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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　計算システムで実行されているメディアアプリケーションの発見インターフェースを表
示装置上に表示するための、計算システムにおける方法であって、
　所与の時間帯に対して利用可能なテレビ放送番組コンテンツの提供リストに対する放送
チャンネル行と、前記放送チャンネル行に関連する、利用可能な非放送ビデオ・オン・デ
マンド番組コンテンツの提供リストに対する仮想チャンネル行とを含む統合発見インター
フェースを、前記表示装置上に表示するステップと、
　前記利用可能な非放送ビデオ・オン・デマンド番組コンテンツの提供を前記統合発見イ
ンターフェースの仮想チャンネル行内に複数のグラフィックタイルとして提示するステッ
プであって、グラフィックタイルそれぞれが、前記利用可能なテレビ放送番組コンテンツ
に関連する利用可能な非放送ビデオ・オン・デマンド番組コンテンツの提供を表していて
、前記グラフィックタイルのフォーカスされていない状態に指定されている少なくとも１
つの寸法パラメータを有するものと、
　前記統合発見インターフェース内のフォーカスを移動する入力を受信するステップと、
　前記フォーカスが、仮想チャンネル行内へかつその中の前記グラフィックタイルの１つ
に移動していることを検出するステップと、
　前記検出に応答して前記統合発見インターフェースの表示を変更するステップであって
、前記仮想チャンネル行内のフォーカスされたグラフィックタイルの少なくとも１つの寸
法が、フォーカスされていない状態に指定されている少なくとも１つの対応する寸法パラ
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メータを上回るように拡大されるように表示されるものと、を含む方法。
【請求項２】
　前記統合発見インターフェースが、前記フォーカスされたグラフィックタイルを選択す
る入力の受信に応答して前記フォーカスされたグラフィックタイルによって示された利用
可能な非放送ビデオ・オン・デマンドコンテンツの提供にアクセスするための電子番組ガ
イドを含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記フォーカスされたグラフィックタイルに関連付けられた利用可能な非放送ビデオ・
オン・デマンドコンテンツが、前記所与の時間帯において利用可能な特定のテレビジョン
番組の１回放映分に関連する利用可能な非放送ビデオ・オン・デマンドコンテンツの提供
を表すことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記利用可能な非放送ビデオ・オン・デマンド番組コンテンツの提供に関係する発見デ
ータを収集するステップであって、前記発見データが、前記利用可能な非放送ビデオ・オ
ン・デマンド番組コンテンツの提供のそれぞれに関連付けられたグラフィックスを指定し
ているもの、を更に含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記フォーカスされたグラフィックタイルの高さ及び幅双方を、前記フォーカスされて
いない状態に指定されている高さ及び幅パラメータを上回るために拡大するように前記統
合発見インターフェースの表示を変更するステップ、を更に含むことを特徴とする請求項
１記載の方法。
【請求項６】
　前記仮想チャンネル行の中のフォーカスされていないグラフィックタイルすべての少な
くとも１つの寸法を上回るために前記フォーカスされたグラフィックタイルを拡大するよ
うに前記統合発見インターフェースの表示を変更するステップ、を更に含むことを特徴と
する請求項１記載の方法。
【請求項７】
　利用可能な非放送ビデオ・オン・デマンド番組コンテンツの追加の提供をリストするた
めに、前記統合発見インターフェース内に第２の仮想チャンネル行を表示するステップと
、
　前記第２の仮想チャンネル行内に第２の複数のグラフィックタイルとして、前記利用可
能な非放送ビデオ・オン・デマンド番組コンテンツの追加の提供を表示するステップと、
を更に含むこと特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項８】
　前記フォーカスされたグラフィックタイルを含む前記仮想チャンネル行がフォーカスを
有し、前記第２の仮想チャンネル行がフォーカスを有さず、更に、
　前記第２の仮想チャンネル行内に、前記フォーカスされた仮想チャンネル行内の前記フ
ォーカスされていないグラフィックタイルよりも小さい、前記第２の複数のグラフィック
タイルの各グラフィックタイルを表示するステップ、を含むことを特徴とする請求項７記
載の方法。
【請求項９】
　前記フォーカスされた仮想チャンネル行内でリストされた、利用可能な非放送ビデオ・
オン・デマンド番組コンテンツの提供と、前記第２の仮想チャンネル行が、異なるビデオ
・オン・デマンド番組コンテンツプロバイダーによって供給されること、を特徴とする請
求項８記載の方法。
【請求項１０】
　前記利用可能な非放送ビデオ・オン・デマンド番組コンテンツの提供に関連する発見デ
ータを収集するステップであって、前記発見データが、前記利用可能な非放送ビデオ・オ
ン・デマンド番組コンテンツの提供のそれぞれに関連付けられたメタデータを指定してい
るものと、
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　前記仮想チャンネル行内の前記フォーカスされたグラフィックタイルの近傍に、前記フ
ォーカスされたグラフィックタイルによって示された提供に関連付けられたメタデータを
表示するステップと、を更に含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　実行された時に、以下の動作を実装する計算機プロセスを計算機システムに実行させる
ための計算機実行可能命令を記憶する計算機可読記憶媒体であって、前記動作が、
　メディアアプリケーションに対して、所与の時間帯に対して利用可能なテレビ放送番組
コンテンツの提供リストに対する放送チャンネル行と、前記放送チャンネル行に関連する
、利用可能な非放送ビデオ・オン・デマンド番組コンテンツの提供リストに対する仮想チ
ャンネル行とを含む統合発見インターフェースを、前記表示装置上に表示するステップと
、
　前記利用可能な非放送ビデオ・オン・デマンド番組コンテンツの提供を前記メディアア
プリケーションの統合発見インターフェースの仮想チャンネル行内に複数のグラフィック
タイルとして提示するステップであって、グラフィックタイルそれぞれが、前記利用可能
なテレビ放送番組コンテンツに関連する利用可能な非放送ビデオ・オン・デマンド番組コ
ンテンツの提供を表していて、前記グラフィックタイルのフォーカスされていない状態に
指定されている少なくとも１つの寸法パラメータを有するものと、
　前記統合発見インターフェース内のフォーカスを移動する入力を受信するステップと、
　前記フォーカスが、仮想チャンネル行内へかつその中の前記グラフィックタイルの１つ
に移動されていることを検出するステップと、
　前記検出に応答して前記統合発見インターフェースの表示を変更するステップであって
、前記仮想チャンネル行内のフォーカスされたグラフィックタイルの少なくとも１つの寸
法が、フォーカスされていない状態に指定されている少なくとも１つの対応する寸法パラ
メータを上回るように拡大されるように表示されるものと、を含む計算機可読記憶媒体。
【請求項１２】
　前記フォーカスされたグラフィックタイルに関連付けられた利用可能な非放送ビデオ・
オン・デマンドコンテンツが、利用可能な非放送ビデオ・オン・デマンドコンテンツの提
供を表すことを特徴とする請求項１１記載の計算機可読記憶媒体。
【請求項１３】
　前記利用可能な非放送ビデオ・オン・デマンド番組コンテンツの提供に関連する発見デ
ータを収集するステップであって、前記発見データが、前記利用可能な非放送ビデオ・オ
ン・デマンド番組コンテンツの提供のそれぞれに関係付けられたグラフィックスを指定し
ているもの、に対する計算機実行可能命令を更に含むことを特徴とする請求項１１記載の
計算機可読記憶媒体。
【請求項１４】
　前記フォーカスされていない状態に指定されている高さ及び幅パラメータを上回るため
に前記フォーカスされたグラフィックタイルの高さ及び幅双方を拡大するように前記統合
発見インターフェースの表示を変更するステップに対する計算機実行可能命令を更に含む
ことを特徴とする請求項１１記載の計算機可読記憶媒体。
【請求項１５】
　前記仮想チャンネル行の中のフォーカスされていないグラフィックタイルすべての少な
くとも１つの寸法を上回るために前記フォーカスされたグラフィックタイルを拡大するよ
うに前記統合発見インターフェースの表示を変更するステップに対する計算機実行可能命
令を更に含むことを特徴とする請求項１１記載の計算機可読記憶媒体。
【請求項１６】
　利用可能な非放送ビデオ・オン・デマンド番組コンテンツの追加の提供をリストするた
めに、前記統合発見インターフェース内に第２の仮想チャンネル行を表示するステップと
、
　前記第２の仮想チャンネル行内に第２の複数のグラフィックタイルとして、前記利用可
能な非放送ビデオ・オン・デマンド番組コンテンツの追加の提供を表示するステップと、



