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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンポーネントのパッケージを選択する方法であって、前記方法は、
　コンポーネントの選択を受信することであって、前記選択は、ユーザによって表示スク
リーンを介して行われる、ことと、
　プロセッサを用いて、前記選択されたコンポーネントがカスタマイズ可能なパッケージ
に含まれている複数の選択可能なコンポーネントのうちの１つであるかどうかを決定する
ことと、
　前記選択されたコンポーネントが前記カスタマイズ可能なパッケージに含まれている前
記複数の選択可能なコンポーネントのうちの１つであると決定された場合、前記カスタマ
イズ可能なパッケージを選択するための選択可能なオプションを前記表示スクリーン上で
の表示のために生成することであって、前記カスタマイズ可能なパッケージは、前記選択
されたコンポーネントとは異なる少なくとも１つの選択可能なコンポーネントを含み、前
記選択可能なオプションは、前記カスタマイズ可能なパッケージに含まれる前記複数の選
択可能なコンポーネントのうちの一組の選択可能なコンポーネントを前記ユーザが示すた
めのオプションを含み、前記複数の選択可能なコンポーネントのうち前記一組の中にない
選択可能なコンポーネントは、前記カスタマイズ可能なパッケージから除かれる、ことと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記カスタマイズ可能なパッケージは、必須のコンポーネントを含む、請求項１に記載
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に方法。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの選択可能なコンポーネントは、オプションのコンポーネントを含
む、請求項１に記載に方法。
【請求項４】
　前記カスタマイズ可能なパッケージは、必須のコンポーネントを含む、請求項３に記載
に方法。
【請求項５】
　前記選択されたコンポーネントが前記カスタマイズ可能なパッケージに含まれている前
記複数の選択可能なコンポーネントのうちの１つであると決定された場合、前記カスタマ
イズ可能なパッケージに含まれている前記複数の選択可能なコンポーネントのリストを前
記表示スクリーン上での表示のために生成することであって、前記複数の選択可能なコン
ポーネントのリストは、前記選択されたコンポーネントとは異なる前記少なくとも１つの
選択可能なコンポーネントを含む、ことと、
　前記複数の選択可能なコンポーネントのリストの中からいくつかの選択可能なコンポー
ネントの選択を受信することと、
　前記プロセッサを用いて、前記選択された選択可能なコンポーネントを含むパッケージ
を生成することと
　をさらに含む、請求項１に記載に方法。
【請求項６】
　前記生成されたパッケージは、必須コンポーネントを含む、請求項５に記載に方法。
【請求項７】
　コンポーネントのパッケージを選択するシステムであって、前記システムは、プロセッ
サを含み、
　前記プロセッサは、
　コンポーネントの選択を受信することであって、前記選択は、ユーザによって表示スク
リーンを介して行われる、ことと、
　前記選択されたコンポーネントがカスタマイズ可能なパッケージに含まれている複数の
選択可能なコンポーネントのうちの１つであるかどうかを決定することと、
　前記選択されたコンポーネントが前記カスタマイズ可能なパッケージに含まれている前
記複数の選択可能なコンポーネントのうちの１つであると決定された場合、前記カスタマ
イズ可能なパッケージを選択するための選択可能なオプションを前記表示スクリーン上で
の表示のために生成することであって、前記カスタマイズ可能なパッケージは、前記選択
されたコンポーネントとは異なる少なくとも１つの選択可能なコンポーネントを含み、前
記選択可能なオプションは、前記カスタマイズ可能なパッケージに含まれる前記複数の選
択可能なコンポーネントのうちの一組の選択可能なコンポーネントを前記ユーザが示すた
めのオプションを含み、前記複数の選択可能なコンポーネントのうち前記一組の中にない
選択可能なコンポーネントは、前記カスタマイズ可能なパッケージから除かれる、ことと
　を行うように構成されている、システム。
【請求項８】
　前記カスタマイズ可能なパッケージは、必須のコンポーネントを含む、請求項７に記載
のシステム。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの選択可能なコンポーネントは、オプションのコンポーネントを含
む、請求項７に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記カスタマイズ可能なパッケージは、必須のコンポーネントを含む、請求項９に記載
のシステム。
【請求項１１】
　前記プロセッサは、



(3) JP 5783644 B2 2015.9.24

