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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ユーザに再生オプションを提供するための好適
な方法を提供する。
【解決手段】ユーザが放送テレビ番組を見ながら再生制
御機能を行うことができる双方向テレビシステムが提供
される。ユーザがそのような機能を要求した場合、テレ
ビ配信設備は番組の双方向ストリーミングメディア版を
ユーザ装置へ伝送することができる。ユーザ装置は放送
テレビ番組を双方向ストリーミングメディア版に切り替
える。双方向ストリーミングメディア版は、あるユーザ
のユーザ装置に表示されると、再生制御機能によって当
該ユーザに制御されることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ装置で放送テレビ番組を見ている間に、ユーザに再生オプションを提供するため
の方法であって、
　前記放送テレビ番組を前記ユーザ装置に提供することと、
　現在放送されている前記テレビ番組を見ている間に再生オプションを行うよう求める要
求を前記ユーザから受信することと、
　前記受信した要求に応じて、前記放送テレビ番組の代わりに、前記放送テレビ番組のス
トリーミング版であって、前記テレビ番組の前記放送前に生成された前記放送テレビ番組
のストリーミング版を前記ユーザ装置に提供することと
　を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はテレビシステムに関し、より具体的には、放送テレビプログラミングおよびス
トリーミングメディアプログラミングを提供する双方向テレビシステム
【背景技術】
【０００２】
　（発明の背景）
　双方向テレビシステムは、双方向テレビ番組ガイドアプリケーションを提供することで
知られている。双方向テレビ番組ガイドアプリケーションは、テレビ番組表、ビデオオン
デマンドサービス、ウェブ閲覧サービス、ゲーム、ホームショッピング、およびその他の
双方向機能など、多くの双方向機能をユーザに提供するように構成されている場合がある
。
【０００３】
　典型的な双方向テレビシステムでは、双方向テレビ番組ガイドアプリケーションはセッ
トトップボックスにおいて実装される。ユーザは、リモートコントロールを使用して双方
向テレビ番組ガイドアプリケーションと情報のやりとりを行い、例えば放送プログラミン
グおよび関連するコンテンツにアクセスしたり、再生制御機能を要求したりする。
【０００４】
　コンピュータ環境において、ユーザは利用可能な放送プログラミングに関連する情報な
どの望ましい情報を得るために、オンライン双方向テレビ番組ガイドアプリケーションに
アクセスする。
【０００５】
　ユーザに向けて放送され、ユーザ装置に表示されるテレビプログラミングは、概して非
双方向性である。ユーザが放送テレビプログラミングを見ている間、当該ユーザは概して
、一時停止、巻き戻し、早送り、または録画番組もしくはストリーミングメディア番組（
例えば、ビデオオンデマンド）に従来利用可能であるような機能など、番組の再生の制御
を行うことができない。
【０００６】
　パーソナルビデオレコーダの機能を使用して、ユーザは生放送テレビを一時停止するこ
とができる。しかしながら、そのような機能は概して、パーソナルビデオレコーダまたは
その他の特別な装置を家庭に有していないユーザには利用することができない。
【０００７】
　再生制御機能は、放送番組が現在キャッシュに格納されている（例えば、ネットワーク
ベースまたはローカルパーソナルビデオレコーダへの格納による）場合にユーザに利用可
能であり、キャッシュは概して番組の既に放送された部分に限られるため、現在の時刻よ
り先へ「早送り」またはスキップすることはできない。
【０００８】
　したがって、ユーザによる要求に応じてユーザに様々な再生制御機能を提供しながら放
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送を介してテレビプログラミングを提供することが望ましいであろう。
【０００９】
　放送テレビ番組を見ている間に一時停止、巻き戻し、早送りなどをする能力のようなオ
ンデマンド再生制御機能をユーザに提供することも望ましいであろう。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に従って、ユーザがユーザ装置で放送テレビ番組を見ている間に再生制御機能を
要求できる双方向テレビシステムが提供される。通常のテレビ鑑賞中、放送テレビ番組は
ユーザ装置に提供され、表示される。放送番組のストリーミング版は、放送前にテレビ配
信設備へ提供される。ユーザが放送番組を見ている間に再生制御機能（例えば、一時停止
、再開、再生、巻き戻し、早送り、遅送り、スローリバース、別の時点へジャンプ、スキ
ップ、スキャン、コマ送り、逆コマ送り、プログラムリスタート等）を要求した場合、シ
ステムにユーザ装置への放送テレビ番組表示からプログラムのストリーミング版表示に切
り替えるように指示することができる。システムは、番組を見ているユーザの視野から切
り替えが本質的にシームレスに見えることができるよう、各番組バージョンの実質的に同
一の時点で切り替えを行うように構成されることができる。
【００１１】
　システムがユーザ装置におけるテレビ番組のストリーミング版の表示に切り替えると、
ストリーミング版はユーザによる一時停止、再開、再生、巻き戻し、スキップ、早送り、
別の時点へジャンプ、遅送り、スローリバース、スキャン、コマリバース、逆コマ送り、
プログラムリスタート等の再生制御機能のさらなる要求に応じることができる。
【００１２】
　そのような機能が視聴者によって開始された場合（例えば、ユーザが適切なリモートコ
ントロールボタンを押して放送プログラムを一時停止した場合）、ユーザ装置の双方向ア
プリケーションは、どの番組またはチャンネルが見られているかを識別することができ、
この情報をテレビ配信設備の装置へ提供することができる。
【００１３】
　ユーザの再生制御機能要求を受信すると、双方向テレビシステムは放送テレビ番組中で
リクエストが発生した時点を決定することができる。この時点は、ストリーミング版の表
示を開始するための対応する時点を決定するのに使用される。システムは、例えば、放送
における経過時間を決定すること、番組中の内蔵インデックスまたはマーカーを識別する
こと、もしくはその他の適合する方法、またはそれらの組み合わせによってこの時点を決
定することができる。
【００１４】
　ユーザ装置において番組のストリーミング版の表示に切り替えた後、ユーザはストリー
ミング版として、２つのバージョン間のシームレスな移行に基本的に気づくことなく番組
を見続けることができる。ストリーミング版を見ている間に、ユーザは一時停止、早送り
、巻き戻しおよびその他様々な再生制御機能を使用し続けることができ、それを受けて配
信設備はユーザのコマンドに基づきユーザに対し番組の適切な部分を流すことで応答する
。ユーザは双方向テレビアプリケーションに放送テレビ番組の表示を再開するよう指示す
る（すなわち、番組に戻るよう切り替える）ことができる、または見ていた番組が終わる
と自動的に放送を再開することができる。
【００１５】
　ユーザは自分が見る放送テレビ番組すべてについて再生制御機能を要求することができ
ないため、本発明はプレミアムサービスとしてユーザに提供される場合がある。そのよう
な例では、ユーザに再生制御機能の手数料が課金される（例えば、使用料、受信料等）。
一部の実施形態において、再生制御機能は、すべての番組またはチャンネル、もしくは限
られたセットの番組またはチャンネルに利用可能であってよい。
　本発明は、さらに以下の手段を提供する。
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（項目１）
　ユーザ装置で放送テレビ番組を見ている間に、ユーザに再生オプションを提供するため
の方法であって、
　上記放送テレビ番組を上記ユーザ装置に提供するステップと、
　現在放送されている上記テレビ番組を見ている間に再生オプションを行うよう求める要
求を上記ユーザから受信するステップと、
　上記受信した要求に応じて、上記放送テレビ番組の代わりに、上記放送テレビ番組のス
トリーミング版であって、上記テレビ番組の上記放送前に生成された上記放送テレビ番組
のストリーミング版を上記ユーザ装置に提供するステップと、
　を含む、方法。
（項目２）
　上記ユーザが上記再生オプションを行うよう要求した場合に上記ユーザに手数料を課金
するステップをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目３）
　上記放送テレビ番組の上記放送に戻るよう求める上記ユーザからの要求を受信するステ
ップをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目４）
　上記テレビ番組の上記ストリーミング版の終了後、上記放送テレビ番組の上記放送に自
動的に戻るステップをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目５）
　一定時間経過後、上記放送テレビ番組の上記放送に自動的に戻るステップをさらに含む
、項目１に記載の方法。
（項目６）
　上記放送テレビ番組の上記生成されたストリーミング版は、実質的に上記放送テレビ番
組と同一である、項目１に記載の方法。
（項目７）
　上記再生オプションは、一時停止、再開、再生、早送り、巻き戻し、遅送り、スローリ
バース、別の時点へジャンプ、スキャン、コマ送り、逆コマ送り、スキップ、およびプロ
グラムリスタートからなるグループより選択される、項目１に記載の方法。
（項目８）
　上記ストリーミング版を提供するステップは、上記放送テレビ番組中で上記ユーザが上
記再生オプションを行うよう要求した時点を決定するステップを含む、項目１に記載の方
法。
（項目９）
　上記ストリーミング版を提供するステップは、実質的に同一の時点で上記テレビ番組の
上記ストリーミング版を提供するステップをさらに含む、項目８に記載の方法。
（項目１０）
　上記時点を決定するステップは、上記ユーザが上記再生オプションを行うよう要求する
までの上記放送の経過時間を決定するステップを含む、項目８に記載の方法。
（項目１１）
　上記放送テレビ番組は複数の時点のインデックスに関連し、上記時点を決定するステッ
プは、上記ユーザが上記再生オプションを行うよう要求した時点を決定するために上記関
連するインデックスを使用するステップを含む、項目８に記載の方法。
（項目１２）
　上記関連するインデックスは上記放送テレビ番組において複数の内蔵マーカーを含み、
　上記関連するインデックスを使用するステップは、上記ユーザが上記再生オプションを
行うよう要求した時点を上記内蔵マーカーに対応して決定するステップを含む、項目１１
において定義される方法。
（項目１３）
　上記ストリーミング版は放送テレビ番組全体である、項目１において定義される方法。
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（項目１４）
　上記ストリーミング版を提供するステップは、少なくとも１つの内蔵マーカーを検出す
るステップを含む、項目１において定義される方法。
（項目１５）
　ユーザ装置で放送テレビ番組を見ている間に、ユーザに再生オプションを提供するため
のシステムであって、
　上記放送テレビ番組を上記ユーザ装置に提供し、
　現在放送されている上記テレビ番組を見ている間に再生オプションを行うよう求める要
求を上記ユーザから受信し、
　上記受信した要求に応じて、上記放送テレビ番組の代わりに、上記放送テレビ番組のス
トリーミング版であって、上記テレビ番組の上記放送前に生成された上記放送テレビ番組
のストリーミング版を上記ユーザ装置に提供する、ように構成されるテレビ配信設備
　を備える、システム。
（項目１６）
　上記テレビ配信設備は、上記ユーザが上記再生オプションを行うよう要求した場合に上
記ユーザに手数料を課金するようにさらに構成される、項目１５に記載のシステム。
（項目１７）
　上記テレビ配信設備は、上記放送テレビ番組の上記放送に戻るよう求める上記ユーザか
らの要求を受信するようにさらに構成される、項目１５に記載のシステム。
（項目１８）
　上記テレビ配信設備は、上記テレビ番組の上記ストリーミング版の終了後、上記放送テ
レビ番組の上記放送に自動的に戻るようにさらに構成される、項目１５に記載のシステム
。
（項目１９）
　上記テレビ配信設備は、一定時間経過後、上記放送テレビ番組の上記放送に自動的に戻
るようにさらに構成される、項目１５に記載のシステム。
（項目２０）
　上記放送テレビ番組の上記生成されたストリーミング版は、実質的に上記放送テレビ番
組と同一である、項目１５に記載のシステム。
（項目２１）
　上記再生オプションは、一時停止、再開、再生、早送り、遅送り、スローリバース、巻
き戻し、別の時点へジャンプ、スキャン、コマ送り、逆コマ送り、スキップ、およびプロ
グラムリスタートからなるグループより選択される、項目１５に記載のシステム。
（項目２２）
　上記テレビ配信設備は、上記ストリーミング版を提供するように構成される場合に、上
記放送テレビ番組中で上記ユーザが上記再生オプションを行うよう要求した時点を決定す
るように構成される、項目１５に記載のシステム。
（項目２３）
　上記テレビ配信設備は、上記ストリーミング版を提供するように構成される場合に、実
質的に同一の時点で上記テレビ番組の上記ストリーミング版を提供するように構成される
、項目２２に記載のシステム。
（項目２４）
　上記テレビ配信設備は、上記時点を決定するように構成される場合に、上記ユーザが上
記再生オプションを行うよう要求するまでの上記放送の経過時間を決定するように構成さ
れる、項目２２に記載のシステム。
（項目２５）
　上記放送テレビ番組は複数の時点のインデックスに関連し、上記テレビ配信設備は、上
記時点を決定するように構成される場合に、上記ユーザが上記再生オプションを行うよう
要求した時点を決定するために上記関連するインデックスを使用するように構成される、
項目２２に記載のシステム。
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（項目２６）
　上記関連するインデックスは上記放送テレビ番組において複数の内蔵マーカーを含み、
　上記テレビ配信設備は、上記関連するインデックスを使用するように構成される場合に
、上記ユーザが上記再生オプションを行うよう要求した時点を上記内蔵マーカーに対応し
て決定するように構成される、項目２５に記載のシステム。
（項目２７）
　上記ストリーミング版は放送テレビ番組全体である、項目１５に記載のシステム。
（項目２８）
　上記ストリーミング版を提供することは、少なくとも１つの内蔵マーカーを検出するこ
とを含む、項目１５に記載のシステム。
（項目２９）
　ユーザ装置で放送テレビ番組を見ている間に、ユーザに再生オプションを提供するため
のシステムであって、
　上記放送テレビ番組を上記ユーザ装置に提供する手段と、
　現在放送されている上記テレビ番組を見ている間に再生オプションを行うよう求める要
求を上記ユーザから受信する手段と、
　上記受信した要求に応じて、上記放送テレビ番組の代わりに、上記放送テレビ番組のス
トリーミング版であって、上記テレビ番組の上記放送前に生成された上記放送テレビ番組
のストリーミング版を上記ユーザ装置に提供する手段と
　を備える、システム。
（項目３０）
　上記ユーザが上記再生オプションを行うよう要求した場合に上記ユーザに手数料を課金
する手段をさらに備える、項目２９に記載のシステム。
（項目３１）
　上記放送テレビ番組の上記放送に戻るよう求める上記ユーザからの要求を受信する手段
をさらに備える、項目２９に記載のシステム。
（項目３２）
　上記テレビ番組の上記ストリーミング版の終了後、上記放送テレビ番組の上記放送に自
動的に戻る手段をさらに備える、項目２９に記載のシステム。
（項目３３）
　一定時間経過後、上記放送テレビ番組の上記放送に自動的に戻る手段をさらに備える、
項目２９に記載のシステム。
（項目３４）
　上記放送テレビ番組の上記生成されたストリーミング版は、実質的に上記放送テレビ番
組と同一である、項目２９に記載のシステム。
（項目３５）
　上記再生オプションは、一時停止、再開、再生、早送り、遅送り、スローリバース、巻
き戻し、別の時点へジャンプ、スキャン、コマ送り、逆コマ送り、スキップ、およびプロ
グラムリスタートからなるグループより選択される、項目２９に記載のシステム。
（項目３６）
　上記ストリーミング版を提供する手段は、上記放送テレビ番組中で上記ユーザが上記再
生オプションを行うよう要求した時点を決定する手段を備える、項目２９に記載のシステ
ム。
（項目３７）
　上記ストリーミング版を提供する手段は、実質的に同一の時点で上記テレビ番組の上記
ストリーミング版を提供する手段をさらに備える、項目３６に記載のシステム。
（項目３８）
　上記時点を決定する手段は、上記ユーザが上記再生オプションを行うよう要求するまで
の上記放送の経過時間を決定する手段を備える、項目３６に記載のシステム。
（項目３９）