(4) JP 4652485 B2 2011.3.16

10

20

30

40

50

に対する計算機実行可能命令を更に含むことを特徴とする請求項１１記載の計算機可読記
憶媒体。
【請求項１７】
　前記フォーカスされたグラフィックタイルを含む前記仮想チャンネル行がフォーカスを
有し、前記第２の仮想チャンネル行がフォーカスを有さず、前記計算機プロセスが更に、
　前記第２の仮想チャンネル行内に、前記フォーカスされた仮想チャンネル行内の前記フ
ォーカスされていないグラフィックタイルよりも小さい、前記第２の複数のグラフィック
タイルの各グラフィックタイルを表示するステップ、を含むことを特徴とする請求項１６
記載の計算機可読記憶媒体。
【請求項１８】
　前記フォーカスされた仮想チャンネル行内でリストされた、利用可能な非放送ビデオ・
オン・デマンド番組コンテンツの提供と、前記第２の仮想チャンネル行が、異なるビデオ
・オン・デマンド番組コンテンツプロバイダーによって供給されること、を含むことを特
徴とする請求項１６記載の計算機可読記憶媒体。
【請求項１９】
　前記利用可能な非放送ビデオ・オン・デマンド番組コンテンツの提供に関連する発見デ
ータを収集するステップであって、前記発見データが、前記利用可能な非放送ビデオ・オ
ン・デマンド番組コンテンツの提供のそれぞれに関係するメタデータを指定しているもの
と、
　前記仮想チャンネル行内の前記フォーカスされたグラフィックタイルの近傍に、前記フ
ォーカスされたグラフィックタイルによって示された提供に関連付けされたメタデータを
表示するステップと、に対する計算機実行可能命令を更に含むことを特徴とする請求項１
１記載の計算機可読記憶媒体。
【請求項２０】
　計算システム上で実行されるメディアアプリケーションの発見インターフェースを、表
示装置に表示するための計算システムであって、
　計算機実行可能命令を記憶するためのメモリーと、
　前記計算機システムに以下の計算機プロセスを実行させる前記計算機実行可能命令を実
行するための１つ以上のプロセッサと、を含み、前記計算機プロセスが、
　所与の時間帯に対して利用可能なテレビ放送番組コンテンツの提供リストに対する放送
チャンネル行と、前記放送チャンネル行に関連する、利用可能な非放送ビデオ・オン・デ
マンド番組コンテンツの提供リストに対する仮想チャンネル行とを含む統合発見インター
フェースを、前記表示装置上に表示するステップと、
　前記利用可能な非放送ビデオ・オン・デマンド番組コンテンツの提供を前記メディアア
プリケーションの統合発見インターフェースの仮想チャンネル行内に複数のグラフィック
タイルとして提示するステップであって、グラフィックタイルそれぞれが、前記利用可能
なテレビ放送番組コンテンツに関連する利用可能な非放送ビデオ・オン・デマンド番組コ
ンテンツの提供を表していて、前記グラフィックタイルのフォーカスされていない状態に
指定されている少なくとも１つの寸法パラメータを有するものと、
　前記統合発見インターフェース内のフォーカスを移動する入力を受信するステップと、
　前記フォーカスが、仮想チャンネル行内へかつその中の前記グラフィックタイルの１つ
に移動していることを検出するステップと、
　前記検出に応答して、前記仮想チャンネル行内のフォーカスされたグラフィックタイル
の少なくとも１つの寸法が、前記フォーカスされていない状態に指定されている少なくと
も１つの対応する寸法パラメータを上回るように拡大されて表示するように前記統合発見
インターフェースの表示を変更するステップと、を含むことを特徴とする、計算機システ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、有線ケーブルテレビ放送及び非放送の電子テレビ番組ガイドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンピューティングとエンターテインメントとの収束は、消費者に新しいコンテンツ及
びオプションを提供し続けている。例えば、ケーブルテレビ受信契約者は現在、自分達の
セットトップボックスを介しケーブルテレビ番組及びビデオ・オン・デマンドコンテンツ
（ＶＯＤ）にアクセスし得る。１つの提供であるビデオ・オン・デマンドサービスによっ
てユーザーは、視聴する番組を番組ライブラリーから選択可能であって、（予定の時刻及
び時間だけ利用可能なケーブルテレビ番組と対照的に）番組すべてがいつでも利用可能で
あってポーズ、セーブ、レビューなど可能である。メディアライブラリーからのコンテン
ツ、インターネットプロトコル（ＩＰ）ストリーム、ウェブサイトなどを含んでいる別の
コンテンツソースも存在する。
【０００３】
　消費者及びコンテンツプロバイダーは、非常に多くの異なるタイプのソースからのコン
テンツ利用において多くの利点を見出し得る。例えば、消費者は、ケーブルテレビ番組の
1回放映分の再放送を視聴し、その後、ＶＯＤ又は別のいくつかのコンテンツを提供する
チャンネルを介し、同一番組の続きの1回放映分を検索し、視聴し得る。コンテンツプロ
バイダーの一部に関すると、彼らは更に広いコンテンツの分類及びコンテンツタイプを用
いて人々を「視聴」状態にし得る。
【０００４】
　所与のコンテンツソースに関する利用可能な番組リストは、発見データ（例えば、利用
可能な番組カタログ）から生成される。しかしながら、様々なソースから利用可能なコン
テンツの選択をユーザーに提供するための従来のアプローチは、そのようなコンテンツに
対する発見データへのアクセスを介した相乗作用のあるインターフェースを提供していな
い。代わりに従来のアプローチは、コンテンツソースそれぞれに関する発見データを別の
コンテンツのソースすべてに関する発見データから分けている。例えば、典型的な電子番
組ガイド（ＥＰＧ）は、１つのインターフェースを介するケーブルテレビのリストと、個
別の異なるインターフェースを介するビデオ・オン・デマンドコンテンツのリストと、を
提供する。そうすると、そのようなコンテンツに関する発見インターフェースは、異なる
ソースのコンテンツの間にどんな関係も対話もまとまりのあるユーザー体験も提供しない
。
【０００５】
　更に、利用可能なコンテンツ量は拡大を続けていて、消費者が興味のあるコンテンツを
自分達で見出すことを更に困難にし、コンテンツプロバイダーが消費者の注目を維持する
ことを更に困難にしている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、メディアコンテンツが放送又は非放送コンテンツであるか否かにかか
わらずコンテンツの選択を容易にする発見インターフェースを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　統合発見インターフェースは、電子番組ガイドにおいてカスタマイズされた利用可能な
放送及び非放送メディアコンテンツの選択を可能にする。一実装において、例えば、選択
された非放送コンテンツ（例えば、ストリーミングビデオＩＰコンテンツ）に関連する発
見データは、（例えばカタログに）収集され、発見インターフェースにおいて放送コンテ
ンツに関連する発見データと一緒に仮想チャンネルを介しユーザーに提示される。この様
にしてユーザーは、統合発見インターフェースを介し利用可能な放送コンテンツ及び選択
された非放送コンテンツを精査し得、統合発見インターフェースのカスタマイズされた仮
想チャンネルに表示するためのどちらのタイプのコンテンツも選択し得る。
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【０００８】
　非放送コンテンツに対する発見データは、例えば、統合発見インターフェースの中でカ
スタマイズ可能な仮想チャンネルの関連性及び関係を考慮している発見インターフェース
関係パラメータを含み得る。例えば、仮想チャンネルが放送チャンネルに関連付けられて
いるところにおいて、放送チャンネルに対応する発見インターフェースの行は、特定のテ
