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(57)【要約】
　本発明は、イベントに参加するユーザーに対しイベン
ト関連コンテンツを提供するためのシステムにおいて、
イベントを撮影するためのカメラセット（１１０、１１
１、１１２）と、前記カメラからビデオストリームを受
信するように適応された中央ユニット（１２０）と、イ
ベントサイトにある複数のユーザー端末（１４０）と、
前記中央ユニットと前記複数のユーザー端末間の通信の
ためのローカル無線ネットワーク（１３０）と、前記中
央ユニットによりアクセス可能であるイベント関連編集
コンテンツ（６２０）のソース（１６０）と、前記ロー
カル無線ネットワーク（１３０）を介して前記中央ユニ
ット（１２０）により提供されるイベント関連編集コン
テンツおよびビデオストリームを、専用ユーザーインタ
ーフェース（８００）を通して選択的に表示するために
前記ユーザー端末（１４０）内に具備されている手段と
、時間、ユーザー端末位置特定およびトリガリングイベ
ントを含む群の中に含まれるパラメータの一関数として
ユーザー端末によりアクセス可能なイベント関連コンテ
ンツの性質および内容を選択的に制御するために前記中
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　イベントに参加するユーザーに対しイベント関連コンテンツを提供するためのシステム
において、
－　イベントを撮影するためのカメラセット（１１０、１１１、１１２）と、
－　前記カメラからビデオストリームを受信するように適応された中央ユニット（１２０
）と、
－　イベントサイトにある複数のユーザー端末（１４０）と、
－　前記中央ユニットと前記複数のユーザー端末間の通信のためのローカル無線ネットワ
ーク（１３０）と、
－　前記中央ユニットによりアクセス可能であるイベント関連編集コンテンツ（６２０）
のソース（１６０）と、
－　前記ローカル無線ネットワーク（１３０）を介して前記中央ユニット（１２０）によ
り提供されるイベント関連編集コンテンツおよびビデオストリームを、専用ユーザーイン
ターフェース（８００）を通して選択的に表示するために前記ユーザー端末（１４０）内
に具備されている手段と、
－　時間、ユーザー端末位置特定およびトリガリングイベントを含む群の中に含まれるパ
ラメータの一関数としてユーザー端末によりアクセス可能なイベント関連コンテンツの性
質および内容を選択的に制御するために前記中央ユニット（１２０）に具備されるコンテ
ンツコントロール手段（４００、４１０、４３０）と、
を含むシステム。
【請求項２】
　ユーザー端末（１４０）内に、受信したイベントチケット（２００）または付随するデ
ータから、前記中央ユニットとの通信を確立するための接続情報を導出するための手段を
さらに含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　イベント関連編集コンテンツを生成するためのエディタプラットフォーム（３００、３
１０、３２０）をさらに含み、前記エディタプラットフォームが、外部データソースから
イベント関連情報を検索し、前記情報を記憶する（３２０）ための検索手段を含めた、第
一の編集モジュール（３００）を含んでいる、請求項１または２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記エディタプラットフォームが、イベント関連データフラックスをフィルタリングし
、検索されたフラックスを前記中央ユニット（１２０）へと導くための検索手段を含む第
二の編集モジュール（３１０）を含む、請求項１～３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記データフラックスがインスタントメッセージフラックスを含む、請求項４に記載の
システム。
【請求項６】
　前記検索手段が、ユーザープロフィール情報に基づく検索基準を使用できる、請求項３
～５のいずれか一つに記載のシステム。
【請求項７】
　ローカル無線ネットワークを介してユーザー端末（１４０）から受信した命令に応答し
て、プロフィールアクセス性を含めたユーザープロフィール情報を変更するための手段を
さらに含む、請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　ローカル無線ネットワーク（１３０）を通して伝送されたユーザー端末（１４０）から
のアクションに応答して編集コンテンツ（６２０）を変更するための手段をさらに含む、
請求項１～７のいずれか一つに記載のシステム。
【請求項９】
　前記ユーザー端末（１４０）が、中央ユニット（１２０）に接続された他のユーザー端
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末（１４０）を表わすユーザーアイコン（８３１）を表示するための手段をさらに含む、
請求項１～８のいずれか一つに記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ユーザー端末（１４０）が、対応するユーザーに関するまたは対応するユーザー由
来の異なる情報要素を選択的に表示できるようにするグラフィカルユーザーインターフェ
ース（８００）を含む、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　所与のユーザーに関する前記情報要素が、ユーザー端末位置特定データ、所与のユーザ
ーが関与しているメッセージスレッド、または所与のユーザー端末のカメラにより生成さ
れるビデオストリームを含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　異なる情報要素の選択的表示が、ユーザーアイコン（８３２）がそれに向かってドラッ
グされる特定のゾーン（８４０、８４１、８４２）にしたがって実施される、請求項１１
に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記ユーザー端末（１４０）が、前記編集プラットフォームから導出されるコンテキス
ト情報（９１０）を表示できるようにするユーザーインターフェース（９００）を含んで
いる、請求項１～１２のいずれか一つに記載のシステム。
【請求項１４】
　前記ユーザーインターフェースがユーザー作動型キーワードの表示を含む、請求項１３
に記載のシステム。
【請求項１５】
　ユーザー端末（１４０）が捕捉した情報を前記中央ユニット（１２０）に伝送するため
の手段をさらに含み、こうして前記情報を前記中央ユニットおよび前記ローカル無線ネッ
トワーク（１３０）を介して他のユーザー端末へと転送できるようになっている、請求項
１～１４のいずれか一つに記載のシステム。
【請求項１６】
　前記捕捉された情報がビデオストリームを含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記ビデオストリームが、バックステージイベントおよびミニショーなどのイベントの
サイドシーンのビデオストリームを含む、請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記捕捉された情報が、ユーザー入力インスタントメッセージを含む、請求項１５～１
７のいずれか一つに記載のシステム。
【請求項１９】
　前記カメラ（１１０、１１１、１１２）の位置特定情報を決定するため、および前記ユ
ーザー端末（１４０）上に前記位置特定情報を選択的に表示するためのコンテキストエン
ジンをさらに含む、請求項１～１８のいずれか一つに記載のシステム。
【請求項２０】
　前記コンテンツコントロール手段（４００、４１０、４３０）が、トリガリングイベン
トが実際に発生したことに応答して、トリガリングイベントと、前記コンテンツコントロ
ール手段を支配する動作条件とを、時間軸上で設定するためのユーザーインターフェース
を有するタイムライン生成手段を含む、請求項１～１９のいずれか一つに記載のシステム
。
【請求項２１】
　中央ユニット（１２０）がネットワーク（１５０）を介してイベント関連編集コンテン
ツソース（１６０）に接続されており、コントロールユニット（１２０）内にはイベント
関連編集コンテンツの少なくとも一部分のコピーを記憶してネットワーク負荷をマスター
するための手段をさらに含む、請求項１～２０のいずれか一つに記載のシステム。
【請求項２２】
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　イベントに参加するユーザーに対しイベント関連コンテンツを提供するための中央ユニ
ット（１２０）を含む、イベントブロードキャスト用のコントロールルーム機器において
、前記中央ユニットが、
－　コントロールルーム機器に接続されたカメラ（１１０、１１１、１１２）からのビデ
オストリームを受信するための手段と、
－　前記中央ユニットとイベントサイトにある複数のユーザー端末（１４０）との間の通
信のために、ローカル無線ネットワーク（１３０）に接続するための手段と、
－　イベント関連コンテンツを前記中央ユニットに提供するように適応されたイベント関
連編集コンテンツ（１６０、３００、３１０、３２０、３３０）のソース（１６０）にア
クセスするための手段と、
－　ビデオストリームおよびイベント関連コンテンツを含む組合せ型コンテンツを、前記
ローカル無線ネットワーク（１３０）を介して選択的にブロードキャストするための手段
と、
－　ローカル無線ネットワーク（１３０）に接続されたユーザー端末（１４０）からのユ
ーザー関連情報要素を、前記ローカル無線ネットワーク（１３０）を介して受信するため
の手段と、
－　時間、端末位置特定およびトリガリングイベントを含む群の中に含まれるパラメータ
の関数としてブロードキャストコンテンツの性質および内容を選択的に制御するための、
コンテンツコントロール手段（４００、４１０、４３０）と、
を含む、コントロールルーム機器。
【請求項２３】
　前記情報要素が、ユーザー端末位置特定データ、および／またはユーザーが関与するメ
ッセージスレッド、および／またはユーザー端末のカメラにより生成されたビデオストリ
ームを含む、請求項２２に記載のコントロールルーム機器。
【請求項２４】
　前記情報要素が、プロフィールアクセス性を含めたユーザープロフィール情報を変更す
るための命令を含む、請求項２２または２３に記載のコントロールルーム機器。
【請求項２５】
　前記情報要素が、コントロールルーム機器により編集コンテンツ（６２０）を変更する
ための命令を含む、請求項２２～２４のいずれか一つに記載のコントロールルーム機器。
【請求項２６】
　前記カメラの位置特定情報を決定するためのコンテキストエンジンをさらに含む、請求
項２２～２５のいずれか一つに記載のコントロールルーム機器。
【請求項２７】
　前記コンテンツコントロール手段が、トリガリングイベントが実際に発生したことに応
