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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のユーザから、第１のメディアアセットへのアクセスを制限する第１の動作を受信
することと、
　該第１のメディアアセットへのアクセスが制限されている間に第２のメディアアセット
に対して行われる第２の動作を受信することであって、該第２のアセットは、該第１のア
セットの属性と同様である１つ以上の属性を有する、ことと、
　該第１の動作が、該第２のアセットのアクセス可能性と一致しないことを検出すること
によって、該第１の動作と該第２の動作との間の不一致を検出することと、
　該第１の動作と該第２の動作との間の該不一致に関して該第１のユーザに警告すること
と
　を含む、方法。
【請求項２】
　いずれかまたは両方のアセットのコンテンツプロバイダ、または、いずれかまたは両方
のアセットと関連するスポンサに、検出した不一致を報告することをさらに含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　いずれかまたは両方のアセットに関して以前に送信された他のレポートを視認する選択
肢を、前記第１のユーザに提供することをさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
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　前記第２の動作は、ユーザによって行われる動作である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２の動作は、前記第１のユーザとは異なる第２のユーザによって行われる動作で
あり、前記第１の動作と第２の動作との間の不一致を検出することは、該第１のユーザと
関連する第１のプロファイルを、該第２のユーザと関連する第２のプロファイルと比較す
ることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２の動作は、利用可能なアセットのデータベースへの前記第２のアセットの追加
、または該第２のアセットの１つ以上の属性の修正である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の動作を逆転させるように前記第１のユーザを促すことをさらに含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の動作に起因する変更の適正な一部を取り消すように前記第１のユーザを促す
ことをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のユーザが前記第２のアセットへのアクセスを制限することを可能にすること
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記不一致を検出することは、
　メモリから前記第１のアセットと関連する第１の一式の属性を取り出すことと、
　複数のアセットの間で、該第１の一式の属性と同様である１つ以上の属性を有する前記
第２のアセットを検索することと、
　前記第１の動作を、該第２のアセットに関して行われる前記第２の動作と比較すること
と、
　該比較および同様である該１つ以上の属性に基づいて、該第１の動作が該第２の動作と
一致しないかどうかを決定することと
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　制御回路を備えるシステムであって、
　該制御回路は、
　第１のユーザから、第１のメディアアセットへのアクセスを制限する第１の動作を受信
することと、
　該第１のメディアアセットへのアクセスが制限されている間に第２のメディアアセット
に対して行われる第２の動作を受信することであって、該第２のアセットは、該第１のア
セットの属性と同様である１つ以上の属性を有する、ことと、
　該第１の動作と該第２の動作との間の不一致を検出することであって、該第１の動作が
該第２の動作のアクセス可能性と一致しないことを検出することを含む、ことと、
　該第１の動作と該第２の動作との間の該不一致に関して該第１のユーザに警告すること
と
　を行うように、構成される、システム。
【請求項１２】
　前記制御回路は、いずれかまたは両方のアセットのコンテンツプロバイダ、または、い
ずれかまたは両方のアセットと関連するスポンサに、前記検出した不一致を報告するよう
にさらに構成される、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記制御回路は、いずれかまたは両方のアセットに関して以前に送信された他のレポー
トを視認する選択肢を、前記第１のユーザに提供するようにさらに構成される、請求項１
２に記載のシステム。
【請求項１４】
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　前記第２の動作は、ユーザによって行われる動作である、請求項１１に記載のシステム
。
【請求項１５】
　前記第２の動作は、該第１のユーザとは異なる第２のユーザによって行われる動作であ
り、
　前記制御回路はさらに、該第１のユーザと関連する第１のプロファイルを、該第２のユ
ーザと関連する第２のプロファイルと比較するように構成される、請求項１１に記載のシ
ステム。
【請求項１６】
　前記第２の動作は、利用可能なアセットのデータベースへの前記第２のアセットの追加
、または該第２のアセットの１つ以上の属性の修正である、請求項１１に記載のシステム
。
【請求項１７】
　前記制御回路は、前記第１の動作を逆転させるように前記第１のユーザを促すようにさ
らに構成される、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記制御回路は、前記第１の動作に起因する変更の適正な一部を取り消すよう前記第１
のユーザを促すようにさらに構成される、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記制御回路は、前記第１のユーザが、前記第２のアセットへのアクセスを制限するこ
とを可能にするように構成される、請求項１１に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記制御回路は、
　メモリから前記第１のアセットと関連する第１の一式の属性を取り出すことと、
　複数のアセットの間で、該第１の一式の属性と同様である１つ以上の属性を有する前記
第２のアセットを検索することと、
　前記第１の動作を、前記第２のアセットに関して行われる前記第２の動作と比較するこ
とと、
　該比較および同様である該１つ以上の属性に基づいて、該第１の動作が該第２の動作と
一致しないかどうかを決定することと
　を行うようにさらに構成される、請求項１１に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、双方向メディアガイダンスアプリケーションを使用するためのシステムおよ
び方法を対象とし、より具体的には、一致しないユーザ動作を検出し、フィードバックを
提供するために双方向メディアガイダンスアプリケーションを使用することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のテレビ機器デバイスは、例えば、番組へのアクセスを制限するか、または番組か
らアクセス制限を除去する、テレビ機器を通して提供される番組に対する動作をユーザが
行うことを可能にする。ユーザは、例えば、番組の評定がユーザの許容レベルを越えるた
め、特定の番組へのアクセスを制限することを所望し得る。「アクセスを制限する」とい
う用語は、「ロックする」という用語と以下で交換可能に使用され得、「アクセス制限を
除去する」という用語は、「ロック解除する」という用語と交換可能に使用され得る。
【０００３】
　ユーザは、特定の番組に対する制限アクセス動作を行うが、同様にユーザの許容レベル
を超える場合がある同様の望ましくない特性（例えば、望ましくないコンテンツ）を有す
る、潜在的にユーザに知られていない他の番組があり得る。ユーザは、特定の番組に対し
て行われる制限アクセス動作と一致しない、これらの他の番組に対する動作を行い得る。
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例えば、ユーザは、特定の番組の望ましくない特性を有する番組からアクセス制限を除去
する／番組へのアクセスを制限しないことがある。しかしながら、従来のテレビ機器デバ
イスは、一致しない動作が行われることを決定しない。しかしながら、ユーザは、望まし
くない特性を有する場合がある、これらの他の番組の存在について（またはあらゆる一致
しない動作について）知らされ、したがって、不適当な、または望ましくないコンテンツ
にさらされる場合がある。
【０００４】
　加えて、ユーザは、特定の番組の評定または主題によって不満を抱くか、または気分を
害する場合がある。しかしながら、ユーザが、メディアプロバイダまたは番組スポンサに
、評定、コンテンツ、または番組の質についての不合意または不承認を表す容易な方法が
ない。したがって、メディアプロバイダは、無意識のうちに不適切または不快な番組を提
供し続け、および／または、スポンサが潜在的に無意識のうちに不適切および／または不
快な主題と関連付けられる場合があるため、スポンサの評判が損なわれる場合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、一致しないユーザ動作を検出し、フィードバックを提供するための強化シ
ステムおよび方法を提供することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の原則によれば、一致しないユーザ動作を検出し、アセットに関するフィードバ
ックを提供するためのシステムおよび方法が提供される。
【０００７】
　いくつかの実施形態では、ユーザは、第１のアセットに対する第１の動作を行い得る。
第１の動作は、アセットの属性（例えば、評定またはタイトル）に課されるロックまたは
アクセス制限の形態であり得る。第２の動作は、第１のアセットと同様の属性を有する第
２のアセットに対して行われ得る。第２の動作は、第２のアセットへの不動作（例えば、
ロックしない、またはアクセス制限を課さない）の形態であり得る。いくつかの実装では
、第２の動作は、第２のアセットの属性を変更するか、または番組リストにアセットを追
加する、番組ガイドの番組リストに対する更新であり得る。第１および第２のアセットの
間で同様である属性は、評定であり得る。いくつかの実施形態では、ユーザは、第１のア
セットの属性と同様の属性を有するアセットを検索して、一致しない動作が存在するかど
うかを決定するようにシステムに命令し得る。いくつかの実装では、そのような検索は、
システムによって自動的に行われ得る。
【０００８】
　システムは、第１および第２のアセットに対して行われる動作が一致しないことを検出
し得る。具体的には、システムは、第１および第２のアセットのアセットデータ構造を分
析し、第１の動作（例えば、第１のアセットに課せられるアクセス制限）が第２の動作（
例えば、第２のアクセスに課せられるアクセス制限の欠如、またはアクセス制限の除去）
と一致しないかどうかを決定し得る。例えば、アセットが属性を共有しているので、ユー
ザは、ある属性（例えば、評定）のために第１のアセットをロックしたが、同様の属性（
例えば、同じ、またはより高い評定）を有する別のアセットをロックできていない場合が
ある。
【０００９】
　システムは、不一致についてユーザに警告し得る。例えば、システムは、第１のアセッ
トに対して行われる第１の動作が第２のアセットに対して行われる動作（または不動作）
と一致しないことを示すプロンプトを提供し得る。特に、システムは、第１のアセットが
ロックされ、同様の属性を有する第２のアセットがロックされていないことをユーザに警
告し得る。ユーザは、第２のアセットをロックすること、警告を無視すること、または不
一致および第１／第２のアセットに関するフィードバックを提供することを選択し得る。
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ユーザインターフェースがテキストの効率的な入力を限定する（例えば、セットトップボ
ックスおよびそのリモートコントロール）いくつかの実装では、フィードバックは、種々
のラジオボタンまたはチェックボックスを選択することによって提供され得る。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、ユーザは、より多くのフィードバックまたは詳細なフィード
バックを提供する選択肢を選択し得る。詳細なフィードバック（例えば、テキスト入力を
含むフィードバック）は、ウェブサイトを通して提供され得る。具体的には、第１のユー
ザデバイスは、ユーザ、およびユーザがフィードバックを提供することを所望するアセッ
トを識別する情報を含む、電子通信（例えば、フィードバック要求）をコンピュータに伝
送し得る。コンピュータは、ユーザがメンバーであるウェブサイトのホストであり得る。
コンピュータは、例えば、フィードバックキューへの入力としてフィードバック要求を追
加することによって、メモリにフィードバック要求を記憶し得る。
【００１１】
　ユーザは、第２のデバイスを通してコンピュータによってホストされたウェブサイトに
ログオンし得る。コンピュータは、ユーザと関連するフィードバック キューまたはメモ
リの中のフィードバック要求入力の存在を検出し得る。コンピュータは、フィードバック
要求入力のうちの１つ以上を取り出し、第２のデバイスにフィードバック要求を提供し得
る。ユーザは、ウェブサイトを通して、第２のデバイスにおける特定のフィードバック要
求入力と関連するアセットに関する フィードバックを提供するように、第２のデバイス
において促され得る。ユーザは、ウェブサイト形態で種々のフィードバック選択肢（テキ
スト入力フィールドを含む）を選択することによって、アセットに関する詳細なフィード
バックを提供し得る。フィードバックは、アセットのメディアプロバイダに、および／ま
た はアセットと関連する任意のスポンサまたは広告主に提供され得る。
　本発明は、例えば、以下の項目を提供する。
（項目１）
　第１のユーザから、第１のメディアアセットへのアクセスを制限する第１の動作を受信
することと、
　第２のメディアアセットに対して行われる第２の動作を受信することであって、該第２
のアセットは、該第１のアセットの属性と同様である１つ以上の属性を有する、ことと、
　該第１の動作が、該第２のアセットのアクセス可能性と一致しないことを検出すること
によって、該第１の動作と該第２の動作との間の不一致を検出することと、
　該第１の動作と該第２の動作との間の該不一致に関して該第１のユーザに警告すること
と
　を含む、方法。
（項目２）
　いずれかまたは両方のアセットのコンテンツプロバイダ、または、いずれかまたは両方
のアセットと関連するスポンサに、検出した不一致を報告することをさらに含む、項目１
に記載の方法。
（項目３）
　いずれかまたは両方のアセットに関して以前に送信された他のレポートを視認する選択
肢を、前記第１のユーザに提供することをさらに含む、項目２に記載の方法。
（項目４）
　前記第２の動作は、ユーザによって行われる動作である、項目１に記載の方法。
（項目５）
　前記第２の動作は、前記第１のユーザとは異なる第２のユーザによって行われる動作で
あり、前記第１の動作と第２の動作との間の不一致を検出することは、該第１のユーザと
関連する第１のプロファイルを、該第２のユーザと関連する第２のプロファイルと比較す
ることを含む、項目１に記載の方法。
（項目６）
　前記第２の動作は、利用可能なアセットのデータベースへの前記第２のアセットの追加
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、または該第２のアセットの１つ以上の属性の修正である、項目１に記載の方法。
（項目７）
　前記第１の動作を逆転させるように前記第１のユーザを促すことをさらに含む、項目１
に記載の方法。
（項目８）
　前記第１の動作に起因する変更の適正な一部を取り消すように前記第１のユーザを促す
ことをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目９）
　前記不一致の理由に関する情報を供給するようにユーザを促すことをさらに含む、項目
１に記載の方法。
（項目１０）
　前記情報を供給するようにユーザを促すことは、複数のフィードバック選択肢を表示す
ることを含み、前記方法はさらに、該フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つのユ
ーザ選択を受信することを含む、項目９に記載の方法。
（項目１１）
　前記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、前記第１または第２のアセット
に関するフィードバックを提供し、該フィードバック選択肢は、猥褻、評定の不正確性ま
たは不適切性、少数派または女性にとっての不快、宗教的不寛容、差別、動物虐待、およ
び不道徳に関する選択肢から成る群より選択される、項目１０に記載の方法。
（項目１２）
　前記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、前記ユーザが前記第１または第
２のアセットに対する評定または副評定を提案することを可能にする、項目１０に記載の
方法。
（項目１３）
　ユーザから前記不一致の理由に関する情報を受信することと、
　いずれかまたは両方のアセットのコンテンツプロバイダ、または、いずれかまたは両方
のアセットと関連するスポンサに、該受信した情報を供給することと
　をさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目１４）
　前記第１のユーザが前記第２のアセットへのアクセスを制限することを可能にすること
を含む、項目１に記載の方法。
（項目１５）
　前記第１のアセットの属性と同様である前記第２のアセットの属性は、評定、副評定、
ジャンル、シリーズのメンバーシップ、お気に入りのメンバーシップ、ブックマークした
状態、タグ付けした状態、ＤＶＲ視聴状態、サービスの種類、チャネル関連性、ウェブサ
イト関連性、または一般視聴状態である、項目１に記載の方法。
（項目１６）
　前記第２のアセットの属性は、前記第１のアセットの属性の値と同等である値を有する
、項目１５に記載の方法。
（項目１７）
　前記第１のアセットの属性と同様である前記第２のアセットの属性は、前記第１のアセ
ットに対して、フィードバックが以前に提供されているかどうかを示す状態である、項目
１に記載の方法。
（項目１８）
　前記第２の動作は、不動作である、項目１に記載の方法。
（項目１９）
　前記不動作は、前記第２のアセットへのアクセスを制限しないことを含む、項目１８に
記載の方法。
（項目２０）
　前記不一致を検出することは、
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　メモリから前記第１のアセットと関連する第１の一式の属性を取り出すことと、
　複数のアセットの間で、該第１の一式の属性と同様である１つ以上の属性を有する前記
第２のアセットを検索することと、
　前記第１の動作を、該第２のアセットに関して行われる前記第２の動作と比較すること
と、
　該比較および同様である該１つ以上の属性に基づいて、該第１の動作が該第２の動作と
一致しないかどうかを決定することと
　を含む、項目１に記載の方法。
（項目２１）
　前記第１の動作を前記第２の動作と比較することは、
　前記第１のアセットに対する第１のアクセス制限を設定することと、
　前記第２のアセットが該第１のアクセス制限と同様のアクセス制限を含むかどうかを決
定することと
　を含む、項目２０に記載の方法。
（項目２２）
　前記第１のアセットおよび前記第２のアセットに対応するアセット制限情報は、それぞ
れのアセット特性データ構造のフィールドに記憶される、項目２１に記載の方法。
（項目２３）
　ウェブサイトと関連するコンピュータに、前記不一致に関するフィードバックがユーザ
によって提供されることを示す電子通信を伝送することをさらに含む、項目１に記載の方
法。
（項目２４）
　前記電子通信は、前記ユーザおよび前記第１のアセットを識別する、項目２３に記載の
方法。
（項目２５）
　前記電子通信は、さらなるフィードバックを提供する選択肢のユーザ選択に応答して、
テレビ機器デバイスから伝送される、項目２３に記載の方法。
（項目２６）
　前記不一致に関するフィードバックは、テキスト形式で前記ユーザによって前記ウェブ
サイトに提供される、項目２３に記載の方法。
（項目２７）
　第１のユーザ機器デバイスのユーザからメディアアセットに関するフィードバックを受
信する方法であって、
　コンピュータにおいて、第１の電子通信を受信することであって、該コンピュータは、
ウェブサイトと関連し、該第１のユーザ機器デバイスから遠隔にある、ことと、
　該第１の電子通信の受信に応答して、該メディアアセットのフィードバックが該ユーザ
によって提供されることを示すデータを記憶することと、
　該ユーザが第２のユーザ機器デバイスで該ウェブサイトにアクセスしたことを検出する
ことと、
　該メディアアセットのフィードバックが該ユーザによって提供されることを示すデータ
が記憶されているかどうかを決定することと、
　該決定に応答して、該メディアアセットのフィードバックについて該ユーザを促す第２
の電子通信を該第２のユーザ機器デバイスに提供することと、
　該第２のユーザ機器デバイスから該メディアアセットのフィードバックを受信すること
と
　を含む、方法。
（項目２８）
　前記メディアアセットのフィードバックが前記ユーザによって提供されることを示すデ
ータを記憶することは、フィードバックキューに入力を追加することを含み、該入力は、
該メディアアセットのフィードバックが該ユーザによって提供されることを示す該データ
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に対応する情報を含む、項目２７に記載の方法。
（項目２９）
　前記ユーザが前記第２のユーザ機器デバイスで前記ウェブサイトにアクセスしたことを
検出することは、該第２のユーザ機器デバイスにおいて、メディアアセットのフィードバ
ックを提供する選択肢を表示することを含み、前記方法はさらに、
　前記ユーザから、該フィードバックを提供する選択肢の選択を受信することを含む、
　項目２７に記載の方法。
（項目３０）
　前記メディアアセットのフィードバックが前記ユーザによって提供されることを示すデ
ータが記憶されているかどうかを決定することは、
　少なくとも１つの入力が前記フィードバックキューに追加されているかどうかを決定す
ることであって、該少なくとも１つの入力は、該メディアアセットのフィードバックが該
ユーザによって提供されることを示す該データに対応する情報を含む、ことと、
　該フィードバックキューから該少なくとも１つの入力を取り出すことと
　を含む、項目２７に記載の方法。
（項目３１）
　前記第１の電子通信は、前記ユーザの識別子と、前記メディアアセットの識別子とを含
む、項目２７に記載の方法。
（項目３２）
　前記メディアアセットの前記識別子は、前記メディアアセットのタイトルを含む、項目
３１に記載の方法。
（項目３３）
　前記メディアアセットのフィードバックは、テキスト形式で前記第２のユーザ機器デバ
イスから受信される、項目２７に記載の方法。
（項目３４）
　前記第２の電子通信は、前記メディアアセットのタイトルと、該メディアアセットの承
認または不承認の理由を表すフィードバックを前記ユーザから受信するためのフィードバ
ックフィールドとを含む、項目２７に記載の方法。
（項目３５）
　前記第２の電子通信は、Ｅメールまたはテキストメッセージである、項目２７に記載の
方法。
（項目３６）
　前記第２の電子通信は、いずれかまたは両方のアセットを表す写真またはビデオクリッ
プを含む、項目２７に記載の方法。
（項目３７）
　前記メディアアセットのフィードバックについて前記ユーザを促すことは、該メディア
