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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイ及び選択デバイスを含み、グラフィカルユーザインターフェースを前記デ
ィスプレイ上に表示するコンピュータシステムであって、
　　ａ．各々が地理ロケーションを表す、メニュー用のメニューエントリのセットを検索
し、ここで、前記メニューは、関係付けられた地理ロケーション情報を有するコンテンツ
項目を編成及び表示する、前記ディスプレイ上のメニューである手段と、
　　ｂ．前記メニューエントリのセットを前記ディスプレイ上に表示する手段と、
　　ｃ．前記選択デバイスが前記メニューエントリのセットから選択されたメニューエン
トリをポイントしていることを示すメニューエントリ選択信号を受信する手段と、
　　ｄ．前記信号に応答して、前記地理ロケーションに対応するコンテンツ項目のセット
を表示する手段と、
　　ｅ．前記選択デバイスが前記コンテンツ項目のセットから選択されたコンテンツ項目
をポイントしていることを示すコンテンツ項目選択信号を受信する手段と、
　　ｆ．前記信号に応答して、前記選択されたコンテンツ項目をレンダリングする手段と
、
を含み、
　前記表示されたメニューエントリ間に矢印を表示する手段を更に含み、前記矢印が、前
記メニューエントリのタイムシーケンスを示す、
コンピュータシステム。
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【請求項２】
　前記メニューエントリのセットを前記ディスプレイに表示する手段が、各メニューエン
トリがその地理ロケーションに対応するロケーションに配置された状態で、前記メニュー
エントリのセットをマップ上に表示する、
請求項１に記載のコンピュータシステム。
【請求項３】
　各メニューエントリが、前記対応する地理ロケーション近傍の都市又は州の名前と共に
表示される、
請求項２に記載のコンピュータシステム。
【請求項４】
　ディスプレイ及び選択デバイスを含み、グラフィカルユーザインターフェースを前記デ
ィスプレイ上に表示するコンピュータシステムにおいて、関係付けられた地理ロケーショ
ン情報を有するコンテンツ項目を編成及び表示する、前記ディスプレイ上のメニューから
提供及び選択する方法であって、
　　ａ．各々が地理ロケーションを表す、メニュー用のメニューエントリのセットを検索
する段階と、
　　ｂ．前記メニューエントリのセットを前記ディスプレイ上に表示する段階と、
　　ｃ．前記選択デバイスが前記メニューエントリのセットから選択されたメニューエン
トリをポイントしていることを示すメニューエントリ選択信号を受信する段階と、
　　ｄ．前記信号に応答して、前記地理ロケーションに対応するコンテンツ項目のセット
を表示する段階と、
　　ｅ．前記選択デバイスが前記コンテンツ項目のセットから選択されたコンテンツ項目
をポイントしていることを示すコンテンツ項目選択信号を受信する段階と、
　　ｆ．前記信号に応答して、前記選択されたコンテンツ項目をレンダリングする段階と
、
を含み、
　前記表示されたメニューエントリ間に矢印を表示する段階を更に含み、前記矢印が、前
記メニューエントリのタイムシーケンスを示す、
方法。
【請求項５】
　前記メニューエントリのセットを前記ディスプレイに表示する段階が、各メニューエン
トリがその地理ロケーションに対応するロケーションに配置された状態で、前記メニュー
エントリのセットをマップ上に表示する段階を含む、
請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　各メニューエントリが、前記対応する地理ロケーション近傍の都市又は州の名前と共に
表示される、
請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　請求項４の方法をコンピュータに実行させるためのプログラムを記憶したコンピュータ
可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツの記録、記録されたコンテンツの地理ロケーションタグ付け、及
び記録及びタグ付けされたコンテンツの共有に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術の参照は、ＧＰＳビデオマッピングシステムを開示すること、並びに地理ポジ
ショニングデータの作成、アクセス、及び共有を行うために無線デバイスを使用するシス
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テムを開示することを目的としている。他の従来技術の参照は、デジタルカメラによって
撮影された写真又はビデオクリップにポジションスタンプするためのロケーションタグ付
けデータ提供及び表示システム、並びに方法を開示することを目的としている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、このような従来技術の開示事項には種々の欠点がある。例えば、これら
には、均一なフル装備システムの利便性及び携帯性が不足している。更にこれらには、ウ
ェブベースの共有機能を含む好都合な共有機能が不足している。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　コンテンツファイルと地理的データを組み合わせ、これらのファイルを共有するための
システム及び方法が提供される。この組み合わせを用いて、コンテンツファイルの編成、
共有、ナビゲート及び再生を行うための拡張ユーザインターフェースを作成することがで
きる。
【０００５】
　１つの実施形態では、デジタルビデオカメラは、一般的には統合コンポーネントとして
