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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のメディア・フィードからメディア・フィードを選択する方法であって：
　イベント会場から無線式に送信される第一の型のメディアを含む第一のメディア・フィ
ードを受信する段階と；
　スイッチの作動に反応して前記イベント会場から発する、第二の異なる型のメディアを
含む第二のメディア・フィードを選択する段階であって、前記第一のメディア・フィード
は第一のインターネット・プロトコル（IP）アドレスおよびポート番号に対応し、前記第
二のメディア・フィードは前記第一のIPアドレスおよび第二のポート番号に対応する、段
階と；
　前記第二のメディア・フィードを受信する段階と；
　前記第一のIPアドレスおよび第三のポート番号を通じて送信される、情報フィードであ
る第三のメディア・フィードを受信する段階と；
　前記第一のフィード、第二のフィードおよび第三のフィードの組み合わせをあるキーに
マッピングする段階とを有しており、前記マッピングする段階後に前記ソフトキーが作動
させられると前記第一のフィード、第二のフィードおよび第三のフィードが選択され、レ
ンダリングされる、
方法。
【請求項２】
　メディア・フィードを対応するIPアドレスおよびポート番号に関連付ける記述情報に鑑
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みて実行される請求項１記載の方法であって、前記記述情報が前記第一のメディア・フィ
ードが受信されるより前に受領されることを特徴とする方法。
【請求項３】
　前記第一のメディア・フィードがビデオ・フィードであり、前記第二のメディア・フィ
ードがオーディオ・フィードおよび情報フィードのうち少なくとも一つから選択される、
請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記第一のメディア・フィードがビデオ・フィードを表しており、前記第二のメディア
・フィードがデータ・フィードを表しており、両フィードが組み合わされてあるスポーツ
に関連する領域をレンダリングし、前記領域がリアルタイムのスポーツ・イベントに対応
する、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記IPアドレスがマルチキャスト送信のために使用される、請求項１記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ビデオ・デコーダ装置の分野に、特にビデオ・コンテンツの複数ストリーム
を受信できるポータブル・ビデオ・デコーダ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　中継される組織化されたスポーツの初期の年代以来、スポーツ愛好家はスポーツ・イベ
ントの詳細および統計に関心を抱き続けてきた。それらの統計は、個々の試合、シーズン
合計および生涯合計、チームおよび個々の選手両方についての履歴および記録についての
統計を含みうる。テレビおよびラジオのスポーツ・チャンネル、スポーツ刊行物の増加や
インターネットによって、かつてないほど多くの情報がスポーツ愛好家に利用可能となっ
ている。しかしながら、スポーツ・イベントの現場にいるスポーツ愛好家にこのデータを
供給する、信頼できかつ効率的な方法はなかった。
【０００３】
　スポーツ愛好家は自らの経験を向上させるためにスポーツ・イベントに自分の電子装置
を持参するのを厭いはしない。たとえば、スポーツ愛好家は個人的なラジオおよびテレビ
をスポーツ・イベントに持参して、ラジオで試合についてのプロのスポーツ解説を聞きな
がらテレビでイベントを見る。しかし、これらのスポーツ・イベント愛好家は、スポーツ
・イベントを説明するために使用されるさまざまなテレビおよびラジオのフィードにアク
セスするために複数の装置を使うことを望まないこともありうる。さらに、同じスポーツ
・イベントのために複数のビデオ・フィードが存在することもありうるが、ユーザーはそ
のようなフィードに簡単にアクセスするすべをもたないであろう。その理由は、そのよう
なフィードを受信するためには複数のビデオ装置が必要とされるから、あるいはそのよう
なフィードの利用可能性を容易に利用可能にするインフラをスタジアムがもたないことが
あるからである。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、概括的にはイベントに関するリアルタイム情報をモニタリングし、これにア