アセットのフィードバックを要求する視聴者に対する警告を表示することを含む、項目２
７に記載の方法。
（項目３８）
　前記フィードバックを受信することは、複数のフィードバック選択肢を前記第２のユー
ザ機器デバイス上で表示することと、該フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つを
選択することとを含む、項目２７に記載の方法。
（項目３９）
　前記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、前記ユーザが前記メディアアセ
ットの承認または不承認の理由を表すことを可能にするためのテキスト入力フィールドを
含む、項目３８に記載の方法。
（項目４０）
　制御回路を備えるシステムであって、
　第１のユーザから、第１のメディアアセットへのアクセスを制限する第１の動作を受信
することと、
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　第２のメディアアセットに対して行われる第２の動作を受信することであって、該第２
のアセットは、該第１のアセットの属性と同様である１つ以上の属性を有する、ことと、
　該第１の動作と該第２の動作との間の不一致を検出することであって、該第１の動作が
該第２の動作のアクセス可能性と一致しないことを検出することを含む、ことと、
　該第１の動作と該第２の動作との間の該不一致に関して該第１のユーザに警告すること
と
　を行うように、構成される、システム。
（項目４１）
　前記制御回路は、いずれかまたは両方のアセットのコンテンツプロバイダ、または、い
ずれかまたは両方のアセットと関連するスポンサに、前記検出した不一致を報告するよう
にさらに構成される、項目４０に記載のシステム。
（項目４２）
　前記制御回路は、いずれかまたは両方のアセットに関して以前に送信された他のレポー
トを視認する選択肢を、前記第１のユーザに提供するようにさらに構成される、項目４１
に記載のシステム。
（項目４３）
　前記第２の動作は、ユーザによって行われる動作である、項目４０に記載のシステム。
（項目４４）
　前記第２の動作は、該第１のユーザとは異なる第２のユーザによって行われる動作であ
り、
　前記制御回路はさらに、該第１のユーザと関連する第１のプロファイルを、該第２のユ
ーザと関連する第２のプロファイルと比較するように構成される、　項目４０に記載のシ
ステム。
（項目４５）
　前記第２の動作は、利用可能なアセットのデータベースへの前記第２のアセットの追加
、または該第２のアセットの１つ以上の属性の修正である、項目４０に記載のシステム。
（項目４６）
　前記制御回路は、前記第１の動作を逆転させるように前記第１のユーザを促すようにさ
らに構成される、項目４０に記載のシステム。
（項目４７）
　前記制御回路は、前記第１の動作に起因する変更の適正な一部を取り消すよう前記第１
のユーザを促すようにさらに構成される、項目４０に記載のシステム。
（項目４８）
　前記制御回路は、前記不一致の理由に関する情報を供給するようユーザを促すようにさ
らに構成される、項目４０に記載のシステム。
（項目４９）
　表示デバイスをさらに備え、前記制御回路は、複数のフィードバック選択肢を該表示デ
バイス上で表示し、前記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つのユーザ選択を受
信するようにさらに構成される、項目４８に記載のシステム。
（項目５０）
　前記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、前記第１または第２のアセット
に関するフィードバックを提供し、該フィードバック選択肢は、猥褻、評定の不正確性ま
たは不適切性、少数派または女性にとっての不快、宗教的不寛容、差別、動物虐待、およ
び不道徳に関する選択肢から成る群より選択される、項目４９に記載のシステム。
（項目５１）
　前記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、前記ユーザが前記第１または第
２のアセットに対する評定または副評定を提案することを可能にする、項目４９に記載の
システム。
（項目５２）
　前記制御回路は、
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　ユーザから前記不一致の理由に関する情報を受信し、
　いずれかまたは両方のアセットのコンテンツプロバイダ、または、いずれかまたは両方
のアセットと関連するスポンサに、該受信した情報を供給するようにさらに構成される、
　項目４０に記載のシステム。
（項目５３）
　前記制御回路は、前記第１のユーザが、前記第２のアセットへのアクセスを制限するこ
とを可能にするように構成される、項目４０に記載のシステム。
（項目５４）
　前記第１のアセットの属性と同様である前記第２のアセットの属性は、評定、副評定、
ジャンル、シリーズのメンバーシップ、お気に入りのメンバーシップ、ブックマークした
状態、タグ付けした状態、ＤＶＲ視聴状態、サービスの種類、チャネル関連性、ウェブサ
イト関連性、または一般視聴状態である、項目４０に記載のシステム。
（項目５５）
　前記第２のアセットの属性は、前記第１のアセットの属性の値と同等である値を有する
、項目５４に記載のシステム。
（項目５６）
　前記第１のアセットの属性と同様である前記第２のアセットの属性は、該第１のアセッ
トに対して、フィードバックが以前に提供されているかどうかを示す状態である、項目４
０に記載のシステム。
（項目５７）
　前記第２の動作は、不動作である、項目４０に記載のシステム。
（項目５８）
　前記不動作は、前記第２のアセットへのアクセスを制限しないことを含む、項目５７に
記載のシステム。
（項目５９）
　前記制御回路は、
　メモリから前記第１のアセットと関連する第１の一式の属性を取り出すことと、
　複数のアセットの間で、該第１の一式の属性と同様である１つ以上の属性を有する前記
第２のアセットを検索することと、
　前記第１の動作を、前記第２のアセットに関して行われる前記第２の動作と比較するこ
とと、
　該比較および同様である該１つ以上の属性に基づいて、該第１の動作が該第２の動作と
一致しないかどうかを決定することと
　を行うようにさらに構成される、項目４０に記載のシステム。
（項目６０）
　前記制御回路は、
　前記第１のアセットに対する第１のアクセス制限を設定し、
　前記第２のアセットが該第１のアクセス制限と同様のアクセス制限を含むかどうかを決
定するようにさらに構成される、
　項目５９に記載のシステム。
（項目６１）
　前記第１のアセットおよび前記第２のアセットに対応するアセット制限情報は、それぞ
れのアセット特性データ構造のフィールドに記憶される、項目６０に記載のシステム。
（項目６２）
　前記制御回路は、ウェブサイトと関連するコンピュータに、前記不一致に関するフィー
ドバックがユーザによって提供されることを示す電子通信を伝送するようにさらに構成さ
れる、項目４０に記載のシステム。
（項目６３）
　前記電子通信は、前記ユーザおよび前記第１のアセットを識別する、項目６２に記載の
システム。
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（項目６４）
　前記電子通信は、さらなるフィードバックを提供する選択肢のユーザ選択に応答して、
テレビ機器デバイスから伝送される、項目６２に記載のシステム。
（項目６５）
　前記不一致に関するフィードバックは、テキスト形式で前記ユーザによって前記ウェブ
サイトに提供される、項目６２に記載のシステム。
（項目６６）
　第１のユーザ機器デバイスのユーザからメディアアセットに関するフィードバックを受
信するためのシステムであって、
　ウェブサイトと関連し、該第１のユーザ機器デバイスから遠隔にある、コンピュータで
あって、
　　第１の電子通信を受信することと、
　　該第１の電子通信の受信に応答して、該メディアアセットのフィードバックがユーザ
によって提供されることを示すデータをメモリに記憶することと、
　　該ユーザが第２のユーザ機器デバイスで該ウェブサイトにアクセスしたことを検出す
ることと、
　　該メディアアセットのフィードバックが該ユーザによって提供されることを示すデー
タが該メモリに記憶されているかどうかを決定することと、
　　該決定に応答して、該メディアアセットのフィードバックについて該ユーザを促す、
第２の電子通信を該第２のユーザ機器デバイスに提供することと、
　　該第２のユーザ機器デバイスから該メディアアセットのフィードバックを受信するこ
とと
　を行うように構成される、処理回路
　を備える、コンピュータ
　を備える、システム。
（項目６７）
　前記処理回路は、前記メモリの中のフィードバックキューに入力を追加するようにさら
に構成され、該入力は、前記メディアアセットのフィードバックが前記ユーザによって提
供されることを示す前記データに対応する情報を含む、項目６６に記載のシステム。
（項目６８）
　前記第２のユーザ機器デバイスは、表示デバイスと、制御回路とを備え、該制御回路は
、メディアアセットのフィードバックを提供する選択肢を該表示デバイス上で表示し、前
記ユーザから、該フィードバックを提供する選択肢の選択を受信するようにさらに構成さ
れる、項目６６に記載のシステム。
（項目６９）
　前記処理回路は、
　少なくとも１つの入力が前記メモリの中のフィードバックキューに追加されているかど
うかを決定することであって、該少なくとも１つの入力は、前記メディアアセットのフィ
ードバックが前記ユーザによって提供されることを示す前記データに対応する情報を含む
、ことと、
　該フィードバックキューから該少なくとも１つの入力を取り出すことと
　を行うようにさらに構成される、項目６６に記載のシステム。
（項目７０）
　前記第１の電子通信は、前記ユーザの識別子と、前記メディアアセットの識別子とを含
む、項目６６に記載のシステム。
（項目７１）
　前記メディアアセットの前記識別子は、前記メディアアセットのタイトルを含む、項目
７０に記載のシステム。
（項目７２）
　前記メディアアセットのフィードバックは、テキスト形式で前記第２のユーザ機器デバ
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イスから受信される、項目６６に記載のシステム。
（項目７３）
　前記第２の電子通信は、前記メディアアセットのタイトルと、前記メディアアセットの
承認または不承認の理由を表すフィードバックを前記ユーザから受信するためのフィード
バックフィールドとを含む、項目６６に記載のシステム。
（項目７４）
　前記第２の電子通信は、Ｅメールまたはテキストメッセージである、項目６６に記載の
システム。
（項目７５）
　前記第２の電子通信は、いずれかまたは両方のアセットを表す写真またはビデオクリッ
プを含む、項目６６に記載のシステム。
（項目７６）
　前記第２のユーザ機器デバイスは、表示デバイスと、前記メディアアセットのフィード
バックを要求する視聴者に対する警告を該表示デバイス上に表示するように構成される制
御回路とを備える、項目６６に記載のシステム。
（項目７７）
　前記第２のユーザ機器デバイスは、表示デバイスと、複数のフィードバック選択肢を該
表示デバイス上で表示し、該フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つの選択を受信
するように構成される制御回路とを備える、項目６６に記載のシステム。
（項目７８）
　前記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、前記ユーザが前記メディアアセ
ットの承認または不承認の理由を表すことを可能にするためのテキスト入力フィールドを
含む、項目７７に記載のシステム。
（項目７９）
　第１のユーザから、第１のメディアアセットへのアクセスを制限する第１の動作を受信
する手段と、
　第２のメディアアセットに対して行われる第２の動作を受信する手段であって、該第２
のアセットは、該第１のアセットの属性と同様である１つ以上の属性を有する、手段と、
　該第１の動作が該第２のアセットのアクセス可能性と一致しないことを検出することに
よって、該第１の動作と該第２の動作との間の不一致を検出する手段と、
　該第１の動作と該第２の動作との間の該不一致に関して該第１のユーザに警告する手段
と
　を備える、装置。
（項目８０）
　いずれかまたは両方のアセットのコンテンツプロバイダ手段、または、いずれかまたは
両方のアセットと関連するスポンサ手段に、検出した不一致を報告する手段をさらに備え
る、項目７９に記載の装置。
（項目８１）
　いずれかまたは両方のアセットに関して以前に送信された他のレポートを視認する選択
肢を、前記第１のユーザに提供する手段をさらに備える、項目７９に記載の装置。
（項目８２）
　前記第２の動作は、ユーザによって行われる動作である、項目７９に記載の装置。
（項目８３）
　前記第２の動作は、前記第１のユーザとは異なる第２のユーザによって行われる動作で
あり、
　前記第１の動作と該第２の動作との間の不一致を検出する手段は、該第１のユーザと関
連する第１のプロファイルを、第２のユーザと関連する第２のプロファイルと比較するこ
とを含む、
　項目７９に記載の装置。
（項目８４）
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　前記第２の動作は、利用可能なアセットのデータベース手段への前記第２のアセットの
追加、または該第２のアセットの１つ以上の属性の修正である、項目７９に記載の装置。
（項目８５）
　前記第１の動作を逆転させるように前記第１のユーザを促す手段をさらに備える、項目
７９に記載の装置。
（項目８６）
　前記第１の動作に起因する変更の適正な一部を取り消すように前記第１のユーザを促す
手段をさらに備える、項目７９に記載の装置。
（項目８７）
　前記不一致の理由に関する情報を供給するようにユーザを促す手段をさらに備える、項
目７９に記載の装置。
（項目８８）
　前記情報を供給するようにユーザを促す手段は、複数のフィードバック選択肢を表示す
る手段を備え、前記装置はさらに、該フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つのユ
ーザ選択を受信する手段を備える、項目８７に記載の装置。
（項目８９）
　前記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、前記第１または第２のアセット
に関するフィードバックを提供し、該フィードバック選択肢は、猥褻、評定の不正確性ま
たは不適切性、少数派または女性にとっての不快、宗教的不寛容、差別、動物虐待、およ
び不道徳に関する選択肢から成る群より選択される、項目８８に記載の装置。
（項目９０）
　前記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、前記ユーザが前記第１または第
２のアセットに対する評定または副評定を提案することを可能にする、項目８８に記載の
装置。
（項目９１）
　ユーザから前記不一致の理由に関する情報を受信する手段と、
　いずれかまたは両方のアセットのコンテンツプロバイダ手段、または、いずれかまたは
両方のアセットと関連するスポンサ手段に、該受信した情報を供給する手段と
　をさらに備える、項目７９に記載の装置。
（項目９２）
　前記第１のユーザが前記第２のアセットへのアクセスを制限することを可能にする手段
を含む、項目７９に記載の装置。
（項目９３）
　前記第１のアセットの属性と同様である前記第２のアセットの属性は、評定、副評定、
ジャンル、シリーズのメンバーシップ、お気に入りのメンバーシップ、ブックマークした
状態、タグ付けした状態、ＤＶＲ視聴状態、サービスの種類、チャネル関連性、ウェブサ
イト関連性、または一般視聴状態である、項目７９に記載の装置。
（項目９４）
　前記第２のアセットの属性は、前記第１のアセットの属性の値と同等である値を有する
、項目９３に記載の装置。
（項目９５）
　前記第１のアセットの属性と同様である前記第２のアセットの属性は、前記第１のアセ
ットに対して、フィードバックが以前に提供されているかどうかを示す状態である、項目
７９に記載の装置。
（項目９６）
　前記第２の動作は、不動作である、項目７９に記載の装置。
（項目９７）
　前記不動作は、前記第２のアセットへのアクセスを制限しないことを含む、項目９６に
記載の装置。
（項目９８）
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　前記不一致を検出する手段は、
　メモリ手段から前記第１のアセットと関連する第１の一式の属性を取り出す手段と、
　複数のアセットの間で、該第１の一式の属性と同様である１つ以上の属性を有する前記
第２のアセットを検索する手段と、
　前記第１の動作を、該第２のアセットに関して行われる前記第２の動作と比較する手段
と、
　該比較および該同様である１つ以上の属性に基づいて、該第１の動作が該第２の動作と
一致しないかどうかを決定する手段と、
　を備える、項目７９に記載の装置。
（項目９９）
　前記第１の動作を該第２の動作と比較する手段は、
　前記第１のアセットに対する第１のアクセス制限を設定する手段と、
　前記第２のアセットが該第１のアクセス制限と同様のアクセス制限を含むかどうかを決
定する手段と、
　を備える、項目９８に記載の装置。
（項目１００）
　前記第１のアセットおよび前記第２のアセットに対応するアセット制限情報は、それぞ
れのアセット特性データ構造のフィールドに記憶される、項目９８に記載の装置。
（項目１０１）
　ウェブサイトと関連するコンピュータに、前記不一致に関するフィードバックがユーザ
によって提供されることを示す電子通信を伝送する手段をさらに含む、項目７９に記載の
装置。
（項目１０２）
　前記電子通信は、前記ユーザおよび前記第１のアセットを識別する、項目１０１に記載
の装置。
（項目１０３）
　前記電子通信は、さらなるフィードバックを提供する選択肢のユーザ選択に応答して、
テレビ機器デバイス手段から伝送される、項目１０２に記載の装置。
（項目１０４）
　前記不一致に関するフィードバックは、テキスト形式で前記ユーザによって前記ウェブ
サイトに提供される、項目１０２に記載の装置。
（項目１０５）
　第１のユーザ機器デバイス手段のユーザからメディアアセットに関するフィードバック
を受信するための装置であって、
　コンピュータ手段において、第１の電子通信を受信する手段であって、該コンピュータ
手段は、ウェブサイトと関連し、該第１のユーザ機器デバイス手段から遠隔にある、手段
と、
　該第１の電子通信の受信に応答して、該メディアアセットのフィードバックがユーザに
よって提供されることを示すデータを記憶する手段と、
　該ユーザが第２のユーザ機器デバイス手段で該ウェブサイトにアクセスしたことを検出
する手段と、
　該メディアアセットのフィードバックが該ユーザによって提供されることを示すデータ
が記憶されているかどうかを決定する手段と、
　該決定に応答して、該メディアアセットのフィードバックについて該ユーザを促す、第
２の電子通信を該第２のユーザ機器デバイス手段に提供する手段と、
　該第２のユーザ機器デバイス手段から該メディアアセットのフィードバックを受信する
手段と
　を備える、装置。
（項目１０６）
　前記メディアアセットのフィードバックが前記ユーザによって提供されることを示すデ
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ータを記憶する手段は、フィードバックキュー手段に入力を追加することを含み、該入力
は、該メディアアセットのフィードバックが該ユーザによって提供されることを示す該デ
ータに対応する情報を含む、項目１０５に記載の装置。
（項目１０７）
　前記ユーザが第２のユーザ機器デバイス手段で前記ウェブサイトにアクセスしたことを
検出する手段は、前記第２のユーザ機器デバイス手段において、メディアアセットのフィ
ードバックを提供する選択肢を表示する手段を備え、前記装置は、
　該ユーザから、該フィードバックを提供する選択肢の選択を受信する手段をさらに備え
る、
　項目１０５に記載の装置。
（項目１０８）
　前記メディアアセットのフィードバックが前記ユーザによって提供されることを示すデ
ータが記憶されているかどうかを決定する手段は、
　少なくとも１つの入力がフィードバックキュー手段に追加されているかどうかを決定す
る手段であって、該少なくとも１つの入力は、該メディアアセットのフィードバックが該
ユーザによって提供されることを示す該データに対応する情報を含む、手段と、
　該フィードバックキュー手段から該少なくとも１つの入力を取り出す手段と
　を備える、項目１０５に記載の装置。
（項目１０９）
　前記第１の電子通信は、前記ユーザの識別子と、前記メディアアセットの識別子とを含
む、項目１０５に記載の装置。
（項目１１０）
　前記メディアアセットの前記識別子は、前記メディアアセットのタイトルを含む、項目
１０９に記載の装置。
（項目１１１）
　前記メディアアセットのフィードバックは、テキスト形式で前記第２のユーザ機器デバ
イスから受信される、項目１０５に記載の装置。
（項目１１２）
　前記第２の電子通信は、前記メディアアセットのタイトルと、該メディアアセットの承
認または不承認の理由を表すフィードバックを前記ユーザから受信するためのフィードバ
ックフィールドとを含む、項目１０５に記載の装置。
（項目１１３）
　前記第２の電子通信は、Ｅメールまたはテキストメッセージである、項目１０５に記載
の装置。
（項目１１４）
　前記第２の電子通信は、いずれかまたは両方のアセットを表す写真またはビデオクリッ
プを含む、項目１０５に記載の装置。
（項目１１５）
　前記メディアアセットのフィードバックについて前記ユーザを促す手段は、該メディア
アセットの該フィードバックを要求する視聴者に対する警告を表示する手段を含む、項目
１０５に記載の装置。
（項目１１６）
　前記フィードバックを受信する手段は、複数のフィードバック選択肢を前記第２のユー
ザ機器デバイス手段上で表示することと、該フィードバック選択肢のうちの少なくとも１
つを選択することとを含む、項目１０５に記載の装置。
（項目１１７）
　前記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、前記ユーザが前記メディアアセ
ットの承認または不承認の理由を表すことを可能にするためのテキスト入力フィールドを
含む、項目１１６に記載の装置。
【図面の簡単な説明】
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【００１２】
　本発明の上記および他の特徴、その性質および種々の利点は、添付図面と併せて解釈さ
れる、以下の発明を実施するための実施形態を考慮すると、より明白となるであろう。
【図１】図１は、本発明の実施形態による、例証的な双方向テレビシステムの略図である
。
【図２】図２は、本発明の実施形態による、例証的なアセット制限設定画面を示す。
【図３】図３は、本発明の実施形態による、例証的なアセット属性制限画面を示す。
【図４】図４、６および７は、本発明の実施形態による、例証的な対立警告画面を示す。
【図５】図５は、本発明の実施形態による、例証的な画面上メニュー選択画面を示す。
【図６】図４、６および７は、本発明の実施形態による、例証的な対立警告画面を示す。
【図７】図４、６および７は、本発明の実施形態による、例証的な対立警告画面を示す。
【図８】図８は、本発明の実施形態による、例証的なアセットフィードバック画面を示す
。
【図９】図９は、本発明の実施形態による、例証的なアセットデータ構造を示す。
【図１０】図１０は、本発明の実施形態による、例証的なオンラインアセットフィードバ
ックシステムの略図である。
【図１１】図１１－１３は、本発明の実施形態による、例証的なアセットフィードバック
ウェブサイト画面を示す。
【図１２】図１１－１３は、本発明の実施形態による、例証的なアセットフィードバック
ウェブサイト画面を示す。
【図１３】図１１－１３は、本発明の実施形態による、例証的なアセットフィードバック
ウェブサイト画面を示す。
【図１４】図１４は、本発明の実施形態による、アセットに対して行われる一致しない動
作に関してユーザに警告する方法を図示する。