、地理的データのソース（ＧＰＳ受信機など）及びコンピュータへの接続と組み合わされ
る。カメラによって取り込まれたビデオクリップは、例えば、メタデータとして地理的デ
ータソースからの適切な地理ロケーションデータが手動又は自動でタグ付けされる。タグ
付けされたビデオファイルは、使いやすいアップロードコンポーネントを介してコンピュ
ータにアップロードされる。コンピュータへの接続は、サーバへのインターネット接続又
はパーソナルコンピュータへの直接接続とすることができる。接続は、有線、又はＷｉＦ
ｉなどの無線、或いは他のこのような接続とすることができる。インターネットへの無線
接続を利用する実施形態では、タグ付けされたデータファイルは、使用可能な無線接続が
取得され又は利用可能な場合は常に自動的にアップロードされる。
【０００６】
　ユーザのコンピュータに常駐させることができ、或いはウェブベースとすることができ
る対応するソフトウェアアプリケーションは、ビデオクリップ及び地理データを使用して
、インタラクティブユーザインターフェースを作成し、ビデオクリップをブラウズ及び視
聴する。詳細は実施形態毎に異なるが、１つのこのようなユーザインターフェースは、ビ
デオファイルが取り込まれたロケーションに位置付けられたクリック可能リンクを備えた
インタラクティブマップとして、或いはマップ上のロケーションに関連付けられたビデオ
ファイルをエンドユーザが再生することができるインタラクティブマップとして表示され
る。また、本システムによって、ビデオクリップのタイムシーケンスの指示は、ポイント
間の矢印などを介して表示可能にすることができる。このようにして、例えば旅行の再構
成を適切な順番で並べることができる。リンクをクリックすることで、ビデオファイルを
レンダリング又は再生する。リンクは、タイトル及び画像サムネイルなど、ビデオについ
ての情報を包含することができる。例えば、ビデオ画像サムネイルは、マップ上に表示さ
れ、ビデオを再生するためにクリック可能である。
【０００７】
　ウェブベース又は他の共有システムでは、ソフトウェアアプリケーションは、ビデオク
リップを見ることができる人を１又はそれ以上の許可された人のグループにのみ制限する
ことができ、或いはクリップを誰にでもアクセス可能にしておくことができる。上述のよ
うに、アプリケーションは、デスクトップにインストールされたソフトウェア又はウェブ
アプリケーションとすることができるが、カメラ上に常駐させることもできる（この場合
、有線又は無線リンクがカメラをディスプレイモニターにリンクすることができる）。コ
ンテンツファイルは、１又はそれ以上の許可されたグループにのみ制限することができる
が、ウェブアプリケーションは、インターネットに接続するどの端末からもアクセス可能
にすることができる。
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【０００８】
　コンテンツファイルの共有は、カメラ上の専用の物理的又はタッチスクリーンタイプの
ボタンを使用する「ワン－クリック」共有を介して達成することができる。代替の実施形
態は、自動共有であり、例えば、カメラがインターネットに接続されたときは常に、ユー
ザトリガーなしにアップロード及び共有するものである。
【０００９】
　１つの態様では、本発明は、コンテンツを検出して、当該コンテンツを地理情報に関連
付けるためのデバイスを対象としている。本デバイスは、コンテンツの項目を受信するよ
う構成された検出器と、コンテンツの項目に関する地理ロケーションに対応する情報を受
信するよう構成された検出器と、コンテンツの項目を地理ロケーション情報に関連付ける
よう構成された相関モジュール、及び関連付けられたコンテンツの項目及び地理ロケーシ
ョン情報をネットワーク上のリモートシステムに送信するよう構成されたアップロードコ
ンポーネントを含む。
【００１０】
　本発明の実施は、以下の１又はそれ以上を含むことができる。コンテンツ検出器は、ビ
デオカメラ、スチールカメラ、又はマイクロフォンとすることができる。地理ロケーショ
ン情報検出器は、ＧＰＳ受信機又は携帯電話三角測量無線ベースのシステムとすることが
できる。相関モジュールは、コンテンツの項目をメタタグ又はメタデータを使用して地理
ロケーション情報に関連付けることができる。アップロードコンポーネントは、無線送信
機を更に含むことができる。ネットワークはインターネットとすることができる。
【００１１】
　別の態様では、本発明は、コンテンツの項目をコンテンツの項目に関する地理情報に関
連付けるための方法を対象としている。本方法は、デバイスにおいてコンテンツの項目を
受信する段階と、コンテンツの項目に関する地理ロケーション情報をデバイスにおいて受
信する段階と、コンテンツの項目を地理ロケーション情報に関連付ける段階と、関連付け
られたコンテンツの項目及び地理ロケーション情報をネットワーク上のリモートシステム
にアップロードする段階とを含む。
【００１２】
　本発明の実施は、以下の１又はそれ以上を含むことができる。関連付け段階は、自動又
は手動で行うことができる。自動の場合、関連付け段階は、コンテンツの項目が記憶され
る毎、定期的、或いはこれらの組合せなどの方式で行うことができる。
【００１３】
　アップロード段階は、自動又は手動で行うことができる。自動の場合、アップロード段
階は、コンテンツの項目が記憶される毎、ネットワーク接続が設定される毎、定期的、或
いはこれらの組合せで行うことができる。手動の場合、アップロード段階は、専用入力デ
バイスのユーザオペレーションで行うことができる。
【００１４】
　別の態様では、本発明は、上記の方法をコンピュータに実行させるための命令を包含す
るコンピュータ可読媒体を対象としている。
【００１５】
　更に別の態様では、本発明は、ディスプレイ及び選択デバイスを含むグラフィカルユー