答して、トリガリングイベントと、前記コンテンツコントロール手段を支配する動作条件
とを、時間軸（４１０）上で設定するためのユーザーインターフェースを有するタイムラ
イン生成手段（４００、４３０）を含む、請求項２２～２６のいずれか一つに記載のコン
トロールルーム機器。
【請求項２８】
　ネットワーク通信能力を有するユーザー端末（１４０）において、
－　所与のイベントについてのイベント関連コンテンツのサーバー（１６０）に対する接
続のため、イベントチケット情報（２００）から接続情報を導出するための手段と、
－　イベントにおいて展開されるローカル無線ネットワーク（１３０）を介した前記サー
バーへの接続のための手段と、
－　前記ローカル無線ネットワークを介して受信されたイベント関連コンテンツを表示す
るための手段（８００）と、
を含む、ユーザー端末。
【請求項２９】
　前記サーバー（１６０）に対してユーザープロフィール情報を転送するための手段を含
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む、請求項２８に記載のユーザー端末。
【請求項３０】
　ローカル無線ネットワーク（１３０）に接続された他のユーザー端末（１４０）を表わ
すユーザーアイコン（８３１）を表示するための手段（８００）をさらに含む、請求項２
８および２９のいずれか一つに記載のユーザー端末。
【請求項３１】
　ユーザーアイコンに対応するユーザーについて、またはユーザーからの異なる情報要素
を選択的に表示することができるようにするグラフィカルユーザーインターフェース（８
００）を含む、請求項３０に記載のユーザー端末。
【請求項３２】
　前記情報要素が、ユーザー端末位置特定データ、ユーザーが関与しているメッセージス
レッド、または前記ローカル無線ネットワークを介して受信されたユーザー端末のカメラ
により生成されるビデオストリームを含む、請求項３１に記載のユーザー端末。
【請求項３３】
　異なる情報要素の選択的表示が、ユーザーアイコン（８３１）がそれに向かってドラッ
グされる特定のゾーン（８４０、８４１、８４２）にしたがって実施される、請求項３１
または３２に記載のユーザー端末。
【請求項３４】
　前記ユーザー端末が、前記ローカル無線ネットワークを介して受信されるコンテキスト
情報（９１０）を表示できるようにするユーザーインターフェース（９００）を含んでい
る、請求項２８～３３のいずれか一つに記載のユーザー端末。
【請求項３５】
　前記ユーザーインターフェースがユーザー作動型キーワードの表示を含む、請求項３４
に記載のユーザー端末。
【請求項３６】
　イベントに参加するユーザーに対してイベント関連コンテンツを提供するための方法に
おいて、
－　イベント関連コンテンツのソース（１６０、６２０）を準備するステップと、
－　イベントサイトにおいて、前記ソースに接続され、イベント中複数のユーザー端末に
よりアクセス可能である、ローカル無線ネットワーク（１３０）を具備するステップと、
－　イベント中、少なくとも一つのカメラ（１１０、１１１、１１２）でイベントを撮影
するステップと、
－　イベント関連コンテンツ、および前記単数または複数のカメラにより提供されるビデ
オストリームを、ユーザー端末（１４０）に対して選択的に提供するステップと、
－　時間、ユーザー端末の場所、およびトリガリングイベントを含む群の中に含まれるパ
ラメータの関数として、イベント関連コンテンツの性質および内容を制御するステップと
、
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、イベント、詳細にはカルチャーショー、コンサート、スポーツイベント、コ
ミュニティイベント、政治イベントまたは他の任意のタイプのイベントの分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ライブイベントオーガナイザ（プロモータまたはプロデューサ）の通常の目的は、ユー
ザーエクスペリエンスを改善させ、このようなイベントから生じる収益を増大させること
にある。チケット、商品販売およびスポンサーのプレースメントを含めた（ただしこれら
に限定されない）収益は、イベント中急激にピークに達し、翌日には同じように急激に減
少することがわかっている。したがって、オーガナイザの目標は、ライブイベントのスケ
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ジュールの前後でのユーザーエクスペリエンスを増大させることにあり、考えられる帰結
は、イベントの前後の収入の増大である。
【０００３】
　ライブイベントは、チケットを購入するために金額を支払い、かつ／または積極的に会
場に行くことによって、アーティストまたはイベントのテーマに対する自らの関心を表現
する積極的な顧客を呼び集めることから、マーケティングリサーチャにとってまたとない
チャンスを提供するということを指摘しておくことが重要である。この顧客は、受動的な
ＴＶまたはインターネット視聴者とは異なる。その上、マーケティングリサーチャは、イ
ベントに対する関心によって消費者の「心理学的」プロフィールを判定することができる
ようになり、したがって顧客の個人的嗜好というコンテキストの中で広告およびマーケテ
ィングメッセージを出すことができる。イベントは多くの場合、仲間と共に体験されるも
のであることから、マーケティングリサーチャは、個人化されたメッセージで消費者に到
達することのみならず、消費者の友人の輪を識別しターゲットにすることもできる。
【０００４】
　これは、従来通りに効果的な予備宣伝、および通信キャンペーンを想定しているだけで
なく、より近年ではウェブ販促も想定している。その結果、今日の顧客は、イベントに関
するより多くの情報、すなわち実用情報、プログラム情報、アーティストのツアーに関す
る情報、他の参加著名人、プレミアム、非公開詳細、独占コンテンツなどを欲しているこ
とが判明している。
【０００５】
　顧客は同様に、参加すること、自らの意見を示すこと、イベント関連フォーラムで討論
すること、そして今ではレポータとなってこのイベントについてコメントすることだけで
なく自らが撮影した画像または映像を携帯電話またはスマートホンで公開することさえ欲
している。このために、顧客は、多くのサイト、ブログ、ウォール、ディスカッションス
レッドにアクセスし、そこでそのイベントまたは著名人についての意見を残すことができ
る。例えばシンガーであるＬａｄｙ　ＧａｇａTMについて、顧客はウェブサイトｌａｄｙ
ｇａｇａ．ｆｒTMにアクセスして独占映像を見、アーティストおよびそのファンらとＦａ
ｃｅｂｏｏｋTM上で会話し、ＴｗｉｔｔｅｒTMでニュースをフォローし、さらにはリアル
タイムで会話し、ＹｏｕＴｕｂｅTM上で彼女のコンサートで録画されたアマチュアビデオ
を見ることなどができる。
【０００６】
　観客は、その情報探索の中で、ウェブ上での検索のための能動的なアプローチを採用し
、受け取った情報を、そのイベントに真に関係するものと、過去または未来の別のイベン
トに関するものとの間で、自身で選別する。自らの情報交換の必要性を満たすため、観客
は、通常、自身が日常的にアクセスするサイト、サービスおよびソーシャルネットワーク
の間でナビゲートする。
【０００７】
　近年のソーシャルメディアの発達のおかげで、人気のあるライブイベントがいずれも、
エンターテイメントおよびソーシャルネットワーキングサイト上での対話型の交換を通し
て、実際のショーが開始される前に既にバーチャルレベルで始まっていると言うことがで
きる。しかしながら、近づきつつあるイベントのコンテキストの中には、バーチャル「プ
レショー」をファンが体験できるようにするための集中型プラットフォームまたは技術は
存在しない。このようなプラットフォームが利用可能であれば、それはファンにサービス
を提供すると同時に、イベントオーガナイザがショーおよびそれに伴う自らの収入を拡張
できるようにするものと考えられることは明らかである。
【０００８】
　しかしながら、イベント中の観客の活動は通常、自分の携帯電話で写真またはビデオを
撮影するか、または単純な通信文をＳＭＳで送ることに限定されているにもかかわらず、
エキサイティングな瞬間を友人やコミュニティー、さらにはアーティストと共有するため
に交信したいという願望が最大限となるのはまさにこの時である。実際には、電気通信サ
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ービスの利用は非常に限定されており、ビデオおよび写真は、イベント後にインターネッ
ト上にアップロードされる。
【０００９】
　観客がイベント中にアクセスできる通信および対話型ツールには、以下のような一定数
の欠点がある：
・　高頻度の伝送サービスの拒否：パブリックネットワークの帯域幅は累加的であるため
、多数の携帯端末から来るビデオストリームのリアルタイムアップローディングまたはさ
らに一層多くの端末へのそれらの再ブロードキャストは不可能である。
・　端末使用の問題点：騒音の高い無秩序で照明の乏しい環境においては、スマートホン
のスクリーンサイズが小さいために、従来のメニューの形で組織された多数の情報および
サービスの集中的使用が困難である。ユーザーは、ナビゲートするのに疲れ、その代りに
、彼らがクイックアクセスのために事前にリンクをプログラミングしておいた、使い慣れ
ているわずかなサービスに集中する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　したがって、以下のものの一つまたは複数を可能にする新規サービスに対するニーズが
存在する：
・　観客が、イベントの前後および最中に前記イベントへの自らの参加においてサービス
を使用すること；
・　イベント自体、その出演者、その内容、そのメディア、アート、スポーツまたは歴史
環境に関する、さまざまなマルチメディア情報（ビデオ、ミュージック、プレイリスト、
記事など）を観客向けに収集すること；
・　組織環境（実用情報、無料パーキング、レストラン、交通手段など）についての情報
をリアルタイムで観客に継続的に通知すること；
・　観客が、実際のイベント中、このタイプのイベント中に一般的にはアクセス不能であ
った新しい情報（スライドショー、楽屋の光景、「メイキング」または「舞台裏」など）
を見出すこと；
・　観客が、例えばフラッシュインタビューの形で質問することにより、イベントの出演
者および著名人と直接対話すること；
・　観客が、自分のスマートホンを用いて写真、映像および音を撮り、それを直ちに他の
観客にブロードキャストすることによってイベントのレポータとなること；
・　観客が、専用ソーシャルネットワーク内でコメント、意見、画像、映像、音などを交
換することによりイベントの前後および最中に他の観客と交信すること；
・　観客が、システムによりフィルタリングされ再フォーマットされ、ＴｗｉｔｔｅｒTM