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　上記放送テレビ番組は複数の時点のインデックスに関連し、上記時点を決定する手段は
、上記ユーザが上記再生オプションを行うよう要求した時点を決定するために上記関連す
るインデックスを使用する手段を備える、項目３６に記載のシステム。
（項目４０）
　上記関連するインデックスは上記放送テレビ番組において複数の内蔵マーカーを含み、
　上記関連するインデックスを使用する手段は、上記ユーザが上記再生オプションを行う
よう要求した時点を上記内蔵マーカーに対応して決定する手段を備える、項目３９に記載
のシステム。
（項目４１）
　上記ストリーミング版は放送テレビ番組全体である、項目２９に記載のシステム。
（項目４２）
　上記ストリーミング版を提供することは、少なくとも１つの内蔵マーカーを検出するこ
とを含む、項目２９に記載のシステム。
（項目４３）
　テレビ配信設備であって、ユーザ装置で放送テレビ番組を見ている間に、ユーザに再生
オプションを提供するテレビ配信設備において使用するための機械可読媒体であって、
　上記放送テレビ番組を上記ユーザ装置に提供するステップと、
　現在放送されている上記テレビ番組を見ている間に再生オプションを行うよう求める要
求を上記ユーザから受信するステップと、
　上記受信した要求に応じて、上記放送テレビ番組の代わりに、上記放送テレビ番組のス
トリーミング版であって、上記テレビ番組の上記放送前に生成された上記放送テレビ番組
のストリーミング版を上記ユーザ装置に提供するステップと、
を含む方法を実行するための機械可読命令によって符号化されている、機械可読媒体。
（項目４４）
　上記方法は、上記ユーザが上記再生オプションを行うよう要求した場合に上記ユーザに
手数料を課金するステップをさらに含む、項目４３に記載の機械可読媒体。
（項目４５）
　上記方法は、上記放送テレビ番組の上記放送に戻るよう求める上記ユーザからの要求を
受信するステップをさらに含む、項目４３に記載の機械可読媒体。
（項目４６）
　上記方法は、上記テレビ番組の上記ストリーミング版の終了後、上記放送テレビ番組の
上記放送に自動的に戻るステップをさらに含む、項目４３に記載の機械可読媒体。
（項目４７）
　上記方法は、一定時間経過後、上記放送テレビ番組の上記放送に自動的に戻るステップ
をさらに含む、項目４３に記載の機械可読媒体。
（項目４８）
　上記放送テレビ番組の上記生成されたストリーミング版は、実質的に上記放送テレビ番
組と同一である、項目４３に記載の機械可読媒体。
（項目４９）
　上記再生オプションは、一時停止、再開、再生、早送り、遅送り、スローリバース、巻
き戻し、別の時点へジャンプ、スキャン、コマ送り、逆コマ送り、スキップ、およびプロ
グラムリスタートからなるグループより選択される、項目４３に記載の機械可読媒体。
（項目５０）
　上記ストリーミング版を提供するステップは、上記放送テレビ番組中で上記ユーザが上
記再生オプションを行うよう要求した時点を決定するステップを含む、項目４３に記載の
機械可読媒体。
（項目５１）
　上記ストリーミング版を提供するステップは、実質的に同一の時点で上記テレビ番組の
上記ストリーミング版を提供するステップをさらに含む、項目５０に記載の機械可読媒体
。
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（項目５２）
　上記時点を決定するステップは、上記ユーザが上記再生オプションを行うよう要求する
までの上記放送の経過時間を決定するステップを含む、項目５０に記載の機械可読媒体。
（項目５３）
　上記放送テレビ番組は複数の時点のインデックスに関連し、上記時点を決定するステッ
プは、上記ユーザが上記再生オプションを行うよう要求した時点を決定するために上記関
連するインデックスを使用するステップを含む、項目５０に記載の機械可読媒体。
（項目５４）
　上記関連するインデックスは上記放送テレビ番組において複数の内蔵マーカーを含み、
上記関連するインデックスを使用するステップは、上記ユーザが上記再生オプションを行
うよう要求した時点を上記内蔵マーカーに対応して決定するステップを含む、項目５３に
記載の機械可読媒体。
（項目５５）
　上記ストリーミング版は放送テレビ番組全体である、項目４３に記載の機械可読媒体。
（項目５６）
　上記ストリーミング版を提供するステップは、少なくとも１つの内蔵マーカーを検出す
るステップを含む、項目４３に記載の機械可読媒体。
【００１６】
　付随する図面および以下の好適な実施形態の詳細な説明から、本発明のさらなる特徴、
その性質および様々な利点がより明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明による双方向テレビシステム例１０を図１に示す。テレビプログラミングなどの
コンテンツおよびデジタル音楽などのその他のメディアは、通信経路１６を使用してプロ
グラミングソース１２からテレビ配信設備１４などのテレビ配信設備へ提供されることが
できる。プログラミングソース１２は、テレビおよび音楽制作スタジオなどのいかなる適
合するプログラミング（テレビプログラミング、音楽プログラミングおよびその他のコン
テンツなど）のソースであってもよい。
【００１８】
　テレビ配信設備１４は、ケーブルシステムヘッドエンド、衛星テレビ配信設備、テレビ
放送設備、またはその他ユーザにテレビまたは音楽プログラミングを配信するのに適合す
るいかなる設備であってもよい。一般にシステム１０には多数のテレビ配信システム１４
があるが、図面の複雑化を回避するため、図１には１つのみ示している。
【００１９】
　通信経路１６は、衛星経路、光ファイバー経路、ケーブル経路、またはその他適合する
いかなる有線または無線通信経路もしくはそのような経路の組み合わせであってもよい。
【００２０】
　テレビ配信設備１４は、様々なユーザ装置デバイス１８に接続される場合がある。その
ようなユーザ装置１８は、例えばユーザの住居内にあってよい。ユーザ装置１８は、ユー
ザテレビ装置２０またはユーザコンピュータ装置２２を含んでよい。
【００２１】
　ユーザ装置は、テレビおよび音楽プログラミングならびにその他の情報を通信経路２６
、２７および２８などの通信経路を通じてテレビ配信設備１４から受信することができる
。ユーザ装置は、経路２６、２７および２８を通じてテレビ配信設備１４へ信号を伝送す
ることもできる。経路２６、２７および２８は、ケーブルまたはその他の有線接続、もし
くは放送または衛星中継用の無線接続であってよい。
【００２２】
　データソース３０は、予定放送時間、タイトル、チャンネル、評価情報（例えば、パラ
レンタル評価および評論家の評価）、詳細なタイトル説明、ジャンルまたはカテゴリ情報
（例えば、スポーツ、ニュース、映画等）、俳優および女優の情報、放映時間など、双方
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向テレビ番組ガイドのための情報をユーザ装置に提供するために使用される番組表データ
ベースを含むことができる。データソース３０は、広告（例えば、番組ガイド広告および
その他の双方向テレビアプリケーションのための広告）や、スポーツスコア、株価、ニュ
ース、天気等のリアルタイムデータを提供するために使用することもできる。データソー
ス３０は図１において個別のボックスとして描かれているが、データソース３０および図
１のその他のシステムコンポーネントは装置を使用して１箇所以上の場所に設けることが
できる。システムコンポーネントは図面の複雑化を回避するために、図１においては単一
のボックスとして描かれている。
【００２３】
　データソース３０は、経路２６、２７および２８を通じて関連するユーザ装置に配信す
るために、通信経路３２を通じて番組予定情報およびその他のデータをテレビ配信設備１
４に提供することができる。通信経路３２は、衛星通信経路またはその他の無線経路、光
ファイバーまたはその他の有線通信経路、インターネット通信をサポートする経路、その
ような経路の組み合わせなど、適合するいかなる通信経路であってもよい。データソース
３０は、経路３８、通信ネットワーク３４、および経路４２を通じてユーザ装置１８で番
組予定情報およびその他のデータをユーザに提供することができる。経路４２は、電話線
などの有線経路、ケーブル経路、光ファイバー経路、衛星経路、無線経路、そのような経
路の組み合わせ、またはその他適合するいかなる経路であってもよい。
【００２４】
　ユーザテレビ装置やパーソナルコンピュータなどのユーザ装置デバイスは、番組予定情
報を使用して番組表やデジタル音楽の情報をユーザのために表示することができる。双方
向テレビ番組ガイドアプリケーションまたはその他適合するアプリケーションは、そのよ
うな情報をユーザのディスプレイに表示するために使用することができる。
【００２５】
　オンライン番組ガイドおよびその他の双方向テレビサービスは、サーバ３６などの通信
ネットワーク３４に接続されたサーバを使用して提供できる。サーバ３６は、通信経路３
８、通信ネットワーク３４、および通信経路４０を介してデータソース３０から番組予定
情報を受信することができる。経路３８および４０は、衛星経路、光ファイバー経路、有
線経路などであってよい。通信ネットワーク３４は、インターネット、公衆交換電話網、
パケットベースのネットワークなど、適合するいかなる通信ネットワークであってもよい
。
【００２６】
　ユーザ装置１８は、通信経路４２を介してサーバ３６からのオンライン番組ガイド情報
およびその他の情報にアクセスすることができる。ユーザ装置１８は、通信経路２６、テ
レビ配信設備１４、および通信経路４４を介してサーバ３６上のオンライン番組ガイドお
よびその他のサービスにアクセスすることもできる。例えば、テレビ配信設備１４と通信
を行うためにケーブルモデムまたはその他の適合する装置がユーザ設備１８によって使用
される場合がある。テレビ配信設備１４は、有線経路、ケーブル経路、光ファイバー経路
、衛星経路、無線経路、そのような経路の組み合わせなど、任意の適合する経路４４を通
じて通信ネットワーク３４と通信を行うことができる。
【００２７】
　ユーザテレビ装置２０およびユーザコンピュータ装置２２などのユーザ装置は、同様の
配置を使用してオンライン番組ガイドおよびサーバ３６にアクセスすることができる。ユ
ーザテレビ装置２０は、通信経路４６を使用して、または経路２７、テレビ配信設備１４
、および経路４４を使用して、オンライン番組ガイドおよびサーバ３６にアクセスするこ
とができる。ユーザコンピュータ装置２２は、通信経路４８を使用して、または経路２８
、テレビ配信設備１４、および経路４４を使用して、オンライン番組ガイドおよびサーバ
３６にアクセスすることができる。経路４６および４８は、有線経路、ケーブル経路、光
ファイバー経路、衛星経路、無線経路、そのような経路の組み合わせなど、適合するいか
なる経路であってもよい。
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【００２８】
　番組ガイドアプリケーション機能およびその他の双方向テレビアプリケーションの機能
は、サーバ３６や、サーバ５６などの通信ネットワーク３４に接続されたその他のサーバ
を使用してサポートできる。双方向テレビアプリケーションは、サーバまたはサービスプ
ロバイダ５０などの１つ以上のサービスプロバイダにあるその他の適合する装置によって
サポートされてもよい。例えば、ホームショッピングサービスは、販売代理店、受注処理
設備、口座保持設備、および双方向オームショッピング機能をサポートするためのその他
の装置を有するサービスプロバイダ５０などのサービスプロバイダによってサポートされ
ることができる。ユーザ装置を使用して実装されるホームショッピングアプリケーション
は、これらの機能をユーザに提供するサービスプロバイダにアクセスするために使用でき
る。ユーザ装置は、テレビ配信設備１４および通信経路５２を介して、または通信ネット
ワーク３４および通信経路５４を介して、サービスプロバイダ５０にアクセスすることが
できる。経路５２および５４などの通信経路は、有線経路、ケーブル経路、光ファイバー
経路、衛星経路、無線経路、そのような経路の組み合わせなど、適合するいかなる経路で
あってもよい。
【００２９】
　双方向テレビアプリケーションの別の例は、ホームバンキングアプリケーションである
。ホームバンキングサービスは、サービスプロバイダ５０などの設備において人材を使用
してサポートすることができる。ユーザ装置を使用して実装される双方向ホームバンキン
グアプリケーションは、テレビ配信設備１４および通信経路５２を介して、または通信ネ
ットワーク３４および通信経路５４を介してホームバンキングサービスにアクセスするこ
とができる。
【００３０】
　ネットワークベースのビデオレコーダまたはビデオオンデマンドアプリケーションのた
めのクライアントなどの双方向テレビアプリケーションは、必要に応じて、サーバ５６、
サーバ３６、またはサービスプロバイダ５０にある装置を使用してサポートすることがで
きる。ネットワークベースのビデオレコーダ配置を使用して録画されたビデオオンデマン
ドコンテンツおよびビデオは、サーバ５６またはサーバ３６、もしくはサービスプロバイ
ダ５０に格納されることができ、ユーザから要求されればユーザ装置へ提供されることも
できる。双方向テレビアプリケーションは、ユーザ装置１８を使用して実装されるパーソ
ナルビデオレコーダ（時にデジタルビデオレコーダと称される）の機能をサポートするた
めに使用される。パーソナルビデオレコーダ機能をサポートするために使用できる装置の
例としては、特殊なパーソナルビデオレコーダデバイス、受信解読集積器（ＩＲＤｓ）、
集積または外部ハードドライブを持つセットトップボックス、もしくはビデオ録画能力を
持つパーソナルコンピュータが挙げられる。
【００３１】
　必要に応じて、双方向テレビ番組ガイドアプリケーション、ホームショッピングアプリ
ケーション、ホームバンキングアプリケーション、ビデオオンデマンドアプリケーション
、ゲームアプリケーション、およびその他のアプリケーション（例えば、Ｅメールやチャ
ット、またはその他の通信機能に関連するアプリケーション等）などのアプリケーション
が、ナビゲーションシェルアプリケーション（すなわち、アプリケーションに対応するメ
ニューオプションを有するメニューアプリケーション）を通じてアクセスされる別個のア
プリケーションとして提供されることができる。そのようなアプリケーションの機能は、
組み合わせ可能である。例えば、ゲーム、ビデオオンデマンドサービス、ホームショッピ
ング、ネットワークベースのビデオレコーダ機能、パーソナルビデオレコーダ機能、ナビ
ゲーション機能、番組ガイド機能、通信機能、およびその他の適合する機能は、１つのア
プリケーションまたはその他適合する数のアプリケーションを使用して提供できる。
【００３２】
　さらに、双方向テレビ番組ガイドアプリケーション、ホームバンキングアプリケーショ
ン、ホームショッピングアプリケーション、ネットワークベースのビデオレコーダおよび
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パーソナルビデオレコーダアプリケーション、ビデオオンデマンドアプリケーション、ゲ
ーミングアプリケーション、通信アプリケーション、およびナビゲーションアプリケーシ
ョンは、システム１０によってサポートされることができるタイプの双方向テレビアプリ
ケーションの具体例のごく一部である。サポート可能なその他の適合するアプリケーショ
ンとしては、ニュースサービス、ウェブ閲覧、およびその他のインターネットサービス、
ならびに双方向賭博サービス（例えば、競馬等への賭博用）が挙げられる。
【００３３】
　双方向テレビシステム１０で使用される双方向テレビアプリケーションは、ユーザ装置
においてローカルに実装できる。アプリケーションは、配信された方式で（例えば、ユー
ザ装置が少なくとも部分的にかつ少なくとも時々、クライアントおよびテレビ配信設備１
４にあるサーバ５６、サーバ３６などのサーバとしての役割を果たす、またはその他の適
合する装置がサーバとして作用するクライアント‐サーバアーキテクチャを使用して）実
装されることもできる。必要に応じて、配信されたその他のアーキテクチャを使用するこ
ともできる。さらに、システム１０の双方向テレビシステム機能の一部またはすべては、
オペレーティングシステムソフトウェアまたはミドルウェアソフトウェアを使用して提供
できる。そのようなオペレーティングシステムソフトウェアおよびミドルウェアは、アプ
リケーションレベルソフトウェアの代わりに、またはそれと組み合わせて使用することが
できる。番組ガイド、ホームショッピング、ホームバンキング、ビデオオンデマンド、イ
ンターネット、通信などに関連する双方向テレビ機能を実装するために使用される特定の
配置にかかわらず、これらの機能をサポートするソフトウェアはアプリケーションと称さ
れる場合がある。
【００３４】
　セットトップボックス配置に基づくユーザテレビ装置例２０を図２に示す。入力／出力
５８は、経路２７および４６などの通信経路に接続されることができる。入力／出力機能
は１本以上のワイヤまたは通信経路によって提供されることができるが、図面の複雑化を