10

20

30

40

50

　前記選択されたコンポーネントが前記カスタマイズ可能なパッケージに含まれている前
記複数の選択可能なコンポーネントのうちの１つであると決定された場合、前記カスタマ
イズ可能なパッケージに含まれている前記複数の選択可能なコンポーネントのリストを前
記表示スクリーン上での表示のために生成することであって、前記複数の選択可能なコン
ポーネントのリストは、前記選択されたコンポーネントとは異なる前記少なくとも１つの
選択可能なコンポーネントを含む、ことと、
　前記複数の選択可能なコンポーネントのリストの中からいくつかの選択可能なコンポー
ネントの選択を受信することと、
　前記選択された選択可能なコンポーネントを含むパッケージを生成することと
　を行うようにさらに構成されている、請求項７に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記生成されたパッケージは、必須のコンポーネントを含む、請求項１１に記載のシス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（発明の背景）
　本発明は、インタラクティブテレビジョンプログラムガイドシステムに関する。より詳
細には本発明は、有料プログラムを１つ以上のパッケージの一部として販売促進（promot
e）することを可能にする、プログラムガイドシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ケーブル、衛星、および放送テレビジョンシステムは、視聴者に多数のテレビジョンチ
ャネルを提供する。伝統的には視聴者は、特定の時刻において放送されているプログラム
を決定するために、印刷されたテレビジョンプログラムスケジュールを参照していた。よ
り最近では、視聴者のテレビジョン上にテレビジョンプログラム情報を表示することを可
能にする、インタラクティブな電子テレビジョンプログラムガイドが開発されている。例
えば、Ｋｎｅｅらの米国特許第５，５８９，８９２号には、記憶されたテレビジョンプロ
グラムスケジュール情報と、生プログラムのステータス情報を含むデータフィードとの両
方にアクセスする、電子テレビジョンプログラムガイドスケジュールシステムが記載され
ている。
【０００３】
　インタラクティブプログラムガイドは典型的には、セットトップボックス上で実現され
る。そのようなプログラムガイドは、ユーザがテレビジョンプログラムのリストを異なる
表示フォーマットで見ることを可能にする。例えば、ユーザは、チャネル順のリストに整
理されたプログラムリストの表を見たいかもしれない。あるいは、ユーザは、時刻順、テ
ーマ別（映画、スポーツ等）、あるいはタイトル別（すなわちアルファベット順）に整理
されたプログラムリストを見たいかもしれない。ユーザは、所望のプログラムリスト上に
強調表示を動かして「ＯＫ」ボタンを押すことにより、プログラムガイドから有料プログ
ラムを購入し得る。
【０００４】
　ケーブルシステムオペレータは、有料プログラミングをパッケージで提供する場合があ
る。様々なタイプのパッケージが利用可能である。例えば「タイムブロック」パッケージ
は、ユーザが特定のチャネル上の時間ブロックを購入することを可能にする。「ペイ－パ
ー－デイ（ｐａｙ－ｐｅｒ－ｄａｙ）」パッケージは、単一のプログラムの複数回にわた
る連続的な放送を含んだものである。「スペシャルイベント」パッケージは、複数の特別
なプログラミングイベントを含む。「シーズンチケット」パッケージは、スポーツシーズ
ン全体にわたっての特定のリーグまたはチームの全スポーツプログラムを含む。「プレミ
アムマルチプレックス」パッケージは、１つ以上のプレミアム加入チャネルについての認
可を含み、典型的には月別料金で利用可能である。「アラカルト」パッケージは、複数の
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加入チャネルのうちの選択的な部分集合についての認可を含んだものである。
【０００５】
　ユーザは、カスタマーサービス代表に電話することで、あるいは自動化電話オーダシス
テムを用いることによって、パッケージをオーダし得る。しかし一般的には、プログラム
ガイドを用いてパッケージをオーダしたり、パッケージに関する情報を得ることは不可能
であった。従って、ユーザはプログラムガイドを用いて個々の有料プログラムを別々に購
入し、購入したプログラムが実はもう利用可能なパッケージに含まれていることに気付か
ないことがしばしばあった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、本発明の目的は、有料プログラムに関する情報を提供し、そのようなパッケー
ジのオーダを容易にする、インタラクティブなテレビジョンプログラムガイドを提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（発明の要旨）
　本発明の上記およびその他の目的は、ユーザが購入するための有料プログラムを、イン
