の統計を取る視聴統計装置、およびそれらの装置を
含む視聴統計処理システムなどに関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビ番組などのコンテンツの視聴に関する情報を収集して生成される統計結果として
視聴率がある。視聴率は、コンテンツの制作者やスポンサーが、そのコンテンツの人気を
はかるバロメータとして利用される。また、視聴率の上位ランキングは、視聴者にとって
も世間の動向を知る指標となっている。
【０００３】
　視聴統計処理システムは、複数の視聴端末装置と視聴統計装置とを備える。従来の視聴
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端末装置は、テレビ受像機などのコンテンツ表示装置に接続または内蔵され、テレビ番組
が表示されているチャンネルを視聴統計装置に送信する。従来の視聴統計装置は、それら
の視聴端末装置から送信されたチャンネルを自動的に読み取り集計することで、テレビ番
組毎の視聴率を特定する。つまり、従来の視聴統計装置は、チャンネルすなわちテレビ番
組ごとに、そのチャンネルを送信した視聴端末装置の数（視聴者数）をカウントし、その
カウント結果に基づいて視聴率を特定する。
【０００４】
　しかしながら、このような従来の視聴統計処理システムでは、コンテンツ表示装置に、
あるテレビ番組が表示されていれば、ユーザがそのテレビ番組を視聴していないような場
合（例えば他の用事をしていたり、寝ていたりする場合）にも、そのテレビ番組に対して
視聴者数がカウントアップされてしまう。
【０００５】
　そこで、特許文献１の視聴端末装置に相当するテレビジョン視聴率測定装置は、ユーザ
である人の目、特に瞳孔を検出することで、正確な視聴者の人数の判定、および実際に人
がテレビ番組を見ているかどうかの判定を可能にする。
【０００６】
　また、ユーザが他に用事をしていない場合であっても、あるテレビ番組がユーザに視聴
されているからといって、そのテレビ番組にユーザが興味を持っているとは限らない。ユ
ーザはテレビ番組に興味を持っていないが、チャンネルを変えるのが面倒なので、興味の
有無に関わらず、そのテレビ番組を視聴しているだけかもしれない。
【０００７】
　そこで、視聴端末装置に相当する操作履歴送信携帯端末が提案されている（特許文献２
参照）。この操作履歴送信携帯端末は、ユーザによって操作されると、操作時のテレビ番
組の画像またはテレビ番組を視聴している視聴者の顔面の画像を操作履歴に含めて送信す
る。具体的には、操作履歴送信携帯端末は、操作された時刻を計時し、操作結果と、計時
された時刻と、テレビ番組の画像または視聴者の顔面の画像とを関連付けた操作履歴を生
成して記憶し、その操作履歴を送信する。
【０００８】
　また、特許文献３の視聴統計処理システムに相当する視聴者反応情報収集システムは、
再生されているコンテンツ（再生コンテンツ）に対する視聴者の反応を示す視聴者反応デ
ータを収集する。また、そのシステムは、ユーザ端末から、画面操作履歴の情報を含む、
再生コンテンツの視聴データを収集する。そして、視聴者反応情報収集システムは、収集
した視聴者反応データと視聴データとを時間同期させて統合し、再生コンテンツに対する
視聴者の質的な反応を示す視聴質データを生成する。
【０００９】
　これらの視聴率および視聴質（視聴者の質的な反応）は、主にコンテンツの制作者やス
ポンサーがコンテンツの人気をはかるバロメータとして参考にする情報である。また、こ
れらの情報を視聴者にリアルタイムに提示し、コンテンツ選択の参考になるようにしたシ
ステムも提案されている（例えば、特許文献４参照）。
【００１０】
　特許文献４の視聴統計処理システムに相当する視聴情報提供システムでは、視聴統計装
置に相当する中央装置が視聴統計情報を、視聴端末装置に相当する放送受信機に提供する
。この視聴統計情報は各チャンネルの視聴率などを示す。このような視聴情報提供システ
ムによって各視聴者は自分が視聴しているチャンネルまたはコンテンツの統計的な位置づ
けを把握することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特許第２９４７２８９号公報
【特許文献２】特許第３８８６０５２号公報
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【特許文献３】特開２００５－１４２９７５号公報
【特許文献４】特開２００３－１５３３０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、上記特許文献１～４の視聴統計処理システムでは、多様化する視聴形態
に対する適切なコンテンツの視聴の統計結果を提示することができないという問題がある
。
【００１３】
　多チャンネル化の進展に伴う、視聴者によるコンテンツの選択肢の増加とともに、価値
観の多様化が進行している。その結果、視聴者がどういったコンテンツ（テレビ番組）を
好んで視聴するかといったコンテンツの視聴傾向は、各人の性別や年代、家族構成などに
応じた多様化が進んでいる。コンテンツの視聴形態も、例えば、屋内で視聴する形態、屋
外で視聴する形態、移動中に視聴する形態、一人で視聴する形態、および複数人で視聴す
る形態、といったように多様な形態が存在している。また、複数人で視聴する形態には、
さらに、例えば、新婚夫婦で視聴する形態、熟年夫婦で視聴する形態、親子で視聴する形
態、および学生の友人同士で視聴する形態などがある。その結果、どのような関係性のグ
ループでコンテンツを視聴しているかによって、視聴傾向は大なり小なり異なってくる。
したがって、さまざまな背景および状況にある人々をひとくくりにした従来の視聴率（コ
ンテンツの視聴の統計結果）は、マス（大衆）に対するおおまかな視聴傾向を把握するた
めにはある程度有効な指標と言える。しかし、多くの人にとってあまり共感できないもの
となりつつある。
【００１４】
　そこで、本発明は、かかる問題に鑑みてなされたものであって、多様化する視聴形態に
対する適切なコンテンツの視聴の統計結果を提示することができる視聴端末装置、視聴統
計装置および視聴統計処理システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る視聴端末装置は、コンテンツの視聴
に関する情報の通信を視聴統計装置との間で行う視聴端末装置であって、ディスプレイに
表示されているコンテンツを視聴している複数の視聴者間の関係を視聴者カテゴリーとし
て判定するカテゴリー判定部と、前記複数の視聴者によって視聴されている前記コンテン
ツと、前記カテゴリー判定部によって判定された視聴者カテゴリーとを関連付けて示す第
１の視聴状況情報を、前記視聴統計装置に送信する送信部と、前記視聴統計装置から提供
される視聴統計情報を取得し、前記視聴統計情報によって示される統計結果であって、所
定の視聴者カテゴリーに属する複数の視聴者のみによるコンテンツの視聴の統計結果を提
示する視聴統計提示部とを備える。例えば、統計結果はそのディスプレイに表示される。
【００１６】
　これにより、視聴されているコンテンツと視聴者カテゴリーとを関連付けて示す第１の
視聴状況情報が視聴統計装置に送信されるため、視聴統計装置では、複数の視聴端末装置
のそれぞれからその第１の視聴状況情報を受信すれば、マス（大衆）に対するコンテンツ
の視聴の統計ではなく、視聴者カテゴリーごとのコンテンツの視聴の統計を取ることがで
きる。例えば、視聴統計装置では、各視聴端末装置から送信された第１の視聴状況情報に
基づいて、新婚夫婦、熟年夫婦、親子、または友人といった視聴者カテゴリーごとの統計
を取ることができる。また、その統計の結果は、所定の視聴者カテゴリーに属する複数の
視聴者のみによるコンテンツの視聴の統計結果として提示されるため、コンテンツを視聴
している複数の視聴者は、マス（大衆）に対するおおまかな統計結果ではなく、マス（大
衆）の中でも所定の関係（例えば新婚夫婦、熟年夫婦、親子、または友人）にある複数の
視聴者に対する詳細な統計結果を知ることができる。したがって、本発明の一態様に係る
視聴端末装置では、多様化する視聴形態に対する適切なコンテンツの視聴の統計結果を提
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示することができる。つまり、従来の視聴率に比べてより参考になりうる情報を提供する
ことができる。
【００１７】
　また、前記視聴端末装置は、さらに、前記ディスプレイに表示されているコンテンツを
視聴している視聴者が１人か複数人かを判定する人数判定部と、前記人数判定部によって
視聴者が１人であると判定された場合に、前記コンテンツを視聴している１人の視聴者の
属性を判定する属性判定部とを備え、前記送信部は、さらに、前記１人の視聴者によって
視聴されている前記コンテンツと、前記属性判定部によって判定された前記１人の視聴者
の属性とを関連付けて示す第２の視聴状況情報を前記視聴統計装置に送信し、前記視聴統
計提示部は、さらに、前記視聴統計情報によって示される統計結果であって、所定の属性
に属する複数の視聴者のみによるコンテンツの視聴の統計結果を提示する。
【００１８】
　これにより、視聴者が１人であれば、視聴されているコンテンツと、その１人の視聴者
の属性（３０代男性などの視聴者属性）とを関連付けて示す第２の視聴状況情報が視聴統
計装置に送信されるため、視聴統計装置では、複数の視聴端末装置のそれぞれからその第
２の視聴状況情報を受信すれば、マス（大衆）に対するコンテンツの視聴の統計ではなく
、属性ごとのコンテンツの視聴の統計を取ることができる。例えば、視聴統計装置では、
各視聴端末装置から送信された第２の視聴状況情報に基づいて、３０代男性といった属性
ごとの統計を取ることができる。また、その統計の結果は、所定の属性に属する複数の視
聴者のみによるコンテンツの視聴の統計結果として提示されるため、コンテンツを視聴し
ている１人の視聴者は、マス（大衆）に対するおおまかな統計結果ではなく、マス（大衆
）の中でも所定の属性（男性、女性、または３０代）の視聴者に対する詳細な統計結果を
知ることができる。したがって、本発明の一態様に係る視聴端末装置では、多様化する視
聴形態に対する適切なコンテンツの視聴の統計結果を提示することができる。
【００１９】
　また、前記視聴端末装置は、さらに、前記ディスプレイに表示されているコンテンツを
視聴している複数の視聴者の画像、および当該複数の視聴者の音声のうちの少なくとも１
つを取得する取得部を備え、前記カテゴリー判定部は、前記取得部によって取得された前
記画像および音声のうちの少なくとも１つを用いて前記視聴者カテゴリーを判定する。
【００２０】
　これにより、取得部（センシング部）によって取得された画像および音声のうちの少な
くとも１つを用いて視聴者カテゴリーが判定されるため、複数の視聴者は視聴端末装置に
対して視聴者カテゴリーの判定のための操作をわざわざ行う必要がなく、使い勝手を向上
することができるとともに、誤操作による誤った視聴者カテゴリーの判定を防ぐことがで
きる。
【００２１】
　また、前記カテゴリー判定部は、前記ディスプレイに表示されているコンテンツを視聴
している複数の視聴者間の親密度を前記視聴者カテゴリーとして判定する。
【００２２】
　これにより、例えば親密度が高いまたは低い複数の視聴者に対する適切なコンテンツの
視聴の統計結果を提示することができる。したがって、ディスプレイに表示されているコ
ンテンツを視聴している複数の視聴者は、自らが属する親密度または任意の親密度に対応
する統計結果を知ることができる。
【００２３】
　また、前記カテゴリー判定部は、前記ディスプレイに表示されているコンテンツを視聴
している複数の視聴者間の親密度の変化の度合いを視聴者カテゴリーとして判定する。
【００２４】
　これにより、例えば親密度が高くなった複数の視聴者、または親密度が低くなった視聴
者に対する適切なコンテンツの視聴の統計結果を提示することができる。したがって、デ
ィスプレイに表示されているコンテンツを視聴している複数の視聴者は、互い深く親密に
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なりたい場合には、その親密度の変化の度合いに対応する統計結果を知ることができる。
【００２５】
　また、前記カテゴリー判定部は、前記取得部によって取得された前記画像および音声の
うちの少なくとも１つに基づいて、前記複数の視聴者間の物理的距離および心理的距離の
うちの少なくとも１つの距離を特定し、特定された前記少なくとも１つの距離を用いた演
算を行うことによって前記親密度を算出する。
【００２６】
　これにより、親密度を物理的および心理的な面から適切に判定することができる。
【００２７】
　例えば、前記カテゴリー判定部は、前記取得部によって取得された前記画像に基づいて
、前記複数の視聴者が顔を向け合う頻度、および、前記複数の視聴者が互いに注視する頻
度のうちの少なくとも１つの頻度をカウントし、カウントされた前記少なくとも１つの頻
度を前記心理的距離として用いることによって前記親密度を算出する。または、前記カテ
ゴリー判定部は、前記取得部によって取得された前記画像に基づいて、前記複数の視聴者
が笑顔になっている時間を計測し、計測された前記時間を前記心理的距離として用いるこ
とによって前記親密度を算出する。または、前記カテゴリー判定部は、前記取得部によっ
て取得された前記音声に基づいて、前記複数の視聴者が会話している時間を計測し、計測
された前記時間を前記心理的距離として用いることによって前記親密度を算出する。
【００２８】
　また、前記カテゴリー判定部は、前記ディスプレイに表示されているコンテンツを視聴
している複数の視聴者間の社会的関係を前記視聴者カテゴリーとして判定する。
【００２９】
　これにより、例えば親子または兄弟などの社会的関係にある複数の視聴者に対する適切