回避するため、図２では単一の経路として示されている。テレビプログラミングおよびそ
の他の情報は、入力／出力５８を使用して受信できる。コマンドおよび要求ならびにユー
ザからのその他の情報も、入力／出力５８を通じて伝送できる。
【００３５】
　セットトップボックス６０は、適合するいかなるアナログまたはデジタルセットトップ
ボックスであってもよい（例えば、ケーブルセットトップボックス）。セットトップボッ
クス６０は、望ましいアナログテレビチャンネルに合わせるためのアナログチューナーを
含む場合がある。セットトップボックス６０は、デジタルテレビおよび音楽チャンネルを
受信するためのデジタル復号化回路を含む場合もある。必要に応じてアナログおよびデジ
タルチャンネルの両方をともに処理することができる。複数のチューナーを設けてもよい
（例えば、見る機能と録画機能を同時に処理するため）。セットトップボックス６０は、
衛星テレビを処理する受信解読集積器（ＩＲＤ）であってよい。必要に応じて、セットト
ップボックス６０は、ケーブル、無線放送および衛星コンテンツのための回路を有する場
合がある。セットトップボックス６０は、録画能力を提供するためのストレージデバイス
（例えば、ハードディスクドライブなどのデジタルストレージデバイス）を含んでよい。
セットトップボックス６０は、ビデオカセットレコーダ、パーソナルビデオレコーダ、ま
たはストレージ能力を持つその他のデバイスなどの録画デバイス６２に接続されていても
よい。
【００３６】
　セットトップボックス６０は、ソフトウェアアプリケーションを実行するために使用さ
れるプロセッサ（例えば、マイクロコントローラまたはマイクロプロセッサなど）を含む
。セットトップボックス６０は、アプリケーションを実行する際に使用するためのランダ
ムアクセスメモリなどのメモリを含んでもよい。不揮発性メモリを使用してもよい（例え
ば、起動ルーチンおよびその他の命令を立ち上げるため）。セットトップボックス６０ま
たは録画デバイス６２のハードディスクストレージは、データをバックアップするため、
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そうでなければ、ランダムアクセスメモリアプローチを使用してサポートできるより大き
なデータベースおよびストレージ要求をサポートするために、使用することができる。
【００３７】
　セットトップボックス６０は、リモートコントロールまたは無線キーボードと通信を行
うための赤外線（ＩＲ）またはその他の通信回線を有する。セットトップボックス６０は
、専用ボタンおよびフロントパネルディスプレイを有することもできる。フロントパネル
ディスプレイは、例えば、セットトップボックスが合わせられている現在のチャンネルを
表示するために使用できる。
【００３８】
　セットトップボックス６０は、ケーブルモデム、総合デジタル通信網（ＩＳＤＮ）モデ
ム、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）モデム、電話モデム、無線モデムなど、その他の装置
と通信を行うための通信回線を有してもよい。そのような通信は、インターネットもしく
はその他任意の適合する通信ネットワークまたは経路を含む場合がある。必要に応じて、
セットトップボックス６０のコンポーネントはその他のユーザ装置（例えば、テレビまた
はビデオカセットレコーダ）に統合される場合がある。
【００３９】
　録画デバイス６２は、セットトップボックス６０により提供されるビデオを録画するた
めに使用できる。例えば、セットトップボックス６０があるテレビチャンネルに合わせら
れている場合、当該テレビチャンネルを表すビデオ信号は、ビデオカセット、コンパクト
ディスク、デジタルビデオディスク、または内蔵ハードドライブもしくはその他のストレ
ージデバイスに録画するため、録画デバイス６２に回送されることができる。録画デバイ
ス６２は、ケーブルモデム、ＩＳＤＮモデム、ＤＳＬモデム、電話モデムなど、その他の
装置と通信を行うための通信回路を有することができる。そのような通信は、インターネ
ットもしくはその他任意の適合する通信ネットワークまたは経路を含む場合がある。録画
デバイス６２のコンポーネントは、その他のユーザ装置（例えば、テレビ、ステレオ装置
等）に統合される場合がある。
【００４０】
　録画デバイス６２は、リモートコントロールまたはその他の適合するユーザインターフ
ェイスを使用して制御できる。必要に応じて、開始、停止、録画などのビデオレコーダ機
能または録画デバイス６２のためのその他の機能は、セットトップボックス６０によって
制御することができる。例えば、セットトップボックス６０は、録画デバイス６２のリモ
ートコントロール入力に向けられた赤外線コマンドを使用して録画デバイス６２を制御す
ることができ、またはセットトップボックス６０は、ボックス６０とデバイス６２との間
にあるその他の無線または有線通信経路を使用して録画デバイス６２を制御することがで
きる。
【００４１】
　録画デバイス６２の出力は、ユーザに対して表示するためにテレビ６４へ提供され得る
。必要に応じて、複数の録画デバイス６２を使用してもよく、または録画デバイス６２を
全く使用しなくてもよい。録画デバイス６２が存在しない、またはアクティブに使用され
ない場合、セットトップボックス６０からのビデオ信号は直接テレビ６４へ提供されるこ
とができる。ビデオを表示するには適合するいかなるテレビまたはモニターを使用しても
よい。図２の装置およびシステム１０のその他の装置において、様々なビデオ項目に関連
する音声は一般にそれらのビデオ項目とともに配信され、概してビデオが再生されている
際にユーザに対し再生される。
【００４２】
　ユーザテレビ装置２０の別の配置例を図３に示す。図３の例では、ユーザテレビ装置２
０は、ハードディスクまたはビデオを録画するためのその他のストレージを使用する、ま
たはデジタルビデオディスクレコーダであってよいデジタルビデオレコーダ（例えば、パ
ーソナルビデオレコーダ（ＰＶＲ））、コンパクトディスクレコーダ、ビデオカセットレ
コーダ、またはその他の適合する録画デバイスなどの録画デバイス６６を含む。図３の装
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置２０は、テレビ６８を含んでもよい。入力／出力７０は、経路２７および４６などの通
信経路に接続されている場合がある。テレビプログラミングおよびその他の情報は、入力
／出力７０を使用して受信できる。コマンドおよび要求ならびにユーザからのその他の情
報は、入力／出力７０を通じて伝送することができる。
【００４３】
　録画デバイス６６は、望ましいアナログテレビチャンネルに合わせるため、少なくとも
１つのアナログチューナーを含む場合がある。録画デバイス６６は、デジタルテレビおよ
び音楽チャンネルを受信するためのデジタル復号化回路を含む場合もある。録画デバイス
６６は、必要に応じてアナログおよびデジタルチャンネルの両方を処理するための回路を
含むことができる。録画デバイス６６は、ソフトウェアアプリケーションを実行するため
に使用されるプロセッサ（例えば、複数のチューナーが提供されることができる、マイク
ロコントローラまたはマイクロプロセッサなど）も含む。録画デバイス６６は、アプリケ
ーションを実行する際に使用するためのランダムアクセスメモリなどのメモリを含んでも
よい。起動ルーチンおよびその他の命令を立ち上げるために不揮発性メモリを使用しても
よい。録画デバイス６６のハードディスクまたはその他のストレージは、データベース（
例えば、番組ガイドデータベースまたは双方向テレビアプリケーションデータベース）を
サポートするために使用してもよい。録画デバイス６６のハードディスクまたはその他の
ストレージは、テレビ番組またはビデオオンデマンドコンテンツ、もしくは入力／出力７
０を通じて録画デバイス６６に提供されるその他のコンテンツなどのビデオを録画するた
めに使用してもよい。
【００４４】
　録画デバイス６６は、リモートコントロールと通信を行うためのＩＲ通信回路またはそ
の他適合する通信回路を有してよい。録画デバイス６６は、専用ボタンおよびフロントパ
ネルディスプレイを有することもできる。フロントパネルディスプレイは、例えば、録画
デバイスが合わせられている現在のチャンネルを表示するために使用できる。
【００４５】
　録画デバイス６６は、ケーブルモデム、ＩＳＤＮモデム、ＤＳＬモデム、電話モデム、
無線モデムなど、その他の装置と通信を行うための通信回路を有してもよい。そのような
通信は、インターネットもしくはその他任意の適合する通信ネットワークまたは経路を含
む場合がある。
【００４６】
　録画デバイス６６は、必要に応じて衛星放送受信機または衛星信号を受信するための無
線通信回路を有するその他の装置を有してよい。
【００４７】
　図３の録画デバイス６６または図２の録画デバイス６２は、以前に録画したビデオをテ
レビ６８または６４で再生している間に新しいビデオを録画することができる。これによ
り、ユーザは通常のテレビ観賞中に一時停止ボタンを押下することができる。一時停止ボ
タンが押下されると、現在のテレビ番組はデジタルビデオレコーダ６６のハードディスク
に格納される。ユーザが再生を押下すると、録画したビデオを再生することができる。こ
の配置により、ユーザはテレビ鑑賞をシームレスに一時停止および再開することができる
。録画デバイス６６および６２を使用して、ユーザは新しい番組を同時に録画しながら以
前に録画した番組を見ることができる。
【００４８】
　図２のセットトップボックス配置および図３のデジタルビデオレコーダセットトップボ
ックス配置は、例示的なものにすぎない。必要に応じて、その他の配置を使用してもよい
。例えばユーザテレビ装置は、ウェブＴＶボックス、パーソナルコンピュータテレビ（Ｐ
Ｃ／ＴＶ）、またはその他適合するいかなるテレビ装置配置に基づいていてもよい。必要
に応じて、セットトップボックス６０、デジタルビデオレコーダ６６、ウェブＴＶボック
ス、またはＰＣ／ＴＶなどのコンポーネントの機能を、テレビまたはパーソナルコンピュ
ータ、もしくはその他の適合するデバイスに統合することができる。
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【００４９】
　ユーザテレビ装置２０（または適合するユーザコンピュータ装置２２）を操作するため
のリモートコントロール例７２を図４に示す。リモートコントロール７２は、ファンクシ
ョンキー７４ならびにテンキー、電源オン／オフキー、一時停止、停止、早送りおよびリ
バースキーなどのその他のキー７６を有してよい。音量キー７８は、ビデオの音声部分の
音量を調整するために使用することができる。チャンネルキー８０は、テレビチャンネル
を変えるためおよび仮想チャンネルにおいてコンテンツにアクセスするために使用できる
。カーソルキー８２は、オンスクリーンメニューをナビゲートするために使用できる。例
えば、カーソルキー８２は、双方向テレビアプリケーションによって表示された画面上の
特定のオプションまたはその他の項目への関心を示すためのオンスクリーンカーソル、イ
ンジケータ、またはハイライト（本明細書では時にハイライトまたはハイライト領域と総
称される）を位置づけるために使用できる。
【００５０】
　ＯＫキー８４（時に選択またはエンターキーと称される）は、ユーザがハイライトした
オンスクリーンオプションを選択するために使用できる。
【００５１】
　キー７４は、録画を開始するための録画キー８６を含んでよい。メニューボタン８８は
、ユーザの表示画面（例えば、テレビ６４または６８もしくは適合するモニターまたはコ
ンピュータディスプレイ）にメニューを表示するよう双方向テレビアプリケーションに指
示するために使用できる。情報ボタン９０は、情報表示画面を表示するよう双方向テレビ
アプリケーションに指示するために使用できる。ユーザが特定の番組表にハイライトして
いた場合、例えば情報ボタン９０を押下することで、当該番組表に関連するさらなる番組
予定情報（例えば、番組概要、出演者情報等）を提供するよう双方向テレビアプリケーシ
ョンに指示することができる。
【００５２】
　ロックボタン９２は、アクセス権を変更するために使用できる。例えば、親はロックボ
タン９２またはオンスクリーンオプションを使用して双方向テレビアプリケーションのペ
アレンタルコントロール設定を確立することができる。ペアレンタルコントロール設定は
、時間ベースの設定であってよい（例えば、午後３時～５時などの特定の時間に子供がテ
レビを見るのを防止するため）。ペアレンタルコントロール設定は、評価、チャンネル、
番組タイトルなどに基づいてプログラミングをブロックするために使用することもできる
。ロックまたはブロックされた番組は、一般に双方向テレビアプリケーションに適合する
個人識別番号（ＰＩＮ）を提供するまで見ることができない。ＰＩＮを入力すると、双方
向テレビ番組はユーザの装置のロックを解除し、ロックされていたコンテンツにアクセス
できるようになる。
【００５３】
　終了ボタン９４は、双方向テレビアプリケーションを終了する、または双方向テレビア
プリケーションの一部を終了するために使用できる。ガイドボタン９６は、双方向テレビ
番組ガイドを呼び出すために使用できる。
【００５４】
　図４に示すキーは、例示的なものにすぎない。必要に応じて、その他のキーまたはボタ
ンを設けてよい。例えば、音楽ボタンは双方向テレビアプリケーションを持つ音楽にアク
セスするために使用できる。編集ボタンは、格納されたコンテンツを編集するため（例え
ば、コマーシャルを除去する、ビデオの一部を除去する等）に使用できる。英数字ボタン
は、英数字を入力するために使用できる。戻るボタンは、双方向テレビアプリケーション
においてさかのぼって閲覧する（例えば、前のチャンネルまたは表示画面に戻る）ために
使用できる。再生ボタン、一時停止ボタン、停止ボタン、巻き戻しボタン、早送りボタン
、および録画ボタンなどのビデオレコーダ機能ボタンは、システム１０における（ローカ
ルまたはネットワークベースの）ビデオレコーダ機能を制御するために使用できる。ヘル
プキーは、その状況に応じたオンスクリーンヘルプなどのヘルプ機能等を呼び出すために
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使用できる。
【００５５】
　ユーザコンピュータ装置例２２を図５に示す。図５の配置において、パーソナルコンピ
ュータユニット９８は、ユーザがキーボード１００、またはトラックボール、マウス、タ
ッチパッド、タッチスクリーン、音声認識システム、図４のリモートコントロール７２の
ようなリモートコントロールなど、その他適合する入力デバイスを使用することによって
制御できる。テレビプログラミングなどのビデオコンテンツおよび双方向テレビアプリケ
ーション表示画面は、モニター１０２に表示される。テレビプログラミング、ビデオオン
デマンドコンテンツ、ネットワークベースのビデオレコーダから再生されるビデオ録画、
およびその他の情報は、入力／出力１０４を使用して経路２８および４８（図１）から受
信できる。ユーザは、双方向テレビアプリケーションおよびシステム１０と情報をやりと
りする間に入力／出力１０４を通じてコマンドおよびその他の情報を送信することもでき
る。
【００５６】
　パーソナルコンピュータユニット９８は、アナログおよびデジタルテレビチャンネルを
復号化し、ストリーミングビデオコンテンツを処理するためにテレビチューナーカードな
どのテレビまたはビデオカードを含む場合がある。必要に応じて複数のビデオカード（例
えば、チューナーカード）を提供してもよい。使用できるテレビユーナーカードの例とし
て、あるアナログチャンネルに合わせるためのアナログテレビチューナーおよびパケット
化されたデジタルデータストリームから望ましいデジタルテレビまたは音楽チャンネルを
取り除くためのデジタル復号化回路を挙げることができる。必要に応じて、適合するいか
なるカードまたはコンピュータユニット９８のコンポーネントを使用してビデオおよび入
力／出力回線１０４を介して配信されるコンテンツを処理してもよい。
【００５７】
　パーソナルコンピュータユニット９８は、双方向テレビアプリケーションまたは双方向
テレビアプリケーションの一部を起動するために使用される１つ以上のプロセッサ（例え
ば、マイクロプロセッサ）を含む場合がある。
【００５８】
　ハードドライブ、ＤＶＤドライブ、ＣＤドライブ、またはその他適合するストレージデ
バイスなど、パーソナルコンピュータユニット９８のストレージは、ビデオまたはその他
のコンテンツを格納するために使用できる。例えば、双方向テレビアプリケーションおよ
びパーソナルコンピュータユニット９８は、このストレージを使用してパーソナルビデオ
レコーダの機能を提供することができる。
【００５９】
　ユーザテレビ装置２０およびユーザコンピュータ装置２２などのユーザ装置１８は、サ
ーバ５６、サーバ３６、および図１のサービスプロバイダ５０などのサービスプロバイダ
にある装置などのネットワーク装置とともに使用してネットワークベースのビデオ録画機
能を提供することができる。ビデオ録画機能は、テレビ番組およびその他のビデオコンテ
ンツのコピーをリモートサーバ（例えば、図１のサーバ５６またはサーバ３６）もしくは
サービスプロバイダ５０などのサービスプロバイダにある装置などのその他のネットワー