クセスするためのパーソナルなビデオ・モニタリングおよび情報装置に関する。該パーソ
ナル・ビデオ・モニタリング装置には複数のキーが設けられ、それらのキーはイベントに
対応するメディア・フィードを選択するために使用される。
【０００５】
　本発明は、付属の図面において例示される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
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　本発明の記載される諸実施形態では、パーソナル・モニタリング・情報装置（personal
　monitoring　and　information　device）は、一般には単一のユーザーの制御下にある
か少数のユーザーによって共有されることを意図されているポータブル装置である。キー
パッドまたはタッチ感応スクリーンを通じて、ユーザーは、進行中のスポーツ・イベント
に関する情報または該スポーツ・イベントの参加者、該スポーツ・イベントにおけるチー
ム、該スポーツ・イベントの会場、スポーツ・イベントのスポンサー、該スポーツ・イベ
ントのベンダー（vendor）についての履歴情報にアクセスしうる。ユーザーはまた、現在
のイベントと同時並行して生起しているスポーツ・イベントに関する情報にもアクセスし
うるし、進行中または同時並行のスポーツ・イベントに関するオーディオおよびビデオ送
信にもアクセスしうる。
【０００７】
　情報（データ）およびオーディオおよびビデオ送信は、無線信号を介して、イベントの
ところに位置しているパーソナル・モニタリング装置に送信される。図７に示されるよう
に、中央放送ノード１００５は、オーディオ、ビデオおよびデータ・コンテンツのパーソ
ナル・モニタリング装置１０５０への無線送信を調整する。具体的には、中央放送ノード
１００５はビデオ情報（ビデオ源メディア・フィードの例として、テレビ・チャンネルま
たはストリーミングされたビデオのような）を受信するが、これはテレビ受信機１０２５
から受信される。ここで、そのようなビデオ情報は、ATSC、NTSC、SECAM、PAL、DVB-T、D
VB-H、MPEG-2エンコードされたビデオ、H.264エンコードされたビデオ、WINDOWS　MEDIA
　9エンコードされたビデオ、REAL　PLAYERエンコードされたビデオなどのようなフォー
マットから選択されるものである。好ましくは、複数のビデオ情報源（チャンネル）がテ
レビ受信機１０２５によって受信され、ファイバー・チャンネルを介して中央放送ノード
１００５に転送される。
【０００８】
　ラジオ受信機１０３０はテレビ受信機１０２５と同じような仕方で動作する。ここで、
受信機１０３０の点において、複数のRFおよび衛星ベースのオーディオ情報（オーディオ
源メディア・フィード）が受信されることができる。好ましくは、ラジオ受信機１０３０
を中央放送ノード１００５に結合するには、ファイバー・チャンネルまたはその他の種類
のネットワーク接続が使用される。ネットワーク・インターフェース１０１０は、ウェブ
サイトおよび検索可能データベースのようなリアルタイムの更新をもつインターネットを
通じた情報資源（データ源メディア・フィード）と通信するために使われるブロードバン
ド接続を表している。好ましくは、インターネット接続はTCP/IPをベースとするものであ
るが、RTPのような他の転送機構も情報の大量ダウンロードのために使用されうる。ネッ
トワーク・インターフェース１０１０は、ストリーミング・メディアの形でインターネッ
トを通じてビデオおよびオーディオ・コンテンツを受信するために任意的に使用されうる
。ビデオおよびオーディオ情報のそのようなフォーマットは、たとえば、オーディオにつ
いてのストリーミングされるMP3ファイルおよびH.264エンコードされたビデオなどである
ことができる。
【０００９】
　中央放送ノード１００５は、受信したオーディオ、ビデオおよびデータを、無線ネット
ワーク・インターフェース１０１５を通じてパーソナル・モニタリング装置１０５０に送
信できるフォーマットにトランスコードするための適切なソフトウェアを含んでいる。た
とえば、テレビ受信機１０２５を通じて受信されたATSCベースのビデオは典型的にはパー
ソナル・モニタリング装置１０５０によって使用されうるフォーマットにはなっていない
。よって、中央放送ノード１００５においてソフトウェアを使って、受信されたビデオ信
号を、WINDOWS　MEDIA　9、VC-1、H.264のようなストリーミングできるフォーマットにト