タラクティブなプログラムガイドから選択することを可能にするシステムを提供すること
により、本発明の原理に基づいて達成される。プログラムガイドは、選択されたプログラ
ムが有料プログラムの１つ以上のパッケージの一部であるか否かを決定する。もし選択さ
れたプログラムがプログラムパッケージの一部であれば、ユーザにはそのパッケージに関
する情報が提供され、ユーザは所望ならそのパッケージを購入することができる。もし選
択されたプログラムが複数のパッケージの一部として含まれていれば、各パッケージに関
する情報が提供され得る。
【０００８】
　ユーザがパッケージを購入する際、プログラムガイドは、そのパッケージが繰り返しプ
ログラミングを含んでいるか否か（すなわちそのパッケージがある２４時間内において１
つの映画の連続的な放送を含んでいるか否か）を決定する。もしパッケージが繰り返しプ
ログラミングを含んでいれば、プログラムガイドは自動的に、パッケージ中の各プログラ
ムに対して（ユーザによって設定された任意のリマインダの後ろに）リマインダを設定す
る。パッケージ中の各プログラムの予定された放送時刻の直前において、プログラムガイ
ドは適切なリマインダメッセージをユーザのテレビジョン上に表示する。
【０００９】
　プログラムガイドは、ユーザの行動を監視することによって、ユーザが繰り返しパッケ
ージ中のうちのいずれかのプログラムを観たか否かを決定する。これは例えば、ユーザが
セットトップボックスをオンにして、セットトップボックスをパッケージ中のプログラム
用のチャネルに（そのプログラムの予定された放送時刻中に）合わせたか否かを決定する
ことにより行われる。もしユーザがパッケージ中のいずれのプログラムも観ていなければ
、プログラムガイドは、各プログラムが放送される直前にリマインダを発し続ける。ユー
ザがパッケージ中のプログラムのうちの１つを観ると、残りのリマインダはキャンセルさ
れる。
【００１０】
　プログラムガイドはまた、ユーザの行動を監視することにより、購入されたパッケージ
のうちのいずれかのプログラムをユーザが観忘れているか否かを決定する。購入されたパ
ッケージのうちいずれのプログラムもユーザが観ない場合は、プログラムガイドはこの購
入をキャンセルする。ユーザに、（そのパッケージがまだ購入可能であれば）キャンセル
されたパッケージを再度スケジュールする機会が与えられてもよい。
【００１１】
　本発明のさらなる特徴、その性質および様々な利点は、付属の図面および以下の好適な
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実施形態の詳細な説明を読むことにより、より明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明によるシステムの模式図。
【図２】本発明による例示的なプログラムガイド表示スクリーンの図。
【図３】本発明による例示的なパッケージ説明記録の図。
【図４】本発明による例示的なパッケージ構成サービス記録の図。
【図５】本発明による例示的なパッケージ構成イベント記録の図。
【図６】本発明による有料プログラムおよび有料プログラムのパッケージを購入すること
に関する例示的なステップのフローチャート。
【図７】本発明による、単一プログラムの一部であり個別に購入できないプログラムを購
入するときに使用する例示的なプログラムガイド表示スクリーンの図。
【図８】本発明による、複数プログラムの一部であり、パッケージの一部としてだけでな
く個別に購入できるプログラムを購入するときに使用する例示的なプログラムガイド表示
スクリーンの図。
【図９】本発明による、加入利用できるチャネルのパッケージの一部であるチャネルへの
加入を購入するときに使用する例示的なプログラムガイド表示スクリーンの図。
【図１０】本発明による、購入されたプログラムに対する自動リマインダの設定に関する
例示的なステップの図。
【図１１】本発明による有料プログラム購入をキャンセルおよび再スケジュールすること
に関する例示的なステップの図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明による例示的なプログラムガイドシステム２０を図１に示す。主設備２２は、プ
ログラムガイドデータベース２４からのテレビジョンプログラムデータ情報を通信リンク
２８を介してテレビジョン配信設備２６に提供する。リンク２８は衛星リンク、電話ネッ
トワークリンク、ケーブルまたは光学ファイバリンク、マイクロ波リンク、そのようなリ
ンクの組み合わせ、あるいは他の任意の適切な通信通路であり得る。テレビジョン配信設
備２６は、ケーブルシステムヘッドエンド、放送配信設備、または衛星テレビジョン配信
設備であり得る。
【００１４】
　主設備２２によりテレビジョン配信設備２６へ送信されるプログラムデータは、プログ
ラム時間、チャネル、タイトル、説明などのテレビジョンプログラムリスティングデータ
を含む。送信されたプログラムデータは、個別のプログラムおよびパッケージのための価
格情報、プログラムおよびパッケージをオーダーするためのタイムウィンドウ、衝動オー
