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(57)【要約】

（修正有）

【課題】番組制作側の意図に依らず、番組視聴者の反応
を反映させた新たな番組コンテンツの提示手法を提供す
る。
【解決手段】番組提示システム１を、番組提供サーバ２
、視聴者用装置３、視聴者情報サーバ４から構成し、番
組配信に伴って視聴者から示された反応を反応データと
してデータベースＤＢ２に格納しておき、その反応デー
タが示されたデータ上の位置と番組データ上の位置とを
位置補正手段Ｍ１によって補正して対応付けて補正後反
応データベースＤＢ３に格納し、それから視聴者の要望
に応じた番組のインデックスデータをインデックス取得
手段Ｍ３で取得した上で配信された番組データをそれが
格納されている番組データベースから取得して、視聴者
用装置３の再生機３１においてインデックスデータに従
った態様で番組データを再生するように構成した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
文字、音声、映像、画像の何れか一種又は複数種の組み合わせが時系列に構成された番組
を提供するために用いられる番組提供サーバ、前記番組の視聴者が利用する視聴者用装置
、及び前記番組と当該視聴者に関する情報を処理する視聴者情報サーバを少なくとも含ん
で構成される番組提示システムであって、
前記番組提供サーバは、前記番組ごとに割り当てられる番組識別子、及び当該番組の時
系列データである番組データ、当該番組データ上の位置を表す番組内位置データを少なく
とも関連付けて格納する番組データベースを管理するものであり、
前記視聴者用装置は、前記番組データを再生し得る再生機を有するものであり、
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前記視聴者情報サーバは、前記番組識別子と関連付けられた番組識別情報、前記視聴者
を除く一以上の視聴者又は前記視聴者を含む一以上の視聴者による前記番組に対する反応
を示す反応データ、及び前記反応データが記録されたデータ上の位置を表す反応記録位置
データを少なくとも関連付けて格納する視聴者情報データベースを管理するものであり、
前記視聴者用装置又は前記視聴者情報サーバのうち何れか一方又は両方が、相互に関連
付けられている前記番組識別子及び前記番組識別情報に対応して、前記反応記録位置デー
タと前記番組内位置データとを補正により対応付ける位置補正手段と、前記番組識別子又
は番組識別情報の何れか一方又は両方、対応づけられた補正後の前記反応記録位置データ
又は補正後の番組内位置データの何れか一方又は両方若しくは補正後の両位置データから
生成される共通の位置データのいずれかからなる補正後位置データ、及び当該補正後の位
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置データに対応する反応データを少なくとも関連付けて補正後反応データベースに格納す
る補正後反応データ格納手段とを具備し、
前記視聴者用装置が、前記番組識別子又は番組識別情報の何れか一方又は両方、反応デ
ータに関する情報、前記補正後位置データを単独で又は組み合わせて指定するインデック
ス要求を前記補正後反応データベースに対して行い当該インデックス要求に対応して構成
されるインデックスデータを取得するインデックス取得手段と、この取得したインデック
スデータに従って前記番組データベースから番組データを取得し前記再生機に再生させる
番組提示手段を具備していることを特徴とする番組提示システム。
【請求項２】
前記視聴者用装置は、当該視聴者による番組に対する反応を入力するために用いられる入
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力機を有するものであり、前記視聴者情報データベースに格納される反応データは、前記
入力機に入力された反応データを受信して格納したものである請求項１に記載の番組提示
システム。
【請求項３】
前記位置補正手段は、前記反応記録位置データと前記反応データに基づき、視聴者が反応
を示したと推定される時点に対応する反応開始位置データを補正により生成する反応位置
補正手段を備えるものである請求項１又は２に記載の番組提示システム。
【請求項４】
前記反応データは文字列から構成されるものであり、前記反応位置補正手段は、当該反応
データの文字数に所定の定数を乗じて得られる補正値を前記反応記録位置データから減じ
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ることにより前記反応開始位置データを生成するものである請求項３に記載の番組提示シ
ステム。
【請求項５】
前記位置補正手段は、前記番組内位置データを当該番組データの開始位置を基点として補