ザインターフェースを有するコンピュータシステムにおいて、ディスプレイ上の関係のあ
るグラフィックロケーション情報を有するコンテンツ項目を編成及び表示するメニューか
ら提供及び選択する方法を対象としている。本方法のステップは、各々が地理ロケーショ
ンを表すメニューエントリのセットをメニューに対して検索する段階と、ディスプレイ上
にメニューエントリのセットを表示する段階と、選択デバイスがメニューエントリのセッ
トからの選択されたメニューエントリをポイントしていることを示すメニューエントリ選
択信号を受信する段階と、信号に応答して、地理ロケーションに対応するコンテンツ項目
のセットを表示する段階と、選択デバイスがコンテンツ項目のセットからの選択されたコ
ンテンツ項目を指すポイントしていることを示すコンテンツ項目選択信号を受信する段階
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と、信号に応答して、選択されたコンテンツ項目をレンダリングする段階とを含む。
【００１６】
　本発明の実施は、以下の１又はそれ以上を含むことができる。グラフィカルユーザイン
ターフェースは、ビデオカメラ、コンピュータ、又はウェブベースのブラウザなどのシス
テムの一部を形成することができる。ディスプレイ上にメニューエントリのセットを表示
する段階は、各メニューエントリがその地理ロケーションに対応するロケーションに配置
された状態で、メニューエントリのセットをマップ上に表示する段階を含むことができる
。各メニューエントリは、対応する地理ロケーション近傍の都市又は州の名前と共に表示
することが。本方法は、メニューエントリのタイムシーケンスを指示する矢印を、表示さ
れたメニューエントリ間に表示する段階を更に含むことができる。ディスプレイ上にメニ
ューエントリのセットを表示する段階は、メニューエントリのセットをリストで表示する
段階を含むことができる。コンテンツ項目は、ビデオクリップとすることができる。
【００１７】
　関係のある態様では、本発明は、上記の方法をコンピュータに実行させるための命令を
包含するコンピュータ可読媒体を対象としている。
【００１８】
　別の態様では、本発明は、少なくとも１人のメンバーを有する共有グループを作成する
段階と、デバイスにおいてコンテンツの項目を受信する段階と、コンテンツの項目に関す
る地理ロケーション情報をデバイスにおいて受信する段階と、コンテンツの項目を地理ロ
ケーション情報に関連付ける段階と、関連付けられたコンテンツの項目及び地理ロケーシ
ョン情報をネットワーク上のリモートシステムにアップロードする段階と、アップロード
されたコンテンツの項目について共有グループの各メンバーに通知する段階とを含む、コ
ンテンツの項目をグループと共有する方法を対象としている。
【００１９】
　本発明の実施は、以下の１又はそれ以上を含むことができる。通知段階は、アップロー
ドされた項目についてのインスタントメッセージ又は電子メールを共有グループの各メン
バーに送信することによって達成することができ、インスタントメッセージ又は電子メー
ルは、クリック時にコンテンツの項目を表示するクリック可能リンクを包含する。コンテ
ンツの項目は、マップの上に重畳されたビデオとして表示することができる。共有グルー
プを作成する段階は、少なくとも１つの連絡先を共有グループリストに入力する段階又は
連絡先を決定するためにパーソナル情報マネージャを分析する段階を含むことができる。
インスタントメッセージ又は電子メールは、コンテンツ項目がアップロードされたときは
常に自動的に送信される。
【００２０】
　関係のある態様では、本発明は、上記の方法をコンピュータに実行させるための命令を
包含するコンピュータ可読媒体を対象としている。
【００２１】
　別の態様では、本発明は、少なくとも１人のメンバーを有する共有グループを作成する
段階と、デバイスでコンテンツの項目を受信し、デバイスでコンテンツの項目に関する地
理ロケーション情報を受信して、コンテンツの項目を地理ロケーション情報に関連付ける
段階と、関連付けられたコンテンツの項目及び地理ロケーション情報をネットワーク上の
リモートシステムにアップロードする段階と、アップロードされたコンテンツの項目につ
いて共有グループの各メンバーに通知する段階とを含む、コンテンツの項目をグループと
共有する方法を対象としている。共有グループのメンバーが、アップロードされたコンテ
ンツの項目にアクセスを試みるときには、本方法の更なる段階は、各々が地理ロケーショ
ンを表すエントリのセットを検索する段階と、ディスプレイ上にエントリのセットを表示
する段階と、選択デバイスがエントリのセットから選択されたエントリをポイントしてい
ることを示すエントリ選択信号を受信する段階を含む。更なる段階は、信号に応答して、
地理ロケーションに対応するコンテンツ項目のセットを表示する段階と、選択デバイスが
コンテンツ項目のセットから選択されたコンテンツ項目をポイントしていることを示すコ
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ンテンツ項目選択信号を受信する段階と、信号に応答して、選択されたコンテンツ項目を
レンダリングする段階とを含む。
【００２２】
　本発明の利点は、以下の１又はそれ以上を含むことができる。ロケーションデータを備
えたコンテンツファイルは、コンピュータ、サーバ又は他のストレージに容易にアップロ
ード可能である。ロケーションデータを備えたコンテンツファイルは、その地理ロケーシ
ョンに対応するマップ上にサムネイル、アイコン又はテキスト表現の使用などによって、
クリック可能なリンクとして表示された場合、ナビゲート可能であり、インタラクティブ
ユーザインターフェースを介して見ることができる。本発明は、カメラユーザがジオ－デ
