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(57)【要約】
本発明の一つの側面は、ライブコンサートの出席者にビ
デオを提供する方法である。ライブコンサートの種々の
ビューのビデオが取り込まれる。ライブコンサートが行
われている間、複数のビデオストリームがライブコンサ
ートの出席者に提供される。デジタルビデオストリーム
が複数あることで、ライブコンサートの出席者はその複
数のデジタルビデオストリームのうちどれを見るかを、
その出席者に関連付けられた携帯型デジタル装置を使っ
て選択することができるようになる。その結果、出席者
はライブコンサートの種々のビューのうちから選択がで
きる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ライブコンサートの種々のビューを取り込むよう集団的に動作しうる、それぞれがビデ
オ信号を提供する複数のビデオカメラと；
　ライブコンサートが行われている間、該ライブコンサートの出席者に、複数のデジタル
ビデオストリームであってそのそれぞれが前記複数のビデオカメラによって提供されるビ
デオ信号のそれぞれに応じたものである複数のデジタルビデオストリームを提供するよう
動作しうるストリーミング・サーバー、
とを有するライブコンサート・ビデオシステムであって：
　前記ストリーミング・サーバーによって提供される前記複数のデジタルビデオストリー
ムのため、ライブコンサートの出席者は、前記複数のデジタルビデオストリームのうちど
れを見るかを、その出席者に関連付けられたポータブルデジタル装置を使って選択するこ
とができ、その結果、出席者はライブコンサートの種々のビューのうちから選択ができる
システム。
【請求項２】
　前記ストリーミング・サーバーがさらに、事前に記録されたコンテンツを含むデジタル
ビデオストリームを提供するよう動作しうる、請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記複数のデジタルビデオストリームの少なくとも一つが、前記ポータブルデジタル装
置を使って聞けるデジタルオーディオストリームと同期されている、請求項１記載のシス
テム。
【請求項４】
　前記複数のデジタルビデオストリームの少なくとも一つが、オーディオ信号に関連付け
られていない、請求項１記載のシステム。
【請求項５】
　前記コンサートの特定の時間期間の間に特定の出席者によって前記複数のデジタルビデ
オストリームのどれが選択されたかに関する統計を取り込むよう動作しうる、当該システ
ムに付随するコンピュータソフトウェアをさらに有する、請求項１記載のシステム。
【請求項６】
　前記複数のデジタルビデオストリームの少なくとも一つが、前記ストリーミング・サー
バーによって、ポイントツーポイント接続を使って前記ポータブルデジタル装置に提供さ
れる、請求項１記載のシステム。
【請求項７】
　前記複数のデジタルビデオストリームの少なくとも一つが、前記ストリーミング・サー
バーによって、ポイントツーマルチポイント接続を使って前記ポータブルデジタル装置に
提供される、請求項１記載のシステム。
【請求項８】
　前記ストリーミング・サーバーが、前記複数のデジタルビデオストリームを、通信ネッ
トワークを通じて前記ポータブルデジタル装置に提供する、請求項１記載のシステム。
【請求項９】
　前記ポータブルデジタル装置が、無線通信リンクを通じて前記複数のデジタルストリー
ムの一つを受信する無線装置である、請求項１記載のシステム。
【請求項１０】
　ライブコンサートの種々のビューのビデオを取り込む段階と；
　ライブコンサートが行われている間、該ライブコンサートの出席者に複数のデジタルビ
デオストリームを提供する段階とを有する、ライブコンサートの出席者にビデオを提供す
る方法であって、前記複数のデジタルビデオストリームのため、ライブコンサートの出席
者は、前記複数のデジタルビデオストリームのうちどれを見るかを、その出席者に関連付
けられたポータブルデジタル装置を使って選択することができ、その結果、出席者はライ
ブコンサートの種々のビューのうちから選択ができる方法。
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【請求項１１】
　特定のポータブルデジタル装置が前記複数のデジタルビデオストリームを閲覧のために
受信する権限を有しているかどうかを判別する段階と；
　前記ポータブルデジタル装置が権限を有していないと判別された場合、前記特定のポー
タブルデジタル装置が前記複数のデジタルビデオストリームのうち少なくとも一つを受信
することを防止する段階、
とをさらに有する、請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　ライブコンサートの特定の出席者が前記複数のデジタルビデオストリームを見る権限を
有しているかどうかを判別する段階と；
　前記特定の出席者が見る権限を有していないと判別された場合、前記特定の出席者が前
記複数のデジタルビデオストリームのうち少なくとも一つを見ることを防止する段階、
とをさらに有する、請求項１０記載の方法。
【請求項１３】
　前記ポータブルデジタル装置が電話であり、権限はその電話に関連付けられた識別コー
ドを使って判別される、請求項１１記載の方法。
【請求項１４】
　権限が部分的には、ライブコンサートのチケットに付随している識別コードの入力に応
じて判別される、請求項１１記載の方法。
【請求項１５】
　コンサートの出席者に、事前に記録されたコンテンツを含む少なくとも一つのデジタル
ビデオストリームを提供する段階をさらに有する、請求項１０記載の方法。
【請求項１６】
　前記ライブコンサートの少なくとも一部分のデジタルビデオストリームを、そのライブ
コンサートが終結したあとにそのライブコンサートの出席者に提供する段階をさらに有す
る、請求項１０記載の方法。
【請求項１７】
　前記ライブコンサートの少なくとも一人の出席者が、前記ライブコンサートの少なくと
も一部分のストリームまたは記録へのアクセスを別の人物に許諾することが許容される、
請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　ライブコンサートが行われている間にそのライブコンサートの非出席者に複数のデジタ
ルビデオストリームを提供する段階をさらに有する、請求項１０記載の方法であって、前
記複数のデジタルビデオストリームのため、前記ライブコンサートの非出席者は、前記複
数のデジタルビデオストリームのうちどれを見るかを、その非出席者に関連付けられたポ
ータブルデジタル装置を使って選択することができ、その結果、その非出席者はライブコ
ンサートの種々のビューのうちから選択ができる方法。
【請求項１９】
　前記複数のデジタルビデオストリームが前記ライブコンサートの非出席者に、少なくと
も一つの無線通信リンクを使って提供される、請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　前記ポータブルデジタル装置が無線電話機である、請求項１０記載の方法。
【請求項２１】
　前記ポータブルデジタル装置がコンピュータである、請求項１０記載の方法。
【請求項２２】
　特定の時間期間の間に特定の出席者によって前記複数のデジタルビデオストリームのど
れが選択されたかに関する統計を取り込む段階をさらに有する、請求項１０記載の方法。
【請求項２３】
　表示画面と；
　コンピュータ可読記憶媒体と；
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　前記コンピュータ可読記憶媒体上に記憶されており、当該ポータブルデジタル装置上で
走るコンピュータソフトウェアとを有するポータブルデジタル装置であって、前記コンピ
ュータソフトウェアはライブコンサート中に、当該ポータブルデジタル装置のユーザーに
よる選択肢入力に応じて、ライブコンサートビデオを表示画面に出力させ、前記選択肢入
力は、それぞれが異なるビデオカメラによって取り込まれたそのライブコンサートの複数
の異なるビューのうちの一つの選択を表すものである、装置。
【請求項２４】
　前記ライブコンサートビデオを受信するよう動作しうる無線通信リンクをさらに有する
、請求項２３記載の装置。
【請求項２５】
　前記コンピュータソフトウェアがさらに、当該ポータブルデジタル装置が前記ライブコ
ンサートビデオを出力する権限を有しているかどうかを判別し、当該ポータブルデジタル
装置が権限を有していないと判別された場合、前記ライブコンサートビデオの出力を防止
するよう動作しうる、請求項２３記載の装置。
【請求項２６】
　前記コンピュータソフトウェアがさらに、前記ライブコンサートのある特定の出席者が
前記ライブコンサートビデオを見る権限を有しているかどうかを、該特定の出席者によっ
て与えられる当該ポータブルデジタル装置への入力に基づいて判別し、
　前記特定の出席者が権限を有していないと判別された場合、前記ライブコンサートビデ
オの出力を防止するよう動作しうる、請求項２３記載の装置。
【請求項２７】
　前記ポータブルデジタル装置が電話であり、権限はその電話に関連付けられた識別コー
ドを使って判別される、請求項２５記載の装置。
【請求項２８】
　権限が部分的には、ライブコンサートのチケットに付随している識別コードの入力に応
じて判別される、請求項２５記載の装置。
【請求項２９】
　権限が部分的には、ライブコンサートのチケットに付随している識別コードの入力に応
じて判別される、請求項２６記載の装置。
【請求項３０】
　権限の判別が、当該ポータブルデジタル装置以外の別の装置との通信ネットワークを通
じた通信を含む、請求項２５記載の装置。
【請求項３１】
　前記コンピュータソフトウェアがさらに、前記ライブコンサートが終結したあとに、前
記ライブコンサートの少なくとも一部分のキャッシュまたは記録について、アクセスをコ
ントロールし、表示画面上での閲覧を許容するよう動作しうる、請求項２３記載の装置。
【請求項３２】
　前記コンピュータソフトウェアがさらに、当該ポータブルデジタル装置がある特定の地
理的領域内に位置していない場合には前記ライブコンサートビデオの閲覧を防止するよう
動作しうる、請求項２３記載の装置。
【請求項３３】
　当該ポータブルデジタル装置が無線電話機である、請求項２３記載の装置。
【請求項３４】
　当該ポータブルデジタル装置がコンピュータである、請求項２３記載の装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概括的にはコンサートまたはその他のライブイベントに、より具体的にはビデ