レビ番組の1回放映分からの放送コンテンツが、所与の時間帯に利用可能であって、その
とき、仮想チャンネルに対応する隣の行に同一番組の別の1回放映分が、ＩＰコンテンツ
プロバイダーのような非放送コンテンツプロバイダーから利用可能なようにリストされ得
ること、を示し得る。この様にしてカスタマイズ可能な仮想チャンネルが、別のソースか
らリストされるコンテンツ文脈の中で選択的にユーザーに提示され得、それによって、統
合発見インターフェースの中でユーザーが潜在的に共通の興味があるコンテンツを意図的
に一緒に結合している。
【０００９】
　本明細書に説明され権利を主張されている実装は、コンテンツが放送又は非放送コンテ
ンツであるか否かにかかわらずメディアコンテンツの選択を容易にする発見インターフェ
ースを提供することによって、上記の課題に対処する。コンテンツに関連するグラフィッ
クタイルが、発見インターフェースの中の細長い一片（ストリップ）に表示される。この
様にしてユーザーは、利用可能なコンテンツに関連付けられたグラフィック画像、動画、
又は映像を見渡し得る。発見インターフェースのセクション（例えば行）がフォーカスさ
れているとき、そのグラフィックタイルが、更に簡単なユーザーによる閲覧を提供するた
めに、フォーカスされていないセクションのグラフィックタイルに比べて拡大される。更
に、個々のタイルがフォーカスされているとき、その時タイルが、関連付けられたタイル
ストリップ中の他のどんなタイルよりも更に横長かつ縦長に拡大する。一実装において、
フォーカスされたタイルは、区別している境界を有するようにも強調される。別の実装に
おいて、フォーカスされたタイルのコンテンツに関連付けられたメタデータが、フォーカ
スされているタイルの近傍に表示される。
【００１０】
　実装の中には製造品が計算機プログラム製品として提供されるものもある。計算機プロ
グラム製品の一実装は、計算機システムによって可読な計算機プログラムを符号化してい
る計算機プログラム記憶メディアを提供する。計算機プログラム製品の別の実装は、計算
システムによって搬送波で具現され、計算機プログラムを符号化している計算機データ信
号で提供され得る。別の実装も本明細書において説明され示されている。
【００１１】
　「発明を実施するための形態」において更に後述される概念の選択を簡易化された形式
で紹介するためにこの「発明の概要」を提供する。この「発明の概要」は、請求項記載対
象の重要な特徴も実質的な特徴も特定することを意図しておらず、請求項記載対象範囲を
限定するように使用されることも意図していない。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】統合発見インターフェースのカスタマイズされた仮想チャンネルの非放送コンテ
ンツに関係する発見データを提示するためのシステム例を示す。
【図２】統合発見インターフェースのカスタマイズされた仮想チャンネルの非放送コンテ
ンツを提示する統合発見インターフェースの画面ショット例を示す。
【図３】統合発見インターフェースのカスタマイズされた仮想チャンネルの非放送コンテ
ンツを提示する統合発見インターフェースの別の画面ショット例を示す。
【図４】統合発見インターフェースを提供するためのシステムの実装例を示す。
【図５】統合発見インターフェースを提供するためのシステムの別の実装例を示す。
【図６】統合発見インターフェースのカスタマイズされた仮想チャンネルの非放送コンテ
ンツを提供するための動作例を示す。
【図７】説明されている技術を実装する際に有用であり得るシステム例を示す。
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【図８】拡大されたグラフィックタイルを含む利用可能なメディアコンテンツを提供する
ための発見インターフェースの画面ショット例を示す。
【図９】拡大されたグラフィックタイルを有する利用可能なメディアコンテンツを提供す
るための発見インターフェースを表示するための動作例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　図１は、統合発見インターフェース（１０２）のカスタマイズされた仮想チャンネルの
非放送コンテンツに関係する発見データを提示するシステム例（１００）を示す。ユーザ
ーの計算システム（１０４）が、統合発見インターフェース（１０２）を提示可能な表示
装置（１０６）に接続される。計算システム（１０４）は、ケーブルテレビコンテンツプ
ロバイダー（１１０）及びビデオ・オン・デマンドコンテンツプロバイダー（１１２）と
通信するチューナー装置（１０８）（例えばセットトップボックス又は計算装置内部のチ
ューナーカード）にも接続され得る。ケーブルテレビコンテンツプロバイダー（１１０）
及びビデオ・オン・デマンドコンテンツプロバイダー（１１２）は、同一のエンティティ
によって表され得ることが理解されよう。更に、衛星放送サービス及び放送電波ベース放
送テレビ局のようなケーブルテレビ業者と競合するコンテンツプロバイダーも同じような
方法によって支援され得る。衛星ラジオ、放送ラジオのような別のメディアに関するコン
テンツプロバイダーも計算システム（１０４）を介し支援され得る。
【００１４】
　一実装において、計算システム（１０４）は、ローカルであろうとリモートであろうと
利用可能なメディアコンテンツに対するユーザーアクセスを管理するメディアアプリケー
ションを実行する。例えば、ユーザーは、携帯型メディアプレーヤー（１１４）、チュー
ナー装置（１０８）、ローカルメディアライブラリー（１１６）、及び個別装置又は通信
ネットワーク（１１８）を介し利用可能な別のコンテンツをコントロールするための彼の
又は彼女の計算システム（１０４）を使用し得る。ユーザーが適用し得るコントロール例
は、携帯型メディアプレーヤー（１１４）とローカルメディアライブラリー（１１６）と
の間にコンテンツを送信すること、計算システム（１０４）と接続された（示されていな
い）デジタルビデオレコーダーによってケーブルテレビ番組の録画予約をすること、ＩＰ
コンテンツプロバイダー（１２０）から（映像又は歌など）ＩＰコンテンツをダウンロー
ドすること、を無制限に含み得る。
【００１５】
　一実装において、メディアアプリケーションも、計算装置（１０４）と接続された表示
装置（例えば、モニター又はテレビ）（１０６）に発見インターフェース（１０２）を提
供する。発見データは、様々なソースからコンテンツに関する番組情報を収集するメディ
ア情報サービス（１２２）を介し取得される。メディア情報サービス（１２２）は、様々
なソースから一貫性のある１つ以上のスキーマにデータをマッピングし、一貫性のある発
見体験を可能にし、異なるソースからのコンテンツを関連付ける。発見インターフェース
（１０２）は、電子番組ガイド（ＥＰＧ）のような画面上のガイドによって表され得るが
、様々な呼称が双方向番組ガイド（ＩＰＧ）及び電子サービスガイド（ＥＳＧ）を無制限
に含む別の実装において使用され得る。発見インターフェース（１０２）は、利用可能な
コンテンツ（例えば、予定のケーブルテレビ番組のような放送コンテンツ及び利用可能な
ＩＰコンテンツ、ローカルにストアされているメディアのような非放送コンテンツ）を画
面上のガイドに提示し、放送コンテンツ及び非放送コンテンツが統合発見インターフェー
スの仮想チャンネルを介し一緒に表示される
　一実装において、発見インターフェース（１０２）は、番組タイトル及び概要、役者名
及び略歴、監督名及び略歴、製造年などその他の説明情報（まとめて「発見データ」）を
表示し得るグラフィカル・ユーザー・インターフェースを提供する。一実装において、情
報は、番組それぞれに対する詳細情報を選択するための選択肢を有するグリッド上に表示
されるが別の形式も想定される。予定のケーブルテレビ番組、番組開始及び終了時間、ジ
ャンル、サムネイル画像、動画、映像、及びその他の記述的メタデータに関係するチャン