ダーできないオーダーを行うための電話番号などの購入プログラムデータも含む。所望で
あれば、このデータのいくつかは、主設備２２以外の設備でのデータソースを用いて提供
してもよい。例えば、購入プログラムオーダー処理（例えば、データの請求など）に関す
るデータは、テレビジョン配信設備２６とは別のオーダー処理および請求システムにより
生成されてもよい。
【００１５】
　テレビジョン配信設備２６は、通信通路３０を介して複数のユーザにプログラムデータ
を配信する。各ユーザは、ユーザテレビジョン機器３２を有する。プログラムデータは、
定期的に（例えば、週１回）ユーザテレビジョン機器３２に配信され得る。テレビジョン
配信設備２６は、所定の情報（例えば、有料プログラムアカウント情報またはローカル的
に生成された認可技術を用いて購入され視聴されたプログラムに関する情報）に対して定
期的にユーザ機器３２の調査も行い得る。
【００１６】
　ユーザテレビジョン機器３２は、典型的には、セットトップボックス３４、オプション
のビデオカセットレコーダ３６およびテレビジョン３８などの機器を含む。セットトップ
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ボックス２４は、リモート制御４０、または無線キーボード、マウス、トラックボールな
ど他のユーザ入力インターフェイスにより制御され得る。
【００１７】
　セットトップボックス３４は、マイクロプロセッサ、および命令を実行し、ペイ－パー
－ビューサービスでインタラクティブテレビジョンプログラムガイドをサポートする他の
回路を含む。プログラムガイドは、セットトップボックス３４で実施され得るか、または
所望によりセットトップボックス以外の他のユーザテレビジョン機器で実施され得る。明
瞭化のため、本発明はセットトップボックス実施との関連において説明される。
【００１８】
　通信通路３０は、好適には、プログラムデータに加えてスケジュールされたテレビジョ
ンプログラミング、有料プログラミング、および他のビデオ情報を、テレビジョン配信設
備２６がユーザ機器３２に配信できるのに十分な帯域幅を有する。所望により、プログラ
ムデータは、テレビジョン配信設備２６と同様であるが別個の１つ以上の配信設備により
、通信通路３０とは別個の通信通路を使用して配信してもよい。
【００１９】
　有料プログラム購入など所定の機能は、ユーザ機器３２が通信通路３０を介して、配信
設備２６にデータを送信することを必要とし得る。所望により、そのようなデータは、電
話線または他の個別の通信通路を介して送信し得る。テレビジョン配信設備２６とは別個
の設備を使用して、これらのような機能を提供する場合、ユーザ機器３２との通信のいく
つかは、直接別個の設備に対して行われる。
【００２０】
　複数のテレビジョンチャネル（アナログ、デジタル、またはアナログおよびデジタルの
両方）が通信通路３０を介してセットトップボックス３４に供給され得る。通常のテレビ
ジョン視聴の間においては、ユーザはセットトップボックス３４をこれらのチャネルのう
ち所望したものにチューニングする。そのテレビジョンチャネルに対する信号は、事前定
義されたチャネル（例えば、チャネル３または４）の無線周波数（ＲＦ）信号として、ま
たは変調されたビデオ信号として、ビデオ出力４２に供給され得る。出力４２でのビデオ
信号は、オプションのビデオカセットレコーダ３６により受信され、これによりユーザは
プログラムを録画し得る。プログラム録画および他の機能は、セットトップボックス３４
により制御通路４４を用いて制御され得る。
【００２１】
　テレビジョン３８は、通路４６を介してビデオカセットレコーダ３６からＲＦまたは変
調ビデオ信号を受信し得る。通路４６上のビデオ信号は、録画されたビデオカセットを再
生するときにビデオカセットレコーダ３６により生成され得るか、またはセットトップボ
ックス３４から渡され得る。テレビジョン３８に供給されるビデオ信号は、典型的には、
放送テレビジョンプログラムまたは有料プログラムなどの実時間ビデオ信号である。
【００２２】
　リモート制御４０は、カーソルキー、「エンター」「選択」または「ＯＫ」ボタン、「
ガイド」ボタン、「録画ボタン」および他の様々な制御ボタンを含み得る。ユーザが「ガ
イド」ボタンを押すとき、セットトップボックス３４は、インタラクティブプログラムガ
イドを起動し、テレビジョン３８でのプログラムリスティングの適切なスクリーンを表示
する。
【００２３】
　典型的なプログラムガイド表示は、図２のグリッド４８のようなテレビジョンプログラ
ムリスティングのグリッドである。グリッド４８の各行は、図２に示すようにネットワー
クチャネルまたは有料チャネルなどの異なるテレビジョンチャネルに対するプログラムリ
スティング情報を含む。グリッド４８の列は、プログラムに対し異なってスケジュールさ
れた放送時間（例えば９：００ＰＭ、９：３０ＰＭおよび１０：００ＰＭ）に関連する。
グリッド４８のプログラムリスティング形式は例示のみである。テーブルまたは他のリス
トのような他の任意の適切な種類のプログラムリスティング表示形式を使用してもよい。
