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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１又は複数のコンピュータプロセッサを備え、ライブ映像の配信中における商品の販売
を支援するためのシステムであって、
　前記１又は複数のコンピュータプロセッサは、読取可能な命令の実行に応じて、
　ライブ映像の配信者に配信者画面を提示する処理と、
　前記配信者が配信するライブ映像を表示する視聴者画面であって、前記配信者が販売す
る商品に対する所定の行動であって商品の購入前の行動を含む前記所定の行動を実行可能
な前記視聴者画面を、複数の視聴者の各々に提示する処理と、
　前記所定の行動の実行状況に基づいて、個別の視聴者の現在の状態であって商品の購入
に至る前の状態を含む前記現在の状態を、前記配信者画面に表示する処理と、を実行し、
　前記配信者が販売する商品に関する販売商品情報であって少なくとも商品の画像を含む
前記販売商品情報を記憶する記憶装置を更に備え、
　前記視聴者画面は、前記記憶装置に記憶されている前記配信者が販売する商品の画像を
表示するように構成されており、
　前記１又は複数のコンピュータプロセッサは、更に、ライブ映像の配信中において、販
売する商品の追加を、前記配信者画面を介して前記配信者から受け付ける処理を実行し、
　前記商品の追加を受け付ける処理は、前記配信者画面に表示されているライブ映像のス
クリーンショットに基づく画像を、追加する商品の画像として受け付けることを含む、
　システム。
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【請求項２】
　前記現在の状態を表示する処理は、前記配信者画面に加えて、前記複数の視聴者の各々
の前記視聴者画面に、個別の視聴者の前記現在の状態を表示することを含む請求項１のシ
ステム。
【請求項３】
　請求項１又は２のシステムであって、
　前記視聴者画面は、前記配信者が販売する複数の商品の中から前記所定の行動の対象商
品を選択できるように構成されており、
　前記現在の状態を表示する処理は、前記現在の状態と共に、前記所定の行動の対象商品
に関する情報を表示することを含む、
　システム。
【請求項４】
　請求項１ないし３何れかのシステムであって、
　前記視聴者画面は、メッセージの入力を受け付けるように構成されており、
　前記１又は複数のコンピュータプロセッサは、更に、前記複数の視聴者の各々によって
前記視聴者画面を介して入力されるメッセージを前記配信者画面の所定の領域に表示する
処理を実行し、
　前記現在の状態を表示する処理は、前記現在の状態を前記所定の領域に表示することを
含む、
　システム。
【請求項５】
　請求項４のシステムであって、
　前記メッセージを表示する処理は、前記複数の視聴者の各々によるメッセージの入力に
応じて、入力されたメッセージを表示するオブジェクトを前記所定の領域に追加すること
を含み、
　前記現在の状態を表示する処理は、個別の視聴者の前記現在の状態の変化に応じて、変
化後の状態を表示するオブジェクトを前記所定の領域に追加することを含む、
　システム。
【請求項６】
　前記所定の領域は、オブジェクトが新たに追加して表示されると、既に表示されている
オブジェクトが特定の方向に順にスライドするように構成されている請求項５のシステム
。
【請求項７】
　前記入力されたメッセージを表示するオブジェクト、及び、前記変化後の状態を表示す
るオブジェクトは、同じ形状を有している請求項５又は６のシステム。
【請求項８】
　前記現在の状態を表示する処理は、特定の視聴者の前記現在の状態を表示する特定のオ
ブジェクトを前記配信者画面に配置し、前記特定の視聴者の前記現在の状態の変化に応じ
て、前記特定のオブジェクトに表示されている状態を更新することを含む請求項１ないし
３何れかのシステム。
【請求項９】
　１又は複数のコンピュータによって実行され、ライブ映像の配信中における商品の販売
を支援するための方法であって、
　ライブ映像の配信者に配信者画面を提示するステップと、
　前記配信者が配信するライブ映像を表示する視聴者画面であって、前記配信者が販売す
る商品に対する所定の行動であって商品の購入前の行動を含む前記所定の行動を実行可能
な前記視聴者画面を、複数の視聴者の各々に提示するステップと、
　前記所定の行動の実行状況に基づいて、個別の視聴者の現在の状態であって商品の購入
に至る前の状態を含む前記現在の状態を、前記配信者画面に表示するステップと、を備え
、
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　前記１又は複数のコンピュータは、前記配信者が販売する商品に関する販売商品情報で
あって少なくとも商品の画像を含む前記販売商品情報を記憶する記憶装置にアクセス可能
であり、
　前記視聴者画面は、前記記憶装置に記憶されている前記配信者が販売する商品の画像を
表示するように構成されており、
　前記方法は、更に、ライブ映像の配信中において、販売する商品の追加を、前記配信者
画面を介して前記配信者から受け付けるステップを備え、
　前記商品の追加を受け付けるステップは、前記配信者画面に表示されているライブ映像
のスクリーンショットに基づく画像を、追加する商品の画像として受け付けることを含む
、
　方法。
【請求項１０】
　ライブ映像の配信中における商品の販売を支援するためのプログラムであって、
　１又は複数のコンピュータ上で実行されることに応じて、前記１又は複数のコンピュー
タに、
　ライブ映像の配信者に配信者画面を提示する処理と、
　前記配信者が配信するライブ映像を表示する視聴者画面であって、前記配信者が販売す
る商品に対する所定の行動であって商品の購入前の行動を含む前記所定の行動を実行可能
な前記視聴者画面を、複数の視聴者の各々に提示する処理と、
　前記所定の行動の実行状況に基づいて、個別の視聴者の現在の状態であって商品の購入
に至る前の状態を含む前記現在の状態を、前記配信者画面に表示する処理と、を実行させ
、
　前記１又は複数のコンピュータは、前記配信者が販売する商品に関する販売商品情報で
あって少なくとも商品の画像を含む前記販売商品情報を記憶する記憶装置にアクセス可能
であり、
　前記視聴者画面は、前記記憶装置に記憶されている前記配信者が販売する商品の画像を
表示するように構成されており、
　前記１又は複数のコンピュータに、更に、ライブ映像の配信中において、販売する商品
の追加を、前記配信者画面を介して前記配信者から受け付ける処理を実行させ、
　前記商品の追加を受け付ける処理は、前記配信者画面に表示されているライブ映像のス
クリーンショットに基づく画像を、追加する商品の画像として受け付けることを含む、
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ライブ映像の配信中における商品の販売を支援するためのシステム、方法、
及びプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ライブ映像を活用した商品の販売が行われている。例えば、下記特許文献１は、
