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(57)【要約】
【課題】双方向性テレビ・アプリケーションを使ってネ
ットワーク・ベース又はローカル・パーソナル・ビデオ
レコーダ機能をサポートする双方向性テレビ・システム
を提供すること。
【解決手段】ユーザは、双方向性テレビ・アプリケーシ
ョンを使って番組のリスト内容を見ることができる。ユ
ーザは興味のある番組リスト内容を選択することができ
、双方向性テレビ・アプリケーションによって、選択し
た番組に対するリマインダーを放送予定時間に設定する
ことができる。また、双方向性テレビ・アプリケーショ
ンによって、選択した番組に対するリマインダーを、番
組の放送が予定されていない後の時間に設定することも
できる。この遅らせた時間に、ユーザに対しリマインダ
ーが提示される。これに応答して、ユーザは、ネットワ
ーク又はローカル・パーソナル・ビデオレコーダに対し
番組の再生を命ずるか、または再度リマインダー時間を
延期することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本願明細書に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の背景）
　本発明は、テレビ・システム、さらに具体的には、ネットワーク・ベース又はローカル
・パーソナル・ビデオレコーダ機能と、その機能を使ってプログラム・リマインダーを再
スケジュールする能力とを備えた双方向性テレビ番組案内システムのような双方向性テレ
ビ・システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　双方向性テレビ・システムを使って、双方向性テレビ番組リスト内容の画面をユーザに
提示する双方向性テレビ番組案内を提供することができる。双方向性テレビ・システムを
使って、ペイ・パー・ビュー及びビデオ・オン・デマンド・サービス、ウエブ・ブラウズ
・サービス、ゲーム、ホームショッピング、及び他の双方向性の機能をユーザに提供する
ことができる。
【０００３】
　典型的な双方向性テレビ・システムにおいて、ユーザは、セットトップボックス又は他
の装置を自宅に設置し、これにより、リモート制御装置又は他のユーザ・インタフェース
を使って交信する。コンピュータ使用環境において、ユーザは、双方向性テレビ番組案内
ウエブサイトにアクセスすることができる。
【０００４】
　パーソナル・ビデオレコーダ・プラットホームで、双方向性テレビ番組案内を提供する
ことができる。典型的なパーソナル・ビデオレコーダは、ユーザのテレビで再生可能なデ
ジタルビデオ・レコーディングを格納するためのハードディスクを備える。また、ケーブ
ル・システムのヘッドエンドにある装置を使って、ビデオレコーダ機能を備えることもで
きる。このタイプのネットワーク・ベースのビデオレコーダでは、ユーザは、ヘッドエン
ドの装置に対し、ビデオ・レコーディング及び再生機能の実施を命令することができる。
【０００５】
　ユーザが、双方向性テレビ・システムのビデオ・レコーディング機能を使って、番組視
聴及び番組リマインダーの再スケジュールをできることが望ましい。
【０００６】
　また、双方向性テレビ・システムにおいて、ネットワーク・ベース又はローカル・パー
ソナル・ビデオレコーダのコンテントの保管を管理する際に、特定のテレビ番組へのアク
セスを保持することが望まれているのかに関する情報を収集し、活用できるようにするこ
とが望ましい。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（本発明の要旨）
　本発明に従って、ネットワーク・ベース又はローカル・パーソナル・ビデオレコーダ機
能をサポートする双方向性テレビ・システムを提供する。ユーザは、双方向性テレビ番組
案内又は他の双方向性テレビ・アプリケーションを使って、来るテレビ放送番組のレコー
ディングをスケジュールすることができる。テレビ放送番組を、ネットワーク装置（例、
ケーブルシステムのヘッドエンド又はネットワークの他の場所のサーバ）又はローカル装
置（ローカル・パーソナル・ビデオレコーダ）に録画することができる。ユーザは、シス
テムのネットワーク・ベース又はローカル・パーソナル・ビデオレコーダ機能を使って、
ユーザに向けて、録画された特定の番組をユーザの装置上に再生することを要求すること
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ができる。
【０００８】
　必要に応じ、ネットワーク又はローカル・パーソナル・ビデオレコーダに、番組を自動
的に録画させることができる。各々のユーザに対し、個別の番組コピーを「本当の」すな
わち「実際の」コピーとして保管することができ、あるいは、一つ以上の共用コピーを中
央に保管して、「バーチャル」コピーの形でユーザに提供することもできる。また、「実
際の」コピーをローカル・パーソナル・ビデオレコーダ又は他の適当なローカル装置に格
納することもできる。
【０００９】
　各ユーザには、録画された又は保管されたユーザの番組内容収集を反映する個人用領域
が提供される。コピーが中央に保持される環境においては、各ユーザの個人用領域に、そ
のユーザのバーチャル・レコーディング又は番組コピーのリストを含めることができる。
各ユーザに対し、ネットワーク・ベース又はローカルで、録画番組コピーが個別に作成さ
れる環境においては、各ユーザの個人用領域に、実際のレコーディング又は番組のコピー
を含めることができる。
【００１０】
　ユーザは、双方向性テレビ・アプリケーションを使って、興味のある番組のリマインダ
ーを設定することができる。例えば、ユーザは、その週の後日に放送される予定の番組に
対してリマインダーを設定することができる。その番組の放送予定時間の直前に、ユーザ
に、所望番組がまもなく放送されることを注意するリマインダーを提示することができる
。
【００１１】
　システムのネットワーク・ベース又はローカル・パーソナル・ビデオレコーダの機能を
使って、ユーザは、番組の放送予定時間でない時間にその番組を視聴することができる。
このような機能を用いて、ユーザが、興味のある番組をリマインダーに設定し、放送予定
時間以外の時間にネットワークから入手できれば、ユーザは、視聴時間及び付随するリマ
インダー・メッセージの受信時間を元の放送時間より後に選択する機会を得ることができ
る。例えば、ユーザは、オンスクリーン・オプションを提供され、これにより、たとえそ
の時点で番組の放送予定がなくても、所望の番組に対するリマインダー時間を選定するこ
とができる。また、ユーザが選択する場合、ユーザが番組を見損ねた場合に、ユーザの個
人用領域に番組のコピーを保存することをシステムに命令するオプションを提供すること
ができる。
【００１２】
　ネットワーク又はローカル記憶装置を効率的に使用するために、興味の程度がより低い
、又は特に時間依存性のある（例、毎晩のニュース番組）をネットワーク・ベース又はロ
ーカル・パーソナル・ビデオレコーダに保持する時間を、より興味のある又は時間依存性
の低い（例、人気コメディ番組）ものよりも短くすることができる。これにより、視聴希
望がより低い番組を削除することができ、他の用途のための格納スペースを空けることが
できる。
【００１３】
　添付図面及び以下の好適実施形態の詳細説明によって、本発明のさらなる特色、その性
質及び様々な利点がさらに明らかとなろう。
　例えば、本発明は、以下を提供する。
　（項目１）
双方向性テレビ・システムにおいて、ユーザに向けて、ネットワーク・ベースの装置から
通信経路を介してユーザ装置にテレビ番組を配信する、双方向性テレビ・アプリケーショ
ンを用いる方法であって、前記ネットワーク・ベース装置、前記ユーザ装置及び前記双方
向性テレビ・アプリケーションを使ってテレビ番組内容を録画するビデオレコーダを実行
するために用いられ、前記方法は、
　所定ユーザの前記ユーザ装置に、前記ユーザが興味のあるテレビ番組に対してリマイン
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ダーを設定することのできるオンスクリーン・オプションを表示すること、なお、前記興
味あるテレビ番組は放送予定時間を有し、前記オンスクリーン・オプションによって、前
記ユーザは、リマインダーを前記放送予定時間又はそれより後時間のうち前記興味あるテ
レビ番組の放送予定のない時間に設定することができるものとすることと、
　前記興味あるテレビ番組に対する前記リマインダーを、前記ユーザ装置に表示すること
と、
　前記ユーザが、前記表示されたリマインダーに応じ、前記ビデオレコーダを使用して、
前記興味のあるテレビ番組のコピーを前記ビデオレコーダから前記ディスプレー上に再生
することができるようにすることと
を含む方法。
　（項目２）
項目１に記載の前記方法であって、前記双方向性テレビ・システムは、テレビ配信施設に
あるサーバを含み、前記方法は、前記ユーザが、前記サーバから前記興味あるテレビ番組
の前記コピーを再生するよう前記ビデオレコーダに対し命令することを選択できるオンス
クリーン・オプションを前記リマインダーと共に表示することをさらに含む方法。
　（項目３）
項目１に記載の前記方法であって、
　前記ビデオレコーダを使って、所定のテレビ配信施設を通して前記ユーザ装置に配信さ
れた少なくとも前記テレビ番組の少なくとも一部のコピーを保持すること、及び
　前記双方向性テレビ・アプリケーションを使って、番組の保持希望に関する情報を収集
し、これにより、前記コピーの保持期限を決定すること
をさらに含む方法。
　（項目４）
項目１に記載の前記方法であって、前記ビデオレコーダは少なくとも前記テレビ番組の一
部のコピーを保持し、前記方法は、保持された所定テレビ番組のコピーを、前記ネットワ
ーク装置の個人用領域、又は前記ユーザ装置のローカル・パーソナル・ビデオレコーダの
中に保管するための機会をユーザに提供するオンスクリーン・オプションを前記ユーザ装
置に表示することをさらに含む方法。
　（項目５）
項目１に記載の前記方法であって、ユーザに対し前記興味のあるテレビ番組を直ちに視聴
する機会を提供するオンスクリーン・オプションを前記リマインダーと共に表示すること
をさらに含む方法。
　（項目６）
項目５に記載の前記方法であって、前記興味あるテレビ番組を直ちに視聴する機会を前記
ユーザに提供する前記オンスクリーン・オプションを前記ユーザが選択したときに、前記
双方向性テレビ・アプリケーションを使って、前記ユーザ装置を所定のテレビチャンネル
に同調させることをさらに含む方法。
　（項目７）
項目５に記載の前記方法であって、前記興味のあるテレビ番組を直ちに視聴する機会を前
記ユーザに提供する前記オンスクリーン・オプションを前記ユーザが選択したときに、前
記ビデオレコーダを使って、前記興味あるテレビ番組を再生することをさらに含む方法。
　（項目８）
項目１に記載の前記方法であって、前記ユーザに、前記リマインダーを後の時間に再スケ
ジュールする機会を提供するオンスクリーン・オプションを前記リマインダーと共に表示
することをさらに含む方法。
　（項目９）
項目１に記載の前記方法であって、前記ユーザに、前記興味のあるテレビ番組を前記ネッ
トワーク装置の個人用領域又は前記ユーザ装置のローカル・パーソナル・ビデオレコーダ
に保管する機会を提供するオンスクリーン・オプションを前記リマインダーと共に表示す
ることをさらに含む方法。
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　（項目１０）
項目１に記載の前記方法であって、前記興味のあるテレビ番組のコピーを、前記ユーザが
そのテレビ番組を見損ねた場合に、前記ネットワーク装置の個人用領域又は前記ユーザ装
置のローカル・パーソナル・ビデオレコーダ中に自動的に保存することを、前記双方向性
テレビ・アプリケーションに対して命令する機会を前記ユーザに提供することをさらに含
む方法。
　（項目１１）
項目１０に記載の前記方法であって、前記ユーザが前記テレビ番組を見損ねた場合に前記
コピーを保存することは、前記ネットワーク・ベース装置又は前記ユーザ装置にすでに格
納されている前記番組のコピーを保管することを含む、方法。
　（項目１２）
項目１０に記載の前記方法であって、前記ユーザが前記テレビ番組を見損ねた場合に前記
コピーを保存することは、前記ビデオレコーダを使って前記テレビ番組のコピーを録画す
ることを含む、方法。
　（項目１３）
双方向性テレビ・システムで用いられ、ネットワーク・ベース装置からユーザに向け通信
経路を介してユーザ装置にテレビ番組を配信するために、双方向性テレビ・アプリケーシ
ョンが使われる前記ユーザ装置であって、前記ネットワーク・ベース装置、前記ユーザ装
置及び前記双方向性テレビ・アプリケーションは、テレビ番組内容を録画するビデオレコ
ーダを実行するために用いられ、各ユーザの前記ユーザ装置は、
　制御回路と、
　前記制御回路にユーザ入力を供給する環境を前記ユーザに提供するユーザ入力インタフ
ェースと、
　前記テレビ番組を表示するためのディスプレーと
　を含み、前記制御回路、ユーザ入力インタフェース、及びディスプレーは、
　前記ユーザが興味のあるテレビ番組に対してリマインダーを設定することのできるオン
スクリーン・オプションを前記ユーザに対して前記ディスプレー上に表示し、前記興味の
あるテレビ番組は放送予定時間を有し、前記オンスクリーン・オプションによって、前記
ユーザは、リマインダーを、その放送予定時間、又はそれより後の時間のうち前記興味の
あるテレビ番組の放送が予定されていない時間に設定することができる、
　前記興味のあるテレビ番組に対する前記リマインダーを前記ディスプレー上に表示し、
　前記ユーザが、前記表示されたリマインダーに応答して、前記ビデオレコーダを使って
、前記興味のある番組のコピーを前記ビデオレコーダから前記ディスプレー上に再生でき
る
ように構成されている、装置。
　（項目１４）
項目１３に記載の前記ユーザ装置であって、前記双方向性テレビ・システムはテレビ配信
施設とつながるサーバを含み、前記制御回路、ユーザ入力インタフェース、及びディスプ
レーは、前記ユーザが前記ビデオレコーダに対し前記興味のあるテレビ番組を前記サーバ
向けに再生する命令を選択することのできるオンスクリーン・オプションを前記リマイン
ダーと共に表示するようにさらに構成されている、装置。
　（項目１５）
項目１３に記載の前記ユーザ装置であって、前記制御回路、ユーザ入力インタフェース、
及びディスプレーは、前記ビデオレコーダを使って、所定のテレビ配信施設を通して前記
ユーザ装置に配信されるテレビ番組の少なくとも一部のコピーを自動的に保存するように
さらに構成され、前記コピーの保持期間は、前記双方向性テレビ・アプリケーションを使
って収集された、番組の保持希望に関する情報に基づいて決められる、装置。
　（項目１６）
項目１３に記載の前記ユーザ装置であって、前記制御回路、ユーザ入力インタフェース、
及びディスプレーは、保持されている所定のテレビ番組のコピーを、前記ネットワーク装
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置の個人用領域又は前記ユーザ装置のローカル・パーソナル・ビデオレコーダの中に保管
する機会を前記ユーザに提供するためのオンスクリーン・オプションを前記ユーザ装置上
に表示するよう、さらに構成されている、装置。
　（項目１７）
項目１３に記載の前記ユーザ装置であって、前記制御回路、ユーザ入力インタフェース、
及びディスプレーは、前記興味のあるテレビ番組を直ちに視聴する機会を前記ユーザに提
供するオンスクリーン・オプションを前記リマインダーと共に表示するようさらに構成さ
れている、装置。
　（項目１８）
項目１７に記載の前記ユーザ装置であって、前記制御回路、ユーザ入力インタフェース、
及びディスプレーは、前記興味のあるテレビ番組を直ちに視聴する機会を前記ユーザに提
供する前記オンスクリーン・オプションを前記ユーザが選択したときに、前記双方向性テ
レビ・アプリケーションを使って、前記ユーザ装置を所定のテレビチャンネルに同調させ
るようさらに構成されている、装置。
　（項目１９）
項目１７に記載の前記ユーザ装置であって、前記制御回路、ユーザ入力インタフェース、
及びディスプレーは、前記興味のあるテレビ番組を直ちに視聴する機会を前記ユーザに提
供する前記オンスクリーン・オプションを前記ユーザが選択したときに、前記ビデオレコ
ーダを使って前記興味のあるテレビ番組を再生するようさらに構成されている、装置。
　（項目２０）
項目１３に記載の前記ユーザ装置であって、前記制御回路、ユーザ入力インタフェース、
及びディスプレーは、前記リマインダーを、後の時間に再スケジュールする機会を前記ユ
ーザに対し提供するオンスクリーン・オプションを前記リマインダーと共に表示するよう
さらに構成されている、装置。
　（項目２１）
項目１３に記載の前記ユーザ装置であって、前記制御回路、ユーザ入力インタフェース、
及びディスプレーは、前記興味のあるテレビ番組を、前記ネットワーク装置の個人用領域
、又は前記ユーザ装置のローカル・パーソナル・ビデオレコーダに保管する機会をユーザ
に提供するオンスクリーン・オプションを前記リマインダーと共に表示するようさらに構
成されている、装置。
　（項目２２）
項目１３に記載の前記ユーザ装置であって、前記制御回路、ユーザ入力インタフェース、
及びディスプレーは、前記ユーザが前記興味のあるテレビ番組を見損ねた場合には、その
テレビ番組のコピーを、前記ネットワーク装置の個人用領域又は前記ユーザ装置のローカ
ル・パーソナル・ビデオレコーダ中に自動的に保存することを、前記双方向性テレビ・ア
プリケーションに対して命令する機会を前記ユーザに提供するようさらに構成されている
、装置。
　（項目２３）
項目２２に記載の前記ユーザ装置であって、前記制御回路、ユーザ入力インタフェース、
及びディスプレーは、前記ユーザが前記テレビ番組を見損ねた場合に、すでにネットワー
ク・ベースの装置又はユーザ装置に格納されている前記番組のコピーを保管することによ
って前記コピーを確保するようさらに構成されている、装置。
　（項目２４）
項目２２に記載の前記ユーザ装置であって、前記制御回路、ユーザ入力インタフェース、
及びディスプレーは、前記ユーザが前記テレビ番組を見損ねた場合に、前記ビデオレコー
ダを使って前記テレビ番組のコピーを録画することによって前記コピーを確保するようさ
らに構成されている、装置。
　（項目２５）
双方向性番組案内のユーザに対し、興味のあるテレビ番組を提供する方法であって、
　前記ユーザが、前記双方向性番組案内を使って、前記興味のあるテレビ番組を選択でき
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るようにすることと、
　前記ユーザが、前記興味のあるテレビ番組を、その放送予定時間に視聴することができ
るようにすることと、
　前記視聴者が、前記興味のあるテレビ番組をその放送予定時間に見ない場合には、前記
ユーザが後で視聴するために、前記興味のあるテレビ番組のレコーディングを提供するこ
とと
を含む方法。
　（項目２６）
項目２５の前記方法であって、
　前記視聴者が、前記興味のあるテレビ番組をその放送予定時間に見る場合には、前記ユ
ーザが後で視聴するための前記興味のあるテレビ番組のレコーディングを提供しないこと
をさらに含む方法。
　（項目２７）
項目２５の前記方法であって、前記テレビ番組のレコーディングを提供するステップは、
　ビデオレコーダを使って前記興味のあるテレビ番組をレコーディングすること、及び
　前記ユーザが、録画された番組を後の時間に視聴することができるようにすること
を含む方法。
　（項目２８）
項目２５の前記方法であって、前記テレビ番組のレコーディングを提供するステップは、
　前記ユーザが、前記興味のある番組を後の時間に視聴するため、リマインダーを設定で
きるようにすること
をさらに含む方法。
　（項目２９）
複数のユーザに対し、複数のテレビ番組のレコーディングへのアクセスを、いろいろな長
さの期間、提供する方法であって、
　システムの操作者は、前記複数のテレビ番組中の種々の番組又は番組のグループに対し
異なる保持基準を定めて、前記レコーディングを提供できるようにすることと、
　前記システムを使って、前記複数のテレビ番組を自動的にレコーディングすることと、
　前記システムの前記複数のユーザは、前記番組又はそのグループに対して定められた前
記保持基準に基づく期間中、前記複数の録画番組のどれでも再生することができるように
することと
を含む方法。
　（項目３０）
項目２９の前記方法であって、前記保持基準は、前記種々の番組又は番組のグループにつ
いて収集された情報に基づいている、方法。
　（項目３１）
項目３０の前記方法であって、前記収集された情報は、前記種々の番組又は番組のグルー
プが録画される頻度、前記種々の番組又は番組のグループが再生される頻度、及びユーザ
・サーベイからなる群から選定された情報を包含する、方法。
　（項目３２）
複数のユーザに対し、複数のテレビ番組のレコーディングへのアクセスを、いろいろな長
さの期間、提供する方法であって、
　前記番組又は前記番組のグループに対する人気情報を収集することと、
　前記システムを使って、前記複数のテレビ番組を自動的にレコーディングすることと、
　前記システムの前記複数のユーザが、前記番組又はそのグループについて収集された前
記人気情報に基づいた期間中、前記複数の録画番組のどれでも再生することができるよう
にすることと
を含む方法。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
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【図１】図１は、本発明による双方向性テレビ・システムの具体例の図である。
【図２】図２は、本発明によるユーザ・テレビ装置の具体例の図である。
【図３】図３は、本発明による別のユーザ・テレビ装置の具体例の図である。