オシステムおよび方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　コンサートなどを含むいくつかのライブイベントでは、ライブイベントのビデオがスク
リーン上で参加者に呈示される。このビデオは、しばしばそのライブイベントの出席者が
、現在進行中のイベントを、ビデオがない場合よりよく見ることを許容する。たとえば、
出席者がライブイベントが行われているステージから遠い場合、ビデオ映像は、出席者が
自分の座席位置から見えるよりもクローズアップされた表示を提供しうる。しかし、残念
なことに、そのようなイベントにおいてスクリーン上にどんなコンテンツが表示されるか
の選択は、イベントを見る人ではなく、スクリーンのオペレーターまたはイベントを管理
する人物に託されている。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　本発明の一つの側面は、ライブコンサートの出席者にビデオを提供する方法である。ラ
イブコンサートの種々のビューのビデオが取り込まれる。ライブコンサートが行われてい
る間、複数のビデオストリームがライブコンサートの出席者に提供される。デジタルビデ
オストリームが複数あることで、ライブコンサートの出席者はその複数のデジタルビデオ
ストリームのうちどれを見るかを、その出席者に関連付けられた携帯型デジタル装置を使
って選択することができるようになる。その結果、出席者はライブコンサートの種々のビ
ューのうちから選択ができる。本発明はいかなるライブイベントについても使用できる。
【発明の効果】
【０００４】
　本発明はいくつかの重要な技術的効果をもつ。本発明の実施形態は、本発明の範囲から
外れることなく、これらの効果の一つももたないことも、一部だけをもつことも、すべて
をもつこともある。本発明は、座席位置が悪いライブイベントの出席者が、イベントのよ
りよいビューを得ることを可能にする。本発明は、ライブイベントの出席者の観覧経験を
豊かにしうる。出席者にライブイベントにおいて見る特定のビデオ画像に対する制御を与
えることによって、出席者が単にイベント主催者によって選ばれたビデオを呈示される場
合に比べて、出席者はイベントのより好ましいビューが得られる。本発明は、イベントに
おける出席者の全体的な経験を向上させることによってライブイベントの出演者の評判を
高めることもできる。
【０００５】
　本発明およびその効果のより完全な理解のため、ここで付属の図面とともに以下の記述
が参照される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　本発明の好ましい実施形態およびその利点は、図面の図１ないし図３を参照することに
よって最もよく理解される。同様の参照符号はさまざまな図の同様または対応する部分に
ついて使われる。
【０００７】
　図１は、本発明によって用いられる一つまたは複数のソフトウェアとの関連で使用され
うる汎用コンピュータ１０を示している。汎用コンピュータ１０は、よく知られたＯＳ２
、ユニックス、マックＯＳ、リナックスおよびウィンドウズ（登録商標）の諸オペレーテ
ィングシステムまたはその他のオペレーティングシステムのいずれを実行するよう適応さ
れていてもよい。汎用コンピュータ１０はプロセッサ１２、ランダムアクセスメモリ（RA
M）１４、読み出し専用メモリ（ROM）１６、マウス１８、キーボード２０ならびにプリン
タ２４、ディスクドライブ２２、ディスプレイ２６および通信リンク２８のような入出力
装置を有する。本発明は、RAM１４、ROM１６、リムーバブル記憶装置、PRAM、NV-RAMまた
はディスクドライブ２２に格納されうるプログラムを含んでいてもよく、プロセッサ１２
によって実行されてもよい。通信リンク２８はコンピュータネットワークに接続されても
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よいが、電話線、アンテナ、ゲートウェイ、無線構内ネットワークまたは無線広域ネット
ワークまたは他のいかなる種類の通信リンクに接続されることもできる。ディスクドライ
ブ２２は多様な種類の記憶メディアを含みうる。たとえば、フロッピー（登録商標）ディ
スクドライブ、ハードディスクドライブ、DVD-ROMドライブ、RAMディスク、コンパクトフ
ラッシュ（登録商標）カード、メモリースティック、CD-ROM/RAM/RWまたはDVD-ROM/RAM/R
Wドライブまたは磁気テープドライブである。本実施形態は複数のディスクドライブ２２
を用いるが、本発明の範囲から外れることなく単一のディスクドライブ２２を使うことも
できる。図１は、本発明とともに使用されうるコンピュータの一例を提供するものである
。本発明は、汎用コンピュータ以外のコンピュータや通常のオペレーティングシステムの
ない汎用コンピュータとともに使用されることもできる。
【０００８】
　本発明は、媒体とともに含まれている論理を含む。この例では、論理は汎用コンピュー
タ上で実行可能なコンピュータソフトウェアを含む。媒体は、汎用コンピュータ１０に付
随する一つまたは複数の記憶装置を含みうる。本発明は、コンピュータソフトウェア、コ
ンピュータハードウェアまたはソフトウェアおよびハードウェアの組み合わせにより実装
されうる。論理は、本発明の範囲から外れることなく、他のいかなる媒体内に埋め込まれ
ていてもよい。
【０００９】
　本発明は複数の汎用コンピュータ１０をネットワークで接続してコンピュータネットワ
ークとしたものを用いてもよい。最も一般的には、汎用コンピュータ１０はインターネッ
トを通じておよび／またはクライアント・サーバー・ネットワークにおいてネットワーク
接続される。本発明は、別個のコンピュータネットワークをそれぞれ専用ネットワーク、
仮想閉域網または公衆ネットワークによってリンクされた組み合わせとともに使われても
よい。
【００１０】
　図２は、本発明のある実施形態を有する一つのシステムのアーキテクチャのブロック図
を示している。システムはカメラ５０、エンコーダ５２、ビデオ・ミキシング・ボード５
４、主エンコーダ５６、会場サーバー５８、会場ディスプレイ６０、ストリーミング・サ
ーバー６２、アプリケーション・サーバー６４、アプリケーション配信サーバー６６、SM
S/MMSゲートウェイ６８、SMTPサーバー７０、イベント・マーケティング・システム７２
、チケット管理システム７４、レビュー・ワークステーション７５、公開ワークステーシ
ョン７７、ビデオ配信システム５９および無線装置７６を有する。本発明の背景における
これらの装置のそれぞれの機能は以下でより詳細に論じる。本発明のさまざまな実施形態
は、本発明の範囲から外れることなく、構成要素がより多かったり少なかったりするであ
ろうことは注意しておくべきであろう。図２において示されるさまざまな装置の機能は、
複数の装置の機能が単一の装置によって実行されるように組み合わされてもよい。あるい
はまた、他の実施形態では、図２に示されるシステムでは単一の装置によって実行される
諸機能が、代替的な実施形態の複数のおよび／または冗長な装置によって実行されること
もある。
【００１１】
　ここでより完全に論じる他の機能のうちでも、図２に示されたシステムは、ライブイベ
ントの出席者（または要求される信号を受信することのできる別の人物）がライブイベン
トの複数のビデオストリームのうちの一つを選択することを許容する。各ビデオストリー
ムは、異なる視点からイベントのビデオを生成している異なるカメラから受信されたビデ
オ信号を含みうる。こうして、本発明は、ユーザーがさまざまな視点からイベントを見る
ことを許容し、見る者がある特定の時間期間においてそのイベントを見たい視点を選択す
ることを許容する。ビデオ信号という用語は、広く任意のアナログまたはデジタルのビデ
オ表現を指すことが意図されており、いかなる特定の型のビデオ信号にも限定されない。
【００１２】
　本発明は、さまざまな種類のライブイベントにおいて使用できる。本発明が使用されう
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るライブイベントの例としては、コンサート、スポーツのイベント、演説、演劇、オペラ
、ダンス・ショーおよびサーカスが含まれうる。しかしながら、本発明はこれらの種類の
ライブイベントのための使用に限定されるものではなく、いかなる種類のライブイベント
でも使用できる。
【００１３】
　以下では、図２に示されたシステムのさまざまな構成要素の機能をより詳細に記載する
。システムが、現在進行中のライブイベントのユーザー選択されたビデオを提供する機能
に加えて、図２のシステムは他のさまざまな種類の機能をも提供することができ、それに
ついても以下で述べる。
【００１４】
　本発明は、ライブコンサートまたはライブのスポーツイベントにおいて特に有用であり
うる。これらの種類のイベントでは、出席者はしばしば、イベントを見るための「最良」
の位置のためのチケットを買おうと殺到する。本発明は、そのようなイベントにおいてよ
り多くの出席者が、その出席者のチケットによって許されるイベントを見る位置よりも「
よりよい」位置から取ったイベントのさまざまなビデオを見ることによって、イベントの
「よりよい」ビューを得ることを許容しうる。これは、「よい」チケットの数を増すこと
ができ、より高いチケット価格を課すことを許容しうる。
【００１５】
　図２のシステムは、複数のカメラ５０を含んでいる。出席者がライブイベントのビデオ
を見ることのできる複数の視点を提供するよう、カメラ５０は、ライブイベントを催して
いる会場のさまざまな位置に配置されうる。カメラ５０は、遠景、中距離ビューおよび／
またはクローズアップビューを提供しうる。カメラ５０は、ビデオカメラ撮影者によって
操作されてもよいし、遠隔制御によって操作されてもよいし、あるいは人間の制御なしに
ビデオを取り込むのでもよい。カメラ５０は、本発明の範囲から外れることなくデジタル
またはアナログ形式のビデオを取り込みうる。ビデオがアナログ形式で取り込まれる場合
には、カメラ５０の内部で、エンコーダ５２において、あるいは他のハードウェア（明示
的に図示せず）を使ってデジタル形式に変換されてもよい。本発明の範囲から外れること
なく使用されうるカメラ５０はいくらでもある。カメラ５０はまた、任意的に、進行中の
ライブイベントのスチール写真を撮る機能をも有していてもよい。スチール写真は会場デ
ィスプレイ６０あるいは無線装置７６（またはその他の装置）のいずれかに、定期的に（
たとえば10秒ごとに）またはランダムな間隔で提供されうる。カメラ５０がスチール写真