ユーザによるリアルタイムの動画を用いた商品の紹介を支援するためのシステムを開示す
る。当該システムは、視聴者用／配信者用の画面において、視聴者による商品の購入状況
を表示するように構成されており、例えば、商品の購入数／在庫数を表示し、また、商品
を購入した視聴者のアバターの表示を変化させるように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－１９７４１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　しかしながら、上述した従来のシステムにおいて、配信者は、視聴者による商品の購入
状況を把握することが可能となるものの、当該商品の購入に至っていない視聴者の状況を
把握することはできない。例えば、商品に興味を抱いているものの、その商品の購入には
至っていない視聴者の状況を把握することが出来れば、こうした視聴者に対する配信者に
よるアクション（例えば、ライブ映像を介したフォロー等）が可能となると考えられる。
こうした視聴者に対するアクションは、視聴者が商品の購入に至る可能性を高めると共に
、実店舗における商品販売に似た体験を、配信者及び視聴者の双方に提供し得る。
【０００５】
　本発明の実施形態は、ライブ映像を用いた商品販売における視聴者の状況を当該ライブ
映像の配信者が把握することを支援することを目的の一つとする。本発明の実施形態の他
の目的は、本明細書全体を参照することにより明らかとなる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施形態に係るシステムは、１又は複数のコンピュータプロセッサを備え、
ライブ映像の配信中における商品の販売を支援するためのシステムであって、前記１又は
複数のコンピュータプロセッサは、読取可能な命令の実行に応じて、ライブ映像の配信者
に配信者画面を提示する処理と、前記配信者が配信するライブ映像を表示する視聴者画面
であって、前記配信者が販売する商品に対する所定の行動を実行可能な前記視聴者画面を
、複数の視聴者の各々に提示する処理と、前記所定の行動の実行状況に基づいて、個別の
視聴者の現在の状態であって商品の購入に至る前の状態を含む前記現在の状態を、前記配
信者画面に表示する処理と、を実行する。
【０００７】
　本発明の一実施形態に係る方法は、１又は複数のコンピュータによって実行され、ライ
ブ映像の配信中における商品の販売を支援するための方法であって、ライブ映像の配信者
に配信者画面を提示するステップと、前記配信者が配信するライブ映像を表示する視聴者
画面であって、前記配信者が販売する商品に対する所定の行動を実行可能な前記視聴者画
面を、複数の視聴者の各々に提示するステップと、前記所定の行動の実行状況に基づいて
、個別の視聴者の現在の状態であって商品の購入に至る前の状態を含む前記現在の状態を
、前記配信者画面に表示するステップと、を備える。
【０００８】
　本発明の一実施形態に係るプログラムは、ライブ映像の配信中における商品の販売を支
援するためのプログラムであって、１又は複数のコンピュータ上で実行されることに応じ
て、前記１又は複数のコンピュータに、ライブ映像の配信者に配信者画面を提示する処理
と、前記配信者が配信するライブ映像を表示する視聴者画面であって、前記配信者が販売
する商品に対する所定の行動を実行可能な前記視聴者画面を、複数の視聴者の各々に提示
する処理と、前記所定の行動の実行状況に基づいて、個別の視聴者の現在の状態であって
商品の購入に至る前の状態を含む前記現在の状態を、前記配信者画面に表示する処理と、
を実行させる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の様々な実施形態は、ライブ映像を用いた商品販売における視聴者の状況を当該
ライブ映像の配信者が把握することを支援する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態に係るライブ映像配信システム１のネットワークの構成を概
略的に示す構成図。
【図２】ライブ映像配信システム１の機能を概略的に示すブロック図。
【図３】ユーザ情報テーブル４１１において管理される情報を例示する図。
【図４】ホーム画面６０を例示する図。
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【図５】配信準備画面７０を例示する図。
【図６】視聴者画面８０を例示する図。
【図７】商品詳細画面９０を例示する図。
【図８】購入手続画面１００を例示する図。
【図９】配信者画面１１０を例示する図。
【図１０】商品に対する行動の実行状況と視聴者の状態との対応関係を例示する図。
【図１１】ユーザ情報画面１２０を例示する図。
【図１２】情報表示領域１２４を例示する図。
【図１３】他の具体例における配信者画面１１０Ａを例示する図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
 以下、図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。
【００１２】
　図１は、本発明の一実施形態に係るライブ映像配信システム１の構成を概略的に示す構
成図である。システム１は、図示するように、配信サーバ１０と、当該配信サーバ１０と
インターネット等のネットワーク２０を介して通信可能に接続されたユーザ端末３０とを
備える。図１においては、１つのユーザ端末３０のみが図示されているが、ライブ映像配
信システム１は、複数のユーザ端末３０を備える。システム１は、配信者によるライブ映
像を視聴者に配信するライブ映像配信サービスを提供する。本実施形態におけるライブ映
像配信サービスは、ライブ映像の配信中における配信者による商品の販売を支援する機能
を有する。本実施形態において、ユーザ端末３０のユーザは、配信者として、ライブ映像
の配信及び商品の販売を行うことができ、また、視聴者として、他のユーザによるライブ
映像の視聴及び商品の購入を行うこともできる。また、本実施形態における商品は、様々
なサービスを含み得る。
【００１３】
　配信サーバ１０は、一般的なコンピュータとして構成されており、図１に示すように、
ＣＰＵ（コンピュータプロセッサ）１１と、メインメモリ１２と、ユーザＩ／Ｆ１３と、
通信Ｉ／Ｆ１４と、ストレージ（記憶装置）１５とを備え、これらの各構成要素が図示し
ないバス等を介して電気的に接続されている。
【００１４】
　ＣＰＵ１１は、ストレージ１５等に記憶されている様々なプログラムをメインメモリ１
２に読み込んで、当該プログラムに含まれる各種の命令を実行する。メインメモリ１２は
、例えば、ＤＲＡＭ等によって構成される。
【００１５】
　ユーザＩ／Ｆ１３は、ユーザとの間で情報をやり取りするための各種の入出力装置を含
む。ユーザＩ／Ｆ１３は、例えば、キーボード、ポインティングデバイス（例えば、マウ
ス、タッチパネル等）等の情報入力装置、マイクロフォン等の音声入力装置、カメラ等の
