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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　参加者の事前構成されたグループのためにコンテンツアイテムの視聴イベントを行い、
これらの参加者の間で通信を提供するための方法であって、
　a.視聴イベントに関するグループの、前記視聴イベントを再生するためのシステムをそ
れぞれが有する少なくとも2名の潜在的な参加者についての識別情報を受信すること、
　b.前記少なくとも2名の潜在的な参加者に、前記視聴イベントに関する前記グループに
参加するよう招待を伝送すること、
　c.前記潜在的な参加者の1名または複数名から応答を受信すること、および
　d.前記応答が、前記招待を受け入れて前記グループに参加することである場合、前記対
応する潜在的な参加者を参加者の前記グループに登録し、前記対応する参加者のシステム
に視聴イベントアプリケーションが配置されているかどうかを判定し、前記対応する参加
者のシステムに視聴イベントアプリケーションが配置されていない場合、前記視聴イベン
トアプリケーションのコピーを前記参加者のシステムにダウンロードすることを含み、前
記応答が、前記招待を受け入れて前記グループに参加することである場合、前記参加者に
対応する前記システムの接続帯域幅を特定し、前記コンテンツアイテムの全部または一部
分が、前記視聴イベントの開始に先立って、暗号化されて、前記参加者のシステムにダウ
ンロードされるべきか、または前記コンテンツアイテムが、前記参加者のシステムに継続
的にストリーミングされるべきかを前記接続帯域幅に基づいて判定することをさらに含み
、前記暗号化は、前記視聴イベントの開始に先立つ前記コンテンツアイテムの再生を許さ
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ない役割をするものであり、
　e.前記識別情報は、少なくとも、前記グループへの前記参加者のためのテキストベース
のチャットチャネルのセットアップに対応する情報を含む方法。
【請求項２】
　前記特定することは、前記参加者に、参加者のシステムの接続タイプについて問い合わ
せることを含む請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　コンピュータに請求項1に記載の方法を実施させるための命令を含むコンピュータ可読
媒体。
【請求項４】
　参加者の事前構成されたグループのためにコンテンツアイテムの視聴イベントを行い、
編成し、これらの参加者の間で通信を提供するためのサーバベースのシステムであって、
ハードウェアまたはソフトウェアで実施される
　a.i.視聴イベントを再生するためのシステムをそれぞれが有する、該視聴イベントに関
するグループの少なくとも2名の潜在的な参加者についての識別情報を受信し、
　ii.前記視聴イベントに関する前記グループに参加するよう、前記少なくとも2名の潜在
的な参加者を招待し、
　iii.前記潜在的な参加者の1名または複数名から応答を受信するように構成されるとと
もに、
　iv.前記応答が、前記招待を受け入れて前記グループに参加することである場合、編成
モジュールが、前記対応する潜在的な参加者を、参加者の前記グループに登録し、前記対
応する参加者のシステムに、視聴イベントアプリケーションが配置されているかどうかを
判定するように構成され、前記対応する参加者のシステムに、視聴イベントアプリケーシ
ョンが配置されていない場合、該編成モジュールが、前記視聴イベントアプリケーション
のコピーを前記参加者のシステムにダウンロードするように構成され、前記応答が、前記
招待を受け入れて前記グループに参加することである場合、前記参加者に対応する前記シ
ステムの接続帯域幅を特定し、前記コンテンツアイテムの全部または一部分が、前記視聴
イベントの開始に先立って、暗号化されて、前記参加者のシステムにダウンロードされる
べきか、または前記コンテンツアイテムが、前記参加者のシステムに継続的にストリーミ
ングされるべきかを前記接続帯域幅に基づいて判定し、ここで、前記暗号化は、前記視聴
イベントの開始に先立つ前記コンテンツアイテムの再生を許さない役割をするものである
ようにさらに構成される編成モジュールと、
　b.i.前記コンテンツアイテムの再生を同期的に開始して、前記視聴イベントが開始され
るようにし、
　ii.前記視聴イベントの前、前記視聴イベントの最中、または前記視聴イベントの後に
テキストベースのチャットチャネルを動作させるように構成された視聴イベントモジュー
ルとを有する少なくとも1つのサーバを含み、
　前記識別情報は、少なくとも、前記グループへの前記参加者のためのテキストベースの
チャットチャネルのセットアップに対応する情報を含むシステム。
【請求項５】
　前記編成モジュールおよび前記視聴イベントモジュールは、同一のサーバ上に配置され
る請求項4に記載のシステム。
【請求項６】
　前記編成モジュールは、1つのサーバ上に配置され、前記視聴イベントモジュールは、
別のサーバ上に配置される請求項4に記載のシステム。
【請求項７】
　前記コンテンツアイテムは、映画である請求項4に記載のシステム。
【請求項８】
　前記コンテンツアイテムと関係するアイテムの売り込み、前記コンテンツアイテムに関
する質問、または前記コンテンツアイテムに関するコンテストに参加する提案から成るグ
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ループから選択されたメッセージを、各参加者のシステムに送信するように構成された動
機付けモジュールをさらに含む請求項4に記載のシステム。
【請求項９】
　前記視聴イベントに関する前記グループの少なくとも1名の参加者は、許可された参加
者であり、前記視聴イベントモジュールは、許可されていない参加者によるのではなく、
前記許可された参加者によるコンテンツアイテムのトリック再生を可能にするようにさら