クベースの装置に格納することにより提供できる。
【００６０】
　ビデオ録画は、ユーザ装置１８において入力されたユーザコマンドを受けて行われる。
バーソナルビデオレコーダ配置では、双方向テレビアプリケーションを、ユーザコマンド
を受けてユーザ装置においてローカルにビデオを録画するために使用できる。ネットワー
クベースのビデオレコーダ配置では、双方向テレビアプリケーションを、ユーザコマンド
を受けてサーバ３６、５６またはサービスプロバイダ５０にある装置などのネットワーク
装置にビデオを録画する、または仮想録画をするために使用できる。ユーザコマンドは図
１に示す通信経路を通じてネットワーク装置へ提供されることができる。パーソナルビデ
オレコーダ配置およびネットワークベースのビデオレコーダ配置は、早送り、巻き戻し、
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一時停止、再生、および録画などの機能をサポートすることができる。
【００６１】
　ネットワークベースのビデオレコーダ環境において不必要な重複を回避するため、シス
テム１０は仮想コピーまたは録画を使用することによってネットワークベースのビデオ録
画能力を提供することができる。このアプローチによって、各ユーザに対し当該ユーザの
録画リストを含むネットワーク上にパーソナルエリアを提供することができる。多くのユ
ーザが自分のネットワークベースビデオレコーダパーソナルエリアの１つとして記載され
た当該ビデオコンテンツを有することができる場合でも、ビデオコンテンツはネットワー
ク装置に１度（または比較的少ない回数）格納するだけでよい。
【００６２】
　上述のユーザテレビ装置およびユーザコンピュータ装置配置は、例示的なものにすぎな
い。ユーザ装置例のさらに一般的な実施形態を、図６に示す。
【００６３】
　図６に示すように、制御回路１０６は入力／出力１０８に接続されている。入力／出力
１０８は、図１の経路２６、２７、２８、４２、４６および４８など、１つ以上の通信経
路に接続されてよい。テレビおよび音楽プログラミングは入力／出力１０８を介して（例
えば、プログラミングソース１２、サーバ３６などのサーバまたはその他の装置、サービ
スプロバイダ５０などのサービスプロバイダ、およびテレビ配信設備１４から）受信でき
る。双方向テレビ番組ガイド用の番組予定情報は、入力／出力１０８を介してデータソー
ス３０から受信できる。入力／出力１０８は、データソース３０からその他の双方向テレ
ビアプリケーションについての情報を受信するために使用することもできる。ユーザは入
力／出力１０８を使用してコマンド、要求およびその他適合する情報を送信するために制
御回路１０６を使用することができる。
【００６４】
　制御回路１０６は、１つ以上のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル
シグナルプロセッサ、プログラミング論理デバイスなど、適合するいかなる処理回路１１
０に基づいていてもよい。メモリ（例えば、ランダムアクセスメモリおよび読み取り専用
メモリ）、ハードドライブ、ＤＶＤドライブ、ＣＤドライブ、またはその他適合するメモ
リまたはストレージデバイスは、制御回路１０６の一部であるストレージ１１２として提
供される場合がある。１つ以上のアナログチューナー、１つ以上のＭＰＥＧ‐２デコーダ
またはその他のデジタルビデオ回路、もしくはその他適合するチューニングまたはビデオ
回路などのチューニング回路、もしくはそのような回路の組み合わせを回路１０６の一部
として含んでもよい。符号化回路（例えば、無線またはケーブルアナログ信号を格納する
ためにＭＰＥＧ信号に変換するためのもの）が設けられる場合もある。チューニングおよ
び符号化回路は、特定のテレビまたは音楽チャンネルもしくはその他の望ましい音声およ
びビデオコンテンツ（例えば、ビデオオンデマンドコンテンツもしくは要求されたネット
ワークベースのまたはローカルなビデオレコーダ再生）を受信および表示もしくは再生ま
たは録画するためにユーザ装置によって使用されることができる。テレビプログラミング
およびその他のビデオならびにオンスクリーンオプションおよび情報を、ディスプレイ１
１４に表示することができる。ディスプレイ１１４は、モニター、テレビ、または視覚映
像を表示するためのその他適合するいかなる装置であってもよい。スピーカ１１６は、テ
レビの一部として提供されてもよく、またはスタンドアロンユニットであってもよい。デ
ジタル音楽およびディスプレイ１１４に表示されたビデオの音声コンポーネントは、スピ
ーカ１１６を通じて再生されることができる。
【００６５】
　ユーザは、ユーザ入力インターフェイス１１８を使用して制御回路１０６を制御するこ
とができる。ユーザ入力インターフェイス１１８は、マウス、トラックボール、キーパッ
ド、キーボード、タッチスクリーン、タッチパッド、音声認識インターフェイス、リモー
トコントロールなど、適合するいかなるユーザインターフェイスであってもよい。
【００６６】
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　ユーザの表示画面に表示できるメニュー例１２０を図７に示す。図７に示すように、メ
ニュー１２０はユーザに数多くの選択可能なオプションを提供することができる。図７に
示すオプションは例示的なものにすぎない。必要に応じて、適合するいかなるオプション
を設けてもよい。
【００６７】
　ユーザ装置１８のユーザ（例えば、ユーザテレビ装置２０のユーザまたはユーザコンピ
ュータ装置２２のユーザ、もしくは適合するその他任意のユーザ装置デバイスのユーザ）
は、メニューボタン８８（図４）を押下することにより、メニュー画面１２０などの双方
向テレビメニューを呼び出すことができる。リモードコントロール７２（図４）またはそ
の他のユーザインターフェイス１１８（図６）を使用して、ハイライト領域１２１をオプ
ション１２２～１３５などの選択可能なオプションの上端に置くことができる。ユーザが
オプション１２２または１２３を選択すると、番組表の画面を表示できる。オプション１
２４は、ユーザが「お気に入り」として指定したチャンネルの番組表を表示するために使
用できる。オプション１２５は、プロモーションのためにサービスプロバイダ（例えば、
番組ガイドサービスプロバイダ、ケーブルオペレータ等）によって選択された番組表を提
供するために使用できる。オプション１２６は、ホームショッピングサービスを呼び出す
ために使用できる。オプション１２７は、タイトル、時間、カテゴリまたはその他任意の
基準によって番組表を検索するために使用できる。オプション１２８を選択して、ビデオ
オンデマンドサービスに関連するオプションを表示することができる。オプション１２９
を選択して以前に録画した録画の双方向リストを表示することができ、オプション１３１
を選択して録画予定の番組の双方向リストを表示することができる。オプション１３０を
選択して、ペイ・パー・ビュー方式の番組表およびペイ・パー・ビュー方式のサービスオ
プションを表示することができる。ユーザがオプション１３２を選択した場合、当該ユー
ザにはホームバンキング機能にアクセスする機会が提供される。オプション１３３を選択
してシステムセットアップオプションを変更することができ、オプション１３４を選択し
てウェブブラウザまたはインターネットにアクセスするためのその他のアプリケーション
を開始することができる。オプション１３５を選択してその他の双方向テレビサービスに
アクセスすることができる。ユーザがハイライト領域１２１でメニュー画面１２０からオ
プションを選択した場合、当該ユーザの選択は情報表示領域１３６に記載されることがで
きる。
【００６８】
　必要に応じて、メニュー画面１２０などの番組ガイド画面およびその他の双方向テレビ
アプリケーション画面は選択可能な広告１３７を含んでよい。パネル広告、バナー広告、
番組表の間で提供された広告、一定の番組表または画面のその他の部分で提供された広告
、もしくは適合するその他任意の広告を含む、適合するいかなる広告を含んでもよい。ユ
ーザはハイライト領域を関心のある広告に置くためにリモートコントロール７２（図４）
のカーソルキー８２を使用でき、ＯＫキー８４を使用してハイライトした広告を選択する
ことができる。その他のユーザインターフェイスのユーザは、それらのインターフェイス
を通じて利用可能なボタンまたはコントロールを使用し（例えば、ユーザインターフェイ
スが音声認識配置を含む場合に音声コマンドを使用する等）、適切な選択を行うことがで
きる。
【００６９】
　ユーザに対し表示可能な番組ガイド画面例１３８を図８に示す。番組ガイド画面１３８
は、例えばユーザが図７の番組表オプション１２２を選択した場合、ユーザが双方向テレ
ビ番組ガイドアプリケーションまたはその他の双方向テレビアプリケーション内から適合
するオプションを選択した場合、もしくはユーザがガイドボタン９６などの適切なリモー
トコントロールボタンを押下した、またはユーザ入力インターフェイス１１８を使用して
番組表を見たいという要望を示した場合に表示されることができる。
【００７０】
　番組ガイド画面１３８は、番組表１４３のグリッドまたはリストを含んでよい。番組表
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１４３は、番組タイトル、チャンネル、予定放送時間、および適合するその他いかなる番
組予定情報を含んでもよい。ハイライト領域１４２は、望ましい番組表１４４を選択する
ために使用できる。選択した番組の番組情報は、番組ガイド画面１３８上の他の場所（例
えば、番組情報表示領域１３９）に表すことができる。現在の番組を表す番組表がハイラ
イトされているときにユーザがＯＫキー８４を押下すると、双方向テレビアプリケーショ
ンは当該番組のチャンネルに合わせることができる。未来の番組を表す番組表がハイライ
トされているときにユーザがＯＫキー８４を押下すると、双方向テレビアプリケーション
は、当該番組のリマインダーを設定する機会、または当該番組を録画する機会をユーザに
提供することができる。
【００７１】
　双方向テレビアプリケーションが提供できるその他の機能としては、お気に入りを設定
する、もしくは優先またはその他の設定を確立する能力が挙げられる。例えば、ユーザは
、ユーザ装置が電源を入れられた際に番組ガイドが自動的に合わせる特定のチャンネルを
選択することができる。ユーザは、お気に入り番組、お気に入りチャンネルなどを選択す
ることもできる。番組ガイドまたはその他の双方向テレビアプリケーションは、ペアレン
タルコントロール設定を確立する能力、関心のあるプログラミングを検索する能力、なら
びに番組解説、広告、テキスト、グラフィック、およびビデオなどを見る能力をユーザに
提供することができる。これらは、双方向テレビシステム１０によって提供されることが
できる双方向テレビ機能の具体例にすぎない。必要に応じて、その他適合する双方向テレ
ビ機能が提供され得る。
【００７２】
　ユーザは、図７のオプション１２２および１２３などのオンスクリーンオプションを選
択するための双方向テレビアプリケーションを使用すること、リモートコントロール７２
上のガイドボタン９６などの専用ガイドボタンを押下すること、その他任意の適合するボ
タンまたはオンスクリーンオプションを選択すること等によって番組表（例えば、図８に
示すタイプの番組表）にアクセスすることができる。図８の例では、正午１２時から午後
１時に放映されるテレビ番組を表す番組表が現在表示されている。矢印１４０および１４
１で示すように、ユーザは左右カーソルキーを使用して他の時間にナビゲートすることが
できる（例えば、異なる期間に番組表１４３の適切な画面を表示するよう双方向テレビア
プリケーションに指示するため）。必要に応じて、ユーザはチャンネル、ジャンル、サー
ビスタイプ（例えば、ペイ・パー・ビュー方式か通常の放送テレビか）等によって整理さ
れた番組表を表示するよう双方向テレビアプリケーションに指示するオプションを選択ま
たはキーを押下する（または代わりに適合するコマンドを入力するためのユーザ入力イン
ターフェイス１１８を使用する）ことができる。
【００７３】
　オプション１４５、１４６、１４７、１４８、１４９、１５０、１５１、および１５２
などの選択可能なオプションは、番組ガイド画面１３８、または様々な双方向テレビアプ
リケーション機能へのアクセスを提供するその他任意の番組ガイド画面の一部として提供
される。例えば、オプション１４５は図７のメニュー画面１２０などのホーム画面または
メインメニューを表示するために使用できる。オプション１４６を選択して、ユーザが「
お気に入り」として指定したチャンネルを表す番組表を表示することができる。オプショ
ン１４７は、ハイライト領域１４２を使用してお勧め番組のリストを表示するために選択
できる。スクロールインジケータ１４８および１４９は、番組表内で上下にナビゲートす
るために使用できる。オプション１５０を選択して、ビデオオンデマンドサービスに関連
する情報を表示することができる。オプション１５１を選択して、タイトル、時間、カテ
ゴリまたはその他任意の適合する基準によってテレビ番組表を検索することができる。オ
プション１５２を選択して、デジタル音楽サービスに関連する情報を表示することができ
る。
【００７４】
　双方向テレビアプリケーションは、「フリップ」チューニング機能を提供することがで
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きる。図９に示すように、ユーザがフリップモードを呼び出した場合、フリップディスプ
レイ１５３は、ユーザが現在合わせているチャンネル（すなわち、チャンネル２）の一部
に設けることができ、表示画面１５４上で見られる。フリップディスプレイ１５３は、セ
ットトップボックス６０またはその他のユーザ装置が合わせられている現在のチャンネル
に現れる番組１５５（の領域１５６）に情報を含む。ユーザは、リモートコントロールの
チャンネルキーを使用して、またはその他の適合するチャンネル変更コマンドを出すため
のユーザインターフェイス１１８を使用して、チャンネルを変更することができる。これ
は、セットトップボックス６０またはその他のユーザ装置が合わせられているチャンネル
ならびに領域１５６に表示されたチャンネル情報（および関連する番組情報１５５）を同
時に変更する。
【００７５】
　フリップディスプレイ１５３は、手動または自動で（例えば、ユーザが休止状態となっ
た数秒後またはその他適合する期間の後）除去してよい。ユーザが再度チャンネルの変更
を開始する際に、フリップディスプレイ１５３を再度表示させることができる。
【００７６】
　したがって、双方向テレビアプリケーションのフリップ機能によって、ユーザがチャン
ネルを変える際に現在見ているチャンネルの情報を表す番組情報を見ることが可能になる
。図９の例では、フリップディスプレイ１５３は現在のチャンネルの上端にオーバーレイ
の形で表示されている。必要に応じて、現在のチャンネルのビデオを小さいサイズにし、
小さくしたビデオの周辺位置（例えば、小さくしたビデオの下側、側面、または上端など
）にフリップ情報（例えば、現在の番組の番組タイトルおよびチャンネル情報）を表示す
ることができる。
【００７７】
　必要に応じて、広告１５８またはその他のコンテンツをフリップディスプレイ領域に設
けてもよい。フリップディスプレイ１５３に表示できるその他任意の情報としては、番組
１５５の予定放送時間についての情報、評価情報、番組解説、およびその他の番組関連情
報が挙げられる。
【００７８】
　双方向テレビアプリケーションを使用して、閲覧機能を提供することもできる。図１０
に示すように、ユーザが（例えば、上下カーソルキーを押下することによって）閲覧機能
を呼び出した場合、ユーザの表示画面１６２に表示されており、ユーザが現在合わせてい
るチャンネル（すなわち、チャンネル２）の一部を覆うオーバーレイとして閲覧画面１６
０を表示することができる。閲覧画面１６０は、最初に現在のチャンネルについての情報
を含む場合がある。例えば、閲覧画面１６０は、ユーザによって最初に呼び出された際に
は現在の番組のタイトルならびに現在のチャンネル番号、コールサインおよびネットワー
クロゴなどの現在のチャンネルについての情報を含む場合がある。
【００７９】
　ユーザが上下カーソルキーを押下した場合（またはユーザインターフェイス１１８を使
用してその他の適切なコマンドを入力した場合）、閲覧画面はその他のチャンネルで利用
可能なプログラミングについての情報の表示に変更することができる。図１０の例では、
チャンネル９９を閲覧するまでユーザが繰り返しカーソルキーを押下している。表示画面
１６２に表示されているビデオはこの例では変更されていない（依然としてチャンネル２
が表示されている）。
【００８０】
　矢印１６６で示すように、ユーザは左右カーソルキー８２（またはその他適合するコン
トロール）を使用してその他のタイムスロットを閲覧する（例えば、後に放送予定のプロ
グラミングに関連する情報を見る）ことができる。閲覧画面１６０は、広告１６８、予定
番組時間、番組解説、およびその他の番組関連情報についての情報１７０、ならびにチェ
ックアイコン１６３（リマインダーがある番組に設定されていることを示す）および評価