などの他のソーシャルネットワーク上で交換されたたイベントについてのメッセージをリ
アルタイムで参照すること；
・　観客が、イベントのプロデューサ、オーガナイザ、パートナー、またはスポンサーに
よって提供される他の任意のサイトまたはサービスにリンクすること；これらのサービス
の中に、観客は、通常、イベントに関連する派生的製品を予約または購入できるショップ
を見出すことになる。観客は、自身が希望する場合、単に自分のスマートホンスクリーン
を提示するだけで、前記ショップで予め予約し支払いをした品物をイベントにおいて受取
ることができる；
・　ショーの終了時点で観客およびファンの興奮が最高潮となるにつれて、観客がイベン
トを延長できること；翌日、ファンはイベントに関する意見およびコメントをオンライン
検索し、新しい写真および映像を送り、場合によっては公開された画像の中に、自分自身
の写真を発見するかもしれない；これらのイベント後のやりとりは、観客、プロデューサ
、オーガナイザ、およびマーケティングマネージャに対し重要な追加サービスを提供する
と考えられる；
これらのいずれも、照明の乏しい騒音の高いイベントの状況下を含む作業環境内で可能と
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なる。
【００１１】
　したがって、本発明の目的の一つは、イベント中の観客のコミュニケーションツールを
より有効なものにすることにある。第二の目的は、一定数の要因にしたがってカスタム化
された編集コンテンツを組織できるようになることにある。別の第二の目的は、互いに地
理的に近接した状態で多数の人々が電気通信ネットワークを単純に使用することに起因す
る不可避的なサービス拒否を制限することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この目的で、本発明の第一の態様によると、イベントに参加するユーザーに対しイベン
ト関連コンテンツを提供するためのシステムは、
－　イベントを撮影するためのカメラセットと、
－　前記カメラからビデオストリームを受信するように適応された中央ユニットと、
－　イベントサイトにある複数のユーザー端末と、
－　前記中央ユニットと前記複数のユーザー端末間の通信のためのローカル無線ネットワ
ークと、
－　前記中央ユニットによりアクセス可能であるイベント関連編集コンテンツのソースと
、
－　前記ローカル無線ネットワークを介して前記中央ユニットにより提供されるイベント
関連編集コンテンツおよびビデオストリームを、専用ユーザーインターフェースを通して
選択的に表示するために前記ユーザー端末内に具備されている手段と、
－　時間、ユーザー端末位置特定およびトリガリングイベントを含む群の中に含まれるパ
ラメータの一関数としてユーザー端末によりアクセス可能なイベント関連コンテンツの性
質および内容を選択的に制御するために前記中央ユニットに具備されるコンテンツコント
ロール手段と、
を含む。
【００１３】
　上述のシステムの好ましい、ただし非限定的な態様は、単独で、または任意の技術的に
互換性ある組合せの形で取上げられる、以下の特徴を含む：
＊　システムは、ユーザー端末内に、受信したイベントチケットまたは付随するデータか
ら、前記中央ユニットとの通信を確立するための接続情報を導出するための手段をさらに
含む。
＊　システムは、イベント関連編集コンテンツを生成するためのエディタプラットフォー
ムをさらに含み、前記エディタプラットフォームは、外部データソースからイベント関連
情報を検索し、前記情報を記憶するための検索手段を含めた、第一の編集モジュールを含
んでいる。
＊　前記エディタプラットフォームは、イベント関連データフラックスをフィルタリング
し、検索されたフラックスを前記中央ユニットへと導くための検索手段を含む、第二の編
集モジュールを含む。
＊　前記データフラックスは、インスタントメッセージフラックスを含む。
＊　前記検索手段は、ユーザープロフィール情報に基づく検索基準を使用できる。
＊　システムは、ローカル無線ネットワークを介してユーザー端末から受信した命令に応
答して、プロフィールアクセス性を含めたユーザープロフィール情報を変更するための手
段をさらに含む。
＊　システムは、ローカル無線ネットワークを介して伝送されたユーザー端末からのアク
ションに応答して、編集コンテンツを変更するための手段をさらに含む。
＊　前記ユーザー端末は、中央ユニットに接続された他のユーザー端末を表わすユーザー
アイコンを表示するための手段をさらに含む。
＊　前記ユーザー端末は、対応するユーザーに関するまたは対応するユーザー由来の異な
る情報要素を選択的に表示できるようにするグラフィカルユーザーインターフェースを含