を撮る組み込み機能を有していない場合には、そのようなスナップショット機能を提供す
るために、ビデオのあるフルフレーム（たとえばインターレースされたビデオの１フレー
ムもしくは２フレームまたは順次走査ビデオの１フレーム）が使用されてもよい。
【００１６】
　ビデオがカメラ５０によって「取り込まれる」からといって、取り込まれたビデオが記
録されてライブイベントのコピーが作成されるとは限らない。のちにさらに述べるように
、いくつかの実施形態では、取り込まれたビデオは該ビデオを記録することなくエンドユ
ーザーにストリーミングされてもよい。そのような実施形態では、ビデオは、本発明に基
づいてビデオを再ブロードキャストするのに十分な長さの時間期間にわたって取り込まれ
るのみでありうる。
【００１７】
　アナログビデオ信号をデジタルビデオ信号に変換するためにエンコーダ５２が使用され
うる。エンコーダ５２はまた、ある特定のフォーマットのデジタルビデオ信号を、ストリ
ーミング・サーバー６２に供給するために異なるデジタルビデオフォーマットのデジタル
ビデオ信号に変換するためにも使用されうる。この実施形態では、エンコーダ５２は、ハ
ードウェアおよび汎用コンピュータ１０上で走るコンピュータソフトウェアの組み合わせ
を有する。しかしながら、エンコーダ５２は、本発明の範囲から外れることなく、専用ハ
ードウェアまたは汎用コンピュータ１０上で走るソフトウェアであることもできる。
【００１８】
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　この実施形態では、各カメラ５０について一つのエンコーダ５２がある。各エンコーダ
５２は、カメラ５０からビデオ信号を受領し、ストリーミング・サーバー６２に供給する
ための一つまたは複数の信号をエンコードする。代替的な実施形態では、各エンコーダ５
２が複数のカメラ５０に奉仕してもよい。そのような実施形態では、エンコーダ５２は、
該エンコーダ５２に接続された複数のカメラ５０のためのエンコードを実行するために走
っている複数のプロセスを有しうる。いくつかの実施形態では、エンコーダ５２は、複数
のカメラ５０または単一のカメラ５０のためのエンコードを実行する複数のプロセッサを
有していてもよい。
【００１９】
　多くのライブイベント会場は会場ディスプレイ６０を有する。会場ディスプレイは典型
的には一つまたは複数の大型スクリーンを有しており、そこでイベント出席者は、イベン
トについての文字情報、イベントについてのスチール写真、イベントについてのグラフィ
ック情報および／またはライブイベントのビデオを見ることができる。いくつかの事例で
は、事前に記録されたビデオも会場ディスプレイ６０で表示される。図２に示されるシス
テムの他の要素と同様、会場ディスプレイ６０は、本発明の範囲から外れることなく省略
されうる。さらに、会場は複数のディスプレイ６０を有していてもよい。
【００２０】
　この実施形態では、会場ディスプレイ６０は、ライブイベントのビデオがライブイベン
トの出席者に表示されることを許容する。カメラ５０の出力はビデオ・ミキシング・ボー
ド５４に供給される。ビデオ・ミキシング・ボード５４のオペレーターは、一つまたは複
数のカメラ５０からの一つまたは複数のビデオ信号を、任意の特定の時点において会場デ
ィスプレイ６０に出力されるべく選択しうる。ビデオ・ミキシング・ボード５４からの出
力信号はビデオ配信システム５９に提供され、次いでこのビデオ配信システム５９がビデ
オをビデオディスプレイ６０に表示する。いくつかの会場では、ビデオ・ミキシング・ボ
ード５４の出力は会場ディスプレイ６０に直接与えられうる。他の実施形態では、特に会
場がコンテンツを表示するための複数のディスプレイを有するところでは、ビデオ配信シ
ステムは複数スクリーンにビデオを提供するために使用されうる。ビデオ配信システムは
、本発明の範囲から外れることなく省略されうる。
【００２１】
　会場サーバー５８も会場ディスプレイ６０に信号を提供しうる。ある時にはミキシング
・ボード５４からのビデオが表示される一方、他の時には会場サーバー５８の出力が表示
される（会場のビデオオペレーターによって制御されて、あるいは可能性としてはいくつ
かの実施形態では会場サーバー５８を使って制御されて）。さらに、ビデオ・ミキシング
・ボード５４の出力は主エンコーダ５６に供給されうる。主エンコーダ５６はエンコーダ
５２と類似または同一である。主エンコーダ５６はこの実施形態では別個に図示されてい
る。これは、主エンコーダ５６は、無線装置７６のユーザーも会場ディスプレイ６０に表
示されているのと同じビデオを見ることを選びうるように会場ディスプレイ６０に送られ
るビデオ信号をエンコードするために使用されうるからである。ストリーミング・サーバ
ー６２が主エンコーダ５６の出力の一時的なキャッシュを遅延再生のために保持する場合
には、このビデオストリームキャッシュが後刻、ライブイベントが終わったあとで、ライ
ブイベントの全部または一部分を無線装置７６（または他の装置）の操作者に対して再生
するために使用されることができる。いくつかの実施形態では、ストリーミング・サーバ
ー６２（または他の装置）はビデオ、オーディオまたはオーディオ／ビデオストリームを
のちの使用のために記録しうる。そのような記録も、ライブイベントの全部または一部分
を無線装置７６（または他の装置）の操作者に対して再生するために使用されることがで
きる。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、エンコーダ５２および主エンコーダ５６は、会場の主サウン
ドボード（明示的には図示せず）からの出力も受け取ってもよい。こうして、エンコーダ
５２および主エンコーダ５６はオーディオ信号をもエンコードしうる。オーディオ信号は
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、エンコーダ５２および主エンコーダ５６によって受け取られてエンコードされるビデオ
信号と同期されていてもよい。ビデオ信号の場合と同様、オーディオ信号は本発明の範囲
から外れることなく、アナログまたはデジタル信号であることができる。本発明の範囲か
ら外れることなく、いかなるビデオ信号またはオーディオ信号が、いかなる許容可能なデ
ジタルフォーマットでデジタル式にエンコードされてもよい。いくつかの実施形態では、
カメラ５０がオーディオ信号を生成してもよい。
【００２３】
　ストリーミング・サーバー６２は、デジタルビデオを無線装置７６（または他の装置）
に対してストリーミングするために使用されうる。ストリーミング・サーバー６２は会場
内（または他のどこか）に位置されていることができ、ビデオのストリーミングを無線式
に無線装置７６に提供するために組み込みの無線ネットワーキング・ハードウェアを有し
ていてもよい。あるいはまた、ストリーミング・サーバー６２は無線ネットワークまたは
有線リンクおよび無線リンクの両方を含むネットワークに接続されているのでもよい。最
終的には、ストリーミング・サーバー６２によってストリーミングされるビデオは、無線
式に無線装置７６に（または有線式もしくは無線式に他の装置に）提供されうる。ストリ
ーミング・サーバー６２は、一つまたは複数のカメラ５０からの、および／またはビデオ
・ミキシング・ボード５４からのビデオを、デジタルストリームの形で、無線装置７６に
、リアルタイムまたはリアルタイムに近い仕方で提供しうる。あるいはまた、ビデオは時
間遅延されてストリーミングされることもできる。
【００２４】
　この実施形態では、ストリーミング・サーバー６２はストリーミングされたビデオを無
線装置７６に無線通信を使って提供するものとして示されているが、無線通信は任意的で
ある。いくつかの実施形態では、ストリーミングサーバー６２はストリーミングされたデ
ジタルビデオを有線通信ネットワークを通じて提供してもいいし、あるいはさもなければ
、ビデオを、ストリーミングされたデジタルビデオを受け取ってそのデジタルビデオをデ
ィスプレイに出力する機能のある装置に、有線通信リンクを通じて提供してもよい。
【００２５】
　この実施形態では、ストリーミング・サーバー６２は、ライブイベントの進行中に、エ
ンコーダ５２および主エンコーダ５６から受領されたビデオ信号の複数のデジタルビデオ
ストリームを提供する。実施形態によって、ストリーミング・サーバー６２は単にビデオ
をストリーミングされた仕方で、記録することなく、提供してもよい。あるいはまた、ス
トリーミング・サーバー６２は、受領するビデオストリームの一部または全部を、そうし
たビデオストリームの将来の繰り返された再生を許容するために記録してもよい。
【００２６】
　ストリーミング・サーバー６２が、デジタルビデオストリームを無線装置７６または他
の装置（明示的には図示せず）に提供するに使うのは、ポイントツーポイント、ポイント
ツーマルチポイント、ピアツーピア、マルチポイントツーマルチポイントの通信またはそ
れらの任意の組み合わせでありうる。ストリーミング・サーバー６２と無線装置７６（ま
たは他の装置）との間の通信のこれらの形態はすべて、本発明の範囲によって考えられて
いる。
【００２７】
　エンコーダ５２および主エンコーダ５６の記述に関連して上記したように、ストリーミ
ング・サーバー６２によってストリーミングされるデジタルビデオはオーディオ信号を含
んでいてもいなくてもよい。いくつかの場合には、デジタルビデオ信号はエンコードされ
たオーディオ信号を含む。他の実施形態では、デジタルオーディオ信号は、ストリーミン
グされたデジタルビデオ信号と同期されうる。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、エンコーダ５２および主エンコーダ５６は、オーディオ信号
をストリーミング・サーバー６２に提供する。他の実施形態では、別個のオーディオエン
コーダ（明示的には図示せず）がデジタル形式のオーディオをストリーミング・サーバー
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６２に提供する。他の実施形態では、エンコーダ５２および主エンコーダ５６のためのハ
ードウェアおよび／またはソフトウェアが、ストリーミング・サーバー６２内に組み込ま
れて、ビデオ、オーディオおよび／またはビデオとオーディオの組み合わせのエンコード
を実行するのでもよい。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、ストリーミング・サーバー６２は、ある特定の時間期間の間