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さらに、グリッド４８は、プログラムガイドの使用中においてユーザに一般的に提示され
る多数の表示スクリーンのうちの１つの表示スクリーンのみである。有料プログラムおよ
び有料プログラムのパッケージを宣伝したり、リマインダを設定したり、有料プログラミ
ングをオーダーしたりすることに対し、他のプログラムガイド表示スクリーンが生成され
る。
【００２４】
　図２のグリッド４８のようなプログラムリスティンググリッドおよび他のプログラムガ
イド表示スクリーンにおいては、ハイライト領域５０のようなハイライト領域が、ユーザ
の現在の位置を規定するために使用される。ユーザは、リモート制御４０（図１）のカー
ソルを用いてハイライト領域５０を指示する。ユーザが購入を欲する有料プログラム上に
ハイライト領域５０が位置する場合、ユーザは、「ＯＫ」、「エンター」または「選択」
ボタンを押すことによりそのプログラムをオーダーできる。これにより、プログラムガイ
ドは、様々な有料プログラムオーダーメニューをテレビジョン３８上に表示する。
【００２５】
　「ＯＫ」ボタンは、カーソルキーと組み合わせて、プログラムガイドメニューをナビゲ
ートしたり、プログラムガイドからの様々な質問に応答するために使用され得る。所望に
より、カーソルキーおよび「ＯＫ」ボタンのようなボタンを用いてユーザが選択し得る適
切なメニューオプションの形式で、リモート制御４０上に、専用の「ＯＫ」、「ガイド」
、「録画」および他の様々な制御ボタンを提供し得る。さらに、所望により、リモート制
御４０上に他の専用ボタンを提供し得る。
【００２６】
　ユーザがプログラムガイドからの購入のために有料プログラムを選択するとき（例えば
、グリッド４８の所望のプログラムリスティングをハイライトさせた後で「ＯＫ」ボタン
を押すことにより）、システムは、そのプログラムがテレビジョン配信設備２６から利用
できる有料プログラムのパッケージの一部であるかどうかを判別する。プログラムがパッ
ケージの一部である場合、パッケージに関する情報が、テレビジョン３８に表示された様
々な知識を与えるメッセージの形式でユーザに提供される。
【００２７】
　利用できる様々な有料プログラムパッケージに関する情報は、テレビジョン配信設備２
６を介してプログラムガイドデータベース２４からセットトップボックス３４に供給され
得る。有料プログラムパッケージを取り扱うために適切なデータ構造を図３～図５に示す
。図３に示すように、各パッケージは、関連パッケージ説明記録５２を有し得る。パッケ
ージ説明記録５２は、パッケージタイトル５４、パッケージテキスト説明５６およびオー
ダー情報５８を有する。オーダー情報５８は、電話オーダーを行うための電話番号、オフ
ァーの有効期限、オーダーのためのタイムウィンドおよびパッケージ種類情報（例えば、
パッケージがタイムブロックパッケージ、ペイ－パー－デイパッケージなどであるかどう
か）を含み得る。各パッケージ説明記録５２は、パッケージ識別子６０および内容リスト
６２も含む。内容リスト６２は、プレミアムチャネルのパッケージを構成するチャネルま
たは複数プログラムのパッケージを構成する個々のプログラムなど、パッケージ内容のリ
ストである。
【００２８】
　パッケージのプロバイダは、パッケージの内容のすべてをオプションにすることを望ま
なくてもよい。例えば、プレミアムマルチプレックスパッケージは、様々なオプションチ
ャネルに加えて、１つ以上の必須プレミアムチャネルを含み得る。そのようなパッケージ
においてオプションであるチャネルの数は、パッケージ説明記録５２（即ちオプションア
イテム６４の数のカウント）に含まれる。
【００２９】
　内容リスト６２の各内容は、好適には、関連パッケージ内容サービス記録６６（図４）
（例えば、そのパッケージがプレミアムチャネルのようなサービスのパッケージである場
合）、またはパッケージ内容イベント記録６８（図５）（例えば、そのパッケージが個別
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のプログラムのパッケージである場合）のいずれかを有する。
【００３０】
　図４に示すように、各パッケージ内容サービス記録は、好適には、パッケージ識別子７
０およびチャネル識別子７２を含む。内容サービス記録６６が関連するパッケージを示す
ために、パッケージ識別子７０が使用される。チャネル指示子７２は、（例えば、呼び出
し文字または他の適切なラベルにより）各内容を識別する。パッケージ内容サービス記録
６６に関連する内容がオプションまたは必須内容のいずれであるかを示すために、オプシ
ョン／必須フラグ７４が使用される。内容が加入パッケージに関連する内容であるか、チ
ャネルのブロック－オブ－タイムに関連する内容であるかを示すために、加入／ブロック
－オブ－タイムフラグ７６が使用される。内容がタイムブロックパッケージに関連する場
合、タイムブロックの開始および終了時刻は、好適には、加入／タイムブロックフラグ７