正する番組内位置補正手段を備えるものである請求項１乃至４のいずれかに記載の番組提
示システム。
【請求項６】
前記インデックスデータには、前記補正後位置データの集合からなる所定の単位位置ごと
に計測された前記反応データのエントリ数に基づく番組に対する反響度数を含ませている
請求項１乃至５のいずれかに記載の番組提示システム。
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【請求項７】
前記反応データが文字列を含むものである場合、前記インデックスデータには、当該反応
データから抽出された特定の文字列の解析により得られる視聴者の感情度数を含ませてい
る請求項１乃至６のいずれかに記載の番組提示システム。
【請求項８】
前記特定の文字列の解析には、前記補正後位置データの集合からなる所定の単位位置ごと
に計測された当該文字列の出現回数の計測結果を含む請求項７に記載の番組提示システム
。
【請求項９】
前記反応データからの特定の文字列の抽出は、パターンマッチング、機械学習の単独又は
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組み合わせにより行われる請求項７又は８に記載の番組提示システム。
【請求項１０】
前記特定の文字列は、アスキーアートである請求項７乃至９のいずれかに記載の番組提示
システム。
【請求項１１】
前記特定の文字列は、感情を表す自然言語表現である請求項７乃至９のいずれかに記載の
番組提示システム。
【請求項１２】
前記視聴者情報データベースには、前記反応データをエントリした視聴者を特定する視聴
者識別子、又は当該視聴者の属性を表すプロファイルデータの何れか一方又は両方を格納
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し得るようにしている請求項１乃至１１のいずれかに記載の番組提示システム。
【請求項１３】
前記インデックスデータには、前記視聴者識別子又はプロファイルデータの何れか一方又
は両方を含ませている請求項１２に記載の番組提示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、視聴者視点に基づく番組コンテンツの提供を行うコンピュータシステムに関
するものである。
【背景技術】
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【０００２】
近年、放送の多チャンネル化が各地で進んでいる一方で、ＨＤＤ等の録画装置の性能向
上・記憶容量の増加も飛躍的に進んでおり、近い将来には地域に関係なく数百チャンネル
もの放送番組を月単位や年単位で記録（録画や録音）・蓄積することが可能になると予想
される。それに伴い、放送番組は「生」で視聴するだけでなく、記録・蓄積しておいた放
送番組を必要や興味に応じて後で視聴するといった視聴スタイルが一般的になると考えら
れる。
【０００３】
しかしながら、記録・蓄積しておいた番組が増大したとしても、人間が現実に番組を視
聴できる時間には物理的な限界があるため、膨大な番組データから当該視聴者が必要な又
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は興味のある番組や番組中の部分を効率よく探したり、番組内容の概要を手軽に理解した
り、番組の全体ではなくハイライト部分のみを視聴する、などの多様や視聴方法を提供す
る仕組みが重要となる。斯かる仕組みを実現するための基礎技術の一例としては、映像の
インデキシングを挙げることができる。映像のインデキシング手法として、従来、動画像
中の色やテクスチャ、カメラ操作、人物の顔等の特徴や、字幕テキスト、音の種別や大き
さ等をマルチモーダルに利用し、シーンの重要度を判定・選択する手法（例えば、非特許
文献１参照）、などの種々の技術が提案されている。
【 非 特 許 文 献 １ 】 ス ミ ス ， カ ナ デ （ Smith, M., Kanade, T.） 著 ， 「 Video Skimming and
Characterization through the Combination of Imageand Language Understanding Tech
niques」 ， （ 米 国 ） ， シ ー ・ ヴ ィ ・ ピ ー ・ ア ー ル （ CVPR） ， １ ９ ９ ７ 年
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ところが、このような従来のインデキシング手法で利用されているデータは、放送番組
の配信側（放送局）から提供されている情報のみからなるものであるため、インデキシン
グされた情報は、基本的に番組作成者・配信者の意図を反映させたものであるといえる。