【図４】図４は、本発明によるリモート制御装置の具体例の図である。
【図５】図５は、本発明によるユーザ・コンピュータ装置の具体例の図である。
【図６】図６は、本発明によるユーザ装置の一般的な具体例の図である。
【図７】図７は、本発明によるメニュー画面の具体例を示す。
【図８】図８は、本発明による番組案内画面の具体例を示す。
【図９】図９は、本発明に従って、現チャンネルについての番組リスト内容情報を含むフ
リップ・バナーを、どのように現チャンネルの映像上にオーバーレイとして表示できるか
を示す、ディスプレー画面の具体例である。
【図１０】図１０は、本発明に従って、現チャンネルと異なるチャンネルについての番組
リスト内容情報を含むブラウズ・バナーを、どのように現チャンネルの映像にオーバーレ
イとして表示することができるかを示す、ディスプレー画面の具体例である。
【図１１】図１１は、本発明による番組案内画面の具体例を示す。
【図１２】図１２は、本発明に従って、双方向性テレビ・アプリケーションは、どのよう
に番組リマインダーを設定する機会をユーザに提供することができるかを示すディスプレ
ー画面の具体例である。
【図１３】図１３は、本発明に従って、リマインダーをユーザにどのように提供するかを
示すディスプレー画面の具体例である。
【図１４】図１４は、本発明に従って、ビデオ・オン・デマンド・コンテントのカテゴリ
ーを選択するために使うことのできるビデオ・オン・デマンド・メニューの具体例を示す
ディスプレー画面である。
【図１５】図１５は、本発明に従って、所望の種類の映画を探すために使うことのできる
ビデオ・オン・デマンド・メニュー画面の具体例を示すディスプレー画面である。
【図１６】図１６は、本発明に従って、興味のあるビデオ・オン・デマンドのタイトルを
選定するために使うことのできるタイトル・メニューの具体例を示す。
【図１７ａ】図１７ａは、本発明に従って、ビデオ・オン・デマンド・コンテントにアク
セスするために使うことのできるビデオ・オン・デマンド情報画面の具体例である。
【図１７ｂ】図１７ｂは、本発明に従って、ビデオ・オン・デマンド・コンテントにアク
セスするために使うことのできるビデオ・オン・デマンド情報画面の具体例である。
【図１８】図１８は、本発明に従って、ユーザに対しビデオ・オン・デマンド・コンテン
トを表示する中で、ビデオ・オン・デマンドの再生制御機能をどのように表示できるかを
示すディスプレー画面の具体例である。
【図１９ａ】図１９ａは、本発明に従って、双方向リストの中にユーザのスケジュールし
たレコーディングをどのように表示し選択するかを示すディスプレー画面の具体例である
。
【図１９ｂ】図１９ｂは、本発明に従って、双方向リストの中にユーザのスケジュールし
たレコーディングをどのように表示し選択するかを示すディスプレー画面の具体例である
。
【図２０ａ】図２０ａは、本発明に従って、双方向リストからユーザのレコーディングを
どのように表示し、選択するかを示すディスプレー画面の具体例である。
【図２０ｂ】図２０ｂは、本発明に従って、双方向リストからユーザのレコーディングを
どのように表示し、選択するかを示すディスプレー画面の具体例である。
【図２１】図２１は、本発明に従って、ユーザに対し、図１８のリストから選定したレコ
ーディングの映像をどのよう表示することができるかを示すディスプレー画面の具体例で
ある。
【図２２】図２２は、ユーザが所望の番組のレコーディングをスケジュールできるオプシ
ョンを、どのようにユーザに提供できるかを示すディスプレー画面の具体例である。
【図２３ａ】図２３ａは、本発明に従って、所定の番組に対し、ユーザがどのようにパレ
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ンタル・コントロールを設定できるかを示すディスプレー画面の具体例である。
【図２３ｂ】図２３ｂは、本発明に従って、所定の番組に対し、ユーザが時間ベースのパ
レンタル・コントロール設定を生成することにより、どのようにコンテントを阻止できる
かを示すディスプレー画面の具体例である。
【図２４】図２４は、ユーザに対し、本発明のネットワーク・ベース又はローカル・パー
ソナル・ビデオレコーダの機能を使って、所望テレビ番組の視聴を再スケジュールする機
会をどのように提供することができる示すディスプレー画面の具体例である。
【図２５】図２５は、ユーザに対し、本発明のネットワーク・ベース又はローカル・パー
ソナル・ビデオレコーダの機能を使って、所望テレビ番組の視聴を再スケジュールする機
会を提供することができる別のやり方を示すディスプレー画面の具体例である。
【図２６】図２６は、ユーザに対し、本発明のネットワーク・ベース又はローカル・パー
ソナル・ビデオレコーダの機能を使って、所望テレビ番組の視聴を再スケジュールする機
会を提供することができるさらに別のやり方を示すディスプレー画面の具体例である。
【図２７】図２７は、本発明に従って、「後で見る」オプション及び「個人用領域に保管
」オプションのようなオプションを含む番組リマインダーをどのように提供することがで
きるかを示すディスプレー画面の具体例である。
【図２８】図２８は、本発明に従って、ユーザに対し、図２７の「後で見る」オプション
のようなオプションを選択した後、新たな視聴時間をスケジュールするためのオプション
をどのように提供することができるかを示すディスプレー画面の具体例である。
【図２９】図２９は、本発明に従って、実質上すべての放送番組が録画されているネット
ワーク・ベース又はローカル・パーソナル・ビデオレコーダ環境における、リマインダー
及び視聴の再スケジュール取扱いに関わる具体的なステップ例のフローチャートである。
【図３０】図３０は、本発明に従って、一部の放送番組が録画されているネットワーク・
ベース又はローカル・パーソナル・ビデオレコーダ環境における、リマインダー及び視聴
再スケジュール取扱いに関わる具体的なステップ例のフローチャートである。
【図３１】図３１は、本発明に従って、ユーザ要求に基づき放送番組が録画されているネ
ットワーク・ベース又はローカル・パーソナル・ビデオレコーダ環境における、リマイン
ダー及び視聴再スケジュール取扱いに関わる具体的なステップ例のフローチャートである
。
【図３２】図３２は、本発明に従って、ネットワーク又はローカルＰＶＲ上のユーザの個
人用領域中の保管コンテントを番組カテゴリーに沿ってどのように編成することができる
かを示すディスプレー画面の具体例である。
【図３３】図３３は、本発明に従って、特定番組の保持希望に関する情報を使い、どの番
組を削除し、どの番組を記憶装置に保持するかを決めることに関わる具体的なステップ例
のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　（好適な実施形態の詳細な説明）
　本発明による双方向性テレビ・システム１０の具体例を図１に示す。テレビ番組内容及
びデジタル音楽のようなコンテントを、番組内容発信元１２から、通信経路１６を使って
テレビ配信施設１４のようなテレビ配信施設に供給することができる。番組内容発信元１
２は、テレビ及び音楽プロダクション・スタジオ等のような、テレビ及び音楽番組の任意
の妥当な発信元とすることができる。
【００１６】
　テレビ配信施設１４は、ケーブル・システムのヘッドエンド、人工衛星テレビ配信施設
、テレビ放送施設、又はテレビ及び音楽番組をユーザに配信するための他の任意の妥当な
施設とすることができる。一般に、システム１０の中には数多くのテレビ配信施設１４が
あるが、図面が複雑になりすぎることを避けるために、図１には一つだけを示している。
【００１７】
　通信経路１６は、人工衛星経路、光ファイバー経路、ケーブル経路、又は他のどのよう
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な有線又は無線経路、もしくはこのような経路の組合せとすることができる。
【００１８】
　テレビ配信施設１４を、様々なユーザ設備装置に１８に接続することができる。このよ
うなユーザ装置１８を、例えば、ユーザの家庭に設置することができる。ユーザ装置１８
には、ユーザのテレビ装置２０又はユーザのコンピュータ装置２２を含めることができる
。
【００１９】
　ユーザ装置には、通信経路２６、２７及び２８のような通信経路を介してテレビ配信施
設１４からテレビ及び音楽番組内容ならびに他の情報を受信することができる。また、ユ
ーザ装置は、経路２６、２７及び２８を介してテレビ配信施設１４に信号を送信すること
ができる。経路２６、２７及び２８は、ケーブル又は他の有線接続、無線接続（例、放送
又は他の無線信号）、人工衛星リンク等とすることができる。
【００２０】
　データソース３０に、放送予定時間、タイトル、チャンネル、評価情報（例、保護者に
よる評価及び評論家による評価）、タイトル番組の詳細説明、分野又はカテゴリー情報（
例、スポーツ、ニュース、映画等）のようなテレビ番組スケジュール情報をユーザに提供
するために用いられる番組リスト内容データベースを含めることができる。また、データ
ソース３０を使って、広告（例、番組案内広告及び他の双方向性テレビ・アプリケーショ
ンの広告、）スポーツ得点、株式情報、ニュース、天気予報等のようなリアルタイム・デ
ータを提供することができる。図１中でデータソース３０は単一のボックスとして描かれ
ているが、一つ以上の場所にある装置を使って、図１のデータソース３０及び他のシステ
ム構成要素を構成することができる。図面が複雑になりすぎるのを避けるために、図１で
は諸システム構成要素をそれぞれ単一のボックスとして描いている。
【００２１】
　データソース３０は、通信経路３２を介して、番組スケジュール情報及び他のデータを
テレビ配信施設１４に提供し、そこから経路２６、２７及び２８を介して関連するユーザ
装置に配信することができる。通信経路３２は、人工衛星通信経路又は他の無線経路、光
ファイバー又は他の有線通信経路、インターネット通信対応経路、これら経路の組合せ等
のような、任意の妥当な通信経路とすることができる。データソース３０は、番組スケジ
ュール情報及び他のデータを、経路３８、通信ネットワーク３４、及び経路４２を介して
ユーザ装置１８のユーザに提供することができる。経路４２は、電話回線、ケーブル経路
、光ファイバー経路のような有線経路、人工衛星経路、無線経路、これらの経路の組合せ
、又は他の任意の妥当な経路とすることができる。
【００２２】
　番組スケジュール情報を使い、ユーザ・テレビ装置及びパーソナルコンピュータのよう
なユーザ設備装置によって、ユーザに対しデジタル音楽に関する番組リスト内容と情報と
を表示することができる。双方向性テレビ番組案内アプリケーション又は他の適切なアプ
リケーションを使って、このような情報をユーザのディスプレーに表示することができる
。
【００２３】
　サーバ３６のような通信ネットワーク３４に接続されたサーバを使って、オンライン番
組案内及び他の双方向性テレビ・サービスを提供することができる。サーバ３６は、通信
経路３８、通信ネットワーク３４、及び通信経路４０を介して、データソース３０から番
組スケジュール情報及び他のデータを受信することができる。経路３８及び４０は、人工
衛星経路、光ファイバー経路、有線経路等とすることができる。通信ネットワーク３４は
、インターネット、公衆交換電話網、パッケト・ベースのネットワーク等のような、任意
の妥当な通信ネットワークとすることができる。
【００２４】
　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案内情報
及び他の情報にアクセスすることができる。また、ユーザ装置１８は、通信経路２６、テ
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レビ配信施設１４、及び通信経路４４を経由して、サーバ３６のオンライン番組案内情報
及び他のサービスにアクセスすることができる。例えば、ユーザ装置１８は、ケーブル・
モデム又は他の適切な装置を使って、テレビ配信施設１４と交信することができる。テレ
ビ配信施設１４は、有線経路、ケーブル経路、光ファイバー経路、人工衛星経路等のよう
な、任意の妥当な経路４４を介して通信ネットワーク３４と交信することができる。
【００２５】
　ユーザ・テレビ装置２０及びユーザ・コンピュータ装置２２のようなユーザ装置は、同
様な構成を用いてオンライン番組案内及びサーバ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を使って、又は経路２７とテレビ配信施設１４と経
路４４とを使ってオンライン番組案内及びサーバ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を使って、又は経路２８とテレビ配信施設１
４と経路４４とを使ってオンライン番組案内及びサーバ３６にアクセスすることができる
。経路４６及び４８は、有線経路、ケーブル経路、光ファイバー経路、人工衛星経路、無
線経路、これらの経路の組み合わせ等のような、任意の妥当な経路とすることができる。
【００２６】
　番組案内アプリケーション機能及び他の双方向性テレビ・アプリケーションの機能を、
サーバ３６、及び、サーバ５６のような通信ネットワーク３４に接続された他のサーバを
使ってサポートすることができる。また、サービス・プロバイダ５０のような一つ以上の
サービス・プロバイダのサーバ又は他の適切な装置によって、双方向性テレビ・アプリケ
ーションをサポートすることもできる。例えば、サービス・プロバイダ５０のような、販
売代理機能、注文履行機能、口座維持管理機能、及び双方向性ホームショッピング機能に
対応するための他の装備を有するサービス・プロバイダは、ホームショッピング・サービ
スをサポートすることができる。ユーザ装置を用いて実行されるホームショッピング・ア
プリケーションを使って、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
セスすることができる。ユーザ装置は、テレビ配信施設１４及び通信経路５２を経由して
、又は通信ネットワーク３４及び通信経路５４を経由して、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及び５４のような通信経路は、有線経路、ケーブル
経路、光ファイバー経路、人工衛星経路、無線経路、これらの経路の組み合わせ等のよう
な、任意の妥当な経路とすることができる。
【００２７】
　双方向性テレビ・アプリケーションの別の例として、ホームバンキングがある。サービ
ス・プロバイダ５０のような施設の要員を使ってホームバンキング・サービスをサポート
することができる。ユーザ装置を用いて実行される双方向性ホームバンキング・アプリケ
ーションは、テレビ配信施設１４及び通信経路５２を経由して、又は通信ネットワーク３
４及び通信経路５４を経由して、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。
【００２８】
　必要に応じ、ネットワーク・ベース・ビデオレコーダ又はビデオ・オン・デマンド・ア
プリケーションのような双方向性テレビ・アプリケーションを、サーバ５６、サーバ３６
、又はサービス・プロバイダ５０の装置を使ってサポートすることができる。ビデオ・オ
ン・デマンドのコンテント及びネットワーク・ベース・ビデオレコーダ構成を使って録画
されたビデオを、サーバ５６又はサーバ３６に又はサービス・プロバイダ５０に格納し、
ユーザが要求したときに、ユーザ装置に提供することができる。双方向性テレビ・アプリ
ケーションを使って、パーソナル・ビデオレコーダ（デジタル・ビデオレコーダとも呼ば
れる）の機能をサポートすることができ、これはユーザ装置１８を用いて実行される。パ
ーソナル・ビデオレコーダ機能をサポートするため使うことのできる具体的装置例には、
パーソナル・ビデオレコーダ専用装置、衛星デジタル放送受信機（ＩＲＤ）、内蔵又は外
部ドライブを持つセットトップボックス、又はビデオ・レコーディング能力を備えたパー
ソナルコンピュータが含まれる。
【００２９】
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　必要に応じ、双方向性テレビ番組案内アプリケーション、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、及び他のアプリケーション（例、ｅメール及びチ
ャット又は他の通信機能に関するアプリケーション等）を、ナビゲーション・シェル・ア
プリケーション（諸アプリケーションに対応するメニュー・オプションを持つメニュー・
アプリケーションのこと）を通してアクセスする別個のアプリケーションとして提供する
ことができる。このようなアプリケーションの機能を組み合わせることができる。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
組案内機能、通信機能、及び他の適切な機能を、一つのアプリケーション、又は任意の妥
当な数のアプリケーションを使って提供することができる。
【００３０】
　また、双方向性テレビ番組案内アプリケーション、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及
びパーソナル・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、ゲーム・アプリケーション、通信アプリケーション、及びナビゲーション・ア
プリケーションは、システム１０がサポートできる双方向性テレビ・アプリケーションの
種類のほんのわずかな具体例である。対応可能な他の適当なアプリケーションには、ニュ
ース・サービス、ウェブ・ブラウズ及び他のインターネット・サービス、及び双方向性賭
博サービス（例、競馬及び類似の賭け）が含まれよう。
【００３１】
　双方向性テレビ・アプリケーション又は双方向性テレビ・システム１０の中で使われる
アプリケーションを、ユーザ装置上でローカルに実行することができる。また、これらの
アプリケーションを（少なくとも部分的に、少なくともある程度の時間、ユーザ装置がク
ライアントの役割を果たし、テレビ配信施設１４のサーバ５６、サーバ３６のようなサー
バ又は他の適切な装置がサーバとしての役割を果たすクライアント－サーバ・アーキテク
チャを使うなどして）分散型方式で実行することができる。また、必要に応じて、他の分
散型アーキテクチャを使うこともできる。加えて、システム１０の双方向性テレビ・シス
テムの機能の一部又は全部を、オペレーティング・システムソフトウエア又はミドルウエ
ア・ソフトウエアを使って提供することができる。このようなオペレーティング・システ
ムソフトウエア又はミドルウエアを、アプリケーション・レベルのソフトウエアの代わり
に、又はこれと組み合わせて使用することができる。番組案内、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、通信等に関する双方向性テ
レビ機能を実行するために使われる特定構成のいかんに関わらず、これらの機能をサポー
トするソフトウエアを、（単数又は複数の）アプリケーションということがある。
【００３２】
　セットトップボックス構成に基づくユーザ・テレビ装置２０の具体例を図２に示す。入
力／出力５８を、経路２７及び４６のような通信経路に接続することができる。一本以上
の配線すなわち経路によって、入力／出力機能を備えることができるが、図面が複雑にな
りすぎるのを避けるため、図２には単一の経路しか示していない。入力／出力５８を使っ
て、テレビ番組内容及び他の情報を受信することができる。また、ユーザからの命令及び
要求及び他の情報も入力／出力５８を介して送信することができる。
【００３３】
　セットトップボックス６０を、任意の妥当なアナログ又はデジタルセットトップボック
ス（例、ケーブル・セットトップボックス）とすることができる。セットトップボックス
６０に、所望のアナログテレビ・チャンネルに同調するためのアナログ・チューナを含め
ることができる。また、セットトップボックス６０に、デジタル・テレビ及び音楽チャン
ネルを受信するためのデジタル・デコーディング回路を含めることもできる。必要に応じ
て、アナログ及びデジタル両方のチャンネルを共に取り扱えるようにできる。複数のチュ
ーナを（例えば、視聴及び録画機能を同時に取り扱うために）備えることができる。ボッ
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クス６０を、衛星テレビを取り扱う衛星放送デジタル受信機（ＩＲＤ）とすることができ
る。必要に応じ、ボックス６０に、ケーブル、無線放送、及び衛星のコンテントを取り扱
うための回路を装備することができる。ボックス６０に、レコーディング機能を備えるた
めの記憶装置（例、ハードディスクドライブのようなデジタル記憶装置）を含めることが
できる。また、ボックス６０を、ビデオカセット・レコーダ、パーソナル・ビデオレコー
ダ、又は他の記憶機能を持つ、一つ又は複数の装置のようなレコーディング装置６２に接
続することもできる。
【００３４】
　セットトップボックス６０は、ソフトウエア・アプリケーションを実行するプロセッサ
（例、マイクロコントローラ又はマイクロプロセッサ又は類似のもの）を包含する。セッ
トトップボックス６０に、ランダムアクセス・メモリのような、アプリケーションを実行
する際に使用するメモリを含めることができる。また、（例えば、起動ルーチン立ち上げ
及び他の命令用に）非揮発性メモリを使うこともできる。ボックス６０又はレコーディン
グ装置６２の中のハードディスク記憶装置を使って、データをバックアップしたり、また
、ランダムアクセス・メモリ手段を使って対応できる程度より大きなデータベース及び記
憶必要量を別途サポートすることができる。
【００３５】
　セットトップボックス６０に、リモート制御装置又は無線キーボードと通信するための
、赤外線（ＩＲ）又は他の交信回路を備えることができる。また、セットトップボックス
６０に専用のボタンと前面パネルを備えることもできる。前面パネルを、例えば、セット