(8) JP 4652485 B2 2011.3.16

10

20

30

40

50

ネル識別子も発見インターフェース（１０２）内に提示され得る。ラジオ及び歌曲の情報
は、アーティスト、アルバム、アルバムカバーのグラフィックス、及びトラックのタイト
ル情報など、その他の情報を提供し得る。発見インターフェース（１０２）によってユー
ザーは、番組概要の閲覧、ジャンル、チャンネルなどによって検索し、選択されたコンテ
ンツ、リマインダー、及びペアレンタル・コントロール機能に対する即時アクセスを取得
できる。計算装置（１０４）が、そのように構成された場合、又はそのように接続された
場合、発見インターフェース（１０２）は、予定の番組録画のためのコントロールを提供
し得る。
【００１６】
　ユーザーは、製作日時、タイトル、チャンネル、ジャンル、料金、役者、監督、供給元
、その他のコンテンツの関係などを含む様々なパラメータによるコンテンツのナビゲート
、選択、発見のための発見インターフェース（１０２）を使用し得る。ナビゲーションは
、リモートコントロール、キーボード、及びマウスなど様々な入力装置によってメディア
アプリケーションを介し達成され得る。一実装において、例えば、ユーザーは、発見イン
ターフェース（１０２）を介しナビゲートし得、単一の表示フレームに予定のケーブルテ
レビ番組、ビデオ・オン・デマンドプログラム、及び関連するＩＰコンテンツに関する情
報を表示する。発見インターフェース（１０２）を介しナビゲートすることによってユー
ザーは、発見インターフェース（１０２）を介し最新の番組又は利用可能なその他の番組
に関する更なる情報を操作し取得し得る。例えば、計算装置（１０４）がＤＶＲに接続さ
れているとき、ユーザーは、彼の又は彼女の視聴予定を計画し、利用可能な番組の役者に
関して学び、後で視聴するために計算装置（１０４）のハードディスクにケーブルテレビ
番組を記録し得る。
【００１７】
　図２は、統合発見インターフェースの仮想チャンネルを介し放送コンテンツ及び非放送
コンテンツ双方を提示する統合発見インターフェースの画面ショット例（２００）を示し
ている。発見インターフェースに提示されるグリッドの表示フレームは、特定の放送／ケ
ーブルテレビコンテンツプロバイダー（例えば、ネットワーク、ローカル放送局など）に
関連する行及び指定の時間帯に関連する欄を含む。第１の欄（２０２）は、選択可能な宣
伝領域のコンテンツプロバイダー（例えば宣伝領域（２０４）参照）を識別する。宣伝領
域（２０４）を選択することによってユーザーは、コンテンツプロバイダーの提供に関す
る更なる情報を提供する宣伝フレームにナビゲートし得る。
【００１８】
　チャンネル「４」に関する午後８時００分～午後９時００分の時間帯において放送コン
テンツ領域（２０６）が、1回放映分のタイトル及び1回放映分の概要を説明しているメタ
データを用いて番組「Ａｌｉａｓ」に関するリストを提示する。放送領域（２０６）を選
択することによってユーザーは、木曜日午後８時００分に「Ａｌｉａｓ」を視聴するリマ
インダーをスケジューリングし、「Ａｌｉａｓ」1回放映分の録画及び様々なその他の動
作をスケジューリングし、視聴チャンネルを放送チャンネル「４」に変更するための機能
性に対するアクセスを取得し得る。放送コンテンツ領域（２０６）周囲の太線は、ユーザ
ーが放送コンテンツ領域（２０６）にナビゲートしていることを示す。
【００１９】
　仮想チャンネル領域（２０８）は、非放送コンテンツ（例えばＩＰコンテンツ）を提示
する。この実装において、仮想チャンネル領域（２０８）は、宣伝領域（２０４）に表示
されるコンテンツプロバイダー（すなわちＡＢＣ）に関連付けられていて、放送コンテン
ツ領域（２０６）の下方に提示されている（が別の実装が想定される）。放送領域（２０
６）に表示されている放送コンテンツに関連付けられた放送コンテンツ及び非放送コンテ
ンツ（例えばＩＰコンテンツ）に関係する収集されたカタログメタデータを受信すること
によって、統合発見インターフェースは、放送コンテンツ及び関連付けられた非放送コン
テンツに関係する発見情報を提示し得る。図３に示されるように、ユーザーは、宣伝領域
（２０４）に表示されているコンテンツプロバイダーに関連付けられた非放送コンテンツ
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に対するアクセスを取得するための非放送コンテンツ領域（２０８）にナビゲートし得る
。
【００２０】
　図３は、非放送コンテンツと一緒に放送コンテンツを提示する統合発見インターフェー
スの別の画面ショット例（３００）を示す。例えば、非放送ＩＰコンテンツ領域（３０８
）周囲の太線は、ユーザーが、チャンネル「４」（すなわちＡＢＣチャンネルＫＯＭＯ）
のコンテンツプロバイダーに関連付けられた非放送コンテンツ領域（３０８）にナビゲー
トしていることを示す。非放送コンテンツ領域（３０８）の中でユーザーは、そのコンテ
ンツプロバイダー（又は関連するコンテンツプロバイダー）によって提供される複数の非
放送コンテンツ（例えば、ＩＰコンテンツ）の提供の間をナビゲートし得る。図３の実装
において、例えば、ユーザーは、非放送コンテンツ領域（３０８）の中で利用可能な「Ｌ
ｏｓｔ」の1回放映分「Ｔｈｅ　Ｏｔｈｅｒ　４８　Ｄａｙｓ」として呼ばれるＩＰコン
テンツ（３１０）にナビゲートしている。図３に表示されている同一のコンテンツプロバ
イダーに関する別の選択肢は、「Ｅｘｔｒｅｍｅ　Ｍａｋｅｏｖｅｒ」、「Ｂｏｓｔｏｎ
　Ｌｅｇａｌ」、「Ｇｒｅｙ’ｓ　Ａｎａｔｏｍｙ」、「Ｌｅｓｓ　ｔｈａｎ　Ｐｅｒｆ
ｅｃｔ」、及び「Ｄｅｓｐｅｒａｔｅ　Ｈｏｕｓｅｗｉｖｅｓ」を含んでいるが、（例え
ば、非放送コンテンツ領域（３０８）内の更に右又は左へのナビゲートから）その他のＩ
Ｐコンテンツも利用され得る。
【００２１】
　非放送コンテンツ領域（３０８）に提示されている提供は、関連付けられた放送チャン
ネル領域（３１２）の文脈の中で発見データ摂取モジュール（例えば図４に関する論述参
照）によって選択され得る。例えば、ユーザーが、パネルＡｌｉａｓ（３１４）から非放
送コンテンツ領域（３０８）にナビゲートした場合、非放送コンテンツ領域（３０８）に
リストされる提供が、パネルＡｌｉａｓ（３１４）における以前のユーザー状況に基づい
て（例えば、Ａｌｉａｓを視聴する人々の間の彼らの人気に基づいて）表示するために選
択され得る。代替実装において、非放送コンテンツ領域（３０８）にリストされる提供は
、以前のユーザー状況である（例えば、親の格付けと関連する）時間帯の適正さ、計算シ
ステムに設定されたペアレンタル・コントロールの遵守、非放送コンテンツ領域（３０８
）において支払済か又はスポンサー状況を含む別の情報に依存し得る。
【００２２】
　図４は、統合発見インターフェースを提供するためのシステム（４００）の実装例を示
す。この実装において、１つ以上のコンテンツプロバイダー（４０２）が、発見データ摂
取モジュール（４０４）に発見データを提供する。発見データ摂取モジュール（４０４）
は、コンテンツカタログ（４０６）のような１つ以上のコンテンツ編集物に発見データを
収集する。例えば、ケーブルテレビプロバイダーのような放送コンテンツプロバイダーは
、電子番組ガイドに利用可能な放送番組の詳細を指定する発見データを提供する。同様に
、非放送コンテンツに利用可能な発見データは、ウェブ・クローラー（ｗｅｂ　ｃｒａｗ
ｌｅｒ）、検索エンジン、所定のカタログ提供などを使用して、カタログに収集され得る
。そのような発見データは、その後、統合発見インターフェースの中で表示及び起動する
ためのコンテンツカタログ（４０６）と結合され得る。
【００２３】
　発見データ摂取モジュール（４０４）において受信された非放送コンテンツに関連する
発見データは、発見インターフェースに提示される１つ以上の仮想チャンネルに関連付け
られ得る。かくしてコンテンツプロバイダーが特定の仮想チャンネルに非放送コンテンツ
を提供した場合、コンテンツプロバイダーは、その仮想チャンネルにリンクされるか又は
そうでなければ関連付けられる発見データを発見データ摂取モジュール（４０４）に提供
し得る。特定の一実装において、例えば、コンテンツプロバイダーは、非放送コンテンツ
に関する発見データを特定の仮想チャンネルにリンクするか又はそうでなければ関連付け
得る。この実装において、例えば、コンテンツプロバイダーは、その受信契約者に直接に
仮想チャンネルを提供し、発見インターフェースに表示するためにその仮想チャンネルに
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リンクされるか又はそうでなければ関連付けられる、その仮想チャンネル上に提供される
コンテンツに関する発見データを発見データ摂取モジュール（４０４）に提供し得る。
【００２４】
　コンテンツプロバイダーによって提供される仮想チャンネルも発見インターフェースを
介し利用可能な別のチャンネル（例えば、放送チャンネル又は別の仮想チャンネル）に関
連付けられ得る。この実装において、その仮想チャンネルを介し提供されるコンテンツに
関する発見データは、発見インターフェースを介し提供される別のチャンネルに対してそ
の仮想チャンネルを介し提供される非放送コンテンツの関係を識別する発見インターフェ
ース関係パラメータを含み得る。図３に表示されている実装において、例えば、非放送コ
ンテンツ領域（３０８）に表示される非放送コンテンツ（例えばＬｏｓｔの「他の４８日
間」と題する1回放映分（３１０））がＡＢＣチャンネル「４」のＫＯＭＯを介し提供さ
れるＡＢＣコンテンツと関連付けられる。かくして、この非放送コンテンツに関連付けら
れた発見インターフェース関係パラメータは、このコンテンツに関する発見データが、放
送コンテンツ領域（３１２）に表示される放送コンテンツと関連し（例えば、図３に表示
されているように放送コンテンツ領域（３１２）の下方に）表示されることを識別し得る
。
【００２５】
　代替として、発見インターフェースの仮想チャンネルを介し提示される非放送コンテン
ツの発見データは、それが関連付けられている特定の仮想チャンネルを識別し得、仮想チ
ャンネル自体は、発見インターフェースに提示される別のいくつかの（放送又は非放送）
チャンネルと仮想チャンネルとの関係を識別する発見データ又は別のいくつかのパラメー
タを含み得る。図３に表示されている実装において、例えば、仮想チャンネル（例えば、
非放送領域（３０８））は、ＡＢＣチャンネル「４」のＫＯＭＯに関する放送コンテンツ
領域（３１２）に提供されるＡＢＣ放送チャンネル又はそうでなければそれに関連付けら
れる別のものにリンクされている。この実装において、仮想チャンネル自身の発見データ