ータを備えたビデオを共有するため、及び他者がインターネットを通じてこのビデオを観
るための使い易く好都合な手段を提供する。例えば、ファミリーメンバーは、別のファミ
リーメンバーによって行われた旅行のビデオを観ることができ、各ビデオが撮影された場
所をマップ上で確認することができる。
【００２３】
　他の利点は、図面及び請求項を含む以下の説明から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の第１の実施形態によるシステムの概略図である。
【図２】本発明の第２の実施形態によるマップベースのユーザインターフェースの一部を
示す図である。
【図３】本発明の第３の実施形態によるコンテンツ項目及び地理ロケーション情報を取得
しアップロードするための方法を示すフローチャートである。
【図４】本発明の第４の実施形態によるコンテンツ及び地理ロケーションデータを表示す
るための方法を示すフローチャートである。
【図５】本発明の第５の実施形態によるコンテンツ及び地理データを表示するための方法
を示すフローチャートである。
【図６】コンテンツ及び地理ロケーションデータをユーザのグループと共有するための方
法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本明細書で定義される以下の用語は、本明細書及び添付図全体を通して使用される。
【００２６】
　コンテンツの項目又は地理ロケーション情報、或いはこれらの両方を「アップロードす
る」とは、アップロードコンポーネントが装備されたビデオカメラなどのデバイスからこ
のような情報を包含するファイルを転送する行為を指す。アップローディングは、無線を
利用して達成されることが多いが、ＰＣ又はネットワークサーバに直接の有線接続を使用
して達成することもできる。
【００２７】
　データ又はファイルを「記憶する」とは、あるタイプのＲＡＭ或いはディスク又はカー
ドベースのストレージなど、永久又は一時メモリ又はストレージにデータを配置する行為
を指す。記憶するという行為は、極めて一時的なものとすることができる。例えば、デー
タは、取得、バッファ内への記憶、及びアップロードを直ちに行うことができる。他方で
は、データは、例えばミニＤＶＤ上に無期限に記憶することができる。
【００２８】
　「地理ロケーション」は、コンテンツデータが取得されたロケーション又はその近傍に
対応する。「地理データ」は、地理ロケーションを構成するデータに対応する。地理ロケ
ーション情報の実施例は、ＧＰＳシステムによって取得された緯度、経度、及び高度情報
である。地理ロケーションはまた、この関連では、カメラの向き及び方位などの情報を指
すことができる。「地理ロケーションの指示」とは、ユーザインターフェースに表示され
る地理情報についての簡易的表記を指す。例えば、地理情報の指示は、地理ロケーション
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を表すアイコン、緯度及び経度座標の表示、又は対応する市及び州の名前とすることがで
きる。
【００２９】
　「コンテンツ項目」は、検出器によって取得されたデータの集合を指す。一般的に、コ
ンテンツ項目は、データの連続的シーケンス、例えばビデオカメラによって取得されたビ
デオクリップである。「コンテンツデータ」は、コンテンツ項目を構成する基礎をなすデ
ータを指す。場合によっては、コンテンツ項目は、全てが単一の（又は隣接或いは近傍の
セットの）地理ロケーションに対応する、１又はそれ以上の関係のあるビデオクリップを
指す。「コンテンツ項目の指示」は、ユーザインターフェースにおいて表示されたコンテ
ンツ項目について簡易的表記を指す。例えば、コンテンツ項目の指示は、コンテンツ項目
を表すアイコン、サムネイル、又はファイル名とすることができる。コンテンツ項目はま
た、オーディオファイル、デジタルスチール写真、又は同様のものとすることができる。
【００３０】
　コンテンツ項目を地理ロケーションに「関連付ける」とは、あるものに対応するデータ
を他方のファイル内に配置するなどによって、互いを結び付ける行為を指す。例えば、コ
ンテンツ項目を地理ロケーションに関連付けるとは、地理ロケーションについてのメタタ
グ又はメタデータをコンテンツ項目のファイルに配置することを指す。
【００３１】
　「レンダリングする」とは、コンテンツの項目を再生する行為を指す。例えば、ビデオ
クリップであるコンテンツ項目をレンダリングするとは、ビデオクリップをメディアプレ
ーヤーで再生することを意味する。メディアプレーヤーは、選択されたコンテンツタイプ
を再生できる何れかのコンテンツ再生デバイスとすることができる。
【００３２】
　「共有グループ」は、共有されるファイルのターゲットオーディエンスである定められ
たユーザのグループを指す。共有グループは、通常はユーザによって定められ、そのユー
ザの友達のグループ又は他の定められた集団に対応する。共有グループはまた、ソーシャ
ルネットワーキングサービスなど、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成することができる。共有グループはまた、例えば、Ｍｉｃｒｏｓ
ｏｆｔ　Ｏｕｔｌｏｏｋ（登録商標）に記憶されるような連絡先情報を使用して、或いは
インスタントメッセージアプリケーションにおけるバディリストを使用してユーザシステ
ム上で作成することができる。共有グループはまた、別個に定めることができ、ユーザは
、ソフトウェアアプリケーション又はウェブサイトを使用してこれらのグループに加わる
ことができる。例えば、１つのこのような共有グループは、「Ｌａｋｅ　Ｔａｈｏｅ　Ｖ
ｉｄｅｏｍａｋｅｒｓ」グループとすることができる。グループはまた、一人からなるこ