に構成され、前記トリック再生は、前記グループのすべてのシステム上で現れる請求項4
に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記視聴イベントに関する前記グループの少なくとも1名の参加者は、許可された参加
者であり、前記視聴イベントモジュールは、許可されていない参加者によるのではなく、
前記許可された参加者によるコンテンツアイテムのトリック再生を可能にするようにさら
に構成され、前記トリック再生は、前記許可された参加者のシステム上だけに現れる請求
項4に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記視聴イベントモジュールは、前記許可された参加者によるコンテンツアイテムのト
リック再生の後に、前記コンテンツアイテムの前記再生における共通の位置にすべてのグ
ループシステムを再同期するようにさらに構成される請求項10に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記視聴イベントモジュールは、前記コンテンツアイテムの再生またはストリーミング
を生じさせる信号を各参加者のシステムに送信することによって、再生を同期的に開始す
るように構成される請求項4に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記再生は、所定の時刻に同期的に開始される請求項4に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、参照により全体が本明細書に組み込まれている「Chat Cinema」という名称
の2006年3月17日に出願した米国特許仮出願第60/783,712号の利益を主張する。
【０００２】
　本発明は、コンテンツのグループ視聴に関し、特に、グループ視聴中のグループ参加者
間のグループ編成およびグループ通信に関する。
【背景技術】
【０００３】
　チャットチャネルが、コンピュータ表示ウインドウの一部分を形成することを同時に可
能にしながら、コンピュータシステム上でテレビ番組の視聴を可能にするシステムが、知
られている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、そのような従来技術の開示は、様々な欠点に悩まされている。例えば、そのよ
うな開示は、同一の番組を同時に視聴するグループを編成する都合のよい仕方を欠いてお
り、そのグループが、番組中に視聴し、互いに通信して、参加者の楽しみを高めるように
動機付ける仕方をさらに欠いている。
【０００５】
　映画などのコンテンツアイテムのグループプレゼンテーションを編成し、そのグループ
のメンバが、グループプレゼンテーション中に通信することをさらに可能にするシステム
および方法が、提供される。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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　これらのシステムおよび方法は、通常、サーバからダウンロードされるソフトウェアア
プリケーションにおいて実現される。このアプリケーションは、ユーザが、例えば、電子
メール、またはインスタントメッセージングもしくはテキストメッセージングを介して、
潜在的に関心のある関係者を招待することによって、視聴イベント(viewing event)をセ
ットアップすることができるようにする。サーバは、この招待を受け入れる人々を視聴イ
ベントグループに編成し、このグループにリマインダを提供する。また、このシステムは
、このアプリケーションを欠くグループシステムに、サーバから、このアプリケーション
をインストールするように手配する。
【０００７】
　映画は、ユーザのコンピュータ上、参加者のコンピュータ上、またはファイル共有サー
バ上にあることが可能であり、視聴イベントに先立って参加者のコンピュータにダウンロ
ードされることが可能であり、あるいは高速インターネット接続を使用して、代わりにス
トリーミングされてもよい。
【０００８】
　視聴イベント中、映画は、すべての参加者によって同時に視聴される。許可された参加
者、または別の形態では、任意の参加者が、再生中、トリックプレー(trick play)を提供
することができる。参加者は、例えば、インスタントメッセージング、VOIPなどを介して
、再生中に互いに通信することができる。例えば、映画再生が、1つのウインドウ内で現
れることが可能である一方で、インスタントメッセージ通信が、別のウインドウ内で現れ
る。
【０００９】
　拡張機能(enhancements)には、参加者に料金を請求すること、参加者にアイテム(例え
ば、映画のコピー)の購入を提案すること、または参加者のためのコンテストを行うこと
が含まれるようにしてもよい。
【００１０】
　説明されるコンテンツは、映画であるが、任意のタイプの記録されたビデオイベントも
しくはビデオ作品、またはオーディオイベントもしくはオーディオ作品を含め、他の様々
なタイプのコンテンツが、提供されるようにしてもよい。
【００１１】
　一態様では、本発明は、参加者の事前構成されたグループのためにコンテンツアイテム
の視聴イベントを行い、これらの参加者の間で通信を提供するための方法を対象とし、こ
の方法は、以下を含む。すなわち、視聴イベントを再生するためのシステムをそれぞれが
有する、視聴イベントに関するグループの少なくとも2名の潜在的な参加者についての識
別情報を受信すること、この少なくとも2名の潜在的な参加者に、視聴イベントに関する
グループに参加するよう招待を伝送すること、この潜在的な参加者の1名または複数名か
ら応答を受信すること、およびこの応答が、招待を受け入れてグループに参加することで
ある場合、対応する潜在的な参加者を、参加者のグループに登録し、対応する参加者のシ
ステムに、視聴イベントアプリケーションが配置されているかどうかを判定し、対応する
参加者のシステムに、視聴イベントアプリケーションが配置されていない場合、視聴イベ