画像入力装置を含む。また、ユーザＩ／Ｆ１３は、ディスプレイ等の画像出力装置、スピ
ーカー等の音声出力装置を含む。
【００１６】
　通信Ｉ／Ｆ１４は、ネットワークアダプタ等のハードウェア、各種の通信用ソフトウェ
ア、及びこれらの組み合わせとして実装され、ネットワーク２０等を介した有線又は無線
の通信を実現できるように構成されている。
【００１７】
　ストレージ１５は、例えば磁気ディスク、フラッシュメモリ等によって構成される。ス
トレージ１５は、オペレーティングシステムを含む様々なプログラム、及び各種データ等
を記憶する。
【００１８】
　本実施形態において、サーバ１０は、それぞれが上述したハードウェア構成を有する複
数のコンピュータを用いて構成され得る。例えば、サーバ１０は、１又は複数のサーバ装



(6) JP 6261787 B2 2018.1.17

10

20

30

40

50

置によって構成され得る。
【００１９】
　このように構成された配信サーバ１０は、ウェブサーバ及びアプリケーションサーバと
しての機能を有し、ユーザ端末３０にインストールされているウェブブラウザ及びその他
のアプリケーション（例えば、ライブ映像配信サービス用のアプリケーション）からの要
求に応答して各種の処理を実行し、当該処理の結果に応じた画面データ（例えば、ＨＴＭ
Ｌデータ）及び制御データ等をユーザ端末３０に送信する。ユーザ端末３０では、受信し
たデータに基づくウェブページ又はその他の画面が表示される。
【００２０】
　ユーザ端末３０は、一般的なコンピュータとして構成されており、図１に示すように、
ＣＰＵ（コンピュータプロセッサ）３１と、メインメモリ３２と、ユーザＩ／Ｆ３３と、
通信Ｉ／Ｆ３４と、ストレージ（記憶装置）３５とを備え、これらの各構成要素が図示し
ないバス等を介して電気的に接続されている。
【００２１】
　ＣＰＵ３１は、ストレージ３５等に記憶されている様々なプログラムをメインメモリ３
２に読み込んで、当該プログラムに含まれる各種の命令を実行する。メインメモリ３２は
、例えば、ＤＲＡＭ等によって構成される。
【００２２】
　ユーザＩ／Ｆ３３は、ユーザとの間で情報をやり取りするための各種の入出力装置であ
る。ユーザＩ／Ｆ３３は、例えば、キーボード、ポインティングデバイス（例えば、マウ
ス、タッチパネル等）等の情報入力装置、マイクロフォン等の音声入力装置、カメラ等の
画像入力装置を含む。また、ユーザＩ／Ｆ３３は、ディスプレイ等の画像出力装置、スピ
ーカー等の音声出力装置を含む。
【００２３】
　通信Ｉ／Ｆ３４は、ネットワークアダプタ等のハードウェア、各種の通信用ソフトウェ
ア、及びこれらの組み合わせとして実装され、ネットワーク２０等を介した有線又は無線
の通信を実現できるように構成されている。
【００２４】
　ストレージ３５は、例えば磁気ディスク又はフラッシュメモリ等によって構成される。
ストレージ３５は、オペレーティングシステムを含む様々なプログラム及び各種データ等
を記憶する。ストレージ３５が記憶するプログラムは、アプリケーションマーケット等か
らダウンロードされてインストールされ得る。
【００２５】
　本実施形態において、ユーザ端末３０は、スマートフォン、タブレット端末、ウェアラ
ブルデバイス、パーソナルコンピュータ、及びゲーム専用端末等として構成され得る。
【００２６】
　このように構成されたユーザ端末３０のユーザは、ストレージ３５等にインストールさ
れているウェブブラウザ又はライブ映像配信サービス用のアプリケーションを介したサー
バ１０との通信を実行することによって、ライブ映像配信サービスを利用することができ
る。
【００２７】
　次に、本実施形態のライブ映像配信システム１が有する機能について説明する。図２は
、配信サーバ１０及びユーザ端末３０がそれぞれ有する機能を概略的に示すブロック図で
ある。配信サーバ１０は、図示するように、様々な情報を記憶及び管理する情報記憶管理
部４１と、ライブ映像配信サービスの基本機能を制御する基本機能制御部４３と、ライブ
映像の配信に関する処理を実行するライブ映像配信部４５と、配信者及び視聴者間の商品
の取引を管理する商品取引管理部４７とを有する。これらの機能は、ＣＰＵ１１及びメイ
ンメモリ１２等のハードウェア、並びに、ストレージ１５等に記憶されている各種プログ
ラムやデータ等が協働して動作することによって実現され、例えば、メインメモリ１２に
読み込まれたプログラムに含まれる命令をＣＰＵ１１が実行することによって実現される
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。また、図２に示すサーバ１０の機能の一部又は全部は、サーバ１０とユーザ端末３０と
が協働することによって実現され、又は、ユーザ端末３０によって実現され得る。例えば
、ライブ映像配信部４５の機能の一部又は全部は、サーバ１０とユーザ端末３０とが協働
することによって実現され、又は、ユーザ端末３０によって実現され得る。
【００２８】
　ユーザ端末３０は、図２に示すように、様々な情報を記憶及び管理する情報記憶管理部
５１と、ライブ映像配信サービスにおける視聴機能を制御する視聴機能制御部５３と、ラ
イブ映像配信サービスにおける配信機能を制御する配信機能制御部５５とを有する。これ
らの機能は、ＣＰＵ３１及びメインメモリ３２等のハードウェア、並びに、ストレージ３
５等に記憶されている各種プログラムやデータ等が協働して動作することによって実現さ
れ、例えば、メインメモリ３２に読み込まれたプログラムに含まれる命令をＣＰＵ３１が
実行することによって実現される。また、図２に示すユーザ端末３０の機能の一部又は全
部は、サーバ１０とユーザ端末３０とが協働することによって実現され、又は、サーバ１
０によって実現され得る。例えば、視聴機能制御部５３及び配信機能制御部５５の機能の
一部又は全部は、サーバ１０とユーザ端末３０とが協働することによって実現され、又は
、サーバ１０によって実現され得る。
【００２９】
　配信サーバ１０の情報記憶管理部４１は、ストレージ１５等において様々な情報を記憶
及び管理する。情報記憶管理部４１は、例えば、図２に示すように、ライブ映像配信サー
ビスのユーザに関する情報を管理するユーザ情報テーブル４１１を有する。
【００３０】
　配信サーバ１０の基本機能制御部４３は、ライブ映像配信サービスの基本機能の制御に
関する様々な処理を実行する。例えば、基本機能制御部４３は、基本機能に関する様々な
画面のＨＴＭＬデータ又は制御データをユーザ端末３０に送信し、ユーザ端末３０で表示
される当該画面を介したユーザによる操作入力に応答して様々な処理を実行し、当該処理
の結果に応じたＨＴＭＬデータ又は制御データをユーザ端末３０に送信する。基本機能制
御部４３によって制御される基本機能は、例えば、ログイン認証（ユーザ認証）、課金制
御、ユーザ管理（例えば、ユーザ情報テーブル４１１の更新等）等を含む。
【００３１】
　配信サーバ１０のライブ映像配信部４５は、ライブ映像の配信に関する様々な処理を実
行する。例えば、ライブ映像配信部４５は、配信者のユーザ端末３０から送信されるライ
ブ映像の動画データを受信し、当該受信した動画データを、複数の視聴者の各々のユーザ