したがって、これまでは、シーンの探索や内容の早見、ダイジェスト視聴等の内容に、視
聴者の視点や反応を取り入れる、といった考え方はなされていなかった。
【０００５】
一方、「番組実況チャット」というものに対する注目が近年高まりつつある。番組実況
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チャットとは、テレビ番組の視聴者がインターネット上のチャットコミュニティに集まり
、テレビ番組の内容について感じたことなどをリアルタイムに書き込み、擬似的な会話を
楽しむ、というシステムである。番組実況チャットの利用者は、テレビ番組と並行してチ
ャットを行うことにより、他の視聴者との擬似的な感情の共有による一体感を味わうこと
ができる。すなわち番組実況チャットは、番組の視聴者の視点や反応が集積されたデータ
群と考えることができる。
【０００６】
そこで本発明は、番組作成者や配信者の一方向的な意図に基づく番組コンテンツの提供
にとどまっていた従来技術の問題点を解決し、番組に対する視聴者の多様な反応を反映さ
せた番組コンテンツの提供を可能とすることを主たる目的としている。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
以上の目的を達成するための本発明に係る番組提示システム１は、文字、音声、映像、
画像の何れか一種又は複数種の組み合わせが時系列に構成された番組を提供するために用
いられる番組提供サーバ２、番組の視聴者が利用する視聴者用装置３、及び前記番組と当
該視聴者に関する情報を処理する視聴者情報サーバ４を少なくとも含んで構成されるもの
である（図１参照）。ここで、番組提供サーバ２は、番組ごとに割り当てられる番組識別
子、及び当該番組の時系列データである番組データ、この番組データ上の位置を表す番組
内位置データを少なくとも関連付けて格納する番組データベースＤＢ１を管理するもので
あり、視聴者用装置３は、番組データを再生し得る再生機３１を有するものであり、視聴
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者情報サーバ４は、番組識別子と関連付けられた番組識別情報、前記視聴者を除く一以上
の視聴者又は前記視聴者を含む一以上の視聴者による前記番組に対する反応を示す反応デ
ータ、及び反応データが記録されたデータ上の位置を表す反応記録位置データを少なくと
も関連付けて格納する視聴者情報データベースＤＢ２を管理するものである。そして、視
聴者用装置３又は視聴者情報サーバ４のうち何れか一方又は両方には、相互に関連付けら
れている番組識別子及び番組識別情報に対応して、反応記録位置データと番組内位置デー
タとを補正により対応付ける位置補正手段Ｍ１と、番組識別子又は番組識別情報の何れか
一方又は両方、対応づけられた補正後の前記反応記録位置データ又は補正後の番組内位置
データの何れか一方又はこれら補正後の両位置データから生成される共通の位置データの
何れかからなる補正後位置データ、及び当該補正後位置データに対応する反応データを少
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なくとも関連付けて補正後反応データベースＤＢ３に格納する補正後反応データ格納手段
Ｍ２とを設けている。さらに、視聴者用装置３には、番組識別子又は番組識別情報の何れ
か一方又は両方、反応データに関する情報、補正後位置データを単独で又は組み合わせて
指定するインデックス要求を補正後反応データベースＤＢ３に対して行い当該インデック
ス要求に対応して構成されるインデックスデータを取得するインデックス取得手段Ｍ３と
、この取得したインデックスデータに従って番組データベースＤＢ１から番組データを取
得し再生機３１に再生させる番組提示手段Ｍ４を設けている。
【０００８】
ここで、本発明において用いる「番組」とは、上述のように文字、音声、映像、画像の
何れか一種又は複数種の組み合わせが時系列に構成されたものであり、例えばテレビ番組
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、ラジオ番組、文字放送番組等を例示することができる。また斯かる番組は、リアルタイ
ムで配信や放送が行われるものだけでなく、例えば視聴者の要求に応じて配信されるオン
デマンド配信番組等の形態のものも含まれる。すなわち本発明においては、視聴者が番組
をリアルタイムで視聴する態様のみならず、提供された際に記録しておかれた番組を後で
視聴する態様も想定されている。
【０００９】
番組提供サーバ２は、例えば番組の放送局、番組配信会社、レンタルビデオショップ、
家庭のＨＤ（ハードディスク）レコーダ内等、様々なレベルに設置することができ、視聴