なコンテンツの視聴の統計結果を提示することができる。
【００３０】
　また、前記視聴端末装置は、さらに、前記ディスプレイに表示されているコンテンツを
視聴している１人の視聴者の画像、および当該１人の視聴者の音声のうちの少なくとも１
つを取得する取得部を備え、前記属性判定部は、前記取得部によって取得された前記画像
および音声のうちの少なくとも１つに基づいて、前記コンテンツを視聴している１人の視
聴者の感情の変化の度合いを特定し、特定された前記感情の変化の度合いを、前記コンテ
ンツを視聴している１人の視聴者の属性として判定する。例えば、前記感情は、喜びを示
す第１の値、怒りを示す第２の値、哀しみを示す第３の値、および楽しみを示す第４の値
からなり、前記属性判定部は、第１乃至第４の値の変化の度合いを、前記感情の変化の度
合いとして特定する。
【００３１】
　これにより、例えば感情が大きく変化した視聴者に対する適切なコンテンツの視聴の統
計結果を提示することができる。したがって、ディスプレイに表示されているコンテンツ
を視聴している１人の視聴者は、楽しみたい場合には、楽しみを示す第４の値が大きく上
昇したコンテンツの統計結果を知ることができる。
【００３２】
　また、前記視聴統計提示部は、前記所定の視聴者カテゴリーに属する複数の視聴者のみ
によって視聴された回数の多いコンテンツから順位付けられた複数のコンテンツの一覧を
前記統計結果として提示する。
【００３３】
　これにより、統計結果として複数のコンテンツがランキングされて提示されるため、統
計結果の視認性を高めることができる。
【００３４】
　また、前記視聴統計提示部は、前記カテゴリー判定部によって判定された前記視聴者カ
テゴリーに属する複数の視聴者のみによる統計結果である前記複数のコンテンツの一覧を
提示する。
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【００３５】
　これにより、ディスプレイに表示されているコンテンツを視聴している複数の視聴者に
対して、その複数の視聴者が属する視聴者カテゴリーに応じた一覧が提示されるため、視
聴者自らの視聴形態に対する適切なコンテンツの視聴の統計結果を提示することができる
。なお、視聴端末装置は、カテゴリー判定部によって判定された視聴者カテゴリーだけで
なく、任意の視聴者カテゴリーの統計結果（一覧）を提示してもよい。これによって、コ
ンテンツを視聴している複数の視聴者は、自らの視聴者カテゴリーとは異なる、興味のあ
る視聴者カテゴリーの統計結果を知ることができる。
【００３６】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る視聴統計装置は、コンテンツの視聴
の統計を取る視聴統計装置であって、ディスプレイに表示され、複数の視聴者によって視
聴されているコンテンツと、前記複数の視聴者の関係である視聴者カテゴリーとを関連付
けて示す視聴状況情報を、複数の視聴端末装置のそれぞれから受信する受信部と、前記受
信部によって受信された、前記複数の視聴端末装置のそれぞれの視聴状況情報に基づいて
、所定の視聴者カテゴリーに属する複数の視聴者のみによるコンテンツの視聴の統計結果
を示す視聴統計情報を生成する視聴統計情報生成部と、前記視聴統計情報生成部によって
生成された視聴統計情報を前記複数の視聴端末装置のうちの少なくとも１つに提供する提
供部とを備える。
【００３７】
　これにより、複数の視聴端末装置のそれぞれから受信される視聴状況情報には、視聴さ
れているコンテンツと視聴者カテゴリーとが関連付けて示されているため、マス（大衆）
に対するコンテンツの視聴の統計ではなく、視聴者カテゴリーごとのコンテンツの視聴の
統計を取ることができる。例えば、視聴統計装置では、視聴端末装置のそれぞれから受信
された視聴状況情報に基づいて、新婚夫婦、熟年夫婦、親子、または友人といった視聴者
カテゴリーごとの統計を取ることができる。また、その統計の結果を示す視聴統計情報が
視聴端末装置に提供されるため、視聴端末装置では、コンテンツを視聴している複数の視
聴者は、マス（大衆）に対するおおまかな統計結果ではなく、マス（大衆）の中でも所定
の関係（例えば新婚夫婦、熟年夫婦、親子、または友人）にある複数の視聴者に対する詳
細な統計結果を知ることができる。したがって、本発明の一態様に係る視聴統計装置では
、多様化する視聴形態に対する適切なコンテンツの視聴の統計結果を提示することができ
る。
【００３８】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る視聴統計処理システムは、コンテン
ツの視聴の統計を取る視聴統計装置と、コンテンツの視聴に関する情報の通信を前記視聴
統計装置との間で行う複数の視聴端末装置とを備える視聴統計処理システムであって、前
記複数の視聴端末装置のそれぞれは、ディスプレイに表示されているコンテンツを視聴し
ている複数の視聴者間の関係を視聴者カテゴリーとして判定するカテゴリー判定部と、前
記複数の視聴者によって視聴されている前記コンテンツと、前記カテゴリー判定部によっ
て判定された視聴者カテゴリーとを関連付けて示す視聴状況情報を、前記視聴統計装置に
送信する送信部と、前記視聴統計装置から提供される視聴統計情報を取得し、前記視聴統
計情報によって示される統計結果であって、所定の視聴者カテゴリーに属する複数の視聴
者のみによるコンテンツの視聴の統計結果を提示する視聴統計提示部とを備え、前記視聴
統計装置は、前記視聴状況情報を前記複数の視聴端末装置のそれぞれから受信する受信部
と、前記受信部によって受信された複数の視聴端末装置のそれぞれの視聴状況情報に基づ
いて前記視聴統計情報を生成する視聴統計情報生成部と、前記視聴統計情報生成部によっ
て生成された前記視聴統計情報を前記複数の視聴端末装置のうちの少なくとも１つに提供
する提供部とを備える。
【００３９】
　なお、上述の視聴統計処理システムでは、視聴端末装置が視聴者カテゴリーを判定する
が、視聴統計装置が視聴者カテゴリーを判定してもよい。
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【００４０】
　つまり、本発明の他の態様に係る視聴統計システムは、コンテンツの視聴の統計を取る
視聴統計装置と、コンテンツの視聴に関する情報の通信を前記視聴統計装置との間で行う
複数の視聴端末装置とを備える視聴統計処理システムであって、前記複数の視聴端末装置
のそれぞれは、ディスプレイに表示されているコンテンツを視聴している複数の視聴者の
画像および音声のうちの少なくとも１つを視聴状態として取得する取得部（センシング部
）と、前記複数の視聴者によって視聴されている前記コンテンツと、前記取得部によって
取得された視聴状態とを関連付けて示す視聴状況情報を、前記視聴統計装置に送信する送
信部と、前記視聴統計装置から提供される視聴統計情報を取得し、前記視聴統計情報によ
って示される統計結果であって、所定の視聴者カテゴリーに属する複数の視聴者のみによ
るコンテンツの視聴の統計結果を提示する視聴統計提示部とを備え、前記視聴統計装置は
、前記視聴状況情報を前記複数の視聴端末装置のそれぞれから受信する受信部と、前記受
信部によって受信された視聴状況情報ごとに、当該視聴状況情報によって示されるコンテ
ンツを判定し、且つ当該視聴状況情報によって示される視聴状態に基づいて、前記コンテ
ンツを視聴している複数の視聴者間の関係を視聴者カテゴリーとして判定するカテゴリー
判定部と、前記カテゴリー判定部によって判定された、前記複数の視聴端末装置のそれぞ
れの視聴状況情報に対するコンテンツおよび視聴者カテゴリーに基づいて、前記視聴統計
情報を生成する視聴統計情報生成部と、前記視聴統計情報生成部によって生成された前記
視聴統計情報を前記複数の視聴端末装置のうちの少なくとも１つに提供する提供部とを備
える。
【００４１】
　なお、本発明は、このような視聴端末装置、視聴統計装置および視聴統計処理システム
として実現することができるだけでなく、それらの装置またはシステムにおける処理動作
の方法、コンピュータにその処理動作を実行させるためのプログラム、そのプログラムを
記録した記録媒体、および集積回路としても実現することができる。また、そのプログラ
ムは、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体またはインターネット等の伝送媒体を介して流通させる
ことができるのは言うまでもない。さらに、上述の視聴端末装置、視聴統計装置および視
聴統計処理システムのそれぞれの構成をどのように組み合わせてもよい。
【００４２】
　また、本発明は、上記のようなテレビにまつわる視聴者の多様化に対応することに加え
、テレビが元来持つ本質的な価値にも目を向けている。それは、テレビ番組の視聴を通し
た家族の団欒の場の提供といえる。視聴者は、テレビ番組の視聴を通して、それまで知ら
なかった情報を現場に行かなくとも入手できることに加え、家族などの複数人でテレビ番
組をいっしょに視聴することにより、コンテンツの内容が発端となり会話が活性化したり
、喜怒哀楽を共有したりして、団欒により絆を深め、親密度を増すことができる。すなわ
ち、テレビは、人と人を親密にし、仲良くする役割を担っているといえる。しかしながら
、従来の視聴端末装置では、そのコンテンツ（テレビ番組）を視聴するとどのような感情
になりえるか、また、複数人で視聴した場合に親密度がどのように変化するのかを把握す
る材料となる情報を視聴者が得ることはできなかった。本発明の一態様に係る視聴端末装
置、視聴統計装置および視聴統計処理システムでは、このような問題も解決することがで
きる。
【発明の効果】
【００４３】
　本発明の視聴端末装置、視聴統計装置、および視聴統計処理システムは、多様化する視
聴形態に対する適切なコンテンツの視聴の統計結果を提示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】図１は、本発明の実施の形態における視聴統計処理システムの構成を示す図であ
る。
【図２Ａ】図２Ａは、同上の視聴端末装置の構成を示すブロック図である。
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【図２Ｂ】図２Ｂは、同上の視聴端末装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図３Ａ】図３Ａは、同上の視聴統計装置の構成を示すブロック図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、同上の視聴統計装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図４】図４は、同上の視聴統計処理システムの具体的な構成を示す図である。
【図５Ａ】図５Ａは、同上のセンシング部が配置される位置の例を示す図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、同上のセンシング部が配置される位置の他の例を示す図である。
【図５Ｃ】図５Ｃは、同上のセンシング部が配置される位置のさらに他の例を示す図であ
る。
【図６Ａ】図６Ａは、同上の視聴状況情報の一例を示す図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、同上の他の視聴状況情報の一例を示す図である。
【図７Ａ】図７Ａは、同上の視聴統計情報に含まれる視聴者カテゴリー統計情報の一例を
示す図である。
【図７Ｂ】図７Ｂは、同上の視聴統計情報に含まれる視聴者属性統計情報の一例を示す図
である。
【図８Ａ】図８Ａは、同上のコンテンツ表示装置における視聴統計情報の表示形態を示す
図である。
【図８Ｂ】図８Ｂは、同上のコンテンツ表示装置における視聴統計情報の他の表示形態を
示す図である。
【図８Ｃ】図８Ｃは、同上のコンテンツ表示装置における視聴統計情報のさらに他の表示
形態を示す図である。
【図８Ｄ】図８Ｄは、同上のコンテンツ表示装置における視聴統計情報のさらに他の表示
形態を示す図である。
【図９Ａ】図９Ａは、同上の視聴者が1人の場合の統計画像の例を示す図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、同上の視聴者が1人の場合の統計画像の他の例を示す図である。
【図１０】図１０は、同上の視聴者が１人の場合の統計画像のさらに他の例を示す図であ
る。
【図１１Ａ】図１１Ａは、同上の視聴者が複数人の場合の統計画像の例を示す図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、同上の視聴者が複数人の場合の統計画像の他の例を示す図であ
る。
【図１２】図１２は、同上の視聴者が複数人の場合の統計画像のさらに他の例を示す図で
ある。
【図１３】図１３は、同上の視聴端末装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図１４】図１４は、同上の視聴統計装置の処理動作を示すフローチャートである。
【図１５Ａ】図１５Ａは、同上の変形例１に係る視聴統計情報の表示例を示す図である。
【図１５Ｂ】図１５Ｂは、同上の変形例１に係る視聴統計情報の他の表示例を示す図であ
る。
【図１５Ｃ】図１５Ｃは、同上の変形例１に係る視聴統計情報のさらに他の表示例を示す
図である。
【図１５Ｄ】図１５Ｄは、同上の変形例１に係る視聴統計情報のさらに他の表示例を示す
図である。
【図１５Ｅ】図１５Ｅは、同上の変形例１に係る視聴統計情報のさらに他の表示例を示す
図である。
【図１６Ａ】図１６Ａは、同上の変形例２に係る視聴統計情報の表示状態の遷移を示す図
である。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、同上の変形例２に係る視聴統計情報の他の表示状態の遷移を示