又は別のパラメータは、仮想チャンネルが、放送コンテンツ領域（３１２）に提供される
放送チャンネル（例えば、図３に表示されているような放送コンテンツ領域（３１２）の
下方）と関連して表示されることを識別できる。
【００２６】
　仮想チャンネル又は非放送コンテンツが、発見インターフェースに提示される放送チャ
ンネルに関連付けられないところにおいて、コンテンツプロバイダーは、仮想チャンネル
に発見データを提供し得るか又は非放送コンテンツは、発見データが表示される発見イン
ターフェースの中の（絶対又は相対）位置を識別する発見インターフェース関係パラメー
タを含み得る。発見インターフェースパラメータは、例えば、仮想チャンネル番号、又は
仮想チャンネル若しくは非放送コンテンツをユーザーに提示し得る発見インターフェース
の中の別の位置を特定し得る。
【００２７】
　更に別の実装において、発見データ摂取モジュール（４０４）は、直接又は発見データ
カスタマイズインターフェース（４２６）どちらか一方を介し、コンテンツプロバイダー
によって提供される非放送コンテンツの発見コンテンツを１つ以上の仮想チャンネルと関
連付け得る。この実装において、発見データ摂取モジュール（４０４）は、コンテンツプ
ロバイダーから非放送コンテンツに関する発見データを受信し、リンクするか又はそうで
なければこのコンテンツを１つ以上の仮想チャンネルと関連付け得る。
【００２８】
　発見データ摂取モジュール（４０４）は、課金データ（４０８）及び宣伝カタログ（４
１０）のような広告データも受信及び／又は提供し得る。課金データ（４０８）は、例え
ば、メディアを購入するか又はＶＯＤコンテンツを注文するビューアのような発見インタ
ーフェースを介する金融取引を処理するために使用され得る。広告データは、ウェブサイ
トに対するクッキーと同じように、発見インターフェースを介し広告を提示するために使
用され得、個別のビューア又は家庭に対する広告を潜在的に調整する。メディアクライア
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ント（４１２）は、１つ以上のコンテンツ編集物、課金データ（４０８）、及び／又は広
告データから発見データを受信する。
【００２９】
　メタデータ摂取モジュール（４０４）は、例えば、コンテンツプロバイダーによって提
供された（又は提供される予定の）コンテンツに関連するメタデータなど発見データを受
信し得る。メタデータは、コンテンツの記述的なプロパティ又は統合発見インターフェー
スの中のコンテンツの統合方法に関する記述プロパティを無制限に含み得る。メディアコ
ンテンツを説明するメタデータは、例えば、タイトル、あらすじ、ジャンル、カテゴリー
、分類、論評、配役、チーム、アーティスト、製作者、製作年、時間、場所、コンテンツ
タイプ、コンテンツプロバイダー、供給元、解像度、料金、受信契約者、又は特定のメデ
ィアコンテンツに関連するその他のデータを含み得る。発見インターフェース内の統合を
説明するメタデータ（例えば、発見インターフェース関係パラメータ）は、別のコンテン
ツを用いたコンテンツの文脈、視聴者層、又は親の格付けの関係に関する説明を無制限に
含み得る。例えば、文脈関係は、共通対象項目（例えば、Ｗｏｒｌｄ　Ｗａｒ　ＩＩ）又
はジャンル（例えば、「Ｔｈｅ　４４００」、「Ｔｈｅ　Ｘ－ｆｉｌｅｓ」）を対象とす
るコンテンツと関連付け得る。視聴者層の関係は、一定の年齢グループの視聴者を対象と
するコンテンツと関連付け得る（例えば、５セント映画劇場及び／又はカートゥーン・ネ
ットワーク放送番組を閲覧する視聴者は、５～１４歳の年齢層の視聴者を対象にするＩＰ
コンテンツを視聴できる）。親の格付け関係は、計算システムに設定されたペアレンタル
・コントロールに基づいてＩＰコンテンツの表示を遮断し得る。
【００３０】
　発見データ摂取モジュール（４０４）は、１つ以上のコンテンツプロバイダー（４０２
）から発見データを受信し、１つ以上の発見データの編集物（カタログ、インデックス、
データベースなど）に発見データを収集する。特定の一実装において、例えば、発見デー
タ摂取モジュール（４０４）は、コンテンツカタログ（４０６）のような単一の編集物に
放送コンテンツ及び非放送コンテンツに関連する発見データを収集する。あるいはまた、
発見データ摂取モジュール（４０４）は、（例えば、カタログ、インデックス、データベ
ースなどの）単一の編集物の中にストアされる独立したコンテンツカタログ、又は独立し
たファイル若しくはリポジトリのような別個の編集物に、放送コンテンツ及び非放送コン
テンツに関連付けられた発見データを収集し得る。コンテンツカタログ（４０６）は、例
えば、コンテンツの送信タイプに依存するような１つ以上のメタデータ用リポジトリを含
み得、それによって特定のコンテンツが利用可能になる。一実装において、コンテンツカ
タログ（４０６）は、放送テレビ、放送ラジオ、ケーブルテレビ、ケーブル音声、衛星テ
レビ、衛星音声、又はその他の放送コンテンツ（例えば、時間ベースの番組メディアコン
テンツ）のような放送コンテンツメタデータ（例えば、電子番組ガイド）用リポジトリを
含み得る。
【００３１】
　コンテンツカタログ（４０６）は更に、放送コンテンツプロバイダー、又はそのスポン
サー、又は関連するコンテンツプロバイダーによって提供されるインターネットプロトコ
ルコンテンツのような非放送コンテンツ用リポジトリを含み得る。この「承認済」インタ
ーネットプロトコルコンテンツリポジトリは、例えば、承認済又はスポンサーのパートナ
ーコンテンツプロバイダーによって提供される承認済インターネットプロトコルメディア
コンテンツ又はインターネットプロトコルメディアコンテンツ用メタデータを含み得る。
このリポジトリは、例えば、統合発見インターフェースにおいて、更に迅速に検索し応答
することを考慮するために、メディアクライアント（４１２）（例えば、ユーザーメディ
アコンテンツ送信装置）にダウンロードされ得るか又はそうでなければ直接に提供され得
る。
【００３２】
　メディアカタログは、「非承認」インターネットプロトコルリポジトリも含み得る。そ
のような非承認リポジトリは、例えば、ネットワーク（例えば、インターネット又は別の
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広域ネットワーク（ＷＡＮ））を介しアクセス可能なメディアコンテンツに関するメタデ
ータを含み得る。この様にして統合発見インターフェースに関するプロバイダーは、メデ
ィアコンテンツの品質又は対象項目に対する責任を有さずに、様々なコンテンツに対する
アクセスを考慮し得る。
【００３３】
　例えば、インターネット上で利用可能な「ロングテール」メディアコンテンツは、必ず
しも大衆に人気があるというわけではないが、特に個人顧客の関心に関連し得る小さな流
通メディアコンテンツを含んでいる。特定の一実装において、例えば、エンドユーザーは
興味のあるメディアコンテンツタイプに関するプロファイル又は他の識別子を提供し得、
及び／又は統合発見インターフェースがメディアコンテンツの以前の閲覧又は傾聴に基づ
いてメディアコンテンツを予測し得る。そのような実装において、統合発見インターフェ
ースは、ソート、探索、クローリング、又はそうでなければ特定ユーザーのプロファイル
、又はユーザーの関心予測に基づいた更に大きなリポジトリ分析によって識別される、提
案されたメディアコンテンツのリポジトリを提供し得る。別の実装において、ユーザーは
、第三者のメディアコンテンツに関するメタデータが、そのユーザーの私的な統合発見イ
ンターフェースの仮想チャンネルにおいて使用するための、そのようなリポジトリに出現
可能な第三者プロバイダーを用いて登録し得る。
【００３４】
　そのようなロングテールメディアコンテンツは、大量であって様々な品質水準で利用可
能であり、統合発見インターフェースプロバイダー又は承認コンテンツプロバイダーによ
って提供されるメディアコンテンツからの差別化が有用である。しかしながら、そのよう
な承認済及び非承認インターネットプロトコルメディアコンテンツに関するメタデータは
、単一のリポジトリに結合され得るか又は完全にその他のリポジトリ構成でも使用され得
る。更に、発見データに関する任意のリポジトリは、ダウンロードされ得るか若しくはそ
うでなければメディアクライアント（４１２）に提供され得るか、又はメディアクライア
ント（４１２）によってリモートアクセスされ得る。
【００３５】
　課金データ（４０８）及び宣伝カタログ（４１０）のような別のタイプのデータは、提
供されるか又はそうでなければ必要とされるところにおいてメディアコンテンツの購入を
認可するため、又は統合発見インターフェースの中若しくは表示装置（４１４）上にメデ
ィアクライアントを表示している間、表示用の広告を提供するために、メディアコンテン
ツ（４１２）によってアクセスされ得る。
【００３６】
　メディアクライアント（４１２）は、コンテンツカタログ（４０６）から発見データを
受信する。前述したような非放送コンテンツに関する発見データは、既にリンクされてい
るか又はそうでなければコンテンツプロバイダー（４０２）及び／又は発見データ摂取モ
ジュール（４０４）などにおいて、１つ以上の仮想チャンネルと関連付けられ得る。別の
実装において、非放送コンテンツに関する発見データは、リンクされ得るか又はそうでな
ければメディアクライアント（４１２）において１つ以上の仮想チャンネルと関連付けら
れ得る。
【００３７】
　一実装において、例えば、発見データに関する編集物がメディアクライアント（４１２
）においてコンテンツカタログ（４０６）から受信され、１つ以上の仮想チャンネルがメ
ディアクライアント（４１２）においてカスタマイズされる。メディアクライアントカス
タマイズインターフェース（４２８）は、メディアクライアント（４１２）において仮想
チャンネルのカスタマイズ可能にするために提供される。メディアクライアントカスタマ
イズインターフェース（４２８）は、例えば、統合発見インターフェースの仮想チャンネ
ルに提示され得る非放送コンテンツに関する新しい発見データを更新又は提供するために
、ユーザー又はコンテンツプロバイダーのような第三者によって使用され得る。ユーザー
は、例えば、いくつかのメディアコンテンツを選択し、１つ以上の仮想チャンネルそれと
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関連付けるためのメディアクライアントカスタマイズインターフェース（４２８）を介し
、メディアクライアント（４１２）上にストアされるローカル設定などを介し、メディア