とができる。この場合、共有は、最初にグループを指定することなく実施することができ
る。例えば、共有は、グループのどのような形成もなしに種々の連絡先と実施することが
できる。この実施例では、友達が、ビデオにアクセスするリンクを備えた電子メールを受
信することができる。
【００３３】
　コンテンツ検出システム（例えばビデオカメラ）
　図１を参照すると、本発明の第１の実施形態によるコンテンツ検出システム１０が示さ
れ、これは、アップロード機能を備えた一体型ビデオカメラシステムとすることができる
。システム１０は、検出器１３を有するデジタルビデオカメラ１２を含み、この場合の検
出器は、ビデオクリップを記録するためのレンズ及びマイクロフォンを含む。
【００３４】
　システム１０は、地理情報の検出器１４を含む。地理情報検出器１４は、内蔵又は外付
けとすることができるアンテナ１５を有することが多い。地理情報検出器１４は、例えば
、ＧＰＳ受信機とすることができる。しかしながら、携帯電話三角測量無線ベースのシス
テム又は他のこのようなシステムを含む、代替の地理情報検出器を利用することができる
。地理情報検出器１４は、通常、緯度及び経度などのデータを受信するが、高度データは



(8) JP 5818282 B2 2015.11.18

10

20

30

40

50

また、システム１０の方位及び向きに対応する情報と共に検索することができる。
【００３５】
　システム１０は更に、ハードウェア、ソフトウェア、又はこれら両方の組合せで実装す
ることができる相関モジュール１６を含む。相関モジュール１６は、コンテンツの項目を
その関係のある地理情報に関連付ける。例えば、相関モジュール１６は、関係のある地理
情報を指示するメタタグ又はメタデータをコンテンツ項目のファイルに配置することがで
きる。この実施形態では、相関モジュールが、別個の回路又はアルゴリズムを必要としな
い、例えば、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又は同様のものにおける別
個の回路又はアルゴリズムとして実装される必要がない点に留意することが重要である。
逆に、相関モジュールは、カメラファームウェアの一体部分を形成することができ、デジ
タルビデオファイルをローカルストレージにセーブするモジュールに一体化することがで
きる。システム１０はまた、アップロードコンポーネント１８を組み込む。アップロード
コンポーネント１８は、地理情報、コンテンツ項目、及びこれらのアソシエーションに対
応するデータの送信を編成する。幾つかの実施形態では、以下に説明されるように、地理
ロケーションデータがデジタルビデオファイルに配置される点に留意されたい。この場合
、及びこれと同様の他の場合、アップロードはデータ自体となり、地理ロケーション情報
又はアソシエーションデータの別々のアップロードは必ずしも存在しないことになる。ア
ップロードコンポーネント１８は、アンテナ２２が利用できる場合には無線とすることが
できる。アンテナ１５と同様に、アンテナ２２は、内蔵又は外付けとすることができる。
アップロードコンポーネント１８はまた、例えば、ＵＳＢ又は他のこのようなポートが提
供することができる場合は、有線とすることができる。
【００３６】
　無線構成では、アップロードは、無線アクセスポイント、無線コミュニティネットワー
ク、ＷｉＦｉホットスポット、又は何れかの他のこのような無線ネットワークに行うこと
ができる。
【００３７】
　ボタン１９又は他のユーザ操作可能なデバイスを設けて、これによってユーザが、関連
付けられたコンテンツ及び地理情報を好都合にアップロード可能にすることができる。例
えば、ボタン１９は、「ワン－クリック」アップロード機能を可能にすることができる。
この場合、ボタンを押すことで、例えばネットワーク接続が利用可能である場合は常に、
コンテンツファイルの全て又は一部を直ちにアップロードを行うようになる。ボタン１９
はまた、バーチャルとすることができ、例えば、ボタン１９は、タッチスクリーン又はカ
メラの他のユーザインターフェース上のボタンとすることができる。例えば、カメラのＬ
ＣＤ上で取り込まれたビデオクリップを見る場合、ビデオに対して使用可能なコマンドの
１つを「共有オンライン」とすることができる。
【００３８】
　或いは、システム１０は、特にＷｉＦｉ「ホットスポット」などの無線接続がセキュア
でないネットワークである場合には、ネットワーク接続が設定されている場合は常に、例
えば、無線接続が取得された場合は常に、関連付けられたコンテンツ及び地理情報を自動
的にアップロードすることができる。
【００３９】
　上述されたシステムコンポーネントは、シングルデバイス、すなわち、データアップロ
ード機能を備えた単一のフル装備一体型ビデオカメラシステムに実装することができる。
【００４０】
　使用時、システム１０は、ロケーションからロケーションに引き継がれ、各ロケーショ
ンにてコンテンツを撮影し、該コンテンツをサーバ又はパーソナルコンピュータにアップ
ロードすることができる。本発明の第２の実施形態によるユーザインターフェースの一部
を示し、これらのコンテンツを表示できる図２を参照すると、システム１０は、ロケーシ
ョン２６からロケーション２８に引き継がれ、次にロケーション２８からロケーション３
２に引き継がれ、同様にロケーション３４及びロケーション３６に引き継がれる。各々の
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ケースでコンテンツを取得することができ、何れかのロケーションインジケータの選定に
よって、更にそのロケーションにおいて取得されたコンテンツに対するコンテンツインジ
ケータの選択によって、後でコンテンツを見ることができる。図２に示される矢印などの
インジケータは、コンテンツが取得されたときのタイム－シーケンスを示すのに利用する