(9) JP 2015-518599 A 2015.7.2

10

20

30

40

50

む。
＊　所与のユーザーに関する前記情報要素は、ユーザー端末位置特定データ、所与のユー
ザーが関与しているメッセージスレッド、または所与のユーザー端末のカメラにより生成
されるビデオストリームを含む。
＊　異なる情報要素の選択的表示は、ユーザーアイコンがそれに向かってドラッグされる
特定のゾーンにしたがって実施される。
＊　前記ユーザー端末は、前記編集プラットフォームから導出されるコンテキスト情報を
表示できるようにするユーザーインターフェースを含んでいる。
＊　前記ユーザーインターフェースは、ユーザー作動型キーワードの表示を含む。
＊　システムは、ユーザー端末が捕捉した情報を前記中央ユニットに伝送するための手段
をさらに含み、こうして前記情報を前記中央ユニットおよび前記ローカル無線ネットワー
クを介して他のユーザー端末へと転送できるようになっている。
＊　前記捕捉された情報はビデオストリームを含む。
＊　前記ビデオストリームは、バックステージイベントおよびミニショーなどのイベント
のサイドシーンのビデオストリームを含む。
＊　前記捕捉された情報は、ユーザー入力インスタントメッセージを含む。
＊　システムは、前記カメラの位置特定情報を決定するため、および前記ユーザー端末上
に前記位置特定情報を選択的に表示するためのコンテキストエンジンをさらに含む。
＊　前記コンテンツコントロール手段は、トリガリングイベントが実際に発生したことに
応答して、トリガリングイベントと、前記コンテンツコントロール手段を支配する動作条
件とを、時間軸上で設定するためのユーザーインターフェースを有するタイムライン生成
手段を含む。
＊　中央ユニットは、ネットワークを介してイベント関連編集コンテンツソースに接続さ
れており、コントロールユニット内にはイベント関連編集コンテンツの少なくとも一部分
のコピーを記憶してネットワーク負荷をマスターするための手段をさらに含む。
【００１４】
　第二の態様によると、本発明は、イベントに参加するユーザーに対しイベント関連コン
テンツを提供するための中央ユニットを含む、イベントブロードキャスト用のコントロー
ルルーム機器において、前記中央ユニットが、
－　コントロールルーム機器に接続されたカメラからのビデオストリームを受信するため
の手段と、
－　前記中央ユニットとイベントサイトにある複数のユーザー端末との間の通信のために
、ローカル無線ネットワークに接続するための手段と、
－　イベント関連コンテンツを前記中央ユニットに提供するように適応されたイベント関
連編集コンテンツのソースにアクセスするための手段と、
－　ビデオストリームおよびイベント関連コンテンツを含む組合せ型コンテンツを、前記
ローカル無線ネットワークを介して選択的にブロードキャストするための手段と、
－　ローカル無線ネットワークに接続されたユーザー端末からのユーザー関連情報要素を
、前記ローカル無線ネットワークを介して受信するための手段と、
－　時間、端末位置特定およびトリガリングイベントを含む群の中に含まれるパラメータ
の関数としてブロードキャストコンテンツの性質および内容を選択的に制御するためのコ
ンテンツコントロール手段と、
を含む、コントロールルーム機器を提供している。
【００１５】
　上述のコントロールルーム機器の好ましい、ただし非限定的な態様は、単独で、または
任意の技術的に互換性ある組合せの形で取上げられる、以下の特徴を含む：
＊　前記情報要素は、ユーザー端末位置特定データ、および／またはユーザーが関与する
メッセージスレッド、および／またはユーザー端末のカメラにより生成されたビデオスト
リームを含む。
＊　前記情報要素は、プロフィールアクセス性を含めたユーザープロフィール情報を変更
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するための命令を含む。
＊　前記情報要素は、コントロールルーム機器により編集コンテンツを変更するための命
令を含む。
＊　機器は、前記カメラの位置特定情報を決定するためのコンテキストエンジンをさらに
含む。
＊　前記コンテンツコントロール手段は、トリガリングイベントが実際に発生したことに
応答して、トリガリングイベントと、前記コンテンツコントロール手段を支配する動作条
件とを、時間軸上で設定するためのユーザーインターフェースを有するタイムライン生成
手段を含む。
【００１６】
　第三の態様によると、本発明は、ネットワーク通信能力を有するユーザー端末において
、
－　所与のイベントについてのイベント関連コンテンツのサーバーに対する接続のため、
イベントチケット情報から接続情報を導出するための手段と、
－　イベントにおいて展開されるローカル無線ネットワークを介した前記サーバーへの接
続のための手段と、
－　前記ローカル無線ネットワークを介して受信されたイベント関連コンテンツを表示す
るための手段と、
を含むユーザー端末を提供する。
【００１７】
　上述のユーザー端末の好ましい、ただし非限定的な態様は、単独で、または任意の技術
的に互換性ある組合せの形で取上げられる、以下の特徴を含む：
＊　端末は、前記サーバーにユーザープロフィール情報を転送するための手段を含む。
＊　端末は、ローカル無線ネットワークに接続された他のユーザー端末を表わすユーザー
アイコンを表示するための手段をさらに含む。
＊　端末は、ユーザーアイコンに対応するユーザーについて、またはユーザーからの異な
る情報要素を選択的に表示することができるようにするグラフィカルユーザーインターフ
ェースを含む。
＊　前記情報要素は、ユーザー端末位置特定データ、ユーザーが関与しているメッセージ
スレッド、または前記ローカル無線ネットワークを介して受信されたユーザー端末のカメ
ラにより生成されるビデオストリームを含む。
＊　異なる情報要素の選択的表示は、ユーザーアイコンがそれに向かってドラッグされる
特定のゾーンにしたがって実施される。
＊　前記ユーザー端末は、前記ローカル無線ネットワークを介して受信されるコンテキス
ト情報を表示できるようにするユーザーインターフェースを含む。
＊　前記ユーザーインターフェースは、ユーザー作動型キーワードの表示を含む。
【００１８】
　本発明はさらに、イベントに参加するユーザーに対してイベント関連コンテンツを提供
するための方法において、
－　イベント関連コンテンツのソースを準備するステップと、
－　イベントサイトにおいて、前記ソースに接続され、イベント中複数のユーザー端末に
よりアクセス可能である、ローカル無線ネットワークを具備するステップと、
－　イベント中、少なくとも一つのカメラでイベントを撮影するステップと、
－　イベント関連コンテンツ、および前記単数または複数のカメラにより提供されるビデ
オストリームを、ユーザー端末に対して選択的に提供するステップと、
－　時間、ユーザー端末の場所、およびトリガリングイベントを含む群の中に含まれるパ
ラメータの関数として、イベント関連コンテンツの性質および内容を制御するステップと
、
を含む方法をさらに提供する。
【００１９】
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　方法は、任意には、システム、コントロールルーム機器およびユーザー端末の上述の好
ましい、ただし非限定的な態様を実施するさらに任意のステップを含む。
【００２０】
　本発明は、例として提供され添付図面を参照して行なわれているその好ましい実施形態
についての以下の説明から、より容易に理解されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明に係る付随するシステムを伴うイベントサイトの概観である。
【図２】ユーザーのスマートホンとイベントのチケットとの間のインタラクションを概略
的に例示する。
【図３】イベントに結びつけられた統一ウェブ受信空間を生成するためのエディタ機器を
概略的に例示する。
【図４】コントロールモジュールおよび機器とのその接続を概略的に示す。
【図５】システムと関連づけてタイムライン生成を例示する。
【図６】編集コンテンツに対するエディターおよびユーザーからの主要なアクションのダ
イヤグラムである。
【図７】システムに接続されたユーザー端末のためのメニュー構造を例示する。
【図８】システムに接続されたユーザー端末上の例示的ディスプレーを示す。
【図９】ユーザー端末上でユーザーに提供される、コンテキストナビゲーション機能を例
示する。
【図１０】本発明に係るシステム内におけるタイムライン生成、編集フィルタパラメータ
化、およびスクリーンマスク設計の一般的プロセスを例示する。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
１）　定義
　イベント：カルチャーショー、コンサート、スポーツイベント、コミュニティイベント
、政治イベント、または他の任意のタイプのイベントのいずれであるかに関わらず任意の