６により提供される。
【００３１】
　図５に示すように、各パッケージ内容イベント記録６８は、好適には、パッケージ識別
子７８および個別イベント識別子８０を含む。パッケージ内容イベント記録６８に関連す
る内容が、オプションまたは必須内容のいずれであるかを示すために、オプション／必須
フラグ８２が使用される。
【００３２】
　例示的パッケージの１つはプレミアムマルチプレックスパッケージである。そのような
パッケージのパッケージ説明記録５２（図３）は、「映画愛好家スペシャル」のパッケー
ジタイトル５４を有し得る。パッケージテキスト説明５６は、「任意の３プレミアムチャ
ネルに＄５．９９／月で加入しよう」であり得る。
オーダー情報５８は、プレミアムマルチプレックスパッケージとしてパッケージを識別す
る情報を含み得る。内容リスト６２の内容は、プレミアム映画チャネルであり得る。オプ
ションアイテム６４の数は７であり得る。
【００３３】
　内容リスト６２の各プレミアムチャネルは、関連するパッケージ内容サービス記録６６
を有する（図４）。そのようなパッケージ内容サービス記録６６のそれぞれのパッケージ
識別子７０は、関連プレミアムマルチプレックスパッケージを識別する。各プレミアムチ
ャネルのチャネル識別子７２は、チャネルの呼び出し文字であり得る。オプション／必須
フラグ７４は、内容リスト６２のある内容に対しては「必須」に設定され、他の内容に対
しては「オプション」に設定され得る。加入／タイムブロックフラグ７６は、「加入」に
設定され得る。
【００３４】
　別の例示的パッケージは、オリンピック水泳イベントのパッケージである。そのような
パッケージのパッケージ説明記録５２（図３）は、「オリンピック水泳」のパッケージタ
イトル５４を有し得る。パッケージテキスト説明５６は、「３日間の水泳イベントを楽し
もう」であり得る。オーダー情報５８は、パッケージを特別パッケージイベントとして識
別する情報を含み得る。内容リスト６２は、男子１００ｍフリースタイル、女子１００ｍ
背泳、男子４００ｍリレーなどの水泳イベントを含み得る。オプションアイテム６４の数
のカウントは「なし」であり得る。
【００３５】
　内容リスト６２の各水泳イベントは、関連するパッケージ内容イベント記録６８を有し
得る（図５）。そのようなパッケージ内容イベント記録６８のそれぞれにおけるパッケー
ジ識別子７８は、関連するオリンピック水泳パッケージを識別する。個別イベント識別子
８０は、独自に各イベントを識別する。オプション／必須フラグ８２は、リスト６２内の
各水泳イベント内容に対して「必須」に設定され得る。
【００３６】
　これらの実施例は、例示のみである。有料プログラムは、任意の適切な種類の有料プロ
グラムパッケージにおいて提供され得る。使用されるパッケージの種類は、ユーザが特定
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チャネルの時間のブロックを購入できる「タイムブロック」パッケージ、単一番組の複数
の連続放送（airing）を含む「ペイ－パー－デイ」パッケージ、特別プログラミングイベ
ントの複数の内容を含む「特別イベント」パッケージ、スポーツシーズンの期間にわたる
特定のリーグまたはチームのすべてのスポーツプログラムを含む「シーズンチケット」パ
ッケージ、１つ以上のプレミアム加入チャネルに対する認可を含む「プレミアムマルチプ
レックス」パッケージ、多数の加入チャネルの選択可能サブセットに対する認可を含み得
る「アラカルト」パッケージなどを含む。
【００３７】
　ユーザが購入のためのプログラムを選択するとき、セットトップボックス３４において
実施されるインタラクティブ電子プログラムガイドは、選択されたプログラムがパッケー
ジの一部であるかどうかを決定する。選択されたプログラムがパッケージの一部である場
合、プログラムガイドは、ユーザにパッケージの情報を提供する。このプロセスに関わる
ステップを図６に示す。
【００３８】
　ステップ８４では、プログラムガイドにより、（例えば、図２のグリッド４８のような
グリッドにおいて所望のプログラムリスティングをハイライトすることにより）ユーザは
購入のためのプログラムを選択できる。ステップ８６では、プログラムガイドは（セット
トップボックス３４におけるメモリに格納されている）データベースを確認し、選択され
たプログラムが購入可能な有料プログラムであるかどうかを判別する。選択されたイベン
トが有料プログラムでない場合、ステップ８８において、システムは、（そのイベントが
現在放送されている場合）選択されたイベントのためのチャネルにチューニングするか、
または（そのイベントが将来放送を予定されている場合）ユーザがリマインダを設定する
ことを可能にする。
【００３９】
　選択されたイベントが選択可能な場合、ステップ９０において、システムは、選択され
たプログラムが単一のパッケージまたは複数のパッケージの一部であるかどうかと、個別
に購入可能かどうかとを判別する。プログラムがパッケージの一部でない場合、選択され
たプログラムの価格、開始時刻、チャネルなどがステップ９２において表示され得る。