クライアント（４１２）をプログラムし得る。この様にしてユーザーは、統合発見インタ
ーフェースの中の仮想チャンネルを介し提示される非放送コンテンツを識別し得る。
【００３８】
　コンテンツプロバイダー又はＯＥＭなど第三者は、非放送コンテンツを直接に選択する
か、又は統合発見インターフェースを介し提示される１つ以上の仮想チャンネルを定義す
るためのメディアクライアントカスタマイズインターフェース（４２８）を介し（例えば
、発見インターフェース関係パラメータのような新しい発見データを更新又は提供するこ
とによって）１つ以上の仮想チャンネルと関連付け得る。ユーザー又はコンテンツプロバ
イダーは、統合発見インターフェースを介し利用可能な非放送コンテンツの変更を提供す
るためのメディアクライアントカスタマイズインターフェース（４２８）をいろいろな時
間（例えば、定期的）に使用し得る。
【００３９】
　一実装において、例えば、メディアクライアント（４１２）は、外部ソースからコンテ
ンツカタログ（４０６）に発見データを定期的に引き出すために、Ｒｅａｌｌｙ　Ｓｉｍ
ｐｌｅ　Ｓｙｎｄｉｃａｔｉｏｎ（ＲＳＳ）のようなサブスクリプションプロトコルを使
用する。この実装において、ユーザー又は第三者コンテンツプロバイダーは、（例えばウ
ェブサイトを介し）メディアクライアント発見インターフェース外部に対するコンテンツ
供給の契約をし得、その供給は発見インターフェースに出現し、自動的に更新され得る。
例えば、ユーザーは、新しいインターネットコンテンツプロバイダー（例えば、Ｒｏｃｋ
ｅｔｂｏｏｍ）又はファミリー映像コンテンツをホスティングしている関連のウェブサイ
トにナビゲートすることによって受信契約し得る。ユーザーは、ウェブサイトにおいて映
像コンテンツを受信契約し得る。メディアクライアント（４１２）は、その後、新しいコ
ンテンツが利用可能か決定するためにコンテンツソースを定期的にポーリングする。新し
いコンテンツが利用可能なとき、メディアクライアント（４１２）は、発見インターフェ
ース（例えばファミリーチャンネル）の中の仮想チャンネルを介しユーザーにそのコンテ
ンツを提供する。ユーザーは、コンテンツの受信契約が発見インターフェースの特定の仮
想チャンネルにどのように収集されるか定義し得る。例えば、ユーザーは、複数のソース
から単一の仮想チャンネルにコンテンツを方向付け得、又はソースそれぞれに関して別個
の仮想チャンネルを生成するように選択し得る。
【００４０】
　メディアクライアント（４１２）の発見インターフェースマネージャー（４１４）は、
統合発見インターフェースを生成し（例えば、表示装置（４２０）を介し）ユーザーに提
示するためにこの発見データを使用する。統合発見インターフェースは、放送チャンネル
を介し利用可能な放送コンテンツと、仮想チャンネルを介し利用可能な非放送コンテンツ
との間の選択をユーザーに提供する。ユーザーが統合発見インターフェースから特定のメ
ディアコンテンツを選択したとき、コンテンツマネージャー（４１８）は、コンテンツメ
ディアを受信し、メディアプレーヤー（４１９）、その後、最終的に表示装置（４２０）
上のユーザーにコンテンツメディアを提示する。コンテンツマネージャー（４１８）は、
例えば、パーソナルメディアライブラリー（４１６）からメディアコンテンツ及び／又は
１つ以上のコンテンツプロバイダー（４０２）に関連付けられたコンテンツソース（４２
２）及び（４２４）を受信し得る。
【００４１】
　コンテンツカタログ（４０６）は、例えば、そのコンテンツに関する固有識別子、ソー
スタイプ（例えば、テレビ又はＩＰ）、メタデータをアクセス又はリトリーブするための
方法又はプロトコル（例えば、ライブテレビ番組に対する同調リクエスト、又はＨＴＴＰ
　ＧＥＴリクエスト、ＩＰコンテンツ用インターネットサーバー上のコンテンツへのＵＲ
Ｌ）など実際のメディアコンテンツソースを定義するメタデータを含み得る。ユーザーが
発見インターフェースを介し特定のメディアコンテンツを選択したとき、発見インターフ
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ェースマネージャーは、識別子の参照を使用するようなコンテンツカタログ（４０６）か
らメディアコンテンツに関連付けられたメタデータにアクセスし、そのソースタイプ及び
アクセス方法に基づいて適切なコンテンツのリトリーブ機能を起動する。コンテンツカタ
ログ（４０６）は、メディアクライアント（４１２）が（例えば、放送又は他のチャンネ
ルに）どの宣伝リンクが表示されるか決定可能にするメタデータも含み得る。例えば、ユ
ーザーが、チャンネル４から番組Ａｌｉａｓを選択した場合、コンテンツマネージャー（
４１８）は、ＮＴＳＣチューナーをＡｌｉａｓの放送を受信するように方向付ける。同様
にして、ユーザーがＡＢＣ．ｃｏｍからＬｏｓｔの1回放映分を選択した場合、コンテン
ツマネージャー（４１８）は、指定されたＵＲＬからの適切な映像ストリームを確立する
。ユーザーがＣｉｎｅｍａｌｌｏｗ又はＭｏｖｉｅｌｉｎｋからＬｏｓｔの1回放映分を
購入する選択をした場合、コンテンツマネージャー（４１８）は、指定されたＵＲＬから
ダウンロードを開始する。
【００４２】
　特定の一実装において、例えば、コンテンツ編集物（４０６）は、コンテンツエントリ
ーそれぞれに関するソースフィールドを含む。ソースフィールドは、コンテンツ送信タイ
プ（例えば、放送配信又はＩＰコンテンツ送信）を示し得、選択されたコンテンツに対し
て適切なソースのコンテンツマネージャー（４１８）を方向付けるために使用され得る。
更に、コンテンツプロバイダーの宣伝ポータルへの宣伝リンクが、コンテンツ編集物（４
０６）のソースフィールドに適合され得る。例えば、ＡＢＣソースフィールドは、ＡＢＣ
の宣伝リンクをＡＢＣコンテンツにマッピングするために使用され得る。メディアクライ
アント（４１２）の発見インターフェースマネージャー（４１４）は、もしあれば、チャ
ンネルのどれが宣伝ポータルへの宣伝リンクを受信すべきか決定するためにも使用され得
る。例えば、宣伝リンクは、複数の系列がそのインターフェースに含まれている場合、発
見インターフェースにおける第１の系列チャンネル又はローカル連携用だけに使用され得
るだけである。更に、発見インターフェースマネージャー（４１４）は、いくつかの宣伝
リンクが発見インターフェースの中に出現することを遮断するためにも使用され得、コン
テンツの宣伝は、コンテンツプロバイダーによって遮断される。
【００４３】
　ダウンロードマネージャーは、例えば、時間ベース番組のコンテンツ送信、地上アナロ
グ放送コンテンツ送信、地上デジタル放送コンテンツ送信、有料テレビ放送コンテンツ送
信などのような放送送信方法を介し放送コンテンツを受信し得る。また、ダウンロードマ
ネージャー（４１８）は、インターネットプロトコルコンテンツ送信、ビデオ・オン・デ
マンドコンテンツ送信、デジタルビデオレコーダコンテンツ送信、デジタルビデオディス
クコンテンツ送信、コンパクトディスクミュージックコンテンツ送信、ビデオカセットレ
コーダコンテンツ送信、プラットフォームパートナーコンテンツ送信、ウェブコンテンツ
送信、ロングテールコンテンツ送信、及びその他のタイプのリモート非放送メディアコン
テンツのような非放送配信方法を介し非放送コンテンツ送信も受信し得る。パーソナルメ
ディアライブラリー（４１６）を介し利用可能なようなローカルメディアコンテンツも統
合発見インターフェースに含まれ得る。
【００４４】
　前述したようにユーザーは、統合発見インターフェースから表示するための特定の放送
コンテンツ又は非放送コンテンツを選択し得る。メディアクライアント（４１２）上に常
駐するダウンロードマネージャー（４１８）は、選択されたメディアコンテンツを受信し
、（示されていない）コンテンツプレーヤーインターフェースを介し表示装置（４２０）
にそれを提示する。選択されたメディアコンテンツは、例えば、リモートコンテンツソー
ス（４２２）又は（４２４）から受信され得る。リモートコンテンツソース（４２２）及
び（４２４）は、例えば、１つ以上のコンテンツプロバイダー（４０２）に関連付けられ
得るか、又はインターネット若しくはその他のＷＡＮを介しアクセス可能なロングテール
コンテンツプロバイダーのような別のコンテンツプロバイダーからアクセスされ得る。テ
レビ若しくはラジオ放送番組コンテンツは、例えば、放送メディアコンテンツソース、ケ
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テンツ放送からメディアクライアント（４１２）のチューナーを介し受信され得、選択さ
れ得る。インターネットプロトコルメディアコンテンツのような非放送コンテンツもイン
ターネットのようなネットワークを介しサーバーから受信され得る。別のタイプのメディ
アコンテンツ送信も想定される。
【００４５】
　図５は、統合発見インターフェースを提供するためのシステム（５００）の実装例を示
す。この実装において、システム（５００）は、メディアクライアント（５１２）を含む
。メディアクライアント（５１２）は、統合発見インターフェース（５１８）の中で使用
するための発見コンテンツのデータベース（５１６）をストアするためのハードドライブ
のようなローカルデータ記憶装置を含む。データベース（５１６）は、放送発見データリ
ポジトリ（５２０）及び非放送発見データリポジトリ（５２２）を含む。データリポジト
リ（５２０）及び（５２２）は、例えば、データベース（５１６）の中に別個のファイル
構造又はテーブルを含み得る。放送発見データリポジトリ（５２０）は、統合発見インタ
ーフェース（５１８）の放送チャンネルを介し利用可能な放送コンテンツ（例えば、放送
テレビコンテンツ）に関連する発見データを含む。非放送発見データリポジトリ（５２２
）は、統合発見インターフェース（５１８）の仮想チャンネルを介し利用可能な非放送コ
ンテンツ（例えばＩＰコンテンツ）に関連する発見データを含む。特定の一実装において
、例えば、データベース（５１６）リポジトリは、マテリアル交換形式（ＭＸＦ）ファイ
ル形式で発見データをストアする。ＭＸＦは、ＭＸＦファイルに含まれるマテリアルを記
述するメタデータラッパーを一緒にした様々な任意の符号復号器（コーデック）を用いて
符号化された、多くの異なる符号化した「特質」ストリームを支援する「コンテナ」又は
「ラッパー」形式である。発見データをストアするための別のファイル形式も使用され得
る。
【００４６】
　以下に示されている表１は、ＭＸＦデータ構造の一例を示している。別のデータ構造も
使用され得る。
【００４７】
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【表１】