ことができる。このようにして、旅行を再構成でき、訪問したロケーションのシーケンス
が分かる。
【００４１】
　本発明の第３の実施形態による方法が、図３のフローチャートで示されている。本方法
が開始し（ステップ３７）、コンテンツの項目が検出され、すなわち記録される（ステッ
プ３８）。例えば、ビデオクリップが撮影される。コンテンツ項目に関する地理ロケーシ
ョン情報が受信される（ステップ４２）。例えば、ＧＰＳデータを地理ロケーション情報
として受信し使用することができる。地理ロケーション情報は、定期的に、連続的に、或
いはユーザによって指定される任意の時間に取得することができる。
【００４２】
　地理情報はまた、検出されたＩＰアドレス情報を使用することによって取得することが
できる。具体的には、ジオロケーションソフトウェアを利用して、ＩＰアドレスを調べ、
どの国、団体、又はユーザに当該ＩＰアドレスが割り当てられているかを特定することが
でき、次いで、この情報に基づいてユーザのロケーションに関する推測を行うことができ
る。このような推測は、ユーザがインターネットに連続して接続されている場合には特に
正確なものとなる。しかしながら、アップロードが、定期的にだけ、例えばビデオレコー
ディングの日の終わりにのみ行われる場合、推測された地理ロケーションは、各個々のレ
コーディングロケーションではなく、アップロードロケーションにのみ対応することにな
る。
【００４３】
　次いで、コンテンツの項目が地理情報に関連付けられる（ステップ４４）。例えば、コ
ンテンツ項目が取得された地理ロケーションを指示するために、メタデータがコンテンツ
項目ファイルに追加される。別の実施例では、ペアになったポインタのセットが記憶され
、１つのポインタは、コンテンツ項目を指し、そのペアは、地理情報のメモリ又はストレ
ージロケーションを指す。別の実施例として、コンテンツ項目に対応するデータ及び地理
ロケーション情報に対応するデータは、全く新しいデータファイルに組み合わせることが
できる。
【００４４】
　アソシエーションは、自動又は手動で行うことができる。多くの場合、自動アソシエー
ションが行われ、システムが、各コンテンツ項目をその関係のあるロケーションデータに
自動的に関連付けることになる。場合によっては、手動制御が望ましい場合があり、この
場合、ユーザは、いつ地理情報をコンテンツ項目に添付するかを決定することができる。
この代替形態は、ユーザがデータの「細分性」を制御したい場合に好ましい場合がある。
例えば、ユーザは、１０マイル半径内で撮影された全てのビデオクリップを同じ中心都市
に関連付けたい場合がある。同様に、上述のように、ユーザによる細分性セットの範囲内
で自動アソシエーションが行われるハイブリッドアソシエーションを提供することができ
る。或いは、インタラクティブマップをカメラＬＣＤ上に表示し、ユーザがコンテンツ項
目の正確なロケーションをピンポイントできるようにすることが可能である。
【００４５】
　別の実施は、例えば、全てのコンテンツ項目が記録された後、又はアップロード時に、
或いは表示時など、任意の時間に地理データをコンテンツ項目に関連付けることである。
この実施を達成する１つの方法は、例えば１５分毎など定期的に、並びに地理情報が取得
された時に地理情報を記録及び記憶することである。このようにして、コンテンツ項目は
、記録及びタイムスタンプすることができる。アソシエーションが行われるときには、コ
ンテンツ項目のタイムスタンプに時間的に最も近いタイムスタンプを有する地理ロケーシ
ョン情報が、コンテンツ項目に関連付けられる。この実施の拡張において、外挿アルゴリ
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ズムを利用して、タイムスタンプが地理ロケーション情報のタイムスタンプ間にあるコン
テンツ項目の地理ロケーションを推測又は概算することができる。
【００４６】
　次にデータアソシエーションを記憶することができる（ステップ４６）。地理ロケーシ
ョンについてのメタデータをコンテンツ項目に配置するなど、データの１つのセットを他
のセットに配置することによりアソシエーションが行われる場合、何れかの余分な又は重
複する地理ロケーションデータを廃棄することができる。例えば、地理ロケーションデー
タがコンテンツの項目内にメタデータとして記憶されていた場合、この地理ロケーション
データを別のストレージロケーションに保持する必要がない可能性がある。
【００４７】
　コンテンツ検出システムからのコンテンツのアップロード
　次のステップは、関連付けられたデータをアップロードすることである（ステップ４７
）。このアップロードは、ＷｉＦｉ接続などの無線を介して、或いは、例えばコンピュー
タ又はネットワークへの直接又は間接的なＵＳＢケーブルなどのＰＣ接続といった有線リ
ンクを介して行うことができる。ＷｉＦｉ接続の場合、接続は自動的に行うことができる
。アップロードはまた、ＬＡＮ又はＷＡＮなどのネットワーク上で行うことができる。
【００４８】
　アソシエーションと同様に、アップロードは、自動又は手動で行うことができ、前者は
、システムがＷｉＦｉネットワークなどのネットワークに接続された場合は常に行われる
可能性がある。幾つかのシステムでは、アップロードは、定期的に、例えば１５分毎など
予め設定された時間期間後に行われる。他のシステムでは、アップロードは、手動で、例
えばボタン１９のユーザ選択及び使用を介して行うことができる。データのアップロード
は、全ての記憶されたコンテンツ項目に対して、或いは全ての記憶されたコンテンツ項目
のサブセットだけに対して行うことができる。アップロードは、ユーザのコンピュータだ
けに直接行うことができ、或いはサーバに対して行うことができる。コンテンツ項目が地