トップボックスが同調されている現チャンネルを表示するために使うことができる。
【００３６】
　また、セットトップボックス６０に、ケーブル・モデム、統合デジタル通信網（ＩＳＤ
Ｎ）モデム、デジタル加入者線（ＤＳＬ）モデム、電話モデム、無線モデム等のような他
の装置との通信のための交信回路を備えることができる。このような交信に、インターネ
ット又は他の一切の妥当な通信ネットワーク又は経路を含めることができる。必要に応じ
、セットトップボックス６０の構成要素を他のユーザ装置（例、テレビ又はビデオカセッ
ト・レコーダ）の中に統合することができる。
【００３７】
　レコーディング装置６２を、セットトップボックス６０から供給される映像を録画する
ために使うことができる。例えば、セットトップボックス６０が所定のテレビ・チャンネ
ルに同調されると、そのテレビチャンネルのビデオ信号は、レコーディング装置６２に送
られ、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、又は内蔵ハード
ドライブ、又は他の記憶装置にレコーディングされる。レコーディング装置６２に、ケー
ブル・モデム、ＩＳＤＮモデム、ＤＳＬモデム、電話モデム等のような他の装置との通信
のための交信回路を備えることができる。このような交信に、インターネット又は他の一
切の妥当な通信ネットワーク又は経路を含めることができる。レコーディング装置６２の
構成要素を他のユーザ装置（例、テレビ又はステレオ機器等）の中に統合することができ
る。
【００３８】
　リモート制御装置又は他の妥当なユーザ・インタフェースを使って、レコーディング装
置６２を制御することができる。必要に応じ、装置６２の起動、停止、録画等のようなビ
デオレコーダ機能、及びその他の機能をセットトップボックス６０に制御させることがで
きる。例えば、セットトップボックス６０は、レコーディング装置６２の遠隔制御入力に
向けた赤外線命令を使ってレコーディング装置６２を制御することができ、又は、セット
トップボックス６０は、ボックス６０と装置６２との間の他の有線又は無線交信経路を使
ってレコーディング装置６２を制御することができる。
【００３９】
　レコーディング装置６２の出力を、テレビジョン６４に供給してユーザに見せることが
できる。必要に応じて、複数のレコーディング装置６２を使用したり又はレコーディング
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装置６２を全く使わないこともできる。レコーディング装置６２がない場合、又はこれを
積極的に使わない場合には、セットトップボックス６０からのビデオ信号を直接テレビジ
ョン６４に供給することができる。映像を表示するために任意の妥当なテレビジョン又は
モニタを使用することができる。図２の装置及びシステム１０の他の装置において、種々
のビデオ題目に関する音声は、一般的にそれらビデオ題目と共に配信され、一般にユーザ
に対して映像と共に再生される。
【００４０】
　ユーザ・テレビ装置２０についての別の構成具体例を図３に示す。図３の例において、
ユーザ・テレビ装置２０は、ビデオをレコーディングするためのハードディスク又は他の
記憶装置を使用するデジタル・ビデオレコーダ（例、パーソナル・ビデオレコーダ（ＰＶ
Ｒ））、あるいは、デジタル・ビデオディスクレコーダ、コンパクト・ディスクレコーダ
、ビデオカセット・レコーダ又は他の適切なレコーディング装置のようなレコーディング
装置６６を含む。図３の装置２０にテレビジョン６８をも含めることができる。入力／出
力７０を、経路２７及び４６のような通信経路に接続することができる。入力／出力７０
を使って、テレビ番組内容及び他の情報を受信することができる。入力／出力７０を介し
て、ユーザからの命令、要求及び他の情報を送信することができる。
【００４１】
　レコーディング装置６６に、所望のアナログ・テレビチャンネルに同調するための少な
くとも一つのアナログ・チューナを含めることができる。また、レコーディング装置６６
に、デジタルテレビ及び音楽チャンネルを受信するためのデジタル・デコーディング回路
を含めることもできる。必要に応じ、レコーディング装置６６にアナログ及びデジタルチ
ャンネルの両方を取り扱う回路を含めることができる。また、レコーディング装置６６に
、ソフトウエア・アプリケーション実行のため使用するプロセッサ（例、複数チューナを
備えることができ、マイクロコントローラ又はマイクロプロセッサ又は類似素子）を含め
ることもできる。レコーディング装置６６に、ランダムアクセス・メモリのようなアプリ
ケーションを実行する際に使用するメモリを含めることができる。また、非揮発性メモリ
を使って、起動ルーチン又は他の命令を格納することができる。レコーディング装置６６
中のハードディスク又は他の記憶装置を使って、データベース（例、番組案内データベー
ス又は双方向性テレビ・アプリケーション・データベース）をサポートすることができる
。また、レコーディング装置６６中のハードディスク又は他の記憶装置を使って、テレビ
番組又はビデオ・オン・デマンドのコンテント、又は入力／出力７０を経由してレコーデ
ィング装置６６に供給されるその他のコンテントのようなビデオを録画することもできる
。
【００４２】
　レコーディング装置６６に、リモート制御装置と通信するための、ＩＲ交信回路又は他
の妥当な交信回路を備えることができる。また、レコーディング装置６６に、専用ボタン
と前面パネル・ディスプレーを備えることもできる。前面パネル・ディスプレーを、例え
ば、レコーディング装置が同調されている現チャンネルを表示するために使うことができ
る。
【００４３】
　また、レコーディング装置６６に、ケーブル・モデム、ＩＳＤＮモデム、ＤＳＬモデム
、電話モデム、無線モデム等のような他の装置との通信のための交信回路を備えることが
できる。このような交信に、インターネット又は他の妥当な一切の通信ネットワーク又は
経路を含めることができる。
【００４４】
　必要に応じ、レコーディング装置６６に、衛星受信機、又は衛星信号を受信するための
無線交信回路を備えた他の装置を含めることができる。
【００４５】
　図３のレコーディング装置６６又は図２のレコーディング装置６２は、以前に録画した
ビデオをテレビジョン６８又は６４上に再生しながら、新しいビデオを録画することがで
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きる。このことにより、ユーザは、通常のテレビを視聴している際にポーズ・ボタンを押
すことができる。ポーズ・ボタンが押されると、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。ユーザは再生ボタンを押して、録画されたビデ
オを再生することができる。この構成によって、ユーザは、一時停止したり再開したりし
て継ぎ目なくテレビを視聴することができる。また、レコーディング装置６６及び６２に
より、ユーザは、新しい番組を録画しながら同時に以前に録画された番組を視聴すること
ができる。
【００４６】
　図２のセットトップボックス構成、及び図３のデジタル・ビデオレコーダ・セットトッ
プボックス構成は単なる例示である。必要に応じ、他の構成を用いることができる。例え
ば、ユーザ・テレビ装置を、ＷｅｂＴＶボックス、パーソナルコンピュータ・テレビジョ
ン（ＰＣ／ＴＶ）、又は他の任意のテレビ装置構成に基づくものとすることができる。必
要に応じ、セットトップボックス６０、デジタル・ビデオレコーダ６６、ＷｅｂＴＶボッ
クス、又はＰＣ／ＴＶ又は類似装置を、テレビジョン又はパーソナルコンピュータ又は他
の妥当な装置に統合することができる。
【００４７】
　ユーザ・テレビ装置（又は相応するユーザ・コンピュータ装置）を動作させるためのリ
モート制御装置７２の具体例を図４に示す。リモート制御装置７２に、機能キー７４、及
び、キーパッドキー、電源スイッチ・オンオフキー、ポーズ、停止、早送り、及び巻戻し
キー等のような他のキー７６を備えることができる。ボリューム大・小キー７８を使って
、ビデオのオーディオ部の音量の調整をすることができる。チャンネル上・下キー８０を
使って、テレビチャンネルを切り換えたり、バーチャル・チャンネルにアクセスすること
ができる。カーソルキー８２を使って、画面上のメニューをナビゲートすることができる
。例えば、カーソルキー８２を使って、画面上のカーソル、インジケータ、又は指定箇所
（本明細書では、これらすべてを総称して指定箇所又は指定範囲ともいう）の位置を合わ
せて、双方向性テレビ・アプリケーションにより表示された画面上の特定のオプション中
又は他の項目を選択指定することができる。
【００４８】
　ＯＫキー８４（選定キー又はエンター・キーと呼ばれることもある）を使って、ユーザ
が指定したオンスクリーン・オプションを選定することができる。
【００４９】
　キー７４に、レコーディングを開始するための録画キー８６を含めることができる。メ
ニューボタン８８を使って、双方向性テレビ・アプリケーションに対し、ユーザのディス
プレー（例、テレビジョン６４又は６８又は、適切なモニタ又はコンピュータ・ディスプ
レー）画面上に、メニューを表示するよう命令することができる。情報ボタン９０を使っ
て、双方向性テレビ・アプリケーションに対し、情報ディスプレー画面を表示するよう命
令することができる。ユーザが特定の番組リスト内容を指定した場合、例えば、情報ボタ
ン９０を押して、双方向性テレビ・アプリケーションに対し、その番組リスト内容に関す
る追加の番組スケジュール情報（例、番組のあらすじ、俳優情報等）を提供するよう命令
することができる。
【００５０】
　ロック・ボタン９２を使って、アクセス権を変更することができる。例えば、保護者は
、ロック・ボタン９２又はオンスクリーン・オプションを使って、双方向性テレビ・アプ
リケーションに対してパレンタル・コントロールを設定することができる。パレンタル・
コントロール設定を、（例えば、午後３：００から午後５：００までといった特定の時間
帯に子供がテレビを見るのを防げるため）時間ベースで設定することができる。また、パ
レンタル・コントロールを使って、評価、チャンネル、番組タイトル等に基づいて番組を
封鎖することもできる。ロック又は封鎖された番組は、一般に、適正な個人識別番号（Ｐ
ＩＮ）を、双方向性テレビ・アプリケーションに入力しなければ視聴できない。このＰＩ
Ｎが入力されると、双方向性テレビ・アプリケーションはユーザの装置をロック解除し、
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ロックされたコンテントへのアクセスが可能となる。
【００５１】
　終了ボタン９４を使って、双方向性テレビ・アプリケーションを終了又は双方向性テレ
ビ・アプリケーションの一部を終了させることができる。ガイド・ボタン９６を使って、
双方向性テレビ番組案内を呼び出すことができる。
【００５２】
　図４に示されたキーは、単なる例示である。必要に応じ、他のキー又はボタンを備える
ことができる。例えば、双方向性テレビ・アプリケーションを通して音楽にアクセスする
ために、音楽ボタンを使うことができる。格納されたコンテントを編集（例、コマーシャ
ルの除去、ビデオの一部の削除等）するために、編集ボタンを使うことができる。英数文
字を入力するために、英数字ボタンを使うことができる。双方向性テレビ・アプリケーシ
ョン中を（前のチャンネル又はディスプレー画面へ戻るなど）前に戻ってブラウズするた
めに、ラスト又は戻りボタンを使うことができる。システム１０中の（ローカル、又はネ
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、再生ボタン、ポーズ・ボ
タン、停止ボタン、巻戻しボタン、早送りボタン、及び録画ボタンのようなビデオレコー
ダ機能ボタンを使うことができる。コンテクストに応じたオンスクリーン・ヘルプ等のよ
うなヘルプ機能を呼び出すために、ヘルプキーを使うことができる。
【００５３】
　ユーザ・コンピュータ装置２２の具体例を図５に示す。図５の構成において、ユーザは
、キーボード１００、又はトラックボール、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のリモート制御装置のようなリモート制御装置等といった他の適
切な入力装置を使って、パーソナルコンピュータ９８を制御することができる。テレビ番
組内容及び双方向性テレビ・アプリケーションのディスプレー画面のようなビデオ・コン
テントをモニタ１０２に表示することができる。テレビ番組内容、ビデオ・オン・デマン
ド・コンテント、ネットワーク・ベースのビデオレコーダから再生されたビデオ・レコー
ディング、及びその他の情報を、入力／出力１０４を使って経路２８及び４８（図１）か
ら受信することができる。また、ユーザは、双方向性テレビ・アプリケーション及びシス
テム１０との交流に用いた命令及び他の情報を、入力／出力ライン１０４を介して送信す
ることができる。
【００５４】
　パーソナルコンピュータ装置９８に、アナログ及びデジタルテレビ・チャンネルをデコ
ードし、ビデオ・コンテントのストリーミングを取り扱うためのテレビ・チューナ・カー
ドのようなテレビ又はビデオ・カードを含めることができる。必要に応じ、複数のビデオ
・カード（例、チューナ・カード）を備えることができる。使用できるテレビ・チューナ
・カード具体的例に、所定のアナログ・チャンネルに同調させるためのアナログ・テレビ
チューナ、及びパケット化されたデジタルデータ・ストリームから所望のデジタルテレビ
又は音楽を選択濾過するためのデジタル・デコーディング回路を含めることができる。必
要に応じ、コンピュータ装置９８中に任意の妥当なカード又は構成品を使用して、入力／
出力ライン１０４を経由して配信されたビデオ又は他のコンテントを取り扱うことができ
る。
【００５５】
　パーソナルコンピュータ装置９８に、一つ以上のプロセッサ（例、マイクロプロセッサ
）を含め、双方向性テレビ・アプリケーション又は双方向性テレビ・アプリケーションの
一部を実行するために使うことができる。
【００５６】
　ハードドライブ、ＤＶＤドライブ、ＣＤドライブ、又は他の適切な一つ又は複数の記憶
装置のような記憶装置を、ビデオ又及び他のコンテントを格納するために使用することが
できる。例えば、双方向性テレビ・アプリケーションとパーソナルコンピュータ９８とは
、この記憶装置を用いて、パーソナル・ビデオレコーダとしての機能を備えることができ
る。
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【００５７】
　ユーザ・テレビ装置２０及びユーザ・コンピュータ装置２２のようなユーザ装置１８を
、サーバ５６、サーバ３６、及び図１のサービス・プロバイダ５０のようなサービス・プ
ロバイダの装置、といったネットワーク内の装置と共に使用し、ネットワーク・ベースの
ビデオ・レコーディング機能を備えることができる。遠隔サーバ（例、図１のサーバ５６
又はサーバ３６）、又は、サービス・プロバイダ５０のようなサービス・プロバイダの装
置といったネットワーク・ベースの他の装置に、テレビ番組内容及び他のビデオ・コンテ
ントのコピーを格納することにより、ビデオ・レコーディング機能を備えることができる
。
【００５８】
　ユーザ装置１８に入力されたユーザ命令に応じてビデオ・レコーディングを行うことが
できる。パーソナル・ビデオレコーダ構成においては、双方向性テレビ・アプリケーショ
ンを使って、ユーザの命令に応じ、ユーザ装置にローカルにビデオを録画することができ
る。ネットワーク・ベースのビデオレコーダ構成においては、双方向性テレビ・アプリケ
ーションを使って、ユーザの命令に応じ、サーバ３６、５６、又はサービス・プロバイダ
５０の装置のようなネットワーク装置上に、ビデオを録画するか又はバーチャル・レコー
ディングを作成することができる。図１に示す通信経路を介して、ユーザ命令をネットワ
ーク装置に与えることができる。パーソナル・ビデオレコーダ構成、及びネットワーク・
ベースのビデオレコーダ構成は、早送り、巻戻し、ポーズ、再生、及び録画のような機能
をサポートすることができる。
【００５９】
　ネットワーク・ベースのビデオレコーダ環境において、システム１０は、不必要な重複
作業を避けるために、バーチャル・コピー又はレコーディングを使ったネットワーク・ベ
ースのビデオ・レコーディング機能を備えることができる。この取組み方法と併せ、各ユ
ーザに対し、ネットワーク上にそのユーザのレコーディングのリストを包含する個人用領
域を提供することができる。たとえ、多数のユーザが、特定のビデオ・コンテントを、自
分のネットワーク・ベースのビデオレコーダ個人用領域の中に、自分のレコーディングの
一つとしてリストしていたとしても、そのビデオ・コンテントを一回（又は相対的に少な
い回数）だけ録画すればよい。
【００６０】
　上記のユーザ・テレビ装置及びユーザ・コンピュータ装置構成は、単なる例示である。
ユーザ設備具体例をさらに一般化した実施形態を図６に示す。
【００６１】
　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を、図１の経路２６、２７、２８、４２、４６、及び４８のような一つ以上の通
信経路に接続することができる。入力／出力１０８を介して（例えば、番組内容発信元１
２、サーバ３６のようなサーバ又は他の装置、サービス・プロバイダ５０のようなサービ
ス・プロバイダ、及びテレビ配信施設１４から）テレビ及び音楽番組内容を受信すること
ができる。データソース３０から入力／出力１０８を介して、双方向性テレビ番組案内の
ための番組スケジュール情報を受信することができる。また、入力／出力１０８を使って
、データソース３０から他の双方向性テレビ・アプリケーションのための情報を受信する
ことができる。ユーザは、制御回路１０６を使って、命令、要求、及び他の適当な情報を
、入力／出力１０８を用い、送信することができる。
【００６２】
　制御回路１０６を、一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
信号プロセッサ、プログラム可能論理回路等によるプロセシング回路のような、任意の妥
当なプロセシング回路１１０に基づくものとすることができる。メモリ（例、ランダムア
クセス・メモリ及び読み出し専用メモリ）、ハードドライブ、ＤＶＤドライブ、ＣＤドラ
イブ、又は他の任意の妥当なメモリ又は記憶装置を、制御回路１０６の一部である記憶装
置１１２として備えることができる。一つ以上のアナログ・チューナ、一つ以上のＭＰＲ
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Ｇ－２デコーダ又は他のデジタルビデオ回路、もしくは他の任意の妥当な同調又はビデオ
回路又はこれら回路の組合せ、といった同調回路を回路１０６の一部として含めることが
できる。また、（例えば、無線又はケーブルのアナログ信号を保管のためＭＰＥＧ信号に
変換する）コード化回路を備えることもできる。ユーザ装置は、同調及びコード化回路を
用いて、特定のテレビ又は音楽チャンネル又は他の所望のオーディオ及びビデオ・コンテ
ント（例、ビデオ・オン・デマンド・コンテント又は要求されたネットワーク・ベース又
はローカル・ビデオレコーダ再生）を受信し、表示し、再生し、又は録画することができ
る。テレビ番組内容及び他のビデオ、ならびに、オンスクリーン・オプション及び情報を
ディスプレー１１４に表示することができる。ディスプレー１１４は、モニタ、テレビジ
ョン、又は視覚映像を表示するための他の任意の妥当な装置とすることができる。スピー
カー１１６を、テレビジョンの一部として又は独立した装置として備えることができる。
デジタル音楽及びディスプレー１１４に表示されるビデオの音声要素をスピーカー１１６
から出すことができる。
【００６３】
　ユーザは、ユーザ入力インタフェース１１８を使って制御回路１０６をコントロールす
ることができる。ユーザ入力インタフェース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、音声認識インタフェース、リモー
ト制御装置等のような任意の妥当なユーザ・インタフェースとすることができる。
【００６４】
　ユーザのディスプレー画面に表示できるメニュー１２０の具体例を図７に示す。図７に
示されているように、メニュー１２０によって、ユーザに、選択可能ないくつかのオプシ
ョンを提供することができる。図７に示すオプションは、単なる例示である。必要に応じ
、任意の妥当なオプションを提供できる。
【００６５】
　ユーザ装置１８のユーザ（例、ユーザ・テレビ装置のユーザ、又はユーザ・コンピュー
タ装置のユーザ、又は他の任意の妥当なユーザ装置のユーザ）は、メニュー・ボタン８８
（図４）を押すことによって、メニュー画面１２０のような双方向性テレビ・メニューを
呼び出すことができる。リモート制御装置７２（図４）又は他のユーザ・インタフェース
１１８（図６）を使って、オプション１２２－１３５のような各種オプションの上に指定
範囲１２１を合わせることができる。ユーザはオプション１２２又は１２３を選択して、
番組のリスト内容の画面を表示することができる。オプション１２４を使って、ユーザが
「お気に入り」として指定したチャンネルの番組リスト内容を表示させることができる。
オプション１２５を使って、サービス・プロバイダ（例、番組案内サービス・プロバイダ
、ケーブル運営者等）が宣伝のため選定した番組リスト内容を提示させることができる。
オプション１２６を使って、ホームショッピング・サービスを呼び出すことができる。オ
プション１２７を使って、タイトル、時間、カテゴリー、又は他の任意の基準によって番
組リスト内容を探索することができる。オプション１２８を選択して、ビデオ・オン・デ
マンド・サービスに関するオプションを表示させることができる。オプション１２９を選
択して、以前に録画したレコーディングの双方向リストを表示させることができ、また、
オプション１３１を選択して、レコーディングを予定している番組の双方向リストを表示