ランスコードする。同様に、ラジオ受信機１０３０から受信された受信RFおよび衛星オー
ディオ情報は、中央放送ノード１００５によってソフトウェアを使ってストリーミング・
メディアにトランスコードされる。送信されたビデオ、オーディオおよびデータは、メデ
ィア・フィードとして知られる。
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【００１０】
　本発明のある任意的な実施形態では、トランスコード・プロセスは、元のデータ・スト
リームの一部として送信された補助データを保持する。そのような装置は、放送者が、AT
SC、DVB-H、MPEG-2などのためのようなユーザーデータ領域内の補助情報とともにビデオ
またはオーディオを送信する場合に役に立つ。さらに、そのようなパケットのヘッダ内の
情報またはPSIPデータのようなガイド情報は、トランスコード・プロセスにおいて保持さ
れる。よって、ATSCテレビ番組がスポーツ・スコア情報とともに送信される場合、中央放
送ノード１００５は受信したビデオ信号を補助情報があるかどうか解析し、そのような情
報を、パーソナル・モニタリング装置１０５０に放送されるために選択されたストリーミ
ング・メディア・フォーマットの物理層および／またはトランスポート層にトランスコー
ドする。
【００１１】
　本発明の第二の任意的な実施形態では、中央放送ノード１００５は、受信したビデオ、
オーディオおよび補助信号をパーソナル・モニタリング装置１０５０のために適切なフォ
ーマットに変換することによって部分的なトランスコード動作を行いうる。パーソナル・
モニタリング装置１０５０自身は、受信したメディア・ストリームのさらなるトランスコ
ード動作を行いうる。たとえば、パーソナル・モニタリング装置は自分の画面サイズに基
づいてスケーリングおよびトリミング１０５０を実行できる。これにより、中央放送ノー
ド１００５においてデバイス種別ごとのトランスコードを行う負担なしに、パーソナル・
モニタリング装置１０５０は、いくつかの形状因子で利用可能にされることができるよう
になる。
【００１２】
　ひとたび中央放送ノード１００５によってデータがトランスコードされると、そのよう
なデータは無線ネットワーク・インターフェース１０１５を使って無線式にパーソナル・
モニタリング装置に送信される。データを放送する一つの手法は、パーソナル・モニタリ
ング装置１０５０に802.11(b)、802.11(g)などと互換な無線受信機を保持させることを利
用する。無線ネットワーク・インターフェース１０１５はそれぞれのビデオ・フィードま
たはオーディオ・フィードを異なる無線チャンネルで送信し、パーソナル・モニタリング
装置１０５０は受信すべき所望されるビデオ・フィードまたはオーディオ・フィードに応
じて一意的なチャンネルを選択する。
【００１３】
　たとえば、ユーザーが野球の試合を見ていて、関連したビデオ・フィードが一塁、二塁
および三塁に対応している場合、第一の送信チャンネルは一塁に対応するビデオ・フィー
ドを選択するために使われ、第二の送信チャンネルは二塁のためのビデオ・フィードを選
択するために使われる。
【００１４】
　どの送信チャンネルがどのビデオ・フィードに対応するかを示す情報がパーソナル・モ
ニタリング装置１０５０に送信されるのは、パーソナル・モニタリング装置に事前に知ら
れている専用の制御チャンネルを介してでありうる。
【００１５】
　本発明のある任意的な実施形態では、パーソナル・モニタリング装置１０５０は複数の
無線ネットワーク・インターフェースを具備する。この場合、パーソナル・モニタリング
装置は複数のフィードを同時に受信しうる。たとえば、ビデオ、オーディオおよび補助デ
ータが複数の電波チャンネルで送られうる。パーソナル・モニタリング装置１０５０はこ
れらの複数フィードを同時に受信し、次いでそれらのフィードを任意の組合せにおいて呈
示するよう選択しうる。それはローカルなトランスコードを行ったあとのこともあれば、
行わずにのこともある。たとえば、パーソナル・モニタリング装置１０５０はチャンネル
１（論理的または物理的）でビデオ・フィードを、チャンネル２でスコア・データを、チ
ャンネル３でラジオ局からのオーディオ・フィードに対応するオーディオ・データを受信
しうる。パーソナル・モニタリング装置１０５０は、図２～図８に示されるのと一貫する
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仕方で、ビデオ、オーディオおよびデータを統合するであろう。
【００１６】