ントアプリケーションのコピーを参加者のシステムにダウンロードすることであり、識別
情報は、少なくとも、グループの参加者のためのチャットチャネルのセットアップに対応
する情報を含む。
【００１２】
　本発明の実施形態は、以下の1つまたは複数を含むことが可能である。応答が、招待を
受け入れてグループに参加することである場合、方法は、その参加者に対応するシステム
の接続帯域幅を特定し、コンテンツアイテムの全部または一部分が、視聴イベントの開始
に先立って、暗号化されて、その参加者のシステムにダウンロードされるべきか、または
コンテンツアイテムが、その参加者のシステムに継続的にストリーミングされるべきかを
判定することをさらに含む。この場合、暗号化は、視聴イベントの開始に先立つコンテン
ツアイテムの再生を許さない役割をする。また、特定することは、システムの接続タイプ
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について参加者に問い合わせることを含むことも可能である。
【００１３】
　別の態様では、本発明は、参加者の事前構成されたグループのためにコンテンツアイテ
ムの視聴イベントを編成し、これらの参加者の間で通信を提供するための方法を対象とし
、この方法は、以下を含む。すなわち、各参加者のシステムに、コンテンツアイテムの再
生を同期的に開始するように作用して、視聴イベントが開始される信号を送信すること、
および視聴イベントの前、視聴イベントの最中、または視聴イベントの後にチャットチャ
ネルを動作させることである。
【００１４】
　本発明の実施形態は、以下の1つまたは複数を含むことが可能である。方法は、1名また
は複数名の許可された参加者にトリックプレー能力を与えることをさらに含むことが可能
である。
【００１５】
　さらに別の態様では、本発明は、参加者の事前構成されたグループのためにコンテンツ
アイテムの視聴イベントを編成し、これらの参加者の間で通信を提供するための方法を対
象とし、この方法は、以下を含む。すなわち、所定の時刻に各参加者のシステム上でコン
テンツアイテムの再生を同期的に開始して、視聴イベントが開始されること、および視聴
イベントの前、視聴イベントの最中、または視聴イベントの後にチャットチャネルを動作
させることである。
【００１６】
　さらなる態様では、本発明は、ハードウェアまたはソフトウェアで実施された編成モジ
ュールを有する少なくとも1つのサーバを含む、参加者の事前構成されたグループのため
にコンテンツアイテムの視聴イベントを行い、編成し、これらの参加者の間で通信を提供
するためのサーバベースのシステムを対象とし、編成モジュールは、以下のように構成さ
れる。すなわち、視聴イベントを再生するためのシステムをそれぞれが有する、視聴イベ
ントに関するグループの少なくとも2名の潜在的な参加者についての識別情報を受信し、
視聴イベントに関するグループに参加するよう、この少なくとも2名の潜在的な参加者を
招待し、この潜在的な参加者の1名または複数名から応答を受信し、この応答が、招待を
受け入れてグループに参加することである場合、編成モジュールは、対応する潜在的な参
加者を、参加者のグループに登録し、対応する参加者のシステムに、視聴イベントアプリ
ケーションが配置されているかどうかを判定するように構成され、対応する参加者のシス
テムに、視聴イベントアプリケーションが配置されていない場合、編成モジュールは、視
聴イベントアプリケーションのコピーを参加者のシステムにダウンロードするように構成
される。また、このサーバベースのシステムは、コンテンツアイテムの再生を同期的に開
始して、視聴イベントが開始されるようにし、視聴イベントの前、視聴イベントの最中、
または視聴イベントの後にチャットチャネルを動作させるように構成された視聴イベント
モジュールも含む。
【００１７】
　本発明の実施形態は、以下の1つまたは複数を含むことが可能である。編成モジュール
と視聴イベントモジュールは、同一のサーバ上に配置されても、異なるサーバ上に配置さ
れてもよい。応答が、招待を受け入れてグループに参加することである場合、編成モジュ
ールは、その参加者に対応するシステムの接続帯域幅を特定し、コンテンツアイテムの全
部または一部分が、視聴イベントの開始に先立って、暗号化されて、その参加者のシステ
ムにダウンロードされるべきか、またはコンテンツアイテムが、その参加者のシステムに
継続的にストリーミングされるべきかを判定するようにさらに構成されることが可能であ
る。システムは、コンテンツアイテムと関係するアイテムの売り込み、コンテンツアイテ
ムに関する質問、またはコンテンツアイテムに関するコンテストに参加する提案から成る
グループから選択されたメッセージを、各参加者のシステムに送信するように構成された
動機付けモジュールをさらに含むことが可能である。視聴イベントモジュールは、少なく
とも1名の許可された参加者によるコンテンツアイテムのトリック再生を可能にするよう
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にさらに構成されることが可能であり、トリック再生は、グループのすべてのシステム上
で現れる。トリック再生は、代替として、少なくとも1名の許可された参加者に関して許
されて、トリック再生が、この許可された参加者のシステム上だけに現れてもよい。この
場合、視聴イベントモジュールが、許可された参加者だけによるコンテンツアイテムのト
リック再生の後に、コンテンツアイテムの再生における共通の位置にすべてのグループシ
ステムを再同期するように構成されることが可能である。また、視聴イベントモジュール
は、コンテンツアイテムの再生またはストリーミングを生じさせる信号を各参加者のシス
テムに送信することによって、再生を同期的に開始するように構成されることも可能であ
る。代替として、再生は、所定の時刻に同期的に開始されてもよい。
【００１８】
　本発明は、すべての方法に関して、コンピュータにそれらの方法を実施させるための命