者情報サーバ４も、例えばインターネット上のＷＥＢサイト、家庭のＨＤレコーダ内等の
様々なレベルに設置することができる。そして、番組提供サーバ２、視聴者用装置３、視
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聴者情報サーバ４は、インターネット等の通信網によって相互に情報通信可能な機能を備
えている。番組データベースＤＢ１は番組提供サーバ２に、視聴者情報データベースＤＢ
２は視聴者情報サーバ４に、それぞれ管理されており、補正後反応データベースＤＢ３は
視聴者用装置３又は視聴者情報サーバ４のいずれか又は両方が有する補正後反応データ格
納手段Ｍ２によって管理されているが、各データベースはそれらの管理主体であるサーバ
又は装置が必ずしも備え持っている必要はなく、それらサーバや装置とは別個に配置され
てネットワーク越しにＤＢＭＳ（データベースマネジメントシステム）等により管理・制
御されていればよい。また、視聴者情報データベースＤＢ２には、一以上の視聴者による
番組に対する反応（感情や反響）がデータ化されて反応データとして格納されており、視
聴者は視聴者用装置３又は他の機器を利用して自己の反応に係る反応データを視聴者情報
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サーバ４を通じて登録することができるようにしてある。ここで、反応データとしては、
単純な信号、文字列、音声、画像等を利用することができる。さらに、視聴者用装置３の
インデックス取得手段Ｍ３によって補正後反応データベースＤＢ３へ送信されるインデッ
クス要求に含まれ得る「反応データに関する情報」とは、反応データそのものである必要
はなく、反応データを整理・解析等して得られる情報であってもよい。
【００１０】
このような本発明の番組提示システム１を利用することで、ある視聴者は、単純に番組
を視聴するのではなく、自分が視聴しようとする番組に対する他の視聴者の反応をも把握
しながらその番組を視聴することができるようになる。特に、インデックス要求の仕方や
それに従って視聴者用装置３が取得するインデックスデータの内容次第で、番組を開始位
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置から順に視聴するだけでなく、例えば反響の大きい場面のみをピックアップして視聴し
たり、開始位置から視聴する場合でも場面ごとの反応の程度や種類を番組と共に視聴した
り、あるカテゴリ（ジャンル、週別、月別等）の番組のうち特定の反応のあった番組のみ
を視聴したり、これらの視聴形態を適宜組み合わせて視聴するなど、他の視聴者の視点を
絡めた番組の視聴を行うことができるようになる。換言すれば、本発明は、番組提供側の
意図に依らず、視聴者の視点を反映した新しい番組の提示形態を創出するものである。
【００１１】
上述のような番組提示システム１の構成に加えて、図２に示すように、視聴者用装置３
に、当該視聴者による番組に対する反応を入力するために用いられる入力機３２を設け、
視聴者情報データベースＤＢ２に格納される反応データに、この入力機３２に入力された
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反応データを受信して格納することで、視聴者は他の視聴者が番組を視聴する際に自分の
番組に対する反応を反映させることができるようになる。ここで入力機３２には、キーボ
ードのように文字（数字や記号を含む）入力が可能なもの、一又は複数のボタンの押下（
マウス等のクリック操作やタッチパネル等の画面に触れるものを含む）が可能なもの等、
種々のものを採用することができる。
【００１２】
また、位置補正手段Ｍ１には、図２に示すように、反応記録位置データと反応データに
基づき、視聴者が反応を示したと推定される時点に対応する反応開始位置データを補正に
より生成する反応位置補正手段Ｍ１１を設けることができる。このようにすることで、番
組のどの場面に対して視聴者が反応を示したかをほぼ正確に特定することができる。
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【００１３】
特にこの場合、反応データは文字列から構成されるものであれば、反応位置補正手段Ｍ
１１は、当該反応データの文字数に所定の定数を乗じて得られる補正値を反応記録位置デ
ータから減じることにより反応開始位置データを生成するものとすることが好ましい。
【００１４】
この他、位置補正手段Ｍ１には、図２に示すように、番組内位置データを当該番組デー
タの開始位置を基点として補正する番組内位置補正手段Ｍ１２を設けることができる。例
えば、放送中の番組をリアルタイムに記録している際には、番組内の任意の位置データは
、放送開始位置（例えば時間軸に沿った位置）を減じて補正すれば得られ、既に記録済み