端末３０に送信する。こうしたライブ映像の配信（動画データの送信）は、例えば、スト
リーミング方式を用いて行われる。
【００３２】
　配信サーバ１０の商品取引管理部４７は、ユーザ間の商品の取引の管理に関する様々な
処理を実行する。商品の取引の管理に関する処理は、例えば、視聴者（購入者）による支
払に関する処理、配信者（販売者）による商品の発送に関する処理、及び、配信者及び視
聴者の相互評価に関する処理等を含む。
【００３３】
　ユーザ端末３０の情報記憶管理部５１は、ストレージ３５等において様々な情報を記憶
及び管理する。ユーザ端末３０の視聴機能制御部５３は、ライブ映像配信サービスの視聴
機能の制御に関する様々な処理を実行する。当該視聴機能は、ユーザ端末３０のユーザが
視聴者として他のユーザによって配信されるライブ映像を視聴し、配信者が販売する商品
を購入するための機能である。例えば、視聴機能制御部５３は、配信者が配信するライブ
映像を表示する視聴者画面を視聴者に提示する。例えば、視聴機能制御部５３は、ユーザ
端末３０のディスプレイ等に視聴者画面を表示し、当該視聴者画面において、サーバ１０
から受信する動画データに基づくライブ映像を表示（再生）する。
【００３４】
　本実施形態において、視聴者画面は、配信者が販売する商品に対する所定の行動を実行
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可能なように構成されている。所定の行動は、商品に対する１又は複数の様々な行動が含
まれ得る。例えば、所定の行動は、商品情報の閲覧、及び、商品の購入手続（より詳細に
は、支払方法の選択、配送先の入力等）等を含む。
【００３５】
　ユーザ端末３０の配信機能制御部５５は、ライブ映像配信サービスの配信機能の制御に
関する様々な処理を実行する。当該配信機能は、ユーザ端末３０のユーザが配信者として
ライブ映像を配信し、商品を販売するための機能である。例えば、配信機能制御部５５は
、ユーザ端末３０のカメラ及びマイクロフォン等を介して入力されるライブ映像の動画デ
ータをリアルタイムに生成し、当該生成した動画データをサーバ１０に送信する。また、
配信機能制御部５５は、配信者画面を配信者に提示し、例えば、ユーザ端末３０のディス
プレイ等に配信者画面を表示する。
【００３６】
　本実施形態において、配信者画面は、個別の視聴者の現在の状態を表示するように構成
されている。視聴者の状態は、商品の購入に至る前の状態を含む。視聴者の状態は、これ
らに限定されないが、「商品情報の閲覧中」、「商品の購入手続中」、及び「商品の購入
完了」等を含む。
【００３７】
　個別の視聴者の現在の状態は、商品に対する所定の行動の実行状況に基づいて特定され
る。例えば、サーバ１０のライブ映像配信部４５は、視聴者による視聴者画面を介した所
定の行動の実行状況に基づいて、当該視聴者の現在の状態を特定するように構成される。
個別の視聴者の現在の状態は、例えば、ユーザ情報テーブル４１１において管理される。
例えば、ユーザ端末３０の配信機能制御部５５は、個別の視聴者の現在の状態をサーバ１
０から受信したときに、当該現在の状態を配信者画面に表示するように構成される。
【００３８】
　このように、本実施形態におけるライブ映像配信システム１は、商品に対する所定の行
動の実行状況に基づいて、商品の購入に至る前の状態を含む個別の視聴者の現在の状態を
配信者画面に表示するから、配信者は、商品の購入に至っていない視聴者を含む視聴者の
状況を把握することができる。この結果、例えば、商品に興味を抱いているものの、その
商品の購入には至っていない視聴者に対する配信者によるアクションが可能となる。
【００３９】
　本実施形態において、個別の視聴者の現在の状態は、様々な形式で表示され得る。例え
ば、現在の状態は、当該状態を示す文字列、当該状態に対応する外観（色、形状、及び大
きさ等）を有するオブジェクト、又はこれらの組合せとして表示される。また、現在の状
態は、典型的には、対応する視聴者を識別可能な情報（例えば、アカウント名、及び／又
は、ユーザアイコン等）を伴って表示される。
【００４０】
　本実施形態において、視聴者画面もまた、配信者画面と同様に、個別の視聴者の現在の
状態を表示するように構成され得る。この場合、例えば、ユーザ端末３０の視聴機能制御
部５３は、個別の視聴者の現在の状態をサーバ１０から受信したときに、当該現在の状態
を視聴者画面に表示するように構成される。こうした構成は、視聴者が、他の視聴者の状
況を把握することを支援する。
【００４１】
　また、視聴者画面は、配信者が販売する複数の商品の中から所定の行動の対象商品を選
択できるように構成することができ、この場合、現在の状態は、当該所定の行動の対象商
品に関する情報（例えば、当該商品の画像）と共に表示され得る。配信者が販売する複数
の商品に関する情報は、例えば、ユーザ情報テーブル４１１において管理される。こうし
た構成は、配信者／他の視聴者が、視聴者が興味を抱いている商品を把握することを支援
する。
【００４２】
　また、視聴者画面は、メッセージの入力を受け付けるように構成することができ、この
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場合、配信者画面は、複数の視聴者の各々によって視聴者画面を介して入力されるメッセ
ージを所定の領域に表示するように構成され得る。例えば、サーバ１０のライブ映像配信
部４５は、視聴者画面を介して入力されるメッセージを視聴者のユーザ端末３０から受信
し、当該受信したメッセージを配信者のユーザ端末３０に送信するように構成される。ま
た、例えば、ユーザ端末３０の配信機能制御部５５は、サーバ１０から受信したメッセー
ジを配信者画面の所定の領域に表示するように構成される。メッセージは、テキスト及び
／又は画像によって構成され得る。なお、視聴者画面もまた、配信者画面と同様に、複数
の視聴者の各々によって入力されたメッセージを所定の領域に表示するように構成され得
る。
【００４３】
　本実施形態において、配信者画面／視聴者画面は、個別の視聴者の現在の状態を、メッ
セージが表示される上記所定の領域に表示するように構成され得る。この場合、配信者画
面／視聴者画面は、複数の視聴者の各々によるメッセージの入力に応じて、入力されたメ
ッセージを表示するオブジェクトが上記所定の領域に追加され、個別の視聴者の現在の状
態の変化に応じて、変化後の状態を表示するオブジェクトが上記所定の領域に追加される
ように構成され得る。こうした構成は、メッセージ及び現在の状態の一覧性を向上させる
。
【００４４】
　本実施形態において、配信者画面／視聴者画面は、特定の視聴者の現在の状態を表示す
る特定のオブジェクトが配置され、当該特定の視聴者の現在の状態の変化に応じて、当該
特定のオブジェクトに表示されている状態が更新されるように構成され得る。こうした構
成は、特定の視聴者の現在の状態を表示するオブジェクトが固定されるから、配信者／他
の視聴者は、特定の視聴者の状態の変化を把握し易くなる。
【００４５】
　本実施形態において、視聴者画面は、配信者が販売する商品の画像を表示するように構