アイコン１６１などのアイコンを含んでよい。
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【００８１】
　ユーザが別のチャンネルで現在利用可能な関心のある番組を見つけた場合、ユーザはＯ
Ｋキー８４を押下してユーザ装置を当該チャンネルに合わせるよう双方向テレビアプリケ
ーションに指示することができる。
【００８２】
　閲覧画面１６０は、ユーザが休止状態となってから適合する期間（例えば、数秒後また
は１～２分後）の後に表示画面１６２から手動または自動で除去してよい。
【００８３】
　必要に応じて、閲覧画面はオーバーレイとして以外に、現在の番組のビデオ周辺に表示
してもよい。現在のチャンネルのビデオは、適宜サイズを小さくすることができる。
【００８４】
　ユーザが（例えば、図８のハイライト領域１４２をある番組表の上端に置く、ある番組
に合わせる、図９のフリップバナーまたは図１０の閲覧バナー上の番組表を見る等により
）番組に関心を示していた場合、ユーザは情報キー９０（図４）を押下して当該番組の情
報を得ることができる。ユーザが情報キー９０を押下した際に表示できる情報画面例１７
１および１８０を、それぞれ図１１および１２に示す。画面１７１および１８０などの画
面は、ユーザが双方向テレビアプリケーション画面（例えば、図８の番組ガイド画面１３
８）から番組表を選択した際に提供されることができる。図１１の情報画面１７１は、ユ
ーザにより選択された番組の詳細な解説１７２を含む場合がある。解説１７２は、例えば
番組のタイトル、時間、チャンネル、および評価、またはその他適合するいかなる情報を
含んでもよい。図８のように、様々な双方向テレビアプリケーション機能にアクセスする
ために選択可能なオプションを情報画面１７１の一部として提供することができる。例え
ば、オプション１７４を使用して前の番組ガイド画面に戻ることができる。オプション１
７５は、選択した番組に合わせるため、または選択した番組（例えば、解説１７２に情報
が表示されている番組）にリマインダーを設定するために使用できる。オプション１７６
を選択して、選択した番組の録画オプションまたはサービスを表示することができる。オ
プション１７７を選択して、選択した番組のリマインダーを追加するオプションを表示す
ることができる。オプション１７８は、選択した番組またはチャンネルをユーザのお気に
入りに追加するオプションを表示するために使用でき、オプション１７９は選択した番組
にペアレンタルロックを提供するオプションを表示するために使用できる。その他の双方
向テレビアプリケーション機能のために選択可能なオプションが提供される場合もある。
ハイライト領域は、番組ガイド画面により提供される選択可能なオプションからいずれか
を選択するために使用できる。ハイライトされたオプションを説明する情報が、例えば情
報表示領域１７３に提供される場合がある。
【００８５】
　情報画面は広告を含んでもよい。例えば、図１２の情報画面１８０は、選択可能な広告
１８１を含むことができる。タイトル領域１８２および番組解説領域１８６などの画面１
８０上にある情報領域は、タイトル情報、評価情報、脚本の概要情報、出演者についての
情報、ジャンル、評論家の評価など、選択した番組についての情報を表示するために使用
できる。
【００８６】
　領域１９０は、選択した番組のリマインダー設定、選択した番組を見せる番組へのチュ
ーニング、選択した番組の録画、ペイ・パー・ビュー方式の番組であればその選択した番
組の購入、選択した番組のペアレンタルコントロール、関連するプロファイルまたは優先
設定の構成、もしくは選択した番組に関連するその他任意の適合するアクションが可能で
あることをユーザに通知するために使用できる。領域１９０は、選択した番組に関するさ
らなる情報を提供するために使用することもできる。ユーザは、ハイライト領域１８４を
、ＹＥＳオプション１８３またはＮＯオプション１８５、もしくはその他適合するいかな
るオプション（例えば、チャンネルを合わせる、番組を録画する、番組を購入する、番組
をペアレンタルコントロールする、優先設定を構成する等のためのオプション）の上端に
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置いてもよい。ユーザがＯＫキー８４を押下すると、双方向テレビアプリケーションは適
切なアクションを起こす。ユーザが情報画面１８０に記載されている番組にリマインダー
を設定することを選んだ場合、双方向テレビアプリケーションは、リマインダーが関連す
る番組の開始予定の直前に、ユーザが現在見ているチャンネルのビデオ、またはリマイン
ダーがポップアップした時点でアクティブである適合する任意の表示画面（例えば、番組
表画面）の上端にポップアップリマインダーオーバーレイを表示することができる。
【００８７】
　リマインダーの例を図１３に示す。図１３の例では、ユーザはチャンネル３を見ている
。現在の時刻は午後６時５８分である。ユーザは午後７時からチャンネル３９で放映予定
の「Ｏｎ　Ｔｈｅ　Ｒｉｖｉｅｒａ（リヴィエラにて）」という番組に前もってリマイン
ダーを設定した。ユーザがリマインダーをセットした番組が開始する直前になったので、
双方向テレビアプリケーションは、ディスプレイ１９４に示されているチャンネル３のビ
デオの上端にオーバーレイとしてリマインダーリスト１９２を表示する。リマインダーリ
ストは、ユーザがリマインダーをセットした１つ以上の番組のリストを含んでよい。図１
３の例では、１つの番組表１９６（「Ｏｎ　Ｔｈｅ　Ｒｉｖｉｅｒａ」）が表示される。
【００８８】
　ユーザはリマインダーリスト１９２から番組を選択することによって当該番組に合わせ
ることができる。例えば、ユーザは表１９６にハイライト領域１９８を置き、ＯＫキー８
４を押下することによって当該表を選択することができる。すると双方向テレビアプリケ
ーションはユーザの望ましい番組のチャンネル（すなわち、この例ではチャンネル３９）
に合わせることができる。
【００８９】
　ユーザは、リマインダー非表示オプション２００をハイライトしながらＯＫキー８４を
押下してリマインダーリストを閉じることができる。
【００９０】
　リマインダーリストは、適合するいかなる時にでも表示することができる（例えば、関
心のある番組が開始する０～１５分前、当該番組のユーザが選択した時間前等）。さらに
、リマインダーリストは現在のチャンネルのビデオおよびサイズを小さくしたウィンドウ
に表示できる現在のチャンネルのビデオの周囲に表示することができる。これらは説明の
ための例にすぎない。ユーザがリマインダーを設定した次の番組または放映中の番組、お
よび関心のあるその他の番組をユーザに知らせるために、適合するいかなる配置を使用し
てもよい。
【００９１】
　双方向テレビアプリケーションを使用して、ユーザにビデオオンデマンドコンテンツへ
のアクセスを提供することができる。例えば、図７のメニュー画面１２０上にあるビデオ
オンデマンドオプション１２８などのオプションがユーザに提供される場合がある。ユー
ザがオプション１２８を選択すると、双方向テレビアプリケーションは図１４のビデオオ
ンデマンドカテゴリ画面２０２を表示することができる。画面２０２は、ロゴ２０４など
のロゴ、広告２０６などの選択可能な（または選択不可能な）広告、および画面タイトル
２０８を含んでよい。ユーザは関心のあるビデオオンデマンドカテゴリに対応するオプシ
ョン２１２にハイライト領域２１０を置くことができる。
【００９２】
　ユーザが画面２０２から関心のあるビデオオンデマンドカテゴリを選択すると、双方向
テレビアプリケーションは図１５のサブカテゴリ選択画面２１４などの表示画面を表示す
ることができる。図１５の例において、（この例では）ユーザが図１４の画面２０２から
映画Ａ～Ｚオプション２１２を選択したため、サブカテゴリ画面２１４は映画に対応する
サブカテゴリオプション２２０を含む。ビデオウィンドウ２２１は、いかなるビデオオン
デマンド情報画面に設けられてもよく、ユーザが選択したビデオオンデマンド番組に関す
る情報またはその他適合するいかなるビデオ情報も提供することができる。
【００９３】
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　ユーザは、望ましいサブカテゴリ２２０にハイライト領域２１８を置き、ＯＫキー８４
を押下して、当該サブカテゴリに関連する利用可能なビデオオンデマンドコンテンツのリ
ストを見ることができる。アクションサブカテゴリオプション２２０（図１５）が選択さ
れている場合に双方向テレビアプリケーションがユーザに対して表示できる表示画面例２
２２を図１６に示す。図１６に示すように、表示画面２２２は選択されたサブカテゴリ２
２４を識別する情報を含むことができる。画面２２２は、タイトル２３０のリスト２２６
（またはその他のコンテンツインジケータ）を含む場合もある。ユーザは望ましいビデオ
オンデマンドタイトル２３０上にハイライト領域２２８を置き、ＯＫキーを押下して当該
タイトルの選択を進めることができる。
【００９４】
　タイトル選択画面２２２から望ましいビデオオンデマンドタイトル２３０を選択するこ
とで、図１７ａの情報２３２などのビデオオンデマンド情報画面を表示するよう双方向テ
レビアプリケーションに指示することができる。画面２３２は、選択したビデオオンデマ
ンドコンテンツに、選択したオンデマンドコンテンツのタイトル、ランタイム、価格、評
価、および解説などの情報２３６を含む場合がある。
【００９５】
　オプション２３４、２３５、２３７、および２３８などの選択可能なオプションは、様
々な双方向テレビアプリケーション機能へのアクセスを提供するために、画面２３２の一
部として提供されることができる。例えば、オプション２３８を選択して選択したビデオ
オンデマンドコンテンツを注文するオプションにアクセスすることができる。オプション
２３７は選択したコンテンツを録画するオプションにアクセスするために使用でき、オプ
ション２３５は選択したコンテンツにペアレンタルコントロールロックを設定するオプシ
ョンにアクセスするために使用できる。ユーザがオプション２３４を選択した場合、双方
向テレビアプリケーションは、関心のあるビデオオンデマンドコンテンツについての情報
を含むビデオクリップ（例えば、予告編、予告編レビューなどのプロモーションビデオ）
を表示することができる。ビデオクリップは、図１のサーバ３６またはサーバ５６などの
サーバから、またはサービスプロバイダ５０などのサービスプロバイダにある装置から、
ユーザ装置１８へ配信されることができる。双方向テレビアプリケーションは、ユーザが
オプション２３４を選択したことを受けて、ビデオオンデマンドコンテンツについてのさ
らなる情報をユーザに提供することもできる。画面２３２上にその他適合する選択可能な
オプション（例えば、プログラムパッケージ情報および購入オプション、関連コンテンツ
の番組表を検索するためのオプション等）を提供することもできる。
【００９６】
　ユーザが既に注文されたビデオオンデマンドコンテンツの情報を要求した場合、双方向
テレビアプリケーションは図１７ｂの画面２３９などのビデオオンデマンド情報画面を提
供し、当該画面は図１７ａの画面２３２に提供されるものとは異なる選択可能なオプショ
ンを含むことができる。例えば、オプション２４０は、選択したビデオオンデマンドコン
テンツを最近見た番組位置から再生開始するために使用できる。オプション２４１は選択
したコンテンツを最初から見せるために使用でき、オプション２４２はコンテンツを録音
するオプションにアクセスするために使用できる。オプション２４３は、選択したコンテ
ンツを注文済みおよび利用可能なコンテンツの表から除去するために使用できる。オプシ
ョン２４４は、選択したコンテンツにペアレンタルコントロールロックを設定するオプシ
ョンにアクセスするために使用できる。選択したコンテンツがネットワーク上でアクセス
されネットワークストレージデバイスによって提供されている場合、オプション２４５を
使用してローカルストレージデバイスにコンテンツを格納することができる。
【００９７】
　ユーザによる選択したコンテンツの注文（例えば、図１７ａのオプション２３８などの
オンスクリーン注文オプションを選択することによって、もしくはリモートコントロール
７２またはその他適合する入力デバイス１１８を使用してコンテンツを注文することによ
って等）を受けて、双方向テレビアプリケーションは、サーバ３６またはサーバ５６など
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のサーバから、もしくはサービスプロバイダ５０などのサービスプロバイダから、注文さ
れたビデオオンデマンドコンテンツをユーザ装置に配信することができる。図１の通信経
路および通信ネットワーク３４を、要求されたコンテンツの配信に使用してもよい。
【００９８】
　注文したビデオオンデマンドコンテンツは、図１８のビデオオンデマンド再生画面２４
６などの表示画面上においてユーザに対し表示できる。画面２４６の下部に示すように、
双方向オプションはツールバー２４８またはその他適合するフォーマットで表示すること
ができる。双方向オプション２４８（または同様のリモートコントロールボタン）により
、ユーザはビデオオンデマンドコンテンツを始めまで巻き戻したり、ビデオオンデマンド
コンテンツの巻き戻し、再生、早送り、一時停止、配信停止をしたり、またはその他のビ
デオ再生オプションを実行したりすることができる。図１８の配置は例示的なものにすぎ
ない。例えば、ビデオオンデマンドコンテンツを、サイズを小さくしたウィンドウ（固定
またはユーザ選択可能なサイズ）に再生することができる。
【００９９】
　双方向テレビシステム１０は、ビデオレコーダ機能をサポートするために使用すること
ができる。ビデオレコーダ機能は、ローカル配置（例えば、パーソナルビデオレコーダま
たはユーザの住居内にあるその他適合するユーザ装置を使用して、ローカルハードドライ
ブまたはその他のストレージデバイスにビデオを録画する配置）およびネットワークベー
スの配置（例えば、サーバ３６またはサーバ５６などのネットワーク装置もしくはサービ
スプロバイダ５０などのサービスプロバイダにある装置を使用してビデオおよびユーザの
ためのデータを格納する配置）を使用してサポートできる。システム１０を使用してこれ
らの配置の組み合わせもサポートできる。
【０１００】
　ローカルビデオレコーダ配置（時にパーソナルビデオレコーダ配置ままたはローカルデ
ジタルビデオレコーダ配置と称される）において、ビデオ録画はローカルにユーザ装置に
格納される。録画されたビデオについての情報をローカルに保持することもできる。録画
されたビデオの番組ガイド情報（例えば、タイトル、評価、解説、カテゴリ等）も保持す
ることができる。ユーザがユーザ装置に格納した録画のリストを見たいと希望する場合、
双方向テレビアプリケーションはこの情報をローカルストレージから読み出し、この情報
をユーザに対してローカルにユーザ装置１８に表示することができる。次いでユーザは望
ましい録画を選択し、再生することができる。
【０１０１】
　ネットワークベースのビデオレコーダ配置（時にクライアント‐サーバビデオレコーダ
配置と称される）において、ビデオはネットワーク（例えば、サーバ３６および５６など
のサーバ、またはサービスプロバイダ５０などのサービスプロバイダ）に格納することが
できる。ユーザのために録画された番組についての情報は、ローカルにかつネットワーク
（例えば、サーバ３６および５６などのサーバ、またはサービスプロバイダ５０などのサ
ービスプロバイダ）に格納することができる。
【０１０２】
　ネットワークベースの録画は、多くの手法で行うことができる。例えば、プログラミン
グソース１２により提供されるレギュラー放送のテレビプログラミングの一部または全部
が自動的に録画されるか、そうでなければこのプログラミングのコピーをサーバ３６また
はサーバ５６などの適合するネットワークストレージデバイスまたはサービスプロバイダ
５０などのサービスプロバイダにある装置に保持することができる。ユーザが番組を「録
画する」ことを選んでも、望ましい番組のコピーが既にシステムに存在するため、実際に
録画を行う必要はない。このタイプの配置では、仮想録画が実際の録画に代わる。
【０１０３】
　ユーザはネットワーク上に「パーソナルエリア」を与えられる場合がある。ユーザが適
切な識別番号を識別すると、または、公知の通信経路もしくは信頼ある通信経路を介した
ネットワークへユーザの接続に基づくことで（例えば、ユーザが指定のケーブル経路を介
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して図１のテレビ配信設備１４にあるサーバ５６などのケーブルシステムヘッドエンドに
あるサーバへ接続されている場合）、パーソナルエリアにアクセスすることができる。
【０１０４】
　パーソナルエリアを使用して、ユーザが録画したビデオコンテンツのリストを保持する
ことができる。ユーザが双方向テレビシステムのネットワークベースのビデオレコーダ部
分に録画をするよう指示すると必ず、システムは、要求された録画の「本物の」コピーが
追加されたかのように見せるためユーザのパーソナルエリアを更新する。したがって、こ
