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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　家庭内に配置された複数のユーザテレビ機器デバイスを有する対話型番組ガイドシステ
ムを用いる方法であって、前記複数のユーザテレビ機器デバイスは、ネットワークを介し
て互いに結合されており、各ユーザテレビ機器デバイスには、対話型番組ガイドが実装さ
れており、
　前記方法は、
　第１のユーザテレビ機器デバイス上で、前記第１のユーザテレビ機器デバイスに実装さ
れた前記対話型番組ガイドの設定を調整するためのユーザ入力を受信することと、
　前記ネットワークを介して、調整された設定を示すデータを伝送することと、
　前記伝送されたデータに応答して、前記複数のユーザテレビ機器デバイスのうちの残り
のユーザテレビ機器に実装された他の対話型番組ガイドの設定を調整することにより、前
記調整された設定が前記他の対話型番組ガイド上で有効になるようにすることと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記調整された番組ガイド設定が有効になる少なくとも１つの対話型番組ガイドを選択
することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数の対話型番組ガイドのうちの１つにユーザがパスワードを入力することを可能
にすることをさらに含み、前記パスワードの優先レベルは、その他の対話型番組ガイドに
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対して前記対話型番組ガイド設定を調整する前記ユーザの能力を決定する、請求項１に記
載の方法。
【請求項４】
　最も高い優先レベルのパスワードは、マスターパスワードであり、前記マスターパスワ
ードを入力することは、前記複数の対話型番組ガイドのすべてに対して、前記ユーザが前
記対話型番組ガイド設定を調整することを可能にする、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記番組ガイド設定は、お気に入りチャンネル、ペアレンタルコントロール設定、記録
設定、ペイ－パー－ビュー設定、カスタマイズされたチャンネルラインアップ、自動同調
設定から構成される群から選択される設定を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　スケジュールされたイベントの項目をユーザが見ることを可能にすることをさらに含み
、
　前記スケジュールされたイベントの項目は、前記複数の対話型番組ガイドにスケジュー
ルされた、記録、ペイ－パー－ビュー購入、自動同調を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記複数のユーザテレビ機器デバイスのうちの１つは、前記複数の対話型番組ガイドが
常駐するセットトップボックスである、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記複数の対話型番組ガイドに共通する対話型番組ガイド設定を格納するための第１の
データベースは、前記セットトップボックスに実装されている、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記複数の対話型番組ガイドの各々に特有の対話型番組ガイド設定を格納するための第
２のデータベースは、前記セットトップボックスに実装されている、請求項７に記載の方
法。
【請求項１０】
　家庭内に配置された複数のユーザテレビ機器デバイスであって、前記複数のユーザテレ
ビ機器デバイスは、ネットワークを介して互いに結合されており、各ユーザテレビ機器デ
バイスには、対話型番組ガイドが実装されている、複数のユーザテレビ機器デバイスと、
　第１のユーザテレビ機器デバイス上で、前記第１のユーザテレビ機器デバイスに実装さ
れた前記対話型番組ガイドの設定を調整するためのユーザ入力を受信する手段と、
　前記ネットワークを介して、調整された設定を示すデータを伝送する手段と、
　前記伝送されたデータに応答して、前記複数のユーザテレビ機器デバイスのうちの残り
のユーザテレビ機器に実装された他の対話型番組ガイドの設定を調整することにより、前