の番組内の任意の位置データは、記録開始位置を基点として補正すれば得られる。

10

【００１５】
上述したように、インデックス要求には、番組識別子や番組識別情報、反応データその
ものの他にも反応データを整理・解析等して得られる情報、補正後位置データを種々に組
み合わせた情報を盛り込むことができるが、このようなインデックス要求に対して得られ
るインデックスデータには、例えば位置補正手段Ｍ１による補正後位置データの集合から
なる所定の単位位置ごとに計測された反応データのエントリ数に基づく番組に対する反響
度数を含ませることができる。これにより、その番組の任意の単位位置における反響度数
を番組提示の際に反映させることができる。
【００１６】
また、反応データが文字列を含むものである場合に、インデックスデータには、当該反

20

応データから抽出された特定の文字列の解析により得られる視聴者の感情度数を含ませる
こともできる。これにより、上述した反応データのエントリ数に基づく反響度数のみなら
ず、視聴者の具体的な反応を番組提示の際に反映させることができる。この特定の文字列
の解析には、補正後位置データの集合からなる所定の単位位置ごとに計測された当該文字
列の出現回数の計測結果を含ませることができる。すなわち、視聴者の具体的な反応、例
えば「喜」「怒」「哀」等の感情が単位位置あたりにどれくらいの視聴者に示されたかを
提示することができることとなる。また特に、反応データからの特定の文字列の抽出は、
パターンマッチングや機械学習の単独又は組み合わせにより実行することが可能である。
例えば、視聴者情報サーバ４が、前述した「番組実況チャット」のようなインターネット
上のコミュニティサイトを利用する場合には、特定の文字列として利用可能な特徴的なも

30

のには、アスキーアートを挙げることができる。もちろん、特定の文字列として、感情を
表す自然言語表現を利用することも可能である。また、反応データの抽出やインデックス
要求、インデックスデータには、上述したような種々の態様を適宜に組み合わせてりよう
することもできる。
【００１７】
さらに、視聴者情報データベースには、反応データをエントリした視聴者を特定する視
聴者識別子、又は当該視聴者の属性を表すプロファイルデータの何れか一方又は両方を格
納することも可能である。この場合、インデックスデータに、視聴者識別子やプロファイ
ルデータを含めることで、ある特定の視聴者の反応（視点）に基づく番組提示や、あるプ
ロファイル（属性）を有する視聴者の集合に基づく番組提示が可能となる。

40

【発明の効果】
【００１８】
本発明によれば、番組の視聴者に対し、他の視聴者の反応（視点や観点）を取り入れた
新しい番組提供の形態を創出することができる。また、本発明を、通信放送分野、ユビキ
タス環境におけるブラウザへ応用することで、例えばパソコンやテレビ、ラジオ、携帯端
末、ユビキタス端末、ウェアラブル機器等の番組コンテンツを再生可能な様々なデバイス
上で、番組提供者や制作者による画一的な番組提示形態に囚われない、視聴者の反応を反
映させた番組コンテンツの閲覧に供することが可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
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以下、本発明の一実施形態を、図面を参照して説明する。
【００２０】
本実施形態は、番組提供の形態としてテレビ番組配信を適用した場合における番組提示
システム１の一例を示すものである。図３に、この番組提示システム１の概略構成図を示
す。なお、以下の説明及び図面において、図１及び図２と同一符号を附した装置や手段は
、基本的に同一の機能を有するものである。
【００２１】
まず前提として、テレビ番組（以下、必要に応じて「番組」と略称する場合がある）の
配信は番組配信局（テレビ局等）からリアルタイムで行われており、多数の視聴者は再生
機３１の一形態であるテレビ受像器（チューナ等の機器を内蔵している）を備えた視聴者
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用装置３により当該番組を視聴しているものとする。本実施形態では、説明の簡便化のた
め、視聴者用装置３は一例としてテレビ録画・再生が可能なパソコンを採用しているもの
とする。また、番組はリアルタイムでの配信と同時に、番組提供サーバ２を通じて番組デ
ータベースＤＢ１に漸次格納されている。ここで本実施形態では、番組提供サーバ２及び
番組データベースＤＢ１は、番組配信局が管理しているものとするが、この他にも、番組
配信局や視聴者を除く第三者が管理している態様、視聴者用装置３に内蔵されているＨＤ
レコーダを含む機器により実現される態様等、種々の態様を採用することが可能である。