のアプローチで実装されるネットワークベースのビデオレコーダは、ユーザに個人的利用
専用のネットワークベースのビデオレコーダにアクセスしているという錯覚を提供しなが
ら、ストレージスペースを節約する。
【０１０５】
　あるいは、パーソナルエリアはなくてもよく、各ユーザはもともと放送されたときに権
限を持っていた、以前に録画されたすべてのコンテンツにアクセスすることができる。
【０１０６】
　別の例として、録画するようにユーザが要求したコンテンツの一部または全部を、要求
されたコンテンツの実際のコピー（例えば、デジタル録画）を作成することによって録画
することができる。これらの実際のコピーは、ネットワーク装置（例えば、サーバ３６お
よび５６などのサーバ、またはサービスプロバイダ５０などのサービスプロバイダにある
装置）に格納することができる。
【０１０７】
　ネットワークサーバに録画された番組は、ユーザのローカルストレージにコピーするこ
とができる。
【０１０８】
　必要に応じて、これらのアプローチを組み合わせて使用してよい。例えば、システムに
よって一部のコンテンツ（例えば、人気のあるプログラミングのコピー）を自動的に保管
することができる。ユーザはこのマテリアルの仮想録画を作ることができる。仮想録画の
存在は、ユーザのパーソナルエリアに反映されることができる。その他のコンテンツ（例
えば、あまり人気のないコンテンツ）をユーザの指示により実際の録画の形態で格納する
ことができる。これらの録画の存在もまたユーザのパーソナルエリアに反映されることが
できる。
【０１０９】
　ネットワークベースの録画（仮想または本物）およびローカル録画がどのような手法で
行われるかにかかわらず、双方向テレビアプリケーションを使用して、録画作成、録画管
理（例えば、録画編集、録画削除、録画の名前変更、図１の通信経路を通じたその他のユ
ーザへの録画送信）、録画再生、録画された番組についての情報を見ることなどをユーザ
が行うのを支援する双方向表示画面をユーザに提供することができる。
【０１１０】
　ユーザが録画する番組を選択すると、選択された番組を録画予定番組の双方向リストに
示すことができる。ユーザ装置１８でユーザのために表示できる予定された録画画面例２
５０を図１９ａに示す。画面２５０は、図７の番組ガイド画面１２０など別の番組ガイド
画面によって提供されるオプションまたはその他適合する任意のオプションをユーザが選
択した場合に、双方向テレビアプリケーションによって表示されることができる。画面２
５０は、例えば、録画予定の番組リスト２５１を含んでよい。ハイライト領域２５２を使
用して、予定された録画をリストから選択することができる。ユーザはハイライト領域２
５２を望ましい予定された録画に置き、リモートコントロール７２の適切なキーを使用し
て予定された録画を選択することができる。
【０１１１】
　ユーザが選択した予定された録画についての情報を、図１９ｂの画面２５３などの画面
に示すことができる。画面２５３は予定された録画情報２５４を含んでよく、当該情報は
番組が録画される日付、時間、およびチャンネルを示してよい。情報２５４は、番組を録
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画するのにどのデバイスが指定されたか、および録画予定の番組にペアレンタルロックが
設定されているか否かを示す場合もある。ユーザは、ハイライト領域を使用して編集オプ
ション２５５を選択することにより、情報２５４を編集することができる。画面２５３に
は、例えば予定した録画をユーザがキャンセルするために選択できるキャンセルオプショ
ン２５６など、その他の選択可能なオプションを設けてもよい。
【０１１２】
　番組が録画されると、録画した番組を表示するために番組ガイド画面を示すことができ
る。ユーザのためにユーザ装置１８に表示できるビデオ録画画面例２６０を図２０に示す
。画面２６０は、図７の番組ガイド画面１２０など別の番組ガイド画面によって提供され
るオプションまたはその他適合する任意のオプションをユーザが選択した場合に、双方向
テレビアプリケーションによって表示されることができる。録画２６１は、ユーザ装置１
８に格納されているローカル録画であってよく、もしくは本物または仮想のネットワーク
ベースの録画（例えば、サーバ３６または５６などの装置、もしくはサービスプロバイダ
５０にある装置に格納されているネットワークベースのコンテンツ）であってよい。パー
ソナルエリアを持つネットワークベースのビデオレコーダ環境において、画面２６０など
の画面はユーザのパーソナルエリアのすべてまたは一部へのアクセスを提供する。ユーザ
はリモートコントロール７２またはその他の適合するインターフェイス１８を使用してパ
ーソナルエリアをナビゲートすることができる。
【０１１３】
　画面２６０は、ユーザの録画のリスト２６１を含んでよい。録画表は、番組が録画され
た時間およびチャンネル、またはその他適合するいかなる情報を含んでもよい。ユーザは
ハイライト領域２６２を置いて、関心のある録画を選択することができる（例えば、当該
録画を見るため、当該番組についての情報を見るため、当該番組を削除するため等）。ユ
ーザは、ハイライト領域２６２を望ましい録画に置き、リモートコントロール７２の適切
なキーを使用して録画を選択することができる。
【０１１４】
　ユーザが選択した録画についての情報を、図２０ｂに示すような画面２６４などの画面
に示すことができる。画面２６４は、録画情報２６５を含んでよく、当該情報は番組が録
画された日付、時間、およびチャンネルを示してよい。情報２６５は、録画にペアレンタ
ルロックが設定されているか否か、および録画を格納するのにどのデバイスが指定された
かを示す場合もある。ユーザはオプション２６６を選択することにより録画を再生するこ
とができる。ユーザはオプション２６７を選択することにより選択した録画を最初から再
生することができる。オプション２６８を選択して録画を録画のリストから削除すること
ができる。オプション２６９は選択した録画にペアレンタルロックを設定するために使用
できる。選択した録画がネットワークビデオストレージデバイスに格納されている場合、
ユーザはオプション２５９を選択して録画をローカルストレージデバイスに転送すること
ができる。オンスクリーンオプションは、ハイライト領域およびリモートコントロールを
使用して、またはその他適合する任意の方法によって選択することができる。
【０１１５】
　例えば再生オプション２６６を選択することにより、ある録画を再生するために選択す
ると、図２１の表示画面２６９などの表示画面を示すことができる。表示画面２６９は、
ユーザに対し再生されている選択した番組のビデオ２７０およびビデオを制御するための
オプション２７１を含んでよい。オプション２７１により、ユーザは例えば、ビデオを最
初まで巻き戻したり、ビデオを巻き戻しまたはリバースしたり、ビデオを再生したり、ビ
デオを早送りしたり、ビデオを一時停止したり、もしくはビデオを停止したりすることが
できる。これらの機能およびその他の双方向テレビアプリケーション機能の制御は、オン
スクリーンオプション、リモートコントロール７２またはその他のユーザデバイスの専用
または多目的キー、もしくはユーザインターフェイス１１８を含むその他適合する配置を
使用してサポートできる。オンスクリーンオプションを使用する場合、オプションをビデ
オ２７０の上端に１つ以上のオーバーレイの形態で表示してよく、または、サイズを小さ
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くしたウィンドウでビデオ２７０を提供し、オプションをこのウィンドウの外側に表示し
てもよい。
【０１１６】
　図２０および２１の配置で、ユーザはユーザの録画を閲覧およびこれらの録画を再生（
および再生を制御）することができる。ユーザ装置１８にローカルに格納されている録画
は、ローカルハードドライブまたは録画が保持されているその他のストレージからこれら
の録画を読み出すことによって再生できる。ネットワークに格納されている録画は、録画
コンテンツが格納されているネットワーク装置から再生することができる。ユーザ装置１
８は、そのようなコンテンツをリアルタイムビデオストリームまたはファイルダウンロー
ドの形態で受信することができ、双方向テレビアプリケーションは受信したコンテンツを
図２１に示したタイプの表示画面配置を使用して再生することができる。
【０１１７】
　ユーザは、双方向テレビアプリケーションによって提供された適合する表示画面上で関
心のある番組をハイライトして録画キーを押下する、フリップまたは閲覧画面から録画す
る番組を選択する、望ましい番組に合わせて適切な録画ボタンを選択する、情報画面から
録画オプションを選択するなどして録画する番組への関心を示すことにより、プログラミ
ングを録画することができる。例えば、ユーザは図８の画面１３８などの番組表画面にお
いて番組をハイライトしてよく、または関心のある番組表を図９のフリップディスプレイ
１５３などのフリップディスプレイまたは図１０の閲覧画面１６０などの閲覧画面に表示
してもよい。ユーザが図４の録画キー８６などの適合するリモートコントロールキーを押
下すると、双方向テレビアプリケーションは望ましい番組を録画することができる。
【０１１８】
　双方向テレビアプリケーションは、ユーザが選択した番組を自動的に録音してもよく、
またはユーザが録画キー８６を押下したあとに１つ以上のさらなる確認および情報画面を
提供してもよい。例として、双方向テレビアプリケーションは図２２のセットアップ画面
２７２などの画面を表示することができる。図２２に示すように、画面２７２は、領域２
７３にタイトルおよび評価情報を、ならびに番組解説２７４を含んでよい。選択した番組
の予定放送時間についての情報がユーザに提供される場合がある。ユーザが番組を録画し
たいと希望する場合、ユーザはハイライト領域２７５をＹＥＳオプション２７６の上端に
置き、ＯＫキー８４を押下すればよい。ユーザが番組の録画を望まない場合、ユーザはハ
イライト２７５をＮＯオプション２７７の上端に置き、ＯＫキー８４を押下すればよい。
必要に応じて、連続録画オプション、録画品質オプション、およびバッファタイムオプシ
ョンなど、その他のオプションを提供することができる。
【０１１９】
　ユーザがある番組を録画するよう双方向テレビアプリケーションに指示すると、双方向
テレビアプリケーションは、ユーザの装置、システム１０の能力、ならびにシステムおよ
びユーザ設定に応じて、ユーザ装置１８のローカル能力を使用して、またはシステム１０
のネットワークベースのビデオレコーダ能力を使用して、番組を録画することになる。
【０１２０】
　番組が録画された後、ユーザは双方向テレビアプリケーションを使用してユーザ録画に
ついての情報を見ることができる（例えば、図２０に示すタイプの表示画面配置を使用し
て）。双方向テレビアプリケーションにおいて録画機能性をサポートするこれらの技術は
、例示的なものにすぎない。必要に応じて、（ローカルにまたはネットワーク装置への、
本物の録画としてまたは仮想録画としての）録画に適合するいかなる配置を使用してもよ
い。
【０１２１】
　双方向テレビアプリケーションにより、ユーザはペアレンタルコントロール設定を確立
することができる。例えば、ユーザは特定の番組、番組評価、チャンネル、コンテンツタ
イプ（例えば、暴力的または性的なコンテンツ）をロックしてよく、またはユーザは特定
の期間中のテレビ鑑賞をすべてブロックするペアレンタルコントロール設定を確立しても
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よい。ユーザはブロックしたコンテンツを解除するために個人識別番号（ＰＩＮ）を入力
するよう要求されることがある。
【０１２２】
　１つの配置例では、親（またはその他適合するユーザ）は適合する番組表画面（例えば
、図８の画面１３８などの画面）において当該番組の番組表をハイライトすることによっ
て、ブロックする番組を選択することができる。ブロックする番組をハイライトした後、
親はリモートコントロール７２（図４）のロックキー９２を押下することができる。親は
、双方向テレビアプリケーションによって提供されるオンスクリーンペアレンタルコント
ロールロックオプション（例えば、図１７ａのオプション２３４、図１７ｂのオプション
２４４等）を選択することによって、ペアレンタルロックを設定するためのオプションに
アクセスすることもできる。
【０１２３】
　ユーザがペアレンタルコントロールロックオプションにアクセスするためにオンスクリ
ーンオプションまたはリモートコントロールキーを選択したことを受けて、双方向テレビ
アプリケーションは図２３ａのペアレンタルコントロール表示画面２７８などの表示画面
を表示することができる。ペアレンタルコントロールオプションには、メインメニュー、
選択した番組、またはその他適合するいかなる番組ガイド画面からでもアクセスすること
ができる。ユーザは、様々な基準から選択することによって、選択した番組またはプログ
ラミングの範囲にペアレンタルロックを設定することができる。例えばユーザは、タイト
ル２７９、テレビ評価２８０、映画評価２８１、チャンネル２８２、またはその他適合す
る任意の基準に従ってブロックする番組を選択することができる。評価オプション２８０
および２８１をブロックすることで、ユーザはある一定の評価（例えば、選択した番組と
同一の評価もしくはユーザが入力した評価または評価の範囲）を持つプログラミングをす
べてブロックすることができる。例えば（ＹＥＳ／ＮＯ）タイムロックオプション２８３
を選択することによってペアレンタルロック設定を適用するその他のオプションがユーザ
に提供される場合がある。ユーザは、オプション２８４を選択することによりアダルトタ
イトルの非表示・表示を選択することもできる。画面２７８にその他の選択可能なオプシ
ョンを設けてもよい。
【０１２４】
　ユーザがタイムブロックオプション１８３で「ＹＥＳ」を選択すると、タイムブロック
サブメニューが例えば図２３ｂの画面２８６に提供される場合がある。ユーザは画面２８
６のオンスクリーンメニューを使用してペアレンタルコントロール期間の開始時刻（オプ
ション２８８）および終了時刻（オプション２９０）を設定することができる。ユーザは
、オプション２９２を使用して、ペアレンタルコントロール設定をその週のすべての日、
一定のグループの日（例えば、平日または週末）、もしくは特定の日に有効にすることが
できる。終了したら、ユーザはＯＫキー８４を押下してよい。画面２８６の一部として、
その他の選択可能なオプションが提供される場合もある。
【０１２５】
　図２３ａおよび２３ｂのペアレンタルコントロール画面２７８および２８６は、例示的
なものにすぎない。親（またはその他のユーザ）が、特定の期間中のプログラミング放送
、特定のチャンネルのプログラミング、ある一定の評価を持つプログラミング、ある一定
の番組の個別の例をブロック（ペアレンタルコントロール）できるように、適合するいか
なるオンスクリーンオプションまたはその他のユーザインターフェイス配置を使用しても
よい。
【０１２６】
　オーディオ、ビデオ、映画およびテレビ番組などのプログラミングは、テレビ配信設備
から各ユーザ装置にブロードキャストすることにより、複数のユーザに配信できる。その
ような配置の例が図１に示されており、ここでテレビ配信設備１４は、通信経路２６、２
７、および２８などの通信経路を介してプログラミングコンテンツをユーザ装置１８、２
０および２２に提供している。プログラミングコンテンツは、各番組が指定された時刻に
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開始および終了するように、予定に従ってブロードキャストされることができる。視聴者
は予定に従って放送番組を見ることができる。放送番組は、放送テレビ信号（アナログお
よび／またはデジタル）の形態でユーザに配信されることができる。衛星放送、ケーブル
放送、および無線放送を使用してテレビプログラミングを配信してもよい。
【０１２７】
　ユーザは、放送テレビ番組の配信および鑑賞中に中断されることがある。これらの中断
中にプログラミングコンテンツを見逃すのを回避するため、例えば図２、３および１９～
２２に関連して説明したパーソナルビデオレコーダまたはネットワークベースの録画シス
テムを使用して、ユーザに再生制御機能（例えば、一時停止、早送り、巻き戻し等）を提
供することができる。必要に応じて、放送番組のすべてまたは一部のコピーをシステム１
０で保持することができる。ユーザは、ある番組を見ながら、オリジナルの放送ソースで
はなく番組の双方向ストリーミングメディア版と情報をやりとりすることにより、その番
組の再生を制御することができる。しかしながら、日常的に個別の双方向メディアストリ
ームをすべてのユーザに提供することは、システムのメディア配信能力にかなりの負担を
かける場合がある。
【０１２８】
　本発明によると、双方向テレビアプリケーションはユーザに放送テレビプログラミング
をユーザ装置で鑑賞する能力を提供することができる。放送テレビプログラミングは、放
送テレビ信号（例えば、標準非双方向性アナログおよび／またはデジタルテレビ信号）に
よってユーザ装置に配信される。ユーザ装置に表示され鑑賞されているそのような放送テ
