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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送デジタルテレビジョンシステムにおいて通信ネットワークを介して放送センタに接
続される端末であって、
　複数の番組を前記放送センタから受信する入力部と、
　複数の頁を表示するために、表示信号を生成してディスプレイに送信する画像処理手段
であって、該複数の各頁が、配列された複数のセルを有し、各セルが、視覚対象物とその
セルの背後から起動される内在するアプリケーションからなり、該複数の各頁が各セルの
ユーザの選択によって表示される、該画像処理手段と、
　前記セル配列から一つのセルを選択するためのユーザ入力デバイスであって、前記複数
の頁の各頁が、その頁のセル配列のコンテンツに基づいて動的に再編成される、該ユーザ
入力デバイスと、
　プロセッサと、を備え、
　前記プロセッサが、
　表示ウィンドウが、複数の番組のうちの一つの番組を表示し、
　前記セル配列の第１のセルが、前記複数の番組のうちの一つの番組を表示する表示ウィ
ンドウのコンテンツに関連し、
　前記セル配列の第２のセルが、前記表示ウィンドウに表示を行った後のある時間間隔の
間、前記表示ウィンドウに表示されている前記複数の番組のうちの一つの番組に関連した
表示を行う、ように構成されてなる、
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前記端末。
【請求項２】
　前記セルに表示されている内容が動的に変化するセルを一つ以上有する、請求項１記載
の端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　＜関係書類の相互参照＞
本特許出願はＰＣＴ／ＩＢ９９／０１３５６、表題「マルチチャンネルデジタルテレビジ
ョン信号のためのナビゲーションシステム」、および、ＰＣＴ／ＩＢ９９／０１３５０、
表題「マルチチャンネルデジタルテレビジョン信号のためのナビゲーションシステム」を
題材とするものに関する。これら文献のすべての内容は、本案に参照されて組み込まれる
。本出願は、２０００年１２月１日に提出された米国仮特許出願番号６０／２５０３５０
の利益を主張する。
【０００２】
　本発明は、一般的に通信システムに関し、とりわけ、通信ネットワークを介して放送セ
ンタに接続される端末を有する通信システムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　通信システムの情報量が増大するにつれて、これらのシステムに接続され、およびこれ
らのシステムへ接続するユーザに対してさらなる情報が伝達可能となる。より多くの情報
を伝達する能力が多くの機会を提供すればするほど、当該情報に対する重要なアクセスを
ユーザに提供することがより困難になる。このように、増加した情報量がデータ表示にと
って特に重要となる。
【０００４】
　例えば、デジタルテレビジョンの長所の１つにそのようなシステムを利用できるチャン
ネルの数およびサービスの加入者に利用可能なチャンネル選択に関してテレビジョンサー
ビスプロバイダが利用できる自由度がある。加入チャンネルの標準的セットの他に、シス
テムは、例えば、特定の映画やスポーツイベント等のために料金を支払うことにより加入
者が視聴可能となるペイ・パー・ビューチャンネルのような他のアクセス制限されたチャ
ンネルも含むかもしれない。加えて、デジタルテレビジョンシステムは、テキストベース
の番組ガイド、天気予報、利用可能チャンネルの集合表示等のような、他の多くの双方向
サービスにユーザがアクセス可能なものであってもよい。これらのサービスは、専用のデ
ジタルテレビジョンチャンネルが情報伝達に用いられることに関連付けられるだろう。テ
キストベースの番組ガイドおよび利用可能チャンネルの集合表示が所望の番組の選局を単
純化できる上に、通信システムにおいて、現在提供されている、および将来提供されるで
あろう多種多様のサービスに対し、単純かつ直感的なアクセスを提供するインターフェイ
スを提供する必要性を有している。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本記載のシステムおよび方法は、ビデオチャンネルを同時に表示し、双方向アプリケー
ションを実行し、および／またはローカルにまたは遠く離れて記憶された内容のためのイ
ンターフェイスとなるポータルに関するものである。本ポータルは、ユーザがシステム内
の異なる特色に対してナビゲートするユーザの「ホームベース」である。本ポータルは、
多様なセルおよびページを包含する集合に基づいている。ポータルの背景は、ブランド情
報を有すると同様に、ユーザが更なる情報のためにクリックすることができ、また、オン
ライン購入可能とするインターネット形式のクリックスルー広告も有している。局地的気
象データのような地域情報を表示するスペースもある。
【０００６】



(3) JP 5207370 B2 2013.6.12

10

20

30

40

50

　集合内のそれぞれのセルは、中継映像、静止画、アニメーション、またはテキストのよ
うな、視覚的対象物によって表される。ユーザがセル間において反転表示を動かすことに
よって、想定される音がもしあれば再生し、アプリケーションについての短い説明あるい
は映像内容を画面に表示する。視覚的対象物は、セルが反転表示されたときにも変化する
。例えば、静止画がアニメーションになったり、停止している映像フレームが中継映像に
なったりする。セルが選択されたとき、アプリケーションまたは映像チャンネルが全画面
表示で実行される。
【０００７】
　一例において、通信ネットワークを介して放送センタに接続された遠隔の端末を含む通
信システムを提供する。その通信システムは、視覚的対象物および内在する様々な異なる
アプリケーションをそれぞれが有する多数のセルにそれぞれ配置表示するために遠隔の端
末に接続された表示画面と、前記多数のセルのうちの１つを選択するためのユーザ入力を
入力する入力デバイスを具備し、前記表示画面に表示されるアプリケーションのうちの権
利付与されたアプリケーションのみアクセス可能とする条件付きアクセスシステムと、前
記条件付きアクセスシステムに、スクランブル信号と暗号化された制御ワードと権利付与
を判断するためのマネージメントメッセージを送信するための送信機と、前記マネージメ
ントメッセージにより権利付与されたと判断されたときだけ前記制御ワードを解読するた
めのスマートカード及び該スマートカードを読み込んで前記条件付きアクセスシステムの
スクランブルを解除するためのスマートカードリーダとを備えたことを特徴としている。
【０００８】
　これらおよび本発明の他の多くの利益は、添付図とともに本発明の具体例が以下に示さ
れたより詳細な説明による注意深い研究によって、より完全に理解され、正しく評価され
るだろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　図１Ａは、ポータル例１００を示す。ポータル１００は、テレビジョンのような画面上
に表示されている。ポータル例１００は、テレビジョンシステム（例えば、デジタルテレ
ビジョンシステム）に提供された様々なサービスへのアクセスを提供し、テレビジョン画
面１０２上には１０４－１から１０４－１２まで行と列とのマトリクス形状に配列された
「セル」を有している。もちろん、本発明は、特定のセルの数に限定されるものではなく
、行と列との配列の変更も同様である。加えて、それぞれのセルが同じサイズである必要
はない。それぞれのセル１０４は、視覚的対象物と内在するアプリケーションとを関連付
ける。より好ましくは、視覚的対象物は、内在するアプリケーションを直ちに認識可能な
表現を提供する。この例として、テレビジョンチャンネルから中継映像の形式にしたり、
ビデオループ（例えば、放送予定のテレビジョンのショーや映画のプレビュー）、静止映
像イメージ、画像、テキスト、またはこれらのいくつかを組み合わせたものである。画像
、テキストまたは静止映像イメージは、所望の場合、ポータルのためのアプリケーション
コードを有している。このアプリケーションコードは、ローカルに記憶可能または命令す
ることによりダウンロード可能である。
【００１０】
　他の例におけるポータルは、（ハードディスクのような）ローカルな記憶装置にアクセ
スされるものであり、特定の個人的ビデオレコーダ（ＰＶＲ）機能のマネージメントを許
容するためのローカルに記憶されたビデオクリップを表示することができる。ハードディ
スクを含むＰＶＲは、カリフォルニアＭｏｕｎｔａｉｎ　ＶｉｅｗのＲｅｐｌａｙ　ＴＶ
，Ｉｎｃ．またはカリフォルニアＡｌｖｉｓｏのＴｉｖｏ，Ｉｎｃ．により利用可能であ
る。例えば、ＰＶＲが記憶された番組に用いられている場合、ポータルは、記憶された番
組からクリップを再生するための設定を行う。クリップが再生されるときの規則は、ポー
タルを実行する端末のハードウェア（例えば、セットトップボックス「ＳＴＢ」）に限定
されてもよい。（ＳＴＢ自体は、ハードディスクにＰＶＲ機能を実装することにより提供
される。）例えば、同時に再生可能なクリップの数は、利用可能な解凍ハードウェアの容
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量によって制限される。このことは、典型的に同時の再生を１または２クリップに制限す
る。この制限を克服するために、１またはそれ以上のセルが記憶された内容のための静止
フレームに表示される。セルが選択された（焦点を得た）とき、選択されたセルに関連付
けられて記憶された番組は、当該セルにおいて再生される。現在選択されているセルが非
選択となったとき（例えば、焦点が他のセルに得られたとき）、現在非選択の記憶された
番組の再生は、停止される。このように、ポータルは、記憶されたＰＶＲの内容へのアク
セスを提供する。加えて、端末は、ボックス上のローカルに閲覧したチャンネルの最近の
Ｎ個の静止フレームについてキャッシュを行い、ポータルのセルに表示するための設定を
行う。
【００１１】
　入力装置（リモートコントローラの方向キーまたはＳＴＢのキーパッドのような）を用
いることにより、ユーザは、セル１０４の１つを選択するためにインジケータ（例えば、