成することができ、サーバ１０のライブ映像配信部４５は、ライブ映像の配信中において
、販売する商品の追加を、配信者画面を介して配信者から受け付けると共に、配信者画面
に表示されているライブ映像のスクリーンショットに基づく画像を、追加する商品の画像
として受け付けるように構成され得る。配信者が販売する商品の画像を含む販売商品情報
は、例えば、ユーザ情報テーブル４１１において管理される。例えば、配信者画面は、配
信者による商品の追加の要求に応答して、追加する商品に関する情報を入力するための領
域を表示するように構成され、当該領域は、スクリーンショットの取得、当該スクリーン
ショットに対する画像処理、及び、画像処理後の画像の商品画像としての設定等の操作が
可能となるように構成され得る。こうした構成は、例えば、配信中のライブ映像に含まれ
る物品（例えば、配信者の部屋に置かれている物品等）を販売商品として円滑に追加する
ことを支援する。
【００４６】
　次に、このような機能を有する本実施形態のライブ映像配信システム１の具体例につい
て説明する。図３は、この例において、ユーザ情報テーブル４１１が管理する情報を例示
する。この例におけるユーザ情報テーブル４１１は、図示するように、個別のユーザを識
別する「ユーザＩＤ」に対応付けて、アカウント名、年齢、性別等のユーザの基本的な情
報である「ユーザ基本情報」、ライブ映像の配信履歴に関する情報である「配信履歴情報
」、他のユーザが配信するライブ映像の視聴履歴に関する情報である「視聴履歴情報」、
このユーザに対して行われた配信リクエストの回数を示す「配信リクエスト数」、このユ
ーザが販売する商品として登録している商品に関する情報である「販売商品情報」、商品
を購入する場合の支払に関する情報（クレジットカード情報等）である「支払情報」、商
品を購入する場合の商品の配送先（住所）に関する情報である「配送先情報」、ライブ映
像を視聴者として視聴している場合の現在の状態を示す「現在の状態」等の情報を管理す
る。
【００４７】
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　ユーザ情報テーブル４１１において管理される情報のうち、ユーザ基本情報は、ライブ
映像配信サービスに新規登録（アカウント作成）するとき等のタイミングでユーザによっ
て入力された情報が設定され、その後、適宜に更新される。また、配信履歴情報及び視聴
履歴情報は、ユーザによるライブ映像の配信及び視聴に応じて適宜に更新される。
【００４８】
　販売商品情報は、商品の画像、名称、価格、説明文、及び在庫数等を含む。この例にお
いて、ユーザは、ライブ映像の配信中に販売する商品の候補となる１又は複数の商品を、
所定の画面を介して予め登録しておくことができる。
【００４９】
　図４は、この例のライブ映像配信サービスのホーム画面６０を例示する。このホーム画
面６０は、例えば、当該サービス用のアプリケーションを実行したときに、又は、ウェブ
ブラウザ等を介して当該サービス用のウェブサイトにアクセスしたとき等のタイミングで
ユーザ端末３０に表示される。
【００５０】
　ホーム画面６０は、図４に示すように、配信中の個別のライブ映像に関する情報を表示
する情報表示領域６１が上下方向に並べて配置されており、上下方向のフリック操作によ
って、表示される情報表示領域６１が切り替わるように構成されている。つまり、ユーザ
は、上下方向のフリック操作によって、現在配信中の複数のライブ映像を確認することが
できる。また、ホーム画面６０の右下隅には、「配信準備」と表示された配信準備ボタン
６２が配置されており、当該ボタン６２は、フリック操作に応じた情報表示領域６１の切
り替え表示にかかわらず、その表示位置が固定されている。
【００５１】
　情報表示領域６１は、領域全体に、ライブ映像の内容を説明するための画像（例えば、
配信者によって予め登録される。）が表示され、当該画像に重ねて、ライブ映像を介して
販売される商品の商品画像６１１が配置されている。当該商品画像６１１は、その下端部
に販売価格が表示されている。また、商品画像６１１の右側には、配信者によって登録さ
れているライブ映像の紹介文が表示されており、商品画像６１１及び紹介文の下側には、
配信者に関する情報（配信者のユーザアイコン、アカウント名、フォロワー数、及び、フ
ォロワーのユーザアイコン等）が表示されている。
【００５２】
　ユーザが、配信者としてライブ映像を配信しようとする場合、配信準備ボタン６２を選
択する。配信準備ボタン６２が選択されると、図５に例示する配信準備画面７０が、ホー
ム画面６０に重ねてオーバーレイ表示される。配信準備画面７０は、図示するように、販
売する商品の候補としてユーザによって予め登録されている商品に関する情報を表示する
登録商品表示領域７２と、今回のライブ映像の配信中に販売する商品を設定するための販
売商品設定領域７４と、今回のライブ映像の紹介文を入力するための紹介文入力領域７６
と、「開始」と表示された配信開始ボタン７８とを有する。
【００５３】
　登録商品表示領域７２は、予め登録されている商品に関する情報（商品画像、名称、価
格、説明文、及び在庫数等）を一覧表示する。当該情報は、ユーザ情報テーブル４１１の
販売商品情報において管理されている。販売商品設定領域７４は、左右方向に並ぶ４つの
マス目によって構成されており、当該４つのマス目には、視聴者に提示する際の優先順位
に対応する１～４の番号が付されている。このように、この例においては、１回のライブ
映像の配信において販売可能な商品の種類は４つまでに制限されている。ユーザは、例え
ばドラッグ操作によって、登録商品表示領域７２に表示されている商品の中から今回販売
する１又は複数の商品を選択して販売商品設定領域７４に設定する。なお、上述したホー
ム画面６０の情報表示領域６１には、販売商品設定領域７４を介して設定された商品のう
ち、最も優先順位が高い商品（１の番号が付されたマス目に設定された商品）の商品画像
６１１が表示される。
【００５４】
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　ユーザが配信開始ボタン７８を選択すると、当該ユーザによるライブ映像の配信が開始
される。具体的には、ユーザ端末３０のカメラ及びマイクロフォンを介して入力されるラ
イブ映像に対応する動画データの生成が開始され、生成された動画データがユーザ端末３
０から配信サーバ１０に対して送信されるようになる。ライブ映像の配信の開始に伴って
、当該ライブ映像に関する情報を表示する情報表示領域６１がホーム画面６０において表
示されるようになり、また、ライブ映像の配信を開始したことを示す通知がユーザのフォ
ロワー等に対して行われる。
【００５５】
　図６は、ライブ映像の視聴者のユーザ端末３０において表示される視聴者画面８０を例
示する。視聴者画面８０は、例えば、ホーム画面６０において表示されている情報表示領
域６１を選択することに応じて、対応するライブ映像を表示する視聴者画面８０が表示さ
れる。視聴者画面８０は、図示するように、画面全体が、ライブ映像を表示するライブ映