　第二の任意的な実施形態では、パーソナル・モニタリング装置１０５０は無線ネットワ
ーク・インターフェース１０１５に対応するIPアドレスに接続する。無線ネットワーク・
インターフェース１０１５は単一または複数のIPアドレスを有しうる。ひとたびパーソナ
ル・モニタリング装置１０５０が無線ネットワーク・インターフェース１０１５に接続す
ると、各IPアドレスに対応するポート・アドレスが異なるフィードを表すために使われる
。たとえば、IPアドレス192.168.0.10ポート6000は一塁に対応するビデオ・フィードに対
応し、IPアドレス192.168.0.10ポート6010は二塁に対応するビデオ・フィードに対応する
。スコア・データは192.168.0.10ポート6020で利用可能にされうる。さまざまなフィード
（オーディオ、ビデオおよび補助データ）の同期はリアルタイム・プロトコル（RTP）の
ようなプロトコルを使ってなされうる。
【００１７】
　もう一つの実施形態では、パーソナル・モニタリング装置は、複数の中央放送ノード１
００５からフィードを受信しうる。これは、フェージングおよびその他の負のチャンネル
条件を克服するために有益でありうる。
【００１８】
　図１に描かれたパーソナル・モニタリング・情報装置の例示的な実施形態は、ディスプ
レイ２０とソフトキー（キーパッド）３０、４０をもつパーソナル・モニタリング装置１
０を示している。ディスプレイ２０は任意的にタッチ感応式である。ディスプレイ２０（
出力インターフェースの一例として）はモノクローム、カラーLCDディスプレイ、OLEDベ
ースのディスプレイなどでありうる。ディスプレイ２０は、表示されている特定のアプリ
ケーションに適合するよう構成され、タッチ感応オプションを介して、あるいはキーパッ
ド３０、４０を通じてアクセスされうる追加的な「ソフトキー」９０をもつよう構成され
うる。本ハンドヘルド装置は任意的に、タッチ感応オプションの使用を容易にするために
スタイラス７０を含むまたは統合していてもよい。
【００１９】
　図１にさらに示されるように、パーソナル・モニタリング装置１０は、電話ネットワー
クを介して情報を受信するための電話コネクタ５０、コンピュータ・ネットワークを介し
て情報を受信するためのコンピュータ・インターフェース・コネクタ６０および電波周波
数送信機または無線ネットワークを介して無線式に情報を受信するための少なくとも一つ
の固定した引き込み式のRF受信器７５を有する。パーソナル・モニタリング装置１０はオ
ーディオ・ヘッドホン・ジャック６５（出力インターフェースの一例として）を具備する
。これは、パーソナル・モニタリング装置に対してなされるオーディオ送信をユーザーが
聴けるようにするヘッドホン８５の装着を容易にする。任意的に、パーソナル・モニタリ
ング装置は、適切な大きさのオーディオ・スピーカー（出力インターフェース）を装備し
ていてもよい。
【００２０】
　パーソナル・モニタリング装置１０は、メモリ・インターフェース８０を具備しており
、ここにコンパクトフラッシュ（登録商標）・メモリ・カードのような外部メモリ・カー
ドが取り付けられうる。このカードはより大量の情報の記憶を容易にし、記憶された情報
はその後パーソナル・モニタリング装置のユーザーによってアクセスされることができる
。メモリ・インターフェース８０内のカードは、ユーザーが、見られている現在のイベン
トからの情報、当該装置に送信されたのでなく当該装置にインポートされた情報、以前の
イベントからの記憶されている情報、インターネットのような上述した送信媒体以外の源
からアクセスされる情報またはサードパーティー・ベンダーによって提供される情報を保
存することを許容する。ユーザーは、スポーツ・イベント体験をさらに向上させるために
この情報を調整しうる。
【００２１】
　ソフトキー９０およびパーソナル・モニタリング装置１０５０の動作が図８に示されて



(6) JP 5248865 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

いる。図８は、いくつかの異なるビデオ・チャンネルを表す番組を受信するための方法１
１００を記載している。ステップ１１０５では、パーソナル・モニタリング装置１０５０
は、無線ネットワーク・インターフェース１０１５から番組データを受信する。そのよう
なデータは、どのチャンネルまたはIPアドレスが放送イベントに関係したビデオ、オーデ
ィオおよび情報データを含んでいるかを指示する。たとえば、この情報は、種々のビデオ
・フィード、オーディオ・フィードおよび情報フィードのためのIPアドレスおよびポート
をリストする番組アドレス表識別情報の修正された形でありうる。好ましくは、これらの