記調整された設定が前記他の対話型番組ガイド上で有効になるようにする手段と
　を含む、対話型番組ガイドシステム。
【請求項１１】
　前記複数の対話型番組ガイドのうちの少なくとも１つは、前記調整された番組ガイド設
定が有効になる少なくとも１つの対話型番組ガイドを選択するようにさらに構成されてい
る、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記複数の対話型番組ガイドのうちの少なくとも１つは、ユーザがパスワードを入力す
ることを可能にするようにさらに構成されており、前記パスワードの優先レベルは、その
他の対話型番組ガイドに対して前記対話型番組ガイドの設定を調整する前記ユーザの能力
を決定する、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１３】
　最も高い優先レベルのパスワードは、マスターパスワードであり、前記マスターパスワ
ードを入力することは、前記複数の対話型番組ガイドのすべてに対して、前記ユーザが前
記対話型番組ガイド設定を調整することを可能にする、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
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　前記番組ガイド設定は、お気に入りチャンネル、ペアレンタルコントロール設定、記録
設定、ペイ－パー－ビュー設定、カスタマイズされたチャンネルラインアップ、自動同調
設定から構成される群から選択される設定を含む、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記複数の対話型番組ガイドのうちの少なくとも１つは、スケジュールされたイベント
の項目をユーザが見ることを可能にするようにさらに構成されており、
　前記スケジュールされたイベントの項目は、前記複数の対話型番組ガイドにスケジュー
ルされた、記録、ペイ－パー－ビュー購入、自動同調を含む、請求項１０に記載のシステ
ム。
【請求項１６】
　前記複数のユーザテレビ機器デバイスのうちの１つは、前記複数の対話型番組ガイドが
常駐するセットトップボックスである、請求項１０に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記複数の対話型番組ガイドに共通する対話型番組ガイド設定を格納するための第１の
データベースは、前記セットトップボックスに実装されている、請求項１６に記載のシス
テム。
【請求項１８】
　前記複数の対話型番組ガイドの各々に特有の対話型番組ガイド設定を格納するための第
２のデータベースは、前記セットトップボックスに実装されている、請求項１６に記載の
システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の属する技術分野）
本発明は、一般的には電子対話型番組ガイド（ＩＰＧ）に、厳密には多重ＩＰＧを管理し
、表示するためのシステムに関する。
【０００２】
（発明の背景）
オンスクリーン電子番組ガイド（ＥＰＧ）の初期のバージョンは、番組スケジュール情報
をテレビ受信器（ＴＶ）に接続された電子メモリ内に記憶するためのものであり、一般的
には、オンスクリーン・フォーマットして番組スケジュール情報をＴＶスクリーンに表示
することに備えていた。初期のＥＰＧは、通常、ＴＶ番組に重ね書きしており、視聴者と
の対話は極めて限定的なものであった。
【０００３】
最近のＥＰＧは、視聴者ＥＰＧ対話が改良されており、ＥＰＧの表示と同時にＴＶ番組の
ピクチャ・イン・ガイド（ＰＩＧ）表示ができるようになっている。国際出願第ＰＣＴ／
ＵＳ９５／１１１７３（国際公開第ＷＯ９６／０７２７０）はこのような改良を説明して
いるが、開示されているものを全て、参考文献として本願に援用する。しかしながら、こ
れらのＩＰＧは全て、セット・トップ・ボックス又はコンピュータを必要としている。従
って、複数のＴＶ受信器がある家庭では、複数のセット・トップ・ボックスが必要になる
。その結果、沢山のＴＶ受信器のある家では、費用が増すことになる。加えて、ＴＶ視聴
の嗜好や習慣が異なる別々のユーザーの間で、各人の必要性に合わせてＩＰＧをカスタマ
イズするような柔軟性も持ち得ない。更に、互いに関係が無く交信もできない複数のＩＰ
Ｇについて、両親が親としての制御を行うのは困難であるし時間も掛かる。