レビ番組を見ているユーザは、再生制御機能（例えば、一時停止、再生、再開、巻き戻し
、スキップ、早送り、遅送り、スローリバース、別の時点へジャンプ、スキャン、コマ送
り、逆コマ送り、プログラムリスタート等）を要求することができる。そのような要求が
なされたのを受けて、双方向テレビアプリケーションは放送版の表示から番組の双方向ス
トリーミング版の表示へ切り替えることができる。一部の実施形態において、双方向テレ
ビアプリケーションは、ストリーミング版への切り替えをユーザに気づかせないよう、各
番組の実質的に同一時点で放送版からストリーミング版への切り替えを行うことができる
。
【０１２９】
　ストリーミングメディアコンテンツの配信は、リモートサーバまたはテレビ配信設備か
らユーザ装置への図１の経路などの通信経路を通じたデジタルデータストリームの提供を
含む。ユーザ装置はデータを受信し、ストリームコンテンツを視聴者に対して表示する。
表示されるコンテンツの質および継続性を向上させるため、このストリームをバッファお
よび／またはユーザ装置に格納してよい。例えば、ストリーム番組をバッファまたは格納
することにより、番組を確実にユーザ装置において継続的に表示することができる。
【０１３０】
　ストリーミングによるブログラミングコンテンツの提供は、放送コンテンツにおけるい
くつかの有利点を有する。第一に、ストリーム番組により、視聴者は再生、停止、一時停
止、再開、巻き戻し、早送りなどの機能を含む番組の再生を制御できる。ユーザによるこ
れらの再生制御機能の使用が、双方向テレビアプリケーション、ユーザ装置、およびテレ
ビ配信設備に対し、ユーザ装置に提供および／または表示されているストリームを制御す
るよう指示する。第二に、ストリーム番組は、ユーザ装置が実質的にリアルタイムで受信
したストリームを表示するため、ユーザ装置または関連するネットワークに多量のメモリ
もその他のストレージも要求しない。したがって、テレビ配信設備１４にあるサーバ、ま
たはデータストリームを配信するために使用されるその他の装置は、ユーザ装置へ同時に
番組の一部を提供しさえすればよく、その結果、ユーザ装置および／またはネットワーク
におけるメモリまたはその他のストレージの必要性を削減する。テレビ配信設備は、その
ようなネットワークベースの制御機能をすべてのユーザに提供することによって過剰に負
荷がかかることもなく、分離した個別のストリームを複数のユーザのそれぞれに同時に提
供することもできる。例えば、分離したストリームを個別のユーザに提供することにより
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、各ユーザは異なる番組を見ること、または同一番組の異なる部分を見ることさえできる
。さらに、ユーザによる表示およびストリーミングの再生制御は、上述のように、それぞ
れのストリーミングコンテンツを見ているその他のユーザが受信しているストリームに影
響を与える必要がない。
【０１３１】
　双方向テレビシステム１０は、放送プログラミングコンテンツおよびストリーミングプ
ログラミングコンテンツの両方を複数のユーザ装置１８に提供できるテレビ配信設備１４
を含んでよい。プログラミングソース１２は、必要に応じて、関連するテレビ配信設備１
４によって（後にまたはリアルタイムで）再放送されることができるオリジナルコンテン
ツを提供することができる。テレビ配信設備はサーバ５６を使用して（またはリモートサ
ーバ３６を使用してもよい）双方向メディアストリームをユーザへ配信することができる
。
【０１３２】
　ユーザ装置デバイスは、テレビ配信設備を経由して提供された放送およびストリーミン
グプログラミングコンテンツの両方を受信および表示できる場合がある。双方向テレビア
プリケーションは、ユーザ入力またはその他の命令（例えば、リモートコントロール再生
コマンド）を受信またはモニターするために、ユーザ装置において実装できる。
【０１３３】
　テレビ配信設備は、予定されたプログラミングコンテンツをデフォルトの放送により複
数のユーザへ提供することができる。次いで放送を受信するユーザ装置は、ユーザに見せ
るためにユーザ装置にコンテンツを表示することができる。放送のみを受信するそれらの
ユーザは概して、双方向メディアストリームに切り替わるまで（および切り替わるなら）
見ている番組上でネットワークベースの再生制御を達成することができない。したがって
ユーザはあらかじめ定められた予定に従って、もとの放送番組を見ることができる。
【０１３４】
　配信設備またはサーバから放送およびストリーミングメディアコンテンツを受信し表示
するように構成されたユーザ装置を有するユーザが、見ている番組に対する再生制御を開
始したいと希望した場合、当該ユーザはユーザ装置と情報をやりとりすることによりこの
要望を示すことができる。再生制御は、本明細書で使用される場合、ユーザ装置のディス
プレイに番組がどのように提供されるかを変更するいかなるコマンドをも含む。そのよう
なコマンドは、再生、再開、一時停止、早送り、巻き戻し、スキップ、遅送り、スローリ
バース、スキャン、コマ送り、コマリバース、別の時点へジャンプ、チャプタースキップ
、プログラムリスタート等を含んでよい。これらのコマンドは、ユーザ入力デバイス、オ
ンスクリーンメニューまたはコントロールパレット、もしくはその他適合するデバイスま
たはインターフェイスにおいて、ユーザによって起こり得る。
【０１３５】
　例えば、放送番組を見ているユーザは、リモートコントロールまたはその他の入力デバ
イスで「ＰＡＵＳＥ　ＰＲＯＧＲＡＭ（番組一時停止）」ボタンを押下することができる
。それに応じて、双方向アプリケーションはユーザが番組中で「ＰＡＵＳＥ（一時停止）
」ボタンを押下した時点に加えて、視聴者が見ている番組を決定することができる。この
時点は、番組開始に対して経過した合計時間に留意することにより決定できる。この時点
はまた、例えば外部インデックス（例えば、経過時間、フレーム番号）または内部インデ
ックス（例えば、番組内の内蔵マーカー）によるアプリケーションによって決定すること
もできる。必要に応じて、ユーザのローカル装置は適切な再生コマンドを当該ユーザが見
ている特定のテレビ番組またはチャンネルをメディアストリームに切り替えるという要求
の形態でユーザの関連するテレビ装置へ送信することができる。ユーザのケーブル会社ま
たはその他のサービスプロバイダの口座は、したがってこのサービスを使用することによ
って引き落としされる場合がある。
【０１３６】
　図２４は、本発明の様々な実施形態に従って、ユーザが放送番組を一時停止したことを
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受けて双方向テレビアプリケーションによって提供され得る一時停止ウィンドウの例を示
す。図２４に描写するように、双方向テレビアプリケーションは、番組を一時停止した視
聴者に、例えば画面２９４などのユーザ装置において番組の画像を停止させる、またはフ
リーズさせる視覚フィードバックを提供することができる。アプリケーションは、ユーザ
再生制御アクションがとられたほぼその瞬間に表示されている映像を切り出し、切り出し
た画像をその後も画面上に表示し続けることもできる。一部の実施形態において、双方向
テレビアプリケーションは、番組が一時停止されたことを示すために、番組にオーバーレ
イするメッセージウィンドウ２９６などのウィンドウまたはメッセージを表示することが
できる。一部の実施形態において、双方向テレビアプリケーションは、フリーズした、ま
たは切り出した画像を組み込み得る静止画または動画のスクリーンセーバを表示すること
ができる。双方向テレビアプリケーションは、ユーザがその他の再生制御機能（例えば、
再生、早送り、巻き戻し等）を実行できるようにする図２４のコントロールパネル２９８
などのユーザ選択可能なアイコンまたはオプションを表示することもできる。
【０１３７】
　番組がユーザ装置においてユーザにより一時停止されても、配信設備は受信しているそ
の他のユーザすべてに対してその番組を放送し続ける。双方向テレビアプリケーションに
より、ユーザは一定時間後に番組へ再参加することができる。しかしながら、ユーザは番
組の一部を見逃すことになる。本発明の一部の実施形態において、双方向テレビアプリケ
ーションは放送番組についての情報および当該番組が一時停止された時点を、テレビ配信
設備へ伝送することができる。するとテレビ配信設備は、ユーザに同一番組のストリーミ
ング版を提供することができる。例えば、テレビ配信設備は、番組のストリーミング版を
テレビ制作スタジオまたはその他任意の適合するソースから読み出し、その番組のストリ
ーミング版をユーザ装置へ伝送することができる。一部の実施形態において、放送版が一
時停止された時点からストリーミング版を開始することができる。
【０１３８】
　番組を鑑賞再開するため、またはその他任意の適合する再生制御アクションを実行する
ため、例えばユーザは、ユーザ入力デバイス（例えば、リモートコントロール）で「ＲＥ
ＳＵＭＥ　ＰＲＯＧＲＡＭ（番組再開）」または「ＰＬＡＹ　ＰＲＯＧＲＡＭ（番組再生
）」を押下する、もしくはコントロールパネル２９８（またはその他適合する任意のコン
トロールパネル）上の対応する再生制御オプションを選択することができる。ユーザが番
組の鑑賞再開を選択したことを受けて、双方向テレビアプリケーションは放送番組の受信
および表示からストリーミング番組の受信および表示へ切り替えることができる。上述し
たように、ストリーミング版は番組中で視聴者が番組を一時停止したのと同一時点から開
始するため、番組をストリーミング版の表示により再開する場合には、ユーザには実質的
にトランスペアレントである方式でバージョン間の切り替えが発生する。さらに、テレビ
配信設備は、この方式で１人以上のユーザにストリーミングコンテンツを提供することが
、その他のユーザに対する元の番組の放送に影響を与えないよう、かつその他のユーザに
提供されているいかなるストリーミングコンテンツにも影響を与えないよう、各ユーザに
個別のストリームを提供することができる。
【０１３９】
　配信設備が番組のストリーミング版をユーザに提供した後、双方向テレビアプリケーシ
ョンは、ユーザが例えば停止、一時停止、再開、巻き戻し、早送り、またはその他適合す
る任意のアクションを含む番組の再生を制御できるようにする。ユーザは例えばユーザ入
力デバイス上のあらかじめ構成されたボタンを押下することによって、再生制御機能の１
つを実行することができる。一部の実施形態において、双方向テレビアプリケーションは
ユーザに、アイコンまたはその他のユーザ選択可能なオプションを含むオンスクリーンオ
ーバーレイ、メニューまたはパネルを提供することができる。そのようなアイコンの例を
、コントロールパネル２９８および３０２として図２４および２５にそれぞれ描写する。
【０１４０】
　別の例において、放送番組を見ているユーザは、リモートコントロールまたはその他の
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ユーザ入力デバイスで「ＦＡＳＴ　ＦＯＲＷＡＲＤ（早送り）」ボタンを押下することが
できる。このコマンドを受けて、双方向テレビアプリケーションは、上述のようにユーザ
が番組中で「ＦＡＳＴ　ＦＯＲＷＡＲＤ（早送り）」ボタンを押下した時点に加え、視聴
者が見ている番組を決定することができる。必要に応じて、ユーザのローカル装置は、適
切な再生コマンドをユーザの関連するテレビ装置に、当該ユーザが見ている特定のテレビ
番組またはチャンネルを双方向メディアストリームに切り替えるという要求の形態で送信
することができる。
【０１４１】
　番組を早送りするよう求めるユーザの要求を受けて、双方向テレビアプリケーションは
放送番組の受信および表示からストリーミング番組の受信および表示へ切り替えることが
できる。上述したように、ストリーミング版は番組中で視聴者が番組を一時停止したのと
同一時点から開始することができるため、ユーザには実質的にトランスペアレントである
方式でバージョン間の切り替えを行うことができる。ストリーミング版がテレビ番組の放
送前に生成されている場合、双方向アプリケーションはユーザの早送りコマンドを受けて
放送版より前に番組のストリーミング版の一部を受信および表示することができる。スト
リーミング版がユーザ装置において受信および表示されている間に、ユーザは例えば停止
、一時停止、再開、巻き戻し、早送り、またはその他任意の適合するアクションを含むそ
の他の再生制御機能を行うこともできる。ユーザは、現在の放送版を鑑賞再開するよう要
求することもできる。このコマンドを受けて、双方向テレビアプリケーションはストリー
ミング版の受信および表示から放送版の受信および表示へ切り替えることができる。
【０１４２】
　双方向テレビアプリケーションに前述の１つ以上の方式で番組の再生を制御するよう指
示するというアクションをユーザが実行することにより、ユーザ装置に表示するために配
信設備によって提供されている番組ストリームにおいて、対応する変化を生じさせる結果
となり得る。一部の実施形態において、双方向テレビアプリケーションは、ユーザがスト
リームを停止し現在の放送番組に戻るのを可能にする。例えばユーザが別のチャンネルの
現在流れていない別の番組に切り替えた場合、自動的に放送番組へ戻ることができる。双
方向テレビアプリケーションは、流れている番組が終わった場合、アプリケーションが一
定時間（例えば、３０分、１時間等）ユーザ入力を受信しない場合、その他適合する任意
の条件下、またはそれらの組み合わせにおいて、自動的に放送番組へ戻ることもできる。
双方向テレビアプリケーションが自動的にストリーミング版を停止して放送版に戻ること
ができる上記の例のような条件を定義することは、リモートサーバにより提供されている
ストリームの数を最小化する役割を果たす。
【０１４３】
　番組のストリーム版は、当該番組の放送版を提供しているのと同一のコンテンツプロバ
イダによって配信設備に提供されることができる。一部の実施形態において、これらのス
トリーム版は対応する番組の放送に先がけてテレビ配信設備に提供されることができる。
一部の実施形態において、元のコンテンツプロバイダ以外のソースがテレビ配信設備にス
トリーム版を提供することができる。一部の実施形態において、番組のストリーミング版
は元のアナログまたはデジタルの放送版から生成され得る。例えば、ストリーミング版は
番組が現在放送されているときに生成され格納されることができる。テレビ配信設備また
はコンテンツプロバイダは、放送の初期に番組の放送からストリーミング版を生成し、続
いて同一番組の後での放送（すなわち、再放送）と同時にこのストリーミング版を使用す
ることができる。このようなアプローチは、コンサート、スポーツイベント、報道番組な
ど、生放送されていて、後に１回以上再放送され得る番組に特に有用である。
【０１４４】
　ユーザが見ている番組の上述のような方式による再生制御は、ユーザのアクションまた
は入力により起こり得る。これらのユーザアクションまたは入力は、図４に描写するよう
なユーザ入力デバイス上のあらかじめ構成されたボタンを押下することによって、または
オンスクリーンオプションのユーザ選択によって、実行できる。ユーザ入力デバイス上に
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、ユーザはあらかじめ構成された専用ボタンを提供されることができる。さらに、あるい
は代替として、ユーザはオンスクリーンアイコンを選択することができ、それによって現
在見ている番組の対応する再生機能を実行するようアプリケーションに指示する。
【０１４５】
　双方向アプリケーションによってユーザに提供されるオンスクリーンオプションの例を
、図２５のストリーミングビデオ表示画面３００上にコントロールパネル３０２として示
す。これらのアイコンは、表示されている番組を邪魔したり不明瞭にしたりしないよう、
通常は画面上にはなくてよい。双方向テレビアプリケーションは、例えばユーザが入力デ
バイス上のあらかじめ構成されたボタンを押下したことを受けて、コントロールパネル３
０２を表示することができる。それに応じて、双方向テレビアプリケーションは、ツール
バー、ウィンドウ、オーバーレイ、ポップアップメニュー（表示画面のどちら側からでも
）、またはその他適合するユーザインターフェイス構造のいかなる画面上にでもコントロ
ールパネル３０２を提供することができる。コントロールパネル３０２は、ユーザが選択
をした後に双方向テレビアプリケーションにメニュー非表示を指示した場合、所定時間の
経過後、またはその他適合する任意の条件下において、消失することができる。
【０１４６】
　ユーザにとっては実質的に中断がないように放送番組とストリーミング番組との間の切
り替えを確実に行うため、ストリーミング版は番組の放送版においてほぼ対応する時点で
開始のキューを出されるのが好ましい。放送番組を見ながらユーザが「ＰＡＵＳＥ（一時
停止）」「ＲＥＷＩＮＤ（巻き戻し）」またはユーザ入力デバイス上のその他適合する任
意の再生制御ボタンを押下するのを受けて、双方向テレビアプリケーションは同一番組の
ストリーミング版に切り替えることができる。ユーザ装置がユーザからこのコマンドを受