 
【００４８】
　表１．ＭＸＦファイル関するデータ構造例
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　統合発見インターフェース（５１８）がアクセスされたとき、放送発見データリポジト
リ（５２０）及び非放送発見データリポジトリ（５２２）からの発見データが、抽象レイ
ヤを提供するクラスモジュール（５２４）に提供され、データベース（５１６）リポジト
リから発見データを受信し、統合発見インターフェース（５１８）に表示するためにそれ
らを放送チャンネル及び仮想チャンネルと接続する。
【００４９】
　クラスモジュール（５２４）は、データベース（５１６）の非放送発見データリポジト
リ（５２４）から仮想チャンネルに関連付けられた非放送発見データを受信し、統合発見
インターフェース（５１８）の中の放送チャンネルの放送発見データとそれを接続する方
法を決定する。仮想チャンネルが放送チャンネルに関連付けられるところにおいては、例
えば、クラスモジュール（５２４）が、仮想チャンネルに関連付けられた発見インターフ
ェース関係パラメータを受信する。前述したように発見インターフェース関係パラメータ
は、その仮想チャンネルに関連付けられている発見インターフェースの放送チャンネルを
示している。クラスモジュール（５２４）は、関連付けられた放送チャンネルを識別し、
関連付けられた放送チャンネルの位置に対する関係いくつか（例えば、上方、下方、横、
又はその他いくつかの関係）に関して統合発見インターフェース（５１６）の中に仮想チ
ャンネルを提示するための位置を決定するために、この発見インターフェース関係パラメ
ータを使用する。上記の実装は、放送チャンネルに関連付けられている仮想チャンネルを
説明しているが、仮想チャンネルも別の仮想チャンネルにも関連付けられ得る。別の実装
も想定される。
【００５０】
　発見インターフェース関係パラメータは、例えば、仮想チャンネル、放送チャンネル系
列タイトル、番組メタデータ（例えば、レイアウト及び時間パラメータ）、統合発見イン
ターフェースなどの所与のエントリーに仮想チャンネルを結合している関係パラメータに
関連付けられるネットワーク又はチャンネルを指定し得る。
【００５１】
　仮想チャンネルが、放送チャンネルにも別の仮想チャンネルにも関連付けられないとこ
ろにおいて、クラスモジュール（５２４）は、仮想チャンネルに関連付けられた発見イン
ターフェース関係パラメータを受信する。クラスモジュール（５２４）は、仮想チャンネ
ルを提示するための統合発見インターフェース（５１６）の中の（絶対又は相対）位置を
決定するために、この発見インターフェース関係パラメータを使用する。別の実装も想定
される。
【００５２】
　データベース（５１６）の１つ以上のリポジトリにストアされている発見データは、リ
フレッシュされ得るか又はそうでなければいろいろな時間（例えば、定期的、システムア
イドル時、又は他の時）に更新され得る。特定の一実装において、例えば、発見データは
、放送発見データリポジトリ（５２０）及び非放送発見データリポジトリ（５２２）の１
つ又は双方において、データを更新するＭＸＦローダー（５２６）を介しリフレッシュさ
れる。
【００５３】
　図６は、統合発見インターフェースにおいて仮想チャンネルをカスタマイズするための
動作例（５００）を示している。受信動作（５０２）において、統合発見インターフェー
スの放送チャンネルを介し利用可能な放送メディアコンテンツに関連する第１の発見デー
タが受信される。発見データは、例えば、放送メディアコンテンツコンテンツプロバイダ
ーからコンテンツ送信プロバイダー（例えば、放送局、ケーブルテレビ業者、又は衛星プ
ロバイダー）、パーソナルメディアライブラリー、又は他の発見データソースから受信さ
れ得る。発見データは、コンテンツに関連するメタデータと統合発見インターフェース内
部のメディアコンテンツとの統合を記載するメタデータなどのメタデータを含み得る。メ
タデータは、例えば、タイトル、あらすじ、ジャンル、カテゴリー、分類、論評、配役、
チーム、アーティスト、製作者、製作年、時間、場所、コンテンツタイプ、コンテンツプ
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ロバイダー、供給元、解像度、料金、受信契約者、又は特定のメディアコンテンツに関連
するその他のデータを含み得る。
【００５４】
　別の受信動作（５０４）において、統合発見インターフェースの仮想チャンネルを介し
利用可能な非放送メディアコンテンツに関連する第２の発見データが受信される。受信動
作（５０２）及び（５０４）において受信された第１及び第２の発見データは、同一コン
テンツプロバイダー又は異なるコンテンツプロバイダーから（直接又は間接に）受信され
得る。放送メディアコンテンツは、例えば、放送テレビ、ケーブルテレビ、又は衛星テレ
ビのような時間ベース番組を含み得ると同時に非放送メディアコンテンツは、例えば、ビ
デオ・オン・デマンド、インターネット又は別のＷＡＮを介し利用可能なＩＰ番組、パー
ソナルメディアライブラリーなどからローカルにストアされるメディアコンテンツのよう
な代替の非放送メディアコンテンツを含み得る。
【００５５】
　仮想チャンネルは、統合発見インターフェースの中の仮想チャンネルの関係を示す発見
インターフェース関係パラメータを含む。発見インターフェース関係パラメータは、例え
ば、放送チャンネル又は別の仮想チャンネルのような統合発見インターフェースを介し利
用可能な別のチャンネルに対する仮想チャンネルの関係を示し得る。発見インターフェー
ス関係パラメータは、代替として特定のチャンネル番号又は１つ以上の別のチャンネルと
関連する番号など統合発見インターフェースの中の仮想チャンネルの位置関係を示し得る
。
【００５６】
　表示動作（５０６）において、第１及び第２の発見データは、放送チャンネルを介し利
用可能な放送メディアコンテンツと仮想チャンネルを介し利用可能な非放送コンテンツと
の間に、ユーザーが選択し得る統合発見インターフェースを介し提示される。一実装にお
いて、クライアントモジュールが、表示装置を介しユーザーに統合発見インターフェース
を提示する。ユーザーは、その後、放送チャンネル及び仮想チャンネル双方を介し利用可
能なメディアコンテンツに対し統合発見装置上で発見データを精査し、そのインターフェ
ースから表示するための１つ以上のメディアコンテンツを選択し得る。
【００５７】
　選択動作（５０８）において、放送チャンネルを介し利用可能な放送メディアコンテン
ツ又は仮想チャンネルを介し利用可能な非放送メディアコンテンツの選択が、統合発見イ
ンターフェースを介し受信される。受信動作（５１０）において、選択されたメディアコ
ンテンツが、その後、コンテンツソースから受信され、表示動作（５１２）において、表
示装置を介しユーザーに提示される。
【００５８】
　本発明を実施するための図７のハードウェア及び動作環境の例は、ゲーム端末、又は計
算機（２０）、移動電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、セットトップボックス、又はその他
のタイプの計算装置形式の汎用計算装置など計算装置を含む。図７の実装において、例え
ば、計算機（２０）は、処理装置（２１）、システムメモリー（２２）、及びシステムメ
モリーを含む様々なシステムコンポーネントを処理装置（２１）と作動可能に接続するシ
ステムバス（２３）を含む。１つだけか又は１つ以上の処理装置（２１）が存在し得、計
算機（２０）のプロセッサーは、単一の中央処理装置（ＣＰＵ）又は並列処理環境として
一般に参照される複数の処理装置を含む。計算機（２０）は、従来の計算機、分散計算機
、又は別の任意のタイプの計算機があり得、本発明は全く限定しない。
【００５９】
　システムバス（２３）は、メモリーバス、又はメモリーコントローラー、周辺装置用バ
ス、スイッチ型ファブリック、二地点間接続、様々なバスアーキテクチャのどれかを使用
するローカルバスを含むいくつかのタイプの任意のバス構造であり得る。システムメモリ
ーは、単純なメモリーとしても参照され得、読み出し専用メモリー（ＲＯＭ）（２４）及
びランダムアクセスメモリー（ＲＡＭ）（２５）を含む。起動中など計算機（２０）内の
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エレメント間の情報送信を援助する基本ルーチンを含む基本入力／出力システム（ＢＩＯ
Ｓ）（２６）が、ＲＯＭ（２４）にストアされている。計算機（２０）は更に、示されて
いないハードディスクから読み出し、それに書き込むためのハードディスクドライブ（２
７）、取外し可能磁気ディスク（２９）から読み出すか又はそれに書き込むための磁気デ
ィスクドライブ（２８）、及びＣＤ－ＲＯＭ又は他の光媒体のような取外し可能光ディス
ク（３１）から読み出すか又はそれに書き込むための光ディスクドライブ（３０）を含む
。
【００６０】
　ハードディスクドライブ（２７）、磁気ディスクドライブ（２８）、及び光ディスクド
ライブ（３０）が、それぞれハードディスクドライブインターフェース（３２）、磁気デ
ィスクドライブインターフェース（３３）、及び光ディスクドライブインターフェース（
３４）によってシステムバス（２３）に接続される。ドライブ及びそれらの関連する計算
機可読媒体は、計算機可読命令、データ構造、プログラムモジュール、及び計算機（２０
）に対するその他データの不揮発性記憶装置を提供する。磁気カセット、フラッシュメモ
リーカード、デジタルビデオディスク、ランダムアクセスメモリー（ＲＡＭ）、読み出し
専用メモリー（ＲＯＭ）のような計算機によってアクセス可能なデータをストアし得る任
意のタイプの計算機可読媒体が動作環境例において使用され得ることが当業者によって十
分理解されよう。
【００６１】
　多くのプログラムモジュールが、オペレーティングシステム（３５）、１つ以上のアプ
リケーションプログラム（３６）、その他のプログラムモジュール（３７）、及びプログ
ラムデータ（３８）を含むハードディスク、磁気ディスク（２９）、光ディスク（３１）
、ＲＯＭ（２４）、又はＲＡＭ（２５）にストアされ得る。ユーザーは、キーボード（４
０）及びポインティングデバイス（４２）のような入力装置を介しコマンド及び情報をパ
ーソナルコンピューター（２０）に入力し得る。（示されていない）別の入力装置は、マ
イクロフォン、ジョイスティック、ゲームパッド、衛星放送受信アンテナ、スキャナーな
ど含み得る。これら及びその他の入力装置は、多くの場合、システムバスと接続されてい
るシリアルポートインターフェース（４６）を介し処理装置（２１）に接続されるが、パ
ラレルポート、ゲームポート、又はユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）のようなその他
のインターフェースによって接続され得る。また、モニター（４７）又はその他のタイプ
の表示装置も、ビデオアダプター（４８）のようなインターフェースを介しシステムバス
（２３）に接続される。モニターに加えて、計算機は、通常、スピーカー及びプリンター
のような（示されていない）その他の周辺出力装置を含む。
【００６２】
　計算機（２０）は、リモートコンピューター（４９）のような１つ以上のリモートコン
ピューターとの論理接続を使用し、ネットワーク接続環境において作動する。これらの論
理接続は、計算機（２０）又はその一部に接続された通信装置によって達成され、本発明
は特定タイプの通信装置に制限されない。リモートコンピューター（４９）は、別の計算
機、サーバー、ルーター、ネットワークＰＣ、クライアント、ピア装置、又はその他の一
般的なネットワークノードであり得、通常、計算機（２０）に関し上述されたエレメント
の多く又はすべてを含むが、メモリー記憶装置（５０）だけが図７に例示されている。図
７に示されている論理接続は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）（５１）及び広域
ネットワーク（ＷＡＮ）（５２）を含む。そのようなネットワーク環境は、オフィスネッ
トワーク、企業全体計算機ネットワーク、イントラネット、及びインターネットにおいて
一般的あるすべてのタイプのネットワークである。
【００６３】
　ＬＡＮネットワーク接続環境で使用されるとき、計算機（２０）は、ネットワークイン
ターフェース又はアダプター（５３）を介し、一タイプの通信装置であるローカルネット
ワーク（５１）に接続される。ＷＡＮネットワーク接続環境において使用されるとき、計
算機（２０）は、通常、モデム（５４）、ネットワークアダプター、あるタイプの通信装
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置、広域ネットワーク（５２）を介し通信を確立するための通信装置又はその他の任意の
タイプの通信装置を含む。内蔵又は外付けであり得るモデム（５４）は、シリアルポート