また、視聴者情報サーバ４、視聴者情報データベースＤＢ２、補正後反応データベースＤ
Ｂ３には、番組をリアルタイムで視聴している視聴者がインターネット上で集い当該番組
に対する反応をコメントとして述べることができる「番組実況チャット」のサーバやデー
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タベースを採用している。すなわち視聴者情報サーバ４と視聴者用装置３は、インターネ
ットを通じて相互に情報通信可能に接続されており、視聴者は視聴者用装置３の入力機（
キーボードやマウス等の入力デバイス）３２によって自己の反応をコメント（文字列から
なるデータ）として送信することができる。特に本実施形態では、位置補正手段Ｍ１と補
正後反応データ格納手段Ｍ２については、視聴者情報サーバ４がその機能を有しているも
のとする。さらに、番組提供サーバ２もインターネットに接続されており、視聴者用装置
３及び視聴者情報サーバ４と相互に情報通信を行うことができる。各データベースＤＢ１
，ＤＢ２，ＤＢ３も直接インターネットに接続しておいてもよいが、番組提供サーバ２や
視聴者情報サーバ４を介してインターネットに接続するように構成してもよい。なお、番
組提供サーバ２、視聴者用装置３、視聴者情報サーバ４の各装置は、いずれもＮＴＰ（ネ
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ットワークタイムプロトコル）等を利用して時刻合わせがなされているものとする。以下
、この番組提示システム１の利用の流れと各装置の動作等について詳述する。
【００２２】
まず、番組配信局の配信装置（図示省略）から番組が配信されるのと同時に、番組提供
サーバ２は当該番組を受信し（図５、Ｓ２０）、番組の実体部分である番組データを番組
識別子、及び番組データ上の位置を表す番組内位置データと共に番組データベースＤＢ１
に格納する（Ｓ２１）。図４（ａ）に、番組データベースＤＢ１に格納されるデータ例を
簡略化して示す。なお、本実施形態では「番組内位置データ」として時間軸に従った位置
を採用しており、番組位置データには、番組配信の開始時刻、当該開始時刻からの経過時
間が、番組終了時刻まで随時記録されているものとする。
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【００２３】
一方、番組配信時に番組を視聴する視聴者側では、視聴者用装置３において番組データ
を受信して（図５、Ｓ３０）再生機３１で視聴しながら、入力機３２に当該番組の視聴し
ている場面についての反応（コメント）の入力（Ｓ３１）がなされると、当該視聴者用装
置３はその反応データ（文字列データからなるコメント）を視聴者情報サーバ４へ送信す
る（Ｓ３２）。視聴者情報サーバ４はこの反応データを受信すると（図５、Ｓ４０）、そ
れを視聴者情報データベースＤＢ２に格納する（Ｓ４１）。図４（ｂ）に、視聴者情報デ
ータベースに格納されるデータ例を簡略化して示す。すなわち視聴者情報データベースＤ
Ｂ２では、反応データが、番組データベースＤＢ１の番組識別子と対応づけられた番組識
別情報、反応データが送信、受信、又は格納された時刻に対応する反応記録位置データと
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関連付けられて格納される。なお、図示しないが、反応データを入力・送信した視聴者（
又は視聴者用装置３）に対応する視聴者識別子や当該視聴者の属性を示すプロファイルデ
ータ等は、上述した視聴者情報データベースＤＢ２に格納することも可能であるが、視聴
者情報サーバ４や視聴者情報データベースＤＢ２とは異なる例えばインターネットサイト
やデータベース等で管理しておき、必要に応じてそれらから参照し得るようにすることも
可能である。
【００２４】
次に視聴者情報サーバ４は、位置補正手段Ｍ１の機能により、反応記録位置データと番
組内位置データとを補正処理により対応づける。具体的には反応位置補正手段Ｍ１１によ
って、反応データの位置補正処理を行う（Ｓ４２）。より詳細には、反応位置補正手段Ｍ
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１１は、視聴者による反応が示されたと推定されるデータ上の位置（時刻）を反応開始位
置データとして求めるものである。そのための本実施形態に適用される処理の一例として
は、図６に示すように、まず反応記録位置データとして反応記録時刻Ｔ

ｖを視聴者情報

データベースＤＢ２から取得し（Ｓ４２０）、次に当該反応データの文字数ｌをカウント
し（Ｓ４２１）、この文字数ｌに定数αを乗じて補正時間Δｔを求め（Ｓ４２２）、さら
に反応開始位置データとして反応開始時刻Ｔｖを、反応記録時刻Ｔ