像表示領域８１として構成されている。また、当該画面８０は、画面下端に位置し、配信
者が販売する商品に関する情報を表示する商品情報表示領域８２と、画面上端に位置し、
配信者に関する情報（配信者のユーザアイコン、アカウント名、フォロワー数、及び、フ
ォロワーのユーザアイコン等）を表示する配信者情報表示領域８３と、商品情報表示領域
８２の上側に位置し、コメント（メッセージ）を入力するためのコメント入力領域８４と
、コメント入力領域８４の右側に位置し、ハート型の形状を有するいいねボタン８５と、
いいねボタン８５の上側に位置し、ＳＮＳ等の他のサービスを介して当該ライブ映像を他
のユーザ（当該他のサービスのユーザ）とシェア（共有）するためのシェアボタン８６と
、コメント入力領域８４の上側に位置するコメント表示領域（所定の領域）８７とが、ラ
イブ映像表示領域８１に重ねて配置されている。これらの領域／オブジェクトは、背後に
位置するライブ映像表示領域８１に表示されているライブ映像が視認可能となるように、
所定の透明度を有する。
【００５６】
　商品情報表示領域８２には、商品画像８２１と、「購入」と表示された購入ボタン８２
３とが配置されている。商品画像８２１は、その下端部において、商品の在庫数が表示さ
れている。また、商品画像８２１の右側には、当該商品に関するその他の情報（名称及び
価格等）が表示されている。商品情報表示領域８２は、１つの商品に関する情報を表示し
、配信者が複数の商品を販売している場合には、当該領域８２に対する左右方向のフリッ
ク操作によって、表示される商品が切り替わるように構成されている。商品情報表示領域
８２において切り替え表示される商品の順序は、配信準備画面７０の販売商品設定領域７
４を介して設定された優先順位に従う順序であり、最も優先順位が高い商品が初期表示さ
れる。
【００５７】
　ユーザがいいねボタン８５を選択すると、当該ライブ映像に対する「いいね」が入力さ
れ、当該ライブ映像に対して一時的な視覚効果（例えば、ハート型のオブジェクトを用い
たアニメーション表示）が付加される。こうした視覚効果の付加は、他の視聴者の視聴者
画面８０、及び、後述する配信者画面１１０においても反映される。視聴者は、当該いい
ねボタン８５を選択することにより、ライブ映像に対する好意的な感情を表現することが
できる。コメント表示領域８７の表示内容については後述する。
【００５８】
　商品情報表示領域８２は、視聴者が、表示されている商品に対する行動（所定の行動）
を実行するための領域として機能する。具体的には、視聴者が、商品画像８２１を選択す
ると、図７に例示する商品詳細画面９０が、視聴者画面８０に重ねてオーバーレイ表示さ
れる。当該画面９０は、背後に位置する視聴者画面８０（ライブ映像）が視認可能となる
ように、所定の透明度を有する画面として構成されている。商品詳細画面９０は、図示す
るように、商品に関する詳細情報を表示し、画面右下隅に、「購入」と表示された購入ボ
タン９２が配置されている。視聴者は、当該商品詳細画面９０を介して、商品の詳細情報
（例えば、商品の状態、配送料、発送までの日数等）を確認することができる。
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【００５９】
　視聴者が、商品詳細画面９０の購入ボタン９２を選択すると、商品詳細画面９０に代え
て、図８に例示する購入手続画面１００が視聴者画面８０に重ねてオーバーレイ表示され
る。当該画面１００もまた、背後に位置する視聴者画面８０（ライブ映像）が視認可能と
なるように、所定の透明度を有する画面として構成されている。ここで、上述した視聴者
画面８０の商品表示領域８２における購入ボタン８２３が視聴者によって選択された場合
も、同様に、当該購入手続画面１００が表示される。
【００６０】
　購入手続画面１００は、図８に示すように、商品情報を表示すると共に、支払方法を選
択するための支払方法選択領域１０２と、商品の配送先を選択するための配送先選択領域
１０４と、「確定」と表示された確定ボタン１０６とを有する。支払方法選択領域１０２
は、複数の支払方法（例えば、クレジットカード払い、コンビニ払い等）の中からユーザ
が所望の支払方法を選択できるように構成されている。配送先選択領域１０４は、ユーザ
が予め登録している配送先の中から所望の配送先を選択でき、また、新たな配送先を登録
できるように構成されている。
【００６１】
　ユーザが、確定ボタン１０６を選択すると、商品の購入手続が完了し、後続の処理が進
められる。この例において、配信者と視聴者との間で行われる商品の取引は、エスクロー
方式が採用されており、具体的には、視聴者（購入者）による代金の支払いは、エクスロ
ーエージェントとしてのライブ映像配信サービスを提供する事業者に対して行われ、当該
サービス提供事業者に対する支払いの完了後、配信者（販売者）による視聴者に対する商
品の発送が行われる。そして、商品の発送が完了すると、サービス提供事業者から配信者
に対して、手数料を差し引いた代金が支払われ、又は、当該代金は、サービス内のポイン
トとして支払われる。購入手続完了後の後続の処理は、これらの各段階における処理が含
まれる。また、商品の購入手続の完了に応じて、対応する商品の在庫数が更新される。
【００６２】
　図９は、配信者のユーザ端末３０において表示される配信者画面１１０を例示する。当
該配信者画面１１０は、上述した配信準備画面７０の配信開始ボタン７８が選択されたと
きに表示される。配信者画面１１０は、図示するように、視聴者画面８０と同様に、画面
全体が、ライブ映像を表示するライブ映像表示領域１１１として構成されている。当該ラ
イブ映像表示領域１１１に表示されるライブ映像は、配信者のユーザ端末３０のカメラを
介してリアルタイムに入力される映像である。
【００６３】
　また、配信者画面１１０は、視聴者画面８０と同様に、商品情報表示領域１１２と、コ
メント入力領域１１４と、コメント表示領域１１７とを有する。但し、配信者画面１１０
における商品情報表示領域１１２は、視聴者画面８０の商品情報表示領域８２における購
入手続ボタン８２３に相当するボタンを有していない。また、配信者画面１１０は、右上
隅に、「終了」と表示された終了ボタン１１３が配置されている。当該終了ボタン１１３
は、配信者が、ライブ映像の配信を終了するためのオブジェクトである。
【００６４】
　商品情報表示領域１１２は、視聴者画面８０における商品情報表示領域８２と同様に、
左右方向のフリック操作によって表示される商品が切り替わるように構成されており、配
信者は、自身が販売する商品の在庫数等の情報を、当該商品情報表示領域１１２を介して
確認することができる。
【００６５】
　ここで、視聴者画面８０及び配信者画面１１０が有するコメント表示領域８７、１１７
の表示内容について説明する。まず、コメント表示領域８７、１１７は、視聴者画面８０
及び配信者画面１１０のコメント入力領域８４、１１４を介して入力されるコメントに対
応するコメントオブジェクトＣＯを表示する。当該コメントオブジェクトＣＯは、角丸の
長方形の形状を有しており、その内側に、コメントを入力したユーザのアカウント名及び