令を含むコンピュータ可読媒体をさらに含む。
【００１９】
　本発明の利点は、以下の1つまたは複数を含むことが可能である。参加者のグループが
、各参加者が別個のコンピュータシステムから映画を同時に視聴するように編成されるこ
とが可能である。このグループは、すべての参加者へのグループブロードキャスト、また
は個別の参加者へのプライベートメッセージを含むいくつかの仕方で、その映画の最中に
互いの間で通信することができる。このグループは、その映画に先立って、その映画の最
中に、またはその映画の後に、コンテスト、または他の付随的なイベントに参加すること
ができる。
【００２０】
　その他の利点が、図面および特許請求の範囲を含む、以降の説明から明白となろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　ここで定義される以下の用語が、本明細書、および添付の図の全体にわたって使用され
る。
【００２２】
　「視聴イベント」とは、グループによる1つまたは複数のコンテンツアイテムの再生お
よび視聴を指す。視聴イベントは、通常、始め、持続時間（duration）、および終了を有
し、始め、持続時間、および終了は、各参加者に関して実質的に同時に生じる(許可され
た参加者によって実行される様々な「トリックプレー」オペレーションの対象となる)。
「視聴」という用語が、この定義において使用されるが、視聴イベントは、オーディオだ
けのイベントに関係することも可能である。視聴イベント中の再生される「コンテンツア
イテム」は、例えば、映画、記録された、もしくはライブのテレビショー、コンサートな
どのオーディオコンテンツ、スライドショー、討論、講義、ビデオゲーム競技などのオン
ラインイベントのビデオストリーム、学生が、議論のためのチャットを開いておくことが
できるオンライン教育ツール、または参加者のグループが、見る、または聞く、またはそ
の両方を行うことができる他の任意のタイプのプレゼンテーションであることが可能であ
る。
【００２３】
　視聴イベントを「実施」とは、或る視聴イベントを機能させ、その視聴イベントの前、
その視聴イベントの最中、および/またはその視聴イベントの後にチャットチャネルを提
供する動作を指す。例えば、サーバは、各参加者に映画をストリーミングし、チャットチ
ャネルをさらに提供して、参加者が、例えば、その映画によって提起される問題について
、その映画の最中に互いに通信することができるようにすることによって、映画の視聴イ
ベントを行うことができる。
【００２４】
　「参加者」とは、グループに参加する招待を受け入れてグループに参加した個人、また
はイベントの告知の後に生じる可能性があるように、その他の形で、視聴イベントに接続
すること、またはグループに参加することに関心を示した個人を指す。潜在的な参加者は
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、視聴イベントに関するグループに参加するように招待されている、または招待されるが
、その招待をまだ受け入れていない個人である。参加者は、例えば、映画、もしくは他の
番組を視聴すること、またはオーディオイベントを聞くことによって、参加者が視聴イベ
ントに参加する、通常、何らかのタイプのコンピュータシステムである、「システム」に
関連付けられる。このため、システムは、コンテンツアイテムを再生する能力を有し、所
与のグループの中の少なくとも2つのシステムが、チャットチャネルを維持する能力を有
する。システムの例には、デスクトップコンピュータシステムおよびノートブックコンピ
ュータシステム、ゲームコンソール、移動電話機、移動コンピューティングデバイス(例
えば、PDAまたはゲームデバイス)が含まれるが、それらには限定されない。「開始者」で
ある参加者は、潜在的な参加者の連絡先情報をサーバアプリケーションまたはソフトウェ
アアプリケーションに提供することなどによって、グループを開始した個人である。「許
可された参加者」は、グループ全体に関する再生のためにトリックプレーを提供する能力
などの、いくつかの特権が与えられた参加者である。一部の実施形態では、1名または複
数名の参加者が、トリックプレーを制御できることが可能である。これらの実施形態では
、特に、全員に満たない参加者が、トリックプレーを使用した場合、または参加者が、異
なる度合いでトリックプレーを使用した場合、「再同期」機能が使用されて、すべてのユ
ーザが、再生における共通のポイントでコンテンツアイテムを視聴することを再び開始す
ることができるようになる、またはメイン視聴を離れた(例えば、トリックプレーを介し
て)ユーザが、メイン視聴に再び加わることができるようになる。
【００２５】
　参加者間の「通信」とは、グループの参加者間の通信のためにチャットチャネルを使用
することを指す。すべての参加者が、チャットチャネルへのアクセスを有する必要がある
わけではないが、通常、少なくとも2名は、チャットチャネルへのアクセスを有する。
【００２６】
　視聴イベントの「同期視聴」とは、コンテンツアイテムの実質的に同時の視聴を指す。
同期視聴は、参加者が、異なる度合いでトリックプレーを使用する場合、同期されなくな
る可能性がある。
【００２７】
　「ストリーミングメディア」とは、メディアが、プロバイダによって配信されている間
に、参加者によって継続的に受信されるとともに、通常、参加者に表示されるメディアを
指す。この場合、プロバイダは、グループ参加者のシステムのいずれかであることも可能
であり、あるいは、代替として、サーバであることも可能である。
【００２８】
　「チャットチャネル」とは、ネットワーク(例えば、インターネット)を介する任意の種
類の通信を指し、特にインスタントメッセージングアプリケーション、チャットアプリケ
ーション、インターネットリレーチャット、VOIPアプリケーション、およびテキスト、オ
ーディオ、またはビデオ、あるいはそれらの組み合わせであることが可能な、その他のメ
ッセージングシステムなどのツールを使用する直接1対1または多対多のチャットまたはテ