IPアドレスはIPマルチキャスト・フィードを受け容れる。
【００２２】
　番組アドレス表が、種々の番組ストリームに対応するパケット・ヘッダ情報を識別する
場合にも、ステップ１１０５がなされうる。ここで、ある型のヘッダ情報をもつパケット
はビデオ・データに対応し、第二の型のヘッダをもつパケットはオーディオ・データに対
応する。好ましくは、これらのIPアドレスはIPマルチキャスト・フィードを受け容れる。
【００２３】
　ステップ１１１０では、パーソナル・モニタリング装置１０５０は、受信されたビデオ
・フィード、オーディオ・フィードおよび情報フィードにソフトキー９０を割り当てる。
たとえば、パーソナル・モニタリング装置１０５０は三つのソフトキー９０をもち、一つ
のソフトキー９０はビデオ・フィードを変えるために使われ、一つのソフトキー９０はオ
ーディオ・フィードを変えるために使われ、一つのソフトキー９０は情報フィードを変え
るために使われる。パーソナル・モニタリング装置１０５０は、この機能のために、受信
されたPATを使用してもよい。ここで、ソフトキー９０のどれかを押すと、装置１０５０
は一つのIPアドレスおよびポートからある第二のIPアドレスおよびポートに変わる。
【００２４】
　ステップ１１１５では、装置１０５０は、本発明の例示的な諸実施形態と一貫する仕方
で、無線ネットワーク・インターフェース１０１５から無線ネットワーク接続を介してビ
デオ・フィードを取得する。ステップ１１２０では、受信されたビデオ・フィードが装置
１０５０上で表現される。ステップ１１２５では、装置１０５０はオーディオ・フィード
を受信し、そのようなフィードはステップ１１３０で表現される。同様に、ステップ１１
３０ではデータ・フィードが受信され、ステップ１１３５で該データ・フィードは本発明
の例示的な諸実施形態と一貫する仕方で表現される。パーソナル・モニタリング装置１０
５０は上記したフィードのうち一つまたは二つが同時に使われる動作をしてもよいことを
注意しておく。ビデオ・フィード、オーディオ・フィードまたはデータ・フィードが表現
されるかどうかをオン／オフするこの動作は、追加的なソフトキー９０または他の任意の
種類の制御インターフェースを用いてなされてもよい。
【００２５】
　ステップ１１４０では、ソフトキー９０の作動に反応して、装置１０５０は、第一の受
信フィードから第二の受信フィードに切り替わる。ここでいうフィードは作動されたソフ
トキー９０に対応するものである。たとえば、ソフトキー９０がオーディオ・フィードに
対応するならば、ソフトキー９０の作動は装置１０５０をして第一のオーディオ・フィー
ドから第二のオーディオ・フィードに切り替わらせる。このステップの他の例も考えられ
る。
【００２６】
　任意的なステップ１１４５において、ユーザーはビデオ・フィード、オーディオ・フィ
ードおよびデータ・フィードを単一のソフトキー９０にマッピングする。このステップに
より、ユーザーは、あるフィードの組合せから第二のフィードの組合せに簡単に切り替わ
ることが許容される。このマッピングは、ソフトキー９０を数秒間押し続けることによっ
て達成されてもよい。それにより装置１０５０がこのソフトキー９０の押下をこの所定の
マッピングと関連付けるのである。本発明の原理に基づいて、他のフィードの組合せのた
めに他のソフトキー９０が使われてもよい。
【００２７】
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　図２は、パーソナル・モニタリング装置上に表示されることのできる自動車レース情報
を示すための例示的な表示フォーマット１００を示している。ユーザーがアクセスできる
単一タッチ・キーの数の可能性を増すために、グラフィカル・ユーザー・インターフェー
スにソフトキー１９０が組み込まれている。キーの数およびその位置はアプリケーション
に、および可能性としてはユーザーの嗜好に依存する。ディスプレイは、レース状態セク
ション１２０をも有しており、これは現在のレースについての情報を提供しうる。これは
、ラップ・カウント、フラッグ状態、時間、レース継続時間、先頭走者、先頭変化、コー
ション・カウント、コーション・ラップおよびコーション下の時間といった情報を含みう
る。例示的な表示フォーマットの第三の部分は、レース参加者を挙げる参加者表１３０を
示す。各参加者について含められうる情報は、位置番号、自動車番号、名前、スポンサー
、先頭に対する遅れ時間、現在のラップ、先頭だったラップ数などである。スプレッドシ
ートの各列の最上行は、その下に格納される種々の情報を挙げ、任意的に、その列に関し