、ある特定の無線装置７６によって選択された特定のビデオストリームを判別する機能を
有していてもよい。そのような実施形態では、ストリーミングサーバー６２は、個別の無
線装置７６の操作者の閲覧性癖に関して、統計を取り込み、それをストリーミングサーバ
ー６２内に保存するか、および／またはアプリケーションサーバー６４に提供するかしう
る。たとえば、ストリーミング・サーバー６２は、ライブイベントの間のある特定の時点
において見るのに、カメラ５０によって提供されるどのビデオ信号が最も人気のあるカメ
ラ・アングルであるかについての統計を取り込みうる。よって、ストリーミング・サーバ
ー６２は、無線装置７６（または他の装置）の操作者のカメラ・アングル選択を記録しう
る。これらの選択はのちにアプリケーション・サーバー６４によって、無線装置７６の所
有者に関する選択された人口統計情報と同期されうる。他の実施形態では、アプリケーシ
ョン・サーバー６４はそのような統計を記録しうる。ここで、アプリケーション・サーバ
ー６４はカメラ・アングルの選択を許容するために無線装置７６（または他の装置）と対
話する。ストリーミング・サーバー６２は、典型的には諸ストリーミング・サーバーによ
って取り込まれた他の統計をも取り込んでもよい。
【００３０】
　こうした統計は、特定の人口統計グループの、特定のカメラ・アングルまたはメディア
ストリームに対する全体的な選好に基づいて、ライブイベントの運営者、ライブイベント
の出演者または他の者がライブイベントの記録物のマーケティングの目標を種々の人口統
計グループに向けることを許容しうる。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、ストリーミング・サーバー６２は、セキュリティコントロー
ルが組み込まれていて、ストリーミング・サーバー６２がストリーミング・サーバー６２
の出力を受信できる無線装置７６を管理するようになっていてもよい。無線装置６２が、
無線装置７６の地理的位置を示すGPS受信機を含んでいるならば、ストリーミング・サー
バー６２またはアプリケーション・サーバー６４は、ライブイベントのビデオストリーム
を受信する権限が与えられた個別の無線装置７６のGPS座標についての制約条件を与える
ことができる。無線装置７６内のソフトウェアおよび／またはハードウェアが、権限のあ
るGSP座標の範囲外では、ビデオストリームが、個別のビデオストリームを見ることを防
止しうる。
【００３２】
　アプリケーション・サーバー６４（および／またはストリーミング・サーバー６２）も
、どの無線装置７６がビデオストリームを受信できるかの管理を、無線装置７６の操作者
に、ライブイベントへのチケットからのコード（たとえば数字コードのような）を無線装
置７６に入力してそのライブイベントについてのストリーミングされたビデオを受信する
権限を取得することを要求することによって行ってもよい。もう一つの例として、無線装
置７６の所有者が、さまざまなライブイベントについてのストリーミングされたビデオを
取得することを許容するサービスに加入するのでもよい。アプリケーション・サーバー６
４（および／またはストリーミング・サーバー６２）はそのような無線装置７６の識別番
号を保持しうる。そのような識別番号を使って、アプリケーション・サーバー６４、無線
装置７６および／または両者の組み合わせは、特定のサービスに加入した無線装置７６だ
けがストリーミング・サーバー６２からのそのライブイベントのビデオを受信することが
許されるようセキュリティコントロールを提供しうる。（同様のコントロールは、無線装
置７６以外の他の装置についても使用できる。）
　あるいはまた、別の実施形態では、無線装置７６の所有者（またはその他の使用者）が
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、無線装置７６に入力して、無線装置７６に特定のライブイベントについてのストリーミ
ングされたビデオを受信することを許容するコードを購入するのでもよい。このコードは
、ライブイベントのチケットが購入またはその他の仕方で取得された時点で購入されるこ
とができる。あるいはまた、このコードはライブイベント会場で取得できる。
【００３３】
　いくつかの実施形態では、ライブイベントの出席者だけがストリーミング・サーバー６
２からのストリーミングされたビデオを受信することを許容される。他の実施形態では、
ライブイベントの会場からは遠隔の無線装置７６（または他の装置）が、ストリーミング
・サーバー６２からそのライブイベントのストリーミングされたビデオを受信することを
許容される。そのような実施形態では、ライブイベントの出席者および／または遠隔の視
聴者は、そのライブイベントのライブビデオ、遅延されたビデオまたは記録されたビデオ
（および／またはライブの、遅延された、または記録されたオーディオ）のいずれかを受
信することが許可されうる。これは、ライブイベントが行われている会場の運営者、ライ
ブイベントのプロモーター、サービスの運営者および／またはライブイベントの出演者の
意向に依存する。
【００３４】
　システムはまた、アプリケーション・サーバー６４をも含みうる。この実施形態では、
アプリケーション・サーバー６４は、汎用コンピュータ１０のような汎用コンピュータ上
で走るソフトウェアである。他の実施形態では、アプリケーション・サーバー６４は専用
装置であってもよい。図２はアプリケーション・サーバー６４をストリーミング・サーバ
ー６２、会場サーバー５８およびアプリケーション配信サーバー６６とは別個として示し
ているが、本発明の範囲から外れることなく、これらのサーバーのすべてが単一の物理的
なコンピュータ、複数プロセッサをもつコンピュータにおいて組み合わされることもでき
るし、あるいはコンピュータの集合上で走らされることもできる。同様に、本発明の範囲
から外れることなく、図２に示されている他のシステム、ゲートウェイおよびサーバーが
アプリケーション・サーバー６４の機能と組み合わされることもできる。
【００３５】
　アプリケーション・サーバー６４は、図２に示されているシステムのためのさまざまな
機能を制御する。アプリケーション・サーバー６４は、無線装置７６（または他の装置）
がストリーミング・サーバー６２からビデオ、オーディオおよび／またはオーディオ・ビ
デオを受信することを許容するための、そのような装置の登録を管理する。この実施形態
では、アプリケーション・サーバー６４は登録されている各無線装置７６についての識別
情報を、無線装置７６の操作者についての人口統計情報とともに集める。そのような人口
統計情報は、これに限られないが、無線装置７６の操作者の名前、住所、電話番号、職場
の住所、職場の電話番号、電子メールアドレス、年齢、職業、性別および／または収入を
含みうる。本発明の範囲から外れることなく、他の人口統計情報が集められてもよいし、
あるいは上に挙げた人口統計情報の一部は省略されてもよい。この情報は、一時に集めら
れてもよいし、あるいはその無線装置での、別の装置（たとえばインターネット接続され
たパソコン）でのあるいは諸装置の任意の組み合わせでの複数のセッションにわたって集
められてもよい。アプリケーション・サーバー６４はまた、無線装置７６についての情報
も集めてもよい。無線装置７６が無線電話機能を有している場合には、アプリケーション
・サーバー６４は、登録プロセスの間にその無線装置７６の電話番号を取得してもよいし
、および／または特定の無線装置７６に関連付けられた他の何らかの識別コードまたは識
別番号を取得してもよい。
【００３６】
　上記のように、本発明のシステムは、ビデオ、オーディオおよび／またはオーディオ・
ビデオ信号をストリーミングするために使用されることができる。「ビデオ信号」「ビデ
オストリーム」などの用語が請求項において使用されるときは、それらの用語は、ビデオ
コンテンツを含む任意の種類の信号を広く指すことが意図され、それには限定なしに、オ
ーディオなしのビデオ、オーディオとインターリーブされたビデオ、オーディオ信号と同
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期されたビデオなどが含まれる。ここでのビデオ信号、オーディオ信号またはオーディオ
・ビデオ信号のいずれも、本発明の範囲から外れることなく、それらとインターリーブさ
れたデータを有することができる。
【００３７】
　アプリケーション・サーバー６４は、無線装置７６および／または特定のライブイベン
トについてストリーミング・サーバー６２からビデオを受信する権限を有する人物に関す
る記録を維持してもよい。この実施形態では、アプリケーション・サーバー６４は各イベ
ントに関するデータをデータベースに格納する。ライブイベントについてのチケットが販
売される場合には、アプリケーション・サーバー６４は、チケットに印刷されている有効
なコードのリストを維持しうる。その際、これらのコードはストリーミング・サーバー６
２からのビデオ、オーディオおよび／またはオーディオ・ビデオへのアクセスを管理する
ために使用される。チケットの盗難または紛失が報告された場合には、アプリケーション
・サーバー６４は盗難または紛失されたチケットに関連付けられたコードは無効と判定で
きうる。こうして、そのチケット・コードを無線装置７６で使ってストリーミングされる
ビデオを受信しようとする人物にストリーミング・サーバー６２がビデオを提供すること
が防止される。他の実施形態では、そのようなセキュリティは設けられない。アクセス試
行をモニタリングして、システムにアクセスしようとする繰り返される不正な試行が検出
された場合に一時的または恒久的にストリーミング・サーバー６２および／またはアプリ
ケーション・サーバー６４へのアクセスを無効にすることによって、追加的なセキュリテ
ィがアプリケーション・サーバー６４によって設けられてもよい。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、アプリケーション・サーバー６４は、無線装置７６（または
他の装置）の電話番号またはその他の識別番号のリストを維持し、それによりアプリケー
ション・サーバー６４は、特定のライブイベントについて特定の無線装置７６がストリー
ミング・サーバー６２からビデオ、オーディオおよび／またはオーディオ・ビデオを受信
することを許可または禁止するようストリーミング・サーバー６２に指示できる。他の実
施形態では、アプリケーション・サーバー６４は、特定のライブイベントについて有効な
特別なアクセスコードに関するデータを維持していてもよい。そのような実施形態では、