カーソル、反転表示、フレーム等）を位置することができる。セルの該当／非該当の焦点
に従って、テレビジョンスピーカによる音声出力が変更され、アプリケーションまたは番
組説明テキストが現在焦点を得ているセルと一致するように変更される。インジケータが
特定のセルの１つに関連付けられたときに、入力装置の「ＯＫ」または「Ｅｎｔｅｒ」キ
ーを押すことにより、当該セルに内在するアプリケーションが実行される。例えば、１ま
たはそれ以上のセル１０４－１～１０４－１２は、テレビジョンチャンネルにそれぞれ一
致する中継（現在の）映像である視覚的対象物を有している。セルに内在するアプリケー
ションは、全画面でテレビジョンチャンネルを表示する選局アプリケーションである。他
のセルは、ペイ・パー・ビュー、ビデオ・オン・デマンド、双方向スポーツ、双方向スポ
ーツ統計、双方向トークショー、ゲーム、購入、株価情報、音声、その他に関連付けられ
るだろう。
【００１２】
　ポータル１００を提供するアプリケーションは、１０８に示す動的フレームカーソルを
生成する。このカーソルは、リモートコントローラの方向キーを用いて水平または垂直に
動く。好適な入力装置を用いることにより、カーソルは、対角線上に動かすことも可能で
ある。図１Ａのポータル１００において、カーソル１０８は、２列３行に位置するセルを
選択するために移動する。リモートコントローラの「ＯＫ」または「Ｅｎｔｅｒ」キーを
押すことによって、２列３行のセルに内在するアプリケーションが実行される。
【００１３】
　また、ポータル１００は、システムオペレータ確認部１０６、広告部１１０、アプリケ
ーション情報部１１２、および、メッセージ部１１４を有している。システムオペレータ
確認部１０６は、例えば、現実にはテキストおよび／または画像であるシステムオペレー
タ確認データを提供する。広告部１１０は、商品／サービスの広告を表示するのに用いら
れ、例えば、これについても現実にはテキストおよび／または画像である。広告は、すべ
てのユーザ向け、特定のグループユーザ向け、または特定のユーザ向けがあってもよい。
広告部１１０は、フレームカーソル１０８（または、好適なリモートコントローラ上で予
め決められたキー）を用いて「選択可能」であってもよく、広告部の選択は、広告対象の
商品／サービスについてまたは広告対象の商品／サービスの会社についての付加的情報を
提供するためのアプリケーションを実行してもよい。これに代えて、または、これに加え
て、実行されたアプリケーションは、ユーザが広告対象の賞品／サービスを購入すること
ができるように、購入シーケンスを開始することとしてもよい。
【００１４】
アプリケーション情報部１１２は、ユーザにより位置されたフレームカーソル１０８上の
セルに関する情報を表示する。典型的に（といっても常にではないが）、この情報は、現
実にはテキストである。例えば、フレームカーソル１０８がテレビジョンチャンネルに関
連付けられたセル上に位置したとき、アプリケーション情報部１１２は、ネットワークの
名前、当該チャンネルで現在見ることができる番組の番組名、番組の開始／終了時刻、お
よび／または他に類する情報を表示する。フレームカーソル１０８がペイ・パー・ビュー
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番組に関連付けられたセル上に位置したとき、アプリケーション情報部１１２は、ペイ・
パー・ビュー番組である旨の情報または指示を表示する。
【００１５】
　システムオペレータは、ユーザへのメッセージを表示するためにメッセージ部１１４を
用いてもよい。例えば、メッセージ部１１４は、天気情報（例えば、現在の天候、予報、
気象警報等）を表示する。広告部１１０のように、メッセージ部１１４は、フレームカー
ソル１０８または好適なリモートコントローラ上の予め決められたキーを用いて選択可能
であってもよい。メッセージ部１１４が天気情報のために用いられるとき、内在するアプ
リケーションは、さらにより詳細な天気情報（天気図、長期予報、他の都市の天気等）を
得るために実行されることとしてもよい。他の実施例において、メッセージ部１１４は、
スポーツのスコア（例えば、野球、フットボール、バスケットボール）やニュースヘッド
ラインを有してもよい。この場合も、上記選択にしたがって、ユーザがより詳細なスポー
ツまたはニュース情報を得るために、内在するアプリケーションが実行されてもよい。
【００１６】
　ポータル１００は、様々な異なるアプリケーション（例えば、テレビジョンチャンネル
の選局、ペイ・パー・ビューの購入開始、商品／サービスの購入等）が同じ画面から実行
されることを可能にし、これにより、システムオペレータによって提供される多種多様な
サービスに対して単純かつ直感的なアクセスを提供する。音声は、ユーザがセルを選択／
非選択するにしたがって、選択されたセルに一致するように変更される。また、システム
は、セルが「区分」（例えば、特定の列、行、またはページ全体）にグループ分けされる
（例えば、テーマまたはジャンルによって）ことによって、多数のページに対応する。区
分は、特定の広告主に後援されてもよい。このように、例えば、音楽テレビジョンの「区
分」は、レコード会社によって後援されてもよい。これにより、システムオペレータに対
する新たなマーケティングの機会を創出する。
【００１７】
　他のポータル例２００は、図１Ｂに示される。ポータル２００において、３つのアプリ
ケーションセル２０２－１～２０２－３は、テレビジョン画面１０２の左手側に沿って配
置され、映像は、表示ウィンドウ２０４に表示される。ウィンドウ２０４における映像は
、他の映像（例えば、ＰＶＲ、ＤＶＤプレイヤ、またはＶＣＲから）が当然に用いられて
いても、典型的に、特定のテレビジョンチャンネルからの映像である。ここでまた、セル
および表示ウィンドウの特定の位置、およびセルの特定の数は、本発明の範囲を限定する
ものとして解釈するものではない。１またはそれ以上のセル２０２－１～２０２－３は、
ユーザがウィンドウ２０４に表示されるビデオを見ている間にも変更されるという意味で
は動的であってもよい。また、１またはそれ以上のセル２０２－１～２０２－３は、それ
らがウィンドウ２０４に表示される映像の内容に関連するという意味では状況に合わせて
変化してもよい。このように、例えば、セルの１つがウィンドウ２０４に現在表示されて
いる広告において宣伝されている商品／サービスをユーザが購入することのできるアプリ
ケーションに関連付けられていてもよい。このセルは、異なる商品／サービスが番組ウィ
ンドウ２０４において宣伝されたときに変更してもよい。他の例において、セルの１つは
、ウィンドウ２０４で現在表示されているアーティストにより演奏された曲が収められた
コンパクトディスクをユーザが購入することのできるアプリケーションに関連付けられて
いてもよい。他の例において、セルの１つは、ウィンドウ２０４に現在表示されているト
ークショーに登場している作家の本をユーザが購入することのできるアプリケーションに
関連付けられていてもよい。さらに他の例において、セルの１つは、ウィンドウ２０４に
現在プレビューまたはプロンプトされている放送予定の番組についての番組タイマーを設
定するアプリケーションに関連付けられていてもよい。好ましくは、少なくともいくつか
の例についてウィンドウ２０４の内容に関連する表示を行った後、ある時間間隔（例えば
、３０分、１分）で特定のセルに表示する。
【００１８】
　以下でさらに詳細に説明するように、図１Ａおよび図１Ｂのポータルは、遠く離れたヘ
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ッドエンド（放送局）で、ユーザのＳＴＢの近くで、または一部をヘッドエンドかつ一部
をユーザＳＴＢで生成することとしてもよい。
【００１９】
　図２は、図１Ａおよび図１Ｂが実施されるポータルにおけるデジタルテレビジョンシス
テム１０００の例の概略を示すものである。デジタルテレビジョンシステム１０００は、
圧縮されたデジタル信号を伝送するために既知の圧縮技術（例えば、ＭＰＥＧ－２）を用
いる。図２において、ＭＰＥＧ圧縮器１０２０は、ヘッドエンド（放送局）に設置され、
デジタル信号ストリームを受信する。デジタル信号ストリームは、例えば、映像（および
これに対応する音声）信号のストリーム、音声信号（例えば、音楽のための）、およびデ
ータ信号（例えば、制御データ、ユーザデータ等）である。ＭＰＥＧ圧縮器１０２０の出
力は、信号路１０６０を介してマルチプレクサ／スクランブラ１０４０に供給される。マ
ルチプレクサ１０４０は、伝送ストリームを想定し、信号路１１００を介してヘッドエン
ドの送信器１０８０に圧縮されたデジタル信号を送信する。もちろん、信号路は、電気通
信回線を含む多種多様な形式を採用し得る。送信器１０８０は、通信回線１１２０を通じ
て図２にそのうちの１つが示される複数のＳＴＢ１１４０にデジタル信号を送信する。通
信回線１１２０は、デジタル信号がアップリンクを介して衛星中継器に向けて送信される
衛星通信でもよい。ここで、デジタル信号は、電子的に処理され、ダウンリンクを介して
エンドユーザが所有または借りている、従来からある皿型形状の地上受信器に放送される
。他のシステムにおいて、圧縮されたデジタル信号は、光ファイバと同軸ケーブルとのハ
イブリッドシステムのような有線通信システムを通じて送信される。他のデータ送信のた
めの伝送路ももちろん可能であり、地上放送、ケーブル伝送、衛星／ケーブルの混合回線
、電話回線ネットワーク、光ファイバ通信等のようなものでもよい。ＳＴＢ１１４０は、
典型的に、ユーザが所有または借りており、エンドユーザのテレビジョン１１６０に接続
される。ＳＴＢ１１４０は、他のもの同士の間で、圧縮された信号をテレビジョン１１６
０に表示するためのテレビジョン信号にデコードする。また、デコードされた圧縮信号は
、図２の参照番号１１８０において一般的に示される他の装置に提供されてもよい。これ
らの他のデバイスは、例えば、音楽を出力する音声装置、ＶＣＲ、ＰＶＲ、およびコンピ
ュータ装置を含んでもよい。
【００２０】
　多チャンネルシステムにおいて、マルチプレクサ１０４０は、多数の平行ソースから受
信した音声および映像データを処理し、送信器１０８０と相互作用して多数のチャンネル
に沿った情報を放送する。音声および映像データに加えて、メッセージ、アプリケーショ