キストベースのチャットを指す。「読み取り可能な」チャットチャネルは、参加者が、対
応する参加者のシステム上で読み取る、見る、または聞くことができるチャネルである。
「書き込み可能な」チャットチャネルは、参加者が、参加することができる、または参加
者が、フィードバックまたは入力を与えることができるチャネルである。
【００２９】
　「レンダリングすること」または「再生すること」とは、コンテンツアイテムを再生す
る動作を指す。例えば、映画であるコンテンツアイテムをレンダリングすることは、適切
なメディアプレーヤにおいて、その映画を再生することを意味する。メディアプレーヤは
、選択されたタイプのコンテンツを再生することができる任意のコンテンツ再生デバイス
であることが可能である。
【００３０】
　「トリック」プレーまたは「トリック」再生とは、コンテンツアイテムの再生に影響を
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与える、ハードウェアまたはソフトウェアで実現される様々なアルゴリズムの使用を指す
。例えば、コンテンツアイテムの「通常の」再生とは、コンテンツアイテム内のデータの
フレームもしくは他の区分の意図されるシーケンスの直線的再生を指す。トリック再生は
、早送り、巻き戻し、飛び越し、または再生に非直線的に影響を与える他の様々な仕方を
指す。グループ全体に対するコンテンツアイテムの再生が、トリックプレーの対象となる
場合、グループ視聴イベントは、同期されたままになる。しかし、トリック再生の度合い
が、参加者によって異なる場合、再生は、同期されなくなり、再同期が、所望される可能
性がある。
【００３１】
　「グループ」とは、共有されるコンテンツアイテムのターゲット視聴者であるユーザの
定義されたグループを指す。グループは、通常、ユーザによって定義され、しばしば、そ
のユーザの、友人のグループ、もしくは他の定義された仲間に相当する。また、グループ
は、ソーシャルネットワーキングサービスなどの、別個のアプリケーションにおけるユー
ザ設定の分析などを介して、自動的に構築されることも可能である。また、共有グループ
は、例えば、Microsoft Outlook(登録商標)の中に格納されるような連絡先情報を使用し
て、ユーザシステム上で作成されることも可能である。
【００３２】
　「視聴イベントアプリケーション」は、参加者が、コンテンツアイテムを見る、または
聞くことを可能にし、オプションとして、例えば、コンテンツアイテムについて、チャッ
トチャネルに参加することを可能にする、参加者のシステム上に存在するソフトウェアで
ある。視聴イベントアプリケーションは、参加者のシステム上にダウンロード可能とする
こともでき、または別個の媒体を介して提供することもできる。代替として、視聴イベン
トアプリケーションは、サーバ上に格納され、サーバから実行されることが可能である(
例えば、ウェブインタフェースを介して)。一部の場合において、視聴イベントアプリケ
ーションは、参加者が、視聴イベントを編成するとともに、視聴イベントを見ることを可
能にすることができる。つまり、視聴イベントアプリケーションは、他の潜在的な参加者
を、視聴イベントグループに加わるよう招待し、応答を追跡把握することができ、あるい
は別個のファイルサーバに、そうさせることができる。また、視聴イベントアプリケーシ
ョンは、視聴イベントグループの中の参加者に、視聴イベントアプリケーションの参加者
自身のコピーを転送することもでき、あるいは別個のファイルサーバに、そうさせること
ができる。視聴イベントアプリケーションは、コンテンツアイテムが、全体として、また
は部分的に、視聴イベントの時点で他の参加者のシステムに伝送される、または流れるよ
うにすることができ、あるいは別個のファイルサーバに、そうさせることができる。視聴
イベントアプリケーションは、視聴イベントの前、視聴イベントの最中、または視聴イベ
ントの後に参加者に提示されるべき様々な動機付けを開始することができ、あるいは別個
のファイルサーバに、そうさせることができる。
【００３３】
　「動機付け」とは、視聴イベントの前、視聴イベントの最中、または視聴イベントの後
の、1名または複数名の参加者へのプレゼンテーションである。例えば、動機付けは、コ
ンテンツアイテムについての雑学的質問を含むことが可能であり、これらの質問は、コン
テストの一環であることが可能である。また、動機付けは、コンテンツアイテムのDVDの
コピーなどの、参加者の関心対象であることが可能な、売りに出されたアイテムであるこ
とも可能である。
【００３４】
　図1は、本発明を実施するのに使用されることが可能なシステム10を示す。この図で、
ファイルサーバ12は、数名の潜在的な参加者のシステム14、16、18、22、および20にサー
ビスを提供する。システム20は、後段で説明される理由で、許可された参加者のシステム
として指定されることが可能であり、この実施形態において、イニシエータシステム、す
なわち、視聴イベントを開始するシステムの役割もするが、一般に、開始者は、許可され
ていなくてもよい。
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【００３５】
　ファイルサーバ12は、映画またはテレビ番組などのコンテンツアイテムの源またはロケ
ータの役割をすることが可能であり、あるいは視聴イベントを編成し、行う管理機能だけ
を果たすことも可能である。コンテンツアイテムの他の可能な源には、開始者のシステム
を含め、参加者のシステムのいずれか、またはネットワーク上の他のシステム(例えば、
セグメント化されたダウンロードのための)が含まれる。
【００３６】
　使用中、システム10は、異なるコンピュータユーザまたは参加者が、映画などの同一の
コンテンツアイテムを同期的に視聴し、同時に、インスタントメッセージングを介するな
ど、チャットチャネルを介して通信することを可能にする。例えば、視聴中、視聴イベン
トソフトウェアは、1つのペイン内に映画イメージを有し、第2のペイン内にインスタント