【０００４】
従って、ＩＰＧが幾つかのデータを共有し、競合及び矛盾しているリソースがあればユー
ザーにそれを知らせることのできるような、単一のセット・トップ・ボックス又は単一の
コンピュータに入る多重ＩＰＧシステムが求められている。又、複数のＩＰＧを親が集中
して制御できるようにすることも求められている。
【０００５】
（発明の概要）
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本発明は、多重ＩＰＧシステムに関する。複数の異なるユーザーそれぞれに、異なるＴＶ
番組と異なるＩＰＧを提供するシステムが、単一のセット・トップ・ボックスで実現され
ている。この単一のセット・トップ・ボックスは、複数の異なるＴＶ受信器に対して、デ
ータをプログラミングし、スケジューリングすることができる。更に、異なるＩＰＧのそ
れぞれが、共通のデータベースに記憶されている幾つかの共通のデータを、互いに共有し
ている。従って、第１のユーザーが見ている第１のＩＰＧは、システムの第２のユーザー
によって第２ＩＰＧを通して追加又は修正されたデータを、表示することができる。更に
、第２のユーザーによって追加又は修正されたデータは、第１のユーザーの視聴権に影響
を与えることもできる。又、ＶＣＲの予約録画等の限られたリソースに対して要求が競合
し矛盾する場合は全て、システムがユーザーに注意を喚起し、表示し、又は指示する。
【０００６】
（好適な実施例の詳細な説明）
全体システム
本発明のある実施例は、多くの即時アクセス可能な電子ＩＰＧを顧客に提供するシステム
である。多重ＩＰＧシステムを使えば、ユーザーはＴＶ番組及びスケジュール情報を各Ｉ
ＰＧで視ることができる。各ＩＰＧは、グリッドガイド、チャネルガイド、テーマガイド
を備えているのが好ましい。各ＩＰＧは、番組のタイトルと情報を受信し、記憶し、表示
し、他のＩＰＧと情報の幾つかを共有する。ＩＰＧのフォーマットと幾つかの特徴は、１
９９８年７月２１日出願の米国特許出願番号０９／１２０，４８８号「テレビ番組、ビデ
オ、公告情報、番組スケジューリング情報との制御インタフェースを表示し、記録するた
めのシステム及び方法」に記載されており、その開示内容の全てを参考文献として本願に
援用する。
【０００７】
多重ＩＰＧは、単一のセットトップボックスで具体化されるのが好ましい。別の実施例で
は、ＩＰＧは、複数のＴＶ受信器又は複数のスクリーンに接続されている単一のコンピュ
ータ内に在る。更に別の実施例では、ＩＰＧは、ＴＶ番組を複数のＴＶ受信器上で表示す
ることのできる単一の電子装置内に在る。このＩＰＧは、ＩＰＧを複数のＴＶ受信器又は
複数のディスプレイ上に表示することのできる他の装置にＩＰＧをダウンロードすること
のできる装置上に在る。又更に別の実施例では、ＩＰＧは、複数の電子装置又はセットト
ップボックス内に在るが、例えば、全ての個々の記録及び一連の記録に関する統合リスト
、将来のＰＰＶ購入、スケジュールされたチューンを含むスケジュールされたイベントリ
ストのようなデータをなお共有している。
【０００８】
ＩＰＧのユーザーは、カラフルな高解像度の番組ガイド、スクリーン、ポップアップをＴ
Ｖ上で表示するために「ガイド」「ＩＮＦＯ」等とラベル表示されたＩＰＧキーを使って
遠隔制御を行う。各ＩＰＧは、ユーザーが、時間とテーマによって番組を探索し、番組に
関する付加的情報を入手し、なお番組を視ながら他のチャネルで何が行われているかをブ
ラウジングすることができるように構成することができる。
【０００９】
各ＩＰＧは、ユーザーが、滅多に視ないチャネルをブロックし、好みのチャネルをリスト
の始めに置いて、自分のチャネルラインナップを作り上げることができるように構成する
ことができる。
【００１０】
多重ＩＰＧシステムは、データセンターと、ユーザーが家庭で番組データを受信できるよ
うにするデータ放送施設との包括的なネットワークを含んでいる。図１は、データセンタ
ーヘッド端末２０、ネットワークオペレーターヘッド端末３０、ＩＰＧ装置４０のネット
ワーク１を示す。
【００１１】
本発明のある実施例では、データセンターヘッド端末は、複数のデータソースから更新さ
れた番組情報を受信する。様々なソースからのデータは、データセンターヘッド端末で併
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合され、ネットワークオペレーターに送るのに備えられる。データは、ＦＴＰプロトコル