ン（ソフトウェアプログラム）、ＣＤ品質の音声データ、または、その他のあらゆる形式
のデジタルデータが、送信されたデジタル音声および映像データが混合されたこれらのチ
ャンネルのいくつかまたはすべてに導入されてもよい。ＳＴＢ１１４０によって受信され
る特定の伝送ストリームのために、関連する番組識別子（ＰＩＤ）が決定され、適合する
ＰＩＤの値を有するパケットがフィルタを通過する。番組に一致するＰＩＤにより識別す
ることにより、信号テーブルは、ＭＰＥＧ－２伝送ストリーム内をそれぞれの番組の表示
とともに伝送される。信号テーブルは、パケット化された基本ストリーム（ＰＥＳ）ごと
に分割されて送信され、基本ストリームでは同調しない（すなわち、それらは、独立した
番組制御である）。信号テーブルは、以下を有する。すなわち、
【００２１】
　ＰＡＴ－番組関連付けテーブル（それぞれの番組を表示するＰＩＤのテーブルをリスト
アップする）、
【００２２】
　ＰＭＴ－番組表テーブル（番組に関連付けられたＰＩＤの集合を定義する）、
【００２３】
　ＣＡＴ－秘密アクセステーブル（用いられるスクランブルの形式および秘密アクセスマ
ネージメントおよび資格付与情報を具備する伝送ストリームのＰＩＤの値を定義する）、
【００２４】
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ＮＩＴ－ネットワーク情報テーブル（ＭＰＥＧマルチプレックスを送信するのに用いられ
るベアラネットワークの詳細を含んでいる）、および
【００２５】
　ＤＳＭＣＣ－デジタル記憶メディアコマンドおよび制御（受信器に連絡する）を有する
。
【００２６】
　特定のＰＥＳをデマルチプレックスするために要求されるＰＩＤを識別することは、番
組関連付けテーブルにおいて検索される。これは、マルチプレックス内のすべての番組を
リストアップする。それぞれの番組は、個別の番組特定情報（ＰＳＩ）区分として伝送さ
れた番組表テーブル（ＰＭＴ）に一致するＰＩＤ（それぞれのＰＥＳの１つ）の集合に関
連付けられる。プログラムごとに１つのＰＭＴを有する。また、付加的なテーブルも供給
される。すなわち、
【００２７】
　ＢＡＴ－ブーケ関連付けテーブル（サービスを論理的グループにグループ分けする）、
【００２８】
　ＳＤＴ－サービス表示テーブル（名前およびその他のサービスの詳細を表示する）、
【００２９】
　ＴＤＴ－時刻および日付テーブル（現在の時刻および日付を提供する）、
【００３０】
　ＲＳＴ－実行状態テーブル（プログラム化された送信の状態を提供し、自動のイベント
スイッチングを許容する）、および
【００３１】
　ＥＩＴ－イベント情報テーブル（プログラム化された送信の詳細を提供する）が供給さ
れる。
【００３２】
　条件付きアクセスシステム１２００は、マルチプレクサ１０４０およびＳＴＢ１１４０
に接続され、ヘッドエンドに一部、かつユーザ位置に一部配置される。条件付きアクセス
システム１２００により、ユーザは、権利付与されたサービスのみアクセス可能となる。
一般的に言えば、条件付きアクセスシステム１２００は、スクランブルおよび暗号を用い
て、ヘッドエンドからＳＴＢ１１４０に送信される信号のうち権利付与されていないもの
の受信を妨げる。暗号は、制御ワード（キーワード）を暗号化するのに用いられ、制御ワ
ードは、デスクランブラがスクランブル信号をデスクランブルすることができるためにス
クランブル信号とともに送信される。制御ワードは、権利付与の制御メッセージ（ＥＣＭ
）の機能として暗号化された形式でＳＴＢ１１４０に通信される。ＳＴＢ１１４０におけ
る条件付きアクセスサブシステムは、ＳＴＢに送信される権利付与のマネージメントメッ
セージ（ＥＭＭ）によって決定されたことにしたがって権利付与されたときだけに制御ワ
ードを解読する。条件付きアクセスシステム１２００は、ヘッドエンドに、ＥＣＭおよび
ＥＭＭを暗号化するための暗号化ユニット、および、ユーザ位置に、デスクランブルのた
めの制御ワードを回復させるために、暗号化されたＥＣＭおよびＥＭＭを解読するための
スマートカードを含むこととしてもよい。条件付きアクセスシステム１２００は、Ｓｏｃ
ｉｅｔｅ　Ｅｕｒｏｐｅｅｎｎｅ　ｄｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｅ　ｄ’Ａｃｃｅｓ（ＳＥＣＡ
）、すなわちＣＡＮＡＬ＋およびＢｅｒｔｅｌｓｍａｎｎのジョイントベンチャーにより
設計されたＭｅｄｉａＧｕａｒｄデジタル条件付きアクセスシステムであってもよい。
もちろん、他の条件付きアクセスシステムが用いられてもよく、図２のシステムは、特定
の条件付きアクセスシステムに制限されない。
【００３３】
　双方向システム（通信サーバ）１２２０により、エンドユーザは、様々なアプリケーシ
ョンをバックチャンネル１２４０（例えば、公衆の交換電話ネットワーク、無線電話ネッ
トワーク、インターネット、または、ケーブルモデムに用いられるケーブルシステム自身
）を介して双方向通信させることができる。双方向システム１２２０は、例えば、ユーザ
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が特定のイベントを視聴したり、アプリケーションをダウンロードしたり、購入データを
通信したり、情報のリクエストを行ったり等のための権利付与の要求のために、ヘッドエ
ンドと迅速に通信することを可能にするために用いられる。双方向システム１２２０の構
成は、バックチャンネル１２４０の性質に依存し、好適な送信器、受信器、モデム、およ
び／またはネットワークインターフェイスを有している。
【００３４】
　図３Ａは、ＳＴＢ１１４０の例を示している。ＳＴＢ１１４０は、関連付けされた記憶
要素を具備しかつシリアルインターフェイス２２０からの入力データを受信するために接
続された中央処理器２２０、テレビジョンシステムインターフェイス２２４、任意のモデ
ム２２６（例えば、図２のバックチャンネル１２４０に接続された電気通信会社のモデム
またはＤＡＶＩＣベースのケーブルモデム）、ＳＴＢ１１４０の前面パネル上のスイッチ
接点２２８、および、赤外線リモートコントローラ２３０（赤外線制御ユニット２３２を
介する）を有している。また、入力は、任意の赤外線キーボード（図示せず）から受信さ
れる。また、他のインターフェイス（パラレルインターフェイス、ユニバーサルシリアル
バス、Ｓ映像、ファイヤワイヤ等）も供給される。ＳＴＢ１１４０はまた、申し込みスマ
ートカード２３６を読み込むために接続されるスマートカードリーダ２３４を処理する。
クレジットカード、銀行カード、デビットカードおよびそのようなカードを読み込むため
のその他のカードリーダ（図示せず）もまた、供給可能である。スマートカードリーダ２
３４は、挿入された申し込みスマートカード２３６に連動し、条件付きアクセスユニット
２３８に連動して、暗号化された放送信号をデスクランブルするために必要な制御ワード
をデマルチプレクサ／デスクランブラ２４０に提供する。
【００３５】
　また、ＳＴＢ１１４０は、チューナ２４２および復調装置２４４（例えば、２５６ＱＡ
Ｍ復調装置）を有し、ユニット２４０によってフィルタを通過し、出マルチプレクサされ
た受信した送信信号を受信し、復調する。好ましくは、チューナ２４２が現実に多くのＭ
ＰＥＧチューナである。
【００３６】
中央処理器２２０は、例えば、５０ＭＨｚまたはそれ以上で実行するマイクロプロセッサ
であってもよい。ＳＴＢ１１４０のメモリは、ＥＥＰＲＯＭ、ホストＲＡＭ、ソフトウェ
アおよびデータのためのフラッシュメモリ、ＭＰＥＧ　ＲＡＭおよび画像ＲＡＭを有する
ものでもよい。中央処理器２２０は、一般的に、ＳＴＢ１１４０内のデータの処理を行う
。受信した音声および映像信号の場合、これらの信号を有するＭＰＥＧパケットは、デマ
ルチプレックスおよびフィルタ掛けが行われ、音声および映像処理器（デコーダ）２４６
，２４８に提供するための音声および映像データのパケット化された基本ストリーム（Ｐ
ＥＳ）の形式で音声および映像データがリアルタイムで通過する。音声処理器２４６から
の変換された出力は、プリアンプ２５０を通過し、その後、ＳＴＢ１１４０の音声出力を
通過する。映像処理器２４８からの変換された出力は、画像処理器２５２およびエンコー
ダ２５４（例えば、ＮＴＳＣ、ＰＡＬまたはＳＥＣＡＭ）を経てＳＴＢ１１４０の映像出
力を通過する。
【００３７】
　画像処理器２５２は、好ましくは、テキストや他のイメージと一緒に動画を混合する画
面表示を生成するために設計される。とりわけ、画像処理器２５２は、４つのレイヤ、す
なわち、静止レイヤ、動画レイヤ、画像レイヤおよびカーソルレイヤ、を混合することが
できる。画像処理器２５２は、付加的に、中央処理器２２０からの（生成したイメージ等
の）表示を行うための画像データを受信し、画面表示を生成するために映像デコーダ２４
８から受信した情報とともに、この情報を混合することができる。
【００３８】
　図３Ｂは、ＳＴＢ１１４０の例におけるデータフローを示している。ＳＴＢ１１４０は
、ヘッドエンドからのＭＰＥＧ－２データストリームを受信し、それをデマルチプレック
スすることにより、暗号化されたＥＣＭスクランブル番組を有する１のストリームおよび
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暗号化されたＥＭＭを有する他のストリームを得る。番組がスクランブルされていない場
合、ＳＴＢ１１４０は、プログラムを解凍し、デジタル信号を通常のＴＶ信号、データス
トリーム、または放送されるデータの種類にしたがった他の形式のフローに変換する。番
組がスクランブルされている場合、ＳＴＢ１１４０は、ＭＰＥＧ－２ストリームからこの
番組に一致するＥＣＭを解凍し、スマートカード２３６に提供する。スマートカード２３
６は、ＥＣＭを解読し、関連付けられたプログラムにアクセスするために、それが正しい
権利を有しているかどうか（例えば、アクセス権テーブルを参照して）を決定する。もし
、有していなければ、否定状態としてＳＴＢ１１４０に伝えられ、本番組は、デスクラン
ブルできない旨が表示される。スマートカード２３６が正しい権利を有している場合、Ｅ
ＣＭは、解読され、制御ワードは、デスクランブラに伝えられる。このとき、デスクラン
ブラは、制御ワードを用いて番組をデスクランブルする。ストリームは、解凍され、通常