させることができる。オプション１３０を選択して、ペイ・パー・ビュー番組リスト内容
及びペイ・パー・ビューのサービス・オプションを表示させることができる。ユーザがオ
プション１３２を選択すると、ユーザにホームバンキング機能へ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、また、オプション１３４を選択して、ウェブの閲覧又はインターネットへア
クセスするため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、他の双方向性テレビ・サービスにアクセスすることができる。ユーザが指定範囲
１２１によってメニュー画面１２０からオプションを選択したときに、ユーザの選択を、
情報表示領域１３６に表すことができる。
【００６６】
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　必要に応じ、メニュー画面１２０のような番組案内画面、及び他の双方向性テレビ・ア
プリケーション画面に、各種の広告１３７を含めることができる。パネル広告、バナー広
告、番組リスト内容の間に提示される広告、特定の番組リスト内容又は画面の他の部分に
提示される広告、又は他の適切な一切の広告を含め、任意の妥当な広告を提示することが
できる。ユーザは、リモート制御装置７２（図４）のカーソルキー８２を使い、興味のあ
る広告に指定範囲を合わせて、ＯＫキー８４を使って指定された広告を選定することがで
きる。他の種のユーザ・インタフェースのユーザは、それらのユーザ・インタフェースで
利用できるボタン又は制御方法（例えば、ユーザ・インタフェースに音声認識機能が含ま
れている場合、音声命令の使用等）を通して適切な選択を行うことができる。
【００６７】
　ユーザに表示することのできる番組案内画面１３８の具体例を図８に示す。例えば、ユ
ーザが図７の番組リスト内容・オプション１２２を選択したとき、ユーザが双方向性テレ
ビ番組案内アプリケーション又は他の双方向性テレビ・アプリケーションの中から妥当な
オプションを選択したとき、又はユーザが、ガイド・ボタン９６のような妥当なリモート
制御ボタンを押すか、又はユーザ・インタフェース１１８を使って他の方法で番組リスト
内容の閲覧要求を命令したとき、ユーザに対し番組案内画面１３８を表示することができ
る。
【００６８】
　番組案内画面１３８に、番組リスト内容１４３のグリッド又はリストを含めることがで
きる。番組リスト内容１４３に、番組タイトル、チャンネル、放送予定時間、及び他の任
意の妥当な番組スケジュール情報を含めることができる。指定範囲１４２を使って、所望
の番組リスト内容１４４を選択することができる。選択した番組についての番組情報を番
組案内画面１３８上の（例えば、番組情報表示区域１３９中の）他の場所に表示すること
ができる。現在放送中の番組に対する番組リスト内容が指定されているときに、ユーザが
ＯＫキー８４を押すと、双方向性テレビ・アプリケーションは、その番組のチャンネルに
同調することができる。将来の番組に対する番組リスト内容が指定されているときに、ユ
ーザがＯＫキー８４を押すと、双方向性テレビ・アプリケーションは、ユーザに、その番
組に対するリマインダー設定するか、又はその番組を録画するための機会を提供する。
【００６９】
　双方向性テレビ・アプリケーションが提供する他の機能として、お気に入りの設定、又
は好みや他の設定を行う機能を含めることができる。例えば、ユーザは、番組案内の特定
チャンネルを選択して、ユーザ装置をオンにしたとき自動的にそのチャンネルに同調ささ
せることができる。また、ユーザは、お気に入り番組、お気に入りチャンネル等を選定す
ることもできる。番組案内アプリケーション又は他の双方向性テレビ・アプリケーション
は、ユーザに、パレンタル・コントロールを設定する機能、興味のある番組を探索する機
能、番組説明、広告、テキスト文、グラフ、及び映像を見る機能等を提供することができ
る。これらは、単に、双方向性テレビ・システム１０が提供できる双方向性テレビ機能の
説明例である。必要に応じ、他の適切な双方向性テレビ機能を備えることができる。
【００７０】
　ユーザは、双方向性テレビ・アプリケーションを使い、図７のオプション１２２及び１
２３のようなオンスクリーン・オプションを選択して、リモート制御装置７２上のガイド
・ボタン９６のような専用のガイド・ボタンを押すことにより、又は他の適切なボタン又
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、番組リスト内容（例、図８に
示したタイプの番組リスト内容）にアクセスすることができる。図８の例において、現在
、番組リスト内容には正午１２：００からＰＭ１：００までの間に放送されるテレビ番組
が表示されている。矢印１４０及び１４１で示すように、ユーザは、右左のカーソルを使
って、（例えば、双方向性テレビ・アプリケーションに対し、異なる時間帯における番組
リスト内容１４３を表示するよう命令して）他の時間帯をナビゲートすることができる。
必要に応じ、ユーザは、オプション又は押しキーを選択して（又は、ユーザ入力インタフ
ェース１１８を使い、別な方法で適切な命令を入力して）、双方向性テレビ・アプリケー
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ションに対し、チャンネル、分野、サービスのタイプ（例、ペイ・パー・ビュー又は通常
のテレビ放送）別に編成された番組リスト内容を表示するよう命令することができる。
【００７１】
　番組案内画面１３８又は他の任意の番組案内画面の一部として、オプション１４５、１
４６、１４７、１４８、１４９、１５０、１５１、及び１５２のような各種オプションを
備え、双方向性テレビ・アプリケーションの様々な機能へのアクセスを提供することがで
きる。例えば、オプション１４５を使って、図７のメニュー画面１２０のようなホーム画
面又はメインメニューを表示することができる。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についての番組リスト内容を表示することがで
きる。オプション１４７を選定し、指定範囲１４２を用いて推奨番組のリスト内容を表示
することができる。スクロール表示１４８及び１４９を使って番組リスト内容を上下に通
してナビゲートすることができる。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、カテゴリー又は他の任意の妥当な基準別に、テレビ番組リスト内容を探索す
ることができる。オプション１５２を選択して、デジタル音楽に関する情報を表示するこ
とができる。
【００７２】
　双方向性テレビ・アプリケーションに「フリップ」同調機能を備えることができる。図
９に示すように、ユーザがフリップ・モードを呼び出すと、フリップ表示１５３は、ユー
ザが、現在同調し、ディスプレー画面１５４で視聴しているチャンネル（チャンネル２）
の一部に重ねて提示される。フリップ表示１５３は、セットトップボックス６０又は他の
ユーザ装置が同調している現チャンネル（チャンネル２）で放送されている番組１５５の
案内を（区域１５６内に）包含する。ユーザは、リモート制御装置のチャンネル上下キー
又はユーザ・インタフェース１１８を使ってチャンネルを変更し、他の適切なチャンネル
への変更を命令することができる。これにより、セットトップボックス６０又は他のユー
ザ装置が同調していたチャンネルも同時に変更され、そのチャンネルの案内が区域１５６
内（及び関連する番組情報は１５５）に表示される。
【００７３】
　フリップ表示１５３を手動で又は自動的に（数秒後又はユーザの対応に適切な時間の後
）消去することができる。ユーザは、再度チャンネル変更を開始する際に、フリップ表示
１５３を再度表示することができる。
【００７４】
　したがって、双方向性テレビ・アプリケーションのフリップ機能により、ユーザは、チ
ャンネルを変更しながら、現在見ているチャンネルについての番組情報を見ることができ
る。図９の例において、フリップ表示１５３は現チャンネルにオーバーレイする形で表示
されている。必要に応じ、現チャンネルの映像のサイズを縮小することができ、フリップ
情報（例、現在の番組の番組タイトル及びチャンネル情報）を縮小したサイズの映像の周
辺位置（例、縮小サイズ映像の下部、側部又は上部）に表示することができる。
【００７５】
　必要な場合、広告１５８又は他のコンテントをフリップ表示域に提示することができる
。フリップ表示１５３の中に表示可能な他の情報のオプションとして、番組１５５の放送
予定時間に関する情報、評価情報、番組説明、及び番組関連情報を含めることができる。
【００７６】
　また、双方向性テレビ・アプリケーションを使ってブラウズ機能を提供することができ
る。図１０に示すように、ユーザがブラウズ機能を起動したときに（例えば、上下カーソ
ルキーを押すことによって）、ブラウズ表示１６０を、ユーザのディスプレー画面１６２
に表示され、ユーザが現在同調しているチャンネル（すなわちチャンネル２）の一部上へ
のオーバーレイとして表示することができる。ブラウズ表示１６０に、初期情報として現
チャンネルの情報を含めることができる。例えば、ユーザが最初に起動したときに、ブラ
ウズ表示１６０に、現在番組のタイトル、及び現チャンネルの番号、コールサイン、及び
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ネットワーク・ロゴのような現チャンネルに関する情報を含めておくことができる。
【００７７】
　ユーザが上下カーソルキーを押したときに（又はユーザ・インタフェース１１８を使っ
て他の妥当な命令を入力したときに）、ブラウズ表示を変更して、他のチャンネルで視聴
可能な番組についての情報を表示させることができる。図１０の例において、ユーザは、
チャンネル９９に移動するまで、繰り返しカーソルキーを押している。この例では、ディ
スプレー画面１６２に表示されている映像はまだ変更されていない（チャンネル２が引き
続き表示されている）。
【００７８】
　矢印１６６に示されるように、ユーザは、右左カーソルキー８２（又は他の適切な制御
装置）を使って、他の時間帯を（例えば、後の時間に放送が予定されている番組に関する
情報を見るために）ブラウズすることができる。ブラウズ表示１６０に、広告１６８、番
組予定時間についての情報１７０、番組説明及び他の番組関連情報、及び（所定の番組に
対するリマインダーが設定されていることを示すための）チェック・アイコン１６３及び
評価アイコン１６１のようなアイコンを含めることができる。
【００７９】
　ユーザが、別のチャンネルで現在視聴できる興味のある番組を見出したしたならば、ユ
ーザは、ＯＫキー８４を押してユーザ装置をそのチャンネルに同調させるよう双方向性テ
レビ・アプリケーションに命令することができる。
【００８０】
　ブラウズ表示１６０を、手動で、又はユーザ対応するため適切な時間幅経過の後（例、
数秒又は一、二分後）に自動的に、ディスプレー画面１６２から消去することができる
　必要に応じ、ブラウズ表示を、オーバーレイするのでなく、現在番組の映像の周辺部に
表示することができる。それに沿って、現チャンネルの映像のサイズを縮小することがで
きる。
【００８１】
　ユーザがある番組に興味を示した場合（例えば、図８の指定範囲１４２をある番組リス
ト内容に合わせすることによって、又はある番組に同調させることによって、又は図９の
フリップ・バナー又は図１０のブラウズ・バナーの番組リスト内容を閲覧すること等によ
って）、ユーザは、情報キー９０（図４）を押して、その番組についてのさらなる情報を
得ることができる。ユーザが情報ボタン９０を押したときに表示することのできる情報画
面１７１及び１８０の具体例を図１１及び１２に示す。画面１７１及び１８０のような画
面を、ユーザが、双方向性テレビ・アプリケーションの画面（例、図８の番組案内画面１
３８）から番組リスト内容を選択する際に提示することができる。図１１の情報画面１７
１に、ユーザが選択した番組の内容説明１７２を含めることができる。説明１７２に、例
えば、番組のタイトル、時間、チャンネル、及び評価、又は他の任意の妥当な情報を含め
ることができる。図８のように、情報画面１７１の一部として各種のオプションを備え、
双方向性テレビ・アプリケーションの様々な機能へのアクセスを提供することができる。
例えば、オプション１７４を使って、前の番組案内画面に戻ることができる。オプション
１７５を使って、選択した番組に同調し、又は選択した番組に対しリマインダーを設定す
ることができる（例、説明１７２に情報が表示されている番組）。オプション１７６を選
択して、選定した番組に対するレコーディング・オプション及び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、選定した番組に対するリマインダーを追加する
ためのオプションを表示することができる。オプション１７８を使って、選定した番組又
はチャンネルをユーザのお気に入りへ追加するためのオプションを表示することができ、
オプション１７９を使って選定した番組にパレレンタル・ロックをかけるためのオプショ
ンを表示することができる。また、双方向性テレビ・アプリケーションの他の機能に対す
る各種のオプションを備えることもできる。指定範囲を使って、番組案内画面が提供する
各種オプションのどれをも選択することができる。指定されたオプションを説明する情報
を、例えば、情報表示区域１７３に提示することができる。
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【００８２】
　情報画面に広告を含めることができる。例えば、図１２の情報画面１８０に選定可能な
広告１８１を含めることができる。タイトル区域１８２、及び番組説明区域１８６のよう
な画面１８０上の情報区域を使って、タイトル情報、評価情報、あらすじ情報、俳優につ
いての情報、分野、評論家の評価等のような選定双方向性テレビ・アプリケーション番組
に関する情報を表示することができる。
【００８３】
　区域１９０を使って、ユーザに対し、選択した番組に対するリマインダーを設定するか
どうか、選択した番組を放映するチャンネルに合わせるかどうか、選択した番組をレコー
ディングするかどうか、ペイ・パー・ビュー番組の場合選択した番組を購入するかどうか
、選択した番組をパレンタル・コントロールするかどうか、関連するプロフィール又は好
みの設定を構成するかどうか、又は選択した番組に関する他の何らかの任意の処置を実施
するかどうかを伝えることができる。また、区域１９０を使って、選択した番組に関する
追加情報を提供することができる。ユーザは、指定範囲１８４を、「する」オプション１
８３又は「しない」オプション１８５のいずれか、又は他の任意の妥当なオプション（例
えば、チャンネルに同調する、番組を録画する、番組を購入する、番組にパレンタル・コ
ントロールをかける、好みの設定を構成するためのオプション等）の上に合わせることが
できる。ユーザがＯＫキーを押すと、そこで双方向性テレビ・アプリケーションがしかる
べき処置を取ることになる。ユーザが、情報画面１８０中にリストされた番組のリマイン
ダーを設定することを選択した場合には、双方向性テレビ・アプリケーションは、そのリ
マインダーに関連する番組が開始予定されている間際に、ユーザが現在視聴中のチャンネ
ルの映像の上、又は、リマインダーがポップアップする時間に開かれている妥当な一切の
ディスプレー画面上（例、番組リスト内容画面）に、ポップアップ・リマインダーをオー
バーレイして表示することができる。
【００８４】
　リマインダーの具体例を図１３に示す。図１３の例では、ユーザはチャンネル３を視聴
している。現在時間は、６：５８ＰＭである。先に、ユーザは番組「リベリアにて」にリ
マインダーを設定しており、これはチャンネル３９で７：００ＰＭに放映が予定されてい
る。ユーザがリマインダーを設定した番組が間もなく始まるので、双方向性テレビ・アプ
リケーションは、ディスプレー画面１９４に映されているチャンネル３の映像に重ねたオ
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・リストに、ユ
ーザがリマインダーを設定した一つ以上の番組のリストを含めることができる。図１３の
例では一つの番組リスト内容１９６（「リベリアにて」）が表示されている。
【００８５】
　ユーザは、リマインダー・リスト１９２から番組を選定することによって、番組に同調
させることができる。例えばユーザは指定範囲１９８をリスト内容１９６上に合わせて、
ＯＫキー８４を押すことによりそのリスト内容を選択できる。そこで、双方向性テレビ・
アプリケーションは、ユーザを所望番組のチャンネルに合わせることになる（この例では
３９チャンネル）。
【００８６】
　ユーザは、「リマインダーを隠す」オプション２００を指定してＯＫキー８４を押すこ
とにより、リマインダー・リストを閉じることができる。
【００８７】
　任意の妥当な時間にリマインダー・リストを表示することができる（例、対象番組が開
始される０－１５分前、その番組の前のユーザが選定した時間等）。さらに、リマインダ
ー・リストを現チャンネル映像の周辺部に表示することができ、現チャンネルの映像を縮
小サイズのウィンドウで表示することができる。これらは、単なる説明例である。任意の
妥当な構成を使って、ユーザに、ユーザがリマインダーを設定した、間もなく始まる番組
又は進行中の番組、及び他の関心番組を通知することができる。
【００８８】
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　双方向性テレビ・アプリケーションを使って、ユーザにビデオ・オン・デマンド・コン
テントへのアクセスを提供することができる。ユーザに、例えば、図７のメニュー画面１
２０のビデオ・オン・デマンド・オプション１２８のようなオプションを提供することが
できる。ユーザがオプション１２８を選択したときに、双方向性テレビ・アプリケーショ
ンは、図１４のビデオ・オン・デマンドのカテゴリー画面２０２のような画面を表示する
ことができる。画面２０２に、ロゴ２０４のようなロゴ、広告２０６のような選定可能な
（又は非選定の）広告、及び画面タイトル２０８を含めることができる。ユーザは、指定
範囲２１０を、興味のあるビデオ・オン・デマンドのカテゴリーに対応するオプション２
１２の上に合せることができる。
【００８９】
　ユーザが画面２０２から興味のあるビデオ・オン・デマンドのカテゴリーを選定したと
きに、双方向性テレビ・アプリケーションは、図１５のサブカテゴリー選択画面２１４の
ようなディスプレー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）
ユーザは図１４中の画面２０２から映画Ａ－Ｚオプション２１２を選択したので、サブカ
テゴリー画面２１４は映画に対応するサブカテゴリー・オプション２２０を包含している
。どのビデオ・オン・デマンド情報画面にも、ビデオ・ウィンドウ２２１を備えることが
でき、これにより、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、又は他
の任意の妥当なビデオ情報を提供することができる。
【００９０】
　ユーザは、所望のサブカテゴリー２２０上に指定範囲２１８を合わせることができ、Ｏ
Ｋキー８４を押して、そのサブカテゴリーに関して視聴可能なビデオ・オン・デマンド・
コンテントのリストを見ることができる。アクションのサブカテゴリー・オプション２２
０（図１５）が選択されたときに、双方向性テレビ・アプリケーションがユーザに対し表
示することのできるディスプレー画面２２２の具体例を図１６に示す。図１６に示すよう
に、ディスプレー画面２２２に、選択されたカテゴリー２２４を識別する情報を含めるこ
とができる。また、画面２２２に、タイトル２３０（又は他のコンテント標識）のリスト
２２６を含めることができる。ユーザは、指定範囲２２８を所望のビデオ・オン・デマン
ド・タイトル２３０に合わせ、ＯＫキーを押してそのタイトルの選定を進めることができ
る。
【００９１】
　タイトル選択画面２２２から所望のビデオ・オン・デマンド・タイトル２３０を選定す
ることにより、双方向性テレビ・アプリケーションに対し、図１７ａの情報画面２３２の
ようなビデオ・オン・デマンド情報画面を表示するよう命令することができる。画面２３
２に、選択したビデオ・オン・デマンド・コンテントのタイトル、映写時間、価格、評価
、及び説明のような、選択したビデオ・オン・デマンド・コンテントに関する情報２３６
を含めることができる。
【００９２】
　オプション２３４、２３５、２３７、及び２３８のような各種オプションを、画面２３
２の一部として備え、双方向性テレビ・アプリケーションの様々な機能へのアクセスを提
供することができる。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・コンテントを注文するためのオプションにアクセスすることができる。オプショ
ン２３７を使って、選択したコンテントをレコーディングするためのオプションにアクセ
スすることができ、オプション２３５を使って、選択したコンテントに対するパレンタル
・コントロール・ロック設定のためのオプションにアクセスすることができる。ユーザが
、オプション２３４を選択すると、双方向性テレビ・アプリケーションは、興味のあるビ
デオ・オン・デマンド・コンテントに関する情報（例、試写、予告編、講評のような宣伝
ビデオ等）を包含するビデオ・クリップを表示することができる。ビデオ・クリップを、
図１のサーバ３６又はサーバ５６のようなサーバから、又はサービス・プロバイダ５０の
ようなサービス・プロバイダの装置からユーザ装置１８に配信することができる。また、
双方向性テレビ・アプリケーションは、ユーザがオプション２３４を選択するのに応じて
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ビデオ・オン・デマンド・コンテントに関する追加情報をユーザに提供することもできる