公開イベント。
【００２３】
　著名人：一般人に知られたあらゆる人物または人物グループ（音楽グループ、演劇一座
、スポーツチームなど）
【００２４】
　エディター：サービスの編集コンテンツを公開する人物、またはそのアニメーションお
よびモデレーションを行う、または監督する人物；エディターはイベントのプロデューサ
、オーガナイザまたは他の任意のパートナーの指示を受ける可能性がある。
【００２５】
　ユーザー：入場チケットを持ち、無料であるかチケットの価格に含まれているか、ある
いは追加料金として請求されるかのいずれであるかに関わらず、サービスを使用すること
を選択した観客。
【００２６】
　トリガリングイベント：イベントと同時に発生し、エディターがアクションをトリガー
するようにタイムラインのプログラミングにおいて使用するか、または考慮に入れること
のできる、予想された、または予想されていない、単一のハプニング（一著名人の到着な
ど）、無作為の現象（雨の到来など）、偶発事（観衆の一人の病気など）。
【００２７】
　アクション：イベントの組織との関連で、一つのアクションは、タイムラインのリアル
タイムでのプログラミング、または更新によって引き起こされる；それには、ナビゲーシ
ョンメニューの修正、１セクションのオンまたはオフ切替え、スクリーンフォーマットと
一般的ホームページまたは１セクションのホームページ上の別のフォーマットとの間の遷
移、ビデオブロードキャストの開始または停止などが関与し得る。
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【００２８】
　タイムライン：トリガリングイベントのリストをそれらの発生順に、またはそれらが発
生するはずの順序でタイムスケール上に表示するための手段。本発明によると、タイムラ
インは同様に、情報セクションのオンオフ切替えなどのアクション、およびさまざまなセ
クションの異なるウェブスクリーン表示フォーマット間での遷移を、タイムスケール上で
プログラミンングし表示するための手段でもある。これらのアクションは、時間内で絶対
的に（例えばｄ－３はイベントの三日前）、または一つのトリガリングイベントの発生ま
たは一基準の値（例えばアーチストの出現、雨の到来など）との関係において相対的に、
位置づけすることができる。
【００２９】
　編集フィルタ：編集フィルタは、タイムライン中でメディアおよびデータを整列させる
ため、消費者端末上のあるメディアをプッシュするため、消費者がメディアおよびメッセ
ージの広い選択肢の中でナビゲートするのを助けるため、そして消費者に対し消費者の体
験の枠内で関連する個人化されたデータ（マーケティングメッセージを含む）をプッシュ
するために使用される。このようなフィルタは、静的（すなわち地理的位置特定、カメラ
位置、ショーを伴う特定のイベント）、および動的／コンテキスト的（ファンについて我
々が有する特定のデータ、例えば彼の音楽的選好、年令または嗜好；アクショントリガー
、例えば写真の投稿またはコメントの作成；タイムライントリガー、例えばショーが始ま
る前の個人化されたメッセージの送付など）であり得る。
【００３０】
　プロキシ：本発明に関連して、プロキシサーバーは、ユーザー端末とメインアプリケー
ションサーバーとの間のリクエストを中継するように設計されたクライアント－サーバー
コンピュータアプリケーションをホストする、サーバーハードウェアである。その役目は
、ユーザーリクエストを加速し、大きいメディア要素を局所的に記憶することによりイベ
ントサイトとメインアプリケーションサーバーとの間のトラフィックを最小限に抑えるこ
とにある。その存在は、結果としてネットワーク上のトラフィックを削減し、こうして等
しい帯域幅を有するユーザーの数を増大させることになる。
【００３１】
２）　システムの説明
　ここで図１を参照すると、イベントサイト１００において、移動式または定置式コント
ロールルーム１２０は、一つまたは複数のカメラ（バックステージカメラ１００、「メイ
キング」カメラ１１１、観衆に面したカメラ１１２など）由来の画像を受けとる。コント
ロールルームは、例えば複数のＷｉＦｉベース１３０によって実装されるローカルＷｉＦ
ｉベースの無線ネットワークを介したストリーミングなどにより、これらの画像をユーザ
ー／観客１４０所有の携帯端末にブロードキャストする。
【００３２】
　コントロールルーム１２０は同様に、ネットワーク１５０を介してウェブサーバー１６
０に接続されている。コントロールルーム１２０は、トラフィック量によって必要とされ
る場合には、サーバー１６０の全体的または部分的画像プロキシサーバーを含むことがで
きる。ユーザー／観客１４０の端末は、こうしてコントロールルーム１２０およびそのプ
ロキシサーバーを介して、およびネットワーク１５０を介して、サーバー１６０と通信し
インタラクトすることができる。この接続は、同じくサイト１００にサービス提供してい
るテレコムオペレータが提供しサーバー１６０に直接達することを可能にしているものに
対する、代替案である。
【００３３】
　ベース１３０により実装されているローカルＷｉＦｉネットワークのトポロジーは、コ
ントロールルーム１２０がコンテキストエンジンを組込んで端末の地理的位置特定を可能
にすることができるようなものである。それは、詳細には、好ましくは最低３つのセルを
含む。
【００３４】
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　ここで図２を参照すると、システムのユーザーとなることを望む観客は、自らのスマー
トホン２１０で読取ることのできる機械可読コード、好ましくはプリントされた光コード
（ＱＲコード（登録商標）など）を含むチケット２００を受けとる。このコード化画像は
、サーバー（ＵＲＬ）のアドレス、およびイベントの識別情報を少なくとも含んでいなけ
ればならない。当然のことながら、他の技術（磁気帯、ＮＦＣタグ、バーコードなど）も
、コードの実装に使用することができる。
【００３５】
　このコードの読取りは、サービスに特定のアプリケーションをダウンロードするために
、スマートホン２１０がネットワーク２２０を用いてサーバー２３０に接続できるように
する。
【００３６】
　このコードの読取りは同様に、ユーザーが一回目のアクセスおよび後続する全てのアク
セスにおいて、個人のＩＤまたはパスワードを打ち込む必要なく、サーバーでの自らの識
別を可能にすることができる。この識別は、コード画像内に含まれたイベントのＩＤ、お
よびスマートホン端末の一意的ＩＤ（ＩＭＥＩ）の同時伝送により行なうことができる。
【００３７】
　図３は、一つのイベントに結びつけられた統一ウェブ受信空間を生成するためのエディ
タプラットフォームを例示している。システムは、Ｗｅｂ３５０に接続された第一のエデ
ィタモジュール３００を含み、このモジュールはこのウェブからイベントおよびそのコン
テキストに関する情報を収集する。収集された情報、またはそのアクセスを可能にするリ
ンク（ＵＲＬ）は、データベース３２０内に記録される。
【００３８】
　エディタプラットフォームの第二のエディタモジュール３１０も同様に、ウェブ３５０
に接続され、そこから情報を収集し、この情報をフィルタリングし、リアルタイムでサー
バー１６０に再度ブロードキャストする。
【００３９】
　エディタ端末３３０は、彼つまりエディターがモジュール３００および３１０内の機能
およびフィルタをパラメータ化して、モジュール３００によりデータベース３２０内に記
憶される情報と、モジュール３１０によりフィルタリングされリアルタイムでブロードキ
ャストされるものとを選択できるようにする機能を有する。
【００４０】
　ユーザーは、ネットワーク３６０を介してサーバー１６０に付し自らの端末３４０また
は１４０を接続することにより、記憶されブロードキャストされた情報を参照する。
【００４１】
　ここで図４を参照すると、イベント中、コントロールルーム１２０は、ネットワーク１
５０を介してサーバー１６０に接続される。コントロールルーム１２０は、サーバー１６
０の全体的または部分的画像プロキシサーバーを含み得る。
【００４２】
　コントロールモジュール４００は、エディターが端末４３０を介して一つまたは複数の
タイムライン４１０を管理できるようにする。これらのタイムライン４１０は、サーバー
１６０およびコントロールルーム１２０によりユーザーに対し提供される、異なるサービ
スセクションの開閉などのアクションの、時間内にパラメータ化すべきトリガリングを可
能にする。
【００４３】
　イベント中、このコントロールモジュール４００は、好ましくはコントロールルーム１
２０内に置かれる。
【００４４】
　ここで図５を参照すると、端末４３０を介してエディターが管理および運営するコント
ロールモジュール４００の単数または複数のタイムライン４１０は、トリガリングイベン
トの時刻および発生に応じてユーザーに対し提供される異なるサービスの開放などの、時