【図１５】図１５は、本発明の実施形態による、アクセスを制御する、および／またはア
セットに関するフィードバックを提供する方法を図示する。
【図１６】図１６は、本発明の実施形態による、ウェブサイトを通してアセットに関する
詳細なフィードバックを提供する方法を図示する。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１は、本発明の実施形態による、例証的な双方向メディアシステム１００を示す。ユ
ーザ機器１１０は、通信経路１２２上でメディアソース１２０から信号の形態でコンテン
ツを受信する。実践では、複数のメディアソース１２０、広告ソース１３０、およびユー
ザ機器１１０があり得るが、図面を過剰に複雑にすることを回避するために、それぞれの
１つのみが図１に示されている。
【００１４】
　メディアソース１２０は、例えば、ケーブルシステムヘッドエンド、衛星メディア配信
設備、メディア放送設備、オンデマンドサーバ（例えば、ＶＯＤサーバ）、（例えば、オ
ンラインゲーム用の）ゲームサービスプロバイダ、（例えば、ウェブサイトを提供するた
めの）インターネットサービスプロバイダ、（例えば、プレイリストを提供するための）
順序付きリストプロバイダ、（例えば、アセットまたはアセット特性あるいは属性を提供
するための）アセットプロバイダ、またはコンテンツを発信あるいは配信するための任意
の他の好適な設備またはシステム等の、任意の好適なメディアソースであり得る。メディ
アソース１２０は、例えば、衛星経路、光ファイバ経路、ケーブル経路、インターネット
経路、あるいは任意の他の好適な有線または無線経路を含む、任意の好適な通信経路１２
２上で信号を伝送するように構成され得る。信号は、例えば、テレビ番組、ゲーム、音楽
、ニュース、および／またはウェブサービス等の、任意の好適なコンテンツを運び得る。
いくつかの実施形態では、メディアソース１２０は、例えば、クライアント／サーバまた
はオンライン双方向メディアガイダンスアプリケーション等の双方向メディアガイダンス
アプリケーションの命令を実行するための制御回路を含み得る。
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【００１５】
　広告ソース１３０は、特定の製品／会社にユーザを引き付けるメディアおよび／または
コンテンツを生成し、特定の製品／会社についてユーザに知らせ、および／または特定の
製品／会社を推進する、任意のスポンサまたは広告実体であり得る。広告ソース１３０は
、メディアソース１２０、データソース１２４の一部として、または別個の実体として実
装され得る。広告ソース１３０は、リンク１２２を通してメディアソース１２０および／
またはユーザ機器１１０に広告コンテンツを供給し得る。広告コンテンツは、テレビ番組
内のコマーシャルとして、画面上のガイド広告として、配置するために使用され得る。
【００１６】
　本明細書で定義されるように、アセットとは、再生され、アクセスされ、録画され、ま
たは視聴され得る、任意の種類のメディアを指す。そのようなメディアは、テレビメディ
ア、デジタル／アナログラジオメディア、音楽メディア、双方向型ゲーム、および他のオ
ーディオおよび／またはビデオメディアの変化例の全てを含み得る。各アセットは、アセ
ットの側面（例えば、名前またはタイトル）を識別する識別子と関連付けられ得る。例え
ば、映画のタイトル「ＧｏｌｄｅｎＥｙｅ」は、ビデオオンデマンドアセットまたは録画
されたアセットと関連付けられてもよく、Ｓｍａｓｈｉｎｇ　Ｐｕｍｐｋｉｎｓによる楽
曲のタイトル「１９７９」は、音楽アセットまたは楽曲のコンセプトをフィーチャしたゲ
ームと関連付けられ得る。各アセットは、アセットの中に存在するコンテンツを識別する
アセット特性を含む。アセット特性は、例えば、アセットの中の暴力の量、アセットの中
の性的コンテンツの量、アセットのジャンル種類、アセットに関するペアレンタルコント
ロール情報等を伝える情報を含み得る。各アセットは、例えば、アセット説明、ジャンル
、サブカテゴリ（例えば、監督、俳優、および／または撮影場所）、サービスの種類（Ｖ
ＯＤ、線形、ペイパービュー、ＶＯＩＰ、ＤＯＣＳＩＳ、ＩＰＴＶ、ＳＤＶ等）、スケジ
ューリング（例えば、時刻、放送時間、および／または１日の放送数）、評定、副評定、
視聴状態（例えば、視聴部分、未視聴部分、視聴部分の開始／停止場所、アセットが視聴
された回数、シリーズからのエピソードが見られた回数等）、フィードバック状態（例え
ば、フィードバックがアセットについて以前に提供されているか否か）、シリーズのメン
バーシップ、お気に入りのアセットのメンバーシップ、ブックマーク状態、タグ付けした
状態、チャネル関連性、ウェブサイト関連性等を含み得る、一式の属性を含み得る。
【００１７】
　メディアソース１２０は、ユーザ機器１１０によってアクセスされ得る、本発明による
ユーザ選好プロファイルを記憶し得る。例えば、ユーザが、アセットに関する選好特性を
含むユーザ選好プロファイルを設定すると、そのユーザ選好プロファイルがメディアソー
ス１２０において維持され得る。メディアソース１２０においてユーザ選好プロファイル
を維持することは、メディアソース１２０が、ユーザのローカルまたは遠隔視聴行動に基
づいて、ユーザ選好プロファイルのコンテンツまたは選好を動的に調整することができる
ため、有利であり得る。メディアソース１２０においてユーザ選好プロファイルを維持す
ることはまた、異なるユーザ機器１１０においてユーザまたは家族によってアクセスされ
得るため、有利であり得る。代替として、ユーザ選好プロファイルは、ユーザ機器１１０
上に記憶され得る。
【００１８】
　ユーザ機器１１０は、双方向メディア体験を提供するために好適な任意の機器を含み得
る。ユーザ機器１１０は、テレビ、ｔｒｕ２ｗａｙＴＭテレビ、セットトップボックス、
録画デバイス（例えば、デジタルビデオレコーダ）、ビデオプレーヤ、ユーザ入力デバイ
ス（例えば、リモートコントロール、キーボード、マウス、タッチパッド、タッチスクリ
ーン、および音声認識インターフェース）、または双方向メディア体験を提供するために
好適な任意の他のデバイス等の、テレビ機器を含み得る。例えば、ユーザ機器１１０は、
Ｍｏｔｏｒｏｌａ，Ｉｎｃ．提供のＤＣＴ　２０００、２５００、５１００、６２０８、
または６４１２セットトップボックスを含み得る。いくつかの実施形態では、ユーザ機器
１１０は、テレビカード付きパーソナルコンピュータ（ＰＣＴＶ）、およびオプションの
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Ｏｐｅｎ　Ｃａｂｌｅ　Ｕｎｉｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｒ（ＯＣＵＲ）
プラグインカード、またはコンテンツの安全な送達に好適な他のセキュリティアクセスカ
ード等のコンピュータ機器を含み得る。いくつかの実施形態では、ユーザ機器１１０は、
例えば、ゲームシステム、携帯型ＤＶＤプレーヤ、携帯型ゲーム機、携帯電話、携帯情報
端末（ＰＤＡ）、音楽プレーヤ（例えば、ＭＰ３プレーヤ）等の携帯型電子デバイス、あ
るいは任意の他の好適な携帯型または固定デバイスを含み得る。
【００１９】
　ユーザ機器１１０は、例えば、家庭内で、ユーザ機器１１０の種々の要素を相互接続す
る、ネットワークインターフェース（図示せず）を含み得る。そのような配設は、ユーザ
機器１１０の複数のインスタンスの相互接続、および／または遠隔に位置する録画デバイ
ス（例えば、デジタルビデオレコーダ）の使用を可能にし得る。ネットワークインターフ
ェースは、コンピュータまたはウェブサイトホストへ／から、アセットに関してフィード
バックが提供されることを可能にする、電子通信をユーザ機器１１０が（インターネット
または他の通信経路上で）伝送および／または受信することを可能にし得る。
【００２０】
　図１の実施例では、ユーザ機器１１０は、少なくとも、別個のデバイスとして、または
単一のデバイスとして実装され得る、制御回路１１８、表示デバイス１１２、およびユー
ザ入力デバイス１１４を含む。経路１２２上でメディアソース１２０によって伝送される
メディアの表示デバイス１１２上での表示を制御するように、および双方向メディアガイ
ダンスアプリケーション機能を提供するように、双方向テレビ番組ガイド等の双方向メデ
ィアガイダンスアプリケーションがユーザ機器１１０上に実装され得る。
【００２１】
　ユーザ機器１１０によって再生され得るメディアは、大きく異なってもよい。実際に、
多くの異なる種類のメディアがユーザ機器１１０によって再生され得る。各メディア種類
が技術的な意味で独特であり得（例えば、特定の種類のメディアを再生するために、特定
の技術的実装が必要とされる）、またはサービスの種類によって定義的な意味で独特と見
なされる（例えば、ビデオオンデマンド番組が放送番組とは異なる種類のメディアと見な
され得る）ため、多くの異なる種類のメディアが利用可能であり得る。異なる種類のメデ
ィアは、概して、または所望の特異性の程度で分類され得る。例えば、メディアは、テレ
ビメディア、音楽メディア、ならびにオーディオおよび／またはビデオメディアを含む、
種々の種類に分類され得る。各一般メディア種類内で、より具体的かつ異なるメディア種
類が利用可能である。テレビメディアは、例えば、放送テレビ番組、録画テレビ番組、ビ
デオオンデマンド（ＶＯＤ）番組、ニアビデオオンデマンド（ＮＶＯＤ）番組、ペイパー
ビュー番組、衛星テレビ番組、およびストリーミングビデオ番組を含み得る。録画テレビ
番組は、別の種類のテレビ番組の録画であり得る（例えば、線形番組）。録画テレビ番組
またはアセットは、ユーザ機器１１０上でローカルに、またはネットワーク接続されたユ
ーザ機器（図示せず）上で遠隔に記憶され得る。録画テレビ番組またはアセットはまた、
遠隔ネットワークビデオレコーダ／サーバ（メディアソース１２０または同様の遠隔サー
バ等）上に記憶され得る。音楽メディアは、例えば、ＭＰ３ファイル、ＷＡＶファイル、
ＭＩＤＩファイル、ＡＡＣ、Ｒｅａｌメディア、Ｄｏｌｂｙ　Ｄｉｇｉｔａｌ、または、
その音楽を圧縮し、配信し、ユーザデバイス１１０上に記憶することができる、他の好適
な形式を含み得る。
【００２２】
　表示デバイス１１２は、例えば、テレビモニタ、コンピュータモニタ、またはユーザ機
器１１０に組み込まれたディスプレイ（例えば、携帯電話または音楽プレーヤのディスプ
レイ）等の、任意の好適なデバイスであり得る。表示デバイス１１２はまた、オーディオ
の出力を提供するように構成され得る。表示デバイス１１２は、アセットに対して行われ
る一致しない動作に関してユーザに警告する表示を提示し、制限（例えば、ロック）され
ている／されていないアセットのアセットリストを提供するように構成され得る。フィー
ドバック選択肢は、表示デバイス１１２上に表示され得、ユーザが検出した一致しない動
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作に関する情報を提供することを可能にする。
【００２３】
　制御回路１１８は、入力デバイス１１４からユーザ入力を受信し、双方向メディアガイ
ダンスアプリケーションの命令を実行するように適合される。制御回路１１８は、１つ以
上のチューナ（例えば、アナログまたはデジタルチューナ）、エンコーダおよびデコーダ
、プロセッサ（例えば、Ｍｏｔｏｒｏｌａ　６８０００ファミリープロセッサ）、メモリ
（すなわち、ＲＡＭおよびハードディスク）、通信回路（例えば、ケーブルモデム回路）
、入力／出力回路（例えば、グラフィック回路）、ユーザ機器１１０の種々のデバイスへ
の接続、ならびに、アナログまたはデジタルメディア番組、番組録画および再生、および
双方向メディアガイダンス機能を提供するための任意の他の好適な構成要素を含み得る。
いくつかの実施形態では、制御回路１１８は、例えば、ディスプレイ１１２または任意の
他のデバイス（例えば、セットトップボックス、テレビ、およびビデオプレーヤ）の一部
等の、ユーザ機器１１０のデバイスのうちの１つの一部として含まれてもよい。
【００２４】
　制御回路１１８は、例えば、ユーザまたは更新から、アセットに対して行われる動作（
例えば、特定のアセットへのアクセスを制限する）を受信し得る。制御回路１１８は、第
２のアセットに対して行われる一致しない動作（例えば、第２のアセットへのアクセスを
制限しない）が存在するかどうかを決定するように、動作が行われたアセットと同様の属
性を有する第２のアセットを検索し得る。制御回路１１８は、アセットデータ構造に記憶
された属性を比較することによって、２つ以上のアセットが同様の属性を有することを決
定し得る。制御回路１１８は、第２のアセットが見出されると警告を表示し得、ユーザが
不一致（またはアセット）に関するフィードバックを提供すること、または、例えば、第
２のアセットへのアクセスを制限することによって、動作を一致させることを可能にする
。
【００２５】
　例えば、制御回路１１８は、全てのホラージャンル映画へのアクセスを制限する（例え
ば、ロックまたはブロックする）ように、ユーザから第１の動作を受信し得る。制御回路
１１８は、ホラージャンルの中にある特定のアセット（例えば、Ｐｓｙｃｈｏ）からアク
セス制限を除去する（例えば、ロック解除またはブロック解除する）、第２の動作を受信
し得る。制御回路１１８は、Ｐｓｙｃｈｏに、ユーザがアクセスを制限した映画のうちの
少なくとも１つと同様の属性がある（例えば、ジャンルカテゴリを共有する）ことを決定
し得る。制御回路１１８は、２つのアセット（例えば、Ｐｓｙｃｈｏおよび別のホラー映
画）に対して行われる動作が一致しない（例えば、第１の動作がアクセスを制限する一方
で、第２の動作はアクセス制限を除去した）ことを検出し得る。制御回路１１８は、例え
ば、「Ｐｓｙｃｈｏをブロック解除しましたが、他の全てのホラー映画をブロックしてい
ます、全てのホラー映画もブロック解除したいですか？」と言うプロンプトを表示デバイ
ス１１２上に表示することによって、不一致に関してユーザに警告し得る。制御回路１１
８は、（例えば、ユーザが特定のホラー映画へのアクセス制限を除去したという検出に応
じて）ユーザが全てのホラー映画からアクセス制限を除去することを可能にし、または代
替として、ユーザがＰｓｙｃｈｏまたはアクセス制限を含む別のホラー映画に関するフィ
ードバックを提供することを可能にし得る。ユーザによって提供されるフィードバックは
、ユーザのアセットの承認または不承認を報告するために、メディアソース１２０に、ま
たは広告ソース１３０に直接、伝送され得る。
【００２６】
　制御回路１１８はまた、同様の属性を有し、一致しない動作が行われている、アセット
のサブカテゴリに基づいて、妥協位置を自動的に提案し得る。例えば、上記で例示される
ように、第１の動作は、全てのホラー映画へのアクセスを制限し、第２の動作は、そのグ
ループの単一の構成要素（すなわち、Ｐｓｙｃｈｏ）からアクセス制限を除去した。制御
回路１１８は、（一致しない動作に基づいて）全てのホラー映画からアクセス制限を除去
する代わりに、全ての「アルフレッド・ヒッチコック（Ａｌｆｒｅｄ　Ｈｉｔｃｈｃｏｃ
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ｋ）」ホラー映画（すなわち、ジャンル属性のサブカテゴリ（特定の監督））からアクセ
ス制限を除去するようにユーザを促し得る。
【００２７】
　代替として、制御回路１１８は、ユーザが全ての「アルフレッド・ヒッチコック」映画
（すなわち、２つのアセット間の類似性がプロンプトを誘起した属性（ジャンリ）とは異
なる属性（監督）に関する別個のカテゴリ）からアクセス制限を除去することを可能にし
得る。例えば、監督「アルフレッド・ヒッチコック」は、両方ともアクセス制限を含む、
「ホラー」および「古典映画」ジャンルの中のサブカテゴリであり得る。したがって、特
定の監督（またはサブカテゴリ）を有する１つの制限されたジャンル（すなわち、ホラー
ジャンル）の中のアセットから制限を除去する動作の受信に応じて、制御回路１１８は、
ユーザが、同じ監督を有する別の制限されたジャンル（すなわち、古典映画ジャンル）の
中のアセットからアクセス制限を手動で（または自動的に）除去することを可能にし得る
。
【００２８】
　制御回路１１８は、ユーザが特定のアセットに関するフィードバックを提供する要望を
示すと、コンピュータ（ウェブサイトをホストする）に通信を伝送し得る。フィードバッ
クは、キューに記憶され、ユーザがユーザ機器１１０からウェブサイトにアクセスすると
、ユーザに提供され得る。ユーザがフィードバックを提供するようにウェブサイトにアク
セスするユーザ機器１１０は、アセットに対して動作を行う（例えば、アセットへのアク
セスを制限する）ために使用された、同じまたは異なるユーザ機器１１０であり得る。コ
ンピュータは、ユーザのアセットの承認または不承認を報告するユーザのフィードバック
を、メディアソース１２０に、または広告ソース１３０に直接、伝送し得る。
【００２９】
　ユーザ機器１１０は、例えば、メモリまたはハードドライブ（例えば、デジタルビデオ
レコーダ）等の記憶デバイス１１６を含み得る。図を過剰に混雑させることを回避するた
めに、１つだけのそのような記憶デバイスが示されているが、付加的な記憶デバイスが所
望に応じて使用され得ることを理解されたい。記憶デバイス１１６は、データ（例えば、
プレイリスト）およびメディア（例えば、録画アセット）を記憶し得る。別の実施形態（
図示せず）では、ユーザ機器１１０は、遠隔サイトに位置する記憶デバイスにアクセスし
、その遠隔記憶デバイスにおいてデータおよび／またはメディアを記憶することが可能で
あり得る。そのような遠隔記憶デバイスは、ネットワーク接続された記憶デバイスまたは
ネットワーク接続されたデジタルビデオレコーダと本明細書では呼ばれ得る。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、双方向メディアガイダンスアプリケーションは、クライアン
ト／サーバアプローチでユーザに機能を提供し得る。ユーザ機器１１０の各インスタンス
に対する１つのサーバ、ユーザ機器１１０の複数のインスタンスに対する１つのサーバが
あり得、または単一のサーバが、ユーザ機器１１０の各インスタンスに対するプロキシと
しての機能を果たし得る。
【００３１】
　任意の好適な数のユーザが、メディアソース１２０およびデータソース１２４に接続さ
れる、ユーザ機器１１０等の機器を有し得る。しかし、図示を明確にするために、単一の
ユーザのみの機器が示されている。複数のユーザの機器は、ケーブルテレビネットワーク
、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、無線ネットワーク、または任意の他の好適な
手段を使用して、メディアソース１２０およびデータソース１２４に接続され得る。いく
つかの実施形態では、ユーザ機器１１０の複数のインスタンスは、任意の好適な手段を使
用して相互に接続またはネットワーク接続され得る（例えば、Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｏ
ｖｅｒ　Ｃｏａｘ（ＭｏＣＡ）規格を潜在的に使用したＬＡＮを使用して家庭内で、また
はＤＯＣＳＩＳネットワーク上でＷＡＮを使用して家庭間で）。
【００３２】
　ユーザ機器１１０は、１つ以上のデータソース１２４から双方向メディアガイダンスア
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プリケーションデータを受信し得る。データソース１２４は、特定の種類のコンテンツま
たは特定のアプリケーションに対するデータを提供し得る。例えば、１つのデータソース
１２４は、非オンデマンドアセット（例えば、非有料およびペイパービュー番組）に対す
るデータを提供し得、別のデータソースは、オンデマンドアセット（例えば、ＶＯＤ番組
）に対するデータを提供し得る。または、例えば、単一のデータソースが、これらの種類
のデータの両方を提供し得る。例えば、１つのデータソース１２４は、双方向テレビ番組
ガイドに対するデータを提供し得る。別のデータソース１２４は、一致しない動作を検出
するように、どのアセットが同様の属性を有するかを決定する際に使用される、アセット
特性または属性に対するデータを提供し得る。別のデータソース１２４は、例えば、別の
双方向アプリケーション（例えば、ホームショッピングアプリケーション）に対するデー
タを提供し得る。いくつかの実施形態では、データソース１２４は、クライアント／サー
バアプローチを使用して、双方向メディアガイダンスアプリケーションにデータを提供し
得る。１つのデータソースにつき１つのサーバ、全てのデータソースに対する１つのサー
バがあり得、またはいくつかの実施形態では、単一のサーバが、ユーザ機器１１０と種々
のソース１２４との間のプロキシとして通信し得る。いくつかの実施形態では、データソ
ース１２４は、オンライン双方向メディアガイダンスアプリケーションとしてデータを提
供し得る。そのような実施形態では、データソース１２４は、オンラインメディアガイダ
ンスアプリケーションの命令を実行するための制御回路を含み得る。
【００３３】
　図１は、別個の要素として、メディアソース１２０およびデータソース１２４を示す。
実践では、それらの機能性は、組み合わせられ、単一の設備における単一のシステム、ま
たは複数の設備における複数のシステムから提供され得る。例えば、１つのメディアソー
ス１２０およびデータソース１２４は、ＶＯＤコンテンツおよび関連ＶＯＤデータを提供
するように組み合わせられ得る。
【００３４】
　明確にする目的で、以下の考察は、双方向メディアガイダンスアプリケーションが双方
向番組ガイドである実施形態を、時には説明し得る。しかしながら、以下の考察および論
議される特徴は、オンラインまたはインターネットベースのメディアガイダンスアプリケ
ーションを含む、任意の双方向メディアガイダンスアプリケーションに適用され得ること
が理解される。
【００３５】
　特定の番組を見ている家庭の一員が、番組とともに提供される、望ましくない、または
不適切なコンテンツを理由に、番組または他の関連番組へのアクセスを制限することを決
定し得る。例えば、親が、家庭内の子供の存在を理由に、成人番組へのアクセスを制限す
ることを決定し得る。したがって、親は、ある評定を上回る全ての番組へのアクセスを制
限するようにシステムに命令し得る。加えて、ユーザは、タイトルまたは他の属性に基づ
いて、番組へのアクセスを制限し得る。システムは、自動的に、またはユーザによる要求
に応じて、制限された番組と同様の属性を有する他の番組を検索し、見出し得る。システ
ムは、ユーザが他の番組へのアクセスを制限すること、および／または制限された番組に
関するフィードバックを提供することを可能にし得る。
【００３６】
　図２は、本発明の実施形態による、例証的なアセット制限設定画面２００を示す。画面
２００は、ビデオ表示部分２１０、アセット属性に基づく種々のアセット制限選択肢、お
よび広告部分２２０を含み得る。ビデオ表示部分２１０は、チャネル識別子２１２ととも
に、ユーザによって同調された最後のチャネルを表示し得る。ビデオ表示部分２１０に表
示されたビデオは、ライブビデオストリーム、短いオンデマンドセグメント、広告セグメ
ント、ウェブサイト、または任意の他の種類のビデオあるいは静止画像であり得る。
【００３７】
　広告部分２２０は、特定のユーザプロファイルまたはビデオ表示部分２１０に表示され
たビデオに基づいて標的にされ得る、１つ以上の広告を提供し得る。広告は、広告ソース
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１３０（図１）によって提供されるコンテンツを含み得る。広告部分２２０に表示される
広告は、ビデオまたは静止画像であり得る。広告部分２２０は双方向型であり得、ユーザ
が、宣伝されているコンテンツに関するさらなる情報を受信する領域、または宣伝されて
いるコンテンツの注文を配置する領域を選択することを可能にする。
【００３８】
　ユーザは、１つ以上の属性に基づいて１つ以上のアセットへのアクセスを制限するため
に、アセット制限設定画面２００に入力し得る。例えば、ユーザは、特定の番組を見てい
てもよく、番組中に、ユーザは、番組へのアクセスを制限し得る。したがって、ユーザは