す図である。
【図１６Ｃ】図１６Ｃは、同上の変形例２に係る視聴統計情報のさらに他の表示状態の遷
移を示す図である。
【図１６Ｄ】図１６Ｄは、同上の変形例２に係る視聴統計情報のさらに他の表示状態の遷
移を示す図である。
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【図１６Ｅ】図１６Ｅは、同上の変形例２に係る視聴統計情報のさらに他の表示状態の遷
移を示す図である。
【図１７】図１７は、同上の変形例３に係る視聴統計情報の表示例を示す図である。
【図１８Ａ】図１８Ａは、同上の変形例４に係る視聴統計情報の表示例を示す図である。
【図１８Ｂ】図１８Ｂは、同上の変形例４に係る視聴統計情報の他の表示例を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００４６】
　図１は、本実施の形態における視聴統計処理システムの構成を示す図である。
【００４７】
　視聴統計処理システム１０は、テレビ番組などのコンテンツの視聴の統計を取り、その
統計結果を各視聴者に提示するシステムである。このような視聴統計処理システム１０は
、多様化する視聴形態に対する適切なコンテンツの視聴の統計結果を提示することができ
るという効果を奏し、コンテンツの視聴の統計を取る視聴統計装置１２と、コンテンツの
視聴に関する情報の通信を視聴統計装置１２との間で行う複数の視聴端末装置１１とを備
える。
【００４８】
　視聴端末装置１１は、テレビ受像機などのコンテンツ表示装置２１に接続され、そのコ
ンテンツ表示装置２１に表示されるコンテンツの視聴状況を示す視聴状況情報（第１また
は第２の視聴状況情報）を、ネットワークを介して視聴統計装置１２に送信する。
【００４９】
　視聴統計装置１２は、複数の視聴端末装置１１から送信される視聴状況情報を受信し、
それらの視聴状況情報に基づいて各コンテンツの視聴の統計を取り、その統計結果である
視聴統計情報を生成する。
【００５０】
　視聴統計装置１２は、視聴統計情報の要求を視聴端末装置１１から受け付けたときには
、その要求をした視聴端末装置１１に対して視聴統計情報を送信する。その視聴統計情報
を受信した視聴端末装置１１は、その視聴統計情報の内容である統計結果をコンテンツ表
示装置２１に表示させる。言い換えれば、視聴端末装置１１は、コンテンツ表示装置２１
を用いてその統計結果を提示する。
【００５１】
　図２Ａは、視聴端末装置１１の構成を示すブロック図である。
【００５２】
　視聴端末装置１１は、コンテンツの視聴に関する情報の通信を視聴統計装置１２との間
で行う装置であって、カテゴリー判定部１１ａ、送信部１１ｂおよび視聴統計提示部１１
ｃを備える。カテゴリー判定部１１ａは、ディスプレイ（コンテンツ表示装置２１）に表
示されているコンテンツを視聴している複数の視聴者間の関係を視聴者カテゴリーとして
判定する。送信部１１ｂは、その複数の視聴者によって視聴されているコンテンツと、カ
テゴリー判定部１１ａによって判定された視聴者カテゴリーとを関連付けて示す視聴状況
情報（第１の視聴状況情報）を、視聴統計装置１２に送信する。視聴統計提示部１１ｃは
、視聴統計装置１２から提供される視聴統計情報を取得し、その視聴統計情報によって示
される統計結果であって、所定の視聴者カテゴリーに属する複数の視聴者のみによるコン
テンツの視聴の統計結果を提示する。
【００５３】
　図２Ｂは、視聴端末装置１１の処理動作を示すフローチャートである。つまり、図２Ｂ
のフローチャートは、視聴端末装置１１がコンテンツの視聴に関する情報の通信を視聴統
計装置１２との間で行う視聴処理方法を示す。
【００５４】
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　まず、視聴端末装置１１は、ディスプレイ（コンテンツ表示装置２１）に表示されてい
るコンテンツを視聴している複数の視聴者間の関係を視聴者カテゴリーとして判定する（
ステップＳ１１ａ）。次に、視聴端末装置１１は、その複数の視聴者によって視聴されて
いるコンテンツと、ステップＳ１１ａで判定された視聴者カテゴリーとを関連付けて示す
視聴状況情報（第１の視聴状況情報）を、視聴統計装置１２に送信する（ステップＳ１１
ｂ）。さらに、視聴端末装置１１は、視聴統計装置１２から提供される視聴統計情報を取
得し、その視聴統計情報によって示される統計結果であって、所定の視聴者カテゴリーに
属する複数の視聴者のみによるコンテンツの視聴の統計結果を提示する（ステップＳ１１
ｃ）。
【００５５】
　図３Ａは、視聴統計装置１２の構成を示すブロック図である。
【００５６】
　視聴統計装置１２は、コンテンツの視聴の統計を取る装置であって、受信部１２ａ、視
聴統計情報生成部１２ｂおよび提供部１２ｃを備える。受信部１２ａは、ディスプレイ（
コンテンツ表示装置２１）に表示され、複数の視聴者によって視聴されているコンテンツ
と、その複数の視聴者の関係である視聴者カテゴリーとを関連付けて示す視聴状況情報を
、複数の視聴端末装置１１のそれぞれから受信する。
【００５７】
　視聴統計情報生成部１２ｂは、受信部１２ａによって受信された、複数の視聴端末装置
１１のそれぞれの視聴状況情報に基づいて、所定の視聴者カテゴリーに属する複数の視聴
者のみによるコンテンツの視聴の統計結果を示す視聴統計情報を生成する。提供部１２ｃ
は、視聴統計情報生成部１２ｂによって生成された視聴統計情報をその複数の視聴端末装
置１１のうちの少なくとも１つに提供する。
【００５８】
　図３Ｂは、視聴統計装置１２の処理動作を示すフローチャートである。つまり、図３Ｂ
のフローチャートは、視聴統計装置１２がコンテンツの視聴の統計を取る視聴統計方法を
示す。
【００５９】
　まず、視聴統計装置１２は、ディスプレイ（コンテンツ表示装置２１）に表示され、複
数の視聴者によって視聴されているコンテンツと、その複数の視聴者の関係である視聴者
カテゴリーとを関連付けて示す視聴状況情報を、複数の視聴端末装置１１のそれぞれから
受信する（ステップＳ１２ａ）。次に、視聴統計装置１２は、ステップＳ１２ａで受信さ
れた、複数の視聴端末装置１１のそれぞれの視聴状況情報に基づいて、所定の視聴者カテ
ゴリーに属する複数の視聴者のみによるコンテンツの視聴の統計結果を示す視聴統計情報
を生成する（ステップＳ１２ｂ）。さらに、視聴統計装置１２は、ステップＳ１２ｂで生
成された視聴統計情報を複数の視聴端末装置１１のうちの少なくとも１つに提供する（ス
テップＳ１２ｃ）。
【００６０】
　以下、このような本実施の形態における視聴統計処理システムについて詳細に説明する
。
【００６１】
　図４は、本実施形態における視聴統計処理システムの具体的な構成を示す図である。
【００６２】
　視聴統計処理システム１００は、複数の視聴端末装置１１０および視聴統計装置１２０
を備える。この視聴統計処理システム１００は、図１に示す視聴統計処理システム１０に
相当し、視聴端末装置１１０は、図１および図２Ａに示す視聴端末装置１１に相当し、視
聴統計装置１２０は、図１および図３Ａに示す視聴統計装置１２に相当する。
【００６３】
　視聴統計装置１２０と複数の視聴端末装置１１０とは例えばインターネット回線を介し
て接続されている。
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【００６４】
　視聴端末装置１１０は、上述の視聴端末装置１１と同様にコンテンツ表示装置２１に接
続されており、センシング部１１１、視聴者判定部１１２、視聴状況情報生成部１１３、
視聴統計情報格納部１１４、表示制御部１１５および端末通信部１１６を備える。なお、
コンテンツ表示装置２１は、テレビ番組などのコンテンツを取得するために、地上波放送
、衛星放送、ケーブルテレビ放送、およびインターネットテレビ放送のうちの少なくとも
１つを受信する。
【００６５】
　センシング部１１１は、例えば撮影装置（カメラ）として構成され、予め定められた範
囲を撮影する。その範囲内にユーザ（人）がいれば、そのユーザは、コンテンツ表示装置
２１に表示されるコンテンツを視聴者として視聴することができる。したがって、センシ
ング部１１１は、コンテンツ表示装置２１にコンテンツが表示され、そのコンテンツを視
聴している１人または複数人の視聴者がいれば、それらの視聴者を撮影する。なお、本実
施の形態では、センシング部１１１が、コンテンツ表示装置２１（ディスプレイ）に表示
されているコンテンツを視聴している１人または複数人の視聴者の撮影画像（画像）を取
得する取得部として構成されている。
【００６６】
　視聴者判定部１１２は、センシング部１１１による撮影によって得られた撮影画像に、
人物像、すなわち視聴者が映っている否かを判定する。視聴者が映っていると判定したと
きには、視聴者判定部１１２はさらに、その映っている視聴者が1人であるか複数人であ
るかを判定する。1人であると判定すると、視聴者判定部１１２は、その1人の視聴者の属
性（視聴者属性）を判定する。また、複数人であると判定すると、視聴者判定部１１２は
、撮影画像に映っている複数人の視聴者の視聴者カテゴリーを判定する。なお、本実施の
形態では、視聴者判定部１１２が、コンテンツ表示装置２１（ディスプレイ）に表示され
ているコンテンツを視聴している視聴者が１人か複数人かを判定する人数判定部として構
成されているとともに、その人数判定部によって視聴者が１人であると判定された場合に
、そのコンテンツを視聴している１人の視聴者の属性を判定する属性判定部としても構成
されている。
【００６７】
　視聴状況情報生成部１１３は、視聴状況情報を生成する。この視聴状況情報は、コンテ
ンツ表示装置２１に表示されているコンテンツを識別するためのコンテンツ識別情報と、
視聴者判定部１１２によって判定された聴視者属性または視聴者カテゴリーを示す視聴者
情報とを含む。コンテンツ識別情報と視聴者情報とは互いに関連付けられている。なお、
コンテンツ識別情報と、視聴者カテゴリーを示す視聴者情報とを含む視聴状況情報が、上
述の第１の視聴状況情報に相当する。一方、コンテンツ識別情報と、視聴者属性を示す視
聴者情報とを含む視聴状況情報は、第２の視聴状況情報に相当する。
【００６８】
　端末通信部１１６は、視聴統計装置１２０と通信する。具体的には、端末通信部１１６
は、視聴状況情報生成部１１３によって生成された視聴状況情報（第１または第２の視聴
状況情報）を視聴統計装置１２０に送信する。さらに、端末通信部１１６は、表示制御部
１１５からの指示に基づき、視聴統計装置１２０に視聴統計情報を要求する要求メッセー
ジをその視聴統計装置１２０に送信する。端末通信部１１６は、その要求メッセージに応
じて視聴統計装置１２０から送信される視聴統計情報を受信し、その視聴統計情報を視聴
統計情報格納部１１４に格納する。
【００６９】
　視聴統計情報格納部１１４は、視聴統計情報を記録するための領域を有するメモリまた
はハードディスクなどの記録媒体である。
【００７０】
　表示制御部１１５は、視聴者からの操作（統計表示操作）を受け付け、その操作に応じ
て上述の要求メッセージを送信するように端末通信部１１６に指示する。さらに、表示制
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御部１１５は、視聴統計情報が視聴統計情報格納部１１４に格納されると、その視聴統計
情報を読み出し、視聴端末装置１１０に接続されたコンテンツ表示装置２１に対して、そ
の視聴統計情報の内容（コンテンツの視聴の統計結果）を表示させる。
【００７１】
　ここで、図４では、視聴端末装置１１０の視聴者判定部１１２が図２Ａの視聴端末装置
１１のカテゴリー判定部１１ａに相当し、視聴端末装置１１０の端末通信部１１６が図２
Ａの視聴端末装置１１の送信部１１ｂに相当し、視聴端末装置１１０の表示制御部１１５
が図２Ａの視聴端末装置１１の視聴統計提示部１１ｃに相当する。
【００７２】
　視聴統計装置１２０は、視聴状況情報格納部１２１、視聴統計情報生成部１２２、視聴
統計情報提供部１２３および統計通信部１２４を備える。
【００７３】
　統計通信部１２４は、複数の視聴端末装置１１０のそれぞれから送信される視聴状況情
報（第１または第２の視聴状況情報）を受信し、それらの視聴状況情報を視聴状況情報格
納部１２１に格納する。さらに、統計通信部１２４は、視聴統計情報提供部１２３からの
指示に応じて、視聴統計情報を視聴端末装置１１０に送信する。
【００７４】
　視聴状況情報格納部１２１は、複数の視聴状況情報を記録するための領域を有するメモ
リまたはハードディスクなどの記録媒体である。
【００７５】
　視聴統計情報生成部１２２は、視聴状況情報格納部１２１に格納されている複数の視聴
状況情報に基づいて視聴統計情報を生成する。ここで、視聴状況情報は、上述のように互
いに関連付けられたコンテンツ識別情報と視聴者情報とを含んでいる。そこで、視聴統計
情報生成部１２２は、視聴者情報に示される視聴者カテゴリーまたは視聴者属性ごとに、
その視聴者カテゴリーまたは視聴者属性に属する複数の視聴者のみによるコンテンツの視
聴の統計を取る。視聴統計情報には、この統計の結果が示されている。
【００７６】
　例えば、視聴統計情報生成部１２２は、所定のコンテンツを視聴した、所定の視聴者カ
テゴリーに属する複数の視聴者の組数をカウントする。視聴統計情報生成部１２２は、こ
のような組数のカウントを、コンテンツと視聴者カテゴリーとの組み合わせごとに行う。
そして、視聴統計情報生成部１２２は、視聴者カテゴリーごとに、コンテンツを視聴した
複数の視聴者の組数が多い順に、複数のコンテンツを順位付ける。同様に、視聴統計情報
生成部１２２は、所定のコンテンツを視聴した、所定の視聴者属性に属する視聴者の数を
カウントする。視聴統計情報生成部１２２は、このような数のカウントを、コンテンツと