理情報メタデータを含むように関連付けられたデータが記憶されている場合、コンテンツ
項目だけを記憶する必要がある。関連付けられたデータがペアポインタとして記憶されて
いる場合、ペアポインタ、コンテンツ項目、及び地理情報の全てをアップロードすること
ができる。
【００４９】
　コンテンツ及び地理情報をシュアするためのユーザインターフェース
　図４を参照すると、関連付けられたデータを表示する方法を示すフローチャートが示さ
れている。データを表示するユーザインターフェースの図が図２に示される。図４は、関
連付けられたデータを受信する第１ステップ（ステップ４８）を示す。関連付けられたデ
ータのこの受信は、コンテンツ項目がメタデータとして地理情報を含む場合のコンテンツ
項目の受信とすることができ、或いは上述のように、ペアにされたポインタ、コンテンツ
項目、及び地理情報などのデータを含むことができる。
【００５０】
　取得されると、地理ロケーションが表示される（ステップ５２）。１つの実施では、ロ
ケーションは、マップ上に位置付けられているものとして表示される。別の実施では、ロ
ケーションは、ロケーションのリストとして表示される。ロケーションは、アイコン、都
市名などのテキストデータ、サムネイル、緯度及び経度座標を介して、或いは他の手段を
介して表示することができる。
【００５１】
　次にユーザは、複数の表示された地理ロケーションの１つを選択することができる（ス
テップ５４）。選択されると、１つのコンテンツ項目だけが地理ロケーションに関連付け
られている場合、コンテンツ項目は自動的にレンダリングすることができる。或いは、コ
ンテンツ項目のインジケータを表示することができる。複数のコンテンツ項目が単一の地
理ロケーションに関連付けられている場合、これらのコンテンツ項目のインジケータのセ
ットが表示される（ステップ５６）。これらのインジケータは、サムネイル、アイコン、
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ファイル名、又は他のこのようなコンテンツインジケータとすることができる。ユーザに
よって選択されると（ステップ５８）、指示されたコンテンツ項目がレンダリングされる
（ステップ６２）。レンダリングは、ビデオコンテンツのファイルタイプに適したメディ
アプレーヤーでビデオクリップを再生することによって行うことができる。ある実施形態
では、再生は、ストリーミングビデオ再生であり、ここではビデオクリップコンテンツが
ネットワークサーバからストリーミングされる。
【００５２】
　１つの例示的な実施形態では、ユーザは、あるロケーションでビデオコンテンツを記録
し、これをアップロード又は共有することができる（ステップ７４）。次いで、共有グル
ープのメンバーである場合又はメンバーでない場合がある、１人又はそれ以上の友達は、
ビデオが視聴可能であるときには、電子メールメッセージ又はインスタントメッセージを
受信する（ステップ７６）。１人又はそれ以上の友達は、メッセージのリンクをクリック
しアクセスすることができる。次に、マップ様ユーザインターフェースは、指示されたビ
デオのロケーションと共に表示することができる（ステップ７８）。ビデオは、ユーザが
ユーザインターフェース上のロケーション又はアイコンをクリックする（ステップ８２）
と再生を始めることができ（ステップ８４）、或いは、マップが表示されたときに直ちに
再生を開始することが（ステップ８６）。１つの実施では、ビデオが表示される（ステッ
プ８８）。１つの実施形態では、ビデオは、オーバーレイとしてマップ上に表示される。
【００５３】
　代替の実施形態では、ユーザインターフェースは、ビデオカメラシステムの一部を形成
することができ、この場合、ビデオカメラシステムは、コンピュータモニター又は適切に
使用可能にされたテレビなどのディスプレイモニターへの有線又は無線リンクを有するこ
とができる。
【００５４】
　しかしながら、より一般的には、ユーザインターフェースは、デスクトップアプリケー
ションの一部を形成するか、或いはウェブベース又は他のネットワークアプリケーション
の一部を形成する。第１の場合には、ユーザは、関連付けられたデータを単一のパーソナ
ルコンピュータにアップロードすることを選択することができ、この場合、ユーザインタ
ーフェースは、単一のデスクトップアプリケーションに付属する。第２の場合には、ユー
ザは、１又はそれ以上の共有グループがコンテンツファイルを見ることを要求することが
できる。この場合、図５を参照すると、ユーザは、適切なファイル共有ソフトウェアを使
用して、或いはシステムに関連付けられた専用ソフトウェアアプリケーションを介して、
関連付けられたデータをファイル共有サーバにアップロードすることができる（ステップ
６４）。ファイル共有サーバは、当該関連付けられたデータを、図４及び５に関して上述
のように提示されるように編成する（ステップ６６）。ステップ６６は、異なる種類のア
プリケーション及びインターネットプラットフォームにビデオ配信する目的で、アップロ
ードされたビデオファイルを１又はそれ以上の他のビデオファイルにトランスコードする
段階を含むことができる点に留意されたい。
【００５５】
　同じファイル共有ソフトウェア又は専用ソフトウェアアプリケーションを使用して、ユ
ーザは、共有グループを定義することができる（ステップ６８）。多くの場合、この共有
グループ定義ステップは、共有イベントの前に行われる。ユーザは、友達、家族、又は同
僚などの１又はそれ以上のグループを定義することができ、全ての新しくアップロードさ
れたビデオクリップを当該グループと自動的に共有するよう選択することができる。或い
は、ユーザは、アップロードされたビデオをウェブアプリケーションを介してオンライン
で１又はそれ以上のグループと共有するよう選択することができる。
【００５６】