、ユーザに画面２００をもたらす表示メニューから、選択肢を選択し得る。視聴されてい
た番組は、ビデオ表示部分２１０を通して同時に視聴され得る。
【００３９】
　示されるように、ユーザは、数種類の属性のうちのいずれかに基づいて、アセットへの
アクセスを制限し得る。例えば、ユーザは、映画評定ロック選択肢２３０を選択すること
によって、例えば、ＰＧ－１３を上回って評定された映画へのアクセスを制限し得る。ユ
ーザは、テレビ評定ロック選択肢２３２を選択することによって、例えば、ＰＴＶ－ＰＧ
を上回って評定されたテレビ番組へのアクセスを制限し得る。加えて、ユーザは、テレビ
コンテンツロック選択肢２３４を選択することによって、それらの説明（例えば、説明に
現れる、ある言葉に基づいて）またはそれらの一般コンテンツ（例えば、成人番組または
教育番組）に基づいて、アセットへのアクセスを制限し得る。ユーザは、チャネルロック
選択肢２３６を選択することによって、種々のチャネルへのアクセスを制限し得る。アク
セスを制限するための基準として使用され得る、他の種類の属性は、状態ロック選択肢２
３９を選択することによって制限され得るアセット視聴状態と、サービスロック選択肢２
３１を選択することによって制限され得るアセットのサービスの種類とを含む。示される
ように、ハイライトは、タイトルロック選択肢２３８の選択を示し、その選択は、ユーザ
が、図３に関連して論議されるタイトルロック画面３００をナビゲートすることを可能に
し得る。
【００４０】
　限定としてではなく、簡潔かつ明確にする目的で、全ての属性が本発明の文脈で示され
、説明されているわけではない。他の属性もアセットへのアクセスを制限するための基準
として使用され得ることを理解されたい。加えて、限定ではなく一例として、本発明は、
アセットのタイトル制限の文脈で説明されるが、属性に基づく任意の種類の制限に適用可
能であると理解されるべきである。
【００４１】
　ロックした番組／属性を表示する選択肢２７０も提供され得る。ロックした番組／属性
を表示する選択肢２７０を選択することにより、制限されている（特定のユーザプロファ
イルに基づき得る）全てのアセットおよび／または属性のリストをシステムに表示させ得
る。例えば、アセットＰｏｋｅｍｏｎおよびＦａｍｉｌｙ　Ｇｕｙが制限され、ユーザが
ロックした番組／属性を表示する選択肢２７０を選択すると、システムは、２つのアセッ
トを取り出し、それらのタイトルと、例えば、次の放送時間等の別の属性とを表示し得る
。ユーザは、制限されたアセットの表示されたリストから、アセットのうちのいずれか１
つへのアクセス制限を除去し得る。加えて、ある属性（例えば、チャネルまたは評定）が
制限されている場合、システムは制限された属性を表示し得る。ユーザは、制限された属
性の表示されたリストから、制限された属性へのアクセセス制限を修正または除去し得る
。
【００４２】
　ユーザは、特定のユーザに特有の設定をロードするように、ドロップダウンメニュー２
６０を使用してユーザプロファイルを選択し得る。ユーザプロファイルが選択された後、
システムは、ユーザのアイデンティティを検証するために提供されるべき、選択されたユ
ーザプロファイルと関連するピンを要求し得る。例えば、ユーザ「お父さん」は、メニュ
ー２６０から対応する「お父さん」プロファイルを選択し得る。ユーザが検証情報を入力
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した後、システムは、ユーザの設定に合致するようにアセット制限を変更し得る。具体的
には、１人のユーザがある番組を見ることを許され得る一方で、別のユーザは許されない
場合がある。したがって、特定のユーザプロファイルを選択することにより、アセットの
属性に基づいて、特定のアセットへのアクセスを制限／承諾するようにシステムに命令し
得る。加えて、システムは、選択されている１つ以上のユーザプロファイルに、種々の視
聴行動を記憶し得る。
【００４３】
　システムに記憶されたユーザプロファイルはまた、アセット制限間の一致性を維持する
ために、相互にリンクまたはグループ化され得る。ユーザプロファイルは、プロファイル
設定選択肢２５０を選択することによってリンクされ得る。ユーザプロファイル間の関係
（例えば、父親／母親または兄弟／姉妹）も、ユーザプロファイル設定選択肢２５０を選
択することによって構成され得る。例えば、特定のユーザプロファイルを使用する１人の
親（例えば、母親）が、１つの属性（例えば、アセットの中の監督または俳優）に基づい
て特定のアセットへ／からのアクセス制限を除去すると、システムがリンクされたユーザ
プロファイル（例えば、父親のプロファイル）をチェックして、父親によって制限された
他の属性（例えば、アセットタイトル）が母親の動作と一致することを確実にし得るよう
に、２つの親プロファイルが相互にリンクされ得る。具体的には、２人のユーザは、親グ
ループの一部であり得、親として一致しない動作を行い得る。例えば、１人の親（親グル
ーププロファイルに属する）は、番組「Ｓｐｏｎｇｅ　Ｂｏｂ」のエピソードへのアクセ
スを制限し得、別の親（同じ親グループプロファイルに属する）は、制限された番組「Ｓ
ｐｏｎｇｅ　Ｂｏｂ」からのキャラクターをフィーチャした映画（すなわち、異なるアセ
ット）へのアクセスを可能にし得る。これらの動作は、一致しないと見なされ得、システ
ムは、そのような不一致を検出し、ユーザに警告し得る。いくつかの実施形態では、親か
ら、または概して同じ監督グループのメンバーからの、同じアセットに関する相反する動
作は、システムによってフラグを付けられ得る。グループの１人の親またはメンバーが番
組「Ｓｐｏｎｇｅ　Ｂｏｂ」へのアクセスを制限し、グループの別の親またはメンバーが
制限を除去しようとした場合、アクセスを制限しようとしたグループの親またはメンバー
は、相違について知らされ得る。
【００４４】
　特定のユーザプロファイルに対するピンを設定するために、ピン設定選択肢２４０が選
択され得る。ピン設定選択肢２４０は、以前に提供されていなかった場合に、特定のユー
ザプロファイルに対するピンまたは一意の識別子が入力されることを要求する、プロンプ
トを提起し得る。代替として、ピンがすでに特定のプロファイルに対して設定されている
場合、ピン設定選択肢２４０は、ユーザが、プロファイルと関連するピンまたは一意の識
別子を変更することを可能にし得る。
【００４５】
　アセットへのアクセスを制限するための基準として使用するように、属性のうちの１つ
を選択した後、ユーザには、ユーザが制限を特定し、同様の属性を伴うアセットを検索す
ることを可能にする、表示が提供され得る。
【００４６】
　図３は、本発明の実施形態による、例証的なアセット属性制限画面３００を示す。それ
によってアクセスを制限する、ユーザによって選択される属性は、アセットタイトルであ
る（アセットタイトルロック選択肢２３８を選択することによる）。画面３００は、タイ
トル選択部分３０５と、選択されるアセット属性部分３０７とを含み得る。
【００４７】
　タイトル選択部分３０５は、タイトルメニュー３１０と、同様のアセットを見つける選
択肢３２０とを含み得る。ユーザは、アクセスを制限するアセットの特定のタイトルを識
別するように、ドロップダウンメニュー３１０を選択することができる。例えば、示され
るように、ユーザは、アクセスを制限するアセットのタイトルとして、タイトル「Ｆａｍ
ｉｌｙ　Ｇｕｙ」を識別している。最初に、メニュー３１０を通して選択に利用可能なタ
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イトルは、特定のチャネル上の所定の一式または全ての利用可能なタイトルであり得る。
例えば、ユーザは、チャネル選択肢（図示せず）を使用してチャネルを特定し得、システ
ムは、メニュー３１０からの選択されたチャネル上で提供される特定のタイトルの選択を
可能にし得る。加えて、メニュー３１０は、アクセス制限が課されているアセットのタイ
トルを含み得る。アセット制限を有するメニュー３１０の中のアセットは、異なる色また
は他の好適な方法で制限されたアセットを表示することによって、制限されていないメニ
ュー３１０の中のアセットと区別され得る。ユーザは、制限されたアセットをロック解除
するか、またはアクセス制限の選好を変更し得る。
【００４８】
　ユーザはまた、例えば、アセットタイトルがメニュー３１０の中で見出されない場合に
、アセットを検索するように、アセットを見つける選択肢３２０を選択し得る。例えば、
アセットを見つける選択肢３２０を選択することにより、番組を識別する種々の基準をユ
ーザが提供し得る、検索画面を提供し得る。具体的には、ユーザは、タイトルに現れる言
葉、チャネル、番組の説明に現れる言葉、番組のジャンル、または上記および下記で論議
されるアセット属性のうちのいずれか等の検索語を使用して、アセットを検索し得る。シ
ステムは、検索語に合致する番組またはアセットの場所を特定するように、ローカルで、
または任意の好適な検索エンジン（例えば、ＧＯＯＧＬＥ）を使用してインターネット上
で遠隔で、検索を行い得る。次いで、システムは、検索に起因する全ての合致タイトルの
リストを表示し得る。ユーザは、リスト中のタイトルのうちのいずれか１つへのアクセス
を制限し得る。
【００４９】
　ユーザが、属性（例えば、ジャンル）に基づいて特定のアセットへのアクセスを制限し
ている時に、ユーザは、アセットを見つける選択肢３２０と同様の選択肢を使用して、同
じ特定のジャンルを有する他のアセットを見つけてもよいことを理解されたい。検索に起
因するアセットのリストは、選択されたジャンルに属し、かつ任意の他の検索語に合致す
る（例えば、それらの説明の中に特定の言葉を有する）、全てのアセットであり得る。
【００５０】
　特定のアセットタイトルが選択されたか、または見出された後に、それはメニュー３１
０の中に表示され得、選択されたタイトルと関連するアセットデータ構造からの属性のう
ちの１つ以上が、記憶デバイス１１６（図１）から取り出され得る。例示的なアセットデ
ータ構造９００が、図９に関連して以下で示され、説明される。取り出された属性は、ア
セット属性部分３０７の中に表示され得る。例えば、選択されたアセット（例えば、Ｆａ
ｍｉｌｙ　Ｇｕｙ）の評定（例えば、ＴＶ－ＰＧ）が、評定属性３３０の隣に表示され得
る。表示のサイズは、表示することができる属性３３０の数を限定し得る。したがって、
さらに表示する選択肢３４０の選択は、選択されたタイトルと関連する付加的な属性とと
もに、新規表示を補完するか、変更するか、または表示させ得る。
【００５１】
　各属性３３０は、対応するラジオボタン３３２とともに表示され得る。ユーザは、属性
の対応するラジオボタン３３２を選択することによって、関心の特定の属性を識別し得る
。属性を選択することにより、アクセスを制限することが望ましいであろう他のアセット
をユーザが識別することを可能にする。例えば、ユーザは、特定の属性（例えば、評定）
により、選択されたタイトルが不快または不適切であると決定し、同様の属性を有する他
のアセットへのアクセスを制御することを希望し得る。
【００５２】
　ユーザが１つ以上の不快な属性を選択した後、ユーザは、選択された属性を共有する他
のアセットを検索するように、提出の選択肢３７０を選択し得る。例えば、制御回路１１
８は、選択されたタイトルと関連するアセットデータ構造から、選択された属性の値を取
り出し、アセットデータ構造のフィールドの中の値のそれぞれを、他のアセットの記憶デ
バイス１１６に記憶された対応する値と比較し得る。合致が見つかると、制御回路１１８
は、合致アセットをマークまたはタグ付けし、後に、対立警告画面に合致アセットを表示
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し得る。ユーザはまた、選択された属性と同様の値を有する、他のアセットへのアクセス
を制御するか、またはそれらを無視することを、後に決定し得る。
【００５３】
　ユーザはまた、全ての合致をロックする選択肢３５０を選択することによって、選択さ
れた属性に合致する値を有する全てのアセットを自動的にロックするように、システムに
命令し得る。提出の選択肢３７０の選択は、同様の選択された属性を有するアセットの検
索に加えて、メニュー３１０に現れるタイトルをロックするようにシステムに命令する。
ユーザは、他のアセットを検索する選択肢３６０を切り替えることによって、提出の選択
肢３７０の選択に応じて、同様の属性を有するものについて他のアセットが検索されるか
どうかを制御し得る。例えば、他のアセットを検索する選択肢３６０が「はい」に設定さ
れると、システムは、メニュー３１０に現れるアセットの特定のタイトルの選択された属
性と同様の属性を有する、アセットのリストを提供し得る。代替として、他のアセットを
検索する選択肢３６０が「いいえ」に設定されると、システムは、メニュー３１０に現れ
るタイトルを伴うアセットをロックし、ビデオ表示部分２１０に現れ得る、以前に見た番
組をユーザに返し得る。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、アセット属性部分３０７は、表示から省略され得る。ユーザ
がメニュー３１０からタイトルを選択し、提出の選択肢３７０を選択することによって選
択を実行した後、システムは、選択されたタイトルに対応するアセットと少なくとも１つ
の同様の属性を有する、アセットの検索を自動的に行い得る。次いで、自動検索からの結
果が、上記および下記で論議されるように提供され得、選択されたタイトルに対応するア
セットと同様の属性を有するアセットを、ユーザがロックまたは無視することを可能にす
る。いくつかの実装では、アセットのいくつかの属性が、高重要としてマークされ得（例
えば、評定が重要としてマークされ得る一方で、サービスの種類はマークされなくてもよ
い）、システムは、選択されたタイトルに対応するアセットのマークされた高重要属性と
同様の属性を有する、アセットのみを検索し得る。これは、他のアセットの検索をより効
率的にし、より迅速に結果を提供し得る。アセット属性部分３０７が提供される場合、デ
フォルトは、高重要としてマークされる全ての属性のラジオボタン３３２を事前選択させ
ることであり得る。消去する、または切り替える選択肢（図示せず）が、ラジオボタン３
３２の選択を取り消すように提供され得る。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、画面上メニュー５２０（図５）が、特定の番組とともに表示
され得る。画面上メニュー５２０は、タイトルをロックする選択肢５４０、チャネルをロ
ックする選択肢５５０、時間をロックする選択肢５６０、または特定のアセットの属性に
対する任意の他のロックする選択肢を含み得る。画面上メニュー５２０からのロックする
選択肢のうちのいずれかの選択は、ユーザを画面３００にナビゲートして、ユーザが、表
示された番組のタイトル、チャネル、または時間をロックすることを可能にし得る。例え
ば、ユーザがタイトルをロックする選択肢５４０を選択し、見ている番組が「Ｆａｍｉｌ
ｙ　Ｇｕｙ」である時に、システムは、画面３００を表示し得、見ている番組のタイトル
（例えば、Ｆａｍｉｌｙ　Ｇｕｙ）が、メニュー３１０の中に表示され得る。システムは
また、随意で、上記で論議されるように、部分３０７の中の選択されたタイトルに対応す
るアセットと関連する属性を表示し得る。
【００５６】
　ロックしたアセットと少なくとも１つの同様の属性を有し、一致しない動作が行われて
いる（例えば、アセットをロックしない等の不動作）アセットの検索からの結果が、対立
警告画面中のリストに現れ得る。ユーザは、いずれか１つまたは全てのアセットをロック
するように、リスト中のアセットの間で選択し得る。
【００５７】
　図４は、本発明の実施形態による、例証的な対立警告画面４００を示す。対立警告画面
４００は、ユーザがロックすることを選択した（すなわち、アセットのタイトル、ジャン
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ル、評定等により）アセットと少なくとも１つの同様の属性を有する、アセットのリスト
を提供する。画面４００は、タイトル別のアセットのリスト４３０、共有属性のリスト４
４０、およびタイトル別のアセットのリスト４３０の中の各アセットに対するロックする
選択肢４２０を含む。
【００５８】
　ユーザは、ロックしたアセットと同様の属性を有し、例えば、タイトルのリスト４３０
の中でロックされていない、アセットのタイトルを視認し得る。例えば、ユーザは、特定
のアセットと関連するタイトル「Ｆａｍｉｌｙ　Ｇｕｙ」をロックすることを選択してい
ることがあり、システムは、タイトル「Ｐｏｋｅｍｏｎ」を伴うアセットが、「Ｆａｍｉ
ｌｙ　Ｇｕｙ」と属性を共有するが、ロックされていないことを決定し得る。したがって
、「Ｐｏｋｅｍｏｎ」アセットタイトルが、リスト４３０の中に表示され得る。システム
はまた、共有属性リスト４４０の中のロックしたアセットとアセットが共有する属性（す
なわち、同様の属性）を提供し得る。例えば、ドロップダウンメニュー４４２は、ロック
したアセットとロック解除したアセットとの間で同様である、属性の全て（２つ以上が存
在する場合）を視認するように選択され得る。具体的には、システムは、ロックされてい
ないアセット「Ｐｏｋｅｍｏｎ」がロックしたアセット「Ｆａｍｉｌｙ　Ｇｕｙ」と評定
属性（例えば、ＴＶ－ＰＧ）を共有することを決定し得、したがって、「評定」が、アセ
ット「Ｐｏｋｅｍｏｎ」のタイトルの隣のドロップダウンメニュー４４２の中に表示され
得る。
【００５９】
　限定された量のスペースにより、リスト中に表示されていないあらゆるアセットは、ス
クロールバー４５０を使用してタイトルのリスト４３０を上下にスクロールすることによ
って、表示させられ得る。例えば、画面が、ある数のアセットタイトルを表示することに
限定されているため、ロックしたアセットと属性を共有するが、画面４００に示されてい
ない、１つの付加的なアセットがあり得る。したがって、バー４５０を使用して下にスク
ロールすることにより、タイトルアセットリスト４３０の最上部からアセットタイトルの
うちのいくつかを除去し、リストの最下部に他のアセットタイトルを表示し得る。
【００６０】
　ユーザは、特定のアセットの隣のチェックボックス４２２を選択することによって、タ
イトルのリスト４３０の中に表示されたアセットのうちのどれをもロックすることを決定
し得る。例えば、ユーザは、「Ｐｏｋｅｍｏｎ」および「Ｓｏｕｔｈ　Ｐａｒｋ」とタイ
トルを付けられたアセットをロックするが、他のアセットをロック解除されたままにする
ことを所望し得る。したがって、ユーザがロックしたい、アセットのそれぞれの隣のチェ
ックボックス４２２が有効にされ得る。ユーザは後に、チェックボックス４２２によって
識別されたアセットをロックするように、選択されたものをロックする選択肢４８０を選
択し得、次いで、システムは、メニューを終了し、以前に見た番組または別のチャネルに
ユーザを戻し得る。
【００６１】
　戻る選択肢４６０が、画面４００の中で提供され得る。ユーザは、画面３００に戻るよ
うに戻る選択肢４６０を選択して、ロックしたアセットと同様の属性を共有するアセット
の検索で考慮するように、ロックしたアセットまたは属性の選択を修正し得る。ロック解
除する選択肢４９０も提供され得る。ロック解除する選択肢４９０の選択は、画面３００
（図３）の中で選択されたアセットに行われる動作を取り消し得る。例えば、ユーザが、
画面３００の中でロックするタイトルを選択し、後に、同様の属性を伴うアセットの検索
を行うと、ロック解除する選択肢４９０の選択は、画面３００の中でロックされるように
選択されたタイトルからロックを除去し得る。
【００６２】
　フィードバックを提供する選択肢４７０も、画面４００の中に提供され得る。フィード
バックを提供する選択肢４７０の選択は、ユーザが、ロックする、またはアクセスを制限
する属性を選択する理由を特定すること、あるいはロックしたアセットと同様の属性を有
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するアセットをロックする、またはロックしない理由を特定することを可能にし得る。例
えば、ユーザは、画面３００の中でタイトル「Ｆａｍｉｌｙ　Ｇｕｙ」をロックすること
を選択し得、なぜ特定のタイトルがロックされたかを特定するように、フィードバックを
提供する選択肢４７０を選択し得る。具体的には、他のアセットがロックしたタイトルと
属性を共有し得るが、ユーザは、他のアセットをロックすることを希望しないことがあり
、したがって、不一致の理由を提供し得る。ユーザがフィードバックを提供し得る方法は
、図８および１１－１３に関連して、以下でより詳細に論議される。
【００６３】
　例えば、ロック解除したアセット「Ｓｅｉｎｆｅｌｄ」は、ロックしたアセット「Ｆａ
ｍｉｌｙ　Ｇｕｙ」と評定属性を共有し得るが、ユーザは、「Ｓｅｉｎｆｅｌｄ」をロッ
クすることを選択しないことがあり、それは、同様に評定されたアセットをロックする要
望と一致しない動作であり得る。Ｆａｍｉｌｙ　Ｇｕｙのコンテンツまたはスポンサーシ
ップの変更を引き起こすように、不一致の理由（すなわち、なぜユーザがＦａｍｉｌｙ　
ＧｕｙをロックするがＳｅｉｎｆｅｌｄをロックしないことを選択したか）を提供するこ
とが有益であり得る。具体的には、Ｆａｍｉｌｙ　Ｇｕｙのスポンサが、コンテンツの不
適切性に関して十分なユーザからフィードバックを受信した場合、スポンサは、異なるチ
ャネルまたはアセットに広告を出すか、または資金を提供することを選択し得る。フィー
ドバックを示唆することによって、ユーザはまた、アセットに対する、異なる、おそらく
より好適な評定を提案し得る。ユーザが番組のフィードバックを提供したい場合がある他
の実施例は、（ａ）ニュース番組または歴史番組の正確性について報告すること、（ｂ）
子供の番組における教育の機会の欠落について批評すること、（ｃ）コンテンツにとって
の広告適切性について批評すること、（ｄ）コンテンツ内の製品配置について批評するこ
と、および（ｅ）番組またはプロットラインの改善の提案を行うこと、あるいは新しいシ
リーズエピソードにおけるプロット展開のアイディアを作り出すことを含む。
【００６４】
　図５は、本発明の実施形態による、例証的な画面上メニュー選択画面５００を示す。画
面５００は、見ている番組５１０と、番組が放送されるチャネル識別子５１２とを含む。
画面上メニュー５２０は、透明オーバーレイ（番組５１０の重ねられた部分がオーバーレ
イを通して視認されることを可能にする）、半透明オーバーレイ、または任意の他の好適
なオーバーレイとして、番組５１０とともに表示され得る。ユーザがアセット（例えば、
番組５１０）にアクセスしている際に、ユーザは、アセットに動作を行い得る。画面上メ
ニュー５２０の中に表示される選択肢は、ユーザがアセットに対して動作を行うことを可
能にする。
【００６５】
　例えば、ユーザは、タイトルをロックする選択肢５４０（画面３００（図３）を提起し
得る）を選択することによって、タイトル別に視聴されているアセットをロックし得る。
アセットの異なる属性に対応する、示されていない他の選択肢が提供され得、それを通し
て、ユーザが番組５１０の属性をロックするように動作し得る。例えば、右矢印５２４ま
たは左矢印５２２を選択することにより、ユーザが視聴されているアセットに動作するこ
とを選択し得る、他のロックする選択肢を、画面上メニュー５２０の中に表示し得る。
【００６６】
　ユーザはまた、視聴されているアセットの好き／嫌いの理由を提供するように、フィー
ドバックを提供する選択肢５７０を選択し得る。例えば、フィードバックを提供する選択
肢５７０の選択が、フィードバックを提供する画面８００（図８）を表示し得、それを通
して、ユーザがアセットの好き／嫌いに関する肯定的／否定的理由を提供し得る。一実施
形態では、映画および／またはテレビ評定システム上でユーザが教育されることを可能に
する、選択肢が提供される。そのような実施形態では、特定の評定を伴う例示的なコンテ
ンツがアクセスされ得、評定コンテンツにおいてコンテンツプロバイダによって使用され
るガイドラインを提供する例示的なテキストが提供され得る。そのようなシステムの実施
例は、その全体で参照することにより本明細書に組み込まれる、２００７年１２月２８日