。また、画面２３２上に他の適切な各種オプションを備えることもできる（例、番組パッ
ケージ情報及び購入オプション、関連コンテントの番組リスト内容を検索するためのオプ
ション等）。
【００９３】
　ユーザが、すでに発注済のビデオ・オン・デマンド・コンテントについての情報を要求
した場合、双方向性テレビ・アプリケーションは、図１７ｂの画面２３９のようなビデオ
・オン・デマンド・コンテント情報画面を提供することができ、これに、図１７ａの画面
２３２で提供されるのと異なる各種オプションを含めることができる。例えば、オプショ
ン２４０を使って、選択したビデオ・オン・デマンド・コンテントを、前に視聴した番組
位置からその映写を再開することができる。オプション２４１を使って、選択したコンテ
ントを初めから見ることができ、オプション２４２を使ってコンテントをレコーディング
するためのオプションにアクセスすることができる。オプション２４３を使って、選択し
たコンテントを注文済み及び利用可能コンテントのリスト内容から除去することができる
。オプション２４４を使って、選択したコンテントに対するパレンタル・コントロール・
リック設定のためのオプションにアクセスすることができる。ネットワークを介して選択
したコンテントにアクセスしており、それがネットワーク記憶装置から提供されていると
き、オプション２４５を使って、コンテントをローカル記憶装置に格納することができる
。
【００９４】
　ユーザが、（図１７ａのオプション２３８のようなオンスクリーン注文オプションを選
択する、又はリモート制御装置７２又は他の適切な入力装置１１８を使ってコンテントを
発注するなどして）選択したコンテントを注文するのに応じて、双方向性テレビ・アプリ
ケーションは、注文されたビデオ・オン・デマンド・コンテントを、サーバ３６又はサー
バ５６のようなサーバから、又はサービス・プロバイダ５０のようなサービス・プロバイ
ダから、ユーザ装置に配信することができる。図１の通信経路及び通信ネットワーク３４
を使って、要求されたコンテントを配信することができる。
【００９５】
　ユーザに対し、図１８のビデオ・オン・デマンド再生画面２４６のようなディスプレー
画面上で、注文されたビデオ・オン・デマンド・コンテントを表示することができる。画
面２４６の下部に示すように、双方向オプションを、ツールバー２４８又は他の適切なフ
ォーマットの中に表示することができる。双方向オプション２４８（又は同様なリモート
制御ボタン）によって、ユーザは、ビデオ・オン・デマンド・コンテントの、開始部分ま
での巻戻し、巻戻し、早送り、ポーズ、ビデオ・オン・デマンド・コンテント再生の停止
をすることができ、また、他のビデオ再生オプションを実施することができる。図１８の
構成は、単なる例示である。例えば、ビデオ・オン・デマンド・コンテントを縮小したサ
イズ（固定又はユーザ選択可能サイズの）で再生することができる。
【００９６】
　ユーザは、双方向性テレビ・アプリケーションを使って、パレンタル・コントロールを
設定することができる。例えば、ユーザは、特定の番組、番組評価、チャンネル、コンテ
ントの種類（例、暴力的又は性的コンテント）をロックすることができ、又は特定の時間
帯の間はすべてのテレビ視聴を封鎖するようパレンタル・コントロールを設定することが
できる。使用者には、封鎖されたコンテントのロック解除のために、個人識別番号（ＰＩ
Ｎ）の入力が要求される。
【００９７】
　一つの具体的構成例において、保護者（又は他の適切なユーザ）は、適切な番組リスト
内容画面（例、図８の画面１３８のような画面）の中で、ある番組を、その番組に対する
番組リスト内容を指定、選択することにより封鎖することができる。封鎖する番組を指定
した後、保護者はリモート制御装置７２（図４）のロックキー９２を押すことになる。ま
た、保護者は、双方向性テレビ・アプリケーションが提供するオンスクリーン・パレンタ
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ル・コントロールのロック・オプション（例、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保護者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。
【００９８】
　ユーザが、オンスクリーン・オプション又はリモート制御キーを選択して、パレンタル
・コントロール・ロック・オプションにアクセスするのに応じ、双方向性テレビ・アプリ
ケーションは、図２３ａのパレンタル・コントロールディスプレー画面２７８のようなデ
ィスプレー画面を表示することができる。メインメニュー、選択した番組、又は他の任意
の妥当な番組案内画面からパレンタル・コントロール・オプションにアクセスすることが
できる。ユーザは、各種の基準を選定することにより、選択した番組又は番組内容の範囲
に対し保護者ロックを設定することができる。例えば、タイトル２７９、ＴＶ評価２８０
、映画評価２８１、チャンネル２８２、又は他の任意の妥当な基準に従って番組を封鎖す
ることを選択できる。封鎖評価・オプション２８０及び２８１によって、ユーザは、所定
の評価（例、選定した番組の格付けと同一な評価、又はユーザが入力した評価又は評価範
囲）のすべての番組を封鎖することができる。ユーザには、例えば、時間封鎖オプション
２８３（する／しない）を選択することによって、保護者ロック設定を適用するための他
のオプションが提供される。また、ユーザは、オプション２８４を選択することにより、
成人向けタイトルを隠すか、見せるかを選択することができる。また、画面２７８に他の
各種オプションを備えることもできる。
【００９９】
　ユーザが、時間封鎖オプション２８３に対し「する」を選択した場合、例えば、図２３
ｂの画面２８６のような封鎖サブメニューを提示することができる。ユーザは、画面２８
６のオンスクリーン・オプションを使って、パレンタル・コントロール時限の開始時間（
オプション２８８）及び終了時間（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を使って、パレンタル・コントロールの有効時期を、週のすべての日
、特定の日のグループ（例、平日又は週末日）、又は特定の一日又は複数日に設定するこ
とができる。設定完了したら、ユーザはＯＫキー８４を押せばよい。また、画面２８６の
一部として他の各種のオプションを備えることができる。
【０１００】
　図２３ａ及び２３ｂのパレンタル・コントロール画面２７８及び２８６は、単なる例示
である。保護者（又は他のユーザ）は、任意の妥当なオンスクリーン・オプション又は他
のユーザ・インタフェース構成を使って、特定時間中に放送される番組内容、一つ又は複
数の特定チャンネルの番組内容、所定評価の番組内容、個別事例の特定番組等を封鎖（パ
レンタル・コントロール）することができる。
【０１０１】
　双方向性テレビ・システム１０を使って、ビデオレコーダ機能をサポートすることがで
きる。ローカル構成（例、ユーザの家庭にあるパーソナル・ビデオレコーダ又は他の妥当
な装置を使って、ローカルのハードドライブ又は他の記憶装置に映像を録画する構成）及
びネットワーク・ベース構成（例、サーバ３６及び５６又はサービス・プロバイダ５０の
ようなサービス・プロバイダの装置といったネットワーク装置を使ってユーザのためにビ
デオとデータとを格納する構成）を使って、ビデオレコーダ機能をサポートすることがで
きる。また、システム１０を用いて、これら構成の組合せをサポートすることもできる。
【０１０２】
　ローカル・ビデオレコーダ構成（パーソナル・ビデオレコーダ構成又はローカル・デジ
タル・ビデオレコーダ構成とも呼ばれる）において、ビデオ・レコーディングは、ユーザ
装置にローカル格納される。また、ビデオが録画されている情報もローカルに保持するこ
とができる。録画されたビデオについての番組案内情報（例、タイトル、レート、説明、
カテゴリー等）も保持することができる。ユーザが、自分がユーザ装置に格納したレコー
ディングのリストを見たい場合、双方向性テレビ・アプリケーションは、ローカルの記憶
装置から、その情報を読み出して、ユーザに対し、それをユーザ装置１８にローカルに表
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示することができる。そこで、ユーザは所望のレコーディングを選定し、再生することが
できる。
【０１０３】
　ネットワーク・ベースのビデオレコーダ構成（クライアント－サーバ・ビデオレコーダ
構成とも呼ばれる）において、ビデオをネットワーク上（例、サーバ３６及び５６のよう
なサーバ、又はサービス・プロバイダ５０のようなサービス・プロバイダ）に格納するこ
とができる。ユーザのための番組が録画されている情報を、ローカルに、及びネットワー
ク上（例、サーバ３６及び５６のようなサーバ、又はサービス・プロバイダ５０のような
サービス・プロバイダ）に格納することができる。
【０１０４】
　いくつかの方法で、ネットワーク・ベースのレコーディングを行うことができる。例え
ば、番組内容発信元１２から提供される通常のテレビ放送番組内容の一部又は全部を自動
的に録画するか、又は別の方法で、その番組内容のコピーを、サーバ３６、サーバ５６、
又はサービス・プロバイダ５０のようなサービス・プロバイダの装置といった適切なネッ
トワーク記憶装置に保持することができる。ユーザがある番組を「録画」することを選択
する場合においても実際のレコーディングは必要ない、というのは、要求される番組はす
でにシステムに存在するからである。このタイプの構成では、バーチャル・レコーディン
グを実際のレコーディングに置き換えるのである。
【０１０５】
　ユーザに、ネットワーク上の「個人用領域」を与えることができる。ユーザが適正な個
人識別番号を入力することによって、あるいは、既知の又は信頼できる通信経路を通した
ユーザの接続手段によって（例えば、ユーザが、専用ケーブル経路によって、図１のテレ
ビ配信施設１４のサーバ５６のような、ケーブル・システムのヘッドエンドにあるサーバ
に接続されている場合）、個人用領域にアクセスすることができる。
【０１０６】
　個人用領域を使って、ユーザが録画したビデオ・コンテントのリストを保持することが
できる。ユーザが双方向性テレビ・システムのネットワーク・ベース・ビデオレコーダ機
能部にレコーディングを行うよう命令すると、システムはユーザの個人用領域を更新して
、要求したレコーディングの「実際の」追加コピーが作成されたように見えるようにする
。これにより、この取組み方法によって実施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、自分個人専用のネットワーク・ベース・ビデオレコーダにアクセスする
ような錯覚を与えながら、記憶スペースを節約する。
【０１０７】
　別な方法として、個人用領域をなくし、各ユーザが、最初に放送されたときに権利を有
した、以前に録画されたすべてのコンテントにアクセスできるようにすることができる
　別の例として、ユーザがレコーディングを要求するコンテントの一部又は全部を、要求
コンテントの実際のコピー（例、デジタルレコーディング）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をネットワーク装置（例、サーバ３６又は５６
のようなサーバ、又はサービス・プロバイダ５０のようなサービス・プロバイダの装置）
に格納することができる。
【０１０８】
　ネットワーク・サーバに録画された番組を、ユーザのローカル記憶装置にコピーするこ
とができる。
【０１０９】
　必要に応じ、これら取り組み方法を組み合わせて用いることができる。例えば、一部の
コンテントだけを自動的にシステムに保持することができる（例、人気のある番組内容の
コピー）。ユーザは、この内容のバーチャル・レコーディングを作成することができる。
このバーチャル・レコーディングの存在を、ユーザの個人用領域に反映することができる
。それ以外のコンテントは、ユーザの命令により、実際のレコーディングの形でこれを格
納することができる（例、それほど人気のないもの）。これらのレコーディングの存在に
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ついてもユーザの個人用領域に反映することができる。
【０１１０】
　ネットワーク・ベースのレコーディング（バーチャル又は実際）及びローカル・レコー
ディングを作成する方法のいかんを問わず、双方向性テレビ・アプリケーションを使って
、ユーザが、レコーディングを作成し、レコーディングを管理し（例えば、レコーディン
グの編集、削除、名前変更、図１の通信経路を介した他のユーザへの送信等）、レコーデ
ィングを再生し、録画された番組についての情報を見ること等を援助するための双方向デ
ィスプレー画面をユーザに提供することができる。
【０１１１】
　ユーザが、レコーディングする番組を選択したならば、選択された番組を、双方向の録
画予定番組リストに掲示することができる。ユーザ装置１８によりユーザに表示可能な予
定レコーディング画面２５０の具体例を図１９ａに示す。ユーザが、図７の番組案内画面
１２０のような別の番組案内画面で提供されたオプション、又は他の任意の妥当なオプシ
ョンを選択したときに、双方向性テレビ・アプリケーションは、画面２５０を表示するこ
とができる。画面２５０に、例えば、録画予定の番組のリスト２５１を含めることができ
る。指定範囲２５２を使って、リストから予定レコーディングを選択することができる。
ユーザは、指定範囲２５２を所望の予定レコーディング上に合わせ、リモート制御装置７
２上の適切なキーを使って予定レコーディングを選定することができる。
【０１１２】
　ユーザが選択した予定レコーディングについての情報を、図１９ｂの画面２５３のよう
な画面に表示することができる。画面２３５に、予定レコーディング情報２５４を含める
ことができ、これに、録画予定番組の日付、時間、及びチャンネルを表示することができ
る。また、情報２５４に、番組を録画することを指定された装置、及び録画予定の番組に
対し保護者ロックを設定するかどうかを示すこともできる。ユーザは、指定範囲を使って
編集オプション２５５を選択して、情報２５４を編集することができる。他の各種のボタ
ン、例えば、ユーザが予定レコーディングを取り消すため選択するキャンセル・オプショ
ン２５６を画面２５３の中に備えることができる。
【０１１３】
　番組が録画されたならば、番組案内画面を提示して、録画された番組を表示することが
できる。ユーザ装置１８によってユーザに表示することのできるビデオ・レコーディング
画面２６０の具体例を図２０に示す。ユーザが、図７の番組案内画面１２０のような別の
番組案内画面で提供されたオプション、又は他の任意の妥当なオプションを選択したとき
に、双方向性テレビ・アプリケーションは画面２６０を表示することができる。レコーデ
ィング２６１は、ユーザ装置１８に格納されたローカル・レコーディングであっても、実
際の又はバーチャルなネットワーク・ベース・レコーディング（例、サーバ３６又はサー
バ５６又はサービス・プロバイダ５０にあるような装置に格納されたネットワーク・ベー
スのコンテント）とすることができる。個人用領域のあるネットワーク・ベース・ビデオ
レコーダ環境では、画面２６０のような画面によって、ユーザの個人用領域の全体又は一
部へのアクセスが提供される。ユーザは、リモート制御装置７２又は他の妥当なユーザ・
インタフェース１８を使って、パーソナル・領域をナビゲートすることができる。
【０１１４】
　画面２６０に、ユーザのレコーディングのリスト２６１を含めることができる。レコー
ディング・リスト内容に、番組が録画された日時及びチャンネル、又は他の任意の妥当な
情報を含めることができる。ユーザは、指定範囲２６２を合わせ、（レコーディングを見
たり、番組についての情報を見たり、番組を削除したりなどして）興味のあるレコーディ
ングを選択することができる。ユーザは、指定範囲２６２を所望のレコーディング上に合
わせ、リモート制御装置７２の適切なキーを使ってそのレコーディングを選定することが
できる。
【０１１５】
　ユーザが選択したレコーディングについての情報を、図２０ｂに示した画面２６４のよ
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うな画面の中で提示することができる。画面２６４に、レコーディング情報２６５を含め
ることができ、これに録画された番組の日付、時間及びチャンネルを表示することができ
る。また、情報２６５に、レコーディングに対して保護者ロックが設定されているかどう
か、レコーディングを格納するためにどの装置が指定されているか表示することができる
。ユーザは、オプション２６６を選択して、レコーディングを再生することができる。ユ
ーザは、２６７を選択することによって、選択したレコーディング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、レコーディング・リストからレコーディング
を削除することができる。オプション２６９を使って、選択したレコーディングに対し保
護者ロックを設定することができる。選定したレコーディングがネットワークのビデオ記
憶装置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、そのレコーディ
ングをローカル記憶装置へ転送することができる。指定範囲とリモート制御装置とを使っ
て、あるいは他の任意の妥当な方法によって、オンスクリーン・オプションを選択するこ
とができる。
【０１１６】
　所定のレコーディングの再生を、例えば、再生オプション２６６を選定することにより
選択した場合、図２１のディスプレー画面２６９のようなディスプレー画面が表示される
。ディスプレー画面２６９に、ユーザに対して再生中の選択された番組の映像２７０とそ
の映像を制御するためのオプション２７１とを含めることができる。オプション２７１に
、例えば、ユーザが、ビデオを最初まで巻戻すこと、ビデオを巻戻す又は逆回転させるこ
と、ビデオを再生すること、ビデオを早送りすること、ビデオを一時停止すること、又は
ビデオを停止することのできるオプションを含めることができる。これらの機能及び他の
双方向性テレビ・アプリケーション機能の制御を、オンスクリーンのオプション、リモー
ト制御装置７２上の専用又は多目的キー、又は他のユーザ装置、又はユーザ・インタフェ
ース１１８を含む他の妥当な構成を使ってサポートすることができる。オンスクリーン・
オプションが用いられる場合、それらオプションを、映像２７０に重ねた一つ以上のオー
バーレイ形式で表示するか、あるいは映像２７０を縮小サイズで提示し、そのウィンドウ
の外側にオプションを表示することができる。
【０１１７】
　図２０及び２１の構成において、ユーザはユーザのレコーディングをブラウズでき、そ
れらのレコーディングの再生（及び再生の制御）をすることができる。ユーザ装置１８に
ローカルに格納されたレコーディングを、レコーディングが保持されているローカル・ハ
ードドライブ又は他の記憶装置からそれらレコーディングを取り出すことによって、再生
することができる。ネットワークに格納されているレコーディングは、レコーディング・
コンテントが格納されているネットワーク装置からこれを再生することができる。ユーザ
装置１８は、このようなコンテントを、リアルタイム・ビデオ・ストリーム又はファイル
・ダウンロードの形で受信することができ、双方向性テレビ・アプリケーションは、図２
１に示すタイプのディスプレー画面構成を用いて受信したコンテントを再生することがで
きる。
【０１１８】
　ユーザは、双方向性テレビ・アプリケーションが提供する妥当なディスプレー画面上で
、興味のある番組を選択し録画キーを押すことによって、あるいはフリップ又はブラウズ
表示からレコーディングする番組を選択することによって、あるいは所望の番組に同調し
て妥当な録画ボタンを選定することによって、あるいは情報画面から録画オプションを選
択すること等によって、レコーディングする興味対象番組を指定し、番組内容を録画する
ことができる。例えば、ユーザは、図８の画面１３８のような番組リスト内容画面の中の
番組を指定することができ、また、図９のフリップ表示１５３のようなフリップ表示、又
は図１０のブラウズ表示１６０のようなブラウズ表示上の興味ある番組リスト内容を表示
することができる。ユーザが、図４の録画キー８６のような妥当なリモート制御キーを押
すと、双方向性テレビ・アプリケーションは所望の番組を録画することができる。
【０１１９】
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　双方向性テレビ・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画すること
もでき、あるいは、ユーザが録画キー８６を押した後、一つ以上の補足的な確認及び情報
画面を提示することもできる。一つの例として、双方向性テレビ・アプリケーションは、
図２２の録画セットアップ画面２７２のような画面を表示することができる。図２２に示
すように、画面２７２中に、タイトルと評価情報とを区域２７３に、及び番組説明２７４
を含めることができる。ユーザに、選択された番組の放送予定時間に関する情報を提供す
ることができる。ユーザがその番組の録画を望む場合、ユーザは、指定範囲２７５を「は
い」オプション２７６の上に合わせ、ＯＫキー８４を押せばよい。ユーザがその番組の録
画を望まない場合、ユーザは、指定部２７５を「いいえ」オプション２７７の上に合わせ
、ＯＫキー８４を押せばよい。必要に応じ、連続ものレコーディング・オプション、レコ
ーディング品質オプション、及び緩衝時間オプションのような他のオプションを備えるこ
とができる。
【０１２０】
　ユーザが、双方向性テレビ・アプリケーションに、所定番組の録画を命令すると、双方
向性テレビ・アプリケーションは、ユーザの装置、システム１０の機能、システム及びユ