【００４０】
　選択されたプログラムに関する価格および他の情報をステップ９２において表示した後
のユーザのオプションは、プログラムガイドからの衝動購入に対するプログラムの利用可
能性に依存する。テレビジョン配信設備３２のオペレータが、選択されたプログラムをユ
ーザに対して衝動購入可能にしていない場合、典型的に、ユーザはそのプログラムを電話
によりオーダーしなければならない。そのような電話オーダーを容易にする情報（例えば
、オーダー、オーダータイムウィンドウなどに対して電話する電話番号）は、ステップ９
４においてテレビジョン３８に表示される。プログラムガイドから選択されたプログラム
が衝動購入に対して利用可能である場合、ステップ９６においてユーザは、選択されたプ
ログラムの購入を確認できる。ステップ９４および９６はもステップ９２を実行するのに
用いられたのと同じ表示スクリーンを用いて実行され得る。
【００４１】
　ステップ９０において、選択されたプログラムは単一パッケージの一部であり個別に購
入できない、とプログラムガイドが判別した場合、そのプログラムが一部であるパッケー
ジがステップ９８において表示される。例えば、選択されたプログラムが女子４００ｍバ
タフライ水泳イベントであり、そのプログラムがオリンピック水泳パッケージの一部であ
る場合、図７のメッセージ１００のような情報を与えるメッセージがテレビジョン３８に
表示され得る。メッセージ１００は、パッケージタイトル１０２、パッケージ価格１０４
、パッケージ説明１０６を含み、パッケージを構成するイベントのリスト１０８を含み得
る。ユーザは、（例えば、パッケージタイトル１０２上または「オーダー」ボタン上に、
カーソルによりハイライトを配置して、「ＯＫ」ボタンを押すか、または他の任意の適切
な技術により）購入のためのパッケージを選択し得る。



(10) JP 5783644 B2 2015.9.24

10

20

30

40

50

【００４２】
　ステップ９８において、ユーザが購入のためのパッケージを選択した場合、ステップ１
１０または１１２において、ユーザはパッケージの購入を完了するための機会を提供され
る。例えば、プログラムがプログラムガイドからの衝動購入に対して利用可能でない場合
、プログラムをオーダーするための電話番号およびタイムウィンドウがステップ１１０に
おいて表示され得る。プログラムが衝動購入に対して利用可能な場合、プログラムは、選
択されたプログラムの購入をユーザが確認することをステップ１１２において可能にする
。ステップ１１０および１１２を実行するのに使用される表示スクリーンは、実行ステッ
プ９８に使用される表示スクリーンと同一であり得る。
【００４３】
　ステップ９０において、選択されたプログラムが複数パッケージの一部であると、即ち
パッケージの一部であると同時に個別に購入可能であると、プログラムガイドが判別した
場合、プログラムはすべての利用できるプログラム購入オプションと価格とをステップ１
１４においてリストする。例えば、選択されたプログラムが男子１００ｍフリースタイル
であり、そのイベントが、オリンピック水泳パッケージ、オリンピック水泳ハイライトパ
ッケージ、または個別イベントとしての購入のいずれかとして利用可能である場合、図８
のメッセージ１１６のようなメッセージが表示され得る。ユーザは、ステップ１１４にお
いて、購入のためにパッケージの１つまたは個別のイベントを、（例えば、ハイライトお
よび「ＯＫ」ボタンを使用して）選択し得る。ユーザが購入のために個別のプログラムを
選択した場合、そのプログラムに対する購入情報（価格、開始時刻、チャネルなど）がス
テップ９２において表示され得、ステップ９４または９６においてプログラムが購入され
る。ユーザが購入のためにパッケージの１つを選択した場合、各パッケージの内容がステ
ップ９８において表示され、ユーザはステップ１１０または１１２においてそのパッケー
ジを購入する。
【００４４】
　所望であれば、購入のために個別のチャネルを選択したユーザは、選択されたチャネル
を含むパッケージに関する情報を提示され得る。例えば、購入のために特定のプレミアム
映画チャネルを選択したユーザは、図９の表示スクリーン１１８のような表示スクリーン
を提供され得る。図９の実施例では、ユーザは購入のためにチャネルＣを選択した。チャ
ネルＣは映画愛好家パッケージの一部としての購入に対し利用可能なので、ユーザはその
パッケージの内容に関する情報を提示される。チャネルＶおよびＳは必須チャネルである
。チャネルＨ、Ｃ、Ｄ、ＭおよびＫはオプションチャネルである。
【００４５】
　本発明の別の局面は、パッケージの一部であるプログラムのリマインダに関する。リマ
インダが設定された場合、セットトップボックス３４は、プログラムの予定された放送時
刻の直前にテレビジョン３８のディスプレイにリマインダメッセージを生成する。任意の
適切な種類のリマインダが生成される。例えば、選択されたプログラムにユーザがチュー
ニングを望むかどうかを尋ねるリマインダを生成し得る。ユーザが肯定の応答をした場合