インターフェース（４６）を介しシステムバス（２３）に接続される。ネットワーク接続
環境において、パーソナルコンピューター（２０）又はその一部に関して表されているプ
ログラムモジュールが、リモートメモリー記憶装置にストアされ得る。表示されるネット
ワーク接続は例であって、計算機の間の通信リンクを確立するためのその他の手段及び通
信装置を使用できることが十分に理解されよう。
【００６４】
　実装の例において、発見データ摂取モジュール、ダウンロードモジュール、発見インタ
ーフェースモジュール、クラスモジュール、発見インターフェース表示モジュール、及び
その他のモジュールは、メモリー（２２）、及び／又は、記憶装置（２９）又は（３１）
にストアされている命令によって実施され得、処理ユニット（２１）によって処理され得
る。パーソナルメディアライブラリー、様々なカタログ、データベース、コンテンツ、画
像、動画、映像、コンテンツメタデータ、及びその他のデータは、メモリー（２２）、及
び／又は記憶装置（２９）又は（３１）又は永続的データストアとして通信可能に接続さ
れるその他の記憶装置にストアされ得る。
【００６５】
　図８は、メディアアプリケーションから利用可能なメディアコンテンツの提供のための
拡大されたグラフィックタイル（８０２）を含む発見インターフェース（８００）の画面
ショット例を示す。発見インターフェースの行それぞれは、メディアコンテンツ（例えば
、放送ネットワークテレビコンテンツのような放送メディアコンテンツ及び／又はウェブ
ベースメディアプロバイダーからダウンローダード可能なＩＰメディアコンテンツのよう
な非放送メディアコンテンツ）に関連する１つ以上の提供に関係する情報を表示する。例
えば、行（８０４）は、主要テレビ放送ネットワークからの放送メディアコンテンツの提
供に関係するパネルを表す。いくつかの放送提供に関する行が、時間帯の欄に並んだ個々
の提供に分割される。対照的に、行（８０６）は、選択されたメディアコンテンツを提供
するビデオ・オン・デマンド（「ＶＯＤ」）（非放送）番組に関係するグラフィックタイ
ルを表す。通常、ＶＯＤ番組は、厳密な時間帯と結合されない。そうすると行（８０６）
は、グラフィックタイル（８０２）を含むグラフィックタイルストリップ（８０８）を提
供し、それからユーザーは特定のメディアコンテンツ提供を選択し得る。
【００６６】
　タイルそれぞれにおいて使用されるグラフィック画像、動画、又は映像は、提供それぞ
れに対してリトリーブされた発見データから生成される。一実装において、グラフィック
画像、動画、又は映像（一般に「グラフィックス」）は、望ましくはユーザーが速やかに
提供を認識するように支援する登場人物又は環境の区別を有するメディアコンテンツ中の
実際の場面から選択されるが、そのようなグラフィックスは、ウェブベース又はローカル
データベースを含む別個のグラフィックスデータベースから検索され得る。グラフィック
スが放送メディアコンテンツ及び非放送メディアコンテンツに関連付けられ得、ユーザー
によってローカル又はネットワークを介しストアされたコンテンツ（例えば、ユーザーの
ローカルデジタルアルバムを識別し、そのアルバムからタイルのグラフィックスとして１
つ以上の画像を表示するタイル）を含んでいることを理解されよう。タイルそれぞれのサ
イズは、フォーカスされた状態、フォーカスされていない状態、及びフォーカスされてい
ない行の状態を含む様々な状態に関連付けられている寸法パラメータによって指定又は制
約される。
【００６７】
　提供を選択するためにユーザー（又は発見インターフェース又はメディアアプリケーシ
ョンのいくつかの自動プロセス）は、フォーカスを適切な行にナビゲートする。例示され
ている表示の場合、フォーカスがグラフィックタイル（８０２）に移動されている。フォ
ーカスが最初、行（８０６）に移動されると、発見インターフェース表示モジュールは、
グラフィックストリップ（８０８）の中のグラフィックタイル上の画像を徐々に拡大し、
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拡大された行（例えば、発見インターフェースのセクションの例）の中にフォーカスされ
たグラフィックタイル提供に関連付けられたメタデータ表示用の余地を提供するために、
フォーカスされていないその高さ（例えば行(８１０)のタイルの高さ参照）から行の高さ
を拡大する。グラフィックタイル（８０２）上でフォーカスを検出した時、発見インター
フェース表示モジュールは更に、グラフィックタイル（８０２）の高さ及び幅を拡大し、
タイル（８０２）がストリップ（８０８）の中の別のグラフィックタイルよりも縦長かつ
横長になる。例示された実装において、フォーカスされたグラフィックタイル（８０２）
は、ストリップ（８０８）の中及び発見インターフェース（８００）の中において、それ
を更に区別するための改善された境界によっても強調される。
【００６８】
　更に、グラフィックタイル（８０２）上のフォーカスを検出したとき、提供に関連付け
られた発見データからリトリーブされたメタデータ（８１２）が、タイル（８０２）の近
傍に表示される。この近傍、及び拡大されたタイル（８０２）とメタデータ領域との間の
重なりのようなその他の特性は、タイル（８０２）の提供とメタデータ（８１２）との間
の関係を提案する。図において、タイル（８０２）のグラフィックスは、Ａｎｏｔｈｅｒ
　Ｆｕｎｎｙ　Ｍｏｖｉｅからの場面を示していて、映画からいくつかの認識可能な登場
人物、及び映画名、年度、時間を識別するメタデータを含んでいて、格付けがタイル（８
０２）の下方に表示されている。
【００６９】
　フォーカスされていない行(８１０)もグラフィックストリップを含むことに留意された
い。一実装において、フォーカスされたグラフィックタイル（８０２）上のフォーカスを
強調するために、フォーカスされていない（例えば、フォーカスされていない行の状態の
）行(８１０)の中のグラフィックストリップ（８１４）のグラフィックスは、グラフィッ
クストリップ（８０８）のグラフィックタイルより小さい。グラフィックストリップ（８
０８）のフォーカスされていない（例えばフォーカスされていない状態の）グラフィック
タイルは、フォーカスされた行（８０６）のフォーカスされた（例えば、フォーカスされ
た状態の）グラフィックタイル（８０２）よりも次に小さい。また一方、これらの寸法は
、状態それぞれに関連付けられた寸法パラメータによって指定又は制約される。
【００７０】
　図９は、利用可能なメディアコンテンツの提供のために、拡大されるグラフィックタイ
ルを用いた発見インターフェースを表示するための動作例（９００）を示す。収集動作（
９０２）は、発見インターフェースに表示される利用可能なメディアコンテンツに関する
発見データを収集する。一実装において、発見データが、メディアコンテンツサーバー又
は別のいくつかのソースから定期的にダウンロードされる。
【００７１】
　検出動作（９０８）は、フォーカスをグラフィックタイルに移動する入力を検出する。
そのような検出に応答し、拡大動作（９１０）は、行の高さを拡大し、それがまだ拡大さ
れておらず、フォーカスされたグラフィックタイルの高さ及び幅を更に拡大する場合、フ
ォーカスされたグラフィックタイルを配置するメタデータ動作（９１２）は、フォーカス
されたグラフィックタイルによって示されているコンテンツに関連付けられたメタデータ
を表示する。
【００７２】
　本明細書に記載されている技術は、１つ以上のシステムの論理動作及び／又はモジュー
ルとして実装される。論理動作は、１つ以上の計算機システムにおいて実行するプロセッ
サーで実施されるステップシーケンスとして実装され得、１つ以上の計算機システム内部
で相互に接続される計算機又は回路モジュールとして実装され得る。同様に、様々なコン
ポーネントモジュール記述が実行される動作によって提供され得るか又はモジュールによ
って作用され得る。結果として生じる実装は、説明された技術を実装する基本システムの
性能要件に依存する選択事項である。したがって、本明細書に記載された技術の実施形態
を作り出す論理動作は、様々な動作、ステップ、オブジェクト、又はモジュールとして参
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照される。更に、論理動作は、明示的に請求される別の方法、又は特定の順番が請求する
言語によって本質的に必要とされていない場合、任意の順番で実行され得ることが理解さ
れよう。
【００７３】
　上記の仕様、例、及びデータは、本発明の実施形態例の構造に関する完全記述及び使用
を提供している。本発明の様々な実施形態が、ある程度特殊なもの又は１つ以上の個別の
実施形態を用いて上記説明されているが、当業者は、本発明の趣旨及び範囲から逸脱せず
に開示されている実施形態に対し多くの変更を実行し得る。具体的に説明された技術は、
パーソナルコンピューターと独立して採用され得ることが理解されよう。したがって、別
の実施形態が想定される。上記の説明に含まれていて添付図面に示されている事項すべて
が、特定の実施例の例示的に過ぎず制限されないように解釈されるように意図している。
詳細又は構造において、変更が以下請求項において定義されている本発明の基本エレメン
トから逸脱せずに実施され得る。
【００７４】
　主題が構造上の特徴及び／又は方法動作に対し特定の言語で説明されているが、添付の
請求項において定義されている主題が、前述の特定の機能又は動作に必ずしも限定される
わけではないことを理解されよう。もっと正確に言えば、前述された特定の機能及び動作
を請求項の主題を実装する例形式として開示している。
【符号の説明】
【００７５】
　　２０　計算機
　　２１　処理装置
　　２２　システムメモリー
　　２３　システムバス
　　２４　読み出し専用メモリー
　　２５　ランダムアクセスメモリー
　　２６　基本入力／出力システム
　　２７　ハードディスクドライブ
　　２８　磁気ディスクドライブ
　　２９　磁気ディスク
　　３０　光ディスクドライブ
　　３１　光ディスク
　　３２　ハードディスクドライブインターフェース
　　３３　磁気ディスクドライブインターフェース
　　３４　光ディスクドライブインターフェース
　　３５　オペレーティングシステム
　　３６　アプリケーションプログラム
　　３７　その他のプログラムモジュール
　　３８　プログラムデータ
　　４０　キーボード
　　４２　ポインティングデバイス
　　４６　シリアルポートインターフェース
　　４７　モニター
　　４８　ビデオアダプター
　　４９　リモートコンピューター
　　５０　メモリー記憶装置
　　５１　ローカルエリアネットワーク
　　５２　広域ネットワーク
　　５３　アダプター
　　５４　モデム
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　１００　システム例
　１０２　統合発見インターフェース
　１０４　ユーザー計算システム
　１０６　表示装置
　１０８　チューナー装置
　１１０　ケーブルテレビコンテンツプロバイダー
　１１２　ビデオ・オン・デマンドコンテンツプロバイダー
　１１４　携帯型メディアプレーヤー
　１１６　ローカルメディアライブラリー
　１１８　通信ネットワーク
　１２０　ＩＰコンテンツプロバイダー
　１２２　メディア情報サービス
　２００　画面ショット例
　２０２　第１の欄
　２０４　宣伝領域
　２０６　放送コンテンツ領域
　２０８　仮想チャンネル領域
　３００　画面ショット例
　３０８　非放送ＩＰコンテンツ領域
　３１０　「Ｌｏｓｔ」の1回放映分
　３１２　放送チャンネル領域
　３１４　エイリアスパネル
　４００　統合発見インターフェースシステム
　４０２　コンテンツプロバイダー
　４０４　発見データ摂取モジュール
　４０６　コンテンツカタログ
　４０８　課金データ
　４１０　宣伝カタログ
　４１２　メディアコンテンツ
　４１４　表示装置
　４１６　パーソナルメディアライブラリー
　４１８　コンテンツマネージャー
　４１９　メディアプレーヤー
　４２０　表示装置
　４２２　コンテンツソース
　４２４　コンテンツソース
　４２６　発見データカスタマイズインターフェース
　４２８　メディアクライアントカスタマイズインターフェース
　５００　統合発見インターフェースシステム
　５１２　メディアクライアント
　５１６　発見コンテンツ用データベース
　５１８　統合発見インターフェース
　５２０　放送発見データリポジトリ
　５２２　非放送発見データリポジトリ
　５２４　クラスモジュール
　５２６　ＭＸＦローダー
　８００　発見インターフェース
　８０２　拡大されたグラフィックタイル
　８０４　行
　８０６　行
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　８０８　グラフィックタイル
　８１０　行
　８１２　メタデータ
　８１４　ストリップ

【図１】 【図２】
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