ーザ設定のいかんによって、ユーザ装置１８のローカル機能又はシステム１０のネットワ
ーク・ベース・ビデオレコーダ機能を使って番組を録画することになる。
【０１２１】
　番組が録画された後、ユーザは、双方向性テレビ・アプリケーションを使い、（図２０
に示したディスプレー画面構成を使うなどして）ユーザのレコーディングに関する情報を
見ることができる。双方向性テレビ・アプリケーションのレコーディング機能をサポート
するこれらの方法は、単なる例示である。必要に応じ、任意の妥当なレコーディング構成
（実際のレコーディングとして又はバーチャルなレコーディングとして、また、ローカル
又はネットワーク装置によって）を用いることができる。
【０１２２】
　システム１０のネットワーク・ベース又はローカル・パーソナル・レコーディング機能
を使って、放送番組内容を録画できるので、必要に応じ、所定の番組の視聴を保留したり
、予定変更したりする機会をユーザに提供することができる。例えば、双方向性テレビ・
アプリケーション（例、番組案内アプリケーション）は、ユーザが、番組のリマインダー
受信時間を妥当な時間に延期する選択のできるオンスクリーン・オプションを提供するこ
とができる。
【０１２３】
　ユーザがリマインダーを延期しないことを選択すれば、双方向性テレビ・アプリケーシ
ョンは、番組の放送予定時間の直ぐ前にユーザにリマインダーを提示することになる。ユ
ーザは、この場合、それが放送されるままに視聴することができる。ユーザがリマインダ
ーの延期を選択した場合、双方向性テレビ・アプリケーションは、リマインダーを後の時
間（例えば、他の放送がスケジュールされていなければ、元の放送時間の２時間後）に提
示することができる。ユーザは、この場合、ネットワーク・ベース又はローカル・パーソ
ナル・ビデオレコーダからレコーディングを再生して番組のレコーディングを視聴するこ
とができる。
【０１２４】
　ネットワーク・ベース又はローカル・パーソナル・ビデオ・レコーディング・システム
を使って番組を録画することができる。ローカル・ビデオ・レコーディング構成に、ユー
ザの家庭にあるパーソナル・ビデオレコーダ又は他の妥当な装置を含めることができ、こ
のような装置により、ビデオを、レコーディング装置６２又は６６（それぞれ図２及び図
３）のようなローカル・ハードドライブ又は他の妥当な記憶装置に格納することができる
。
【０１２５】
　また、ネットワーク・ベースのシステムに番組を録画することができる。ユーザのビデ
オ及びデータを格納するためのネットワーク・ベース構成に、サーバ３６及び５６又はサ
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ービス・プロバイダ５０のようなサービス・プロバイダの装置といった装置を含めること
ができる。これら保管された番組についての情報を、ローカルに及びネットワークに格納
することができる。
【０１２６】
　ネットワーク・ベースの番組レコーディングは、自動的に実施されるか又は別のやり方
でシステムによって保持される。これに沿って、ユーザが特定の番組を「録画」すること
を選択した場合、すでにシステムに存在する所望番組のレコーディングを利用した「バー
チャル」レコーディング（「実際の」すなわち「本当の」レコーディングでなく）を作成
し、これにより、ネットワーク上の記憶スペースを節約することができる。また、ネット
ワークに各ユーザのための個人用領域を含めることができ、この中にそのユーザのレコー
ディングのリストを保持することができる。このレコーディングのリストに、バーチャル
・レコーディングと実際の（すなわち本当の）レコーディングとの双方を含めることがで
きる。また、所望番組の実際のレコーディングを個人用領域に直接レコーディングするか
、あるいは、ネットワーク・ベースのレコーディングのコピーをユーザの個人用領域の中
に作成することによって、個人用領域に実際のレコーディングを格納することができる。
前に記載したように、ユーザの個人識別番号、又は、ユーザにつながる信頼できる又は既
知の通信経路によって、ユーザの個人領域へのアクセスを管理することができる。
【０１２７】
　また、これらの構成の組合せを用いることもできる。例えば、ユーザのレコーディング
のリストに、バーチャル・レコーディング（ネットワーク・ベースのレコーディングを利
用したもの）、ネットワークの個人用領域に格納された実際のレコーディング、及びロー
カル・パーソナル・ビデオレコーダ装置に格納された実際のレコーディングを含めること
ができる。ユーザのネットワーク・ベースで又はローカルに格納された実際のレコーディ
ングは、番組を直接レコーディングして得られるものである。これに換えて、あるいはこ
れに加えて、ネットワーク・ベースのレコーディングのコピーを生成し、それをユーザの
ネットワーク・ベスの個人用領域、又はローカル・パーソナル・ビデオレコーダに格納す
ることによって、ユーザの個人用領域、又はローカルのパーソナル・レコーディング装置
に格納された実際レコーディングを得ることができる。
【０１２８】
　以上により、本明細書に記載した特色を、ネットワーク・ベース又はローカル・パーソ
ナル・ビデオレコーダを用いて、実際の、及びバーチャルな番組レコーディングをはじめ
としたネットワーク・ベース及びローカル双方に格納された番組のレコーディングに使用
できることが理解される。ビデオレコーダには、ネットワーク・ベースのビデオレコーダ
及びローカル・パーソナル・ビデオレコーダのいずれか又は双方を含めることができる。
以下に記載する番組リマインダーを、他の任意の妥当な記憶装置構成を用いて格納された
番組に対しても使用することができる。
【０１２９】
　任意の妥当な構成を使って、ユーザは、ある番組の番組リマインダーを受信するための
希望時間を選択することができる。使用可能なディスプレー画面の一つの具体例を図２４
に示す。ユーザが（図８のリスト１３８の指定範囲１４４を使うなどして）予定番組のグ
リッド又は他のリストから所望の番組を選択する際に、双方向性テレビ・アプリケーショ
ンは、図２４のディスプレー画面２７６を表示することができる。（例えば、番組のビデ
オ録画が禁止されていたり、又は他の理由で、選択された番組を元の放送予定時間以外の
どの時間においても利用できない場合…、双方向性テレビ・アプリケーションは、図１２
のリマインダー設定画面のようなリマインダー設定画面のリマインダーを表示することが
でき、図１３に示すタイプのリマインダーを表示することができる。）
　図２４に示すように、画面２７６に、選択された番組（この例では「サインフェルド」
）を識別する情報域２７８を含めることができる。また、情報域２７８に、元の放送予定
すなわち番組の開始時間に関する情報（例、今晩８：００ＰＭ）、及びネットワーク・ベ
ースのビデオレコーダを通しての番組の利用可能期間に関する情報（例、金曜日８：００
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ＰＭまで）を含めることができる。
【０１３０】
　場合によっては、特定の番組を長い期間の間、又は無期限にでも利用可能とすることが
できる。それ以外の場合には、記憶スペースを節約するため、又はシステム操作者の手順
に従って、番組はシステム（又は少なくともシステムの公開利用可能箇所）から除去され
ることになる。一定の期間だけ利用可能な番組を、「有効期限付き」ということがある。
図２４の例では、「サインフェルド」のネットワーク・ベースのレコーディング（コピー
）は金曜日の８：００までだけ利用可能であり、その後は期限切れとなる。
【０１３１】
　ユーザは、オプション２８０の提供を受けて、「サインフェルド」に対する所望の視聴
／リマインダー時間を選定することができる。ユーザは、リモート制御カーソル・キー８
２を使い、指定範囲を所望のオプションに合わせ、ＯＫキー８４を押してそのオプション
をマークすることにより、所望の視聴時間を選定することができる。
【０１３２】
　ユーザは、オプション２８２を選択して、「サインフェルド」に対するリマインダーを
元の放送予定時間（木曜日８：００ＰＭ）に設定することができる。ユーザは、リマイン
ダーを元の放送予定時間以外に時間に設定することを望む場合には、オプション２８４の
ようなオプションを選択することができる。必要に応じ、割り増し（手数料金ベースの）
サービスとして、繰り延べ視聴を提供することができる。図２４に示すように、このタイ
プの構成によって、ユーザの繰り延べリマインダー選択に関連して、料金（例、０．５ド
ル）を課すことができる。
【０１３３】
　ユーザがオプション２８２を選択した場合、双方向性テレビ・アプリケーションは、ユ
ーザに対し、木曜日の８：００ＰＭ（又は８：００ＰＭの少し前）に、ユーザの装置上に
リマインダーを表示することができる。ユーザがオプション２８４を選択した場合、双方
向性テレビ・アプリケーションは、ユーザに対し、木曜日の９：００ＰＭ（又は９：００
ＰＭの少し前）に、ユーザの装置上にリマインダーを表示することができる。（ユーザは
、他の任意のオプション２８０を選択して、リマインダーを別の希望時間に設定すること
ができる。）
　リマインダーを、現在のテレビチャンネルに重ねたオーバーレイの形で提示、又は全画
面形式を使って表示、又はアイコンの形で表示、又は他の任意の妥当な構成を使って提示
することができる。リマインダーの具体例を図２７に示す。図２７の例において、リマイ
ンダーは、ディスプレー画面３０３の中で、現チャンネルの映像に重ねたオーバーレイ３
０２の形で提示されている。
【０１３４】
　リマインダーに、ユーザが指定範囲３０６を適切に位置合わせして選択できるいくつか
のオプション３０４を含めることができる。オプション３０４に、ユーザが直ちに所望の
番組を見ることのできる「直ぐ見る」オプション３０８を含めることができる。オプショ
ン３１０を使って視聴を延期することもできる。ユーザが、リマインダーをキャンセルし
てリマインダー表示３０２を隠したい場合には、オプション３１２を選択することができ
る。ユーザが、番組のコピーを、ネットワーク・ベース上のユーザ個人用領域、又はロー
カル・パーソナル・ビデオレコーダに保管したい場合には、オプション３１４を選択する
ことができる。
【０１３５】
　リマインダーが、選択された番組の放送予定時間に（この例では木曜日の８：００ＰＭ
に）提示されている場合、「直ぐ見る」オプション３０８を選択すると、双方向性テレビ
・アプリケーションに対しユーザの装置を該当するチャンネルに同調するよう命令して、
所望番組の放送スケジュール通りに視聴することになる。リマインダーが、放送予定時間
よりも後の時間に提示される場合には、ネットワーク・ベース又はローカル・パーソナル
・ビデオレコーダを使って番組が録画されていることになる。したがって、「直ぐ見る」
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オプション３０６を選択することは、ネットワーク・ベースのビデオレコーダに対し、（
例えば、図２１に示すタイプの再生方式構成又は他の任意の妥当なビデオレコーダ構成を
使って）番組をユーザ装置で再生するよう命令することになる。
【０１３６】
　各種のコンテント管理構成を使って、放送コンテントのコピーをシステム１０に格納し
保持することができる。一つの具体的構成例において、ネットワーク装置（例、サーバ５
６、サーバ３６、又はサービス・プロバイダ５０の装置）を使って、ユーザに提供される
、すべてのあるいはおおむねすべての番組のコピーを「録画」又は保持することができる
。例えば、すべてのあるいはおおむねすべての着信放送番組内容を、ケーブル・システム
のヘッドエンドにあるサーバ５６に自動的に録画し保持することができる。別の具体的構
成例においては、放送コンテントの一部だけを自動的に格納することができる。例えば、
人気のあるホームコメディを録画し、人気のないニュース番組は録画しないようにするこ
とができる。さらに別の具体的構成例においては、ユーザに要求されたときに番組を録画
する。例えば、ユーザが特定の映画の録画を要求すると、ネットワーク・ベースのビデオ
レコーダは、ユーザのためにその映画のコピーを格納することになる。必要に応じ、これ
らの取組み方法を組み合わせることができる。別の構成においては、前記の格納及び保持
の構成に、ネットワーク・ベースの記憶装置構成に加えて、ローカル記憶装置を使用する
ことができる。さらに、両方の構成において、番組又は他のコンテントのコピーを、実際
のコピー（例、サーバ、パーソナル・ビデオレコーダ、又は他のローカル又はネットワー
ク装置内の個別ファイル）の形で格納することができ、あるいは、バーチャル・コピー（
例、一つ以上の実際コピーと関連付けられた妥当なデータベース記録又は他の情報）の形
で格納することができる。
【０１３７】
　放送されている番組の全部又は一部を、ネットワーク・ベース又はローカル・パーソナ
ル・ビデオレコーダで自動的に録画する場合、ユーザに、図２４のリマインダー設定画面
２７６中の保管オプション２８６のようなオプションを提示することが望ましい。ユーザ
は、リモート制御キーを使って、オプション２８６を、「見損ねた場合、『サインフェル
ド』を自分の個人用領域に保管する」及び「コピーを録画しない」のようなオプションの
間で切り換えることができる。保管オプションが選択されると、双方向性テレビ・アプリ
ケーションは、ユーザの行動を監視し、リマインダーが設定された時間に、ユーザが「サ
インフェルド」を見ているかどうかを判定することができる。ユーザが「サインフェルド
」を見ることになっていた刻限に、ユーザがユーザ装置又は双方向性テレビ・アプリケー
ションと交流していない場合には、双方向性テレビ・アプリケーションは、システム１０
のビデオレコーダ機能を使って、「サインフェルド」のコピーを、ネットワーク上のユー
ザの個人用領域又はローカル装置に保管する。例えば、追加された番組リスト内容（「サ
インフェルド」）を図２０ａのユーザの録画番組リスト又はユーザのアーカイブ（図３２
の画面のような画面を使ってアクセスする）に加えることができる。
【０１３８】
　「見損ねたら保管」オプションを、双方向性テレビ・アプリケーション・ディスプレー
の任意の妥当な画面に提示することができる。さらに、この機能を、デフォルト機能とし
て（ユーザが外すことができる、又はできないようにして）双方向性テレビ・アプリケー
ションに組み込むことができる。
【０１３９】
　システムが、所望の番組のコピーを自動的に保持するようスケジュールされていない場
合には、ユーザに、「見損ねたら保管」オプション２８６に換えて、「見損ねたら録画」
オプションを提供することができる。このオプションが選択された場合（又はデフォルト
として同等な機能が実行される場合）、双方向性テレビ・アプリケーションが、ユーザは
選択された番組を見損ねたと判定したならば、その番組を、システム１０のネットワーク
・ベース又はローカル・パーソナル・ビデオレコーダ機能を使って、（実際のコピーある
いはバーチャル・コピーとして）ユーザの個人用領域に録画することができる。
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【０１４０】
　ユーザは、指定範囲２８８を「する」オプション２９０の上に合わせ、ＯＫを押して、
画面２７６上の所望のオプション２８０の選択（及び、オプション２８６による、番組コ
ピーをユーザの個人用領域に自動的に保管するかどうかのユーザ選択）を確定することが
できる。ユーザがリマインダーを設定しないことを選択する場合（元の放送時間、遅らせ
た時間いずれにおいても）、ユーザは、「しない」オプション２９２を選定することがで
きる。
【０１４１】
　図２４に示すタイプの画面を用いて、ユーザに対し、放送予定時間、その放送予定時間
に対する一つ以上の延期時間、及び、ユーザが（リモート制御装置の置数キーを使うなど
して）さらなる延期時間オプションを選択するための、又は特定の時間を入力するための
追加画面にアクセスすることができる、別のオプション（「その他」）を提示することが
できる。これは、ユーザに対し所望のリマインダー時間を設定する機能を提供するための
構成の、単なる一つの例示である。
【０１４２】
　考えられる別の構成を図２５に示す。図２５のリマインダー時間選定画面２９４の具体
例において、ユーザは、スライダ２９６を、（リモート制御装置上の矢印キーを使うなど
して）所望のリマインダー時間を表す適切な水平位置に合わせることができる。ユーザが
スライダ２９６を左端位置に置いた場合（すなわち、所望リマインダー時間である火曜日
８：００ＰＭを表す位置）、双方向性テレビ・アプリケーションは、図２７の８：００Ｐ
Ｍのリマインダー３０２のようなリマインダーを表示することができる。ユーザが、図２
５に示される位置にスライダ２９６を置いて、オプション２９０を選択すると、リマイン
ダーを木曜日の１１：００ＰＭに提示することができる。
【０１４３】
　リマインダーを設定するため適切な別の構成を図２６に示す。図２６のリマインダー・
セットアップ画面２９８に、ユーザが（例えば、カーソルキー８２又は７６に具備可能な
数値キーを使って）所望の時間を選択するために使うことのできるリマインダー時間選定
区域３００を含めることができる。必要に応じ、各々の時間に番組を視聴するための料金
を区域３００に表示することができる。例えば、リマインダーを元の予定放送時間に設定
する場合には、「無料」と表示することができる。予定放送時より遅れたリマインダー時
間が選択された場合には、その料金（例、０．５０ドル）を区域３００に表示することが
できる。必要に応じ、番組に対する通常の有効期限より遅い時間に設定されたリマインダ
ーに対しては、有効期限を延長するか、又はコピーをユーザの個人用領域に保管すること
になるので、より高い料金を課すことができる。オプション２９０を選定して、所望の時
間へのリマインダー設定プロセスを確定することできる。
【０１４４】
　すべての、あるいはおおむねすべての番組のコピーが自動的にネットワーク装置に保存
されるシステム環境において、図２４に示されたタイプの「見損ねたら保管」オプション
を、図２５及び図２６に示すタイプの画面に含めることができる。料金情報（例、録画操
作又は保管に対する割り増し料金）を図２５に示したタイプの画面に提示することができ
る。
【０１４５】
　一部の（全部でなく）番組のコピーが保存されるシステム環境においては、所望の番組
が、自動レコーディング予定対象の一つである場合に、「見損ねたら保管」オプションを
提供することができる。番組を、ネットワーク・ベースのビデオレコーダ（又はローカル
のビデオレコーダ）がレコーディングできる場合には、「見損ねたら録画」オプションを
提供することができる。望ましい場合には、ユーザに提示するオンスクリーン・オプショ
ンについて、保管操作（これにより、ユーザに実際の又はバーチャルの「保管」コピーが
提供される）と、録画操作（これにより、本来は保存されない題材が、実際のあるいはバ
ーチャルのレコーディングとして、特別にコピーされ保存される）とを区分する必要はな
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い。ユーザは、「録画」、「保管」、「コピー」、「保存」、「格納」オプションとして
表されるオンスクリーン・オプションを通して、このような操作を利用することができる
。
【０１４６】
　また、画面２７６（図２４）、２９４（図２５）、及び２９８（図２６）は単なる例示
である。任意の妥当なユーザ・インタフェース構成を使って、ユーザが、時間シフトした
リマインダーと、関連するレコーディング及び保管オプションとを設定する際に、双方向
性テレビ・アプリケーションとやり取りできるようにすることができる。
【０１４７】
　ユーザに、番組みを見る時間及び対応するリマインダー設定に関する選択を提供するた
めに使われるリマインダー設定画面のタイプのいかんを問わず、双方向性テレビ・アプリ
ケーションは、リマインダーが設定された時間に、適合するリマインダーをユーザに表示
するか又は別な方法で提示することができる。図２７の例において、リマインダーは、現
在のテレビチャンネルの映像に重なるオーバーレイの形で提示されている。リマインダー
に対応する番組の視聴を望まない場合、ユーザは、その番組の視聴をさらに延期すること
ができ、それに応じた「後で見る」オプション３１０を選択して、さらに遅らせたリマイ
ンダーを設定することができる。
【０１４８】
　「後で見る」オプション３１０が選択された場合、双方向性テレビ・アプリケーション
は、図２８に示すタイプのオンスクリーン・オプションを表示することができる。図２８
の具体的構成例において、繰り延べリマインダー時間のオプション３２０のメニュー３１
６をユーザに対し表示することができる。メニュー３１６は、任意の妥当な構成を用いて
これを表示することができる。図２８の例では、メニュー３１６は、現チャンネル３１８
の映像に重なるオーバーレイとして表示されている。
【０１４９】
　ユーザは、所望のオプション３２０上に指定範囲３２２を合わせることによってリマイ
ンダーの延期を選択することができる。例えば、ユーザは、オプション３２４を選択して
、リマインダーを５分間遅らせることができ、又はオプション３２６を選択して、リマイ
ンダーを３０分間遅らせることができる。他のオプション３２０を使って、他の時間長さ
だけリマインダーを延期することができる。新規のリマインダー時間に到達すると、ユー
ザに対し、図２７に示すタイプのリマインダーを提示することができる。
【０１５０】
　すべての放送番組が自動的にネットワーク・ビデオレコーダに格納されるシステム環境
においては、図２８のメニュー３１６のようなメニューを、オプション３２８のような「
見損ねたら保管」オプションと共に提示することができる。双方向性テレビ・アプリケー
ションが、ユーザは番組を見損ねたと判定すると、双方向性テレビ・アプリケーションは
、見損ねた番組の保管コピーを、ネットワーク上のユーザの個人用領域又はローカル・パ
ーソナル・ビデオレコーダ装置に作成することができる。