視聴者属性との組み合わせごとに行う。そして、視聴統計情報生成部１２２は、視聴者属
性ごとに、コンテンツを視聴した視聴者の数が多い順に、複数のコンテンツを順位付ける
。視聴統計情報生成部１２２は、視聴者カテゴリーまたは視聴者属性ごとに順位付けされ
た複数のコンテンツ（コンテンツ識別情報）を上述の統計の結果として示す視聴統計情報
を生成する。
【００７７】
　視聴統計情報提供部１２３は、視聴統計情報生成部１２２によって生成された視聴統計
情報を保持し、統計通信部１２４によって上述の要求メッセージが受信されたときに、そ
の視聴統計情報を視聴端末装置１１０に送信するように統計通信部１２４に指示する。な
お、視聴統計情報提供部１２３は、統計通信部１２４に指示するときには、要求メッセー
ジを送信した視聴端末装置１１０に対して視聴統計情報を送信するように指示する。
【００７８】
　図５Ａ～図５Ｃは、センシング部１１１が配置される位置の例を示す図である。
【００７９】
　例えば図５Ａに示すように、センシング部１１１が１つのカメラとして構成されている
場合には、センシング部１１１はコンテンツ表示装置２１の中央上端部に取り付けられる
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。また、例えば図５Ｂに示すように、センシング部１１１が２つのカメラ１１１ａ，１１
１ｂから構成されている場合には、２つのカメラ１１１ａ，１１１ｂは、コンテンツ表示
装置２１から離れて、そのコンテンツ表示装置２１を挟むような位置に配置される。また
、例えば図５Ｃに示すように、センシング部１１１が３つのカメラ１１１ａ，１１１ｂ，
１１１ｃから構成されている場合には、その３つのカメラ１１１ａ，１１１ｂ，１１１ｃ
は、コンテンツ表示装置２１が設置されている空間内において、コンテンツ表示装置２１
の上方に、そのコンテンツ表示装置２１から離れて水平方向に配列するように配置される
。
【００８０】
　以下、（１）視聴者属性および視聴者カテゴリーの判定と視聴状況情報の生成、（２）
視聴統計情報の生成、および（３）視聴統計情報の提示について詳細に説明する。
【００８１】
　まず、視聴者属性および視聴者カテゴリーの判定と視聴状況情報の生成について説明す
る。
【００８２】
　視聴端末装置１１０の視聴者判定部１１２は、撮影画像に顔領域があるか否かを判定し
、顔領域があると判定すると、その顔領域の画像と、予め登録された顔画像とのパターン
マッチングによって視聴者属性または視聴者カテゴリーの判定を行う。ここで、撮影画像
は、時間的に連続して撮影されることによって生成された複数のフレームからなる画像で
ある。顔領域は、人の顔の画像がある領域である。
【００８３】
　具体的には、視聴者判定部１１２は、撮影画像に顔領域があるか否かを判定する際には
、例えば、予め設定された色空間における人物の肌色を基に、その肌色を示す複数の画素
を含む領域（肌色領域）が撮影画像にあるか否かをフレームごとに判定する。そして、視
聴者判定部１１２は、その肌色領域があると判定すると、その肌色領域を抽出し、この肌
色領域のフレーム間差分を算出する。ここで、フレーム間差分は、連続する２つのフレー
ムのそれぞれから抽出された肌色領域における画素値の絶対値の差分和である。視聴者判
定部１１２は、そのフレーム間差分が閾値を超えるか否かを判別し、フレーム間差分が閾
値以下であると判別すると、その肌色領域は顔領域ではない、つまり撮影画像に顔領域が
ないと判定する。一方、視聴者判定部１１２は、フレーム間差分が閾値を超えると判別す
ると、その肌色領域は顔領域である、つまり撮影画像に顔領域があると判定する。すなわ
ち、視聴者判定部１１２は、予め定められた肌色を有する複数の画素からなる画像があり
、且つその画像に動きがあるか否かに基づいて、撮影画像に顔領域があるか否かを判定す
る。
【００８４】
　さらに、視聴者判定部１１２は、１つのフレームに複数の顔領域があるか否かを判定す
ることによって、視聴者が複数であるか否かを判定する。
【００８５】
　視聴者が１人であると判定すると、視聴者判定部１１２は、上述のように、顔領域の画
像と、メモリに予め登録された各顔画像とのパターンマッチングによって、１人の視聴者
の視聴者属性を判定する。本実施の形態における視聴者属性は、視聴者の性別および年齢
（年代）である。メモリには、複数の顔画像と複数の視聴者属性と後述する複数の関係属
性とが予め記録（登録）され、顔画像のそれぞれに対して視聴者属性および関係属性が関
連付けられている。視聴者判定部１１２は、顔領域の画像と、予め登録された顔画像との
類似度が閾値以上であると判定すると、その予め登録された顔画像に関連付けられている
視聴者属性をそのメモリから読み出すことによって、視聴者の視聴者属性を判定する。な
お、視聴者判定部１１２は、顔領域の画像に対してパターン認識手法を適用することによ
り、性別および年代などの視聴者属性を推定してもよい。画像からの性別および年代など
の属性を推定する技術は、例えば、特許文献５（国際公開番号２００９／０４１３４９号
「物性値推定システム、年齢推定システム、性別推定システム、年齢・性別推定システム
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及び物性値推定方法」）に開示されている。
【００８６】
　視聴者判定部１１２は、視聴者が複数人であると判定すると、複数の視聴者間の関係、
つまり視聴者カテゴリーを判定する。ここで、視聴者カテゴリーとは、複数の視聴者間の
社会的関係および複数の視聴者間の親密度である。社会的関係は、例えば親子、夫婦、兄
弟、および友達などである。親密度は、複数の視聴者間の物理的距離と心理的距離とを加
算（例えば重み付け加算）して正規化されたパラメータである。
【００８７】
　具体的には、視聴者判定部１１２は、社会的関係を判定する際には、撮影画像（フレー
ム）に含まれる顔領域ごとに、その顔領域の画像と、メモリに予め登録された各顔画像と
のパターンマッチングによって、視聴者それぞれの関係属性を判定する。例えば関係属性
は、予め登録された顔画像の人が、他の予め登録された各顔画像の人に対して、親、子、
兄弟、夫、妻、および友人のうちの何れに該当するかを示す。視聴者判定部１１２は、顔
領域の画像と、予め登録された顔画像との類似度が閾値以上であると判定すると、その予
め登録された顔画像に関連付けられている関係属性をそのメモリから読み出すことによっ
て、視聴者の関係属性を判定する。このように、視聴者判定部１１２は、撮影画像（フレ
ーム）に含まれる顔領域ごとに、その顔領域に対応する視聴者の関係属性を判定する。そ
の結果、視聴者判定部１１２は、一方の視聴者の関係属性が「子」で、他の視聴者の関係
属性が「親」であれば、複数の視聴者の視聴者カテゴリーを「親子」と判定する。
【００８８】
　また、視聴者判定部１１２は、親密度を判定する際には、まず、複数の視聴者間の物理
的距離および心理的距離を特定する。物理的距離は、複数の視聴者間の距離そのものであ
る。視聴者判定部１１２は、撮影画像（フレーム）に含まれる複数の顔領域の間の距離を
測定することによって上述の物理的距離を特定する。また、視聴者判定部１１２は、撮影
画像に基づいて、複数の視聴者が互いに顔を向け合う頻度（顔向け頻度）をカウントし、
その顔向け頻度を心理的距離として特定する。なお、視聴者判定部１１２は、撮影画像に
基づいて、複数の視聴者が互いに注視する頻度（注視頻度）をカウントし、その注視頻度
を心理的距離として特定してもよい。また、視聴者判定部１１２は、撮影画像に基づいて
、複数の視聴者が笑顔になった頻度（笑顔頻度）をカウントし、その笑顔頻度を心理的距
離として特定してもよい。また、視聴者判定部１１２は、撮影画像に基づいて、複数の視
聴者が笑顔になっている時間（笑顔時間）を計測し、その笑顔時間を心理的距離として特
定してもよい。また、視聴者判定部１１２は、顔向け頻度、注視頻度、笑顔頻度および笑
顔時間をそれぞれ重み付け加算することによって、その加算結果を心理的距離として特定
してもよい。
【００８９】
　なお、顔向け頻度のカウントについては、例えば、特許文献６（特許第３４５４７２６
号公報「顔向き検出方法及びその装置」）に開示された人物の顔向きの検出に関する技術
を用いて実現可能である。また、注視頻度のカウントについては、例えば、非特許文献１
（佐竹純二、小林亮博、川嶋宏彰、平山高嗣、水口充、小嶋秀樹、松山隆司：インタラク
ティブな情報提示システムのための非装着・非拘束な視線推定、情報処理学会研究報告２
００７-ＨＣＩ-１２５、Ｖｏｌ．２００７、Ｎｏ．９９、ｐｐ．９-１６、２００７）に
開示された注視方向の検出に関する技術を用いて実現可能である。笑顔頻度のカウントお
よび笑顔時間の計測については、笑顔の認識技術（例えば、人の口の形状に基づくパター
ンマッチング）を用いて実現可能である。
【００９０】
　視聴者判定部１１２は、上述のように特定された物理的距離と心理的距離とを例えば重
み付け加算し、その加算結果を正規化することによって、０～１００の数値によって示さ
れる親密度を算出する。なお、親密度は、その値が大きいほど、複数の視聴者が親密であ
ることを示す。
【００９１】
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　そして、視聴状況情報生成部１１３は、上述のように判定された視聴者属性または視聴
者カテゴリーを示す視聴者情報と、コンテンツ表示装置２１に表示されているコンテンツ
を識別するためのコンテンツ識別情報とを含む視聴状況情報を生成する。
【００９２】
　図６Ａおよび図６Ｂは、視聴状況情報の一例を示す図である。
【００９３】
　第１の視聴状況情報は、図６Ａに示すように、視聴者カテゴリーを示す視聴者情報およ
びコンテンツ識別情報を含む。視聴者カテゴリーは、例えば社会的関係「親子」および親
密度「８５」を示す。コンテンツ識別情報は例えばコンテンツのタイトル「ＸＹＺ」を示
す。第２の視聴状況情報は、図６Ｂに示すように、視聴者属性を示す視聴者情報およびコ
ンテンツ識別情報を含む。視聴者属性は、例えば性別「男性」および年齢「４０」を示す
。
【００９４】
　次に、視聴統計情報の生成について説明する。
【００９５】
　視聴統計装置１２０の視聴統計情報生成部１２２は、各視聴端末装置１１０から送信さ
れて視聴状況情報格納部１２１に格納されている視聴状況情報を読み出す。そして、視聴
統計情報生成部１２２は、上述のように、視聴者属性または視聴者カテゴリーごとに、順
位付けされた複数のコンテンツ（コンテンツ識別情報）を示す視聴統計情報を生成する。
【００９６】
　視聴統計情報は、視聴者属性ごとに、順位付けされた複数のコンテンツ（コンテンツ識
別情報）を示す視聴者属性統計情報と、視聴者カテゴリーごとに、順位付けされた複数の
コンテンツ（コンテンツ識別情報）を示す視聴者カテゴリー統計情報とからなる。
【００９７】
　図７Ａおよび図７Ｂは、視聴統計情報の一例を示す図である。
【００９８】
　視聴統計情報に含まれる視聴者カテゴリー統計情報は、図７Ａに示すように、視聴者カ
テゴリー（社会的関係および親密度）ごとに、順位付けされた複数のコンテンツ（コンテ
ンツ識別子）を示す。ここで、親密度は例えば１０段階に区分されている。この視聴者カ
テゴリー統計情報は、例えば社会的関係「友人」および親密度「０～１０」では、上位に
順位付けされたコンテンツから順に、複数のコンテンツのコンテンツ識別子「Ａ０１、Ａ
０２、Ａ０３・・・」を示す。つまり、この視聴者カテゴリー統計情報は、社会的関係「
友人」および親密度「０～１０」に属する複数の視聴者では、コンテンツ識別子「Ａ０１
」のコンテンツが最もよく視聴されていることを示し、次に、コンテンツ識別子「Ａ０２
」のコンテンツが視聴されていることを示す。
【００９９】
　視聴統計情報に含まれる視聴者属性統計情報は、図７Ｂに示すように、視聴者属性（性
別および年齢）ごとに、順位付けされた複数のコンテンツ（コンテンツ識別子）を示す。
ここで、年齢は、例えば１０年（年代）を１単位にして区分されている。この視聴者属性
統計情報は、例えば性別「男性」および年齢「０～９歳」では、上位に順位付けされたコ
ンテンツから順に、複数のコンテンツのコンテンツ識別子「ＸＡ０１、ＸＡ０２、ＸＡ０
３・・・」を示す。つまり、この視聴者属性統計情報は、性別「男性」および年齢「０～
９歳」に属する複数の視聴者では、コンテンツ識別子「ＸＡ０１」のコンテンツが最もよ
く視聴されていることを示し、次に、コンテンツ識別子「ＸＡ０２」のコンテンツが視聴
されていることを示す。
【０１００】
　次に、視聴統計情報の提示について説明する。
【０１０１】
　視聴端末装置１１０の表示制御部１１５は、視聴者からの統計表示操作を受け付けると
、視聴統計情報格納部１１４に格納されている視聴統計情報を読み出し、その視聴統計情
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報の内容をコンテンツ表示装置２１に表示させる。例えば、視聴者はリモートコントロー
ラの所定のボタンを押す。このとき、表示制御部１１５は、そのリモートコントローラか
ら送信される無線信号を受信し、その無線信号に応じて、上述のような視聴統計情報の内
容の表示を行う。
【０１０２】
　図８Ａ～８Ｄは、コンテンツ表示装置２１における視聴統計情報の表示形態を示す図で
ある。
【０１０３】
　表示制御部１１５は、視聴者による操作（表示形態指定操作）に応じて表示形態を決定
し、その決定された表示形態で、図８Ａ～図８Ｄに示すように、視聴統計情報の内容を統
計画像としてコンテンツ表示装置２１に表示させる。
【０１０４】
　例えば図８Ａに示すように、表示制御部１１５は、コンテンツ表示装置２１のディスプ
レイの右側に統計画像ｄを表示させる。このとき、表示制御部１１５は、全画面表示され
ているコンテンツの映像に統計画像ｄが重畳するように、その統計画像ｄを表示させる。