のＴＶ信号、データストリームまたは他の種類のフローに変換される。
【００３９】
　ハードウェア構築に関して、ＳＴＢは、処理回路（例えば、マイクロプロセッサ、アプ
リケーション特定集積回路、プログラマブル論理アレイおよび／またはそのようなもの）
、上述のＲＯＭ、ＲＡＭおよびフラッシュメモリのようなメモリ要素を備える。ＳＴＢの
ソフトウェア構築は全体として既存のＳＴＢに適用されるものに一致しており、より詳し
くはここでは述べない。それは、例えば、インターフェイスレイヤを介して、デコーダの
ハードウェア構成において実施されるより下層の命令システムを双方向化するバーチャル
マシンに基づいてもよい。ソフトウェア構築は、Ｃａｎａｌ＋から利用できるＭｅｄｉａ
Ｈｉｇｈｗａｙソフトウェア構築であってもよい。このソフトウェア構築の一実施例は、
図３Ｃに一般的に示され、アプリケーションレイヤ３００、ＪＡＶＡ（登録商標）言語に
基づくバーチャルマシンレイヤ３０２、デバイスマネージャレイヤ３０４およびハードウ
ェアレイヤ３０６を有する。バーチャルマシンレイヤ３０２は、アプリケーションレイヤ
３００に収められる双方向アプリケーションを解釈するために用いられるソフトウェアを
有している。
【００４０】
　中央処理器２２０は、ＳＴＢ１１４０の機能を定義する多数のアプリケーションを実行
させるのに適用される。ＳＴＢ１１４０に導入されたアプリケーションは、例えば、マシ
ンのより高いレベルの機能についての制御を許可されたマシンに導入されたコード区分に
一致する。アプリケーションは、ＳＴＢ１１４０のメモリ（例えば、ＲＯＭまたはフラッ
シュメモリ）に記憶された常駐のアプリケーションであってもよいし、アプリケーション
が放送であっても、シリアルインターフェイス２２２、ケーブルインターフェイス２２４
、カードリーダ２３４等のようなＳＴＢ１１４０のインターフェイスを介してダウンロー
ドまたはアップロードしたものであってもよい。アプリケーションは、ナビゲーションツ
ール、チャンネル選局（アナログおよびデジタルサービスの）、番組ガイドアプリケーシ
ョン、ゲーム、ペイ・パー・ビューアプリケーション、スリープタイマ、ＳＴＢ診断、緊
急警報メッセージ、双方向サービス、テレショッピングアプリケーション、これらと同様
にデコーダへ迅速に起動の命令を行う開始アプリケーション、およびＳＴＢを構成するた
めのアプリケーションを有することができる。アプリケーションは、ＳＴＢ１１４０のメ
モリ位置に記憶され、画像対象表示ファイル、ユニットファイル、可変ブロックファイル
、指示シーケンスファイル、アプリケーションファイル、データファイル等が含まれるリ
ソースファイルとして表示される。
【００４１】
　従来からあるが、放送網を介してＳＴＢ１１４０にダウンロードされたアプリケーショ
ンは、モジュールに分割され、それぞれのモジュールは、１またはそれ以上のＭＰＥＧテ
ーブルに一致する。それぞれのＭＰＥＧテーブルは、多数の区分に分割されてもよい。こ
の場合、データ送信もシリアル（またはパラレルまたはＵＳＢ）ポートを介して行われ、
モジュールは、同様にテーブルおよび区分に分割され、区分のサイズは、用いられるチャ
ンネルに依存する。放送伝送の場合において、モジュールは、それぞれの形式のデータス
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トリーム、例えば、映像データストリーム、音声データストリーム、テキストデータスト
リーム内のデータパケットの形式で伝送される。一般的に言われているように、送信範囲
内にそれぞれのストリーム（多くのパケットを有する）に対してＰＩＤがある。例えば、
音声ストリームは、同じＰＩＤをすべて有する多くのパケットを有する。ＰＩＤは、ＳＴ
Ｂが与えられたストリームを識別する方法である。
【００４２】
　デジタル放送システムにおいて、情報は、固定され予め決められた情報量の複数の周波
数チャンネル上で伝送される。複数の音声および／または映像データストリームは、単一
の周波数チャンネル内に収められてもよい。例えば、１つの映像ストリームは、複数の音
声ストリームに関連付けられ、多数の言語で番組をダビングするだろう。これに代えてま
たはこれに加えて、多数の映像ストリームは、周波数チャンネルに関連付けられたパケッ
トストリームに収められ、例えば、同じスポーツイベントを異なるカメラポジションから
見せることとしてもよい。これらの異なる音声および映像ストリームは、同じ周波数チャ
ンネルで放送され、ユーザは、本当にチャンネルが変化したのと同じように当該周波数チ
ャンネル内で音声／映像ストリームが変化することに気付くだろう。
【００４３】
　従来の視聴覚番組情報に加えて、他のデータは、周波数チャンネル内を運ばれてもよい
。例えば、このデータは、最新の番組一覧表等に関連付けられたメニュー表示情報を含ん
でいてもよい。そのようなデータのＰＩＤの値も、ＰＭＴテーブルを利用できるかもしれ
ない。一実施例において、ＳＴＢ１１４０は、１またはそれ以上のアナログＮＴＳＣテレ
ビジョン番組、ＡＣ－３音声番組とともにＭＰＥＧ－２エンコードされた映像、ＡＣ－３
音声番組とともに暗号化されたＭＰＥＧ－２エンコードされた映像（例えば、予約および
ペイ・パー・ビュー番組）、およびＡＣ－３音声のみの内容の番組を受信する。
【００４４】
　図３Ｄは、ＳＴＢ１１４０に使用可能なリモートコントローラ２３０を例示する。リモ
ートコントローラ２３０は、ニューメリックキーパッド３２０、チャンネルアップ／ダウ
ンキー３２２ａ，３２２ｂ、音量アップ／ダウンキー３２４ａ，３２４ｂ、カーソル移動
キー３２６ａ，３２６ｂ，３２６ｃ，３２６ｄ、ページアップ／ダウンキー３２８ａ，３
２８ｂ、および、「ＯＫ」キー３３０を備えている。好みのチャンネル、最新履歴リコー
ル、ミュートオン／オフ、およびそのようなもののための様々な他のキーがよく知られる
ように設けられてもよい。もちろん、図３Ｄに示されるリモートコントローラの構成は、
例示のために提示されたものであり、これに限られず、本発明は、いずれの特定の形式の
リモートコントローラにも限定されるものではない。
【００４５】
　図１Ａおよび図１Ｂを参照して、例示的にデジタルテレビジョンシステムにおいて申し
込まれたサービスは、ポータルの利用についてアクセス可能である。ユーザがポータルに
アクセスするためのコマンドを入力する（例えば、リモートコントローラ２３０を用いる
）と、ＳＴＢ１１４０は、ポータルに関連付けられた周波数チャンネルに変更し、図１Ａ
や図１Ｂで示されるようなポータルが表示される。例えば、図１Ａのポータル１００は、
特定のチャンネル上で放送され、この特定チャンネルに一致するニューメリカルボタンが
リモートコントローラ２３０上で押下されたとき、ＳＴＢ１１４０は、ポータルを表示す
るためのチャンネルに選局する。図１Ｂのポータル２００もまた、特定のチャンネルで放
送される。システムオペレータは、そのようなチャンネルを「拡張された」または「貴重
な」機能として提供される。購買ネットワークは、例えば、製品をユーザに購入させる過
程を容易にするために、図１Ｂのポータル２００を広告宣伝に用いる。購買ネットワーク
の「ポータル誇張」バージョンは、第１チャンネル（例えば、チャンネル１５）に利用さ
れるかもしれず、一方、購買ネットワークの拡張のない（すなわち、通常の）バージョン
は、第２チャンネル（例えば、チャンネル１６）に利用されるかもしれない。
【００４６】
　図１Ａおよび図１Ｂに示されるポータルは、２つまたはそれ以上のページを有していて
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もよい。それぞれのページは、その保有するチャンネルに一致してもよいし、または、１
ページ以上が１つのチャンネルに一致してもよい。これは、以下により詳細に記述された
マネージメントされた個人的ポータル構成テーブルである。
【００４７】
　図４Ａは、複数のチャンネルについて音声および映像を含むポータルを生成するための
ヘッドエンドの構成を示している。複数の番組のための（例えば、衛星から受信した）信
号は、エンコードし、適正に、番組を暗号化するために映像処理装置に供給される。３つ
の番組１，２，３が図４Ａに示されるが、本発明は、特定の数のいずれにも限定されるも
のではない。映像処理装置は、図４ＡにおいてＭＰＥＧ－２ネットワーク４００として示
される。ＭＰＥＧエンコードおよびデジタルデータストリームを暗号化するための回路は
、よく知られており、ここでは述べない。また、番組の映像部は、１またはそれ以上の表
示画面内で映像信号についてサイズの再変更および位置の再決定を行い、混合器４０２に
接続される。混合器４０２は、１またはそれ以上のＭＰＥＧ－２番組として映像／音声エ
ンコーダ４０４およびＭＰＥＧ－２ネットワーク４００に接続される。好ましくは、背景
画マスクは、混合された画面に含まれる。これにより、オペレータは、外観や感触を容易
に再構成することができ、背景画を含む必要がなくなるため、ダウンロードされたポータ
ルインターフェイスアプリケーションのサイズを縮小することができる。また、全画面ポ
ータルインターフェイス画面が選局されて表示される、というより、画像処理器２４２を
用いて選局および画像描写により表示されるため、ポータルインターフェイスの起動速度
を増大させる。番組の音声部は、映像／音声エンコーダ４０４およびＭＰＥＧ－２ネット
ワーク４００に接続される。
【００４８】
　等しい番組計時基準（ＰＣＲ）は、混合された映像およびすべての関連付けられた音声
信号に用いられる。これにより、再生中に映像と音声とを同期させることができる。また
、図４Ａに示されるように、ポータル画面の番組の音声信号は、複製される。すなわち、
音声ストリームは、全画面番組およびＭＰＥＧ－２ポータル番組を包含している。これに
より、ポータルは、異なる伝送路上のチャンネルについて音声を発することができる。と
いうのは、例えば、１つのチューナのＳＴＢは、伝送路Ｘ上のポータル映像番組および伝
送路Ｙ上の反転表示された番組の音声を同時に同調することができないからである。この
ように、音声信号は、ポータル伝送路で複製される。また、ポータルは、アナログチャン
ネルが個々にデコード可能なＭＰＥＧ音声ストリームを有していないため、アナログチャ
ンネルを表示することもできる。