【０１５１】
　番組の一部だけが、システムネットワーク・ベースのビデオレコーダ装置に自動的に保
存されるシステム環境においては、ユーザが、番組の保管コピーをユーザの個人用領域に
作成できるように（その番組がシステムによって自動的に保存されるものである場合）、
あるいは、ユーザが、ネットワーク・ベースのビデオレコーダに、番組のコピーをユーザ
のローカル装置に録画することを命令できるように（その番組はシステムによって自動的
に保存されるものでないが、レコーディングは可能な場合）するためのオプションを、メ
ニュー３１６のようなメニューの中でユーザに提示することができる。
【０１５２】
　ユーザが要求した場合にだけ、番組が、システムのネットワーク・ベース又はローカル
・パーソナル・ビデオレコーダ装置に録画されるシステム環境では、双方向性テレビ・ア
プリケーションは、ユーザが、番組を見損ねた場合にそのレコーディングの作成を要求で
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きるようにするためのオプションを、メニュー３１６のようなメニューの中でユーザに提
示することができる。双方向性テレビ・アプリケーションが番組は見られなかったと判定
した場合、その番組をネットワーク上のユーザの個人用領域又はローカル・パーソナル・
ビデオレコーダに、実際のコピー又はバーチャル・コピーとして録画することができる。
【０１５３】
　各種システム環境において、ネットワーク・ベース・ビデオレコーダの繰り延べリマイ
ンダー機能を実行することに関わるステップの具体例を、図２９、３０、及び３１に示す
。図２９のフローチャートは、ネットワーク・ベースのビデオレコーダが、すべての、あ
るいはおおむねすべての予定番組内容のコピーを自動的に保存するシステム環境において
用いられるステップを示す。図３０のフローチャートは、一部の予定番組内容のコピーは
自動的に保存されるが他の番組内容は保存されない（ユーザ要求により番組を録画するこ
とはできる）システム環境において用いられるステップを示す。図３１のフローチャート
は、ユーザの要求に基づいて番組が録画される（自動的に番組を保存することは可能）シ
ステム環境において用いられるステップを示す。また、図２９、３０、３１に示すフロー
チャートは、ローカル・パーソナル・ビデオレコーダのようなローカル装置で行われる放
送番組内容のレコーディング、保存、及び格納に対するシステム環境をも表現できるもの
である。
【０１５４】
　一つの適切な構成において、すべての放送番組のコピーは自動的にシステムに保存され
る。このタイプの構成においては、ユーザは、システム１０のネットワーク・ベースのビ
デオレコーダ又はローカル・パーソナル・ビデオレコーダ機能を使って、興味のある番組
のコピーを遡り再生できる。ユーザにはネットワーク上の個人用領域を提供することがで
きる。ユーザが興味を持つ番組のコピーを（バーチャル・コピーとして、又は別個の実際
のコピーとして）ユーザの個人用領域又はローカル装置に格納することができる。ユーザ
の個人用リスト内容セットに記載された番組のシステム・コピーを作成するプロセスを、
アーカイブするともいう。
【０１５５】
　記憶容量の制限により、すべての放送番組のコピーを、無期限にネットワーク・ベース
又はローカル・パーソナル・ビデオレコーダに保持することは望ましくないことがある。
したがって、当初の放送から適当な時間が経過した後、これらの番組を消去するか、又は
さらにリモートの保管場所に移動することができる。所望の番組に対する容易なアクセス
が失われることを避けるために、ユーザが、ユーザの個人用領域又はローカルＰＶＲ中に
番組を保管することを要請することがある。この種のサービスに対し、システムはユーザ
に一回払い又は定期的な料金を課すことができる。ユーザが容易にアクセスできるように
、保管されたバーチャル又は実際のコピーをネットワーク又はローカルＰＶＲに保持する
ことができる。アーカイブされないコピーは、アクセスができないか又は少なくともアク
セスがより困難になる。
【０１５６】
　ネットワーク・ベース又はローカル・パーソナル・ビデオレコーダ機能を使って、リマ
インダーを再スケジュールしたり見損ねた番組を保管するための機能を、ユーザに提供す
ることに関与するステップを図２９のフローチャートに示す。図２９に示すステップに関
して、システム１０は、（例えば、テレビ配信施設１４を介してユーザに配信されるすべ
ての番組のデジタル・コピーをサーバ５６に保持することによって）ユーザに提供される
すべてのテレビ番組のコピーを継続して保持している。
【０１５７】
　ステップ３３０において、リマインダーを設定する番組を選択するための機会がユーザ
に提供される。例えば、双方向性テレビ・アプリケーション（例、番組案内）は、図８の
画面のような、番組リスト内容を含む画面を表示することができる。ユーザは、この画面
で、リマインダーを設定する所望の番組を選択することができる。
【０１５８】
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　ユーザが所望の番組を選択したならば、双方向性テレビ・アプリケーションは、ステッ
プ３３２において、ユーザに、所望するリマインダー時間及び視聴時間を選定するための
機会を提供することができる。必要に応じ、図２４、２５、及び２６に示すタイプのオン
スクリーン表示構成を用いることができる。また、ユーザに対し、ステップ３３２におい
て、図２４のオプション２８６のような「見損ねたら保管」オプションを設定する機会を
提供することができる。また、アーカイブ操作をデフォルトで実施することもできる。ユ
ーザが、見損ねた番組を保管するようシステムに命じた場合、その番組は、すべての放送
番組内容のシステム自動保存の一部として自動的にシステムに保存されるだけでなく、ユ
ーザの個人用領域又はローカルＰＶＲにも保管されることになる（例えば、ユーザの応分
の料金の支払いによって決められた時間の長さの分等）。
【０１５９】
　ステップ３３２に応答して、ユーザは、所望の番組の元の放送予定時間と一致するリマ
インダー時間を選択することができ、また、遅らせたリマインダー時間を選択することも
できる。システム１０のネットワーク又はローカル・パーソナル・ビデオレコーダ機能に
よって、遅らせたリマインダー時間の選定が実施可能となる。ユーザが選定した時間に到
達すると、ステップ３３４において、ユーザに対しリマインダーを表示することができる
。
【０１６０】
　ステップ３３４において双方向性テレビ・アプリケーションが表示するリマインダーを
、例えば、図２７に示すタイプのリマインダー、又は他の任意の妥当なリマインダーとす
ることができる。図２７のオプション３０４のような、ユーザが所望の番組を直ぐに視聴
したり、視聴を延期したり（リマインダーを再スケジュールしたり）、リマインダーをキ
ャンセルしたり、（例えば、ユーザが当面番組を視聴することを予定していない場合には
）番組をそのままユーザの個人用領域又はＰＶＲに保存したりすることのできるオプショ
ンを、リマインダーに含めることができる。
【０１６１】
　ユーザが番組を直ぐに視聴することを選択した場合、ステップ３３６において、双方向
性テレビ・アプリケーションは、ユーザに対し、ユーザ装置１８上にその番組を表示する
ことができる。（リマインダーが元の放送予定時間に設定されていたりなどして）現在放
送中の番組の場合には、双方向性テレビ・アプリケーションは、ユーザの装置を適合する
テレビチャンネルに合わせて、その番組を受信することができる。受信した番組をユーザ
のモニタ（例、ユーザのテレビ画面）上に表示することができる。（ユーザが、番組の保
存版を取り出すため、システムのネットワーク・ベース・ビデオレコーダ機能を設定して
いるなどして）現在放送中でない番組の場合、ネットワーク・ベースのビデオレコーダを
使って、ユーザのために番組を再生することができる。図２１に示すタイプの再生方式構
成又は他の任意の妥当な構成を使って、ネットワーク・ベース又はローカル・パーソナル
・ビデオレコーダからユーザのために所望の番組の再生をすることができる。
【０１６２】
　ユーザが、ステップ３３４に応じて、リマインダーの再スケジュールを選択した場合（
例えば、ユーザは、まだ番組を視聴する準備ができていないので、リマインダーを後の時
間に変更するため、「後で見る」オプションを選択した場合）、ユーザに対し、ステップ
３３８において、図２８に示すタイプの、オンスクリーン・リマインダー時間再スケジュ
ール・オプションを選択する機会が与えられる。また、図２８に示すように、再スケジュ
ールした放送番組をユーザが見損ねた場合にも、ユーザに対し、ネットワーク・ベース又
はローカルの自動保管操作をスケジュールするための、オンスクリーン・オプション３２
８を提供することができる。
【０１６３】
　ステップ３３８においてリマインダーを再スケジュールした後、コントロールはステッ
プ３３４にループ・バックする。これにより、新規のリマインダー時間に到達すると、ス
テップ３３４において、システムはユーザに対し新しいリマインダーを表示することがで
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きる。
【０１６４】
　元の、又は再スケジュールされたリマインダー時間に到到達し、ユーザがテレビを見て
いるか、あるいは装置１８を別途使用している場合、ユーザは、ステップ３３６において
、リマインダー対象番組の視聴を選択するか、あるいはリマインダーをキャンセルする（
ステップ３４０）ことができる。また、ユーザは、ステップ３４２において、図２７の個
人領域又はローカルＰＶＲへの保管オプション３１４のようなオプションを選択して、双
方向性テレビ・アプリケーションに対し、番組のコピーをユーザの個人領域又はローカル
ＰＶＲに保管することを命令することもできる。また、ステップ３４２において、保存を
選択されている番組をユーザが見損ねた場合に、その番組のコピーを（図２４のオプショ
ン２８６のようなオプションを使うなどして）ユーザの個人用領域又はローカルＰＶＲに
保存することもできる。ユーザのディスプレーがリマインダー時間に作動していない場合
（例、ユーザが番組を見損ねた状況）には、ステップ３３４においてリマインダーを実際
に表示する必要はない。
【０１６５】
　前記に換えて、あるいはこれに加えて、元の又は再スケジュールしたリマインダー時間
に到達し、ユーザが、ある定められた時間、表示されたリマインダーに応答せず、他の方
法による認識も示さない場合には、双方向性テレビ・アプリケーションが、ユーザは番組
を見損なうことになるか見損ねたと想定するように構成することができる。また、同様に
して、元の又は再スケジュールしたリマインダー時間に到達したときに、ユーザが、（購
買取引に従事している又はその入力をしているなど）「中断できない」作業に従事してい
る場合にも、アプリケーションが、ユーザは番組を見損なうことになるか見損ねたと想定
するようにすることができる。いずれの状況においても、アプリケーションは、引き続い
て、ユーザが番組を見損ねた場合に対し（ユーザが前もって「見損ねたら保管」オプショ
ン設定していた場合は保管するなど）適切な処置を実施することができる。
【０１６６】
　ユーザは、図２７の保存オプション３１４のような保存オプションを選択するかあるい
は前もって「見損ねたら保管」オプションを設定しており、ユーザが時間通りに番組を視
聴しない場合には、システムは、ステップ３４２においてその番組の保管コピーを作成す
ることができる。保管コピーは、ユーザのため特別に番組の実際コピーを作成するか、あ
るいは、ユーザがその番組のコピーを保管したことを示す情報を格納する適切なデータベ
ースその他を更新することによって、これを作成することができる。
【０１６７】
　ユーザに対して、実際の番組保存コピー又はバーチャル保存コピーのどちらが作成され
たにせよ、これに沿ってネットワーク上のユーザの個人用領域又はローカルＰＶＲを更新
することができる。例えば、図２０ａのリストのような、双方向性テレビ・アプリケーシ
ョンが提供するユーザのレコーディング・リストを更新して、番組の保管コピーが利用可
能となったことを反映することができる。このタイプのオンスクリーンリスト作成のため
の構成を使って、ユーザが、所定の番組レコーディング（保管コピー）の再生を要求でき
るようにすることができる（ステップ３４４）。
【０１６８】
　保存した番組へのアクセスをユーザに提供するための別の適切な構成を図３２に示す。
図３２の構成によって、双方向性テレビ・アプリケーションは、保管カテゴリー・オプシ
ョン３９２の画面３９０を表示することができる。ユーザは、「最近のもの」オプション
３９４を使って、最近保管した番組のリスト内容にアクセスすることができる。オプショ
ン３９６、３９８、及び４００のようなオプションを使って、これらの分野に沿った保存
番組のリストにアクセスすることができる。録画された番組についての分野情報をデータ
ソース３０から取得し、双方向性テレビ・アプリケーションが使用するためこれを番組リ
スト内容データベースの中に格納することができる。「チャンネル別」オプション４０２
を使って、関連するテレビチャンネル別に整理された保存番組のリストを表示することが
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できる。
【０１６９】
　ユーザが自分の好みに合う番組を見たい場合には、「好みに合う」オプション４０４を
選択することができる。ユーザの好みを「好みプロフィール」に保管しておくことができ
る。双方向性テレビ・アプリケーションは、双方向性テレビ・アプリケーションとのユー
ザのやり取りから、又は（例えば、ユーザによる）手動入力から、又はサーベイ（オンラ
イン、電話、ユーザ装置を通して等）、又は他の任意の妥当な方法によってユーザの好み
に関する情報を収集することができる。
【０１７０】
　「編集／カテゴリ作成」オプション４０６を使って、編集機能へのアクセスを提供する
ことができる。ユーザは、オプション４０６を使って、新規オプション３９２の作成、不
要なオプション３９２の削除、又は保存されたコンテントに対するユーザ・インタフェー
スを別途カスタマイズすることができる。
【０１７１】
　適切な任意の時間に、システムの整理作業（図２９のステップ３４６）を実施すること
ができる。このような作業では、例えば、ある番組を消去する一方、ユーザが自分の個人
用領域に維持するため料金を支払っている番組を保持することが必要となる。双方向性テ
レビ・アプリケーションを使って、ユーザに対し、（追加料金を支払うなどして）保管を
延長したり、また、整理作業における他の面での援助を提供することができる。
【０１７２】
　図３０のフローチャートは、一部の放送予定番組は自動的に保存され、一部の番組は保
存されないシステム環境における、双方向性テレビ・アプリケーションの運用に関わるス
テップを示す。このような構成によって、ユーザは、システム１０のネットワーク・ベー
ス又はローカル・パーソナル・ビデオレコーダ機能を使って、少なくとも一部の興味ある
番組のコピーを再生することができる。他の興味ある番組は、実際の放送時間に俺を視聴
することができよう。ユーザには、ネットワーク上の個人用領域を提供することができる
。アーカイブに利用できる番組のコピー（すなわち、コピーが自動的に保持される番組）
を（バーチャル・コピー又は別個の実際コピーとして）ユーザの個人用領域又はローカル
ＰＶＲに格納することができる。
【０１７３】
　システムが自動的に保管しない番組を、ユーザの要求により格納することができる。定
期的整理作業を用いて、ネットワーク・ベース又はローカル・パーソナル・ビデオレコー
ダの一次記憶領域から特定の番組を削除又は別途移動することができる。所望の番組への
容易なアクセスを失うことを避けるために、ユーザは、番組をユーザの個人用領域又はロ
ーカルＰＶＲに保存することを要請することができる。システムによるこのサービスに対
し、一回ごと又は定期的にユーザに料金を課すことができる。ユーザが容易にアクセスで
きるように、バーチャル又は実際の保管コピーをネットワーク又はローカルＰＶＲに保持
することができる。アーカイブされないコピーは、アクセスができないか又は少なくとも
アクセスがより困難になる。図３０に示すステップに関連して、システム１０は、ユーザ
に提供されるテレビ番組の一部を（テレビ配信施設１４を介してユーザに配信される際に
、これらの番組のデジタル・コピーをサーバ５６に保持するなどして）継続して保持する
ことができる。
【０１７４】
　ステップ３４８において、リマインダーを設定する番組を選択するための機会がユーザ
に提供される。例えば、双方向性テレビ・アプリケーション（例、番組案内）は、図８の
画面のような番組リスト内容を含む画面を表示することができる。ユーザは、この画面で
、リマインダーを設定する所望の番組を選択することができる。
【０１７５】
　ステップ３５０において、双方向性テレビ・アプリケーションは、選択された番組が、
ネットワーク・ベース又はローカル・パーソナル・ビデオレコーダを使って自動的に保存
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される予定になっているものかどうかを判定することができる。選択された番組が、自動
的にコピーを保存する対象になっていない場合は、ユーザに対し、ステップ３５２におい
てリマインダーを設定する機会が与えられる。例えば、ユーザに、図１２のリマインダー
設定画面のような画面を提示することができる。ユーザはこの画面を使って、番組が定期
的に放送される予定時間にその番組に対するリマインダーを設定することができる。たと
え選択された番組が自動レコーディング予定のないものだとしても、ユーザは、繰り延べ
リマインダー・オプションを選択できるようにすることができる。このような選択をする
と、双方向性テレビ・アプリケーションは、システムのネットワーク・ベース又はパーソ
ナル・ビデオレコーダ機能を使って、繰り延べリマインダーが設定された選択番組を録画
することができる。
【０１７６】
　番組の放送時間に到達すると、双方向性テレビ・アプリケーションは、ステップ３５４
において、リマインダーを表示することができる。例えば、双方向性テレビ・アプリケー
ションは、図２３のリマインダーのようなリマインダーを表示することができる。必要に
応じ、ステップ３５２で提供されるリマインダー設定画面に、ユーザが番組を見なかった
場合には、その番組をユーザの個人用領域又はローカルＰＶＲ中に（実際の又はバーチャ
ルなコピーとして）録画するよう、ユーザがネットワーク・ベース又はローカル・パーソ
ナル・ビデオレコーダに対し命令することを選択できるオプションを含めることができる
。
【０１７７】
　図１３のリマインダーリスト表示のような双方向性テレビ・アプリケーションが表示す
るリマインダー画面に、必要に応じ、双方向性テレビ・アプリケーションに対してリマイ
ンダーの対象番組を録画するよう命令するオプションを含めることができる。ネットワー
ク・ベースのレコーディングが利用できない場合には、この番組をローカルに録画するこ
とができる。ステップ３５４において、ユーザに対し、繰り延べ視聴を（システムのネッ
トワーク・ベース又はローカル・パーソナル・ビデオレコーダ機能を使って）できるよう
にするリマインダーを提供することができる。自動的に保存されない番組に対しユーザが
設定した、見損ねた又は視聴を遅らせた番組のレコーディングについて、図１３に関連し
てさらに詳細を説明する。
【０１７８】
　ステップ３５０においてユーザが選択した番組が、その番組のコピーが自動的に保存さ
れるものの一つであると判定された場合、ユーザには、ステップ３５６において番組に対
する所望のリマインダー時間を選定する機会が提供される。番組のコピーは元の放送予定
時間を過ぎても保存されているので、リマインダー時間を元の予定された番組の放送時間
に限る必要はく、図２４、２５、及び２６のオンスクリーン・メニュー構成のような構成
を使って、放送予定時間、又は放送予定時間よりも遅い（すなわち、番組の放送が予定さ
れていない時間の）リマインダー時間を選択することができる。
【０１７９】
　また、ユーザには、ステップ３５６において、図２４のオプション２８６のような「見
損ねたら保管」オプションを設定する機会が提供される。また、保管操作をデフォルトで
実施することもできる。ユーザが、見損ねた番組を補完するようシステムに命じた場合、
その番組は、所定の放送番組内容のシステム自動保存の一部として自動的にシステムに保
存されるだけでなく、ユーザの個人用領域又はローカルＰＶＲにも（例えば、ユーザの応
分料金の支払いによって決められた時間の長さの分）保管されることになる。
【０１８０】
　ユーザは、ステップ３５６の中で提供されたオンスクリーン・オプションを使用して、
所望の番組の元の放送予定時間と一致するリマインダー時間を選択することができ、遅ら
せたリマインダー時間を選択することもできる。ユーザが選定した時間に到達すると、ス
テップ３５８において、ユーザに対しリマインダーを表示することができる。
【０１８１】
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　ステップ３５８において双方向性テレビ・アプリケーションが表示するリマインダーは
、例えば、図２７に示すタイプのリマインダー、又は他の任意の妥当なリマインダーとす
ることができる。図２７のオプション３０４のような、ユーザが、所望の番組を直ぐに視
聴したり、視聴を延期したり（リマインダーを再スケジュールする）、リマインダーをキ
ャンセルしたり、そのまま番組を（例えば、ユーザが当面番組を視聴することを予定して
いない場合には）ユーザの個人用領域又はＰＶＲに保存したりすることのできるオプショ
ンを、リマインダーに含めることができる。
【０１８２】
　ユーザが番組を直ぐに視聴することを選択した場合、ステップ３６０において、双方向
性テレビ・アプリケーションは、ユーザに対しその番組をユーザ装置１８上に表示するこ