メッセージを有する2ペインウインドウを表示することができる。
【００３７】
　本発明のいくつかの実施形態の方法30の全体図が、図2に示される。参加者のグループ
が、形成される(ステップ24)。このグループは、グループが、同期目的およびチャット目
的で接続されている場合、視聴イベントのためのサイトにアクセスする(ステップ26)。完
全にピアツーピアのモデルにおいて、このサイトは、開始者のシステムなどのピアシステ
ムによって取って代わられる。コンテンツアイテムは、参加者に関して同期された仕方で
再生される(ステップ28)。参加者は、視聴イベントの前、視聴イベントの最中、または視
聴イベントの後、あるいはこれらの時点の組み合わせにおいて、チャットチャネルを介し
て通信する(ステップ32)。また、参加者は、動機付けフィーチャに参加することもできる
(ステップ34)。コンテンツアイテムの再生が、終了し(ステップ36)、グループは、解散す
ることが可能である(ステップ38)。
【００３８】
　これらのステップが、以下により詳細に説明される。
【００３９】
　＜視聴イベントの編成＞
　開始者、つまり、開始する参加者が、参加者のシステム上に、視聴イベントアプリケー
ションのコピーが既に存在するのではない場合、そのコピーをダウンロードすることから
始める(ステップ42)。視聴イベントアプリケーションは、参加者のシステム上に常駐する
ことが可能であり、あるいはこのアプリケーションが全く、または一部分だけしか、参加
者のシステム上に常駐していない、完全にサーバベースのアプリケーションであることが
可能である。次に、開始者は、視聴イベントに関するコンテンツアイテムおよび開始時間
を選択することができる(ステップ44)。コンテンツアイテムの選択は、参加者自身のシス
テム上(ステップ46)、別の参加者のシステム上(ステップ47)、またはファイルサーバ上(
ステップ48)の利用可能なコンテンツのリストからの選択を介することが可能である。し
たがって、コンテンツアイテムは、クライアントサーバモデルを介して、またはピアツー
ピアモデル(例えば、直接ダウンロードまたはセグメント化されたダウンロード)を介して
、またはその両方の組み合わせによって提供されることが可能である。
【００４０】
　また、開始時刻は、グループが形成された後に、グループ参加者に関する利用可能な時
間のポーリング（投票）によって、後に、相互に決定されることも可能である。
【００４１】
　次に、開始者は、潜在的な参加者に招待を送信する、または招待が送信されるようにす
る(ステップ52)。次に、この招待を受け入れた参加者が、グループに加えられる(ステッ
プ54)。代替として、招待は、視聴イベントへの参加を開始することの他は、承諾される
必要のないブロードキャスト告知またはマルチキャスト告知(例えば、友人または加入者
などの定義されたグループへの)として送出される。次に、視聴イベントアプリケーショ
ン、またはファイルサーバ、または組み合わせが、新たに加わった参加者のシステムに視
聴イベントアプリケーションがインストールされているかどうかを確認することができる
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(ステップ56)。インストールされている場合、参加者は、グループに即時に加えられ(ス
テップ62)、視聴イベントに関する示された時刻に、または所望される場合、即時に、視
聴イベントに自動的に参加させられることも可能である。インストールされていない場合
、視聴イベントアプリケーションは、参加者のシステムにダウンロードされ、あるいは別
の仕方で提供され、参加者は、グループに加えられる(ステップ58)。例えば、受け入れら
れた招待に対する応答が、参加者を、ソフトウェアを提供し、システムを説明することが
できるネットワークロケーションに導くことが可能である(例えば、URLを介して)。
【００４２】
　視聴イベントへの参加の料金が、請求されることが可能である(ステップ55)。この料金
は、使用当たり、または加入ベースであることも可能である。参加者は、必要に応じて、
またはサービスアカウントを介して支払いを行うことができる。代替の実施形態では、料
金は、全く請求されない。例えば、別の有料サービスのユーザが、プロモーションとして
視聴イベントシステムにアクセスすることができる。あるいは、プロモーション目的で、
視聴イベントシステムが、無料で提供されることが可能である。
【００４３】
　視聴イベントアプリケーションは、視聴イベントについて参加者に思い出させるリマイ
ンダメッセージを参加者に送信することができる(ステップ64)。そのようなリマインダは
、電子メール、テキストメッセージ、インスタントメッセージ、または他の任意の種類の
通信であることが可能である。リマインダメッセージは、実施形態に応じて、開始者の視
聴イベントアプリケーション、参加者の視聴イベントアプリケーション、またはファイル
サーバ、あるいはそれらの組み合わせによって送信されることが可能である。例えば、開
始者の視聴イベントソフトウェアが、各参加者の移動電話機にテキストメッセージを送信
して、イベントがもうすぐ始まることを参加者に思い出させることが可能である。
【００４４】
　視聴イベントの開始の直前に、またはさらに前もって、各参加者の視聴イベントソフト
ウェアから、視聴イベントへの参加者の参加を確認する確認メッセージが、送信されるこ
とが可能である。
【００４５】
　また、視聴イベントの開始の直前に、参加者は、チャットチャネルを可能にし、視聴イ
ベントおよびコンテンツアイテムが、すべての参加者に関して実質的に同時に始まること
を確実にするサイトにアクセスすることが可能である(ステップ26)。また、このサイトは
、視聴イベントが、参加者のシステム上で適切に動作することを確実にするように診断を
行う、または他の任意の検査を行うこともできる。このアクセスは、参加者が、視聴イベ
ントの発生を思い出すのを助けるように、所望される場合、自動的に行われてもよい。
【００４６】