アプリケーション・サーバー６４は、ストリーミング・サーバー６２からそのライブイベ
ントのビデオ、オーディオおよび／またはオーディオ・ビデオを受信するための有効な認
証コードを与える無線装置７６のみを許容するよう、ストリーミング・サーバー６２と対
話しうる。
【００３９】
　無線装置７６（または他の装置）の所有者がさまざまなライブイベントについてのサー
ビスからビデオ、オーディオおよび／またはオーディオ・ビデオを受信するために加入し
ている場合には、アプリケーション・サーバー６４は、電話番号および／またはその他の
識別番号、セキュリティ証明書、または無線装置７６についての鍵および／またはユーザ
ー固有の認証信用状（authentication　credential）（ユーザー名およびパスワードまた
はトークンまたは鍵のような）を、ストリーミング・サーバー６２からのビデオへのアク
セスを管理するために使用しうる。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、アプリケーション・サーバー６４、ストリーミング・サーバ
ー６２およびアプリケーション配信サーバー６６は、複数のライブイベントについて複数
の会場にサービスを提供するために使用されてもよい。他の実施形態では、これらのサー
バーの一部または全部が会場ごとに一つ、あるいは複数の会場ごとに一つ設けられること
もできる。図２に示されたシステムのさまざまな構成要素のいずれかをリンクするには、
いかなる好適な通信リンクが使用されてもよい。
【００４１】
　アプリケーション・サーバー６４は、イベントのタイミング、イベントの位置、イベン
トの標準時ゾーンおよびイベントの出演者ならびにイベントから発するストリームに関連
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する権利といった、特定のイベントについてのデータも維持していてもよい。前記権利は
、これに限られないが、次のものを含む：利用可能期間、メンバー当たりの閲覧／再生の
最大回数、ストリーム当たりの最大再生回数、バイラルマーケティングでの「友人に送る
」の許可、メンバー当たりの「友人に送る」の最大数、ストリーム当たりの「友人に送る
」の最大数、イベントにいなかった「友人に送る」許可またはイベントにいた他の人々（
他の箇所で説明される諸方法を使ってそのことを認証することが求められる）にのみスト
リームを送る許可。アプリケーション・サーバー６４は、ストリーミング・サーバー６２
からのストリーミングされたビデオを受信するためにアプリケーション・サーバー６４に
登録したそれぞれの人物および／または無線装置７６（または他の装置）に関連付けられ
たデータベースを維持していてもよい。上記したように、このデータベースはユーザーに
ついての人口統計情報、ユーザーの無線装置７６についての情報ならびに特定のユーザー
がどのイベントについて参加するか、ある期間にわたってライブビデオを受信する能力を
購入するかしたかに関する情報を含んでいてもよい。各メンバーは、情報がその無線装置
７６またはその他の装置に提供される仕方およびその無線装置７６またはその他の装置か
ら提供される仕方に関して個別の選好を有していてもよく、アプリケーション・サーバー
６４はそれらの選好をも保持しうる。
【００４２】
　アプリケーション・サーバー６４は、そのデータベースに、著作権で保護されうるコン
テンツの使用を追跡するのに十分な情報を含んでいてもよい。それにより、図２に示され
るシステムの使用に付随するいかなる著作権使用についても使用料が（もしあれば）支払
われることができる。アプリケーション・サーバー６４はまた、ストリーミング・サーバ
ー６２によって提供されているビデオおよび／またはオーディオ情報に関するデータをも
含みうる。
【００４３】
　上記したように、アプリケーション・サーバー６４はまた、無線装置７６（または他の
装置）のさまざまなユーザーによるシステムの使用に関する統計情報をも取得しうる。ア
プリケーション・サーバー６４は、無線装置７６とアプリケーション・サーバー６４およ
び／またはストリーミング・サーバー６２との間の各セッションを追跡して、各ユーザー
が、図２に示されるシステムと対話している間に何をしたかを判別しうる。
【００４４】
　アプリケーション・サーバー６４はまた、無線装置７６（または他の装置）がここに記
載されている諸方法のいずれかを使ってストリーミング・サーバー６２によって出力され
るビデオおよび／またはオーディオにアクセスすることをコントロールすることによって
、システムのセキュリティを管理してもよい。無線装置７６による認証は、のちに、無線
装置７６の記述との関連でより具体的に述べる。
【００４５】
　上記したように、アプリケーション・サーバー６４は、無線装置７６のユーザーによる
さまざまなアクセスパターンに関するさまざまな統計を維持しうる。アプリケーション・
サーバー６４は、特定のライブイベントについて何が生起したかに関する統計をも維持し
うる。アプリケーション・サーバー６４は、将来におけるライブイベントをよりよく向上
させるために使われるべき、これらの統計を含むさまざまなレポートを生成しうる。これ
らのレポートはまた、特定のユーザーおよび／もしくは人口統計グループの使用パターン
を追跡したり、ならびに／またはこれらのユーザーを目標としてメッセージを送ったりす
るためにも使用されうる。
【００４６】
　図２に示されているシステムは、ライブイベントの出席者が無線装置７６（または他の
装置）を使ってテキストメッセージ、画像および／またはビデオクリップを会場ディスプ
レイ６０に表示されるために送信することを許容してもよい。望ましくないメッセージ（
たとえば猥褻な文言または画像）が会場ディスプレイ６０に現れるのを防ぐために、無線
装置７６からのメッセージはアプリケーション・サーバー６４に、この実施形態ではSMS/
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MMSゲートウェイ６８を通じて送られる。メッセージはアプリケーション・サーバー６４
によって受信される。ある実施形態では、アプリケーション・サーバー６４は、会場ディ
スプレイ６０に表示されることが意図されているメッセージから自動的に削除されるべき
単語のリストを含んでいる。この機能は任意的であり、本発明の範囲から外れることなく
省略できる。そのような実施形態においてメッセージから悪い単語が削除されたのち、メ
ッセージは公開ワークステーション７７に与えられる。そこでは、人間のモデレーターが
その内容が会場ディスプレイ６０に表示されることを許可するか禁止するかを選択したり
、および／または内容を編集したりしうる。いくつかの実施形態では、メッセージはレビ
ュー・ワークステーション７５にも送られてもよい。そのライブイベントに関連した広告
主または他の任意の人物によるレビューのためである。レビュー・ワークステーション７
５は、別の人物が、会場ディスプレイ６０での表示のために（あるいは場合によってはラ
イブイベントの間またはその終結後のストリーミングのために）内容を承認または不承認
することを許容してもよい。公開ワークステーション７７および／またはレビュー・ワー
クステーション７５の一方または両方を使ってレビューが行われたのち、その内容は、会
場サーバー５８を使って会場ディスプレイ６０に表示するために、アプリケーション・サ
ーバー６４に送られうる。会場サーバー５８は、表示のために出席者のコンテンツを含ん
でいるビデオ信号を与えうる。人間または自動化プロセスが、会場サーバー５８に与えら
れたコンテンツが会場ディスプレイ６０に表示されるかどうかを管理してもよい。
【００４７】
　SMS/MMSゲートウェイ６８は、汎用コンピュータ１０のような汎用コンピュータ上で走
るソフトウェアでありうる。SMS/MMSゲートウェイ６８の機能は、本発明の範囲から外れ
ることなく、ハードウェアおよび／またはソフトウェアのいかなる組み合わせによって提
供されてもよい。
【００４８】
　同様のサービスは、アプリケーション・サーバー６４によって無線装置７６（または他
の装置）に、無線装置７６（または他の装置）を使って取ったデジタルスチール画像、ビ
デオ、オーディオおよび／またはオーディオ・ビデオについて提供されてもよい。こうし
て、図２に示されたシステムは、ライブイベントの出席者が、出席者が自分で作成したス
チール画像、ビデオ、オーディオおよび／またはオーディオ・ビデオ・クリップを、コン
サートの他の出席者と共有することをも許容する。こうした画像、ビデオ、オーディオお
よび／またはオーディオ・ビデオ・クリップは、無線装置７６（または他の装置）によっ
てアプリケーション・サーバー６４に、SMS/MMSゲートウェイ６８を通じて、あるいはオ
ーディオの場合には、声のネットワークを介して（ユーザーが電話番号に電話をかけ、ボ
イスメール・メッセージを残し、それをアプリケーション・サーバーが拾って処理する）
提供されうる。次いでアプリケーション・サーバー６４は画像、ビデオ、オーディオおよ
び／またはオーディオ・ビデオ・クリップを公開ワークステーション７７に、および任意
的にレビュー・ワークステーション７５に提供しうる。そこでは人間のモデレーターがそ
れが会場ディスプレイ６０に表示されることを許容するか表示されないことを許容するか
を（あるいは、オーディオ・クリップの場合は会場のアナウンスシステムで再生されるこ
とを許容するかどうかを）選びうる。モデレーターによって承認されたいかなるクリップ
またはメッセージも、次いで、アプリケーション・サーバーによって会場サーバー５８に
表示または再生のために送信される。SMS/MMSゲートウェイは、汎用コンピュータ１０の
ような汎用コンピュータ上で走っているソフトウェアであってもよい。SMS/MMSゲートウ
ェイの機能は、本発明の範囲から外れることなく、ハードウェアおよび／またはソフトウ
ェアのいかなる組み合わせによって提供されてもよい。
【００４９】
　アプリケーション・サーバー６４は、紛失または盗難された電話またはその他の無線装
置７６のリストも維持していてもよい。ここで、電話またはその他の無線装置７６が紛失
または盗難されたことは、ユーザーが報告したものである。このリストによってアプリケ
ーション・サーバー６４は、ストリーミング・サーバー６２がライブイベントのライブビ
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デオ、オーディオおよび／またはスチール画像を紛失または盗難された無線装置７６に提
供することを防止することができる。あるいはまた、この情報によってアプリケーション