とができる。（リマインダーが元の放送予定時間に設定されている場合など）番組が現在
放送中の場合は、双方向性テレビ・アプリケーションは、ステップ３６０において、ユー
ザの装置を適切なテレビチャンネルに合わせて、その番組を受信することができる。受信
した番組をユーザのモニタ（例、ユーザのテレビ画面）上に表示することができる。（ユ
ーザが、システムのネットワーク・ベースのビデオレコーダ機能を使って、番組の保存版
を取り出す場合など）現在放送されていない番組の場合、ネットワーク・ベース又はロー
カル・パーソナル・ビデオレコーダを使って、ユーザに対し番組を再生することができる
。図２１に示すタイプの再生方式構成又は他の任意の妥当な構成を使って、ユーザに対し
ネットワーク・ベース又はローカル・パーソナル・ビデオレコーダからユーザに対して所
望の番組の再生をすることができる。
【０１８３】
　ユーザが、ステップ３５８に応じて、リマインダーの再スケジュールを選択した場合（
例えば、ユーザは、まだ番組を視聴する準備ができていないので、リマインダーを後の時
間に変更するため、「後で見る」オプションを選択した場合）、ユーザには、ステップ３
６２において、図２８に示すタイプの、オンスクリーン・リマインダー時間再スケジュー
リング・オプションを選択する機会が与えられる。また、図２８に示すように、ユーザに
対し、再スケジュールした放送番組をユーザが見損ねた場合に、ネットワーク・ベース又
はローカルの自動保存操作をスケジュールするための、オンスクリーン・オプションを提
供することができる。
【０１８４】
　ステップ３６２においてリマインダーを再スケジュールした後、コントロールはステッ
プ３５８にループ・バックする。これにより、新しいリマインダー時間に到達すると、シ
ステムは、ステップ３５８においてユーザに対し新しいリマインダーを表示することがで
きる。
【０１８５】
　元の又は再スケジュールされたリマインダー時間に到達し、ユーザがテレビを見ている
か、あるいは装置１８を別途使用している場合、ユーザは、リマインダーの対象番組の視
聴を選択し、これによりステップ３６０において、双方向性テレビ・アプリケーションに
対し、適切なチャンネルへの同調又は番組の再生を命ずることができる。ユーザは、リマ
インダーをキャンセルするオプションを選択し、これによりステップ３６４において、双
方向性テレビ・アプリケーションに対しリマインダーをキャンセルすることを命ずること
ができる。また、ユーザは、図２７の「個人用領域に保管する」オプション３１４を選択
し、ステップ３６６において、双方向性テレビ・アプリケーションに対し、番組のコピー
をユーザの個人用領域に保管することを、命令することもできる。これに換えて、又は加
えて、リマインダーがある時間の間表示された後にユーザの応答又は選択がない場合、番
組のコピーをユーザの個人用領域に保管することを、ステップ３６６において双方向性テ
レビ・アプリケーションに命ずることもできる。また、ユーザが、（図２４のオプション
２８６のようなオプションを使うなどして）保管することを選択した番組を見損ねた場合
、ステップ３６６において番組のコピーを、ユーザの個人用領域又はローカルＰＶＲに保
管することもできる。ユーザのディスプレーがリマインダー時間に動作していない場合（
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例えば、ユーザが番組を見損ねている状況）、ステップ３５８において実際にリマインダ
ーを表示する必要はない。
【０１８６】
　ユーザが、図２７の保存オプション３１４のような保存オプションを選択するか、ある
いはユーザが前もって「見損ねたら保管」オプションを設定していて、ユーザが時間通り
に番組を視聴しない場合には、ステップ３６６において、システムはその番組の保存コピ
ーを作成することができる。保管コピーは、ユーザのため特別に番組の実際コピーを作成
するか、あるいは、ユーザがその番組のコピーを保管したことを示す情報を格納する適切
なデータベースその他を更新することによって、これを作成することができる。この保管
コピーを、ネットワーク上のユーザの個人用領域又はローカルＰＶＲに格納することがで
きる。
【０１８７】
　ユーザに対して実際の番組保管コピー又はバーチャル保管コピーのどちらが作成された
かに関係なく、これに沿ってネットワーク上のユーザの個人用領域又はローカルＰＶＲを
更新することができる。例えば、図２０ａのリストのような、双方向性テレビ・アプリケ
ーションが提供するユーザのレコーディング・リストを更新して、その番組の保管コピー
が利用できることを反映することができる。このタイプのオンスクリーンリスト作成の構
成、又は図３２に関連して説明した構成のような他の任意の妥当な構成を使って、ユーザ
が、所定の番組レコーディング（保管コピー）の再生を要求できるようにすることができ
る（ステップ３６８）。
【０１８８】
　任意の妥当な時間に、システムの整理作業（ステップ３７０）を実施することができる
。このような作業では、例えば、ある番組を消去する一方、ユーザが自分の個人用領域又
はローカルＰＶＲに保持するため料金を支払っている番組を保持することが必要となる。
双方向性テレビ・アプリケーションを使って、ユーザに対し、（追加料金を支払うなどし
て）保管を延長したり、また、整理作業における他の面での援助を提供することができる
。
【０１８９】
　図３１のフローチャートは、放送予定番組は自動的には保存はされないが、システムの
ネットワーク・ベース又はローカル・パーソナル・ビデオレコーダ機能を使ってこれらを
レコーディングすることは可能というシステム環境における、双方向性テレビ・アプリケ
ーションの操作に関わるステップを示す。このタイプの構成において、ユーザは、システ
ム１０のネットワーク・ベース又はローカル・パーソナル・ビデオレコーダ機能を使って
、興味のある番組を録画・再生できるが、一般に、少なくとも一人（又は他の適切な員数
）のユーザ（例えば、所定のテレビ配信施設１４につながるユーザの少なくとも一人又は
その一部）が要求しない限り番組のコピーは保管されない。その他の興味ある番組は、番
組の実際の放送時間にこれを見ることができる。ユーザには、ネットワーク上、又はロー
カルＰＶＲに個人用領域が提供される。ユーザの要求によって作成された番組のレコーデ
ィングを、（バーチャル・コピー又は別個の実際コピーとして）ユーザの個人用領域又は
ローカルＰＶＲに格納することができる。
【０１９０】
　定期的整理作業を用いて、特定の番組を、ネットワーク、ユーザの個人用領域、又はロ
ーカルＰＶＲから削除、又は別途移動することができる。
【０１９１】
　図３１のステップ３７２において、ユーザに、リマインダーを設定する番組を選択する
機会が提供される。例えば、双方向性テレビ・アプリケーション（例、番組案内）は、図
８の画面のような番組リスト内容を包含する画面を表示することができる。ユーザは、こ
の画面で（例えば、所望番組の上に指定範囲を合わせ、リモート制御装置のＯＫキーを押
すことによって）リマインダーを設定するための所望番組を選択することができる。
【０１９２】
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　ユーザには、ステップ３７４において番組に対する所望のリマインダー時間を選定する
機会が提供される。システム１０のネットワーク・ベース又はローカル・パーソナル・ビ
デオレコーダ機能番組を使って番組を録画することができるので、リマインダー時間を元
々予定された番組の放送時間に限る必要はなく、図２４、２５、及び２６のオンスクリー
ン・メニュー構成のような構成を使って、放送予定時間、又は放送予定時間よりも遅い時
間（すなわち、番組の放送が予定されていない時間）のリマインダー時間を選択すること
ができる。
【０１９３】
　また、ステップ３７４において、ユーザに対し「見損ねたら録画」オプションを選択す
る機会が与えられる。このタイプのオプションを、図２４のオプション２８６に使われた
のと同一タイプの構成を用いて表示することができる。
【０１９４】
　ユーザが、選択された番組の放送予定時関より遅いリマインダー時間を設定する場合、
システム１０のネットワーク・ベース又はローカル・パーソナル・ビデオレコーダ機能を
用い、ステップ３７６において、後での再生のために番組を録画することができる。ステ
ップ３７８において、双方向性テレビ・アプリケーションは、ユーザが設定したリマイン
ダー時間に、ユーザにリマインダーを表示することができる。リマインダーは、例えば、
図２７に示すタイプのリマインダーとすることができる。リマインダーに、オプション３
０４のようなオプションを含めて、ユーザが番組を直ぐ見るか、後で見るか（したがって
、リマインダーを再スケジュールするか）、リマインダーをキャンセルあるいは無視する
か、また、（例えば、番組のコピーを、ネットワークのユーザ個人用領域又はローカルＰ
ＶＲにレコーディングすることによって）番組のコピーを録画するかできるようにするこ
とができる。
【０１９５】
　ユーザが番組を直ぐに見ることを選択した場合、ステップ３８０において、双方向性テ
レビ・アプリケーションは、ユーザに対し、ユーザ装置１８上にその番組を表示すること
ができる。（リマインダーが元の放送予定時間に設定されていた場合など）番組が現在放
送中の場合は、ステップ３８０において、双方向性テレビ・アプリケーションは、ユーザ
の装置を適切なテレビチャンネルに合わせて、その番組を受信することができる。受信し
た番組をユーザのモニタ（例、ユーザのテレビ画面）に表示することができる。（ユーザ
が、システムのネットワーク・ベースのビデオレコーダ機能を使って、ステップ３７６で
録画された番組のバージョンを取り出す場合など）番組が現在放送中のものでない場合、
ステップ３８０において、ネットワーク・ベース又はローカル・パーソナル・ビデオレコ
ーダを使って、ユーザに対し番組を再生することができる。図２１に示すタイプの再生方
式構成又は他の任意の妥当な構成を使って、ユーザに対しネットワーク・ベース又はロー
カル・パーソナル・ビデオレコーダからユーザに対して所望の番組の再生をすることがで
きる。
【０１９６】
　ユーザが、ステップ３７８に応答して、リマインダーの再スケジュールを選択した場合
（例えば、ユーザは、まだ番組を視聴する準備ができていないので、リマインダーを後の
時間に変更するため、「後で見る」オプションを選択した場合）、ステップ３８４におい
て、ユーザに対し図２８に示すタイプの、オンスクリーン・リマインダー時間再スケジュ
ーリング・オプションを選択する機会が与えられる。また、図２８に示すように、ユーザ
は、再スケジュールした放送番組を見損ねた場合に、自動レコーディング操作をスケジュ
ールするための、オンスクリーン・オプションの提供を受けることができる。
【０１９７】
　ステップ３８４においてリマインダーを再スケジュールした後、コントロールはステッ
プ３７８にループ・バックする。これにより、新規のリマインダー時間に到達すると、シ
ステムは、ステップ３７８においてユーザに対し新規リマインダーを表示することができ
る。
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【０１９８】
　元の又は再スケジュールされたリマインダー時間に到達し、ユーザがテレビを見ている
か、あるいは装置１８を別途使用している場合、ユーザは、リマインダーの対象番組の視
聴を選択するか、又はリマインダーをキャンセルすることができる（ステップ３８２）。
ユーザが、双方向性テレビ・アプリケーションに対し（ステップ３７４で表示されたリマ
インダー・セット・アップ・オプションでのユーザの選択などにおいて）見損ねた番組の
録画を命じている場合、又は、ユーザが、リマインダー表示の中で、録画オプション（例
えば、図２７の保管オプション３１４に代えて表示された録画オプション）を選択してい
る場合、その番組を（番組がステップ３７６においてすでに録画されていなければ）ステ
ップ３８５において録画することができる。番組のレコーディングは、ユーザの個人用領
域又はローカルＰＶＲの中に、ユーザ用に実際の番組コピーを生成するか、あるいは、一
人以上のユーザがアクセス可能な、システム中の共用コピー（又は共用コピーへのポイン
タ）を生成することによってこれを作成することができる。番組のバーチャル・コピーを
使ってレコーディングを作成する場合には、ステップ３５８において、ユーザに番組のレ
コーディングが提供されたことを示す適切なデータベース又は別途の記憶情報を更新処理
することができる。
【０１９９】
　ユーザに対して実際の番組保存コピー又はバーチャル保存コピーのどちらが作成された
かに関係なく、これに沿ってネットワーク上のユーザの個人用領域又はローカルＰＶＲを
更新することができる。例えば、図２０ａのリストのような、双方向性テレビ・アプリケ
ーションにより提供されるユーザのレコーディング・リストを更新して、その番組の保管
コピーを利用できることを反映することができる。このタイプのオンスクリーンリスト作
成の構成、又は他の任意の妥当な構成を使って、ユーザが、所定の番組レコーディングの
再生を要求できるようにすることができる（ステップ３８６）。例えば、（前にレコーデ
ィングのアーカイブに関連して説明した）図３２に示すタイプの構成を使って、ユーザ要
求のネットワーク・ベース又はローカルのビデオ・レコーディングにアクセスすることが
できる。
【０２００】
　任意の妥当な時間に、システムの整理作業（ステップ３８８）を実施することができる
。このような作業では、例えば、ある番組を消去する一方、ユーザが自分の個人用領域又
はローカルＰＶＲに保持するため料金を支払っている番組を保持することが必要となる。
双方向性テレビ・アプリケーションを使って、ユーザに対し、（追加料金を支払うなどし
て）保管を延長したり、また、整理作業における他の面での援助を提供することができる
。
【０２０１】
　ステップ３４６（図２９）、ステップ３７０（図３０）、及びステップ３８８（図３１
）に関連して記載した整理作業をサポートするために、任意の適切な取り組み方を用いる
ことができる。番組を同一の期間、又は異なる期間の間保管することができる。番組内容
発信元１２につながるコンテント所有者、施設１４の運営者、又は他の任意の妥当な事業
体は、各種番組の保管期間を提供することができる。ネットワーク（例、サーバ３６、サ
ーバ５６、又はサービス・プロバイダ５０のようなサービス・プロバイダの装置）に格納
する番組に対する妥当な保管期間を決めるために、システム１０を用いる取組み方法の具
体例を図３３に示す。ステップ４０８において、双方向性テレビ・アプリケーションを使
って、ある番組を内容の保管希望に関する情報を収集することができる。アプリケーショ
ンは、例えば、システム中で、ユーザがある番組をどのくらいの頻度で録画し、再生して
いるかをモニタすることができる。また、双方向性テレビ・アプリケーションは、電子サ
ーベイの形、又は外部ソースから情報を得ることができる。これら情報を使って、コピー
を保管している番組の人気を判定することができる。ステップ４１０において、ステップ
４０８で集められた情報を使って、どの番組内容を保持し、どの番組内容を削除するかを
決定することができる。例えば、レコーディング及び再生の要求数が、所定の閾値を下回
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る番組を消去し、レコーディング及び再生要求回数が高い番組を保管するようにできる。
【０２０２】
　ステップ４１０において、どの番組内容を保持しどの番組内容を削除するかを決定した
後、双方向性テレビ・アプリケーションは、それに応じて、ステップ４１２においてそれ
らの番組内容を保持及び削除することができる。
【０２０３】
　図３３に示す番組の削除及び保持に対する取り組み方は、単なる例示である。必要に応
じ、任意の妥当な取組み方法を使うことができる。
【０２０４】
　一般に、ネットワーク上に各種の番組が保管される期間を、番組のいろいろなタイプに
応じて違わせることができる。例えば、ホームコメディを（ユーザは見損ねた放映回の視
聴に興味があろう）、ニュース（時間が経過すると興味が失せてくる）よりも長期に保管
することができる。
【０２０５】
　特定のテレビ・シリーズ（例、ＥＲ）を人気番組として識別することができ、そのシリ
ーズの各回放映（又は特定チャンネルのシリーズもの）を他の番組よりも長期にわたって
保管することができる。
【０２０６】
　人気が出る可能性が高いと識別される特定の番組（例、スーパーボウル）を、（ユーザ
要求に関する情報が得られなくても）通常のスポーツ番組よりも長期にわたって保管する
ことができる。
【０２０７】
　広告主又は番組提供者は、特定の番組又は特定のチャンネルの番組を、ユーザが延長さ
れた期間利用できることを確実にする（そしてその権利に料金を支払う）ことを要請する
ことができる。
【０２０８】
　番組提供者は、特定の番組又はチャンネルを、ネットワーク・ベース又はローカル・パ
ーソナル・ビデオレコーダがまったくレコーディングできないように指定することができ
る。このサービスにも料金が課せられる。
【０２０９】
　視聴者に人気のない番組を指定し、保持期間を短縮することができる。
【０２１０】
　番組のタイプに基づいて保持期間を定めることができる。例えば、ニュースの保持期間
をより短くし、ドラマ又はコメディ番組をより長い期間保持することができる。同様に、
特定のチャンネルをより短い、又はより長い期間保持することができる。
【０２１１】
　前記の機能を具備するために、操作者は（テレビ配信施設１４に配置された又は通信ネ
ットワーク３４を介してシステム１０に連結されたコンピュータ端末を通すなどして）シ
ステム１０を設定することができる。操作者又は他の妥当な事業体は、システムがどの番
組を保持しどれを削除するか決定するため使うことのできるよう、特定の番組、シリーズ
、チャンネル、番組カテゴリー、及び、その他の属性を指定することができる。
【０２１２】
　一つの適切な取組み方法において、システム１０は、操作者に対して番組スケジュール
・グリッドを表示することができる。操作者は、特定の番組又はチャンネルを選択するこ
とができる。操作者は、属性リストから、各種属性を選択することができる。また、操作
者は、番組、シリーズ、チャンネル、及び他の属性の組合せを選択することもできる。操
作者は、選定基準に合致する特定の番組及び番組内容の保持期間を指定することができる
。このことは、絶対数（又は値）を指定することにより、又はある時間数又は他の番組内
容との相対パーセントを指定することにより、又は他の任意の妥当な手法を用いて実施す
ることができる。また、操作者は、操作者の選定に優先順位を指定することができる。こ
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（例、サーバ３６、サーバ５６、又はサービス・プロバイダ５０の記憶装置）を自動的に
割り当てることができる。
【０２１３】
　システムは、どの番組がネットワーク・ベース又はローカル・パーソナル・ビデオレコ
ーダによって再生されたか、どの番組が録画されたかをモニタすることができる。ネット
ワーク全体（又は複数のネットワーク全体）を通した再生要求（又は他の視聴）の回数に
基づいて保持時間を定めることができる。例えば、ある番組を要求するユーザがない場合
、それを相対的に短い期間で記憶装置から除去することができる。多くのユーザが要求す
る場合には、その番組をより長い期間保持することができる。
【０２１４】
　必要に応じ、所定長さの期間の要求がゼロになるまで、又は要求率が所定の時間当たり
回数を下回るまで番組を保持することができる。あるいは、番組に対する視聴要求率に基
づいて、番組保持の優先度を決めることができる。この優先度を、単独で、あるいは、番
組・シリーズ・チャンネル・カテゴリー及び他の属性の一部又は全体に対して、操作者が
指定した優先度と組み合わせて使うことができる。
【０２１５】
　必要に応じ、ニールセン視聴率のような番組視聴率サービスを使って、連続番組、又は
特定のチャンネル及び時間組合せの相対視聴率を査定することができる。これらの相対視
聴率を使って、番組の保持時間の優先度を決定をすることができる。必要に応じ、この手
法を、操作者設定の優先度及び視聴要求者ベースの優先度と組み合わせて使うことができ
る。
【０２１６】
　これらの手法を、視聴者要求ベースのシステムと組み合わせて用いることができる。例
えば、番組を、特定の視聴者要求に基づき録画し、また、事前設定されたチャンネルのセ
ット全体にわたって録画することができる。視聴者要求、操作者指定の時間及び優先度、
及び視聴率を加味した優先度の組合せに基づいて、録画番組の保持時間を決めることがで
きる。
【０２１７】
　必要に応じ、削除した番組の一部又は全部を、ユーザ装置１８の一部に移動することが
できる。また、ユーザ装置１８を使って、見損ねた番組を録画したり、サーバに自動的に
保存されている番組の保管処理をしたり、又は、前記の他の一切のビデオレコーダのレコ
ーディング又は再生機能を実施することができる。
【０２１８】
　リマインダー、番組の格納、番組の保管、及び前記の他の関連する機能のような、前述
の特色を、ネットワーク・ベース又はローカル・パーソナル・ビデオレコーダに格納又は
保管された番組に関して使用できることが理解された。また、ビデオレコーダに、ネット
ワーク・ベースのビデオレコーダ及びローカル・パーソナル・ビデオレコーダのいずれか
又は双方を含めることができることも理解された。また、これらの特色を、ネットワーク
・ベース及びローカル構成の適切な組合せが実行されているシステム中の番組に対して使
用することができる。
【０２１９】
　前記は、単に本発明の原理の例示であって、当業者は、本発明の範囲と精神とから逸脱
することなく、様々な変形例を作成することができる。
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