を使って、データセンターヘッド端末から、インターネット５０を経由して、ネットワー
クオペレーターヘッド端末のダウンロードサーバー６０に送られ、次にハイブリッドファ
イバー同軸ケーブル７０を通してＩＰＧ装置に送られる。ネットワークオペレーターヘッ
ド端末は、データセンターヘッド端末からデータをダウンロードするときには何時でも、
最も最新のスケジュールデータを受信する。
【００１２】
ネットワークオペレーターは、ガイド内に表示される番組情報の日の数と、ガイド内でカ
バーされるチャネルの数と、表示説明の量を決めることができる。ネットワークオペレー
ターは、ガイドのフォーマットの数も決めることができる。
【００１３】
ＩＰＧが、ＶＣＲの録画を管理、制御するように構成されている場合、ＩＰＧ装置は、赤
外線コマンドをＶＣＲに送るために使用される赤外線信号送信器を含んでいる。ＩＰＧが
、自動記録機能を除くように構成されている場合、ＩＰＧ装置は、赤外線信号送信器を含
んでいる必要はない。
【００１４】
ＩＰＧユーザーは、遠隔制御器を使ってＩＰＧ装置内の各受信器にコマンドを送ることに
よって、各ＩＰＧと対話する。ある実施例では、受信器は、赤外線又はＵＨＦ受信器であ
る。コマンドの例としては「ガイド」コマンドがある。グリッドガイドは番組情報をグリ
ッド型式で表示する。グリッドガイドを視るには、ＩＰＧユーザーは、遠隔制御器上の「
ガイド」キーを押せば、コマンドが赤外線又はＵＨＦ受信器に送られ、次にＩＰＧ装置が
キーをＩＰＧに送り、それでグリッドガイドが表示される。
【００１５】
グリッドガイドは、番組タイトル、チャネル、配列可能な数のチャネルに対するタイムス
ロット情報のグリッドを表示する。このガイドは、利用できるメモリーの量によって、そ
の日の、そしてＮ日先までの情報を表示する。ある実施例では、Ｎは６日である。各ＩＰ
Ｇは、グリッドガイド内に音楽選択チャネルを表示して、ユーザーがそれらのチャネルを
チューンし、或いは閉め出すことができるようにしている。
【００１６】
各ＩＰＧは、ユーザーに、各種のカラフルな高解像度のオンスクリーン番組ガイド、スク
リーン、及びユーザーが遠隔操作器上のキーを押すことにより表示するポップアップウィ
ンドウを含むインタフェースを提供する。ＩＰＧは、スケジュール情報に割り当てられて
いるメモリーの量と、ネットワークオペレーターにの指定する特徴のセットによって変わ
る。利用できるメモリーの量とネットワークオペレーターの指定とによって、ガイド内に
表示される日にちの数と番組説明の量は、変えることができる。
【００１７】
各ＩＰＧは、ユーザーが、ガイドを視ながら「ＩＮＦＯ」又は「選択」キーを押すことに
よって、番組の筋、出演者、番組に対する評価のような付加的情報を見ることができるよ
うに構成することができる。ＩＰＧには、ユーザーが、ガイドからＶＣＲの録画を予約で
きるようにする機能を含ませることもできる。ガイド内の番組の１つの上にカーソルがあ
る状態で、ユーザーが「ＩＮＦＯ」又は「選択」を押せば、その番組に対する情報ポップ
アップが表示される。
【００１８】
番組は、ＩＰＧテーマガイド選択を使って、テーマによって探索することができる。テー
マガイド選択を使えば、ユーザーは、時間、チャネル、又はタイトルだけではなく、カテ
ゴリー及びサブカテゴリーによって番組を選択することができる。ユーザーが「映画」の
ようなカテゴリーを選択し、次に「全映画」のようなサブカテゴリーを選択すれば、その
サブカテゴリーに合う番組がテーマガイド上に表示される。テーマガイドスクリーン上で
は、ユーザーは、番組を、時間、チャネル、アルファベット順でソートすることができる
。ネットワークオペレーターは、テーマガイド用に、テーマカテゴリー及びサブカテゴリ
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ーを配列し、操作することができる。
【００１９】
各ＩＰＧは、ユーザーが、チャネルサーフィンをする際に、どのチャネルをガイドに表示
し、どのチャネルに各ＩＰＧ装置を合わせるかを選択することによって番組ガイドを調整
できるように構成することができる。ユーザーは、滅多に視ないチャネルを、選択から外
すことができる。選択から外されたチャネルは、ガイドには表示されず、ユーザーが遠隔
制御器のＣＨ↑又はＣＨ↓キーでチューンするときにはとばされる。ユーザーは、チャネ