または、図８Ｂに示すように、表示制御部１１５は、コンテンツ表示装置２１のディスプ
レイの下側に統計画像ｄを表示させる。このときにも、表示制御部１１５は、図８Ａに示
す統計画像ｄと同様、全画面表示されているコンテンツの映像に統計画像ｄが重畳するよ
うに、その統計画像ｄを表示させる。
【０１０５】
　また、表示制御部１１５は、視聴者による表示形態指定操作に応じて、統計画像ｄをコ
ンテンツの映像に重畳させずに表示させる。この場合、表示制御部１１５は、図８Ｃに示
すように、コンテンツ表示装置２１にコンテンツの映像を縮小して表示させ、コンテンツ
の映像の右側に統計画像ｄを表示させる。または、表示制御部１１５は、図８Ｄに示すよ
うに、コンテンツ表示装置２１にコンテンツの映像を縮小して表示させ、コンテンツの映
像の下側に統計画像ｄを表示させる。
【０１０６】
　図９Ａおよび図９Ｂは、視聴者が1人の場合の統計画像の例を示す図である。
【０１０７】
　表示制御部１１５は、視聴者による操作（スタイル指定操作）と、視聴者判定部１１２
によって判定された視聴者の人数、視聴者属性および視聴者カテゴリーとに応じて統計画
像のスタイルを決定する。そして、表示制御部１１５は、その決定されたスタイルで、視
聴統計情報の内容を統計画像としてコンテンツ表示装置２１に表示させる。
【０１０８】
　表示制御部１１５は、視聴者判定部１１２によって判定された視聴者が１人である場合
、視聴統計情報に含まれる視聴者属性統計情報に基づいて、図９Ａに示すように、視聴者
属性と、その視聴者属性に対して順位付けされた複数のコンテンツのコンテンツ識別情報
の一覧（視聴コンテンツランキング）とを示す統計画像ｄ１を表示させる。つまり、表示
制御部１１５は、視聴者判定部１１２によって判定された視聴者属性に対して順位付けら
れた複数のコンテンツのコンテンツ識別情報を、視聴者属性統計情報から検索する。そし
て、表示制御部１１５は、その視聴者属性と、その検索された複数のコンテンツのコンテ
ンツ識別情報とを用いて統計画像ｄ１を生成してコンテンツ表示装置２１に表示させる。
【０１０９】
　統計画像ｄ１は、視聴者属性として年齢および性別を示し、コンテンツ識別情報として
コンテンツのチャンネルおよびタイトルを示す。例えば、統計画像ｄ１は、年齢「４０代
」と、性別「男性」と、上位３位までのコンテンツの順位およびコンテンツ識別情報「１
位．６ｃｈ　水戸ドラマ」、「２位．１３ｃｈ　懐メロショー」および「３位．１ｃｈ　
ＮＢＫニュース」とを示す。つまり、この統計画像ｄ１は、４０代の男性における視聴コ
ンテンツランキングを示し、具体的には、４０代の男性において最も視聴されているコン
テンツが「６ｃｈ　水戸ドラマ」であり、次に視聴されているコンテンツが「１３ｃｈ　
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懐メロショー」であり、さらに次に視聴されているコンテンツが「１ｃｈ　ＮＢＫニュー
ス」であることを示す。
【０１１０】
　ここで、表示制御部１１５は、視聴者によるスタイル指定操作を受け付けると、図９Ｂ
に示すように、統計画像のスタイルを変更する。つまり、表示制御部１１５は、コンテン
ツ識別情報としてコンテンツのチャンネル、タイトルおよびサムネイル（縮小静止画また
は縮小動画）を示す統計画像ｄ２をコンテンツ表示装置２１に表示させる。
【０１１１】
　図１０は、視聴者が１人の場合の統計画像の他の例を示す図である。
【０１１２】
　表示制御部１１５は、視聴者による他のスタイル指定操作を受け付けると、図１０に示
すように、統計画像のスタイルを、視聴者属性の指定を受け付け可能とするようなスタイ
ルに変更する。つまり、表示制御部１１５は、統計画像ｄ３をコンテンツ表示装置２１に
表示させる。この統計画像ｄ３では、視聴者属性の性別および年齢がポインタの位置によ
って示される。なお、統計画像ｄ３は、図９Ａの統計画像ｄ１と同様、視聴者属性である
年齢「４０代」および性別「男性」と、その視聴者属性に対する視聴コンテンツランキン
グ、つまり上位３位までのコンテンツの順位およびコンテンツ識別情報「１位．６ｃｈ　
水戸ドラマ」、「２位．１３ｃｈ　懐メロショー」および「３位．１ｃｈ　ＮＢＫニュー
ス」とを示す。
【０１１３】
　ここで、表示制御部１１５は、視聴者による操作（属性指定操作）によって視聴者属性
が指定されると、コンテンツ表示装置２１に対して、そのコンテンツ表示装置２１に表示
されている統計画像を、統計画像ｄ３から、指定された視聴者属性に応じた統計画像ｄ４
に変更させる。例えば、視聴者はリモートコントローラのボタン操作や音声入力などによ
って視聴者属性を指定する。その結果、表示制御部１１５は、指定された視聴者属性とし
て、例えば年齢「２０代」および性別「女性」を受け付け、その年齢及び性別に応じた位
置にポインタの位置を変更させる。さらに、表示制御部１１５は、その指定された視聴者
属性に対して順位付けられた複数のコンテンツのコンテンツ識別情報を、視聴者属性統計
情報から検索し、その検索された複数のコンテンツのコンテンツ識別情報を用いて統計画
像ｄ４を生成する。統計画像ｄ４は、視聴者属性として年齢「２０代」および性別「女性
」と、その視聴者属性に対する視聴コンテンツランキング、つまりその視聴者属性に対し
て検索された上位３位までのコンテンツの順位およびコンテンツ識別情報「１位．７ｃｈ
　うたばんぐみ」、「２位．８ｃｈ　恋の月曜」および「３位．１０ｃｈ　世界遺産」と
を示す。
【０１１４】
　これにより、視聴者は、その視聴者の視聴者属性だけでなく、任意の視聴者属性の視聴
コンテンツランキングを得ることができる。したがって、視聴者は、同年代の異性がどの
ようなコンテンツを視聴しているか、違う年代の人はどのようなコンテンツを視聴してい
るかといった、興味のある視聴者属性の視聴状況を知ることができる。
【０１１５】
　図１１Ａおよび図１１Ｂは、視聴者が複数人の場合の統計画像の例を示す図である。
【０１１６】
　表示制御部１１５は、視聴者判定部１１２によって判定された視聴者が複数人である場
合、視聴統計情報に含まれる視聴者カテゴリー統計情報に基づいて、図１１Ａに示すよう
に、視聴者カテゴリーと、その視聴者カテゴリーに対して順位付けされた複数のコンテン
ツのコンテンツ識別情報の一覧（視聴コンテンツランキング）とを示す統計画像ｄ５を表
示させる。つまり、表示制御部１１５は、視聴者判定部１１２によって判定された視聴者
カテゴリーに対して順位付けられた複数のコンテンツのコンテンツ識別情報を、視聴者カ
テゴリー統計情報から検索する。そして、表示制御部１１５は、その視聴者属性と、その
検索された複数のコンテンツのコンテンツ識別情報とを用いて統計画像ｄ５を生成してコ
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ンテンツ表示装置２１に表示させる。
【０１１７】
　統計画像ｄ５は、視聴者カテゴリーとして社会的関係および親密度を示し、コンテンツ
識別情報としてコンテンツのチャンネルおよびタイトルを示す。例えば、統計画像ｄ５は
、社会的関係「親子」と、親密度「８５」と、上位３位までのコンテンツの順位およびコ
ンテンツ識別情報「１位．７ｃｈ　うたばんぐみ」、「２位．８ｃｈ　カーペット」およ
び「３位．１ｃｈ　ＮＢＫニュース」とを示す。つまり、この統計画像ｄ５は、親密度「
８５」の親子における視聴コンテンツランキングを示し、具体的には、親密度「８５」の
親子において最も視聴されているコンテンツが「７ｃｈ　うたばんぐみ」であり、次に視
聴されているコンテンツが「８ｃｈ　カーペット」であり、さらに次に視聴されているコ
ンテンツが「１ｃｈ　ＮＢＫニュース」であることを示す。
【０１１８】
　ここで、表示制御部１１５は、視聴者によるスタイル指定操作を受け付けると、図１１
Ｂに示すように、統計画像のスタイルを変更する。つまり、表示制御部１１５は、コンテ
ンツ識別情報としてコンテンツのチャンネル、タイトルおよびサムネイル（縮小静止画ま
たは縮小動画）を示す統計画像ｄ６を表示させる。
【０１１９】
　図１２は、視聴者が複数人の場合の統計画像の他の例を示す図である。
【０１２０】
　表示制御部１１５は、視聴者による他のスタイル指定操作を受け付けると、図１２に示
すように、統計画像のスタイルを、視聴者カテゴリーの指定を受け付け可能とするような
スタイルに変更する。つまり、表示制御部１１５は、統計画像ｄ７をコンテンツ表示装置
２１に表示させる。この統計画像ｄ７では、視聴者判定部１１２によって判定された視聴
者カテゴリーの社会的関係がタブの大きさによって示され、視聴者判定部１１２によって
判定された視聴者カテゴリーの親密度がポインタの位置によって示される。なお、社会的
関係については、統計画像ｄ７は、他のタブよりも大きいタブに表記されている社会的関
係を、視聴者判定部１１２によって判定された社会的関係として示している。また、統計
画像ｄ７は、図１１Ａの統計画像ｄ５と同様、視聴者カテゴリーである社会的関係「親子
」および親密度「８５」と、その視聴者カテゴリーに対する視聴コンテンツランキング、
つまり上位３位までのコンテンツの順位およびコンテンツ識別情報「１位．７ｃｈ　うた
ばんぐみ」、「２位．８ｃｈ　カーペット」および「３位．１ｃｈ　ＮＢＫニュース」と
を示す。
【０１２１】
　ここで、表示制御部１１５は、視聴者による操作（カテゴリー指定操作）によって視聴
者カテゴリーが指定されると、コンテンツ表示装置２１に対して、そのコンテンツ表示装
置２１に表示されている統計画像を、統計画像ｄ７から、指定された視聴者カテゴリーに
応じた統計画像ｄ８または統計画像ｄ９に変更させる。例えば、視聴者はリモートコント
ローラのボタン操作や音声入力などによって視聴者カテゴリーを指定する。その結果、表
示制御部１１５は、指定された視聴者カテゴリーとして、例えば社会的関係「親子」およ
び親密度「１５」を受け付け、その親密度に応じた位置にポインタの位置を変更させる。
さらに、表示制御部１１５は、その指定された視聴者カテゴリーに対して順位付けられた
複数のコンテンツのコンテンツ識別情報を、視聴者カテゴリー統計情報から検索し、その
検索された複数のコンテンツのコンテンツ識別情報を用いて統計画像ｄ８を生成する。統
計画像ｄ８は、視聴者カテゴリーとして社会的関係「親子」および親密度「１５」と、そ
の視聴者カテゴリーに対する視聴コンテンツランキング、つまりその視聴者カテゴリーに
対して検索された上位３位までのコンテンツの順位およびコンテンツ識別情報「１位．１
ｃｈ　ＮＢＫニュース」、「２位．１０ｃｈ　世界遺産」および「３位．１９ｃｈ　アカ
ネ」とを示す。
【０１２２】
　また、表示制御部１１５は、指定された視聴者カテゴリーとして、例えば社会的関係「
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友人」および親密度「８５」を受け付けた場合には、その社会的関係が表記されたタブを
他のタブよりも大きくする。さらに、表示制御部１１５は、その指定された視聴者カテゴ
リーに対して順位付けられた複数のコンテンツのコンテンツ識別情報を、視聴者カテゴリ
ー統計情報から検索し、その検索された複数のコンテンツのコンテンツ識別情報を用いて
統計画像ｄ９を生成する。統計画像ｄ９は、視聴者カテゴリーとして社会的関係「友人」
および親密度「８５」と、その視聴者カテゴリーに対する視聴コンテンツランキング、つ
まりその視聴者カテゴリーに対して検索された上位３位までのコンテンツの順位およびコ
ンテンツ識別情報「１位．７ｃｈ　うたばんぐみ」、「２位．３５ｃｈ　プロ野球」およ
び「３位．８ｃｈ　カーペット」とを示す。
【０１２３】
　これにより、コンテンツ表示装置２１に表示されているコンテンツを視聴している複数
の視聴者は、その複数の視聴者の視聴者カテゴリーだけでなく、任意の視聴者カテゴリー
の視聴コンテンツランキングを知ることができる。
【０１２４】
　図１３は、視聴端末装置１１０の処理動作を示すフローチャートである。
【０１２５】
　まず、視聴端末装置１１０のセンシング部１１１は、コンテンツ表示装置２１にコンテ
ンツが表示されているか否かを判別する（ステップＳ１００）。ここで、センシング部１
１１は、表示されていると判別すると（ステップＳ１００のＹｅｓ）、撮影を行うことに
よって撮影画像を生成する（ステップＳ１０２）。視聴者判定部１１２は、ステップＳ１
０２で生成された撮影画像に基づいて、コンテンツ表示装置２１に表示されているコンテ
ンツを視聴している視聴者が１人であるか否かを判定する（ステップＳ１０４）。
【０１２６】
　ここで、視聴者判定部１１２は、視聴者が１人であると判定すると（ステップＳ１０４
のＹｅｓ）、その視聴者の視聴者属性を判定し（ステップＳ１０６）、視聴者が複数人で
あると判定すると（ステップＳ１０４のＮｏ）、複数の視聴者の視聴者カテゴリーを判定
する（ステップＳ１０８）。そして、視聴者判定部１１２は、ステップＳ１０６またはス
テップＳ１０８で判定された視聴者属性または視聴者カテゴリーを示す視聴状況情報（第
１または第２の視聴状況情報）を生成する（ステップＳ１１０）。端末通信部１１６は、
ステップＳ１１０で生成された視聴状況情報を視聴統計装置１２０に送信する（ステップ
Ｓ１１２）。
【０１２７】
　次に、表示制御部１１５は、視聴者から統計表示操作を受け付けたか否かを判別する（
ステップＳ１１４）。例えば、表示制御部１１５は、リモートコントローラの予め定めら
れたボタンが押下され、そのリモートコントローラから送信される無線信号を受信したか
否かによって、その統計表示操作を受け付けたか否かを判別する。
【０１２８】
　ここで、表示制御部１１５は、視聴者から統計表示操作を受け付けたと判別すると（ス
テップＳ１１４のＹｅｓ）、端末通信部１１６に対して、要求メッセージを送信するよう
に指示する。その結果、端末通信部１１６は、要求メッセージを視聴統計装置１２０に送