(28) JP 5806118 B2 2015.11.10

10

20

30

40

50

出願の米国特許出願第１２／００６，１０３号で提供されている。いくつかの実施形態で
は、例えば、ウェブインターフェースを使用して他のユーザによって入力された完全テキ
ストフィードバックを含む、他のユーザによって提供されるフィードバックへのアクセス
が、問題のアセットに関して特定のユーザに提供され得る。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、システムは、ロックしたアセットと同様の属性を有するアセ
ットを自動的に検索して、アセットに対して行われる動作の間に不一致があるかどうかを
決定し得る。例えば、ユーザは、ＴＶ－ＰＧという評定属性を有するアセット「Ｆａｍｉ
ｌｙ　Ｇｕｙ」をロックすることによって、第１の動作を行い得る。それに応じて、シス
テムは、同様の属性を有するアセット（例えば、ＴＶ－ＰＧと評定されたアセット）が、
それらに対して第１の動作を行わせている（すなわち、ロックされている）かどうかを決
定し得る。システムは、アセットに関する動作が一致していない（例えば、一方の動作が
アセットをロックし、他方の動作がロックしなかった（すなわち、他方の動作が他のアセ
ットに対する不動作である）ため）ことを決定し、対立に関してユーザに警告し得る。
【００６８】
　図６は、本発明の実施形態による、例証的な対立警告画面６００を示す。画面６００は
、対立警告部分６０５と、対立解決セクション６０７とを含む。
【００６９】
　対立警告部分６０５は、一致しない動作が行われているアセットの間で、同様の属性６
１０を識別し得る。例えば、ユーザが、特定の評定属性を有するアセットをロックするが
、同じ、またはより高い評定属性を有する別のアセットをロックしない時に、システムは
、２つのアセットが評定属性６１０において同様であることを示すことによって、対立（
または不一致）についてユーザに警告し、一致しない動作がアセットに対して行われてい
ることを示し得る。システムは、アセットが複数の同様の属性を有する場合に、２つ以上
の属性６１０を表示し得る。
【００７０】
　対立解決セクション６０７は、一致しない動作がどのように解決されるべきかをユーザ
が特定することを可能にする。例えば、対立解決セクション６０７は、同様の属性の値６
２０（例えば、値ＴＶ－ＰＧを伴う評定属性）を特定するメッセージを含み、対立を解決
する異なる選択可能な選択肢をユーザに提供し得る。具体的には、システムは、ユーザが
値ＴＶ－ＰＧを伴う評定属性を有するアセット「Ｆａｍｉｌｙ　Ｇｕｙ」をロックしたが
、評定属性のその値またはより高い値を伴う全てのアセットをロックしているわけではな
いことを示す、メッセージを表示し得る。
【００７１】
　ユーザは、ラジオボタン６３２を選択することによって、ロックを継続する選択肢６３
０を選択し得る。ロックを継続する選択肢６３０の選択は、ユーザが警告または対立を無
視し、特定されたアセット（例えば、「Ｆａｍｉｌｙ　Ｇｕｙ」）のみをロックし、同様
の属性を有する他のアセットのうちのいずれもロックしないことを可能にする。加えて、
ユーザは、同様の属性を伴う全てのアセットをロックする選択肢６４０を選択し得る。同
様の属性を伴う全てのアセットをロックする選択肢６４０の選択は、ロックしたアセット
と同様の特定の属性６１０を共有するか、または有する全てのアセットも、同時にロック
させ得る。例えば、アセット「Ｆａｍｉｌｙ　Ｇｕｙ」は、ＴＶ－ＰＧという評定を有し
得、システムは、ユーザが、選択肢６４０を選択して、その特定の評定（例えば、ＴＶ－
ＰＧ）を有する全ての他のアセットをロックすることを可能にし得る。同様の属性（例え
ば、ＴＶ－ＰＧ）を有する全てのアセットをロックすることに加えて、それらのコンテン
ツがユーザの視聴閾値を超える場合があるため、ＴＶ－ＰＧよりも高く（例えば、ＴＶ－
ＭＡに）評定される全ての他のアセットをロックすることが望ましくあり得る。
【００７２】
　フィードバックを提供する選択肢６５０も選択され得る。フィードバックを提供する選
択肢６５０は、フィードバックを提供する選択肢４７０（図４）およびフィードバックを