ｖから補正時間Δｔ

で減ずることにより求める（Ｓ４２３）。ここで定数αは、視聴者が入力機３２に１文字
を入力するのに要すると想定される時間を採用することができる。一方、番組内位置補正
手段Ｍ１２は、番組データの位置補正処理を行う（Ｓ４３）。より詳細には、番組内位置
補正手段Ｍ１２は、反応開始位置データ（反応開始時刻Ｔｖ）に対応する時刻（時間軸に
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対応する番組データ上の位置）を求めるものである。そのための本実施形態に適用される
処理の一例ととしては、図６に示すように、まず番組データベースＤＢ１から番組開始時
刻を取得し（Ｓ４３０）、それを基点として反応開始位置データ（反応開始時刻Ｔｖ）に
対応する番組内位置データ（時刻）を特定する（Ｓ４３１）。以上により、視聴者が番組
を視聴して反応を示した時刻（データ上の位置）と番組内の時刻（番組データ上の位置）
とが対応づけられる。ここで本実施形態では、この対応づけられた時刻に対応する共通の
位置データを「補正後位置データ」として生成するものとする（図５、Ｓ４４）。そして
、補正後反応データ格納手段Ｍ２により、この補正後位置データ、番組識別子及び番組識
別情報、当該補正後位置データに対応する反応データが関連付けられて補正後反応データ
ベースＤＢ３に格納される。図４（ｃ）に、補正後反応データベースＤＢ３に格納される
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データ例を簡略化して示す。
【００２５】
次に、ある視聴者が他の視聴者の視点を含んだ態様で番組を視聴したい場合、視聴者用
装置３では、視聴者の操作に対応してインデックス取得手段Ｍ３が機能し、番組視聴開始
の状態となり（図５、Ｓ３３）、番組視聴条件の設定がなされ（Ｓ３４）、その条件に従
ってインデックス要求を視聴者情報サーバ４に送信する（Ｓ３５）。これに対して視聴者
情報サーバ４は、補正後反応データベースＤＢ３からインデックス要求に含まれる番組視
聴条件に対応する反応データ等を取得し（Ｓ４６）、それを視聴者用装置３へ送信する（
Ｓ４７）。視聴者用装置３は、この反応データ等を受信すると先ほどの番組視聴条件に従
って番組を視聴するためのインデックスデータを生成・取得する（Ｓ３６）。さらに視聴
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者用装置３では番組提示手段Ｍ４が機能し、インデックスデータに応じて番組提供サーバ
２に番組取得要求を行う（Ｓ３７）。番組提供サーバ２は、番組取得要求を受信すると（
Ｓ２２）、番組データベースＳ２２から該当する番組データを取得して（Ｓ２３）それを
視聴者用装置３へ送信する（Ｓ２４）。視聴者用装置３は、番組データを受信すると（Ｓ
３８）、最後にこの番組データをインデックスデータに対応して再生機３１で再生する。
これにより視聴者は、他の視聴者（場合によっては自分も含まれる）の反応を反映させた
態様で番組を視聴できるようになる。
【００２６】
ここで、番組視聴条件の設定から番組の視聴までについて、具体例を挙げて詳述する。
例えば、視聴者が番組視聴条件として、ある番組を特定（番組識別子や番組識別情報を指
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定）し、番組内のシーンごと（例えばある一定の単位時間ごと）に他の視聴者による反応
（コメント）がどれくらいあったか、すなわちシーンごとの反響度数を、放送された時間
順に代表的な反応（コメント）と共にサムネイルで視聴するように設定したとする。つま
りこの条件がインデックス要求として視聴者用装置３から視聴者情報サーバ４に対してな
される。その結果、補正後反応データベースＤＢ３から視聴者情報サーバ４を通じて視聴
者用装置３に返されるデータは、例えば図７に示されるグラフ又は当該グラフから生成さ
れる一覧表のようなものである。同グラフは、横軸に番組開始から終了までの時刻（時刻
に対応した時系列の補正後位置データと同等である）、縦軸に反応データのエントリ数を
設定し、単位時間に対応する単位フレームごとの反応データのエントリ数をプロットした
ものである。ここで反響度は、エントリ数自体を用いてもよいし、エントリ数を所定の演
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算式に当てはめて得られる値やそれに基づく記号等を用いてもよい。然るにインデックス
データには、番組識別子に対応した番組データを提示する旨、放送時間順に番組データを
サムネイルで提示する旨、番組識別情報に対応するシーンごとのエントリ数／反響度を提
示する旨、代表的な反応（コメント）を提示する旨が含まれることとなる。このようなイ