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コメントの内容を表示する。
【００６６】
　また、コメント表示領域８７、１１７は、コメントオブジェクトＣＯに加えて、商品に
対する行動の実行状況に基づく個別の視聴者の現在の状態を表示する状態オブジェクトＳ
Ｏを表示する。当該状態オブジェクトＳＯは、角丸の長方形の形状を有しており、その内
側に、行動の対象商品の商品画像、視聴者のアカウント名、及び、状態に対応するテキス
トを表示する。
【００６７】
　図１０は、商品に対する行動の実行状況と視聴者の状態との対応関係を例示する。図示
するように、この例では、視聴者が商品詳細画面９０を表示しているという状況が、「商
品確認中」という状態に対応し、購入手続画面１００を表示しているという状況が、「購
入手続中」という状態に対応し、購入手続を完了したという状況が、「購入完了」という
状態に対応する。状態オブジェクトＳＯには、これらの「商品確認中」、「購入手続中」
、及び「購入完了」の何れかのテキストが表示される。なお、これらの視聴者の状態は例
示であって、本実施形態に従う他の具体例においては、ここに例示した状態とは異なる状
態が適用され得る。例えば、「購入手続中」という状態は、「支払方法選択中」及び「配
送先選択中」等に細分化され得る。
【００６８】
　また、コメント表示領域８７、１１７は、コメントオブジェクトＣＯ及び状態オブジェ
クトＳＯに加えて、視聴者のその他の行動（商品に対する行動以外の行動）を通知する行
動通知オブジェクトＡＯを表示する。行動通知オブジェクトＡＯは、外枠を有しないテキ
ストオブジェクトとして構成されている。この例において、行動通知オブジェクトＡＯは
、ライブ映像の視聴の開始（入室）、及びその終了（退室）、ライブ映像のシェア、並び
に「いいね」の入力の何れかの行動を通知するオブジェクトとして構成されている。図６
及び図９の例では、「Ｘさんが入室しました」という内容の行動通知オブジェクトＡＯが
表示されており、ユーザＸが当該ライブ映像の視聴を開始したことを示している。
【００６９】
　コメント表示領域８７、１１７は、上述した各オブジェクト（コメントオブジェクトＣ
Ｏ、状態オブジェクトＳＯ、及び、行動通知オブジェクトＡＯ）が新たに追加して表示さ
れると、既に表示されているオブジェクトが上方向に順にスライドするように構成されて
いる。コメントオブジェクトＣＯは、ユーザによるメッセージの入力に応じて追加される
。また、状態オブジェクトＳＯは、個別の視聴者の現在の状態の変化に応じて追加され、
具体的には、視聴者が商品詳細画面９０の表示を開始した（つまり、視聴者画面８０の商
品画像８２１を選択した）ときに「商品確認中」を示す状態オブジェクトＳＯが追加され
、購入手続画面１００の表示を開始した（つまり、視聴者画面８０の購入ボタン８２３、
又は、商品詳細画面９０の購入ボタン９２を選択した）ときに「購入手続中」を示す状態
オブジェクトＳＯが追加され、購入手続を完了した（つまり、購入手続画面１００の確定
ボタン１０６を選択した）ときに「購入完了」を示す状態オブジェクトＳＯが追加される
。また、行動通知オブジェクトＡＯは、視聴者による対応する行動の実行に応じて追加さ
れる。
【００７０】
　なお、コメント表示領域８７、１１７の高さを超える数のオブジェクトが追加されると
、上方向に順にスライドする過去のオブジェクトの一部が表示されなくなるが、コメント
表示領域８７、１１７は、ユーザによる上下方向のフリック操作によって、過去のオブジ
ェクトも含めた全てのオブジェクトを対象とした切り替え表示が行われるように構成され
ている。
【００７１】
　このように、この例におけるコメント表示領域８７、１１７は、視聴者によって入力さ
れるコメント（コメントオブジェクトＣＯ）が表示されるから、配信者は、当該コメント
を介して視聴者の状況を知ることができる。また、個別の視聴者の現在の状態（状態オブ
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ジェクトＳＯ）がコメント表示領域８７、１１７において表示されるから、配信者は、コ
メントの入力に消極的な視聴者についても、その状況を知ることができる。このように、
消極的な視聴者に対しても配信者によるアクション（声掛け、コメント等）が可能となる
結果、視聴者に負担（例えば、コメントの入力）を強いることなく、円滑な双方向コミュ
ニケーションが実現され得る。また、個別の視聴者の現在の状態が段階的に表示される（
この例では、「商品確認中」、「購入手続中」、及び「購入完了」の３段階で表示される
）から、配信者は、視聴者の状況に応じたアクション（例えば、特定の状態の滞留時間が
長くなっている場合における適切なフォロー等）を行うことができるとともに、販売商品
が視聴者に興味を持たれて売れていく様子を実感することができる。さらに、視聴者は、
他の視聴者の状況を知ることができるので、周りの視聴者の動向を考慮して買い時等を判
断することができる。このように、状態オブジェクトＳＯを介した視聴者の状態の表示は
、実店舗における商品販売と似た体験を配信者及び視聴者に対して提供することができる
。なお、配信者は、行動通知オブジェクトＡＯを介して、視聴者によるその他の行動を把
握することもできる。
【００７２】
　図１１は、個別のユーザに関する情報を表示するユーザ情報画面１２０を例示する。ユ
ーザ情報画面１２０は、各種の画面に表示されているユーザアイコンを選択することに応
じて、対応するユーザのユーザ情報画面１２０が表示される。ユーザ情報画面１２０は、
図示するように、対応するユーザの基本情報を表示する基本情報表示領域１２１と、対応
するユーザの過去の商品の販売状況に関する情報を表示する販売状況表示領域１２２と、
販売状況表示領域１２２の下側に上下方向に並べて配置される１又は複数の情報表示領域
１２４とを有する。情報表示領域１２４は、対応するユーザが過去に配信したライブ映像
に関する情報を個別に表示する領域である。ユーザ情報画面１２０は、ユーザによる上下
方向のフリック操作によって、画面全体の表示内容が切り替わるように構成されている。
また、ユーザ情報画面１２０は、「リクエスト」と表示された配信リクエストボタン１２
６が右下隅に配置されている。当該オブジェクト１２６は、上下方向のフリック操作にか
かわらず、その表示位置が固定されている。
【００７３】
　販売状況表示領域１２２は、対応するユーザが直近に販売した所定数（これ例では４つ
）の商品の商品画像１２２１を表示する。商品画像１２２１には、価格／在庫数等の情報
が重ねて表示される。また、商品販売情報表示領域１２２は、商品画像１２２１の下側に
、対応するユーザの過去の取引における評価情報を表示する。当該評価情報は、対応する
ユーザから商品を購入した他のユーザによる評価であり、３段階の評価（良い、普通、及
び悪い）における各段階の評価数が表示されている。これらの情報により、ユーザは、対
応するユーザが取り扱っている商品の概要、及び、他のユーザからの評価を知ることがで
きる。
【００７４】