(29) JP 5806118 B2 2015.11.10

10

20

30

40

50

提供する選択肢５７０（図５）と同様の機能性を有し得る。具体的には、ユーザは、第１
のアセットおよび第１のアセットと同様の属性を有するアセットに対して行われる動作の
間の不一致または対立の理由を提供するように、フィードバックを提供する選択肢６５０
を選択し得る。例えば、ユーザは、アセット「Ｆａｍｉｌｙ　Ｇｕｙ」をロックするが、
ＴＶ－ＰＧという同様の評定属性を有する他の全てのアセットをロックするわけではない
理由を提供し得る。フィードバックを提供する選択肢６５０の選択は、以下でより詳細に
論議される画面８００（図８）をユーザに提示し得る。
【００７３】
　ユーザが、ラジオボタン６３２を選択することによって所望の対立解決の全てを選択し
た後、ユーザは、ユーザの選択を実行するように、継続する選択肢６６０を選択し得る。
例えば、同様の属性を伴う全てのアセットをロックする選択肢６４０およびフィードバッ
クを提供する選択肢６５０が選択されると、ユーザは、同様に評定されたアセットの全て
のロックを実行するように、継続する選択肢６６０を選択し、ユーザがフィードバックを
提供することを可能にするように、画面８００を表示し得る。ユーザはまた、選択された
アセット（例えば、「Ｆａｍｉｌｙ　Ｇｕｙ」）のロック操作を取り消し、画面３００に
ナビゲートして戻るようにロック解除する選択肢６７０を選択し、ロックする異なるアセ
ットを選択するか、同様のアセットに基づく検索を行うための異なる属性を選択するか、
または全ての操作をキャンセルして、以前に視聴した番組に戻り得る。
【００７４】
　いくつかの実施形態では、システムは、番組ガイドへの更新に応じて、アセットに対し
て行われる動作間の不一致を検出し得る。図７は、本発明の実施形態による、例証的な対
立警告画面を示す。
【００７５】
　具体的には、ユーザは、最初に、特定のアセット（例えば、「Ｆａｍｉｌｙ　Ｇｕｙ」
）に対して第１の動作（例えば、ロック）を行い得る。番組ガイドリストへの更新が受信
されると、システムは、一致しない動作が行われたかどうかを決定するように、ロックし
たアセットと同様の属性を有するアセットについて、更新された番組リストを検索し得る
。システムが特定のアセットおよび更新されたアセットに対して行われる動作間の不一致
を検出した場合、システムは、リスト更新の対立警告７１０を示し得る。
【００７６】
　システムは、ロックされておらず、更新されており、かつロックしたアセットと同様の
属性を有するアセットをリストにし得る（例えば、番組リストに追加された番組のリスト
７３０、または変更された属性を有する番組のリスト７６０）。具体的には、リストに対
する更新は、ロックしたアセットと同様になるように特定のアセットの属性を変更してい
ることがある。そのようなアセットは、変更された属性を有する番組のリスト７６０にお
いて識別され得る。
【００７７】
　ユーザは、特定のアセットに対応するチェックボックス７２２を選択することによって
リスト７３０および７６０の中に表示されるアセットのどれをもロックし得る。システム
は、ユーザが継続する選択肢７７０を選択した後に、全ての選択されたアセットをロック
し得る。代替として、ユーザは、アセットの表示されたタイトル上にカーソルを位置付け
、アセットを選択することによって、リスト７３０または７６０の中のアセットのうちの
いずれかを自動的にロックさせ得る。特定のアセットをロックするか、または選択をキャ
ンセルするユーザの要望を確認するように、確認プロンプト（図示せず）が随意で表示さ
れ得る。
【００７８】
　システムは、どのロックしたアセットが、新規に追加されたアセットと属性を共有する
かを示す、リスト７４０を表示し得る。例えば、アセット「Ｆａｍｉｌｙ　Ｇｕｙ」がロ
ックされ得、アセット「Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｄａｄ」が更新に応じて番組ガイドリストに
追加され得る。システムは、２つのアセットが同様の属性（例えば、チャネルまたは評定
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）を有することを決定し得る。したがって、システムは、リスト７３０の中の新規に追加
されたアセット「Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｄａｄ」と、リスト７４０の中の追加されたアセッ
トが属性を共有する、ロックしたアセット「Ｆａｍｉｌｙ　Ｇｕｙ」とを表示し得る。こ
れは、ユーザが複数のアセットをロックしており、複数のアセットのうちのどれが、新規
に追加されたアセットまたは変更された属性を伴うアセットとの対立を引き起こしたのか
を知りたい時に、役立ち得る。
【００７９】
　ドロップダウンメニュー７５０は、複数の共有属性がある時に、２つのアセットの間の
共有属性が何であるかを示し得る。加えて、上記で論議されるように、ユーザは、当初ロ
ックしたアセット（例えば、「Ｆａｍｉｌｙ　Ｇｕｙ」）をロック解除するロック解除す
る選択肢７４４、または動作間の不一致の理由を提供するフィードバック選択肢７４２を
選択し得る。例えば、ユーザが新規に追加されたアセットをロックしないことを選択する
場合、ユーザは、フィードバック選択肢７４２を選択することによって一致しない動作の
理由（すなわち、属性を共有するにもかかわらず、なぜユーザが一方のアセットをロック
し、他方をロックしないことを選択したか）を提供し得る。同様の選択肢およびリストが
、番組の変更された属性に起因する対立に対して提供され得る。
【００８０】
　いくつかの実施形態では、ユーザは、アセットに関するフィードバックを提供し得る。
フィードバックは、ユーザがアセットに関する何かを好む時に肯定的、またはユーザがア
セットに関する何かまたは不一致を嫌う時に否定的であり得る。フィードバックは、特定
のアセットに対する動作（例えば、ロックする）の実施に応じて提供され得る。
【００８１】
　図８は、本発明の実施形態による、例証的なアセットフィードバック画面８００を示す
。画面８００は、ユーザがアセットに関する肯定的／否定的な理由を提供することを可能
にする。例えば、ユーザが特定のアセットをロックするが、ロックしたアセットと同様の
属性を有するアセットをロックしない時に、ユーザは不一致の理由を特定し得る。具体的
には、ユーザは、限定双方向性テレビ番組ガイドインターフェースにおいて種々の選択肢
を選択することによって、特定のアセットをロックする理由を特定し得る。
【００８２】
　システムは、フィードバックが提供されるアセットタイトル８１０を表示し得る。種々
のフィードバック選択肢／理由８２０には、ラジオボタン８２２が提供される。ユーザは
、ユーザが提供したいフィードバックに基づいて、各ラジオボタン８２２を有効にし得る
。具体的には、ユーザは、アセットが所与の評定属性を超える（例えば、評定がアセット
に不適切である）ことを示すフィードバックを提供するように、ラジオボタン８２２を有
効にし得る。ユーザはまた、アセットが評定を超える理由（例えば、性、暴力、または言
葉遣いのため）を挙げるように、異なるラジオボタンを選択し得る。ユーザはまた、ユー
ザが特定のアセットにより好適であると考える評定をドロップダウンメニュー８３０から
選択することによって、評定を提案し得る。
【００８３】
　アセットが１つ以上の分野において不快であることを示す選択肢も、選択され得る。具
体的には、とりわけ、ユーザは、アセットが少数派または女性にとって不快である、宗教
的不寛容である、差別的なコンテンツを含む、動物虐待に関するコンテンツを含む、また
は不道徳的なコンテンツを含むことを特定し得る。ユーザは、フィードバックをアセット
のメディアプロバイダまたはスポンサに送信するように、所望のフィードバック選択肢を
選択した後に、提出の選択肢８５０を選択し得る。加えて、戻るボタン８４０の選択は、
以前の画面にユーザを戻し得、ロック解除する選択肢８７０の選択は、フィードバック提
出をキャンセルし、タイトル８１０（例えば、Ｆａｍｉｌｙ　Ｇｕｙ）を伴うアセットを
ロック解除し得る。
【００８４】
　いくつかの実施形態（例えば、リモートコントロールを伴うがキーボードがないセット
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トップボックスを使用する実施形態）では、ユーザは、効率的に提供することができるフ
ィードバックの量を限定され得る。例えば、ユーザがテレビシステムを通してアセットに
関するテキスト入力を提供することは困難な場合がある。したがって、ユーザは、ウェブ
サイトを介して（例えば、キーボードおよび画面上テキストボックスを使用して）画面８
００で利用可能ではない選択肢に基づくフィードバックを提供する機会を与えられるため
に、さらなるフィードバック選択肢８６０を選択し得る。
【００８５】
　さらなるフィードバック選択肢８６０の選択は、ユーザおよびユーザがさらなるフィー
ドバックを提供したいアセットの識別を含む通信を、遠隔コンピュータ（例えば、ウェブ
サーバ）に伝送し得る。図１０－１３に関連して以下でより詳細に論議されるように、ユ
ーザは、後に、別のデバイス（例えば、コンピュータ）を使用して、ウェブサーバまたは
遠隔コンピュータからのウェブページにアクセスし得る。ユーザはまた、例えば、ラジオ
ボタンまたはチェックボックスを選択することに加えて、（リモートコントロールとは対
照的に、またはそれに加えて）キーボードおよびマウスを使用してテキストボックスにテ
キストを挿入することによって、ウェブページの中で特定のアセットに関するフィードバ
ックをより容易に提供することが可能であり得る。
【００８６】
　上記で論議されるように、各アセットは、記憶デバイス１１６（図１）に記憶された、
対応するデータ構造を有し得る。図９は、本発明の実施形態による、例証的なアセットデ
ータ構造９００を示す。データ構造９００は、アセットの属性を特定する種々のフィール
ドを含み得る。例えば、タイトルフィールド９１０は、アセットのタイトルを特定し得、
オンデマンドフィールド９２０は、アセットがオンデマンドで利用可能であるかを示し得
、共有属性フィールド９３０は、特定のアセットデータ構造に対応するアセットと属性を
共有することが知られている他のアセットへのポインタを含み得る。
【００８７】
　ロックしたアセットと同様の属性を有するアセットを検索する時に、制御回路１１８は
、ロックしたアセットのデータ構造９００の各フィールド（またはフィールドのサブセッ
ト）を、他の記憶したアセットデータ構造９００（図９）と比較し得る。ロックしたアセ
ットのデータ構造における特定のフィールドの値が、別のアセットのデータ構造フィール
ドに合致する場合、制御回路１１８は、２つのアセットが同様の属性を有することを決定
し、一致しない動作がアセットに対して行われているかどうかを検出し得る。例えば、第
１のアセットのデータ構造は、第１のアセットがロックされていることを特定するフィー
ルドを有し得、第２のアセットのデータ構造は、第２のアセットがロックされていいない
ことを示す同じフィールドを有し得る。これは、一致しない動作が第１および第２のアセ
ットに対して行われていることを示し得、したがって、制御回路１１８は、不一致に関し
てユーザに警告し得る。
【００８８】
　同様の属性を伴うアセットの検索をより効率的にするように、共有属性フィールド９３
０がアセットデータ構造９００の中に提供され得る。具体的には、ロックしたアセットの
データ構造９００は、それぞれがアセットを別のアセットにリンクする、いくつかの共有
属性フィールド９３０を含み得る。例えば、共有属性フィールドの中の値は、アセットデ
ータ構造９００と関連するロックしたアセットと同様の属性を有する、第２のアセットの
タイトル９３２と、第２のアセットのデータ構造が位置するアドレス場所９３４へのポイ
ンタとを含み得る。したがって、同様のアセットを見出すように全アセットデータ構造の
全フィールドを比較する代わりに、制御回路１１８は、単純に、ロックしたアセットと関
連するアセットデータ構造を取り出し、共有属性フィールド９３０の値に基づいて、ロッ
クしたアセットと同様の属性を有するアセットの全てのデータ構造の場所を見出し得る。
【００８９】
　いくつかの実施形態では、ユーザは、ウェブサイトインターフェースを通して、より詳
細なフィードバック情報を提供し得る。ユーザおよびアセットの識別子を含む電子通信が
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、ウェブサイトをホストし得るコンピュータに伝送され得る。ユーザは、ウェブサイトに
アクセスし、アセットに関するより詳細なフィードバックをメディアプロバイダに提供し
得る。
【００９０】
　図１０は、本発明の実施形態による、例証的なオンラインアセットフィードバックシス
テム１０００の略図である。システム１０００は、第１および第２のユーザ機器デバイス
１１０ａ－ｂと、通信ネットワーク１０１０と、コンピュータ１０２０とを含む。
【００９１】
　ユーザは、デバイス１１０ａ等のテレビ機器デバイスを使用して、特定のアセットをロ
ックし得る。アセットのロックに応じて、システムは、ユーザがフィードバックを提供す
ることを可能にし得る。ユーザは、デバイス１１０ａ上で利用可能なフィードバック選択
肢よりも詳細なフィードバックを（例えば、テキストインターフェースを通して）提供す
ることを所望し得る。したがって、ユーザは、さらなるフィードバック選択肢８６０（図
８）を選択し得る。
【００９２】
　さらなるフィードバックを提供するユーザ要求に応じて、ユーザ機器デバイス１１０ａ
は、ユーザが詳細なフィードバックを提供することを所望するアセットの一意の識別子と
ともに、ユーザ識別子（例えば、ユーザプロファイル、アカウント番号、またはユーザと
関連する任意の他の一意の識別子）を取り出し得る。アセットの一意の識別子は、アセッ
トデータ構造に記憶され得、アセットのタイトル、エピソード番号、キャラクタコード、
または特定のアセットを識別する任意の他の好適な識別子であり得る。ユーザ機器デバイ
ス１１０ａは、通信経路１２２ａを通して、ユーザ識別子およびアセット識別子を通信ネ
ットワーク１０１０に伝送し得る。通信ネットワーク１０１０は、例えば、衛星ネットワ
ーク、光ファイバネットワーク、ケーブルネットワーク、インターネットネットワーク、
または任意の好適な無線あるいは有線ネットワークを含む、任意の好適な通信ネットワー
クであり得る。
【００９３】
　コンピュータ１０２０は、経路１０２５を通して、ネットワーク１０１０からユーザお
よびアセットの識別子（すなわち、詳細アセットフィードバック要求）を受信するように
連結され得る。コンピュータ１０２０は、記憶装置１０２２と、プロセッサ１０２３と、
ディスプレイ１０２４と、ローカルバス１０２１とを含む、ウェブサイトホストであり得
る。コンピュータ１０２０は、記憶装置１０２２に、フィードバックキューへの入力とし
て詳細アセットフィードバック要求を記憶し得る。各詳細アセットフィードバック要求が
受信されると、要求はキューの末端に付加され得る。本発明はキューの文脈で説明される
が、代わりに、スタック、連結リスト、タイムスタンプ、データベース、または任意の他
の種類の組織的データ構造が使用され得ることを理解されたい。いくつかの実装では、フ
ィードバックキューは、コンピュータ１０２０の中の記憶装置１０２２に、およびユーザ
デバイス１１０ｂ等の別のデバイス上に、部分的に記憶され得る。代替として、フィード
バックキューは、完全に転送されるか、またはユーザデバイス１１０ｂ上で生成され得、
それは、通信ネットワーク１０１０上で情報を伝送しなければならないことを回避し得る
。
【００９４】
　ユーザは、ユーザ機器デバイス１１０ｂを通して、コンピュータ１０２０によってホス
トされたウェブページにアクセスし得る。ユーザ機器デバイス１１０ｂは、異なるコンピ
ュータ上で、またはコンピュータ１０２０と同じコンピュータ上で実装され得る。ユーザ
がウェブページをロードしてサインインすると、コンピュータ１０２０は、ユーザが記憶
装置１０２２に記憶されたフィードバック要求と関連するかどうかを決定し得る。コンピ
ュータ１０２０は、記憶装置１０２２の中のキューから、ユーザと関連するフィードバッ
ク要求入力を取り出し、通信ネットワーク１０１０を通して、電子通信をユーザ機器デバ
イス１１０ｂに提供し得る。いくつかの実装では、ユーザ機器デバイス１１０ｂはコンピ
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ュータ１０２０上で実装され得、このステップが不必要であり得る。電子通信は、ユーザ
が詳細なフィードバックを提供する要望を示した、特定のアセットの未処理のフィードバ
ック要求があることを示す、ユーザに対するプロンプトを提供し得る。
【００９５】
　ユーザは、デバイス１１０ｂを使用して、アセットに関するフィードバックを提供する
、ウェブサイト上のフォームに記入し、通信ネットワーク１０１０上でフォームをコンピ
ュータ１０２０に投稿または提出し得る。コンピュータ１０２０は、記憶装置１０２２に
フィードバックを記憶し、ユーザがフィードバックを提供したアセットのメディアプロバ
イダ、またはスポンサに、フィードバックを伝送し得る。
【００９６】
　図１１は、本発明の実施形態による、例証的なアセットフィードバックウェブサイト画
面１１００を示す。画面１１００は、典型的にはブラウザ（例えば、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　
ＥｘｐｌｏｒｅｒまたはＭｏｚｉｌｌａ）で利用可能な種々のブラウジング選択肢を含む
。具体的には、戻る選択肢１１１０および次への選択肢１１１２が提供され得、ユーザが
ウェブサイトページを通して前後にナビゲートすることを可能にする。ユーザのホームペ
ージにナビゲートするように、ホームページ選択肢１１１３が提供され得、ユーザが閲覧
しているウェブサイトのアドレスを示す、アドレスバー１１２０が表示され得る。ウェブ
サイト上の種々の選択肢の間で選択するように、カーソル１１４０も提供され得る。広告
１１３０は、ウェブページとともに表示され得、スクロールバー１１２２は、ユーザがウ
ェブページコンテンツおよび／または広告１１３０を通して上下にスクロールすることを
可能にし得る。
【００９７】
　ユーザがデバイス１１０ｂを使用して（例えば、ウェブサイトと関連するログイン画面
にユーザ名およびパスワードを入力することによって）ウェブサイトにログインした後、
ウェブサイトは、ユーザの名前を含み得る、ユーザ識別子１１５０を表示し得る。デバイ
ス１１０ｂからのログイン情報の受信に応じて、コンピュータ１０２０は、フィードバッ
クキューから任意または全てのフィードバック要求を決定し、取り出し得る。デバイス１
１０ｂは、フィードバック要求のうちの１つまたは全てを受信し、未処理のフィードバッ
ク要求についてユーザに知らせるフィードバックプロンプト１１６０（例えば、ポップア
ップウィンドウまたはウェブサイトオーバーレイ）を使用して、ユーザに指示を提供し得
る。
【００９８】
　いくつかの実装では、ユーザのログイン情報を含むクッキー（または他の好適なファイ
ル）が、デバイス１１０ｂ上に記憶され得る。ユーザがウェブサイトに入ると、ユーザを
ウェブサイトに自動的にログオンさせるように、クッキー（または他のファイル）が取り
出され得、ユーザがユーザ名およびパスワードをタイプすることを不必要にする。デバイ
ス１１０ｂがウェブサイトに自動的にログオンした、コンピュータ１０２０は、フィード
バック要求入力が特定のユーザと関連するフィードバックキューの中に存在するかどうか
を同様に決定し得る。
【００９９】
　フィードバックプロンプト１１６０は、アセットを表示する選択肢１１６２と、全てを
消去する選択肢１１６４とを含み得る。ユーザは、全ての未処理のフィードバック要求、
およびユーザが詳細なフィードバックを提供する要望を表したアセットの表示を得るよう
に、アセットを表示する選択肢１１６２を選択し得る。プロンプト１１６０を提供する代
わりに、システムは、フィードバックキューから取り出されたアセット、およびユーザが
詳細なフィードバックを提供する要望を表したアセットのうちの全てまたは１つを自動的
に表示し得ることを理解されたい。アセットを表示する選択肢１１６２の選択は、ユーザ
が詳細なフィードバックを提供する要望を表したアセットのリストを含む、ウィンドウ１
２１０（図１２）を表示し得る。
【０１００】



(34) JP 5806118 B2 2015.11.10

10

20

30

40

50

　ユーザは、フィードバックキューから全ての未処理のフィードバック要求を除去するよ
うに、全てを消去する選択肢１１６４を選択し得る。この選択肢は、フィードバック要求
入力がキューの中に存在するアセットのうちのいずれに対しても、ユーザが詳細なフィー
ドバックを提供することをもはや所望しない場合に選択され得る。
【０１０１】
　図１２は、本発明の実施形態による、例証的なアセットフィードバックウェブサイト画
面１２００を示す。詳細なフィードバックが提供されるアセットを表示する選択肢をユー
ザが選択した後に、ウィンドウ１２１０が表示され得る。ウィンドウ１２１０は、フィー
ドバックキューから取り出されたフィードバック入力に基づいて生成され得る、アセット
のリスト１２３０を含む。ウィンドウ１２１０に適合することができる、詳細なフィード
バックが提供される他のアセットをユーザが表示させることを可能にするように、スクロ
ールバー１２２０が提供され得る。
【０１０２】
　リスト中の各アセットは、説明を表示する選択肢１２３２を含み得る。ユーザは、アセ
ットに関するさらなる情報を受信するように、説明を表示する選択肢１２３２を選択し得
る。選択されたアセットに対応するアセットデータ構造９００のフィールドのうちの任意
の値が、記憶装置から取り出され、説明を表示する選択肢１２３２のユーザ選択に応じて
、ユーザに提供（例えば、表示）され得る（図９）。例えば、アセット「Ｆａｍｉｌｙ　
Ｇｕｙ」とともに表示される説明を表示する選択肢１２３２のユーザ選択に応じて、シス
テムは、選択されたアセット「Ｆａｍｉｌｙ　Ｇｕｙ」と関連するアセットデータ構造９
００を取り出し、説明フィールドの値（例えば、「Ｓｔｅｗｉｅが刑務所に行く」）を表
示し得る。ユーザが、詳細なフィードバックを提供する特定のアセット１２３０を選択し
た後、システムは、ウェブサイト画面１３００（図１３）にユーザをナビゲートし得る。
【０１０３】
　図１３は、本発明の実施形態による、例証的なアセットフィードバックウェブサイト画
面１３００を示す。画面１３００は、ユーザが選択されたアセットに関する詳細なフィー
ドバックを提供するように選択し得る、フィードバック選択肢を含む。例えば、ユーザは
、画面１２１０（図１２）からアセット１２３０（例えば、「Ｆａｍｉｌｙ　Ｇｕｙ」）
を選択し得、システムは、画面１３００の中に選択されたアセットのタイトル１３１０を
表示し得る。ユーザがフィードバックを提供するように切り替えることができる、ラジオ
ボタン１３２２を含む、フィードバック選択肢１３２０が提供され得る。画面１３００に
含まれるフィードバック選択肢１３２０は、画面８００（図８）の中に含まれるフィード
バック選択肢を含めてもよい。
【０１０４】
　フィードバック選択肢１３２０の間で、テキストボックス１３３０が提供され得る。具
体的には、ユーザがリモートコントロールインターフェースによって限定されず、キーボ
ードを有し得るため、ユーザが選択されたアセットに関する詳細なコメントを提供するこ
とは、より容易であり得る。ユーザは、テキストボックス１３３０に、テキストの形態で
アセットに関する意見（フィードバック）を挿入し得る。挿入されたテキストがテキスト
ボックス１３３０のサイズを超えて延在する時には、スクロールバー１３３２が含まれて
もよい。テキストを消去する選択肢１３３４の（例えば、マウスを使用することによる）
１回のクリック（または選択）で、ユーザがテキストボックス１３３０に挿入されたテキ
ストの全てを末梢することを可能にするように、テキストを消去する選択肢１３３４が提
供され得る。
【０１０５】
　ユーザが（例えば、フィードバック選択肢１３２０を選択すること、および／またはテ
キストを挿入することによって）フィードバックの提供を完了すると、ユーザは、ウェブ
サイトにフィードバックを投稿するように、提出の選択肢１３６０を選択し得る。提出の
選択肢１３６０の選択は、メディアソース１２０および／または広告ソース１３０（図１
および１０）、あるいはアセットのスポンサに、フィードバックを伝送し得る。広告ソー