ンデックスデータに従った番組データの提示態様例（本実施形態の番組はテレビ番組であ
るので、再生機３１のディスプレイに表示される画面例）を図８に示す。
【００２７】
また同様に、視聴者が番組視聴条件として、ある番組を特定し、他の視聴者による反応
（エントリ数やそれに基づく反響度数）の大きい順にランキングで、代表的なコメントと
共に番組内のシーンをサムネイルで視聴するように設定した場合のインデックスデータに
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従った番組データの提示態様例を図９に示す。
【００２８】
詳述しないが以上の他にも、例えば反応データのエントリ数の多い（反響度数の大きい
）シーンほど大きいサムネイルで表示したり、ある特定の視聴者による反応データを視聴
者識別子をキーにして抽出しそれに基づくインデックスデータに従って番組データを提示
したり、番組がスポーツ中継であれば一方のチームのファンであるというプロファイルデ
ータが他のサイトやデータベースにあればそれを取得してきて対応する反応データに基づ
くインデックスデータに従って番組データを提示したり、これらの提示態様を適宜組み合
わせることも可能である。さらに、反応データが文字データ（アスキーアートや自然文）
からなる場合には、パターンマッチングや機械学習によって特定の感情を表す文字データ
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を含む反応データのみを抽出するようなアルゴリズムを組み込んでおくことで、特定の感
情が示された反応データに基づくインデックスデータに従って番組データを提示したり、
より単純に視聴者があるシーンに対して反応を示したい場合にのみＯＮの反応データが記
録されるようにしておき、それに基づくインデックスデータに従って番組データを提示す
る等の態様を採用することも可能である。
【００２９】
以上に説明したように、本実施形態の番組提示システム１によれば、視聴者の視点を反
応データという形で取り入れ、それを反映させたインデックスデータに従った従来にない
番組コンテンツの提示態様を実現することができる。また視聴者用装置３として、例えば
パソコンやテレビ、ラジオ、携帯端末、ユビキタス端末、ウェアラブル機器等の番組コン
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テンツを再生可能な様々なデバイスを採用することで、将来の通信放送分野、ユビキタス
環境における新たな番組コンテンツ提供の可能性を開くことができる。
【００３０】
なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、各部の具体的構成につい
ても上記実施形態に限られるものではない。また、番組としてラジオ放送や文字放送を採
用するなど、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変形が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明に係る番組提示システムの基本態様を示す概略構成図
【図２】同一態様を示す概略構成図
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【図３】本発明の一実施形態である番組提示システムを示す概略構成図
【図４】同システムに採用されるデータベースに格納されるデータ例を示す図
【図５】同システムにおける各装置の動作態様を模式的に示すフロー図
【図６】同動作態様の一部を詳細に示すフロー図
【図７】同実施形態における反応データのエントリ数を時系列で表すデータ例をグラフ化
した図
【図８】同実施形態における番組データの一提示例を示す図
【図９】同実施形態における番組データの他の提示例を示す図
【符号の説明】
【００３２】
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１…番組提示システム
２…番組提供サーバ
３…視聴者用装置
４…視聴者情報サーバ
３１…再生機
３２…入力機
ＤＢ１…番組データベース
ＤＢ２…視聴者情報データベース
ＤＢ３…補正後反応データベース
Ｍ１…位置補正手段
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Ｍ２…補正後反応データ格納手段
Ｍ３…インデックス取得手段
Ｍ４…番組提示手段
Ｍ１１…反応位置補正手段
Ｍ１２…番組内位置補正手段
【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図８】
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