信することによって、視聴統計情報を視聴統計装置１２０に要求する（ステップＳ１１６
）。視聴統計装置１２０は、その要求メッセージを受信すると、最新の視聴統計情報を視
聴端末装置１１０に送信する。視聴端末装置１１０の表示制御部１１５は、端末通信部１
１６を介してその視聴統計情報を取得し（ステップＳ１１８）、その視聴統計情報の内容
をコンテンツ表示装置２１に表示させる（ステップＳ１２０）。
【０１２９】
　視聴者から統計表示操作が受け付けられていないとステップＳ１１４で判別されたとき
（ステップＳ１１４のＮｏ）、または視聴統計情報の内容の表示がステップＳ１２０で行
われると、センシング部１１１は、視聴者による停止操作に基づいて処理動作を終了すべ
きか否かを判別する（ステップＳ１２２）。終了すべきでないと判別したときには（ステ
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ップＳ１２２のＮｏ）、視聴端末装置１１０は、ステップＳ１００からの処理を実行し、
終了すべきと判別したときには（ステップＳ１２２のＹｅｓ）、視聴端末装置１１０は処
理動作を終了する。
【０１３０】
　図１４は、視聴統計装置１２０の処理動作を示すフローチャートである。
【０１３１】
　まず、視聴統計装置１２０の視聴統計情報生成部１２２は、視聴端末装置１１０から送
信された視聴状況情報が統計通信部１２４に受信され、視聴状況情報格納部１２１に格納
されたか否かを判別する（ステップＳ２００）。つまり、視聴統計情報生成部１２２は、
視聴統計装置１２０が新たな視聴状況情報を取得したか否かを判別する。ここで、新たな
視聴状況情報を取得したと判別すると（ステップＳ２００のＹｅｓ）、視聴統計情報生成
部１２２は、その取得された新たな視聴状況情報に基づいて視聴統計情報を生成または更
新する（ステップＳ２０２）。
【０１３２】
　次に、視聴統計装置１２０の視聴統計情報提供部１２３は、視聴端末装置１１０から送
信された要求メッセージが視聴統計装置１２０の統計通信部１２４に受信されたか否かを
判別する（ステップＳ２０４）。ここで、視聴統計情報提供部１２３は、受信されたと判
別すると（ステップＳ２０４のＹｅｓ）、視聴統計情報生成部１２２で生成または更新さ
れた最新の視聴統計情報を送信するように統計通信部１２４に指示する。その結果、統計
通信部１２４は、要求メッセージを送信した視聴端末装置１１０に対して、その最新の視
聴統計情報を送信する（ステップＳ２０６）。
【０１３３】
　要求メッセージが受信されていないとステップＳ２０４で視聴統計情報提供部１２３に
よって判別されたとき（ステップＳ２０４のＮｏ）、または最新の視聴統計情報がステッ
プＳ２０６で送信されると、視聴統計装置１２０は、ユーザによる停止操作に基づいて処
理動作を終了すべきか否かを判別する（ステップＳ２０８）。終了すべきでないと判別し
たときには（ステップＳ２０８のＮｏ）、視聴統計装置１２０はステップＳ２００からの
処理を実行し、終了すべきと判別したときには（ステップＳ２０８のＹｅｓ）、視聴統計
装置１２０は処理動作を終了する。
【０１３４】
　このように、本実施の形態における視聴統計処理システム１００では、視聴されている
コンテンツと視聴者カテゴリーとを関連付けて示す第１の視聴状況情報が視聴端末装置１
１０から視聴統計装置１２０に送信される。したがって、視聴統計装置１２０は、複数の
視聴端末装置１１０のそれぞれからその第１の視聴状況情報を受信することにより、マス
（大衆）に対するコンテンツの視聴の統計ではなく、視聴者カテゴリーごとのコンテンツ
の視聴の統計を取ることができる。例えば、視聴統計装置１２０は、各視聴端末装置１１
０から送信された第１の視聴状況情報に基づいて、新婚夫婦、熟年夫婦、親子、または友
人といった視聴者カテゴリーごとの統計を取ることができる。また、その統計の結果は、
所定の視聴者カテゴリーに属する複数の視聴者のみによるコンテンツの視聴の統計結果と
して視聴端末装置１１０（およびコンテンツ表示装置２１）によって提示される。したが
って、コンテンツを視聴している複数の視聴者は、マス（大衆）に対するおおまかな統計
結果ではなく、マス（大衆）の中でも所定の関係（例えば新婚夫婦、熟年夫婦、親子、ま
たは友人）にある複数の視聴者に対する詳細な統計結果を知ることができる。したがって
、本実施の形態における視聴統計処理システム１００では、多様化する視聴形態に対する
適切なコンテンツの視聴の統計結果を提示することができる。つまり、従来の視聴率に比
べてより参考になりうる情報を提供することができる。
【０１３５】
　（変形例１）
　ここで、本実施の形態における第１の変形例について説明する。本変形例に係る視聴統
計処理システムでは、視聴統計情報の内容をコンテンツ表示装置２１に表示させる際に、



(25) JP 2011-139441 A 2011.7.14

10

20

30

40

50

そのコンテンツ表示装置２１に表示されているコンテンツの順位を主体的に表示させる点
に特徴がある。
【０１３６】
　図１５Ａは、本変形例に係る視聴統計情報の表示例を示す図である。
【０１３７】
　本変形例に係る表示制御部１１５は、視聴者が１人の場合、視聴者による統計表示操作
を受け付けると、図１５Ａに示すように、コンテンツ表示装置２１に表示されているコン
テンツの順位およびコンテンツ識別情報「Ｘ位　コンテンツＸＡＸ」と、視聴者属性を示
す属性画像ｄ１２とを、そのコンテンツの映像ｄ１１に重畳させて、コンテンツ表示装置
２１に表示させる。ここで、属性画像ｄ１２は例えば映像ｄ１１の下部に重畳され、コン
テンツの順位は例えば映像ｄ１１の左上部に重畳される。
【０１３８】
　図１５Ｂは、本変形例に係る視聴統計情報の他の表示例を示す図である。
【０１３９】
　本変形例に係る表示制御部１１５は、視聴者が複数人の場合、視聴者による統計表示操
作を受け付けると、図１５Ｂに示すように、コンテンツ表示装置２１に表示されているコ
ンテンツの順位およびコンテンツ識別情報「Ｘ位　コンテンツＹＡＸ」と、視聴者カテゴ
リーの社会的関係のみを示すカテゴリー画像ｄ１５とを、そのコンテンツの映像ｄ１３に
重畳させて、コンテンツ表示装置２１に表示させる。ここで、カテゴリー画像ｄ１５は例
えば映像ｄ１３の下部に重畳され、コンテンツの順位は例えば映像ｄ１３の左上部に重畳
される。
【０１４０】
　図１５Ｃは、本変形例に係る視聴統計情報の他の表示例を示す図である。
【０１４１】
　本変形例に係る表示制御部１１５は、視聴者が複数人の場合、図１５Ｃに示すように、
視聴者カテゴリーの社会的関係の代わりに親密度のみを示すカテゴリー画像ｄ１６を、コ
ンテンツの映像ｄ１４に重畳させて、コンテンツ表示装置２１に表示させてもよい。
【０１４２】
　図１５Ｄは、本変形例に係る視聴統計情報の他の表示例を示す図である。
【０１４３】
　本変形例に係る表示制御部１１５は、視聴者カテゴリーの親密度を示すカテゴリー画像
を表示させる際には、図１５Ｄに示すように、親密度を２つの人物像（アイコン）間の距
離で示すカテゴリー画像ｄ１７をコンテンツ表示装置２１に表示させてもよい。これによ
り、親密度の視認性を高めることができる。
【０１４４】
　図１５Ｅは、本変形例に係る視聴統計情報の他の表示例を示す図である。
【０１４５】
　本変形例に係る表示制御部１１５は、視聴者カテゴリーの親密度を示すカテゴリー画像
を表示させる際には、図１５Ｅに示すように、視聴者の人数と同じ数の人物像（アイコン
）の間の距離によって親密度を示すカテゴリー画像ｄ１８を、コンテンツ表示装置２１に
表示させてもよい。なお、上述の視聴者の人数は、視聴者判定部１１２によって判定され
た人数である。これにより、複数の視聴者はより詳細な親密度を知ることができる。
【０１４６】
　なお、本変形例では、図１５Ｂ～図１５Ｅに示すように、社会的関係および親密度のう
ちの何れか一方のみを示すカテゴリー画像をコンテンツ表示装置２１に表示させたが、社
会的関係および親密度の両方を示すカテゴリー画像を表示させてもよい。
【０１４７】
　（変形例２）
　ここで、本実施の形態における第２の変形例について説明する。本変形例に係る視聴統
計処理システムでは、視聴統計情報の内容をコンテンツ表示装置２１に表示させる際に、
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１位のコンテンツの映像を主体的に表示させる点に特徴がある。つまり、コンテンツ表示
装置２１に表示されているコンテンツが１位のコンテンツと異なっていれば、そのコンテ
ンツ表示装置２１に表示されているコンテンツの映像は１位のコンテンツの映像に切り替
えられる。
【０１４８】
　図１６Ａは、本変形例に係る視聴統計情報の表示状態の遷移を示す図である。
【０１４９】
　本変形例に係る表示制御部１１５は、視聴者が１人の場合、視聴者による統計表示操作
を受け付けると、図１６Ａの（ａ）に示すように、「１位」と、１位のコンテンツのコン
テンツ識別情報「コンテンツＸＡ１」と、視聴者属性を示す属性画像ｄ１２とを、その１
位のコンテンツの映像ｄ２１に重畳させて、コンテンツ表示装置２１に表示させる。なお
、属性画像ｄ１２は例えば映像ｄ２１の下部に重畳され、「１位」は例えば映像ｄ２１の
左上部に重畳される。
【０１５０】
　ここで、表示制御部１１５は、視聴者による属性指定操作によって視聴者属性（性別お
よび年代）が指定されると、図１６Ａの（ｂ）または（ｃ）に示すように、指定された視
聴者属性に応じた属性画像ｄ２２，ｄ２３をコンテンツ表示装置２１に表示させる。つま
り、表示制御部１１５は、表示される属性画像のポインタの位置を、指定された視聴者属
性に応じた位置に変更する。さらに、表示制御部１１５は、表示されているコンテンツ識
別情報と、表示されているコンテンツの映像とを、その指定された視聴者属性において１
位のコンテンツに対応するコンテンツ識別情報と、その１位のコンテンツの映像とに変更
する。
【０１５１】
　また、表示制御部１１５は、視聴者による順位指定操作によって順位（例えば３位）が
指定されると、図１６Ａの（ｄ）、（ｅ）および（ｆ）に示すように、１位からその指定
された順位（例えば３位）までのコンテンツのそれぞれの映像と、それらのコンテンツの
順位およびコンテンツ識別情報とをコンテンツ表示装置２１に表示させる。
【０１５２】
　なお、上述の属性指定操作および順位指定操作は、視聴者によるリモートコントローラ
のボタンの押下またはマイクへの音声入力によって行われる。
【０１５３】
　図１６Ｂは、本変形例に係る視聴統計情報の他の表示状態の遷移を示す図である。
【０１５４】
　本変形例に係る表示制御部１１５は、視聴者が複数人の場合、視聴者による統計表示操
作を受け付けると、図１６Ｂの（ａ）に示すように、「１位」と、１位のコンテンツのコ
ンテンツ識別情報「コンテンツＹＡ１」と、視聴者カテゴリーの社会的関係のみを示すカ
テゴリー画像ｄ１５とを、その１位のコンテンツの映像ｄ２６に重畳させて、コンテンツ
表示装置２１に表示させる。なお、カテゴリー画像ｄ１５は例えば映像ｄ２６の下部に重
畳され、「１位」は例えば映像ｄ２６の左上部に重畳される。
【０１５５】
　ここで、表示制御部１１５は、視聴者による関係指定操作によって社会的関係が指定さ
れると、図１６Ｂの（ｂ）または（ｃ）に示すように、指定された社会的関係に応じたカ
テゴリー画像ｄ２４，ｄ２５をコンテンツ表示装置２１に表示させる。つまり、表示制御
部１１５は、カテゴリー画像において、指定された社会的関係を示すタブを他のタブより
も大きく表示させる。さらに、表示制御部１１５は、表示されているコンテンツ識別情報
と、表示されているコンテンツの映像とを、その指定された社会的関係において１位のコ
ンテンツに対応するコンテンツ識別情報と、その１位のコンテンツの映像とに変更する。
【０１５６】
　また、表示制御部１１５は、視聴者による順位指定操作によって順位（例えば３位）が
指定されると、図１６Ｂの（ｄ）、（ｅ）および（ｆ）に示すように、１位からその指定



(27) JP 2011-139441 A 2011.7.14

10

20

30

40

50

された順位（例えば３位）までのコンテンツのそれぞれの映像と、それらのコンテンツの
順位およびコンテンツ識別情報とをコンテンツ表示装置２１に表示させる。
【０１５７】
　なお、上述の関係指定操作および順位指定操作は、視聴者によるリモートコントローラ
のボタンの押下またはマイクへの音声入力によって行われる。
【０１５８】
　図１６Ｃは、本変形例に係る視聴統計情報の他の表示状態の遷移を示す図である。
【０１５９】
　本変形例に係る表示制御部１１５は、視聴者が複数人の場合、図１６Ｃの（ａ）に示す
ように、視聴者カテゴリーの社会的関係の代わりに親密度のみを示すカテゴリー画像ｄ２
８を、コンテンツの映像ｄ２７に重畳させて、コンテンツ表示装置２１に表示させてもよ
い。
【０１６０】
　この場合にも、表示制御部１１５は、視聴者による親密度指定操作によって親密度が指
定されると、図１６Ｃの（ｂ）または（ｃ）に示すように、指定された親密度に応じたカ
テゴリー画像ｄ２９，ｄ３０をコンテンツ表示装置２１に表示させる。つまり、表示制御
部１１５は、表示されるカテゴリー画像のポインタの位置を、指定された親密度に応じた
位置に変更する。さらに、表示制御部１１５は、表示されているコンテンツ識別情報と、
表示されているコンテンツの映像とを、その指定された親密度において１位のコンテンツ
に対応するコンテンツ識別情報と、その１位のコンテンツの映像とに変更する。
【０１６１】
　また、表示制御部１１５は、視聴者による順位指定操作によって順位（例えば３位）が
指定されると、図１６Ｃの（ｄ）、（ｅ）および（ｆ）に示すように、１位からその指定
された順位（例えば３位）までのコンテンツのそれぞれの映像と、それらのコンテンツの