、セットトップボックス３４は、選択されたプログラムのためのチャネルにチューニング
する。また、選択されたプログラムが開始しようとしていることを単にユーザに想起させ
るリマインダも生成され得る。使用され得る別の種類のリマインダは、イベントの予定さ
れた開始時刻に、関連イベントにセットトップボックス３４を自動的にチューニングする
。
【００４６】
　パッケージに対するプログラムリマインダを設定することに関するステップを図１０に
示す。ステップ１２０において、ユーザは、プログラムガイドから購入のためにパッケー
ジを選択する機会を提供される。プログラムガイドは、選択されたパッケージがチャネル
のパッケージであるかどうかを判別する。選択されたパッケージがチャネルのパッケージ
である場合、リマインダは設定されない（ステップ１２２）。
【００４７】
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　パッケージがプログラムのパッケージである場合、プログラムガイドは、そのパッケー
ジが繰り返しプログラミングを含むかどうかをステップ１２４において判別する。繰り返
しプログラミングを含む典型的パッケージは、同一の映画が２４時間繰り返し放送される
ペイ－パー－デイ映画パッケージである。ユーザは、２４時間の間の放送の任意の間の映
画を視聴し得る。
【００４８】
　パッケージが繰り返しプログラミングを含んでいないと、ステップ１２４においてプロ
グラムガイドが判別した場合、プログラムガイドは、ステップ１２６において、パッケー
ジ内のすべてのプログラムに対してプログラムリマインダを自動的に設定する。各プログ
ラムが放送される直前に、プログラムガイドは、ステップ１２８において適切なリマイン
ダを表示する。
【００４９】
　パッケージが繰り返しプログラミングを含んでいると、ステップ１２４において、プロ
グラムガイドが判別した場合、プログラムガイドは、プログラムリマインダを設定する機
会をステップ１２９においてユーザに提供する。プログラムガイドは、ステップ１３０に
おいて、パッケージ内のすべての後続するプログラムに対して、プログラムリマインダを
自動的に設定する。プログラムガイドは、（例えば、セットトップボックス３４がオンで
あり、予定された放送時間の間に所与のプログラムに対してチャネルがチューニングされ
ているかを判別することにより）パッケージ内のプログラムの任意のものをユーザが視聴
したかどうかをステップ１３２においてモニタする。パッケージ内のプログラムの任意の
ものをユーザがまだ視聴していない場合、パッケージ内の次の予定されたプログラムに対
するリマインダが、ステップ１３４において表示される。しかしながら、繰り返しプログ
ラミングパッケージ内のプログラムの１つをユーザが視聴している場合、プログラムガイ
ドは、ステップ１３２において設定されたプログラムリマインダをステップ１３６におい
てキャンセルする。この方法は、ユーザが放送の１つを視聴した後で、ペイ－パー－デイ
パッケージ内の視聴されていない放送に対する多数の不要なリマインダをプログラムガイ
ドが生成することを防ぐ。
【００５０】
　時々ユーザは、購入したパッケージ内の任意のプログラムを視聴できない場合があり得
る。プログラムガイドは、図１１に示す方法を用いて、この種類の状況に対処し得る。ス
テップ１３８において、プログラムガイドは、（例えば、所望のパッケージをハイライト
し、「ＯＫ」ボタンを押すことにより）ユーザがプログラムのパッケージを購入すること
を可能にする。ステップ１４０において、プログラムガイドは、（例えば、パッケージ内
のプログラの予定された放送時間の間にユーザがセットトップボックス３４をオンにして
、適切なチャネルにチューニングしたかどうかを判別することにより）ユーザのアクティ
ビティをモニタし、パッケージ内の任意のプログラムをユーザが視聴したかどうかを判別
する。ユーザがパッケージ内の任意のプログラムを視聴していない場合、プログラムガイ
ドはステップ１４２において購入をキャンセルする。所望により、ステップ１４２でのパ
ッケージの購入のキャンセルは、そのパッケージに対する「購入ウィンドウ」の失効（ex
piration）を引き起こし得る。これは、典型的には、全体パッケージより長さにおいて幾
分短く、パッケージの終了の半時間または１時間前に、典型的に失効する。プログラムガ
イドは、キャンセルされたパッケージに対してユーザが請求されないことを、ステップ１
４４においてユーザに知らせる。
【００５１】
　ユーザはそのパッケージに興味を持っているので、プログラムガイドは同様のパッケー
ジがまだ利用可能であるかどうかも判別する（例えば、別の日に利用可能な別のペイ－パ
ー－デイパッケージ）。同様のパッケージが利用可能である場合、プログラムガイドは、
パッケージ購入の再スケジュールの機会をステップ１４６においてユーザに提示する。
【００５２】
　以上は、単に本発明の原理の例示であり、本発明の範囲から逸脱することなく当業者に
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