(14) JP 2015-518599 A 2015.7.2

10

20

30

40

50

間内にパラメータ化すべき異なるアクションを可能にする。
【００４５】
　エディターは、端末４３０の入力デバイスを用いて、端末のディスプレーデバイス上に
表示されたタイムライン上に、トリガリングイベント４２０を位置づけし、このトリガリ
ングイベントはプログラミングルールを適用することによりアクション４４０をトリガー
する。
【００４６】
　図６は、編集コンテンツ６２０上の６１０などのユーザーおよびエディタ６００の主要
な機能性のダイヤグラムである。
【００４７】
　自らを識別した後（ログイン）、エディタ６００は、適切なユーザーインターフェース
により、編集コンテンツ６２０の全てまたは一部分を公開、編集、更新または削除するこ
とができる。エディターは同様に、ユーザーによるコメントに応答することもでき、必要
であれば、自ら不適切とみなしたサービスに対する介入を抑制することもできる。
【００４８】
　自らを識別した後（ログイン）、ユーザー６１０は、編集コンテンツ６２０を参照し、
コメントまたは追加の編集コンテンツを公開することによりそれに寄与することができる
。ユーザーは同様に、自分のプロフィールおよびデータを公開し管理することもできる。
【００４９】
　図７は、サービスの編集コンテンツ、およびユーザー６１０が前記サービスにアクセス
できるようにするメニューの、構造化の実施例である。これらのメニューに対するアクセ
ス権は、使用される端末のタイプによって左右される。一部のメニューは例えば、スマー
トホンからのアクセス専用であってよい。これらのアクセス権は、エディターが管理する
タイムラインの一つによって制御されてよい（図４および図５を参照のこと）。
【００５０】
　図８は、スマートホンまたはタブレット上のサービスの１セクションのディスプレー８
００の実施例を示す。このディスプレーは、メニュー領域８１０、エディターからのメッ
セージを表示するための領域８２０、オンライン状態にあるユーザーを表わすアイコンを
表示するための領域８３０、スライド／ムーブ動作を表示し受入れるための領域８４０、
８４１、８４２を含む。ユーザーは、これらの領域８４０、８４１、８４２のうちの一つ
に向かって、領域８３０内のアイコン８３１のいずれかを移動させることができる。アイ
コン８３２は、領域８４２に向かうこのような動きの一例である。
【００５１】
　領域８４０に向かうアイコン８３１の動きは、このユーザーに結びつけられたスマート
ホンの現在の地理的位置特定情報を表示させる。領域８４１に向かうアイコン８３１の動
きは、このユーザーにより伝送されたディスカッションスレッドを表示させる。領域８４
２に向かうアイコン８３１の動きは、このユーザーにより伝送された画像またはビデオス
トリームを表示させる。
【００５２】
　図９は、ユーザーに提供されるコンテキストナビゲーション機能を示す。ユーザーが選
択したメニュー、およびユーザーが参照している情報のタイプの如何に関わらず、この機
能は、ユーザーが自分の端末のディスプレー上で「トレンド」アイコンと呼ばれるアイコ
ン９００を見ることができるようにする。このアイコンに対する一つのアクション（タッ
チまたはクリック）が、キーワードクラウド９１０の形でのコンテキストナビゲーション
ガイドを表示させる。このワードクラウド９１０は、現行の参照コンテキスト中における
各ワードの出現頻度を考慮に入れることによって構築される。キーワードの一つに対する
一つのアクション（タッチまたはクリック）が、関係する編集コンテンツ要素を表示させ
る。
【００５３】
　図１０は、タイムラインの一般的構築プロセス、およびユーザーに提供されるメニュー