　次に、ファイル共有サーバに関連付けられたダウンロード可能なウェブアプリケーショ
ンを用いて、共有グループがユーザインターフェースによって表示されたファイル共有サ
ーバ上の関連付けられたコンテンツ項目にアクセスし、これを見ることができるようにす
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ることができる（ステップ７２）。或いは、ビューイングアプリケーションは、視聴者の
コンピュータ上にソフトウェアがインストールされていない、完全にウェブベースのもの
とすることができる。
【００５７】
　共有グループは、ユーザだけがビデオクリップにアクセスできるように、又は、共有グ
ループが定義されていない場合にユーザだけがアクセスできるように、或いは幾つかの特
定の視聴者だけがビデオクリップにアクセスできるように、或いはインターネットにアク
セスできるコンピュータを使用する人は誰でもビデオクリップにアクセスできるように定
義することができる。また、大きなビデオクリップ全体をダウンロードするか否かを決定
する前に、見込み視聴者が小さなプレビュークリップをダウンロードするだけでよいよう
に、ビデオクリップのプレビューを設けることができる。或いは、ビデオクリップは、別
のビデオフォーマットに変換され、インターネットを通じてオンデマンドでストリーミン
グすることができる。
【００５８】
　本発明の１つの実施は、ユーザインターフェース、ファイル共有サーバ、デスクトップ
及びウェブベースアプリケーション、並びに共有されたファイルを提供するためなど、コ
ンピュータ命令を記憶及び実行するための１又はそれ以上のプログラム可能プロセッサ及
び対応するコンピュータシステムコンポーネントを含む。ユーザは、インターネットなど
のネットワークにアクセスでき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。
【００５９】
　付加的な変形形態及び実施も可能である。例えば、共有されるファイルは、データファ
イルの何れかのタイプ、すなわちオーディオ、ビデオ、テキスト、データなどとすること
ができる。ユーザ間での共有されるファイルのネットワーク転送は、暗号化するか又は平
文にすることができる。ビューイングソフトウェアは、実行のためユーザのシステムに自
動的にダウンロードされる以外に、サーバ上に記憶してもよい。ファイル共有サーバは、
共有されるファイルへのアクセスの複数のレベル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を大きなグループ又は公開して利用可能にすることができ
、フルバージョンのみをサブセットに利用可能にすることができる。用語「コンピュータ
」を使用してきたが、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、スマートフォン、パーソナル
デジタルアシスタント、及びデータを相互に転送することができる何れかの他のデバイス
を含む、何れかのコンピューティングマシンを包含するものとする。また、この教示を所
与として、種々の他の実施例を公案することができる。
【００６０】
　本発明によれば、上記に詳しく説明されたように、地理情報をコンテンツデータに関連
付け、該関連付けられたデータを表示及び共有し、共有されるオンラインメディアファイ
ルへのアクセスを制御するためのシステム及び方法が提供される。
【００６１】
　本発明を幾つかの実施形態に関して説明してきたが、この教示を所与とした場合、本発
明が図示の実施形態よりも遙かに広範囲であることは当業者には明らかなはずである。
【００６２】
　例えば、ＧＰＳ受信機は通常、所与のロケーションの緯度及び経度を表す信号を提供す
ることができ、ルックアップテーブルを利用して、この緯度及び経度を特定の都市、地域
、州、及び／又は国に関連付けることができる。
【００６３】
　更に、例えば、旅行のビデオクリップを取得及び検索する関連で本発明を説明してきた
が、暗号化された地理情報もコンテンツデータに関連付けることができ、この暗号化され
た地理情報は、セキュアシステムによってのみアクセス可能である。この実施では、固有
のカメラ識別子も含むことができ、セキュアシステムの特定のユーザだけがデータを復号
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が検証され、耐タンパー性にレンダリングすることができる。
【００６４】
　更に、旅行を記録し検証されたロケーションデータを提供することに加えて、他のアプ
リケーションは、不動産業者がこれらによって提示される種々の不動産の地理的に編成さ
れたビデオを記録するのに使用することを含む。不動産のビデオクリップを記録した後、
業者は、フリーのＷｉＦｉ接続を見つけ出し、不動産に対応するビデオをアップロードす
ることができる。次にこれらのビデオは、不動産ロケーションに応じて編成される。次い
で、見込み購入者は、購入者の関心のあるエリアの近所のマップを見て、エリア内の不動
産についてのビデオを見ることができる。関係付けられたオンラインシステムによって、
好都合には、見込み購入者が業者にコンタクトすることを可能にすることができる。
【００６５】
　従って、本明細書は、全てではないが一部の説明を表しており、従って、本発明の範囲
は、本明細書に添付された請求項によってのみ限定されるものとする。
【符号の説明】
【００６６】
１０　コンテンツ検出システム
１２　デジタルビデオカメラ
１３　検出器
１４　地理情報検出器
１５　アンテナ
１６　相関モジュール
１８　アップロードコンポーネント
１９　ボタン
２２　アンテナ
【図１】

【図２】

【図３】
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