て表の情報をソートすることをユーザーに許容する。たとえば、ユーザーがどの参加者が
最も多くのラップで先頭だったかを知りたい場合、ユーザーは「先頭だったラップ」列を
作動させている。すると情報は任意的に先頭だったラップ数が多い順に降順でソートされ
る。「先頭だったラップ」の列を再び作動させると、その情報は昇順にソートされる。
【００２８】
　任意的に、参加者表１３０の列１３５の一つは、それぞれの個別参加者について、車内
音声を選択しうる。するとこの動作はパーソナル・モニタリング装置の電子回路を調整し
て、選択された参加者の車内音声がヘッドホン・ジャック６５に出力されるようになる。
任意的に、ユーザーが参加者表１３０から参加者の名前を選択すると、画面は、図６に描
かれるような、スポーツ・イベントにおける参加者についてのリアルタイム情報および履
歴情報を表示するための例示的な表示フォーマットに変化しうる。参加者表１３０の項目
の長さがイベントの参加者の数より少ない場合、表はすべての参加者が表示されるのを許
容するよう圧縮されてもよいし、あるいは表示される項目数は固定のままでパーソナル・
モニタリング装置のソフトウェアがユーザーに参加者表１３０をスクロールするのを許容
してもよい。参加者表１３０で与えられるその他の情報のいずれかを作動させることは、
その後、上記したのと同様の結果を有しうる。たとえば、ドライバーのスポンサー情報を
作動させることは、スポンサーについての情報を提供する表示を作動させることになる。
【００２９】
　図３は、パーソナル・モニタリング装置に表示されることのできる自動車レース情報に
ついての第二の例示的な表示フォーマット２００を示している。この表示は図２に描かれ
たものと同様だが、レーストラックのグラフィック２３０が表示されている点が異なって
いる。レースの参加者が全地球測位システム（Global　Positioning　System）または同
様のシステムを具備し、参加者の位置が中央送信局によって判別できる場合、トラックお
よび互いに対する参加者の位置がパーソナル・モニタリング装置に送信されることができ
る。するとこれは、任意的に、ユーザーにトラックおよび一人または複数の参加者の位置
のグラフィック表示を提供する。ユーザーは、レーストラック・グラフィック２３０に表
示されるのがどの参加者か、そして参加者の数を選択する。レーストラック・グラフィッ
クのために必要とされるスペースを容易にするために、参加者表２６０に挙げられる参加
者の数は図２に描かれているより減らされている。短縮版の参加者表２６０は、図２に記
載されたのと同様の仕方で動作する。ソフトキー２１０、トラック情報２４０、スポンサ
ーまたは広告主情報２５０、レース状態２２０といったオプションも、ユーザーまたはシ
ステム管理者いずれかのオプションにおいて含められることができる。ソフトキー２９０
は異なるモードの間の選択をするために使われうる。
【００３０】
　図４は、パーソナル・モニタリング装置上に表示されることのできるフットボール情報
についての例示的な表示フォーマット３００を示す図である。装置３００はソフトキー３
９０を介してトグルされる情報を表示する。そのような情報は、ゲーム状態セクション３
３０および参加者表３４０のような領域に呈示される。フットボール情報についての例示
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的な表示フォーマット３００は、任意的に、フットボール場のグラフィック３２０を含む
ことができる。これは図３のレーストラック・グラフィック２３０について述べたのと同
様の仕方で動作する。スポンサーまたは広告情報といった他の情報も装置３００のために
含まれてもよい。
【００３１】
　図５は、パーソナル・モニタリング装置上に表示されることのできる野球情報について
の例示的な表示フォーマット４００を示す図である。野球情報４００についての表示はソ
フトキー４９０を介してトグルされる情報を表示する。そのような情報は、ゲーム状態セ
クション４３０および参加者表４４０のような領域に呈示される。野球情報４００につい
ての例示的な表示フォーマットは、任意的に、野球場のグラフィック４２０を含むことが
できる。これはレーストラック・グラフィック２３０やフットボール・グラフィック３２
０と同様の仕方で動作する。スポンサーまたは広告情報といった他の情報も野球情報につ
いての例示的な表示フォーマット上に含まれてもよい。
【００３２】
　図６は、パーソナル・モニタリング・情報装置のための電子回路の例示的なブロック図
を示している。パーソナル・モニタリング・情報装置の電子回路８００は、パーソナル・