【００４９】
　他のデータは、ポータルコンピュータ４０６によってＭＰＥＧネットワーク４００に導
入されてもよい。図４Ａは、ポータルコンピュータ４０６を単一のコンピュータとして示
しているが、ポータルコンピュータは、実際には、２またはそれ以上のスタンドアローン
またはネットワーク化されたコンピュータにより構成されてもよい。この複製されたデー
タは、視覚的対象物を含み、テレビジョンチャンネルに関連付けられたセル以外のセルに
関連付けられる。ポータルコンピュータ４０６はまた、集合要素の設定に関するポータル
設定データを生成する。設定データは、データをＭＰＥＧテーブル区分に変換し、ＭＰＥ
Ｇストリーム内で固有のテーブルとして放送する画像編集ツールによって生成される。設
定データは、典型的に、集合ページの数、それぞれの集合内におけるそれぞれの画面要素
のサイズおよび位置、フレームカーソルの所望のサイズおよびカーソル移動の制限の記述
が含まれる。この情報は、ＳＴＢ１１４０のアプリケーションを正しい位置にフレームカ
ーソルを動かすことを可能にするために用いられる。加えて、設定データは、ポータルに
おけるそれぞれのチャンネルの位置（ページ番号および座標）および集合したポータル番
組における関連付けられた音声録音帯のＰＩＤを含んでいる。また、ＳＴＢ１１４０のア
プリケーションによって所望のチャンネルに直接的に変更可能にするために、設定データ
は、与えられたセルに関連付けられたチャンネルの詳細（例えば、ＤＶＢトリプレット－
ネットワークＩＤ、伝送ＩＤ、番組番号）を有するべきである。選局指示以外のアプリケ
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ーションを実行するセルについて、設定データは、ＳＴＢ１１４０が関連付けられたアプ
リケーションが実行するのに十分な情報を有しているべきである。上述のＭｅｄｉａＨｉ
ｇｈｗａｙプラットフォームでアプリケーションを実行する場合、固有のアプリケーショ
ンＩＤを有している。ダウンロードされたアプリケーションについて、このＩＤは、アプ
リケーション情報テーブル－ＡＩＴ（ＤＶＢテーブル）である。ＡＩＴは、ＤＳＭＣＣデ
ータカルーセル内でダウンロードされたアプリケーションの場所を記述する。常駐のアプ
リケーションについて、アプリケーションＩＤのリストは、ミドルウェアイメージの固有
のテーブルに記憶される。
【００５０】
　また、ユーザがポータルを介してアクセス禁止チャンネルを視聴するのを防ぐための命
令を実行するために、番組アクセス詳細（ペイ・パー・ビュー、予約番組等）が、設定デ
ータに含まれてもよい。設定データは、番組へのコマーシャルオファーを含み、ＳＴＢ１
１４０は、アクセスが正当かどうか決定することができる。このアクセス情報が設定デー
タに含まれていない場合、ＳＴＢ１１４０は、標準テーブルからのＣＡＳデータを読むた
めに、選択された番組を包含する伝送路に同調しなければならない。画像マスクは、ユー
ザがアクセス権を持っていないチャンネルを遮るために表示される。これは、チャンネル
全体をユーザに対してロックすることができることによるものであり、ユーザがチャンネ
ルまたはイベントに加入していないなら、当該イベントは、定格の過度に設定された道徳
性のフィルタを有することとなる。これらのマスクは、イベント移行が生じるたびに、自
動的に更新される。加えて、設定データは、それぞれのポータルページＰＩＤの値および
（必要なら）単一のチャンネルにおける多数のページ間でポータルがナビゲートすること
ができるために、当該ポータルページに関連付けられた規定のヘッダメッセージを含む。
【００５１】
　一実施例において、図４Ａの構築は、図１Ａに示されるすべてのポータルまたは図１Ｂ
に示されるすべてのポータルを生成するのに用いられる。すなわち、図４Ａの構成は、セ
ル、それらの視覚的対象物、それらに内在するアプリケーションおよびテレビジョン画面
上のポータルの表示を制御するための設定データを生成するのに用いられてもよい。
【００５２】
　他の実施例において、ポータルは、図４Ａの要素を用いてヘッドエンドで生成された要
素およびＳＴＢ１１４０の位置でローカルに生成された要素のいずれをも有していてもよ
い。この実施例は、図４Ｂを用いて説明され、ポータル１００，２００が、例えば、映像
セル、ＨＴＭＬセル、およびアプリケーションセルによって構成されるべく表されている
。これらのセル、視覚的対象物および内在するアプリケーションは、集合番組、記憶コン
テンツ、およびデータ（例えば、ＨＴＭＬコンテンツ）およびＳＴＢ１１４０の一部また
は組み合わされた（ハードディスク、光ディスク、半導体メモリ等のような）ローカルな
記憶装置４２０からのＰＶＲコンテンツ、画像、およびアニメーションローカルなコンテ
ンツのようなヘッドエンドの内容の結合として生成されてもよい。このように、例えば、
図１Ｂに関して、セル２０２－１、セル２０２－２、ウィンドウ２０４の映像、および、
これらのセルおよび映像を設定するための設定データは、ヘッドエンドで生成されてもよ
い。セル２０２－３は、記憶装置４２０に記憶されたデータから生成され、ヘッドエンド
から送信されるポータル部を画像処理器２５２に「加えられて」もよい。この配置は、特
定のユーザが優先的に参加することができるより個人化されたポータルの可能性を提供す
る。このように、セル２０２－３は、ユーザによる入力を優先とするかＳＴＢ１１４０上
で実行するアプリケーションにより決定された順を優先とするかのいずれかに基づくこと
としてもよい。例えば、スポーツエンスージアストは、特定のスポーツまたは特定のチー
ムのいずれかについて、最新のスポーツスコアを提供するアプリケーションが常に実行可
能であって欲しいかもしれない。このように、ユーザは、例えば、リモコン２３０を用い
て、ＳＴＢ１１４０がそのような能力を供給するセル２０２－３のようなセルを供給した
ことについての情報を入力してもよい。セル２０２－３を供給するために必要な視覚的対
象物、アプリケーションコード、および設定データは、ＳＴＢのメモリに予め記憶されて
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いてもよいし、ＳＴＢからシリアルインターフェイス２２２、スマートカード２３６また
はインターフェイス２２４で受信したヘッドエンドからのデータストリームを介して供給
されてもよい。「ローカルに」生成したコンテンツのための他の使用は、上述のＰＶＲナ
ビゲータを含む。この場合、セルは、ローカルな音声／映像コンテンツを表示し、ポータ
ルは、もしくはポータルの一部は、ローカルに構築される。
【００５３】
　ＳＴＢ１１４０が受信するデータに基づいてポータル全体をローカルに生成することも
当然に可能である。しかし、これは、あまりに「資源集中」であり、典型的にシステムの
性能は低下する。それにも関わらず、中央処理器２２０がシステム性能が低下せず（また
は少なくともごく微小であり）、十分な処理能力を有するなら、ポータルは、ＳＴＢ１１
４０によって生成されてもよい。
【００５４】
　上述のように、セルは、動的かつ状況に敏感である。例えば、ポータルコンピュータ４
０６は、番組１，２，３，…に関連付けられた番組情報を解析し、放送される番組の何ら
かの特徴に基づいてポータルの映像信号を編成するために設定されてもよい。一例として
、当該特徴は、放送される番組のテーマまたはジャンル（例えば、スポーツ、映画、トー
クショー、子供、ニュースショー、コメディ、ドラマ等）であってもよい。この場合、ポ
ータルは、セルの所定ページまたは所定の区分が特定のテーマを有する番組および／また
はアプリケーションに関連付けられるように、配列されてもよい。図５Ａは、セルがスポ
ーツ番組を提供するチャンネル（例えば、チャンネルＫＩＮＴの野球、チャンネルＫＤＢ
Ｃのフットボール、ＧＯＬＦチャンネルのゴルフ、およびスポーツネットワークのＥＳＰ
Ｎ）およびスポーツに関連するアプリケーション（例えば、スコア、統計）と関連付けら
れている第１ページおよびセルが映画を見せるチャンネル（例えば、ＨＢＯの風と共に去
りぬ、Ｓｈｏｗｔｉｍｅのオズの魔法使い、Ｄｉｓｎｅｙのリトルマーメイド、およびＣ
ＢＳのロッキー）および映画に関連するアプリケーション（例えば、ビデオ・オン・デマ
ンド）と関連付けられている第２ページを有するポータル５５０の例を示している。矢符
５５２は、ユーザがページ１とページ２との間を行き来することを許容している。図５Ｂ
は、セルがスポーツ番組を提供するチャンネルおよびスポーツに関連するアプリケーショ
ンに関連付けられている第１区分（区分１）およびセルが映画を見せるチャンネルおよび
映画に関連するアプリケーションに関連付けられている第２区分（区分２）があるページ
を有するポータル５７０の例を示している。
【００５５】
　所定のチャンネルは、スポーツ番組を所定の時間（例えば、土曜日の午後のフットボー
ル、月曜日の夜のフットボール）に提供するだけなので、ポータル５５０，５７０は、チ
ャンネルの番組内容が時間の経過により変化するごとに、動的に再編成される。例えば、
ポータルがスポーツページを有する場合、このページは、５時にＡＢＣ，ＦＯＸ，ＥＳＰ
ＮおよびＧｏｌｆチャンネルを有しており、６時にＣＢＳ，ＦＯＸ－ＡＬＴＥＲＮＡＴＥ
，ＥＳＰＮおよびＧｏｌｆチャンネルを有しているだろう。このように、イベントの伝送
が生じるたびに、スポーツページに含まれるチャンネルが同じように変化する。これは、
番組情報を継続的に解析し、番組情報に基づいた適正なポータル設定情報を生成し、そし
て、映像混合器４０２へ適正な番組配列の道順を定めるヘッドエンドの装置を制御（例え
ば、図４Ａに示されるスイッチによって）し、および／または、特定の法則で道順付けら
れた番組の配列を行うために映像混合器４０２を制御するためにヘッドエンドのポータル
コンピュータ４０６を設定することによって実現可能である。
【００５６】
　ポータルのセルは、特定期間に生成されるかもしれない。例えば、図１Ｂのポータル２
００において、ウィンドウ２０４は、本の作家が登場するトークショーが示されているだ
ろう。セル２０２－１～２０２－３の１つは、ユーザが本を買うことができるアプリケー
ションに関連付けられてもよい。この場合、ヘッドエンドポータルコンピュータ４０６は
、本の購入セルがトークショーを行っている間またはトークショーに作家がいる間のいず