　＜視聴イベントを行うこと＞
　図４を参照すると、サーバ上に位置する視聴イベントサイトにアクセスし(ステップ26)
、このサイトにおいて、グループ参加者が、視聴イベントアプリケーションとは異なって
いても、視聴イベントアプリケーションの一部を成してもよいソフトウェアが、開始者、
許可された参加者などを含む各参加者を一緒に結び付ける。方法の、この部分のステップ
は、図４に、破線より上のブロックとして表され、これらのステップのいくつかは、視聴
イベントに参加するために、参加者が視聴イベントサイトにアクセスすることに先立って
行われることさえ可能である。
【００４７】
　サイトにアクセスする際、参加者は、視聴イベントアプリケーションのインストール中
、またはインストール後に、または招待が受け入れられた際に、参加者に与えられたコー
ドを使用して、このサイトにログオンすることができる(ステップ66)。コード検証の後、
コンテンツアイテムの全部または一部分が、暗号化され、参加者のシステムにダウンロー
ドされることが可能である(ステップ68)。つまり、1名または複数名の参加者が、その参
加者のネットワーク接続上に存在する可能性がある任意の帯域幅制限を補償するために、
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あらかじめコンテンツの全部または一部分を事前読み込みしていることが可能である。代
替として、参加者のシステムの接続速度が、全く事前読み込みの必要なしに、コンテンツ
アイテムが参加者のシステムに直接にストリーミングされることを可能にするだけ十分に
高速であると判定されることも可能である(ステップ72)。前述したとおり、これらのステ
ップは、視聴イベントの開始に先立つ任意の時点で、試験段階の一環として行われること
も可能である。つまり、視聴イベントソフトウェアは、視聴イベントの開始に先立って、
そのような帯域幅制限がないか検査することができ、この検査に基づいて、或るレベルの
事前読み込みを実行するべきかどうかについて自動的に判定を行うことができる。
【００４８】
　事前読み込みが行われる場合、各参加者は、視聴イベントが始まる前にコンテンツアイ
テムの部分的なコピーまたは完全なコピーを受信することが可能であるが、このコピーは
、視聴イベント中に視聴イベントアプリケーションによって再生されることだけが可能で
あるように、暗号化されることが可能である。
【００４９】
　いずれにしても、システムが、このように接続され、コンテンツが、事前読み込みされ
る、またはストリーミングされる準備ができると、同期再生が、行われることが可能であ
る(ステップ28)。また、図５を参照すると、コンテンツアイテムが、参加者のシステム上
の1つのウインドウペイン内で同期的に再生されることが可能である(ステップ74)。1名ま
たは複数名の参加者に、或るレベルの許可が与えられることが可能であり(ステップ76)、
その場合、この参加者は、参加者自身のシステム上で、またはグループ全体の再生上でト
リックプレーを実行することができることが可能である。つまり、映画の再生が、制御さ
れる、例えば、一時停止、巻き戻し、早送りなどが可能である。トリックプレーは、すべ
ての視聴者に関して同期されることが可能であり、許可された参加者だけが、コマンドを
入力することができる、またはいずれの参加者も、すべての参加者に関する再生を制御す
ることを許されることが可能である。別の実施形態では、トリックプレーは、1名の参加
者だけのための再生に関することが可能である。この場合、すべての参加者が、再生にお
ける共通のポイントから開始して、コンテンツアイテムを再び視聴するように、ストリー
ム全体または再生全体が再同期される(ステップ78)ことを可能にする機能が、円滑にされ
ることも可能である。この代替の実施形態では、すべての参加者が再同期されなくてもよ
い可能性があり、つまり、一部の参加者が、他の参加者に同期されることが可能である。
代替として、参加者の再生に影響を与えるトリックプレーを使用した個別の参加者は、再
同期コマンドを使用して、グループの残りの参加者の再生(またはファイルサーバまたは
開始者の再生などの、定義された共通のポイント)と合うように、その参加者の再生を戻
すことができる。
【００５０】
　図６を参照すると、コンテンツアイテムの再生に先立って、コンテンツアイテムの再生
の最中に、またはコンテンツアイテムの再生の後に、参加者には、グループとして、また
は他の参加者と個々に、またはサブグループでチャットチャネルセッションを開催するい
くつかのオプションが提示されることが可能である(ステップ32)。そのようなチャットチ
ャネルセッションは、参加者が、映画などのコンテンツアイテムにおいて何が起きている
かについて、または実際、他の任意のことについて対話することを可能にする。チャット
チャネルセッションは、別個のウインドウペイン内に現れることが可能である(ステップ8
2)。チャットルームロビー、チャットルーム(ステップ84)、プライベートルーム(ステッ
プ86)、ブロードキャストなどの、様々な通信モデルが、実現されることが可能である。
他の実施形態において、オーディオ(例えば、VoIPチャット)(ステップ88)またはビデオ(
ステップ92)、あるいは移動電話機テキストメッセージングなどの他のデバイスを介する
チャネル(ステップ94)などの、異なる通信方法が使用されることも可能である。一部の実
施形態では、すべての参加者が、オンライン通信またはチャットチャネルに参加する必要
はない。例えば、参加者は、参加しないこと、またはメッセージを受信しないことを選択
することができる(ステップ96)。一部の参加者は、例えば、これらの参加者が、テキスト
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入力インタフェースを提供しないテレビ上でコンテンツアイテムを視聴している場合、参
加することができない可能性がある。
【００５１】
　＜視聴イベントに関する動機付け＞