・サーバー６４は無線装置７６を制御して、ビデオまたはその他の視覚的コンテンツが特
定の無線装置７６によって表示されることができず、受信されるいかなるオーディオ情報
も無線装置７６のスピーカーに出力されることが防止されるようにできる。
【００５０】
　ここで論じてきたように、会場ディスプレイ６０は、ライブイベントのライブビデオが
ライブイベントの間に表示されることを許容しうる。さらに、会場ディスプレイ６０は、
イベントに先立って、中休みの間に、および／またはイベント後に事前に記録されたコン
テンツが表示されることを許容してもよい。会場ディスプレイ６０はまた、ライブイベン
トの出席者によってアプリケーション・サーバー６４に提供されるテキストメッセージ、
写真、ビデオおよび／または画像を表示するためにも使用されうる。最後に、会場ディス
プレイ６０は、会場の運営者によって会場サーバー５８を使ってアナウンスを提供するた
めに使用されうる。
【００５１】
　この実施形態では、アプリケーション・サーバー６４はSMTPサーバー７０を使って電子
メールメッセージを無線装置７６（または他の装置）に送信しうる。そのような電子メー
ルは、広告、リマインダーおよび／またはアンケートを無線装置７６（または他の装置）
に送信するために使用されうる。無線装置７６は、アンケートへの電子メール応答をアプ
リケーション・サーバー６４に返送してもよい。SMTPサーバー７０は、汎用コンピュータ
１０のような汎用コンピュータ上で走っているソフトウェアであってもよい。SMTPサーバ
ー７０の機能は、本発明の範囲から外れることなく、ハードウェアおよび／またはソフト
ウェアのいかなる組み合わせによって提供されてもよい。
【００５２】
　この実施形態では、アプリケーション・サーバー６４はテキストおよび／またはマルチ
メディアメッセージを無線装置７６（または他の装置）にSMS/MMSゲートウェイ１０また
はSMTPサーバー７０を使って送信しうる。そのようなメッセージまたは電子メールは、広
告、リマインダーおよび／またはアンケートを無線装置７６（または他の装置）に送信す
るために使用されうる。無線装置７６は、アンケートまたはその他のメッセージへの応答
をアプリケーション・サーバー６４に返送してもよい。SMTPサーバー７０は、汎用コンピ
ュータ１０のような汎用コンピュータ上で走っているソフトウェアであってもよい。SMTP
サーバー７０の機能は、本発明の範囲から外れることなく、ハードウェアおよび／または
ソフトウェアのいかなる組み合わせによって提供されてもよい。
【００５３】
　イベント・マーケティング・システム７２は、この実施形態では、これからのライブイ
ベントについての情報を提供するウェブサイトおよび／またはデータベースを含む。イベ
ント・マーケティング・システム７２はまた、図２に示されているシステムによって提供
されるライブビデオおよび／またはオーディオ・サービスを宣伝してもよい。いくつかの
実施形態では、イベント・マーケティング・システム７２はまた、無線装置７６のユーザ
ーまたは他の装置のアプリケーション・サーバー６４での登録を助けてもよい。イベント
・マーケティング・システム７２はまた、イベントについての情報を、アプリケーション
・サーバー６４に付随するデータベースに保存するためにアプリケーション・サーバー６
４に提供してもよい。この実施形態では、イベント・マーケティング・システム７２は汎
用コンピュータ１０のような汎用コンピュータ上で走っているウェブサイトである。イベ
ント・マーケティング・システム７２は、本発明の範囲から外れることなく、ハードウェ
アおよびソフトウェアのいかなる組み合わせであってもよい。イベント・マーケティング
・システム７２は、本発明の範囲から外れることなく、チケット管理システム７４と同じ
システムであることもできる。
【００５４】
　チケット管理システム７４は、汎用コンピュータ１０のような汎用コンピュータ（また
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は複数のコンピュータ）であってもよい。チケット管理システム７４は、本発明の範囲か
ら外れることなく、ハードウェアおよび／またはソフトウェアのいかなる組み合わせであ
ってもよい。この実施形態では、チケット管理システム７４は、チケットが購入される際
に、あるいは購入の前、間または後にバッチファイルで、有効なチケット・コードについ
ての情報をアプリケーション・サーバー６４に提供しうる。こうして、アプリケーション
・サーバー６４は、チケット管理システム７４によって報告される、特定のライブイベン
トについての有効なコードのデータベースを維持しうる。いくつかの実施形態では、有効
なチケット・コードはアプリケーション・サーバー６４によって電話番号、人の名前、人
の住所、人の電子メールアドレスまたは人に関連付けられるその他の識別データにリンク
されてもよい。他の実施形態では、チケット・コードは、アプリケーション・サーバー６
４によって無線装置７６（または他の装置）に関連付けられた識別コードにリンクされて
もよい。
【００５５】
　図２に示されるシステムはまた、アプリケーション配信サーバー６６をも有する。この
実施形態では、アプリケーション配信サーバー６６は、汎用コンピュータ１０のような汎
用コンピュータ上で走っているソフトウェア・アプリケーションである。アプリケーショ
ン配信サーバー６６は、本発明の範囲から外れることなく、ハードウェアおよび／または
ソフトウェアのいかなる組み合わせであってもよい。この実施形態では、アプリケーショ
ン配信サーバー６６は、無線装置７６（または他の装置）がストリーミング・サーバー６
２からオーディオ、ビデオおよび／またはオーディオ／ビデオストリームを受信するため
にアプリケーション・サーバー６４との通信を容易にするためのソフトウェアの最新バー
ジョンを保存している。上記したように、いくつかの実施形態では、アプリケーション配
信サーバー６６によって提供されるソフトウェアを使って無線装置７６によって提供され
るスチール写真を受信してもよい。アプリケーション配信サーバー６６は、旧バージョン
のソフトウェア・アプリケーションをもつ無線装置７６が現行バージョンに更新すること
を許容してもよい。
【００５６】
　明示的に図示されてはいないが、アプリケーション・サーバー６４は、小売り位置にお
けるPOS（point　of　sale）ディスプレイとのインターフェースをも有していてもよい。
ストリーミング・サーバー６２からのオーディオ／ビデオ／画像ストリームを提供し、こ
れからのイベント、サービスについてのプロモーションおよび／またはアプリケーション
・サーバー６４によって維持されている他の任意の情報を提供するためである。
【００５７】
　図２のシステムはまた、複数の無線装置７６をも含んでいる。上記したように、本シス
テムは、無線接続ではなく有線接続を使ってストリーミング・サーバー６２に接続されて
いる複数のその他の装置を含むこともできる。有線および無線装置の組み合わせを使って
もよい。この実施形態では、無線装置７６は持ち運び型であっても持ち運びできなくても
よい。いくつかの実施形態では、無線装置７６はハンドヘルド装置である。無線装置７６
は、たとえば、汎用コンピュータ１０のようなパーソナルコンピュータであってもよい。
たとえば、無線リンクをもつラップトップコンピュータは無線装置７６としてはたらくこ
とができる。他の実施形態では、無線装置７６は携帯情報端末（personal　digital　ass
istant）である。他の実施形態では、無線装置７６は無線電話機である。他の実施形態で
は、無線装置７６の代わりに、あるいは無線装置７６に加えて、タッチスクリーン有線シ
ステムが本システムに接続されていてもよい。本発明のシステムは、本発明の範囲から外
れることなく、そのような諸装置の混成ならびに有線および無線の諸装置の混成を含んで
いてもよい。
【００５８】
　無線装置７６は、ストリーミングされるデジタルビデオ、オーディオおよび／またはオ
ーディオ／ビデオの再生を許容するコンピュータソフトウェアであってもよい。そのよう
なソフトウェアは、本発明の範囲から外れることなく、ビデオ信号と組み合わされた（お
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よび／またはビデオ信号と別個にストリーミングされるがビデオ信号に同期されている）
オーディオ信号ならびに／またはビデオ信号のないオーディオ信号の処理を許容してもよ
い。
【００５９】
　無線装置７６は、無線装置７６上で走っているソフトウェア・アプリケーションを使っ
て、ストリーミング・サーバー６２からビデオ、画像、オーディオおよび／またはオーデ
ィオ・ビデオを受信するよう動作可能にされることができる。ソフトウェア・アプリケー
ションは、アプリケーション配信サーバー６６から取得されてもよいし、当該装置上にあ
らかじめ組み込まれていてもよいし、あるいはこの実施形態における他のいかなる手段に
よって当該装置にインストールされてもよい。無線装置７６をアプリケーション・サーバ
ー６４とのインターフェースをもたせるのに使用されるソフトウェア・アプリケーション
は、無線装置７６に付随するディスプレイ上でストリーミングされたビデオを再生するた
めのソフトウェアを含んでいてもいいし、含んでいなくてもいい。いくつかの実施形態で
は、無線装置７６上の別個のソフトウェアがストリーミングされたビデオを処理するため
に使用されてもよい。ある実施形態では、ストリーミング・サーバー６２からのビデオス
トリームを再生するために使用されるソフトウェアは、ウィンドウズ（登録商標）・メデ
ィア・プレーヤーであってもよい。代替的な実施形態として、これに限られないが、MPEG
4ビデオプレーヤーを使用してもよい。しかし、ストリーミングされたデジタルビデオ、
画像、オーディオおよび／またはオーディオ・ビデオを受信し、それを無線装置７６に付
随するディスプレイに出力する機能のあるソフトウェアのいかなる選択も、本発明の範囲
から外れることなく使用されうる。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、無線装置７６上の、アプリケーション・サーバー６４とのイ
ンターフェースをもたせるソフトウェア・アプリケーションは、無線装置７６をアプリケ
ーション・サーバー６４で登録して無線装置７６がサービスを受けられるようにすること
を許容する。代替的な実施形態では、登録はイベント・マーケティング・システム７２、
チケット管理システム７４および／またはインターネットならびに／または任意の組み合