ル順を変えて、最もよく視るチャネルをリストの最上部に置くことができる。ユーザーは
又、好みのチャネルスクリーンを通してチャネルを選択することができる。各ＩＰＧは、
ユーザーがＴＶを視ながらＦＡＶを押せば、好みのチャネルを通して調整できる。
【００２０】
ユーザーは、チャネルをチューンし、ブラウジングすることができる。どのガイドからも
、ユーザーは、番組タイトルを強調表示して「ＩＮＦＯ」又は「選択」を押し、ＩＮＦＯ
ポップアップを表示し、次にポップアップ上の「ＴＵＮＥ」ボタンを選択すれば、他のチ
ャネルに合わせることができる。
【００２１】
ＴＶを視ながら合わせるために、ユーザーがＣＨ↑又はＣＨ↓を押せば、システムは、カ
スタマイズされたチャネル順又はデフォルトチャネルマップでの、次又は前のチャネルに
合う。
【００２２】
ユーザーは又、視ているチャネルにＴＶを合わせたままで、チャネルを通して「ブラウジ
ング」し、他のチャネルで何が放送されているのかを見ることができる。ＴＶを視ながら
遠隔制御器上の↑又は↓矢印のキーを押せば、ユーザーは、次又は前のチャネルのタイト
ル、時間、解説、長さを見ることができる。
【００２３】
各ＩＰＧは、ユーザーが、スクリーン表示位置及びユーザー嗜好のようなＩＰＧ機能をセ
ットアップできるフルメニューシステムを含んでいる。ＩＰＧスクリーン機能の１例は「
表示位置調整」のスクリーン機能である。各ＩＰＧのもう１つの特徴は、ＩＰＧメニュー
からセットアップできる「インターネット」アクセスである。
【００２４】
各ＩＰＧは、ユーザーがＴＶの視聴を阻止できる「親制御」の特性を含んでいる。例えば
、ユーザーは、全チャネルをロックすることができ、即ち、ＩＰＧを完全にロックしてど
の機能も使えなくし、或いは、対話型ペイパービュー（ＩＰＰＶ）購入を制限することが
できる。
【００２５】
各ＩＰＧは、ユーザーが、現在の及び将来のＩＰＰＶ番組を購入できるようにする。ＩＰ
ＰＶの番組、解説、購入情報はガイド内に表示される。各ＩＰＧは又、ネットワークオペ
レーターがオペレーターのメッセージを表示できるようにする。
【００２６】
ユーザーは親制御パスワード及び購入パスワードをセットアップできる。親制御を使うに
は、ユーザーはまず親パスワードをセットせねばならない。衝動的にＰＰＶを買いたくな
っても、ユーザーは購入パスワードをセットアップする必要はない。仮にユーザーが購入
パスワードをセットアップしてしまうと、システムは、購入を完了するために、ユーザー
にパスワードの入力を要求する。
【００２７】
各ＩＰＧは、ある一定のチャネル状態判定基準が満たされた場合に使用されるバーカーを
記憶している。バーカーは、画面に表示され、ユーザーに情報を提供し、又はユーザーが
取るべき行動を指示することのできるメッセージである。オペレーターは、記憶されたバ
ーカーの代わりにビデオバーカーを準備して使えるようにすることもできる。
【００２８】
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各ＩＰＧは、発信者ＩＤ及びメッセージ待ちの情報を、ＴＶ状態及びガイド表示中の両方
に表示できる。加えて、ユーザー嗜好及び発信者ＩＤログはメインメニューで利用可能で
ある。
【００２９】
ＩＰＧスクリーン及びポップアップは、ＴＶ画面の工業安全タイトルエリアに表示される
。各ＩＰＧ表示は、高解像度ピクセルベースディスプレイであるのが望ましい。
【００３０】
多重ＩＰＧシステムは、多ソースである。多重ＭＰＥＧストリームは家中の複数のＴＶ受
信器に届けられるが、各ストリーム（又はソース）は異なるチャネルに変調されている。
ある実施例では、多重ＩＰＧシステムは、各ソースにつき１つずつＩＰＧの独立したイン
スタンスを提供する。ある好適な実施例では、システムは、各ソースにつき１つずつ相互
依存型ＩＰＧを提供する。後者の実施例では、異なるＩＰＧのそれぞれは、共通のデータ
ベースに記憶されている幾つかの共通データを互いに共有する。更に、各ＩＰＧは、該特
定のＩＰＧに固有のデータも含んでいる。従って、システム内の第1のユーザーが見てい
る第１のＩＰＧは、第2のユーザーによって第2のＩＰＧを介して付加又は修正されたデー
タを表示できる。更には、ＶＣＲの予約録画等の限られたリソースに対して要求が競合し
矛盾する場合は全て、システムがユーザーに注意を喚起し、表示し、又は指示する。