モニタリング装置のために使われるさまざまな入力源および出力インターフェースを動作
させる制御マイクロプロセッサ８３５を有する。たとえば、マイクロプロセッサ８２５は
、RFチューナー８０５、８１０および無線ネットワーク・インターフェース８１５から入
力信号を受け付ける。第一RFチューナー８０５は、NTSC、ATSC、DVB-Hなどのような空中
波を通じて放送されるテレビ信号を受信することができる。AMまたはFMラジオ放送、追加
的なテレビ放送などのような追加的な送信を受信するために、任意的に第二RFチューナー
８１０が含められてもよい。無線インターフェース８１５は、パーソナル・モニタリング
装置と無線ネットワーク・インターフェース１０１５との間の無線通信を機能させる（80
2.11bおよび802.11gのような無線規格の使用を通じて）。そのような送信は、上記したよ
うなビデオ・フィード、オーディオ・フィードおよびデータ・フィードでありうる。
【００３３】
　パーソナル・モニタリング装置の電子回路８００はさらに、ユーザーからコマンドを受
け取るためのキーパッド８２０を有し、ビデオおよび情報を表示するために表示画面８２
５が使用される。表示画面８２５はパーソナル・モニタリング装置によって受信または保
存されたビデオ情報またはビデオ放送を表示することもできる。表示画面８２５がタッチ
感応機能を具備する場合、表示画面８２５は、キーパッド８２０と同様の仕方で情報を受
け取るためにも使用されてもよい。電子回路はさらに、パーソナル・モニタリング装置に
よって受信または保存されたオーディオ情報またはオーディオ放送を再生するために、任
意的に、ヘッドホン・ジャック８３０およびオーディオ・スピーカー８３１を有しうる。
電子回路８００はさらに、パーソナル・モニタリング装置に放送された情報を保存するた
めに使うことのできる内部メモリ８４５および／または外部メモリ８４０を有しうる。外
部メモリ８４０はさらに、ユーザーの体験をさらにパーソナル化および向上させるために
、インターネット、ベンダーまたは他のスポーツ愛好家といった異なる源から供給される
追加的な情報をパーソナル・モニタリング装置に導入するために使うことができる。
【００３４】
　パーソナル・モニタリング装置の電子回路８００はさらに、イーサネット（登録商標）
接続、I-1394接続、ファイバー接続およびモデム・インターフェース８５５といったコン
ピュータ・ネットワーク・インターフェース８５０を有しうる。そのようなインターフェ
ースはユーザーに、インターネットを介して電話ベースまたはブロードバンド・ベースの
源からの情報を受信または送信するオプションを提供する。電子回路８００はさらに、先
に論じた諸動作および諸機能を制御するために、マイクロプロセッサまたは同様のデバイ
スを他の付随電子回路とともに有しうる。
【００３５】
　ここでは付属の図面を参照しつつ例示的な実施形態について述べてきたが、本発明はそ
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となく当業者はそれにさまざまな他の変更および修正を施すことができることは理解して
おくべきである。そうしたすべての変更および修正は付属の請求項によって定義される本
発明の範囲内に含められるべきことが意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】パーソナル・モニタリング・情報装置の例示的な絵画的な図である。
【図２】モニタリング・情報装置上に表示されることのできる自動車レース情報について
の例示的な表示フォーマットを示す図である。
【図３】パーソナル・モニタリング・情報装置上に表示されることのできる自動車レース
情報についての第二の例示的な表示フォーマットを示す図である。
【図４】パーソナル・モニタリング・情報装置上に表示されることのできるフットボール
情報についての例示的な表示フォーマットを示す図である。
【図５】パーソナル・モニタリング・情報装置上に表示されることのできる野球情報につ
いての例示的な表示フォーマットを示す図である。
【図６】パーソナル・モニタリング・情報装置の電子回路の例示的なブロック図である。
【図７】パーソナル・モニタリング・情報装置を実装するために使用される無線ベースの
インフラの例示的なブロック図である。
【図８】パーソナル・モニタリング装置を使うメディア・フィードを選択するための方法
のブロック図である。

【図１】 【図２】
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