わせを通じて実施されうる。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、無線装置７６上で走っているソフトウェア・アプリケーショ
ンは、先に論じた仕方の一つで無線装置７６をアプリケーション・サーバー６４に対して
認証することによって、アプリケーション・サーバー６４とのセッションを開く。認証後
、ソフトウェア・アプリケーションおよび無線装置７６は、無線装置７６のユーザーに一
連のオプションを呈示しうる。一つのオプションは、ライブイベントについてのビデオス
トリーム（カメラ・アングル）を選択することでありうる。可能な選択のメニューが、ア
プリケーション・サーバー６４によって無線装置７６に提供されうる。無線装置７６のユ
ーザーがオプションの一つを選択したのち、無線装置７６はストリーミング・サーバー６
２を通じて特定のカメラ５０からのビデオを受信しうる。いくつかの実施形態では、ユー
ザーは、カメラ５０の一つまたは複数によって提供される定期的なスチール画像を選択す
るという追加的なオプションを有していてもよい。このオプションもメニューを通じて提
供されてもよい。ビデオ選択オプションは、ユーザーが、会場ディスプレイ６０に表示さ
れている信号を見ることを許容してもよい。ステップの特定の順序または特定のステップ
を含めるか除外するかは、本発明の範囲から外れることなく変更できる。ライブイベント
によっては、システムはさまざまな事前に記録されたコンテンツをストリーミング・サー
バー６２上に保存していることがある。事前に記録されたコンテンツの例は、ライブイベ
ントでの出演者についての解説、出演者とのインタビューおよび／または出演者のスチー
ル写真を含みうる。ユーザーは、無線装置７６を使ってこの事前に記録されたコンテンツ
を選択するオプションをも有しうる。
【００６２】
　さまざまなイベント（スポーツイベントのような）においては、無線装置７６のユーザ
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ーは、直前のプレーの一つまたは複数のカメラ・アングルからのリプレイを選択するオプ
ションをも有しうる。そのような実施形態では、利用可能なオプションはメニューを使っ
て無線装置７６のユーザーに呈示されることになる。するとユーザーは自分の選択を入力
して、直前のプレーのリプレイを見ることができる。いくつかの実施形態では、複数のプ
レーのリプレイが無線装置７６に利用可能でありうる。
【００６３】
　上記したように、無線装置７６は、認証を通じてアプリケーション・サーバー６４との
セッションを確立しうる。いくつかの実施形態では、アプリケーション・サーバー６４、
ストリーミング・サーバー６２および／または他の任意のサーバーが、ストリーミング・
サーバー６２から受信されたビデオ、オーディオおよび／またはオーディオ・ビデオ・ス
トリームまたはファイルの復号を許容する認証鍵を無線装置７６に提供しうる。他の実施
形態では、認証プロセスが無線装置７６に、その特定の無線装置７６に直接送られるビデ
オストリームを受信することを許容する。他の実施形態では、認証プロセスは、受信され
たビデオストリームが無線装置７６のディスプレイに出力されることを許容する。他の実
施形態では、無線装置７６がストリーミング・サーバー６２にストリームの送信を要求す
ることを許容するために、無線装置７６に証明書またはトークンが与えられうる。本発明
の範囲から外れることなく、いかなる種類の認証が使用されてもよい。
【００６４】
　これらの動作のそれぞれの間、アプリケーション・サーバー６４は、無線装置７６と図
２のシステムの残りとの間の対話を容易にするために、無線装置７６と通信する。他の実
施形態では、アプリケーション・サーバー６４は単に認証情報を無線装置７６に提供する
ことができるだけで、ライブイベントの残りについて無線装置７６の動作を追跡すること
はしない。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、無線装置７６上で走っているソフトウェア・アプリケーショ
ンは、無線装置７６を使って作成されたテキストメッセージ、画像および／またはビデオ
および／またはオーディオ・クリップを、会場ディスプレイ６０上での表示（あるいはオ
ーディオの場合は放送）の可能性のために送ることを許容してもよい。そのような内容は
、アプリケーション・サーバー６４を通じて公開ワークステーション７５に提供されうる
。そこでは、オペレーターが会場ディスプレイ６０にどの内容を表示するかを決定する。
【００６６】
　いくつかの実施形態では、ソフトウェアおよび無線装置７６は、無線装置７６の操作者
が、ライブイベントにおける他の人々とゲーム（たとえばトリビアゲーム）をプレイする
ことを許容する。ゲームは会場ディスプレイ６０上に表示される情報を使ってプレイされ
てもよい。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、無線装置７６上で利用可能なソフトウェアは、アプリケーシ
ョン・サーバー６４と対話しうる。ビデオストリーミング・サービスが利用可能でありう
るこれからのイベントのイベント・カレンダーを無線装置７６に提供するためである。任
意的に、イベント・カレンダーは、無線装置７６の操作者が将来のイベントでのライブビ
デオサービスを申し込んだり、および／またはチケットを購入したりすることを許容する
よう、双方向性であってもよい。
【００６８】
　上記したように、無線装置７６は任意的に、ストリーミング・サーバー６２からストリ
ーミングされるオーディオを、ビデオ信号の一部として、別個の信号として、あるいはス
トリーミング・サーバー６２によって提供されるビデオ信号に同期された別個の信号とし
て受信するよう具備されうる。無線装置７６上のソフトウェアは、ユーザーに、ストリー
ミング・サーバー６２からのストリーミングされたビデオ信号を、オーディオ信号と一緒
、あるいはオーディオ信号なしで見るオプションを提供しうる。
【００６９】
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　いくつかの実施形態では、システムは無線装置７６の所有者に、ライブイベントの一部
または全部を、イベントが終結した後に見ることを許容する。そのような実施形態では、
ストリーミング・サーバー６２または別の装置は、ライブイベントの一部または全部をそ
の進行中にキャッシングまたは記録する。無線装置７６はアプリケーション・サーバー６
４と対話して、ストリーミング・サーバー６２をして過去のライブイベントからのコンテ
ンツを特定の無線装置７６に提供させうる。いくつかの実施形態では、無線装置７６が同
じコンテンツを再閲覧できる回数が制限されてもよい。他の実施形態では、ライブイベン
ト終結後の時間制限が設けられて、その時間期間が満了したあとは無線装置７６の操作者
がもはやそのライブイベントからのコンテンツの一部または全部を見ることができないよ
うにしてもよい。さらに、特定のコンテンツを閲覧できる総回数が、コンテンツ、イベン
トまたはその他に基づいて制限されてもよい。無線装置７６、アプリケーション・サーバ
ー６４および／またはストリーミング・サーバー６２上のソフトウェアは、無線装置７６
がストリーミング・サーバー６２から受信したコンテンツを記録するかエクスポートする
機能を制御するよう対話してもよい。こうして、図２に示されたシステムは、ライブイベ
ントにおける出演者の著作権の保護を許容しうる。
【００７０】
　いくつかの実施形態では、ソフトウェアおよび無線装置７６は、特定のライブイベント
からのコンテンツを友人と共有するためにアプリケーション・サーバー６４と対話しても
よい。そのような実施形態では、無線装置７６は、無線装置７６の操作者がコンテンツを
共有したい友人についての情報をアプリケーション・サーバー６４に提供しうる。すると
アプリケーション・サーバー６４は、そのようなコンテンツをその友人に、ストリーミン
グ・サーバー６２を使って提供しうるわけで、そのコンテンツをその友人の無線装置７６
（またはその他の装置）に提供する。アプリケーション・サーバー６４は、ある特定の無
線装置がコンテンツを共有できる友人の数を制御してもよいし、および／またはあるコン
テンツが無線装置７６の操作者の友人によって閲覧されうる回数を制限してもよい。さら
に、ストリーミング・サーバー６２によって提供されるコンテンツを友人が見ることを許
容される時間期間がアプリケーション・サーバー６４を使って制御されてもよい。
【００７１】
　さらに、特定のコンテンツが友人に提供されるか友人によって閲覧されるかできる総合
的な総回数がコンテンツ、イベントまたはその他に基づいて制限されてもよい。
【００７２】
　いくつかの実施形態では、アプリケーション配信サーバー６６から受信され、無線装置
７６上で走るソフトウェア・アプリケーションは、システムのさまざまな機能の使い方お
よび／または質問、フィードバックもしくはその他の一方向もしくは双方向通信について
システムの運営者への連絡方法についての案内を提供するためのヘルプ機能を提供してい
てもよい。
【００７３】
　いくつかの実施形態では、アプリケーション・サーバー６４およびストリーミング・サ
ーバー６２はさまざまな無線装置７６と一緒に、ライブイベントが行われている会場外の
無線または有線装置の機能を制限してストリーミング・サーバー６２によって提供される
ビデオおよび／またはオーディオを受信させないようにしてもよい。他の実施形態では、
図２に示されたシステムは、ライブイベントが行われている会場から遠隔の無線装置７６
（またはその他の有線もしくは無線の装置）がストリーミング・サーバー６２からのビデ
オおよび／またはオーディオまたはその他のコンテンツをイベントの進行中に受信するこ
とを許容してもよい。そのような実施形態では、遠隔の無線装置７６（またはその他の装
置）はコンテンツをリアルタイムに近い形で受信することも、遅延された形で受信するこ
ともできる。
【００７４】
　動作について見てみると、複数のカメラ５０がライブイベントの間にビデオを取り込み
、ビデオ信号をエンコーダ５２およびビデオ・ミキシング・ボード５４に提供する。ビデ
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オ・ミキシング・ボード５４は今度はビデオ信号を主エンコーダ５６に提供する。エンコ
ーダ５２および主エンコーダ５６からのビデオ信号はストリーミング・サーバー６２に提
供され、エンコードされたメディアを記述するメタデータがアプリケーション・サーバー