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れかの期間、ポータル２００に生成されるようにポータル設定情報を生成してもよい。
【００５７】
　ヘッドエンドで生成されたセルの場合、動的かつ状況に敏感な特徴は、図４に示される
要素を用いて供給されるだろう。ＳＴＢ１１４０によってローカルに生成されたセルの場
合、ヘッドエンドから送信されたポータル部に加えられた特定のセルは、時間または状況
に依存して変更されるだろう。
【００５８】
　ポータルは、図５Ｃに示されるような、いわゆる映像集合として実施されてもよい。映
像集合は、映像的なＳＴＢアプリケーションおよび必要な制御情報を生成するためのヘッ
ドエンドアプリケーションを有する。核となる特徴は、以下を包含する。すなわち、
【００５９】
　システム内で映像チャンネルを表示する多数の中継（現在の）映像セルを持つ１または
それ以上のページを表示すること、
【００６０】
　選択されたセルにおいて反転表示カーソルを表示すること、
【００６１】
　ユーザがリモコン２３０を用いて、セルとページとの間をナビゲートできること、
【００６２】
　ユーザがセルを反転表示させたとき関連付けられた音声に同調すること、
【００６３】
　ユーザがセルを反転表示させたときテキストの番組情報を更新すること、
【００６４】
　ユーザ設定された親の制限項目によりロックされている、ユーザ設定された道徳上の基
準を超える番組を有している、またはユーザが予約していない内容を含むチャンネルに一
致するセル上に画像マスクを表示すること、
【００６５】
　ユーザがセルを選択したとき、関連付けられる全画面番組に選局すること、
【００６６】
　システムオペレータが、ヘッドエンドからの集合設定テーブルを生成および放送可能と
することである。このテーブルは、１ページにセルがいくつあるか、ページ数、画面上の
セルの位置、変転表示イメージ、それぞれのセルに関連付けられたプログラム、広告情報
等をカスタマイズする。
【００６７】
　図５Ｃのポータルについて、混合映像ストリームおよびすべての音声ストリームは、上
述した共通の計時基準を共通に持つ単一のＭＰＥＧ－２番組に伝達される。音声ストリー
ムは、複製されて全画面番組とポータルインターフェイス番組となる。これにより、ポー
タルは、さらに上述したように、異なる伝送ストリームで実行される番組の音声に同調す
ることができる。
【００６８】
　図４Ａに関して上述するように、番組内容の収入は、全画面番組の放送中に標準的な伝
送構造に通じている。加えて、集合に収められたそれぞれの番組についてのベースバンド
映像は、ヘッドエンドの混合生成器に送信される。この装置は、ＭＰＥＧエンコードされ
ている混合されたセルに収められるベースバンド映像ストリームを生成する。また、音声
は、ＭＰＥＧ（またはＡＣ－３）音声エンコーダに複製される。音声および映像ＭＰＥＧ
－２ストリームの結果として、単一の番組に結合され、１つのネットワーク伝送ストリー
ムにマルチプレックスされる。
【００６９】
　集合を設定するためのすべての制御データは、画像ユーザインターフェイス（ＧＵＩ）
を介してポータルコンピュータに入力される。このＧＵＩは、例えば、ウィンドウズ（登
録商標）ＮＴマシン（例えば、ヘッドエンドポータルコンピュータ）上で実行するＣａｎ
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ａｌ＋によって開発されたＭｏｓａｉｃ　Ｅｄｉｔｏｒアプリケーションであってもよい
。ポータルコンピュータは、ＭＰＥＧ－２固有の集合テーブルを生成し、混合プログラム
に沿ってＭＰＥＧ伝送路に導入する。
【００７０】
　ロックされ、遮られ、または権利付与されないチャンネルにおけるすべての情報は、Ｓ
ＴＢ上にローカルに収められており、ＡＰＩを介して検索される。それぞれのチャンネル
のコマーシャルオファー（チャンネルに誰が権利付与されるか決定する）は、固有の集合
テーブルに収められている。ローカルのアプリケーションは、このデータを処理し、セル
がそれぞれの加入者について遮られるかを決定する。
【００７１】
　図５Ｃのポータル例は、映像チャンネルを見たり、双方向アプリケーションを実行した
り、記憶された内容をローカルまたは遠隔にインターフェイスしたりするための一般的な
ポータルに拡張されてもよい。これは、ユーザがシステム内の異なる特徴をナビゲートす
ることができることにより、ユーザのホームベースとなるだろう。この一般的なポータル
のキーとなる特徴は、以下を有している。
【００７２】
　すべての映像集合の特徴は、上述したものであることである、
【００７３】
　ポータルインターフェイス内の内容についてオペレータが設定可能な結合を表示するこ
とである。与えられたページは、中継映像セルの混合番組を完全に有する表示してもよく
、混合番組は、ローカルに表示された内容を結合したいくつかの中継映像を有するもので
あり、または、ページがローカルに集められた内容を完全に有するものである。それぞれ
のセルについての番組の選択、および、セルおよびページのレイアウトは、オペレータに
よって上述したＭｏｓａｉｃ　Ｅｄｉｔｏｒツールを用いて、いつでも制御され、変更可
能である、
【００７４】
　ローカルに集められた内容は、アプリケーション画像、個人のビデオレコーダ（ＰＶＤ
）のようにローカルに記憶された内容、ＶＯＤのようなヘッドエンドのサーバからの内容
、インターネットコンテンツ等を含んでもよいことである。基本的に、いずれの内容も動
的に得られ、混合番組が生成されたヘッドエンドに収められない。ポータルは、記憶され
た内容（ＰＶＲ等）をナビゲートするのに用いられてもよい。例えば、ポータルは、それ
ぞれのセルが記憶された項目を表示するＰＶＲ番組に供給されてもよい。セルは、画像ま
たは記憶されたファイルからの静止フレームによって表されてもよい。セルが反転表示さ
れたとき、記憶された映像が再生され、記憶の長さ、品質水準、番組概要等のような状態
情報が表示される、
【００７５】
　セルが選択されたとき、双方向アプリケーションを実行することである、
【００７６】
　ビデオ・オン・デマンド（ＶＯＤ）ナビゲータ、電子番組案内（ＥＰＧ）、または「ゲ
ームルーム」のようなサブポータルを実行することである、
【００７７】
　ポータル上の双方向広告を表示することである。これらの広告は、オペレータの設定可
能期間にサイクル可能であり、ユーザによりさらなる詳細を得るためまたはオンライン購
入を開始するために選択される（インターネットのクリックスルー広告に似ている）だろ
う。当該広告は、ポータルに対して開かれており、反転表示されたセルに基づいて変更さ
れてもよい、
【００７８】
　ユーザがセルについての予定番組情報を見ることができるものである。例えば、セルが
反転表示されたとき、ユーザは、該当チャンネルの向こうＮ時間のテキスト番組情報を有
するオーバーレイ表示するために、リモコン上のキーを押下することができる。このオー
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バーレイは、リマインダタイマまたはＶＣＲ／ＰＶＲトリガのような標準のＥＰＧナビゲ
ーションの特徴を有しているものである、
【００７９】
　ポータル画面の範囲内でオペレータ設定可能情報（例えば、局地天気予報、オペレータ
メッセージ、またはブランドキャンペーン）を表示することである、
【００８０】
　これらの新しい特徴を設定するために、Ｍｏｓａｉｃ　Ｅｄｉｔｏｒを拡張するもので
ある、
【００８１】
　放送内容に基づいてポータルを動的に設定するためにヘッドエンドポータルコンピュー
タを拡張するものである。例えば、オペレータは、スポーツ番組が現在放送されているす
べてのチャンネルを見せる「スポーツ」ページを設定可能である。イベントの移行が生じ
ると、そのページに収められているチャンネルも同様に変更される。これは、番組情報を
解析し、適正なポータル設定情報を生成し、映像混合器に適正な番組を進行させるための
音声／映像ルーチン装置（例えば、図４Ａのスイッチ）を制御するために、ヘッドエンド
ポータルコンピュータを設定することによって実行され得るものである。
【００８２】
　図５Ｄは、映像チャンネルを見るため、双方向アプリケーションを実行するため、およ
びローカルまたは遠隔の記憶内容に対してインターフェイスするための、ポータルの特定
の例を示すものである。この例は、限定するためではなく、例示の目的で提供されるもの
であり、本発明は、本例のポータルの特定の配列または特徴に限定されるものではない。
ポータル５００は、３列４行のマトリクス配列により、セル５０１－１～５０１－１２の
１２のセルにより集合を形成している。フレームカーソル５０４は、「ＣＮＢＣ」のセル
５０２－２に位置している。ポータル５００におけるセルの例は、以下のセルを含む。す
なわち、
【００８３】
　番組を見るためのテレビジョンチャンネルの選局（すなわち、セル５０２－１，５０２
－２，５０２－４，５０２－６，５０２－７，５０２－８，５０２－９，５０２－１１）
、
【００８４】
ビデオ・オン・デマンド（すなわち、セル５０２－１０）、
【００８５】
　ＣＤ購入（すなわち、セル５０２－１０）、
【００８６】
　ゲーム（セル５０２－１２）、および
【００８７】
　株価表示（セル５０２－５）を含んでいる。
【００８８】
　セル５０２－１～５０２－１２のそれぞれは、内在するアプリケーションを表すために
、視覚的対象物（例えば、映像、静止イメージ、および／または画像）を有している。例
えば、テレビジョンチャンネルの場合、セルは、そのチャンネルの現在の映像を表示する
。例えば、ビデオ・オン・デマンドには、ムービークリップや最新映画の音声広告による
客引き映像でもよい。ＣＤ購入セルには、ミュージックビデオが表示されてもよい。ゲー
ムセルには、ゲームチケットの静止画が表示され、株価表示セルには、株価表示映像が表
示される。ユーザがセル間を移動するにつれて、関連付けられた音声が発せられ、一致す
るアプリケーションについての短い記述が画面の左下角に表示される。特定のセルが選択
（例えば、リモコン２３０のＯＫキー３３０を押下することによって）されたとき、内在
するアプリケーションは、全画面で実行される。
【００８９】