信するのを受けて、ユーザ装置は番組に関する情報をリモートサーバへ伝送することがで
きる。当該情報は、例えば、現在鑑賞されているチャンネル、鑑賞されている番組、番組
の経過時間などを含んでよい。ユーザ装置から情報を受信すると、リモートサーバはある
ユーザが現在見ている放送番組を決定することができる。サーバはチャンネル情報などの
情報を実質的には瞬時に受信することができるため、リモートサーバは現在の時刻を読み
出して現在鑑賞されている番組のオフセット（すなわち、経過時間）を決定することがで
きる。少なくともこの情報に基づいて、リモートサーバはオフセット時間に対応する時点
から、番組の対応するストリーミング版のストリーミングを開始することができる。一部
の実施形態において、番組のストリーミング版全体をユーザ装置に伝送することができる
。放送版とストリーミング版との切り替えを容易にするため、ユーザ装置によってリモー
トサーバにさらなる情報（例えば、オフセット時間、位置等）が提供され得る。
【０１４７】
　別の適合するアプローチにおいて、ユーザ装置のアプリケーションとテレビ配信設備の
両方が鑑賞中の番組にインデックスまたはスケールを適用する場合がある。インデックス
またはスケールは、放送版とその同等のストリーミング版との間の対応する時点をマーク
または識別するために使用できる。このインデックスまたはスケールによって、双方向テ
レビアプリケーションは例えば番組中で双方向テレビアプリケーションが番組を一時停止
せよとの指示をユーザから受け取った時点を決定することができる。次に、同一または変
換可能なスケールを使用して、番組のストリーミング版において対応する時点を識別する
ため、この情報をテレビ配信設備へ伝達することができる。したがってテレビ配信設備は
、ユーザが番組の鑑賞を再開したときに、視聴者にとって明らかな矛盾も途絶もなく、番
組が一時停止されたのと実質的に同一時点からストリーミング版が始まるように、この時
点においてストリーミング番組を開始することができる。
【０１４８】
　番組中のインデックスまたはスケールは、内部のものであっても外部のものであっても
よい。外部インデックスは、番組の経過時間またはコマ数を含んでよい。例えば、双方向
テレビアプリケーションは、経過時間の合計または表示されたコマ数を番組中の基準点と
比較して決定することができる。これらのパラメータのいずれかがテレビ配信設備または
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リモートサーバへ伝達されると、番組のストリーミング版において対応する時点が見つか
り、ストリームはこの時点から始まることができる。外部インデックスの使用には、放送
番組の変更を必要としなくてよい。
【０１４９】
　一部の実施形態において、内部インデックスまたはスケールは、マーカーが番組コンテ
ンツに埋め込まれて使用される。マーカーは、例えば透かし、ビジュアルキュー、サウン
ドキュー、またはその他適合するいかなるインジケータも含んでよい。これらの内蔵マー
カーはユーザに番組が表示されているときは不可視または目立たないものであってよい。
一実施形態において、双方向テレビアプリケーションは、番組を表示する前に内蔵マーカ
ーを除去またはフィルタリングすることができる。外部インデックスと同様に、双方向テ
レビアプリケーションは内蔵マーカーを使用して番組の放送およびストリーミング版両方
において時点を決定することができる。番組中の内蔵マーカーは、定期的に（例えば、５
分ごと）に配置してもよいし、番組の重要部分に対応してもよい（例えば、チャプターご
とまたはコマーシャルの時間ごと）。
【０１５０】
　より高い解像度を実現するため、双方向テレビアプリケーションを内蔵マーカーの間に
挿入してもよい。一実施形態において、双方向テレビアプリケーションは内部および外部
インデックスの組み合わせを使用してもよく、その場合、放送番組が一方のインデックス
を使用し、ストリーミングプログラミングが他方のインデックスを使用する。双方向テレ
ビアプリケーションおよびテレビ配信設備のいずれかまたは両方が、番組中の対応する時
点を識別するために、変換方程式またはルックアップテーブルを使用して内部および外部
インデックスの同等性を決定することができる。
【０１５１】
　本明細書に記載した放送とストリーミングプログラミングとの間の切り替えに関連する
機能は適切なユーザ装置を有する任意の数のユーザに提供することができるが、そのよう
な機能はむしろプレミアムサービスの一部として利用可能である。一実施形態において、
これらの機能はオンデマンドで利用可能であるが、ユーザに使用料を課金する。例えば、
コンテンツプロバイダおよび／またはケーブル会社は、これらの機能を提供するサービス
に加入する機会をユーザに提供することができる。非加入者は放送プログラミングコンテ
ンツを受信し続けることになり、従来の方式でそれを見続けることはできるが、いかなる
再生制御機能も提供されず、使用することができない。加入者には、コンテンツプロバイ
ダが、ユーザ装置とその中の双方向テレビアプリケーションがストリーム番組を受信およ
び表示する能力を含むこれらの機能をユーザに提供することを可能にする、および／また
は許可する。これらの機能は、ユーザがこれらの機能を使用しようとする際にユーザ装置
および／またはアプリケーションの照合要求をすることにより、加入者に限定できる。一
部の実施形態において、これらの機能は特別なユーザ入力装置など機能性を提供するため
の特定の装置および／またはアプリケーションを必要とする場合がある。
【０１５２】
　一部の実施形態において、コンテンツプロバイダはこれらの再生制御機能が番組または
チャンネルのより小さくて狭いサブセットにだけ利用可能なサービスにユーザが加入でき
るようにする。ユーザはあるショー、チャンネル、ジャンルなどに利用可能な切り替え機
能を要求することができる。例えば、ユーザはネットワークコメディまたはドラマを見て
いる間に再生制御を必要としない場合があるが、映画、スポーツイベント、コンサート、
アワードショーなどを見るために利用可能な機能を有する場合があり、ここでユーザは中
断される可能性が高い、および／またはそのような中断は当該ユーザの鑑賞経験にとって
より有害であり得る。
【０１５３】
　必要に応じて、双方向テレビアプリケーションはユーザがこれらの機能をオンデマンド
で使用することを可能にするが、使用ごとに支払いを要求する。例えば、ユーザの加入契
約はこの機能の起動または使用ごとにユーザのアカウントに適用される課金を提供する場
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合がある。双方向テレビアプリケーションが鑑賞中の番組を一時停止するなどのアクショ
ンを実行したことを受けて、自動的にユーザのアカウントに料金が適用される。ユーザは
料金の通知を受けることができる、および／またはアプリケーションがユーザから課金を
承認することの確認を最初に要求する場合がある。図２６は、本発明の様々な実施形態に
従ってユーザに提供され得るメッセージウィンドウ例を示す。表示画面例３０４上のメッ
セージウィンドウ３０６は、ユーザに「このプログラムを一時停止しますか？」と質問す
る。メッセージウィンドウ３０６は、この機能の使用に対して料金（使用料、受信料等）
が課金されることもユーザに通知する。ユーザは、自身で計画することをあまり求められ
ずにすむため（例えば、適切なサービスへの事前加入を要求されなくてよい）オンデマン
ドで利用可能なこれらの機能を有するのを好み、したがってユーザはより頻繁に進んでそ
れを使用する場合がある。
【０１５４】
　再生制御機能がある一定のサブセットまたはタイプの放送番組のみに利用可能である一
実施形態において、双方向テレビアプリケーションは、これらの機能を有する番組に関連
するインジケータを持つユーザにインジケータを提供することができる。例えば、双方向
テレビアプリケーションは、アイコン、ショートメッセージ、明確な色またはパターン、
もしくは、アプリケーションプログラムと連動または関連するその他適合する任意のイン
ジケータを提供することができる。例えば、そのようなインジケータは、双方向テレビア
プリケーションによって番組ガイド（双方向性または非双方向性いずれか）、番組表画面
、グリッド画面、番組情報画面、フリップ画面、放送番組のビデオ上のオーバーレイ、ま
たはその他適合するいかなる位置に表示されてもよい。
【０１５５】
　図２７は、本発明の様々な実施形態に従って、ユーザの要求を受けて放送番組からスト
リーミング番組へ切り替えるための方法例を示す。ステップ３１０において、プログラミ
ングソースまたはコンテンツプロバイダはテレビ配信設備またはその他のリモートサーバ
にテレビ番組を提供する。
【０１５６】
　ステップ３２０において、テレビ配信設備にはテレビ番組の双方向ストリーミング版が
設けられている。このストリーミング版は、コンテンツプロバイダまたはプログラミング
ソースによって、コンテンツプロバイダ以外のプロバイダまたはプログラミングソースに
よって、テレビ配信設備またはテレビ番組の初期放送からストリーミング版を生成するそ
の他のリモートサーバによって、もしくはその他適合する任意のプロバイダによって、テ
レビ番組とは分離して提供されることができる。一部の実施形態において、ステップ３１
０および３２０の順序を変更してもよく、ここでストリーミング版はテレビ番組の前に、
または実質的に同時に提供されることができる。
【０１５７】
　ステップ３３０において、双方向テレビアプリケーションはテレビ配信設備またはその
他のリモートサーバから放送番組を受信し、その放送番組をユーザ装置においてユーザに
対して表示する。放送中に、あるユーザは一時停止、再開、巻き戻し、早送りなどの再生
制御機能を実行または開始する機会を提供され得る。そのような機能は、当該ユーザのリ
モートコントロール、オンスクリーンメニューまたはコントロールパネル上で、もしくは
その他適合する任意の入力デバイスを使用して実行できる。ユーザが再生制御機能を実行
した後、テレビ配信設備はステップ３４０においてこの要求をユーザ装置から受信するこ
とができる。ステップ３５０において、双方向テレビアプリケーションは、要求がなされ
たときにユーザが見ている番組またはチャンネル、および／または時点、位置、または要
求がなされた際の番組中での経過時間に関する情報をテレビ配信設備に提供することもで
きる。
【０１５８】
　ステップ３４０において、テレビ配信設備はあるユーザから再生制御機能を実行するよ
う求める要求を受信する。要求を受けて、テレビ配信設備は当該ユーザのユーザ装置にテ
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レビ番組のストリーミングメディア版を提供することができる（ステップ３６０）。ユー
ザ装置の双方向テレビアプリケーションは、放送番組と差し替えてストリーミングメディ
ア版を表示することができる。ストリーミング版は双方向性である場合があり、ユーザに
再生制御機能（例えば、再生、一時停止、再開、早送り、巻き戻し、ジャンプ等）を提供
することができる。
【０１５９】
　一部の実施形態において、双方向テレビアプリケーションによりユーザは放送番組の鑑
賞に戻ることができる。一実施形態において、双方向テレビアプリケーションは、自動的
に放送番組の表示に戻ることができる。例えば、双方向テレビアプリケーションは、ユー
ザが選択したことを受けて、一定時間経過後またはその他適合する任意の条件下において
、自動的に放送番組に戻ることができる。
【０１６０】
　このように、放送テレビ番組を見ている間に、ユーザに再生オプションを提供するため
のシステムおよび方法が提供される。例示目的のために提示されたものであり限定目的で
はない、記載された実施形態以外でも本発明を実践することができ、本発明は以下の特許
請求の範囲のみによって限定されることを当業者は十分理解するであろう。
【図面の簡単な説明】
【０１６１】
【図１】図１は、本発明の様々な実施形態に係る双方向テレビシステムを説明する図であ
る。
【図２】図２は、本発明の様々な実施形態に係るユーザテレビ装置を説明する図である。
【図３】図３は、本発明の様々な実施形態に係るさらなるユーザテレビ装置を説明する図
である。
【図４】図４は、本発明の様々な実施形態に係るリモートコントロールを説明する図であ
る。
【図５】図５は、本発明の様々な実施形態に係るユーザコンピュータ装置を説明する図で
ある。
【図６】図６は、本発明の様々な実施形態に係るユーザ装置を説明する汎用図である。
【図７】図７は、本発明の様々な実施形態に係るメニュー画面の例を示す。
【図８】図８は、本発明の様々な実施形態に係る番組ガイド画面の例を示す。
【図９】図９は、本発明の様々な実施形態に従って、現在のチャンネルの番組表情報を含
むフリップバナーが、現在のチャンネルのビデオを覆うオーバーレイとしてどのように表
示できるかを示す表示画面の例である。
【図１０】図１０は、本発明の様々な実施形態に従って、現在のチャンネルとは異なるチ
ャンネルの番組表情報を含む閲覧バナーが、現在のチャンネルのビデオを覆うオーバーレ
イとしてどのように表示できるかを示す表示画面の例である。
【図１１】図１１は、本発明の様々な実施形態に係る番組ガイド画面の例を示す。
【図１２】図１２は、本発明の様々な実施形態に従って、双方向テレビアプリケーション
がどのようにして番組リマインダーを設定する機会をユーザに提供できるかを示す表示画
面の例である。
【図１３】図１３は、本発明の様々な実施形態に従って、どのようにしてリマインダーを
ユーザに提供できるかを示す表示画面の例である。
【図１４】図１４は、本発明の様々な実施形態に従って、ビデオオンデマンドコンテンツ
のカテゴリを選択するために使用できるビデオオンデマンドメニューの例を示す表示画面
である。
【図１５】図１５は、本発明の様々な実施形態に従って、望ましい種類の映画を探すため
に使用できるビデオオンデマンドメニューの例を示す表示画面である。
【図１６】図１６は、本発明の様々な実施形態に従って、関心のあるビデオオンデマンド
タイトルを選択するために使用できるタイトルメニューの例を示す。
【図１７ａ】図１７ａは、本発明の様々な実施形態に従って、ビデオオンデマンドコンテ
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ンツにアクセスするために使用できるビデオオンデマンド情報画面の例である。
【図１７ｂ】図１７ｂは、本発明の様々な実施形態に従って、ビデオオンデマンドコンテ
ンツにアクセスするために使用できるビデオオンデマンド情報画面の例である。
【図１８】図１８は、本発明の様々な実施形態に従って、ユーザのためにビデオオンデマ
ンドコンテンツが表示されている間に、ビデオオンデマンド再生制御がどのようにして表
示されることができるかを示す表示画面の例である。
【図１９ａ】図１９ａは、本発明の様々な実施形態に従って、ユーザの予定した録画がリ
ストの例にどのように存在し選択されることができるかを示す表示画面の例である。
【図１９ｂ】図１９ｂは、本発明の様々な実施形態に従って、ユーザの予定した録画がリ
ストの例にどのように存在し選択されることができるかを示す表示画面の例である。
【図２０ａ】図２０ａは、本発明の様々な実施形態に従って、ユーザの録画が双方向リス
トにどのように存在しそこからどのように選択されることができるかを示す表示画面の例
である。
【図２０ｂ】図２０ｂは、本発明の様々な実施形態に従って、ユーザの録画が双方向リス
トにどのように存在しそこからどのように選択されることができるかを示す表示画面の例
である。
【図２１】図２１は、本発明の様々な実施形態に従って、図１８のリストから選択された
録画のためのビデオがどのようにしてユーザのために表示されることができるかを示す表
示画面の例である。
【図２２】図２２は、本発明の様々な実施形態に従って、ユーザが望ましい番組の録画を
予定できるようにするオプションをどのようにして提供できるかを示す表示画面の例であ
る。
【図２３ａ】図２３ａは、本発明の様々な実施形態に従って、ユーザがある番組のペアレ
ンタルコントロールをどのようにして設定できるかを示す表示画面の例である。
【図２３ｂ】図２３ｂは、本発明の様々な実施形態に従って、時間ベースのペアレンタル
コントロール設定を作成することによってユーザがどのようにコンテンツをブロックでき
るかを示す表示画面の例である。
【図２４】図２４は、本発明の様々な実施形態に従って、一時停止状態中であってユーザ
にさらなる再生制御機能を行う機会を提供している番組を示す表示画面の例である。
【図２５】図２５は、本発明の様々な実施形態に従って、ユーザ選択可能な再生制御機能
のオーバーレイを伴うストリーミング番組を示す表示画面の例である。
【図２６】図２６は、本発明の様々な実施形態に従って、ユーザに再生制御機能の起動を
確認するよう促すオーバーレイを伴う放送番組を示す表示画面の例である。
【図２７】図２７は、ユーザが提供中の放送からストリーミングプログラミングコンテン
ツに切り替えることによって再生制御機能を行えるようにするための双方向テレビシステ
ムの使用に含まれるステップを説明する流れ図である。
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