(15) JP 2015-518599 A 2015.7.2

10

20

30

40

50

、オプションおよび特定のコンテンツ要素の管理のための動的レイアウトを描いている。
メニュー中に異なるセクションが出現するか否か、ならびにこれらのセクションの各々の
ホームページの形状は、一定数の基準の選択および所与の瞬間におけるこれらの基準の値
に左右される。これらの基準を管理し考慮するためのルールは、コントロールモジュール
４００により管理されるタイムラインドキュメント４１０中に記録される（図４および図
５参照）。
【００５４】
　編集フィルタのプログラミングも同様に、広告用コンテンツを含めて、ユーザーのプロ
フィールに適応された編集コンテンツをリアルタイムで動的に選択できるようにする。
【００５５】
３）　統一ウェブ受信空間および編集コンテンツの構築
　指摘した通り、編集コンテンツはサーバー１６０内に収集され部分的にホストされ、こ
のサーバーは、イベントに一意的な統一ウェブ受信空間を介してサービスを入力するため
にユーザーがアクセスするものである。
【００５６】
　第一のエディタモジュール３００はメタ検索エンジンを含み、このエンジンは、エディ
ターがプログラミングした一連のキーワードにより、プログラミングされたイベントに関
係すると思われる全ての情報およびサービスのためのウェブ検索を生成する。エディター
はこれらの要素を認証し、その利点に応じてそれらを保持するか破棄する。それらのタイ
プおよび付随する著作権に応じて、エディターは、ローカルデータベース３２０内にコン
テンツ自体、またはコンテンツをホストするサーバーへのリンクのいずれかを、記憶する
。エディターは、必要な場合には、情報を再フォーマットするか、それを再フレーミング
するか、あるいはそのフォーマットを調整することができる。このモジュールは、有利に
は、エディターをそのタスクにおいて補助する目的でコンテンツの意味解析をするための
機能を含む。
【００５７】
　このウェブ受信空間に結びつけられた第二のエディタモジュール３１０は、エディター
がプログラミングする一連のキーワードによって、エディターがリストを予め定義しプロ
グラミングするソーシャルネットワーク上で交換されたそのイベントに関係するメッセー
ジを検索しフィルタリングすることを可能にする。ＴｗｉｔｔｅｒTMネットワークの例に
おいては、エディターは、フィルタリング用キーワードに加えて、見るべき、好ましい、
あるいは回避すべき（ブラックリスト）ハッシュタグおよびアドレスのリストをプログラ
ミングすることができる。こうして収集されたメッセージは、その由来に応じてフラック
スコードにより識別される。これらのフラックスは、コントロールモジュール４００内の
対応するタイムライン４１０をプログラミングすることにより、エディターが決定する時
に開放または閉鎖されてよい。
【００５８】
４）　ユーザーの接続、受信および識別
　以上の説明によるユーザーは、本発明が提供するサービスを選択した観客である。この
ユーザーは、ウェブ受信空間をホストするサーバーについての識別およびアドレスデータ
を含むイベント入場チケット２００を受信する。このデータは、例えば二次元印刷された
コード画像（ＱＲコード（登録商標）など）によってチケット上に記録可能である。
【００５９】
　この光コードは、少なくとも、統一ウェブ受信空間をホストするサーバーのアドレス（
ＵＲＬ）および関係するイベントの一意的ＩＤを含む。
【００６０】
　ユーザーは、自分のスマートホンに内蔵されているカメラを用いてこのコードを読むこ
とによって、イベントの統一ウェブ受信空間をホストするサーバー２３０に接続し、スマ
ートホン上にインストール済みでない場合にはそのサービスに特定のアプリケーションを
ダウンロードすることができる。
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【００６１】
　第一の実施形態において、ユーザーは、イベントへの入場チケットを購入する場合に、
例えばそのＥメールアドレスであり得る一意的ＩＤを提供する。接続の度毎に、ユーザー
は、この一意的ＩＤ、および自らが最初のアクセス以降にプログラミングしたまたは修正
したパスワードによって、識別される。入場チケット上に印刷されたコードは、この実施
形態において、全てのチケット上で同じであり得る。
【００６２】
　第二の実施形態において、コードは各チケット上で異なり、サーバーのアドレスおよび
イベントのＩＤに加えて、チケットの一意的ＩＤを含む。この実施形態において、ユーザ
ーのスマートホンにダウンロードされたアプリケーションは、接続毎に、イベントの識別
情報、チケットの識別情報、およびスマートホンの一意的ＩＤ（ＩＭＥＩ）などのユーザ
ーＩＤを、サーバーに伝送する。この実施形態においては、ユーザーはそのスマートホン
を介して接続するために何も入力する必要がない。標準的ウェブブラウザを用いて（すな
わち、自分のスマートホン上の特定のアプリケーションを使用せずに）接続することも同
様に望む場合、ユーザーは、一意的ＩＤ（Ｅメールアドレスなど）、およびパスワードを
自分のプロフィール内で提供しなければならない。
【００６３】
　標準的ウェブブラウザを介した接続および識別は、全ての実施形態において、ユーザー
プロフィール内に記録されている一意的ＩＤ（Ｅメールアドレスなど）およびパスワード
を打ち込むことにより行なわれる。
【００６４】
５）　リアルタイムでのメディアストリームの受信、フォーマッティングおよび再ブロー
ドキャスト
　イベント中、カメラ１１０、１１１、１１２はイベントサイトに分布している：バック
ステージカメラ、「メイキング」カメラ、公共カメラなど。
【００６５】
　これらのカメラによって捕捉されるビデオストリームは、可動式コントロールルーム１
２０に伝送される。このコントロールルーム１２０は同様に、ローカルＷｉＦｉネットワ
ークを介して、スマートホン１４０を用いてユーザー／観客が捕捉したメディア要素も受
信する。コントロールルーム１２０は、ネットワーク１５０を介してウェブ受信空間をホ
ストするサーバー１６０に接続され、そこからメディア要素を収集することができる。コ
ントロールルームは、これらのメディア要素の全てをミキシングしてリアルタイムで一つ
または複数の「ミニショー」を構築できるようにする機能性を有する。
【００６６】
　これらの「ミニショー」はこうして、先に記録されたメディア要素、ウェブ上で収集さ
れたメディア要素、そして特にイベントサイトの周囲に分布させたカメラ由来のおよび自
らのスマートホン１４０上のカメラのおかげでレポータとなったユーザー／観客由来のメ
ディア要素を、統合することよって制作される。これらのミニショーには、サイト上また
は他のソーシャルネットワーク上でリアルタイムに交換されたコメントおよび所見、ユー
ザーが行なったミニインタビューなどが含まれる可能性がある。
【００６７】
　メタデータ（執筆者、セクション、タイプ、時間、地理的位置特定情報など）と結びつ
けられたこれらの「ミニショー」は、コントロールルーム１２０と一体化されたプロキシ
サーバーにアップロードされ、その中に記憶されて、イベントサイトに存在するユーザー
のスマートホン端末１４０に再ブロードキャストされる。
【００６８】
６）　サービスアクセス
　観客は、ウェブブラウザを介してレギュラーサイズの端末から、または特定のアプリケ
ーションを介して小型スクリーンを伴う携帯端末から、サービスにアクセスすることがで
きる。
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【００６９】
　イベントに関する大量の情報をレギュラーサイズの端末から参照しても、いかなる具体
的問題も発生しない。しかしながら、携帯端末からの参照は、観客にとって落胆させるも
のであるかもしれない。したがって、観客の関心を維持するためには、楽しくかつ案内付
きのアプローチを提供することが有用である。
【００７０】
　従来の「ナビゲーション」アプローチは、図７に示されているものなどの固定メニュー
、およびキーワード検索領域を提供することからなる。本発明の一つの態様は、一定数の
基準にしたがって、このメニュー、そのセクション、これらのセクションのホームページ