(35) JP 5806118 B2 2015.11.10

10

20

30

40

50

ス１３０またはスポンサは、アセットおよび／またはそれを通してアセットが提供される
ネットワークの後援および／または出資を継続または撤退するために、フィードバック情
報を使用し得る。一実施例として、教育玩具の小売業者が、暴力およびうんざりするよう
なプロットラインへの番組の焦点に対して否定的なフィードバックを常に得ている、特定
の番組（例えば、Ｐｏｗｅｒ　Ｒａｎｇｅｒｓ）と関連する広告の支払いをしている場合
、広告ソース１３０は、特定の番組から広告主の広告を除去することを決定し得る。
【０１０６】
　フィードバックキューからフィードバック要求入力を除去し、アセットに関する詳細な
フィードバックを提供しないように、キャンセルする選択肢１３５０が選択され得る。キ
ャンセルする選択肢１３５０の選択は、戻る画面１２００にユーザをナビゲートして、ユ
ーザが詳細なフィードバックを提供する異なるアセットをウィンドウ１２１０から選択す
ることを可能にし得る。ユーザが詳細なフィードバックを提供することをもはや所望しな
いため、タイトル１３１０と関連するアセットは、ウィンドウ１２１０の中に提供された
リストから除去され得る。
【０１０７】
　代替として、ユーザは、選択されたフィードバック選択肢または挿入されたテキストを
フィードバックキューに再び保存するように、キューに保存する選択肢１３４０を選択し
得る。具体的には、キューに保存する選択肢１３４０の選択は、ユーザによって選択され
たフィードバック選択肢をフィードバックキューに保存して、以降の日付／時間に、ユー
ザがアセットに関するフィードバックを提供し終えることを可能にし得る。例えば、将来
の日付／時間に、ユーザがウェブサイトにログインすると、コンピュータ１０２０は、ア
セットに関する以前に選択されたフィードバック選択肢を含むフィードバックキューから
、フィードバック要求を取り出し得る。アセットと関連するフィードバック要求は、ウィ
ンドウ１２１０（図１２）の中に表示され得る。フィードバック要求のユーザ選択に応じ
て、システムは、画面１３００にユーザをナビゲートし、以前に記憶されたフィードバッ
ク選択肢に基づいて、テキストボックス１３３０を含むフィードバック選択肢１３２０を
投入し得る。したがって、テキストボックス１３３０にテキストを挿入する途中でもユー
ザが中止した時点から、ユーザは、アセットに関するフィードバックを提供し続け得る。
いくつかの実施形態では、特定のウェブサイト（例えば、Ｃｏｍｃａｓｔ．ｎｅｔ）上の
ユーザのプロファイルへのキューフィードバック要求よりもむしろ、フィードバック要求
は、ユーザが指定するＥメールアドレスまたは電話番号またはＩＰアドレスで、ユーザへ
のＥメールまたはテキストメッセージによって送信され得る。Ｅメールまたはテキストメ
ッセージは、番組の全ての詳細、フィードバックにつながった不一致、ならびに、元の情
報とともにユーザのフィードバックのテキスト部分を送信することができる返信アドレス
、返答電話番号、または返答ＩＰアドレスを含み得る。いくつかの実施形態では、Ｅメー
ルまたはテキストメッセージは、ユーザが送信し得る複数の代替アドレスまたは電話番号
を含み得る（例えば、番組を支援する広告主のそれぞれに対して１つ、ネットワークプロ
バイダに対して１つ、およびコンテンツプロバイダに対して１つ）。いくつかの実施形態
では、Ｅメールまたはテキストメッセージは、ユーザがテキストフィードバックを入力す
ることを可能にする、ウェブベースのフィードバックフォームへのリンクを含み得る。い
くつかの実施形態では、番組のうちの１つ以上を表す写真（例えば、静止画像またはカバ
ーアート）またはビデオクリップ（例えば、劇場予告編）が、フィードバックに関する電
子通信に含まれる。ユーザは、自分の携帯型Ｅメールデバイス（例えば、ＢｌａｃｋＢｅ
ｒｒｙ）上でＥメールまたはテキストメッセージを受信し得、携帯型Ｅメールデバイスを
使用して、Ｅメール通信に含まれ得るリンクおよび／または返信アドレスを通して番組に
関するテキストフィードバックを提供し得る。
【０１０８】
　いくつかの実装では、システムは、フィードバックキュー１３４０（またはメモリの中
の何らかの他の記憶装置）に、ユーザによって選択されたフィードバック選択肢を自動的
に（例えば、１分または２分といった、例えば所定の期間後）保存し得る。このように、
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ユーザがウェブサイトを偶発的に閉じた場合（またはコンピュータがシャットダウンした
場合）、ユーザは選択／提供された全てのフィードバックを失わない。具体的には、次回
ユーザがウェブサイトにログオンすると、フィードバック選択肢が記憶装置から取り出さ
れ得、ユーザは記憶の最新時点（例えば、ウェブサイトが不意または別様に閉じられた１
分または２分前）からフィードバックを提供し続け得る。
【０１０９】
　図１４は、本発明の実施形態による、アセットに対して行われる一致しない動作に関し
てユーザに警告する方法１４００を図示する。ステップ１４１０では、第１のアセットに
対して行われる第１の動作が、第１のユーザから受信される。例えば、ユーザは、第１の
アセットの１つ以上の属性をロックすることによって、第１の動作を行い得る。具体的に
は、ユーザは、メニュー３１０（図３）からタイトルを選択することによって、アセット
のタイトル属性をロックし得る。代替として、ユーザは、第１のアセット上に重ねられた
（例えば、第１のアセットとともに表示された）画面上メニュー５２０から、属性をロッ
クする選択肢５４０、５５０、または５６０を選択することによって、第１のアセットに
対する第１の動作を行い得る。
【０１１０】
　ステップ１４２０では、第２のアセットに対して行われる第２の動作が受信され、第２
のアセットは、第１のアセットの対応する属性の値と同様の値を伴う属性を有する。例え
ば、第２の動作は、ユーザによる不動作であり得る（例えば、ユーザが第２のアセットを
ロックしない）（図６）。いくつかのシナリオでは、第２のアセットに対して行われる第
２の動作は、特定のアセットの属性の値を変更するか、または番組ガイドにアセットを追
加する、番組ガイドの中の番組リストへの更新であり得る（図７）。システムは、第１お
よび第２のアセットと関連するアセットデータ構造におけるフィールドを比較することに
よって、第１および第２のアセットが同様の属性を有することを決定し得る。
【０１１１】
　ステップ１４３０では、第１および第２の動作の間の不一致が検出される。例えば、制
御回路１１８は、第１の動作が第１のアセットをロックし、第１のアセットの対応する属
性の値と同様である属性の値を有する、第２のアセットがロックされなかったことを決定
することによって、第１および第２の動作の間の対立を検出し得る（図１）。具体的には
、制御回路１１８は、ロックした第１のアセットと関連するアセットデータ構造９００に
おけるフィールドから、１つ以上の属性を取り出し得る。制御回路１１８は、ロックした
第１のアセットの属性を、他のアセット（第２のアセットを含む）と関連するアセットデ
ータ構造９００におけるフィールドと比較して、アセットが同様の属性を有するかどうか
を決定し得る。制御回路１１８は、第１の動作が第１のアセットをロックした一方で、第
２の動作が第２のアセットをロックしなかったことを決定することによって、第１および
第２の動作が一致しないことを検出し得る。
【０１１２】
　ステップ１４４０では、第１のユーザが、第１および第２の動作の間の不一致に関して
警告される。例えば、対立警告画面４００、６００、または７００が表示され得、第１お
よび第２の動作の間の不一致についてユーザに知らせるプロンプトを含み得る。具体的に
は、対立警告画面６００は、特定の評定属性を伴う第１のアセット（例えば、Ｆａｍｉｌ
ｙ　Ｇｕｙ）がロックされているが、同様の評定属性を伴う第２のアセットがロックされ
ていないことをユーザに知らせるプロンプトを含む。ユーザは、第２のアセットをロック
すること、第１／第２のアセットに関するフィードバックを提供すること、または対立を
全く無視することによって、不一致を解決することを選択し得る。
【０１１３】
　図１５は、本発明の実施形態による、アクセスを制御する方法、および／またはアセッ
トに関するフィードバックを提供する方法１５００を図示する。ステップ１５１０では、
第１のアセットへのアクセスを制限する要求が受信される。例えば、ユーザは、メニュー
３１０（図３）からタイトルを選択することによって、アセットのタイトル属性をロック
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することによってアクセスを制限し得る。代替として、ユーザは、第１のアセット上に重
ねられた（例えば、第１のアセットとともに表示された）画面上メニュー５２０から、属
性をロックする選択肢５４０、５５０、または５６０を選択することによって、アセット
へのアクセスを制御し得る。
【０１１４】
　ステップ１５２０では、第２のアセットの属性が取り出される。例えば、制御回路１１
８は、アセット（ステップ１５１０で制限されているアセットとは異なる）を選択し、選
択されたアセットと関連し、かつ記憶デバイス１１６（図１）に記憶され得る、アセット
データ構造９００におけるフィールドから、１つ以上の属性を取り出し得る。アセットデ
ータ構造はまた、データ構造が記憶デバイス１１６の中に存在しなければ、メディアソー
ス１２０から取り出され得る。
【０１１５】
　ステップ１５３０では、属性が同様であるかどうかを決定するように、第２のアセット
の属性が第１のアセットの属性と比較される。例えば、制御回路１１８は、制限されてい
る第１のアセットの属性を、第２のアセットと関連するステップ１５２０で取り出された
属性と比較し得る。制御回路１１８は、ステップ１５４０に進んで、第１および第２のア
セットの属性のうちの少なくとも１つが同様である時に、第２のアセットがアクセス制限
を有するかどうかを決定し得る。制御回路１１８は、ステップ１５２０に戻って、第１お
よび第２のアセットの属性のうちのいずれも同様ではない時に、別のアセットを選択し得
る。
【０１１６】
　ステップ１５４０では、第２のアセットがアクセス制限を有するかどうかに関して決定
が行われる。例えば、制御回路１１８は、アクセスが第２のアセットに対して制限されて
いるかどうか、第２のアセットのデータ構造のフィールドのうちの１つの中の値に基づい
て決定し得る。制御回路１１８は、ステップ１５２０に戻って、第２のアセットがアクセ
ス制限を含む時に、別のアセットの属性を選んで取り出し得る（例えば、両方が制限され
ているので、これが、一致しない動作が第１および第２のアセットに対して行われていな
いことを示し得るため）。制御回路１１８は、ステップ１５５０に進んで、第２のアセッ
トがアクセス制限を持たない（例えば、ロック解除されている）と決定された場合に、一
致しない動作に関してユーザに警告し得る。
【０１１７】
　ステップ１５５０では、第２のアセットへのアクセス制限の欠如によって、ユーザが警
告される。例えば、対立警告画面４００、６００、または７００が表示され得、第１のア
セットがロックされている一方で、第２のアセットがロックされていないことをユーザに
警告するプロンプトを含み得る。具体的には、対立警告画面６００は、特定の評定属性を
伴う第１のアセット（例えば、Ｆａｍｉｌｙ　Ｇｕｙ）がロックされているが、同様の評
定属性を伴う第２のアセットがロックされていないことをユーザに警告するプロンプトを
含む。
【０１１８】
　ステップ１５６０では、ユーザには、第２のアセットへのアクセスを制限する、および
／または第１／第２のアセットに関するフィードバックを提供する選択肢が提供される。
例えば、ユーザは、第２のアセットをロックすること、第１／第２のアセットに関するフ
ィードバックを提供すること、または対立を全く無視することによって、不一致または対
立を解決することを選択し得る。具体的には、ユーザは、同様の属性を有する全てのアセ
ットをロックする選択肢６４０を選択して、第１のアセットの評定属性またはより高い評
定を有する全てのアセットをロックするように制御回路１１８に命令し得る。代替として
、ユーザは、警告を無視して、単に第１のアセットをロックするように、ロックを継続す
る選択肢６３０を選択し得る。ユーザはまた、ユーザが第１または第２のアセットに関す
るフィードバックを提供し得る、画面８００が提供されるように、第１のアセットに関す
るフィードバックを提供する選択肢６５０を選択し得る。
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【０１１９】
　図１６は、本発明の実施形態による、ウェブサイトを通してアセットに関する詳細なフ
ィードバックを提供する方法１６００を図示する。ステップ１６１０では、ウェブサイト
と関連し、かつ第１のユーザデバイスから遠隔にあるコンピュータにおいて、第１の電子
通信が受信される。例えば、さらなるフィードバック選択肢８６０（図８）のユーザ選択
に応じて、ユーザデバイス１１０ａは、ユーザおよびアセットの識別子を含む通信（例え
ば、フィードバック要求）をコンピュータ１０２０に伝送し得る（図１０）。コンピュー
タ１０２０は、ユーザがメンバーであり、アセットを視聴し、アセットに関するフィード
バックを提供するようにアクセスすることができる、ウェブサイトをホストし得る。アセ
ットは、ユーザが詳細なフィードバックを提供する要望を表したアセットであり得る。通
信は、通信ネットワーク１０１０上でコンピュータ１０２０に提供され得る。
【０１２０】
　ステップ１６２０では、メディアアセットのフィードバックが後でユーザによって提供
されることを示すデータが、第１の電子通信の受信に応じて記憶される。例えば、コンピ
ュータ１０２０は、記憶装置１０２２の中のフィードバックキュー（または任意の他の種
類の組織的データ構造）に、ユーザデバイス１１０ａから受信されたフィードバック要求
を記憶し得る。
【０１２１】
　ステップ１６３０では、ユーザが第２のユーザデバイスでウェブサイトにアクセスした
ことを、システムが検出する。例えば、ユーザデバイス１１０ｂのユーザは、コンピュー
タ１０２０によってホストされるウェブサイトにログオンし得る。具体的には、ユーザデ
バイス１１０ｂは、その上でユーザがブラウザを操作し、コンピュータ１０２０によって
ホストされるウェブサイトのウェブサイトアドレスを入力し得る、別のコンピュータであ
り得る。ユーザはまた、ユーザ名およびパスワードを手動で（または自動的に）入力して
、コンピュータ１０２０がユーザを識別し、ユーザに特有の種々の選択肢（フィードバッ
ク要求を含む）をロードすることを可能にし得る。
【０１２２】
　ステップ１６４０では、メディアアセットのフィードバックがユーザによって提供され
ることを示すデータが記憶されているかどうかに関して、決定が行われる。例えば、プロ
セッサ１０２３は、記憶装置１０２２の中のフィードバックキューが、ウェブサイトにロ
グインしているユーザと関連するフィードバック要求を含むかどうかを決定し得る。プロ
セッサ１０２３は、キューに入力された第１のフィードバック要求、またはフィードバッ
クキューに記憶されている任意の他の１つあるいは複数の要求を取り出し得る。
【０１２３】
　ステップ１６５０では、データが記憶されているという決定に応じて、メディアアセッ
トに関するフィードバックについてユーザを促す、第２の電子通信が、第２のユーザデバ
イスに提供される。例えば、ユーザデバイス１１０ｂは、フィードバックキューから取り
出される１つ以上のフィードバック要求を、コンピュータ１０２０から受信し得、ユーザ
がフィードバックを提供する要望を表したアセットがあることをユーザに示す、プロンプ
ト１１６０を表示し得る（図１１）。ユーザは、ウィンドウ１２１０（図１２）から、詳
細なフィードバックを提供する特定のアセットを選択し得る。
【０１２４】
　ステップ１６６０では、メディアアセットに関するフィードバックが、第２のユーザデ
バイスから受信される。例えば、フィードバックフォームが、画面１３００（図１３）の
中で表示され得る。フィードバックフォームは、ユーザがテキストボックス１３３０を含
む種々のフィードバック選択肢１３２０を選択して、選択されたアセットに関するフィー
ドバックを提供することを可能にし得る。ユーザは、メディアソース１２０またはアセッ
トの任意の他のスポンサあるいは広告主（図１）にフィードバックを伝送するように、提
出の選択肢１３６０を選択し得る。
【０１２５】
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　本発明の上記の実施形態は、限定ではなく例証の目的で提示され、本発明は、以下の請
求項のみによって限定される。
（項目１）
　第１のユーザから、第１のアセットに対して行われる第１の動作を受信することと、
　第２のアセットに対して行われる第２の動作を受信することであって、該第２のアセッ
トは、該第１のアセットの属性と同様である１つ以上の属性を有する、ことと、
　該第１の動作と該第２の動作との間の不一致を検出することと、
　該第１の動作と該第２の動作との間の該不一致に関して該第１のユーザに警告すること
と
　を含む、方法。
（項目２）
　いずれかまたは両方のアセットのコンテンツプロバイダ、または、いずれかまたは両方
のアセットと関連するスポンサに、検出した不一致を報告することをさらに含む、項目１
に記載の方法。
（項目３）
　いずれかまたは両方のアセットに関して以前に送信された他のレポートを視認する選択
肢を、上記第１のユーザに提供することをさらに含む、項目２に記載の方法。
（項目４）
　上記第２の動作は、ユーザによって行われる動作である、項目１に記載の方法。
（項目５）
　上記第２の動作は、上記第１のユーザとは異なる第２のユーザによって行われる動作で
あり、上記第１の動作と第２の動作との間の不一致を検出することは、該第１のユーザと
関連する第１のプロファイルを、該第２のユーザと関連する第２のプロファイルと比較す
ることを含む、項目１に記載の方法。
（項目６）
　上記第２の動作は、利用可能なアセットのデータベースへの上記第２のアセットの追加
、または該第２のアセットの１つ以上の属性の修正である、項目１に記載の方法。
（項目７）
　上記第１の動作を逆転させるように上記第１のユーザを促すことをさらに含む、項目１
に記載の方法。
（項目８）
　上記第１の動作に起因する変更の適正な一部を取り消すように上記第１のユーザを促す
ことをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目９）
　上記不一致の理由に関する情報を供給するようにユーザを促すことをさらに含む、項目
１に記載の方法。
（項目１０）
　上記情報を供給するようにユーザを促すことは、複数のフィードバック選択肢を表示す
ることを含み、上記方法はさらに、該フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つのユ
ーザ選択を受信することを含む、項目９に記載の方法。
（項目１１）
　上記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、上記第１または第２のアセット
に関するフィードバックを提供し、該フィードバック選択肢は、猥褻、評定の不正確性ま
たは不適切性、少数派または女性にとっての不快、宗教的不寛容、差別、動物虐待、およ
び不道徳に関する選択肢から成る群より選択される、項目１０に記載の方法。
（項目１２）
　上記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、上記ユーザが上記第１または第
２のアセットに対する評定または副評定を提案することを可能にする、項目１０に記載の
方法。
（項目１３）
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　ユーザから上記不一致の理由に関する情報を受信することと、
　いずれかまたは両方のアセットのコンテンツプロバイダ、または、いずれかまたは両方
のアセットと関連するスポンサに、該受信した情報を供給することと
　をさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目１４）
　上記第１の動作は、上記第１のアセットへのアクセスを制限し、上記不一致を検出する
ことは、該第１の動作が上記第２のアセットのアクセス可能性と一致しないことを検出す
ることを含む、項目１に記載の方法。
（項目１５）
　上記第１のアセットの属性と同様である上記第２のアセットの属性は、評定、副評定、
ジャンル、シリーズのメンバーシップ、お気に入りのメンバーシップ、ブックマークした
状態、タグ付けした状態、ＤＶＲ視聴状態、サービスの種類、チャネル関連性、ウェブサ
イト関連性、または一般視聴状態である、項目１に記載の方法。
（項目１６）
　上記第２のアセットの属性は、上記第１のアセットの属性の値と同等である値を有する
、項目１５に記載の方法。
（項目１７）
　上記第１のアセットの属性と同様である上記第２のアセットの属性は、上記第１のアセ
ットに対して、フィードバックが以前に提供されているかどうかを示す状態である、項目
１に記載の方法。
（項目１８）
　上記第１の動作または上記第２の動作は、不動作である、項目１に記載の方法。
（項目１９）
　上記不動作は、上記第１または第２のアセットへのアクセスを制限しないことを含む、
項目１８に記載の方法。
（項目２０）
　上記不一致を検出することは、
　メモリから上記第１のアセットと関連する第１の一式の属性を取り出すことと、
　複数のアセットの間で、該第１の一式の属性と同様である１つ以上の属性を有する上記
第２のアセットを検索することと、
　上記第１の動作を、該第２のアセットに関して行われる上記第２の動作と比較すること
と、
　該比較および同様である該１つ以上の属性に基づいて、該第１の動作が該第２の動作と
一致しないかどうかを決定することと
　を含む、項目１に記載の方法。
（項目２１）
　上記第１の動作を上記第２の動作と比較することは、
　上記第１のアセットに対する第１のアクセス制限を設定することと、
　上記第２のアセットが該第１のアクセス制限と同様のアクセス制限を含むかどうかを決
定することと
　を含む、項目２０に記載の方法。
（項目２２）
　上記第１のアセットおよび上記第２のアセットに対応するアセット制限情報は、それぞ
れのアセット特性データ構造のフィールドに記憶される、項目２１に記載の方法。
（項目２３）
　ウェブサイトと関連するコンピュータに、上記不一致に関するフィードバックがユーザ
によって提供されることを示す電子通信を伝送することをさらに含む、項目１に記載の方
法。
（項目２４）
　上記電子通信は、上記ユーザおよび上記第１のアセットを識別する、項目２３に記載の
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方法。
（項目２５）
　上記電子通信は、さらなるフィードバックを提供する選択肢のユーザ選択に応答して、
テレビ機器デバイスから伝送される、項目２３に記載の方法。
（項目２６）
　上記不一致に関するフィードバックは、テキスト形式で上記ユーザによって上記ウェブ
サイトに提供される、項目２３に記載の方法。
（項目２７）
　第１のユーザ機器デバイスのユーザからメディアアセットに関するフィードバックを受
信する方法であって、
　コンピュータにおいて、第１の電子通信を受信することであって、該コンピュータは、
ウェブサイトと関連し、該第１のユーザ機器デバイスから遠隔にある、ことと、
　該第１の電子通信の受信に応答して、該メディアアセットのフィードバックが該ユーザ
によって提供されることを示すデータを記憶することと、
　該ユーザが第２のユーザ機器デバイスで該ウェブサイトにアクセスしたことを検出する
ことと、
　該メディアアセットのフィードバックが該ユーザによって提供されることを示すデータ
が記憶されているかどうかを決定することと、
　該決定に応答して、該メディアアセットのフィードバックについて該ユーザを促す第２
の電子通信を該第２のユーザ機器デバイスに提供することと、
　該第２のユーザ機器デバイスから該メディアアセットのフィードバックを受信すること
と
　を含む、方法。
（項目２８）
　上記メディアアセットのフィードバックが上記ユーザによって提供されることを示すデ
ータを記憶することは、フィードバックキューに入力を追加することを含み、該入力は、
該メディアアセットのフィードバックが該ユーザによって提供されることを示す該データ
に対応する情報を含む、項目２７に記載の方法。
（項目２９）
　上記ユーザが上記第２のユーザ機器デバイスで上記ウェブサイトにアクセスしたことを
検出することは、該第２のユーザ機器デバイスにおいて、メディアアセットのフィードバ
ックを提供する選択肢を表示することを含み、上記方法はさらに、
　上記ユーザから、該フィードバックを提供する選択肢の選択を受信することを含む、
　項目２７に記載の方法。
（項目３０）
　上記メディアアセットのフィードバックが上記ユーザによって提供されることを示すデ
ータが記憶されているかどうかを決定することは、
　少なくとも１つの入力が上記フィードバックキューに追加されているかどうかを決定す
ることであって、該少なくとも１つの入力は、該メディアアセットのフィードバックが該