　また、ポータル５００は、システムオペレータ認識部５０６、広告部５０８、アプリケ
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ーション情報部５１０、およびメッセージ部５１２を有する。システムオペレータ認識部
５０６は、システムオペレータに対してシステム認識情報をテキストおよび／または画像
により表示する機会を提供する。広告部５０８は、フレームカーソル５０４を用いて「選
択可能」であり、「クリックスルー」広告を提供する。クリックスルー広告により、ユー
ザは、商品／サービスの付加的な情報を得ることおよび／または商品／サービスを「オン
ライン」購入することができる。ポータル５００に表示される広告は、期間ごと（例えば
、３０秒ごと、１分ごと等）に変化してもよい。１つの特定の実施例において、クリック
スルー広告は、高級ケーブルサービス、ＰＰＶイベント、ピザ等のような単純な衝動買い
のために設計される。より複雑な、コンパクトディスク購入のような、カタログベースの
商品／サービスは、１またはそれ以上のセルを割り当ててもたらされる方がよい。
【００９０】
　アプリケーション情報部５１０は、フレームカーソル５０４を用いて反転表示されたセ
ルに関連付けられた情報を表示する。図５Ｄのポータルにおいて、アプリケーション情報
部５１０は、ネットワーク名（「ＣＮＢＣ」）を表示し、当該ネットワークで現在放送中
の番組の番組名（「夜のニュース」）を表示する。メッセージ部５１２は、天気情報を表
示する。
【００９１】
　テレビジョンチャンネルを選局するために、フレームカーソル５０２をセル５０２－１
，５０２－２，５０２－４，５０２－６，５０２－７，５０２－８，５０２－９，５０２
－１１の１つに位置させ、リモコン２３０上の「ＯＫ」キーを押下することにより、一致
するチャンネルを選局するために内在するアプリケーションが実行され、選局されたチャ
ンネルが全画面表示される。
【００９２】
　ビデオ・オン・デマンドセル５０２－１０により、ユーザは、映像（特に映画）を見る
ことができる。ビデオ・オン・デマンドは、異なる方法で実施されてもよく、本発明は、
特定の実施例に限定されるものではない。例えば、ユーザは、ビデオ・オン・デマンドに
関連付けられたセルを選択ためにリモコンを使用することができる。場合によっては、セ
ルは、単一のビデオオンデマンドイベントのために存してもよい。また、他の場合によっ
ては、セルは、ビデオ・オン・デマンドのメニューの選択によりユーザが選択した１つを
表示するように、アプリケーションを実行してもよい。どちらの場合でも、ユーザのビデ
オ・オン・デマンドの選択を示すメッセージが、ビデオオンデマンドサーバコンピュータ
（ヘッドエンドまたは他のどこかに位置する）に通信される。当該メッセージに対し、サ
ーバは、選択された映像をユーザに送信する。
【００９３】
　ゲームセル５０２－１２によって、ユーザは、ゲームアプリケーション（例えば、ブラ
ックジャック、チェス等）を実行することができる。限定された画面区分に限っても十分
可能なゲームアプリケーションについて、ウィンドウは、ユーザがテレビジョン番組を引
き続き見ることができるように、提供されてもよい。
【００９４】
　株価表示セル５０２－５は、市場指数（例えば、ナスダック、ダウジョーンズ工業株平
均等）の要約を提供し、主要活動銘柄について値付けを行い、実施例によっては、ユーザ
のパーソナルポートフォリオについて値付けを行うアプリケーションを実行する。
【００９５】
　ＣＤ購入セル５０２－３は、音楽ＣＤのプレビューおよび購入を提供するアプリケーシ
ョンを実行する。
【００９６】
　ポータルの「アプリケーションスイート」に含まれるかもしれない他のアプリケーショ
ンは、以下のためのセルを有している。すなわち、
【００９７】
　双方向広告を有する双方向トークショー、
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【００９８】
　双方向スポーツ、
【００９９】
カタログ商品／サービス情報および／または購入、および
【０１００】
　スポーツスコアを有している。
【０１０１】
　双方向トークショーは、ユーザがトークショーのゲストに関するデータを表示すること
ができ、ユーザ投票に参加することができ、放送のおもなハイライトクリップを表示する
ことができるアプリケーションを検索する。ハイライトクリップは、コマーシャルを含ん
でいてもよく、これにより、双方向広告も一体として提供することができる。例えば、ユ
ーザは、広告された商品またはサービスに関する付加的な情報を要求するかもしれない。
この付加的な情報は、その後に表示するためのデコーダにダウンロードされてもよく、ヘ
ッドエンドにユーザの電子メールアドレスを転送するアプリケーションを組み込んでもよ
い。そのとき、ヘッドエンドのサーバは、ユーザが付加的情報および／または付加的情報
のためのハイパーリンクを得られるように、電子メールメッセージを生成する。また、ユ
ーザは、例えば、所定の値引き相当のクーポンを要求してもよい。
【０１０２】
　双方向スポーツは、１つのチャンネルを見ているユーザが他のチャンネル上のイベント
（サッカーのゴール、野球のホームラン、フットボールのタッチダウン等のような）の発
生を通知することができるアプリケーションを参照する。これは、少なくとも１つのチャ
ンネルにおける中継イベント放送に関するイベントメッセージを少なくとも１つの他のチ
ャンネルのデータストリームにリアルタイムに導入することによって達成される。イベン
トメッセージは、イベントの発生およびイベントが発生したチャンネルに関する情報を有
する。ユーザは、数分前のイベントを知らされ、その活動を捕らえるために該当チャンネ
ルに選局することができる。この双方向スポーツの特徴を提供するためのシステムおよび
方法の付加的な詳細は、ＷＯ９９／２２５１４に開示され、内容が具体的に示される。
【０１０３】
　図５Ｅは、本発明に係る他の特徴を例示するものである。ポータルは、「サービス一覧
ページ」として実施されてもよい。サービス一覧ページは、画像のインターフェイスを有
し、選択されたチャンネルの現在の活動についてのテキスト情報を提供する。例えば、ユ
ーザが高級ムービーチャンネルにアクセスしたとき、起動しているサービス一覧ページは
、関係するチャンネルのすべてについて現在の番組の情報を表示する。他の例ついて、図
５Ｅに示されている選択「Ｘ」（この例の様々なチャンネル）により、ユーザは、現在利
用可能な様々なチャンネルのすべてをスクロールさせることができる。サービス一覧ペー
ジは、これらのチャンネルのいずれかまたはすべての現在の活動に関するテキスト情報を
提供することができ、図５Ｅによって本発明の範囲に制限されることを意図するものでは
ない。
【０１０４】
　さらに、セルは、テキスト情報が他のチャンネルについて表示されるように、ユーザが
あるサービス一覧ページから他のサービス一覧ページに素早く「ジャンプ」することがで
きるサービス一覧ページに提供されてもよい。さらに、いずれのセルもサービス一覧ペー
ジにジャンプすることができる。例えば、映像集合セルは、サービス一覧ページにジャン
プすることができる。加えて、他のポータルに関して上述した特徴が、広告情報等のよう
な、サービス一覧ページの特徴に組み込まれても、本発明の範囲内にあることは明白であ
る。
【０１０５】
　図６～図１０は、上記のアプリケーションのいくつかについてのアプリケーションのフ
ローを例示するものである。
【０１０６】
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　図６Ａおよび図６Ｂは、クリックスルー広告アプリケーションの例を示すものである。
図６Ａは、最初の購入画面６００を示しており、右上に広告映像ウィンドウ６０２を有し
、商品情報および購入記述情報６０４および６０６をそれぞれ有している。購入時、ユー
ザは区分６０８に「財布」のＰＩＮコードを入力し、取引を確定するために「購入」ボタ
ン６１０（例えば、反転表示カーソルをそこへ位置することによって）を押下（またはク
リック）する。「退出」ボタン６１２によって、ユーザは、アプリケーションポータル５
００に戻ることができ、キャンセルキーのような役割を持っている。「購入」ボタン６１
０を押下すると、図６Ｂに示されるような精算画面６２０が表示される。この画面は、画
面タイトル６２２（すなわち、「購入者精算」）および購入確認６２４、すなわち、この
例においては、支払い金額の確認、を含んでいる。「退出」ボタン６２６を押下すると、
ユーザは図５Ｄに示されるポータル５００に戻される。
【０１０７】
　図７Ａ～図７Ｄは、双方向トークショーのアプリケーションの例を示すものである。図
７Ａは、メイントークショー画面７００を示しており、画面の下部を横切る半透明のバー
７０２を有し、画面の下部には、情報アイコン７０４、ハイライトアイコン７０６および
参加アイコン７０８を有している。ユーザが情報アイコン７０４を選択すると、ショーの
ゲスト一覧のような情報セル７１０が図７Ｂに示されるように表示される。この例におい
て、テキストは、半透明の背景において画面７００の左上角にオーバーレイ表示されてい
てもよい。図７Ｂに示される例において、情報セル７１０におけるそれぞれの出場者は、
リモコン２３０の方向キーを用いて反転表示される。出場者がリモコン２３０上の「ＯＫ
」キーを用いて選択されたとき、新しいオーバーレイ表示７１０が選択された対象の詳細
とともに表示される。ハイライトアイコン７０６が選択されると、画面の右上角に位置す
るウィンドウ７３０のトークショー映像と、メインウィンドウ７３２のハイライトクリッ
プの繰り返し映像との混合映像が表示される（図７Ｃに示されるように）。「退出」ボタ
ン７３４は、メインのトークショー映像に戻るために用いられてもよい。参加アイコン７
０８が選択されると、ユーザは、トークショーの話題に関する投票に答えるように指示さ
れる。投票は、映像上に位置するポップアップウィンドウ７４０を用いて実行され（図７
Ｄに示されるように）、ユーザは、複数の選択肢から選択することができる。一度選択を
行うと、現時点の投票結果がポップアップウィンドウ７４０に好適に表示される。「退出
」は、ポップアップウィンドウ７４０からメインのトークショー映像に戻るために選択さ
れるだろう。
【０１０８】