を適応させるステップを含む。
【００７１】
　これらの基準のうち第一のものは、端末のタイプである：標準的ウェブブラウザを介し
た参照のために提案されるセクションは、スマートホンアプリケーションを介した参照の
ために提供されるセクションとは異なる。一部のセクションおよび機能は、こうして、イ
ベントサイトにいるスマートホンユーザーに専用のものとなる。
【００７２】
　他の基準は以下の通りである：
・　日付と時刻：メニューは、イベントの前後および最中で異なるかもしれない；例えば
駐車スペースの空き状況は、イベントの開始前の数時間だけ関心の的となる。
・　ユーザー端末の地理的位置特定：メニューおよびセクションは、ユーザーのいる場所
に応じて異なるかもしれない；例えば、ユーザーは、自らがイベントサイトに位置してい
る場合にのみリアルタイムストリームにアクセスできるかもしれず、あるいはユーザーは
、専用領域からストリームを伝送するのを禁じられる可能性がある、等々。
・　外部トリガリングイベント４２０の発生：セクションのホームページは、著名人の到
着時、ショーまたはスポーツイベントの開始時、ショーの休憩時間またはスポーツイベン
トのハーフタイム時、偶発事または事故の発生時などにおいて変わるかもしれない。
【００７３】
　セクションをオンラインにするか、またはそれらをオフラインにするためのアクション
４４０、ならびに異なるセクションのホームページのフォーマット間の遷移は、コントロ
ールモジュール４００によって準備され管理される、対応するタイムライン４１０上でプ
ログラミングされる。
【００７４】
　図８に示されているものなどのホームページ８００は同様に、デフォルト設定で、コン
トロールルームが生成しブロードキャストする「ミニショー」へのアクセスを提供するこ
ともできる。異なるセクションの間をナビゲートすることにより、ユーザーは、イベント
のサイドライン外側上で多数の並行する「ミニショー」を観賞し、参加すること、例えば
バーチャルリアリティの技術によってバックステージに入るか、または部屋のまわりを移
動することができる。これらの「ミニショー」を構成する要素には、その著作者のクレジ
ットが表示され、対応するカメラの地理的位置特定情報が提供され得る。
【００７５】
　一つのセクションから別のセクションに進むためには、ユーザーはメニュー８１０を使
用する。付随するメディア要素を参照するため、ユーザーは、さまざまなメニューセクシ
ョン中に存在する付随する「トレンド」ボタン９００を使用して図９のワードクラウド９
１０を表示することができる。
【００７６】
　携帯端末スクリーンのサイズを考慮すると、「ミニショー」または他の任意のメディア
要素の検分は、通常フルスクリーンモードで行なわれる。わずかなナビゲーションアイコ
ン、そして特に「トレンド」９００アイコンがディスプレーのサイド、またはコーナーに
保持される。このアイコンに対する一つのアクション（タッチまたはクリック）により、
コンテキストワードクラウドが表示されることになる。このワードクラウドは、検分され
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ているメディアに結びつけられたメディア要素を記述するワードの頻度に基づいて構築さ
れる。
【００７７】
７）　イベントコントロールモジュールおよびタイムライン
　コントロールモジュールは次の二つの主要な機能を有する：
・　イベントの前には、異なるメニューセクションへのアクセス権の管理用（一般的タイ
ムライン）、およびこれらのセクションのホームページの異なる形態間での遷移用（セク
ションタイムライン）に、タイムラインを準備すること；
・　イベント中、これらのタイムラインを制御すること。
【００７８】
　一般的タイムラインの目的は、異なるセクションのアクセス権、およびオンオフ切替え
、そしてメニュー内での前記セクションの位置づけを管理することにある。
【００７９】
　セクションタイムラインの目的は、所与のセクション内の異なるホームページ形態およ
びコンテンツ間の遷移を管理することにある。
【００８０】
　タイムラインのプログラミングは、アクションを既定の瞬間にトリガーできるようにす
るばかりでなく、トリガリングイベントとそれに続くアクションの間のリンクも可能にす
る。トリガリングイベントの発生は、一つまたは複数のアクションをトリガーする。コン
トロールモジュール４００を介して、所与のタイムライン上で外部トリガリングイベント
４２０が発生することを標示するのは、エディターである。同じコントロールモジュール
４００は同様に、エディターがこれらのタイムラインをリアルタイムで修正できるように
する。
【００８１】
　こうして、メニュー、セクション、およびナビゲーションにおけるそれらの場所は、ト
リガリングイベントの時刻または発生によって左右される場合がある。こうして、駐車ス
ペースの空き状況は、観客が到着する時点でのみ関心の的となる。友人に対する喝采（誕
生日、祝賀など）は、人々が待っている部屋にこの友人が入ってきた時点でもたらされ得
るのとちょうど同じように、エディターは、著名人の到着時点で所与のシーケンスのブロ
ードキャストをトリガーする。
【００８２】
　したがって、サービスの形態およびコンテンツは、これらのタイムラインの予備的プロ
グラミングおよび制御により、リアルタイムで修正され得る。
【００８３】
８）　イベントサイト、移動式コントロールルーム、および地理的位置特定の配備
　説明した通り、「ミニショー」は、イベントサイトの周囲に分布するカメラ１１０、１
１１、１１２によりコントロールルーム１２０に伝送されるビデオストリームから、リア
ルタイムで生成される。各カメラ上のＷｉＦｉタグは、イベントサイトにおけるその精確
な位置を特定できるようにする。コントロールルームは同様に、イベント中にユーザーが
自分のスマートホン１４０を用いて捕捉したメディア要素、およびネットワーク１５０を
介してウェブ受信空間をホストするサーバー１６０からのメディア要素を受信する。コン
トロールルームは、これらのメディア要素の全てをミキシングして、一つまたは複数の「
ミニショー」を制作する。
【００８４】
　コントロールルーム１２０はさらに、ネットワーク１５０中に帯域幅の制約がある場合
、サーバー１６０用のプロキシとして作用することができる。
【００８５】
　さらに、イベントの間中、コントロールルーム１２０は、タイムライン４１０のコント
ロールモジュール４００をホストし、予想されるトラフィックに応じてサイズ決定された
ＷｉＦｉアクセスポイント１３０を介して、ユーザー／観客との接続を保証する。ＷｉＦ
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ｉアクセスポイントのトポロジーは、さらに、カメラ１１０、１１１、１１２およびユー
ザー／観客１４０の、所要の精度での地理的位置特定を可能にするように設計されている
。この目的で、コントロールルームは、ＵＳＡ、カリフォルニア州のＣｉｓｃｏ社、また
はスウェーデン、ストックホルム市のＡｐｐｅａｒ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ社が提供している
ものなどのコンテキストエンジンを使用することができる。このコンテキストエンジンは
、イベントサイトの３Ｄモデリングと端末の生座標とを相関することができる。
【００８６】
　当然のことながら、本発明は、以上で記述され添付図面に示された実施形態に限定され
るわけではなく、当業者であれば、多くの変形形態および修正を策定できるものである。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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【要約の続き】
央ユニット（１２０）に具備されるコンテンツコントロール手段（４００、４１０、４３０）と、を含むシステムを
提供している。本発明はさらに、付随するコントロールルーム機器、ユーザー端末、および方法を提供する。
【選択図】図１
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