　図７を参照すると、様々な動機付けフィーチャが、提供されることが可能である(ステ
ップ22)。例えば、システムは、コンテンツアイテムが再生されるにつれ、雑学的アイテ
ムまたは他の質問を生成することが可能である。そのような質問は、議論を促す役割をす
ることが可能である。一実施形態では、雑学的質問が、コンテストとして提示される(ス
テップ98)。各質問に関して、参加者は、回答する機会を得る。スコアが保持されること
が可能であり、最も多いポイントを有する参加者が、視聴イベントの終わりに発表される
ことが可能である。また、他のタイプのコンテストが、参加者に提示されることも可能で
ある。一実施形態では、映画であるコンテンツアイテムに関して、コンテストの勝者は、
金、商品またはサービスの値引き、例えば、映画、デジタル商品、または物理的商品、例
えば、映画からのスクリーンショット、またはPCのための壁紙、あるいは映画ポスタの購
入に関する値引きなどの報酬を受け取る。
【００５２】
　関連する実施形態において、システムは、追加の料金で映画のコピー、または物理的品
物を購入するオプションなどの、購入のための1つまたは複数のアイテムを参加者に提案
することができる(ステップ102)。前述したとおり、販売のための製品またはサービスの
オプションは、視聴イベントに関連するコンテストにおける成績に結び付けられることが
可能である。
【００５３】
　本発明の一実施形態は、1つまたは複数のプログラマブルプロセッサと、ユーザインタ
フェース、ファイルサーバ、デスクトップアプリケーションおよびウェブベースのアプリ
ケーション、視聴イベントアプリケーション、およびコンテンツファイルを提供するよう
に、コンピュータ命令を格納し、実行する、対応するコンピュータシステム構成要素とを
含む。ユーザは、インターネットなどのネットワークへのアクセスを有するクライアント
コンピュータを介して、システムにアクセスすることができる。
【００５４】
　また、さらなる変種および実施形態も可能である。例えば、コンテンツアイテムは、任
意のタイプのデータファイル、オーディオ、ビデオ、テキスト、データなどであることが
可能である。ユーザ間の共有ファイルのネットワーク転送は、暗号化される、またはクリ
アであることが可能である。視聴イベントソフトウェアは、サーバ上に格納されるが、実
行のためにユーザのシステムに自動的にダウンロードされることが可能である。ファイル
共有サーバは、共有ファイルに関する複数レベルのアクセスをサポートすることができ、
例えば、ファイルのプレビューバージョンが、大きいグループに提供される、または公開
されることが可能であり、完全なバージョンが、サブセット、またはそのグループだけに
提供されることが可能である。「コンピュータ」という用語が、使用されてきたが、この
用語は、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ハンドヘルドコンピュ
ータ、タブレットコンピュータ、スマートホン、パーソナルデジタルアシスタント、およ
びデータの転送先または転送元である他の任意のデバイスを含め、任意のコンピューティ
ングマシンを包括することを意図する。また、本教示を所与として、他の様々な例が、作
成されることも可能である。
【００５５】
　以上に完全に説明された本発明によれば、視聴イベントを編成し、行うため、ならびに
視聴イベントについて、視聴イベントの最中に参加者間の通信を提供するためのシステム
および方法が、提供される。また、その視聴イベントの前、その視聴イベントの最中、ま
たはその視聴イベントの後に動機付けを提供するためのシステムおよび方法も、提供され
る。
【００５６】
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　本発明は、いくつかの実施形態に関連して説明されてきたが、本教示を所与として、本
発明は、示される実施形態よりはるかに広いことが当業者には明確なはずである。例えば
、本発明の実施形態による技術は、IPTVストリームに適用されることが可能であり、すべ
ての視聴者に開かれた単一の公開チャットチャネルが存在することが可能である。代替と
して、参加者のグループが、同一のコンテンツアイテムを視聴していることが可能である
ものの、別々のイベントをセットアップして、それぞれのチャットチャネルを作成しても
よい。1つのそのような事例では、視聴インタフェースは、招待するため、およびコンテ
ンツのアイテムと関係するチャットセッションを確立するための機構も提供する。通信は
、「チャット」に特に関係するものとして説明されてきたが、参加者間の通信は、例えば
、互いに視聴されるコンテンツアイテムの品質に関する、参加者投票を可能にしてもよい
。
【００５７】
　したがって、この説明は、いくつかの、ただし、すべてではない代表例を表し、したが
って、本発明の範囲は、この説明に添付された特許請求の範囲だけによって限定されるべ
きである。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の実施形態によるシステムを示す概略図である。
【図２】本発明を実施するいくつかの方法を示す流れ図である。
【図３】図2の方法の、特に、グループを形成する方法のいくつかのステップを示すより
詳細な流れ図である。
【図４】図2の方法の、特に、グループ参加者に、コンテンツサイトにアクセスさせる方
法のいくつかのステップ(破線より上のステップ)を示すより詳細な流れ図である。
【図５】図2の方法の、特に、コンテンツアイテムを同期的に再生する方法のいくつかの
ステップを示すより詳細な流れ図である。
【図６】図2の方法の、特に、コンテンツアイテムの再生中にグループ参加者が通信する
ことを可能にする方法のいくつかのステップを示すより詳細な流れ図である。
【図７】図2の方法の、特に、グループの参加者に動機付けフィーチャを提供する方法の
いくつかのステップを示すより詳細な流れ図である。
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