　図８Ａ～図８Ｃは、双方向スポーツアプリケーションの例を示すものである。この双方
向スポーツアプリケーションは、ユーザがスポーツイベントを表示しているチャンネルに
選局したときに実行されてもよい。すなわち、双方向スポーツアプリケーションは、チャ
ンネルの選局のために選局されるアプリケーションの役割として具体化されてもよい。通
常のスポーツ放送の間、半透明のポップアップ８０２が図８Ａに示されるように現れる（
例えば、画面８００の左下角に）。ユーザがリモコン上の「ＯＫ」キーを押下すると、ポ
ップアップは、クリアされ、アプリケーションは、イベントがまさに生じようとしている
他のチャンネルに選局する。ユーザが再び「ＯＫ」を押下すると、ユーザは、元のチャン
ネルに戻って来れる。スポーツイベントを見ている間はいつでも、ユーザは、図８Ｂに示
されるような半透明の状態メニュー８０４を表示するために「情報」ボタンを押下するこ
とができる。このメニューは、選手の統計、スコア詳細、スポーツヘッドライン、および
同リーグの他のゲームのスコアのそれぞれのための選択肢８０６－１～８０６－４を有し
ている。メニュー選択肢のうちの１つが選択されると、半透明の統計オーバーレイ表示８
０８は、図８Ｃに示されるように表示される。ユーザは、情報をスクロールさせることが
でき、メニューに戻るためのリモコン２３０上の「情報」ボタンを押下することができ、
または、オーバーレイ表示８０８の表示をクリアするための「退出」ボタンを押下するこ
とができる。
【０１０９】
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　図９Ａ～図９Ｃは、ＣＤ購入アプリケーションを示すものである。このアプリケーショ
ンは、始めに、画面９００上にミュージックビデオが関連するＣＤが販売中であることを
示す小さいオーバーレイボタン９０２（「買います！」）とともに表示される。ユーザが
ボタン９０２を選択すると、図９Ｂに示される購入画面９０４となる。購入画面９０４に
おいて、ミュージックビデオは、画面９０４の右上角のウィンドウ（「画像内の写真」）
９０６に表示される。購入画面９０４は、アルバム情報を提供するアルバム情報区分９０
８、購入、精算、および退出のそれぞれの選択肢９１０，９１２，９１３を有する。アル
バムカバーのイメージは、画面区分９１４に表示され、選択区分９１６によりユーザは、
視聴のためにＣＤ上の歌の１つ（またはそのある部分）を選択することができる。音声は
、繰り返されてもよいし、またはヘッドエンドのオンデマンドサーバを用いてリアルタイ
ム再生されてもよい。購入情報区分９１８は、価格のような購入情報を提供する。購入（
または「カートに入れる」）選択肢９１０を選択することにより、ユーザは、ショッピン
グリストに一致するＣＤを加え、退出選択肢を選択することにより、ユーザは、図９Ａに
示されるような全画面映像の表示に戻る。精算選択肢９１２により、ユーザは、図９Ｃに
示される購入者精算画面９２０を経て、購入を確定することができる。精算画面９２０は
、ユーザの購入確定リストを表示する購入リスト区分９２０を有する。購入リストは、例
えば、購入したＣＤの認識、価格の一致、小計、諸税、および合計費用を含んでいる。ユ
ーザは、区分９２４にＰＩＮコードの入力を求められ（例えば、リモコン２５上の数字キ
ーを用いて）、取引が購入ボタン９２６を選択することにより完了される。選択キャンセ
ルボタン９２８により、ユーザは、図９Ａに示される画面９００に戻る。
【０１１０】
　図１０Ａ～図１０Ｄは、株価表示アプリケーションの例を示すものである。このアプリ
ケーションは、縦の行に指標の別（例えば、ダウジョーンズ工業株平均、ダウジョーンズ
運輸株、ダウジョーンズ公益株、ナスダック、Ｓ＆Ｐ５００、３０年国債、石油＆ガス）
、指数値、所定の基準（例えば、当日の開始値）に対する指数の変化幅、および、％変化
率を有するテーブル１００２における主な市場指数の概要を提供する市場概要画面１００
０を始めに表示する。もちろん、縦の行の領域およびこれら行領域の配置は、例示として
提供されるものであり、これに限定されるものではない。例えば、ロゴは、それぞれの指
数について提供される。当該ロゴは、指数に関連付けられたある独自性の表示（例えば、
ＮＹＳＥやＮＡＳＤＡＱ）であってもよいし、指数に関連付けられた関連商品（例えば、
石油＆ガス指数にとっての石油缶またはガスポンプ）の表示であってもよい。また、画面
１０００は、ニュースボタン１００４および値付けボタン１００６を有する。ニュースボ
タン１００４を押下することによって、ユーザは、図１０Ｂに示されるニュース画面１０
１０を表示する。ニュース画面１０１０は、いくつかの短いヘッドラインニュース記事を
有するウィンドウ１０１２を有する。ウィンドウ１０１２は、スクロールしてもよいし、
しなくてもよい。また、ニュース画面１０１０は、ユーザが図１０Ａに示される市場概要
画面１０００に戻るための指数ボタン１０１４および値付けボタン１０１６を有している
。画面１０００から値付けボタン１０１６を押下するまたは画面１０１０から値付けボタ
ンを押下することにより、ユーザは、図１０Ｃに示される「主要活動銘柄」値付け画面１
０２０を表示する。主要活動値付け画面１０２０は、対象銘柄、終値、所定の基準（例え
ば、当日の開始値）に対する変化幅、％変化率、および出来高を表示する縦の行を有する
テーブル１０２２を有する。もちろん、縦の行の領域およびこれら行領域の配置は、例示
として提供されるものであり、これに限定されるものではない。例えば、テーブルは、一
覧に挙がった株のそれぞれについての会社のロゴを提供してもよい。ユーザは、主要活動
銘柄を示す画面１０２０と図１０Ｄに示される画面１０４０の間を切り替えて、特定のユ
ーザの「お気に入り」の銘柄をリストアップしてもよい。この切り替えは、画面１０２０
（図１０Ｃ）の「お気に入り」ボタン１０２４および画面１０４０（図１０Ｄ）の「主要
活動銘柄」ボタン１０４４を用いて達成される。ユーザは、ユーザのテレビジョンスクリ
ーンに表示される銘柄の一覧（図示せず）から銘柄を選択することによって、または、オ
ンスクリーンキーボードまたはＳＴＢ１３への入力デバイスとして接続されたキーボード
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を用いて対象銘柄を記入することによって、パーソナルポートフォリオを設定してもよい
。また、画面１０２０は、ユーザが図１０Ａに示される画面１０００を表示するための「
指数」ボタン１０３６およびユーザが図１０Ｂに示される画面１０１０を表示するための
「ニュース」ボタン１０２８も有している。画面１０４０の「指数」ボタン１０４６およ
び「ニュース」ボタン１０４８は、同様の役割を有する。
【０１１１】
　ポータルは、テレビジョンに接続されたＳＴＢについての記述において、上述されてい
るが、本発明は、この点に関しては、限定するものではない。このように、ポータルは、
テレビジョン、ＶＣＲ、ＰＶＲ、ＤＶＤプレイヤ、またはパーソナルコンピュータおよび
パーソナルデジタルアシスタントのような演算装置において、実現される回路構成によっ
て生成される。
【０１１２】
　以上にリストした文書のそれぞれは、これにより参照され具体化される。
【０１１３】
　本発明の特定の具体例が記述され、図示されているが、当事者によって変更が行われ得
ることにより、本発明がそれに限定されるものではないことは理解されるべきである。本
明細書は、内在的に本発明に開示され主張される趣旨および範囲内にあるいずれのかつす
べての変更をも考慮に入れたものである。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１Ａ】本発明に係るポータルの例を示す図である。
【図１Ｂ】本発明に係るポータルの例を示す図である。
【図２】図１Ａおよび図１Ｂに示されるポータルの例が実施されるデジタルテレビジョン
システム１０００を例示する標準的な概略図である。
【図３Ａ】ＳＴＢ１１４０の構成要素を例示するブロック図である。
【図３Ｂ】ＳＴＢ１１４０のデータフローを示す図である。
【図３Ｃ】図３Ａに示されるＳＴＢ１１４０の例のために用いられるソフトウェアアーキ
テクチャを示す図である。
【図３Ｄ】ＳＴＢ１１４０の例に用いられるリモートコントローラを例示する図である。
【図４Ａ】ポータルに関連付けられた伝送システム例の構成要素を例示する図である。
【図４Ｂ】ポータルを構成する様々なソースを示す図である。
【図５Ａ】ポータルを例示する図である。
【図５Ｂ】ポータルを例示する図である。
【図５Ｃ】ポータルを例示する図である。
【図５Ｄ】ポータルを例示する図である。
【図５Ｅ】ポータルを例示する図である。
【図６Ａ】クリックスルー広告のアプリケーションの例を示す図である。
【図６Ｂ】クリックスルー広告のアプリケーションの例を示す図である。
【図７Ａ】双方向トークショーアプリケーションの例を示す図である。
【図７Ｂ】双方向トークショーアプリケーションの例を示す図である。
【図７Ｃ】双方向トークショーアプリケーションの例を示す図である。
【図７Ｄ】双方向トークショーアプリケーションの例を示す図である。
【図８Ａ】双方向スポーツアプリケーションの例を示す図である。
【図８Ｂ】双方向スポーツアプリケーションの例を示す図である。
【図８Ｃ】双方向スポーツアプリケーションの例を示す図である。
【図９Ａ】ＣＤ購入アプリケーションの例を示す図である。
【図９Ｂ】ＣＤ購入アプリケーションの例を示す図である。
【図９Ｃ】ＣＤ購入アプリケーションの例を示す図である。
【図１０Ａ】株価表示アプリケーションの例を示す図である。
【図１０Ｂ】株価表示アプリケーションの例を示す図である。
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【図１０Ｃ】株価表示アプリケーションの例を示す図である。
【図１０Ｄ】株価表示アプリケーションの例を示す図である。
【符号の説明】
【０１１５】
　１００，２００，５５０，５７０，６００　　　ポータル
　１０４，２０２，５０２　　　セル
　２３０　　　リモコン

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図３Ｃ】 【図３Ｄ】
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