　ユーザが配信リクエストボタン１２６を選択すると、対応するユーザに対する配信リク
エストが実行される。配信リクエストの実行に応じて、ユーザ情報テーブル４１１の配信
リクエスト数が更新されると共に、対応するユーザに対する通知が行われる。ここで、配
信リクエストを、販売商品（販売状況表示領域１２２に商品画像１２２１が表示されてい
る商品）と関連付けて実行できるようにしても良い。この場合、対応するユーザに対する
通知は、当該関連付けられた商品に関する情報を含む。
【００７５】
　図１２は、ユーザ情報画面１２０の情報表示領域１２４を例示する。情報表示領域１２
４は、ホーム画面６０の情報表示領域６１と同様の構成を有し、領域全体に、ライブ映像
の内容を説明するための画像が表示され、当該画像に重ねて、ライブ映像を介して販売さ
れた商品の商品画像１２４１が配置されている。
【００７６】
　ユーザが、ユーザ情報画面１２０の情報表示領域１２４を選択すると、対応するライブ
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映像が、視聴者画面８０に相当する画面を介して再生される。つまり、この例において、
過去のライブ映像は、配信サーバ１０の情報記憶管理部４１（ストレージ１５等）におい
て記憶されており、当該記憶されている過去のライブ映像は、ユーザからの要求に応じて
再生される。この例では、過去のライブ映像の再生中においては、視聴者は、商品を購入
できないように構成されている。しかしながら、本実施形態の他の具体例においては、過
去のライブ映像の再生中においても、当該ライブ映像の配信中において販売されていた商
品の購入手続が可能となるように構成され得る。
【００７７】
　上述した例において、ライブ映像の配信中における販売商品の追加を配信者から受け付
けられるようにしても良い。この場合、例えば、配信者画面１１０は、配信者による商品
の追加の要求に応答して、追加する商品に関する情報を入力するための領域を表示するよ
うに構成され、当該領域は、スクリーンショットの取得、当該スクリーンショットに対す
る画像処理（トリミング等を含む）、及び、画像処理後の画像の商品画像としての設定等
の操作が可能となるように構成され得る。そして、こうしたスクリーンショットに基づく
商品画像が、商品の画像としてユーザテーブル４１１の販売商品情報に登録され、各種の
画面において表示される。
【００７８】
　上述した例では、状態オブジェクトＳＯをコメント表示領域８７、１１７に表示するよ
うに構成したが、本実施形態の他の具体例では、状態オブジェクトＳＯは、コメントを表
示するコメント表示領域とは別の領域に表示するように構成され得る。図１３は、他の具
体例における配信者画面１１０Ａを例示する。この配信者画面１１０Ａは、図示するよう
に、終了ボタン１１３の下側に、状態オブジェクトＳＯを表示するための情報表示領域１
１８Ａを有する。この例では、例えば、視聴者が、商品詳細画面９０の表示を開始すると
、「商品確認中」を示す状態オブジェクトＳＯが情報表示領域１１８Ａに追加され、その
後、この視聴者が、購入手続画面１００の表示を開始すると、当該追加されている状態オ
ブジェクトＳＯの表示内容が「購入手続中」に更新される。また、他の視聴者が商品に対
する行動を開始すると、当該他の視聴者対応する状態オブジェクトＳＯが新たに追加され
る。このように、視聴者毎に現在の状態を示す状態オブジェクトＳＯが固定されていると
、配信者は、視聴者毎の状態の変化を把握し易くなる。
【００７９】
　上述した例において、状態オブジェクトＳＯの外観（色、形状、及び大きさ等）を、様
々な条件で変化させるようにしても良い。様々な条件は、対象商品に関する条件を含む。
例えば、対象商品の在庫数に基づいて状態オブジェクトＳＯの外観を変化させ（例えば、
在庫数が少ないほど状態オブジェクトＳＯを大きくする）、また、対象商品の販売価格に
基づいて状態オブジェクトＳＯの外観を変化させる（例えば、販売価格の価格帯毎に状態
オブジェクトＳＯの色が異なるようにする）ようにしても良い。また、様々な条件は、視
聴者に関する条件を含み、例えば、特定の視聴者（他の視聴者への影響の大きい有名人等
）の状態オブジェクトＳＯの外観を、他の視聴者の状態オブジェクトＳＯの外観とは異な
るようにしても良い。
【００８０】
　以上説明した本実施形態に係るライブ映像配信システム１は、商品に対する所定の行動
の実行状況に基づいて、商品の購入に至る前の状態を含む個別の視聴者の現在の状態を配
信者画面に表示するから、配信者は、商品の購入に至っていない視聴者を含む視聴者の状
況を把握することができる。このように、本発明の実施形態は、ライブ映像を用いた商品
販売における視聴者の状況を当該ライブ映像の配信者が把握することを支援する。
【００８１】
　本明細書で説明された処理及び手順は、明示的に説明されたもの以外にも、ソフトウェ
ア、ハードウェアまたはこれらの任意の組み合わせによって実現される。例えば、本明細
書で説明される処理及び手順は、集積回路、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、磁気ディス
ク等の媒体に、当該処理及び手順に相当するロジックを実装することによって実現される
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。また、本明細書で説明された処理及び手順は、当該処理・手順に相当するコンピュータ
プログラムとして実装し、各種のコンピュータに実行させることが可能である。
【００８２】
　本明細書中で説明された処理及び手順が単一の装置、ソフトウェア、コンポーネント、
モジュールによって実行される旨が説明されたとしても、そのような処理または手順は複
数の装置、複数のソフトウェア、複数のコンポーネント、及び／又は複数のモジュールに
よって実行され得る。また、本明細書において説明されたソフトウェアおよびハードウェ
アの要素は、それらをより少ない構成要素に統合して、またはより多い構成要素に分解す
ることによって実現することも可能である。
【００８３】
　本明細書において、発明の構成要素が単数もしくは複数のいずれか一方として説明され
た場合、又は、単数もしくは複数のいずれとも限定せずに説明された場合であっても、文
脈上別に解すべき場合を除き、当該構成要素は単数又は複数のいずれであってもよい。
【符号の説明】
【００８４】
　１　ライブ映像配信システム
　１０　配信サーバ
　２０　ネットワーク
　３０　ユーザ端末
　４１　情報記憶管理部
　４３　基本機能制御部
　４５　ライブ映像配信部
　４７　商品取引管理部
　５１　情報記憶管理部
　５３　視聴機能制御部
　５５　配信機能制御部
　６０　ホーム画面
　７０　配信準備画面
　８０　視聴者画面
　８７、１１７　コメント表示領域（所定の領域）
　９０　商品詳細画面
　１００　購入手続画面
　１１０、１１０Ａ　配信者画面
　１１８Ａ　情報表示領域（所定の領域）
　１２０　ユーザ情報画面
　ＳＯ　状態オブジェクト
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