ユーザによって提供されることを示す該データに対応する情報を含む、ことと、
　該フィードバックキューから該少なくとも１つの入力を取り出すことと
　を含む、項目２７に記載の方法。
（項目３１）
　上記第１の電子通信は、上記ユーザの識別子と、上記メディアアセットの識別子とを含
む、項目２７に記載の方法。
（項目３２）
　上記メディアアセットの上記識別子は、上記メディアアセットのタイトルを含む、項目
３１に記載の方法。
（項目３３）
　上記メディアアセットのフィードバックは、テキスト形式で上記第２のユーザ機器デバ
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イスから受信される、項目２７に記載の方法。
（項目３４）
　上記第２の電子通信は、上記メディアアセットのタイトルと、該メディアアセットの承
認または不承認の理由を表すフィードバックを上記ユーザから受信するためのフィードバ
ックフィールドとを含む、項目２７に記載の方法。
（項目３５）
　上記第２の電子通信は、Ｅメールまたはテキストメッセージである、項目２７に記載の
方法。
（項目３６）
　上記第２の電子通信は、いずれかまたは両方のアセットを表す写真またはビデオクリッ
プを含む、項目２７に記載の方法。
（項目３７）
　上記メディアアセットのフィードバックについて上記ユーザを促すことは、該メディア
アセットのフィードバックを要求する視聴者に対する警告を表示することを含む、項目２
７に記載の方法。
（項目３８）
　上記フィードバックを受信することは、複数のフィードバック選択肢を上記第２のユー
ザ機器デバイス上で表示することと、該フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つを
選択することとを含む、項目２７に記載の方法。
（項目３９）
　上記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、上記ユーザが上記メディアアセ
ットの承認または不承認の理由を表すことを可能にするためのテキスト入力フィールドを
含む、項目３８に記載の方法。
（項目４０）
　制御回路を備えるシステムであって、
　第１のユーザから、第１のアセットに対して行われる第１の動作を受信することと、
　第２のアセットに対して行われる第２の動作を受信することであって、該第２のアセッ
トは、該第１のアセットの属性と同様である１つ以上の属性を有する、ことと、
　該第１の動作と該第２の動作との間の不一致を検出することと、
　該第１の動作と該第２の動作との間の該不一致に関して該第１のユーザに警告すること
と
　を行うように、構成される、システム。
（項目４１）
　上記制御回路は、いずれかまたは両方のアセットのコンテンツプロバイダ、または、い
ずれかまたは両方のアセットと関連するスポンサに、上記検出した不一致を報告するよう
にさらに構成される、項目４０に記載のシステム。
（項目４２）
　上記制御回路は、いずれかまたは両方のアセットに関して以前に送信された他のレポー
トを視認する選択肢を、上記第１のユーザに提供するようにさらに構成される、項目４１
に記載のシステム。
（項目４３）
　上記第２の動作は、ユーザによって行われる動作である、項目４０に記載のシステム。
（項目４４）
　上記第２の動作は、該第１のユーザとは異なる第２のユーザによって行われる動作であ
り、
　上記制御回路はさらに、該第１のユーザと関連する第１のプロファイルを、該第２のユ
ーザと関連する第２のプロファイルと比較するように構成される、
　項目４０に記載のシステム。
（項目４５）
　上記第２の動作は、利用可能なアセットのデータベースへの上記第２のアセットの追加
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、または該第２のアセットの１つ以上の属性の修正である、項目４０に記載のシステム。
（項目４６）
　上記制御回路は、上記第１の動作を逆転させるように上記第１のユーザを促すようにさ
らに構成される、項目４０に記載のシステム。
（項目４７）
　上記制御回路は、上記第１の動作に起因する変更の適正な一部を取り消すよう上記第１
のユーザを促すようにさらに構成される、項目４０に記載のシステム。
（項目４８）
　上記制御回路は、上記不一致の理由に関する情報を供給するようユーザを促すようにさ
らに構成される、項目４０に記載のシステム。
（項目４９）
　表示デバイスをさらに備え、上記制御回路は、複数のフィードバック選択肢を該表示デ
バイス上で表示し、上記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つのユーザ選択を受
信するようにさらに構成される、項目４８に記載のシステム。
（項目５０）
　上記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、上記第１または第２のアセット
に関するフィードバックを提供し、該フィードバック選択肢は、猥褻、評定の不正確性ま
たは不適切性、少数派または女性にとっての不快、宗教的不寛容、差別、動物虐待、およ
び不道徳に関する選択肢から成る群より選択される、項目４９に記載のシステム。
（項目５１）
　上記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、上記ユーザが上記第１または第
２のアセットに対する評定または副評定を提案することを可能にする、項目４９に記載の
システム。
（項目５２）
　上記制御回路は、
　ユーザから上記不一致の理由に関する情報を受信し、
　いずれかまたは両方のアセットのコンテンツプロバイダ、または、いずれかまたは両方
のアセットと関連するスポンサに、該受信した情報を供給するようにさらに構成される、
　項目４０に記載のシステム。
（項目５３）
　上記第１の動作は、上記第１のアセットへのアクセスを制限し、上記制御回路は、該第
１の動作が上記第２のアセットのアクセス可能性と一致しないことを検出するようにさら
に構成される、項目４０に記載のシステム。
（項目５４）
　上記第１のアセットの属性と同様である上記第２のアセットの属性は、評定、副評定、
ジャンル、シリーズのメンバーシップ、お気に入りのメンバーシップ、ブックマークした
状態、タグ付けした状態、ＤＶＲ視聴状態、サービスの種類、チャネル関連性、ウェブサ
イト関連性、または一般視聴状態である、項目４０に記載のシステム。
（項目５５）
　上記第２のアセットの属性は、上記第１のアセットの属性の値と同等である値を有する
、項目５４に記載のシステム。
（項目５６）
　上記第１のアセットの属性と同様である上記第２のアセットの属性は、該第１のアセッ
トに対して、フィードバックが以前に提供されているかどうかを示す状態である、項目４
０に記載のシステム。
（項目５７）
　上記第１の動作または上記第２の動作は、不動作である、項目４０に記載のシステム。
（項目５８）
　上記不動作は、上記第１または第２のアセットへのアクセスを制限しないことを含む、
項目５７に記載のシステム。
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（項目５９）
　上記制御回路は、
　メモリから上記第１のアセットと関連する第１の一式の属性を取り出すことと、
　複数のアセットの間で、該第１の一式の属性と同様である１つ以上の属性を有する上記
第２のアセットを検索することと、
　上記第１の動作を、上記第２のアセットに関して行われる上記第２の動作と比較するこ
とと、
　該比較および同様である該１つ以上の属性に基づいて、該第１の動作が該第２の動作と
一致しないかどうかを決定することと
　を行うようにさらに構成される、項目４０に記載のシステム。
（項目６０）
　上記制御回路は、
　上記第１のアセットに対する第１のアクセス制限を設定し、
　上記第２のアセットが該第１のアクセス制限と同様のアクセス制限を含むかどうかを決
定するようにさらに構成される、
　項目５９に記載のシステム。
（項目６１）
　上記第１のアセットおよび上記第２のアセットに対応するアセット制限情報は、それぞ
れのアセット特性データ構造のフィールドに記憶される、項目６０に記載のシステム。
（項目６２）
　上記制御回路は、ウェブサイトと関連するコンピュータに、上記不一致に関するフィー
ドバックがユーザによって提供されることを示す電子通信を伝送するようにさらに構成さ
れる、項目４０に記載のシステム。
（項目６３）
　上記電子通信は、上記ユーザおよび上記第１のアセットを識別する、項目６２に記載の
システム。
（項目６４）
　上記電子通信は、さらなるフィードバックを提供する選択肢のユーザ選択に応答して、
テレビ機器デバイスから伝送される、項目６２に記載のシステム。
（項目６５）
　上記不一致に関するフィードバックは、テキスト形式で上記ユーザによって上記ウェブ
サイトに提供される、項目６２に記載のシステム。
（項目６６）
　第１のユーザ機器デバイスのユーザからメディアアセットに関するフィードバックを受
信するためのシステムであって、
　ウェブサイトと関連し、該第１のユーザ機器デバイスから遠隔にある、コンピュータで
あって、
　　第１の電子通信を受信することと、
　　該第１の電子通信の受信に応答して、該メディアアセットのフィードバックがユーザ
によって提供されることを示すデータをメモリに記憶することと、
　　該ユーザが第２のユーザ機器デバイスで該ウェブサイトにアクセスしたことを検出す
ることと、
　　該メディアアセットのフィードバックが該ユーザによって提供されることを示すデー
タが該メモリに記憶されているかどうかを決定することと、
　　該決定に応答して、該メディアアセットのフィードバックについて該ユーザを促す、
第２の電子通信を該第２のユーザ機器デバイスに提供することと、
　　該第２のユーザ機器デバイスから該メディアアセットのフィードバックを受信するこ
とと
　を行うように構成される、処理回路
　を備える、コンピュータ
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　を備える、システム。
（項目６７）
　上記処理回路は、上記メモリの中のフィードバックキューに入力を追加するようにさら
に構成され、該入力は、上記メディアアセットのフィードバックが上記ユーザによって提
供されることを示す上記データに対応する情報を含む、項目６６に記載のシステム。
（項目６８）
　上記第２のユーザ機器デバイスは、表示デバイスと、制御回路とを備え、該制御回路は
、メディアアセットのフィードバックを提供する選択肢を該表示デバイス上で表示し、上
記ユーザから、該フィードバックを提供する選択肢の選択を受信するようにさらに構成さ
れる、項目６６に記載のシステム。
（項目６９）
　上記処理回路は、
　少なくとも１つの入力が上記メモリの中のフィードバックキューに追加されているかど
うかを決定することであって、該少なくとも１つの入力は、上記メディアアセットのフィ
ードバックが上記ユーザによって提供されることを示す上記データに対応する情報を含む
、ことと、
　該フィードバックキューから該少なくとも１つの入力を取り出すことと
　を行うようにさらに構成される、項目６６に記載のシステム。
（項目７０）
　上記第１の電子通信は、上記ユーザの識別子と、上記メディアアセットの識別子とを含
む、項目６６に記載のシステム。
（項目７１）
　上記メディアアセットの上記識別子は、上記メディアアセットのタイトルを含む、項目
７０に記載のシステム。
（項目７２）
　上記メディアアセットのフィードバックは、テキスト形式で上記第２のユーザ機器デバ
イスから受信される、項目６６に記載のシステム。
（項目７３）
　上記第２の電子通信は、上記メディアアセットのタイトルと、上記メディアアセットの
承認または不承認の理由を表すフィードバックを上記ユーザから受信するためのフィード
バックフィールドとを含む、項目６６に記載のシステム。
（項目７４）
　上記第２の電子通信は、Ｅメールまたはテキストメッセージである、項目６６に記載の
システム。
（項目７５）
　上記第２の電子通信は、いずれかまたは両方のアセットを表す写真またはビデオクリッ
プを含む、項目６６に記載のシステム。
（項目７６）
　上記第２のユーザ機器デバイスは、表示デバイスと、上記メディアアセットのフィード
バックを要求する視聴者に対する警告を該表示デバイス上に表示するように構成される制
御回路とを備える、項目６６に記載のシステム。
（項目７７）
　上記第２のユーザ機器デバイスは、表示デバイスと、複数のフィードバック選択肢を該
表示デバイス上で表示し、該フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つの選択を受信
するように構成される制御回路とを備える、項目６６に記載のシステム。
（項目７８）
　上記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、上記ユーザが上記メディアアセ
ットの承認または不承認の理由を表すことを可能にするためのテキスト入力フィールドを
含む、項目７７に記載のシステム。
（項目７９）
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　第１のユーザから、第１のアセットに対して行われる第１の動作を受信する手段と、
　第２のアセットに対して行われる第２の動作を受信する手段であって、該第２のアセッ
トは、該第１のアセットの属性と同様である１つ以上の属性を有する、手段と、
　該第１の動作と該第２の動作との間の不一致を検出する手段と、
　該第１の動作と該第２の動作との間の該不一致に関して該第１のユーザに警告する手段
と
　を備える、装置。
（項目８０）
　いずれかまたは両方のアセットのコンテンツプロバイダ手段、または、いずれかまたは
両方のアセットと関連するスポンサ手段に、検出した不一致を報告する手段をさらに備え
る、項目７９に記載の装置。
（項目８１）
　いずれかまたは両方のアセットに関して以前に送信された他のレポートを視認する選択
肢を、上記第１のユーザに提供する手段をさらに備える、項目７９に記載の装置。
（項目８２）
　上記第２の動作は、ユーザによって行われる動作である、項目７９に記載の装置。
（項目８３）
　上記第２の動作は、上記第１のユーザとは異なる第２のユーザによって行われる動作で
あり、
　上記第１の動作と該第２の動作との間の不一致を検出する手段は、該第１のユーザと関
連する第１のプロファイルを、第２のユーザと関連する第２のプロファイルと比較するこ
とを含む、
　項目７９に記載の装置。
（項目８４）
　上記第２の動作は、利用可能なアセットのデータベース手段への上記第２のアセットの
追加、または該第２のアセットの１つ以上の属性の修正である、項目７９に記載の装置。
（項目８５）
　上記第１の動作を逆転させるように上記第１のユーザを促す手段をさらに備える、項目
７９に記載の装置。
（項目８６）
　上記第１の動作に起因する変更の適正な一部を取り消すように上記第１のユーザを促す
手段をさらに備える、項目７９に記載の装置。
（項目８７）
　上記不一致の理由に関する情報を供給するようにユーザを促す手段をさらに備える、項
目７９に記載の装置。
（項目８８）
　上記情報を供給するようにユーザを促す手段は、複数のフィードバック選択肢を表示す
る手段を備え、上記装置はさらに、該フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つのユ
ーザ選択を受信する手段を備える、項目８７に記載の装置。
（項目８９）
　上記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、上記第１または第２のアセット
に関するフィードバックを提供し、該フィードバック選択肢は、猥褻、評定の不正確性ま
たは不適切性、少数派または女性にとっての不快、宗教的不寛容、差別、動物虐待、およ
び不道徳に関する選択肢から成る群より選択される、項目８８に記載の装置。
（項目９０）
　上記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、上記ユーザが上記第１または第
２のアセットに対する評定または副評定を提案することを可能にする、項目８８に記載の
装置。
（項目９１）
　ユーザから上記不一致の理由に関する情報を受信する手段と、
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　いずれかまたは両方のアセットのコンテンツプロバイダ手段、または、いずれかまたは
両方のアセットと関連するスポンサ手段に、該受信した情報を供給する手段と
　をさらに備える、項目７９に記載の装置。
（項目９２）
　上記第１の動作は、上記第１のアセットへのアクセスを制限し、上記不一致を検出する
ことは、該第１の動作が上記第２のアセットのアクセス可能性と一致しないことを検出す
ることを含む、項目７９に記載の装置。
（項目９３）
　上記第１のアセットの属性と同様である上記第２のアセットの属性は、評定、副評定、
ジャンル、シリーズのメンバーシップ、お気に入りのメンバーシップ、ブックマークした
状態、タグ付けした状態、ＤＶＲ視聴状態、サービスの種類、チャネル関連性、ウェブサ
イト関連性、または一般視聴状態である、項目７９に記載の装置。
（項目９４）
　上記第２のアセットの属性は、上記第１のアセットの属性の値と同等である値を有する
、項目９３に記載の装置。
（項目９５）
　上記第１のアセットの属性と同様である上記第２のアセットの属性は、上記第１のアセ
ットに対して、フィードバックが以前に提供されているかどうかを示す状態である、項目
７９に記載の装置。
（項目９６）
　上記第１の動作または上記第２の動作は、不動作である、項目７９に記載の装置。
（項目９７）
　上記不動作は、上記第１または第２のアセットへのアクセスを制限しないことを含む、
項目９６に記載の装置。
（項目９８）
　上記不一致を検出する手段は、
　メモリ手段から上記第１のアセットと関連する第１の一式の属性を取り出す手段と、
　複数のアセットの間で、該第１の一式の属性と同様である１つ以上の属性を有する上記
第２のアセットを検索する手段と、
　上記第１の動作を、該第２のアセットに関して行われる上記第２の動作と比較する手段
と、
　該比較および該同様である１つ以上の属性に基づいて、該第１の動作が該第２の動作と
一致しないかどうかを決定する手段と、
　を備える、項目７９に記載の装置。
（項目９９）
　上記第１の動作を該第２の動作と比較する手段は、
　上記第１のアセットに対する第１のアクセス制限を設定する手段と、
　上記第２のアセットが該第１のアクセス制限と同様のアクセス制限を含むかどうかを決
定する手段と、
　を備える、項目９８に記載の装置。
（項目１００）
　上記第１のアセットおよび上記第２のアセットに対応するアセット制限情報は、それぞ
れのアセット特性データ構造のフィールドに記憶される、項目９８に記載の装置。
（項目１０１）
　ウェブサイトと関連するコンピュータに、上記不一致に関するフィードバックがユーザ
によって提供されることを示す電子通信を伝送する手段をさらに含む、項目７９に記載の
装置。
（項目１０２）
　上記電子通信は、上記ユーザおよび上記第１のアセットを識別する、項目１０１に記載
の装置。
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（項目１０３）
　上記電子通信は、さらなるフィードバックを提供する選択肢のユーザ選択に応答して、
テレビ機器デバイス手段から伝送される、項目１０２に記載の装置。
（項目１０４）
　上記不一致に関するフィードバックは、テキスト形式で上記ユーザによって上記ウェブ
サイトに提供される、項目１０２に記載の装置。
（項目１０５）
　第１のユーザ機器デバイス手段のユーザからメディアアセットに関するフィードバック
を受信するための装置であって、
　コンピュータ手段において、第１の電子通信を受信する手段であって、該コンピュータ
手段は、ウェブサイトと関連し、該第１のユーザ機器デバイス手段から遠隔にある、手段
と、
　該第１の電子通信の受信に応答して、該メディアアセットのフィードバックがユーザに
よって提供されることを示すデータを記憶する手段と、
　該ユーザが第２のユーザ機器デバイス手段で該ウェブサイトにアクセスしたことを検出
する手段と、
　該メディアアセットのフィードバックが該ユーザによって提供されることを示すデータ
が記憶されているかどうかを決定する手段と、
　該決定に応答して、該メディアアセットのフィードバックについて該ユーザを促す、第
２の電子通信を該第２のユーザ機器デバイス手段に提供する手段と、
　該第２のユーザ機器デバイス手段から該メディアアセットのフィードバックを受信する
手段と
　を備える、装置。
（項目１０６）
　上記メディアアセットのフィードバックが上記ユーザによって提供されることを示すデ
ータを記憶する手段は、フィードバックキュー手段に入力を追加することを含み、該入力
は、該メディアアセットのフィードバックが該ユーザによって提供されることを示す該デ
ータに対応する情報を含む、項目１０５に記載の装置。
（項目１０７）
　上記ユーザが第２のユーザ機器デバイス手段で上記ウェブサイトにアクセスしたことを
検出する手段は、上記第２のユーザ機器デバイス手段において、メディアアセットのフィ
ードバックを提供する選択肢を表示する手段を備え、上記装置は、
　該ユーザから、該フィードバックを提供する選択肢の選択を受信する手段をさらに備え
る、
　項目１０５に記載の装置。
（項目１０８）
　上記メディアアセットのフィードバックが上記ユーザによって提供されることを示すデ
ータが記憶されているかどうかを決定する手段は、
　少なくとも１つの入力がフィードバックキュー手段に追加されているかどうかを決定す
る手段であって、該少なくとも１つの入力は、該メディアアセットのフィードバックが該
ユーザによって提供されることを示す該データに対応する情報を含む、手段と、
　該フィードバックキュー手段から該少なくとも１つの入力を取り出す手段と
　を備える、項目１０５に記載の装置。
（項目１０９）
　上記第１の電子通信は、上記ユーザの識別子と、上記メディアアセットの識別子とを含
む、項目１０５に記載の装置。
（項目１１０）
　上記メディアアセットの上記識別子は、上記メディアアセットのタイトルを含む、項目
１０９に記載の装置。
（項目１１１）
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　上記メディアアセットのフィードバックは、テキスト形式で上記第２のユーザ機器デバ
イスから受信される、項目１０５に記載の装置。
（項目１１２）
　上記第２の電子通信は、上記メディアアセットのタイトルと、該メディアアセットの承
認または不承認の理由を表すフィードバックを上記ユーザから受信するためのフィードバ
ックフィールドとを含む、項目１０５に記載の装置。
（項目１１３）
　上記第２の電子通信は、Ｅメールまたはテキストメッセージである、項目１０５に記載
の装置。
（項目１１４）
　上記第２の電子通信は、いずれかまたは両方のアセットを表す写真またはビデオクリッ
プを含む、項目１０５に記載の装置。
（項目１１５）
　上記メディアアセットのフィードバックについて上記ユーザを促す手段は、該メディア
アセットの該フィードバックを要求する視聴者に対する警告を表示する手段を含む、項目
１０５に記載の装置。
（項目１１６）
　上記フィードバックを受信する手段は、複数のフィードバック選択肢を上記第２のユー
ザ機器デバイス手段上で表示することと、該フィードバック選択肢のうちの少なくとも１
つを選択することとを含む、項目１０５に記載の装置。
（項目１１７）
　上記フィードバック選択肢のうちの少なくとも１つは、上記ユーザが上記メディアアセ
ットの承認または不承認の理由を表すことを可能にするためのテキスト入力フィールドを
含む、項目１１６に記載の装置。

【図１】 【図２】



(50) JP 5806118 B2 2015.11.10

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(51) JP 5806118 B2 2015.11.10

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(52) JP 5806118 B2 2015.11.10

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(53) JP 5806118 B2 2015.11.10

【図１５】 【図１６】



(54) JP 5806118 B2 2015.11.10

フロントページの続き

(56)参考文献  特表２００５－５１４８１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００４／００７３９２４（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００４／０２５５３２１（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２００７－１８０７４９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ２１／００－２１／８５８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