順位およびコンテンツ識別情報とをコンテンツ表示装置２１に表示させる。
【０１６２】
　なお、上述の親密度指定操作および順位指定操作は、視聴者によるリモートコントロー
ラのボタンの押下またはマイクへの音声入力によって行われる。
【０１６３】
　図１６Ｄは、本変形例に係る視聴統計情報の他の表示状態の遷移を示す図である。
【０１６４】
　本変形例に係る表示制御部１１５は、視聴者カテゴリーの親密度を示すカテゴリー画像
を表示させる際には、図１６Ｄの（ａ）～（ｆ）に示すように、親密度を２つの人物像（
アイコン）間の距離で示すカテゴリー画像ｄ３１～ｄ３３をコンテンツ表示装置２１に表
示させてもよい。これにより、親密度の視認性を高めることができる。
【０１６５】
　図１６Ｅは、本変形例に係る視聴統計情報の他の表示状態の遷移を示す図である。
【０１６６】
　本変形例に係る表示制御部１１５は、視聴者カテゴリーの親密度を示すカテゴリー画像
を表示させる際には、図１６Ｅの（ａ）～（ｆ）に示すように、視聴者の人数と同じ数の
人物像（アイコン）の間の距離によって親密度を示すカテゴリー画像ｄ３５～ｄ３７を、
コンテンツ表示装置２１に表示させてもよい。なお、上述の視聴者の人数は、視聴者判定
部１１２によって判定された人数である。
【０１６７】
　このように、視聴者の人数と同じ数の人物像（アイコン）を用いて親密度を示すことに
よって、視聴者が３人以上いる場合にも、全体としての親密度だけでなく、各々の視聴者
間の関係性をも表現することができる。
【０１６８】
　なお、本変形例では、図１６Ｂ～図１６Ｅに示すように、社会的関係および親密度のう
ちの何れか一方のみを示すカテゴリー画像をコンテンツ表示装置２１に表示させてが、社
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会的関係および親密度の両方を示すカテゴリー画像を表示させてもよい。
【０１６９】
　（変形例３）
　ここで、本実施の形態における第３の変形例について説明する。本変形例に係る視聴統
計処理システムでは、順位付けされた複数のコンテンツのサムネイルを俯瞰的にコンテン
ツ表示装置２１に表示させる点に特徴がある。
【０１７０】
　図１７は、本変形例に係る視聴統計情報の表示例を示す図である。
【０１７１】
　本変形例に係る表示制御部１１５は、視聴者が複数人の場合、視聴者による統計表示操
作を受け付けると、図１７に示すように、順位付けられた複数のコンテンツのサムネイル
を俯瞰的にコンテンツ表示装置２１に表示させる。つまり、表示制御部１１５は、コンテ
ンツ表示装置２１にウィンドウｗ１を表示させ、そのウィンドウｗ１内に複数のサムネイ
ルを表示させる。例えば、ウィンドウｗ１の横軸は親密度を示し、縦軸は順位を示す。視
聴者によるリモートコントローラへの操作によって、表示制御部１１５は、表示されてい
る複数のサムネイルの中から１つのサムネイルを選択し、そのサムネイルにカーソルを当
てる。そして、視聴者によるリモートコントローラの決定ボタンの押下によって、表示制
御部１１５は、そのカーソルが当てられたサムネイルに対応するコンテンツの映像をコン
テンツ表示装置２１に表示させる。
【０１７２】
　このように、本変形例では、順位付けされた複数のコンテンツのサムネイルが俯瞰的に
表示されるため、コンテンツを視聴している複数の視聴者の親密度に応じて順位付けされ
た複数のコンテンツと、その親密度と異なる任意の親密度に応じて順位付けされた複数の
コンテンツとを容易に把握することができる。
【０１７３】
　なお、本変形例では、ウィンドウｗ１の横軸を親密度としたが、縦軸を親密度としても
よく、同心円状に複数のサムネイルを表示してもよい。
【０１７４】
　（変形例４）
　ここで、本実施の形態における第４の変形例について説明する。本変形例に係る視聴統
計処理システムでは、視聴者カテゴリーまたは視聴者属性の変化の度合いごとに順位付け
られた複数のコンテンツのサムネイルを俯瞰的にコンテンツ表示装置２１に表示させる点
に特徴がある。例えば、視聴者カテゴリーの変化の度合いは親密度の変化の度合いであり
、視聴者属性の変化の度合いは感情の変化の度合いである。
【０１７５】
　本変形例に係る視聴端末装置１１０では、視聴者判定部１１２は、視聴者が複数人の場
合、コンテンツの表示が開始されたときの親密度を判定し、さらに、コンテンツの表示が
終了されたときの親密度を判定する。次に、視聴者判定部１１２は、その表示開始時の親
密度と表示終了時の親密度との差を親密度の変化の度合いとして判定する。そして、視聴
状況情報生成部１１３は、その親密度の変化の度合いと、視聴されたコンテンツとを関連
付けて示す視聴状況情報を生成する。端末通信部１１６は、その視聴状況情報を視聴統計
装置１２０に送信する。
【０１７６】
　また、本変形例に係る視聴端末装置１１０では、視聴者判定部１１２は、視聴者が１人
の場合、コンテンツの表示が開始されたときの視聴者の感情を特定し、さらに、コンテン
ツの表示が終了されたときの視聴者の感情を特定する。視聴者の感情の特定は、センシン
グ部１１１による撮影によって生成された撮影画像と、例えば、特許文献７（特許第２８
３９８５５号公報「顔の表情認識装置」）または特許文献８（特許第２９６２５４９号公
報「顔動画像からの表情認識方法」）に開示されている人物の表情認識に関する技術を用
いて実現される。また、例えば、感情は、喜びを示す第１の値、怒りを示す第２の値、哀
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しみを示す第３の値、および楽しみを示す第４の値からなる。
【０１７７】
　次に、視聴者判定部１１２は、その表示開始時の感情と表示終了時の感情との差を感情
の変化の度合いとして判定する。つまり、視聴者判定部１１２は、その表示開始時の第１
乃至第４の値と表示終了時の第１乃至第４の値との差を感情の変化の度合いとして特定す
る。そして、視聴状況情報生成部１１３は、その感情の変化の度合いと、視聴されたコン
テンツとを関連付けて示す視聴状況情報を生成する。端末通信部１１６は、その視聴状況
情報を視聴統計装置１２０に送信する。
【０１７８】
　本変形例に係る視聴統計装置１２０では、視聴統計情報生成部１２２は、その親密度ま
たは感情の変化の度合いを示す視聴状況情報に基づいて、親密度または感情の変化の度合
いごとに、その度合いに属する複数の視聴者のみによるコンテンツの視聴の統計を取り、
その統計結果を示す視聴統計情報を生成する。
【０１７９】
　図１８Ａは、本変形例に係る視聴統計情報の表示例を示す図である。
【０１８０】
　本変形例に係る表示制御部１１５は、視聴者が複数人の場合、視聴者による統計表示操
作を受け付けると、図１８Ａに示すように、順位付けられた複数のコンテンツのサムネイ
ルを俯瞰的にコンテンツ表示装置２１に表示させる。つまり、表示制御部１１５は、コン
テンツ表示装置２１にウィンドウｗ２を表示させ、そのウィンドウｗ２内に複数のサムネ
イルを表示させる。例えば、ウィンドウｗ２の横軸は親密度の変化の度合いを示し、縦軸
は順位を示す。
【０１８１】
　図１８Ｂは、本変形例に係る視聴統計情報の他の表示例を示す図である。
【０１８２】
　本変形例に係る表示制御部１１５は、視聴者が１人の場合、視聴者による統計表示操作
を受け付けると、図１８Ｂに示すように、順位付けられた複数のコンテンツのサムネイル
を俯瞰的にコンテンツ表示装置２１に表示させる。つまり、表示制御部１１５は、コンテ
ンツ表示装置２１にウィンドウｗ３を表示させ、そのウィンドウｗ３内に複数のサムネイ
ルを表示させる。例えば、ウィンドウｗ３の横軸は感情の変化の度合いを示し、縦軸は順
位を示す。
【０１８３】
　本変形例においても、変形例３と同様、視聴者によるリモートコントローラへの操作に
よって、表示制御部１１５は、表示されている複数のサムネイルの中から１つのサムネイ
ルを選択し、そのサムネイルにカーソルを当てる。そして、視聴者によるリモートコント
ローラの決定ボタンの押下によって、表示制御部１１５は、そのカーソルが当てられたサ
ムネイルに対応するコンテンツの映像をコンテンツ表示装置２１に表示させる。
【０１８４】
　このように、本変形例では、親密度または感情の変化の度合いごとに順位付けられた複
数のコンテンツのサムネイルを俯瞰的にコンテンツ表示装置２１に表示させるため、視聴
者は、コンテンツの視聴をとおして、楽しみたい場合には、楽しい状態への遷移の程度が
大きいコンテンツを選択して視聴することができる。また、複数の視聴者は、コンテンツ
の視聴をとおして、互いにより親密になりたい場合には、親密度が大きく上昇するコンテ
ンツを選択して視聴することができる。
【０１８５】
　また、本変形例では、変形例３と同様、順位付けされた複数のコンテンツのサムネイル
が俯瞰的に表示されるため、コンテンツを視聴している複数の視聴者の親密度の変化の程
度に応じて順位付けされた複数のコンテンツと、その親密度の変化の度合いと異なる任意
の変化の度合いに応じて順位付けされた複数のコンテンツとを容易に把握することができ
る。さらに、コンテンツを視聴している視聴者の感情の変化の度合いに応じて順位付けさ
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れた複数のコンテンツと、その感情の変化の度合いと異なる任意の変化の度合いに応じて
順位付けされた複数のコンテンツとを容易に把握することができる。
【０１８６】
　なお、本変形例では、コンテンツの表示開始時の親密度または感情と、コンテンツの表
示終了時の親密度または感情との差を、変化の度合いとして扱ったが、コンテンツが表示
されている間に定期的に親密度または感情を判定し、その定期的に判定された親密度また
は感情の変化の平均値を、変化の度合いとして扱ってもよい。
【０１８７】
　以上、本発明にかかる視聴統計処理システムについて実施の形態および変形例に基づい
て説明したが、本発明は上述の実施の形態および変形例に限定されないことは勿論である
。
【０１８８】
　例えば、上記実施の形態および変形例では、センシング部１１１を撮影装置（カメラ）
として構成したが、収音器（マイク）として構成してもよい。マイクとして構成されたセ
ンシング部１１１は、図５Ａ、図５Ｂおよび図５Ｃに示すような位置に配置される。この
場合、視聴者判定部１１２は、画像の代わりに声紋などに基づいて社会的関係および視聴
者属性を特定する。例えば、視聴者判定部１１２は、マイクによって収音された音声の声
紋と、予め登録された声紋とを比較することによって社会的関係および視聴者属性を特定
する。あるいは、視聴者判定部１１２は、マイクによって収音された音声（会話）に含ま
れる「お父さん」または「ママ」などのキーワードに基づいて、社会的関係および視聴者
属性を特定する。このような、会話中のキーワードの抽出方法は、例えば、特許文献９（
国際公開番号２００８／１２６３５５号「キーワード抽出装置」）に開示されている。
【０１８９】
　また、センシング部１１１が複数のマイクから構成される場合には、視聴者判定部１１
２は、音声の位相差などからその音声の位置、すなわち視聴者の位置を特定し、その位置
に基づいて、複数の視聴者の間の物理的距離を特定してもよい。
【０１９０】
　また、センシング部１１１がマイクとして構成されている場合には、視聴者判定部１１
２は、収音された視聴者の音声から得られる視聴者間の会話量に基づいて、複数の視聴者
の間の心理的距離を特定してもよい。会話量は、例えば会話の音量、および会話している
時間のうちの少なくとも一方である。あるいは、視聴者判定部１１２は、収音された視聴
者の音声から笑い声を検出し、その笑い声の音量および継続時間のうちの少なくとも一方
に基づいて、複数の視聴者の間の心理的距離を特定してもよい。笑い声の検出方法は、例
えば特許文献１０（特開２００２－００６８７４号公報「音声処理装置、動画像処理装置
、音声・動画像処理装置及び音声・動画像処理プログラムを記録した記録媒体」）に開示
されている。このように特定される心理的距離に基づいて、視聴者判定部１１２は、心理
的距離の変化の度合い、つまり、親密度の変化の度合いを特定してもよい。
【０１９１】
　また、視聴者判定部１１２は、上述の笑い声の音量および継続時間のうちの少なくとも
一方に基づいて、視聴者の感情を特定してもよく、感情の変化の度合いを特定してもよい
。さらに、センシング部１１１を、カメラおよびマイクの両方を備える取得部として構成
してもよい。
【０１９２】
　また、上記実施の形態および変形例では、視聴端末装置１１０はセンシング部１１１を
備えたが、そのセンシング部１１１の代わりに、ユーザ入力部を備えてもよい。ユーザ入
力部は例えばリモートコントローラおよび無線受信部、キーボード、操作パネル、または
音声認識装置などからなる。つまり、視聴者判定部１１２は、センシング部１１１によっ
て得られた撮影画像の代わりに、ユーザによるユーザ入力部に対する入力操作または音声
入力に応じて視聴者の人数、視聴者カテゴリーおよび視聴者属性などを特定する。
【０１９３】
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　また、上記実施の形態および変形例では、視聴統計装置１２０と複数の視聴端末装置１
１０とはインターネット回線を介して接続されているが、他の通信媒体を介して接続され
ていてもよい。また、視聴統計装置１２０は、コンテンツを送信する送信装置（放送装置
）に内蔵されていてもよい。この場合には、視聴統計装置１２０と複数の視聴端末装置１
１０との間の通信媒体は、コンテンツを送信（放送）するための通信媒体と同一であって
もよい。さらに、上記実施の形態および変形例では、視聴端末装置１１０はコンテンツ表
示装置２１に接続されているが、コンテンツ表示装置２１に内蔵されていてもよい。
【０１９４】
　また、上記実施の形態および変形例では、視聴端末装置１１０は、視聴者による統計表