６４に提供されてもよい。イベント中のさまざまな時点において、カメラ５０のうち一つ
または複数からのビデオが会場サーバー５８の制御のもとに任意的な会場ディスプレイ６
０に提供されてもよい。いくつかの実施形態では、情報およびコンテンツは、メンバーに
利用可能にされるのに先立って、アプリケーション・サーバー６４によって公開ワークス
テーション７７および／またはレビュー・ワークステーション７５に提供されてもよい。
【００７５】
　イベントの間、一つまたは複数の無線装置７６（またはその他の装置）は、ストリーミ
ング・サーバー６２からストリーミングされるビデオ、オーディオ、オーディオ／ビデオ
ならびに／またはスチール画像を受信しうる。いくつかの実施形態では、無線装置７６が
ストリーミング・サーバー６２から受信されるコンテンツを受信、復号および／または表
示することのいずれかを許容するために、無線装置７６がアプリケーション・サーバー６
４を使って認証されてもよい。本発明は、ライブイベントにおける出席者に、複数のカメ
ラ・ビューのうちの一つを、無線装置７６および／またはビデオ信号を受信する機能のあ
る別の装置上で見るために選択することを許容しうる。
【００７６】
　アプリケーション・サーバー６４が無線装置７６と通信するのはさまざまな仕方があり
、上述したようなアプリケーション配信サーバー６６、SMS/MMSゲートウェイ６８および
／またはSMTPサーバー７０を通じて、ならびに／またはn層（n-tiered）クライアント／
サーバー構成におけるTCP/IPまたはその他のネットワークプロトコルを介してであっても
よい。
【００７７】
　図３は、本発明に基づく例示的な無線装置７６の動作を記述するフローチャートを示し
ている。ステップ９０では、無線装置７６および／または無線装置７６を操作しているユ
ーザーがアプリケーション・サーバー６４を使って認証される。するとアプリケーション
・サーバー６４は無線装置７６（たとえばクライアント・ソフトウェア・アプリケーショ
ン）および／またはストリーミング・サーバー６２に、その特定の無線装置７６がストリ
ーミング・サーバー６２からコンテンツを受信することを許容するために十分な情報を通
信する。
【００７８】
　ステップ９２では、メニュー選択がユーザーに提供される。図３は、多くのメニュー選
択肢を示している。本発明の範囲から外れることなく、他のメニュー選択肢が提供されて
もよいし、図３に示したメニュー選択肢の一部が省略されてもよい。
【００７９】
　リプレイ・オプションが選択された場合、ステップ９４でリプレイのためのさまざまな
オプションが無線装置７６上に表示され、どのリプレイ・オプションを選択するかについ
てのユーザーからの入力が受信される。リプレイ・オプションはカメラ・アングル、ライ
ン・カット（line　cut）および／またはイベントがスポーツイベントであればリプレイ
を受信したい特定のプレーを含みうる。ステップ９６では、選択されたオプションが実行
され、関連するコンテンツがストリーミング・サーバー６２から受信され、無線装置７６
のディスプレイ上に表示されもする。
【００８０】
　ステップ９２でライブ・オプションが選ばれた場合、ライブ閲覧のためのオプションが
ステップ９８で表示され、好ましい表示オプションについての入力がユーザーから受領さ
れる。表示オプションは、複数のカメラ５０のうち一つまたは複数によって提供されるさ
まざまなカメラ・アングル、ビデオおよび／またはスチール写真を受信するオプション、
オーディオをビデオと一緒に受信するかビデオなしで受信するかのオプション、以上の組
み合わせならびに／または他の任意の関連するオプションを含みうる。ステップ１００で
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は、選択されたオプションが実行されることができ、ビデオ（またはスチール写真）がデ
ィスプレイ上に表示され、あるいはオーディオが装置のスピーカーもしくはヘッドセット
または外部スピーカーから再生される。特定の選択がなされたのち、メニュー選択肢を表
示させ、ステップ９２で新たな選択をさせるために、ステップ１１２で何らかの入力が要
求されてもよい。あるいは、ユーザーは、入力装置を使って、たとえば電話のキーパッド
の数字を押すことによって別の選択肢を選ぶことによって該別の選択肢に切り換えること
ができてもよい。それにより現在のビューを中断して、アプリケーションにビューを切り
換えさせるのである。
【００８１】
　ステップ９２でユーザーがイベント・オプションを選択する場合、ステップ１０２でイ
ベント・カレンダーが表示される。任意的に、この特定の実施形態があるサービスへの申
し込み、チケットの購入および／または将来のイベントに関連する他の何らかのオプショ
ンを許容する場合には、ステップ１０２でイベント・カレンダーが表示されたのち、それ
らのオプションがユーザーに呈示される。
【００８２】
　ステップ９２でもしユーザーが選好を変更することを選んだ場合、ステップ１０４で選
好のメニューが表示される。また、ステップ１０４では、ユーザーは自分の選好を入力す
ることができ、それらの選好は次いでステップ１０６で調整されることになる。選好の調
整は、無線装置７６（たとえばクライアント・アプリケーションを通じた）とアプリケー
ション・サーバー６４との間の将来の対話の際のデフォルト選好として使用される情報を
アプリケーション・サーバー６４に提供することを含みうる。
【００８３】
　ステップ９２でコンテンツをスクリーンへというオプションが選択された場合、ステッ
プ１０８でユーザー・コンテンツが受信される。上記したように、そのようなコンテンツ
は無線装置７６を使って作成されたテキスト、スチール写真、ビデオ、オーディオおよび
／またはオーディオ・ビデオ・クリップを含みうる。ステップ１１０では、関連するコン
テンツがたとえばSMS/MMSゲートウェイ６８を使ってアプリケーション・サーバー６４に
送信される。するとアプリケーション・サーバー６４はそのコンテンツを公開ワークステ
ーション７７に、会場ディスプレイ６０上での会場ディスプレイ・オペレーターの管理の
下での表示のために送信しうる。
【００８４】
　いくつかの実施形態では、ユーザー・コンテンツは他の手段によってアプリケーション
・サーバー６４に送信されてもよい。たとえば、ユーザーはコンテンツを取り込むか作成
するかし、次いでそのコンテンツをアプリケーション・サーバー６４に短いコードまたは
電子メールアドレスのような宛先アドレスを使って送ってもよい。
【００８５】
　本発明について詳細に述べてきたが、付属の請求項によって定義される本発明の領分お
よび範囲から外れることなく、さまざまな変更、代替および改変をなすことができる。
【００８６】
　特許庁および本出願に対して発行される何らかの特許の何らかの読者がここに付属され
る請求項を解釈するのを助けるため、出願人は、付属の請求項のいずれについても、特定
の請求項において「ための手段」または「ための段階（ステップ）」が使われていない限
り、本願出願日における米国特許法第１１２条第６項に該当することは意図していないこ
とを注記したいと思います。
 
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明に従って使用されうる汎用コンピュータのブロック図である。
【図２】本発明に基づく、ライブイベントのビデオを提供するために使用されうるシステ
ムの例示的なアーキテクチャを示す図である。
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【図３】本発明のある実施形態に基づく、ライブイベントのビデオを取得するためのポー
タブルデジタル装置を操作する方法を示す図である。
【符号の説明】
【００８８】
１２　プロセッサ
１８　マウス
２２　ディスクドライブ
２４　プリンタ
２６　ディスプレイ
２８　通信リンク
５０　カメラ
５２　エンコーダ
５４　ビデオ・ミキシング・ボード
５６　主エンコーダ
５８　会場サーバー
５９　ビデオ配信システム
６０　会場ディスプレイ
６２　ストリーミング・サーバー
６４　アプリケーション・サーバー
６６　アプリケーション配信サーバー
６８　SMS/MMSゲートウェイ
７０　SMTPサーバー
７２　イベント・マーケティング・システム
７４　チケット管理システム
７５　レビュー・ワークステーション
７６　無線装置
７７　公開ワークステーション
９０　装置／ユーザーを認証
９２　メニュー選択肢を選ぶ
９４　リプレイ・オプションが表示され、入力を受領
９６　選択されたオプションを実行
９８　ライブ・オプションが表示され、入力を受領
１００　選択されたオプションを実行
１０２　イベント・カレンダーを表示
１０４　選好のメニューを表示し、入力を受領
１０６　選好を調整
１０８　ユーザー・コンテンツを受領
１１０　コンテンツをサーバーに送信
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【国際調査報告】



(25) JP 2008-520163 A 2008.6.12

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),
EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,NL,PL,PT,RO,SE,SI,SK,TR),OA(BF,
BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,
CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,L
S,LT,LU,LV,LY,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SY,TJ
,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,YU,ZA,ZM,ZW

（特許庁注：以下のものは登録商標）
１．リナックス

(72)発明者  エイブラムス，マイケル，ディー
            アメリカ合衆国，カリフォルニア州　９０２１０，ビヴァリー・ヒルズ，ウェストワンダ・ドライ
            ヴ　９９６２
Ｆターム(参考) 5C054 AA01  CA04  CH01  FE02  FE23  GB01  HA17 
　　　　 　　  5C164 FA07  SA25P SA26P


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