示操作に応じて視聴統計情報の内容をコンテンツ表示装置２１に表示させたが、その操作
に関わらず、自動的に表示させてもよい。例えば、表示制御部１１５は、コンテンツ表示
装置２１に表示されているコンテンツに対する視聴者の関心度が閾値よりも低くなったと
きに、視聴統計情報の内容をコンテンツ表示装置２１に表示させる。表示制御部１１５は
、関心度を特定する際には、例えばセンシング部１１１によって得られる撮影画像に基づ
いて視聴者の視線の向きを検出し、コンテンツ表示装置２１に表示されているコンテンツ
に視聴者の視線が継続して向けられている時間を関心度として特定してもよい。
【０１９５】
　また、上記実施の形態および変形例では、視聴端末装置１１０は、視聴統計情報の内容
を統計画像としてコンテンツ表示装置２１に表示させたが、画像ではなく音声で視聴統計
情報の内容を視聴者に通知してもよい。この場合、視聴端末装置１１０は、視聴統計情報
の内容を通知するための音声を、コンテンツ表示装置２１に備えられたスピーカから出力
させる。または、視聴端末装置１１０は、液晶ディスプレイなどの表示部を備え、表示制
御部１１５はその表示部に視聴統計情報の内容を表示させてもよい。または、視聴端末装
置１１０は、その視聴端末装置１１０を操作するためのリモートコントローラを備え、表
示制御部１１５はそのリモートコントローラの表示部に視聴統計情報の内容を表示させて
もよい。または、表示制御部１１５は、コンテンツ表示装置２１のリモートコントローラ
の表示部に視聴統計情報の内容を表示させてもよい。なお、コンテンツ表示装置２１に表
示される統計画像の形状は、縦長の長方形であっても、横長の長方形であってもよく、そ
の統計画像の形状はどのような形状であってもよい。
【０１９６】
　また、上記実施の形態および変形例では、視聴端末装置１１０は、視聴者による属性指
定操作またはカテゴリー指定操作によって指定された視聴者属性および視聴者カテゴリー
を、ポインタの位置またはタブの大きさによって示したが、他のＧＵＩ（Graphical User
 Interface）によって示してもよい。さらに、上記実施の形態および変形例では、視聴端
末装置１１０は、視聴者による属性指定操作またはカテゴリー指定操作などの操作を、リ
モートコントローラのボタンの押下またはマイクへの音声入力によって受け付けたが、視
聴者による他の動作に応じてそれらの操作を受け付けてもよい。なお、視聴端末装置１１
０は、リモートコントローラのボタンの押下によって視聴者による操作を受け付ける場合
には、そのリモートコントローラから送信される無線信号を受信する無線信号受信部を備
える。また、視聴端末装置１１０は、視聴者による操作をマイクへの音声入力によって受
け付ける場合には、そのマイクと、そのマイクによって収音される音声を認識する音声認
識装置とを備える。
【０１９７】
　また、上記実施の形態および変形例では、視聴端末装置１１０は、コンテンツ表示装置
２１によるコンテンツの表示が開始されたときに、視聴状況情報を生成して視聴統計装置
１２０に送信したが、他のタイミングで視聴状況情報を生成して送信してもよい。例えば
、視聴端末装置１１０は、コンテンツ表示装置２１によるコンテンツの表示が終了された
ときに、またはその直前に、視聴状況情報を生成して視聴統計装置１２０に送信してもよ
い。
【０１９８】
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　また、上記実施の形態および変形例では、視聴統計装置１２０は、視聴状況情報を視聴
端末装置１１０から受け取ったときに、視聴統計情報を生成または更新したが、他のタイ
ミング（例えば定期的なタイミング）で視聴統計情報を生成または更新してもよい。
【０１９９】
　また、上記実施の形態および変形例では、視聴端末装置１１０は、視聴者から統計表示
操作を受け付けたときに、視聴統計装置１２０に最新の視聴統計情報を要求して取得した
が、他のタイミング（例えば定期的なタイミング）で最新の視聴統計情報を要求して取得
してもよい。この場合には、視聴端末装置１１０は、視聴者から統計表示操作を受け付け
たときには、視聴統計情報を視聴統計装置１２０に要求することなく、既に取得している
最新の視聴統計情報の内容をコンテンツ表示装置２１に表示させる。
【０２００】
　また、上記実施の形態および変形例では、視聴端末装置１１０が、視聴者の人数、視聴
者属性および視聴者カテゴリーなどを判定したが、視聴統計装置１２０がそれらを判定し
てもよい。つまり、視聴端末装置１１０は、視聴者判定部１１２を備えず、センシング部
１１１によるセンシング結果（撮影画像または音声）と、視聴されているコンテンツを示
す視聴状況情報を視聴統計装置１２０に送信する。視聴統計装置１２０は、視聴者判定部
１１２を備え、視聴状況情報に示されるセンシング結果に基づいて、視聴者の人数、視聴
者属性および視聴者カテゴリーなどを判定する。このように、視聴者判定部１１２が視聴
統計装置１２０に備えられている場合であっても、上記実施の形態および変形例と同様の
作用効果を奏することができる。
【０２０１】
　また、上記実施の形態および変形例では、視聴端末装置１１０は、視聴者がコンテンツ
を視聴しているときに視聴統計情報の内容をコンテンツ表示装置２１に表示させた。つま
り、リアルタイムに視聴統計情報の内容を表示させた。しかし、視聴端末装置１１０は、
ユーザがコンテンツを視聴していないときであっても、ユーザから統計表示操作を受け付
ければ、視聴統計情報の内容をコンテンツ表示装置２１に表示させてもよい。
【０２０２】
　また、上記実施の形態および変形例では、コンテンツは放送局から予め定められた時刻
にブロードキャストされるものだけでなく、ビデオ・オン・デマンドによって送信される
ものであってもよい。
【０２０３】
　また、上記実施の形態および変形例では、視聴者カテゴリーは、社会的関係、親密度お
よび親密度の変化の度合いのうちの少なくとも１つであっても、それらの任意の組み合わ
せであってもよい。また、親密度は、物理的距離および心理的距離のうちの一方だけであ
ってもよい。
【０２０４】
　また、上記実施の形態および変形例では、視聴端末装置１１０は、３位までのコンテン
ツを示す統計画像をコンテンツ表示装置２１に表示させたが、４位以下のコンテンツも示
す統計画像を表示させてもよい。さらに、視聴端末装置１１０は、コンテンツの順位の代
わりに、またはコンテンツの順位と共に、コンテンツの視聴率を示す統計画像をコンテン
ツ表示装置２１に表示させてもよい。
【０２０５】
　また、上記実施の形態および変形例では、視聴端末装置１１０は、視聴者の人数に応じ
て、視聴者属性（性別および年齢）または視聴者カテゴリー（社会的関係および親密度）
を判定したが、それらの代わりに、感情の変化の度合いのみを判定してもよい。
【０２０６】
　また、上記実施の形態および変形例では、コンテンツはテレビ番組であったが、テレビ
番組に限らず、映像を含むデータ、または音楽を含むデータなどであれば、どのようなデ
ータであってもよい。
【０２０７】
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　また、本発明は、以下のように構成されていてもよい。
【０２０８】
　（１）上記の各装置は、具体的には、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ハードデ
ィスクユニット、ディスプレイユニット、キーボード、またはマウスなどから構成される
コンピュータシステムである。そのＲＡＭまたはハードディスクユニットには、コンピュ
ータプログラムが記憶されている。マイクロプロセッサが、そのコンピュータプログラム
に従って動作することにより、各装置は、その機能を達成する。ここで、コンピュータプ
ログラムは、所定の機能を達成するために、コンピュータに対する指令を示す命令コード
が複数個組み合わされて構成されたものである。なお、各装置は、マイクロプロセッサ、
ＲＯＭ、ＲＡＭ、ハードディスクユニット、ディスプレイユニット、キーボード、および
マウスなどの全てを含むコンピュータシステムに限らず、これらの一部から構成されてい
るコンピュータシステムであってもよい。
【０２０９】
　（２）上記の各装置を構成する構成要素の一部または全部は、１個のシステムＬＳＩ（
Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ：大規模集積回路）から構成されてい
るとしてもよい。システムＬＳＩは、複数の構成要素を１個のチップ上に集積して製造さ
れた超多機能ＬＳＩであり、具体的には、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、またはＲＡＭな
どを含んで構成されるコンピュータシステムである。そのＲＡＭには、コンピュータプロ
グラムが記憶されている。マイクロプロセッサが、そのコンピュータプログラムに従って
動作することにより、システムＬＳＩは、その機能を達成する。
【０２１０】
　なお、ここでは、システムＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、ＩＣ、ＬＳＩ、スー
パーＬＳＩ、またはウルトラＬＳＩと呼称されることもある。また、集積回路化の手法は
ＬＳＩに限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。ＬＳＩ製
造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ
　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコン
フィギュラブル・プロセッサーを利用してもよい。
【０２１１】
　さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路化
の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バ
イオ技術の適用等が可能性としてありえる。
【０２１２】
　（３）上記の各装置を構成する構成要素の一部または全部は、各装置に脱着可能なＩＣ
カードまたは単体のモジュールから構成されているとしてもよい。ＩＣカードまたはモジ
ュールは、マイクロプロセッサ、ＲＯＭまたはＲＡＭなどから構成されるコンピュータシ
ステムである。ＩＣカードまたはモジュールは、上記の超多機能ＬＳＩを含むとしてもよ
い。マイクロプロセッサが、コンピュータプログラムに従って動作することにより、ＩＣ
カードまたはモジュールは、その機能を達成する。このＩＣカードまたはモジュールは、
耐タンパ性を有するとしてもよい。
【０２１３】
　（４）本発明は、上記に示す方法であるとしてもよい。また、これらの方法をコンピュ
ータにより実現するコンピュータプログラムであるとしてもよいし、そのコンピュータプ
ログラムからなるデジタル信号であるとしてもよい。
【０２１４】
　また、本発明は、そのコンピュータプログラムまたはデジタル信号をコンピュータ読み
取り可能な記録媒体、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、ＣＤ―ＲＯＭ、
ＭＯ、ＤＶＤ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）、
または半導体メモリなど、に記録したものとしてもよい。また、これらの記録媒体に記録
されているコンピュータプログラムまたはデジタル信号であるとしてもよい。
【０２１５】
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　また、本発明は、そのコンピュータプログラムまたはデジタル信号を、電気通信回線、
無線あるいは有線通信回線、インターネットを代表とするネットワーク、またはデータ放
送等を経由して伝送するものとしてもよい。
【０２１６】
　また、本発明は、マイクロプロセッサとメモリとを備えたコンピュータシステムであっ
て、そのメモリは、上記コンピュータプログラムを記憶しており、マイクロプロセッサは
、そのコンピュータプログラムに従って動作するとしてもよい。
【０２１７】
　また、プログラムあるいはデジタル信号を記録媒体に記録して移送することにより、ま
たは、プログラムあるいはデジタル信号をネットワーク等を経由して移送することにより
、独立した他のコンピュータシステムにより実施するとしてもよい。
【０２１８】
　（５）上記実施の形態および上記変形例をそれぞれ組み合わせるとしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０２１９】
　本発明にかかる視聴端末装置、視聴統計装置、および視聴統計処理システムは、多様化
する視聴形態に対する適切なコンテンツの視聴の統計結果を提示することができるという
効果を奏し、例えば、テレビ番組などの視聴者の情報を収集して提供する装置およびシス
テム等として有用である。
【符号の説明】
【０２２０】
　１０　　視聴統計処理システム
　１１　　視聴端末装置
　１１ａ　　カテゴリー判定部
　１１ｂ　　送信部
　１１ｃ　　視聴統計提示部
　１２　　視聴統計装置
　１２ａ　　受信部
　１２ｂ　　視聴統計情報生成部
　１２ｃ　　提供部
　２１　　コンテンツ表示装置
　１００　　視聴統計処理システム
　１１０　　視聴端末装置
　１１１　　センシング部
　１１２　　視聴者判定部
　１１３　　視聴状況情報生成部
　１１４　　視聴統計情報格納部
　１１５　　表示制御部
　１１６　　端末通信部
　１２０　　視聴統計装置
　１２１　　視聴状況情報格納部
　１２２　　視聴統計情報生成部
　１２３　　視聴統計情報提供部
　１２４　　統計通信部
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