【００３１】
例えば、ペイパービュー方式（ＰＰＶ）の予約された時間及び／又は全ユーザーのこれか
ら先の購入についての包括的なリストは、どのユーザーがどのＴＶで見ても表示できるよ
うになっている。更に、第2のユーザーにより既にオーダーされているＰＰＶ番組を第1の
ユーザーがオーダーしようとすると、システムは第1のユーザーに既にオーダーが入って
いる（又は入る予定である）旨の指示を与える。又更に、第1のユーザーが第1の番組の録
画を予約し、第2のユーザーが同じ時間に放映予定の第2の番組を予約録画しようとする場
合には、システムは第2のユーザーに指示を与え、全てのユーザーが記憶させた録画予約
を表示する。
【００３２】
更に、あるユーザーによる（マスターパスワードを使っての）親制御阻止判定基準は、他
のユーザーが当該番組を見る場合に影響を及ぼす。例えば、第1のユーザーが、第2のユー
ザーにより（マスターパスワードで）設定された阻止判定基準を満たすある番組を見よう
とすると、その番組は阻止され、第1のユーザーはその番組を見ることができなくなる。
【００３３】
多重ＩＰＧは、多数のユーザーパスワードの階層をサポートする。例えば、家族の中では
、両親が最も高い階層（マスターパスワード）を持ち、十代の若者が２番目の階層のパス
ワードを持ち、最も小さい子供たちがそれより下の階層のパスワードを持つ。階層の高い
パスワードを持っているユーザーは、階層の低いパスワードを持っているユーザーが行っ
た変更を無効にすることができる。マスターパスワードを有するユーザーは、他の全ての
ユーザーが行った変更を無効にできる。マスターパスワードを持つユーザーは、他のユー
ザーの氏名及び／又はプロフィールに基づいて、他のパスワードに関して優先順位を設定
する。各パスワードはそれぞれのメモリ場所に記憶される。あるパスワードが入力される
と、マイクロプロセッサは、入力されたパスワードの優先順位とそのパスワードに割り当
てられた特権を、メモリに記憶されているパスワードに関係する各ユーザープロフィール
又は情報に基づいて判定する。
【００３４】
セット・トップ・ボックスは、多重ＭＰＥＧストリーム（ソース）が家中に同時に届けら
れ配給されるようにしている（説明を簡単にするために、３ソース・セット・トップ・ボ
ックスを例に挙げるが、本発明は数個のソースのセット・トップ・ボックスに間単に拡張
できる）。 これらのストリームは、それぞれが異なるチャネルに変調されるので、多重
ストリームはどれでも所与の場所で見ることができる。多重独立ＩＰＧは、ソース毎に１
つ設けられる。各ＩＰＧは、チャネルラインナップ、好みのチャネルのリスト、及びパス
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ワードのセットなどのユーザーが指定可能な当該ＩＰＧ自身用のデータを有している。複
数のＩＰＧで共通データベースを共有し、多くの場合に互いに対話する。
【００３５】
ＩＰＧは、特定のユーザーに合わせてカスタマイズし、特別仕様とすることもできる。特
定ユーザーは、ＴＶ受信器がオンになったときにユーザー名と関連パスワードを表示画面
中の適当なフィールドに入力することにより識別される。ユーザーが一旦識別されると、
各ＩＰＧは識別されたユーザーに合わせて表示される。代わりに、ＩＰＧはソース毎に特
定化されていてもよく、これは、識別されたユーザーが誰であっても、どのＴＶがつけら
れたかによって特定のＩＰＧが表示されるというものである。
【００３６】
図１Ｂは、本発明の実施例の構成要素のブロック線図であり、従来型のＴＶ受信器及びモ
ニター１７、１８、１９に送り込む単一のセット・トップ・ボックスに設けられているも
のである。セット・トップ・ボックスは、デジタルＴＶ信号を受信し、それらをアナログ
ビデオ及びオーディオドライブ信号に変換する。デジタルＴＶ信号は、ＡＴＳＣのような
確立された標準フォーマットに従ってパケットに配列される。構成要素には、マイクロプ
ロセッサ１０、マイクロプロセッサ１０に連結されたメモリーコントローラ又はダイレク
トメモリーアクセス（ＤＭＡ）デバイス７、ＭＤＡデバイス７及びマイクロプロセッサ１
０に連結されたＲＡＭ８、全ての構成要素と連結されている同期（ｓｙｎｃｈ）及びタイ
ミング回路６、データデパケッタイザ２、デパケッタイザ２に連結されたデコーダ３、デ
コーダ３及びマイクロプロセッサ１０に連結されたＩＰＧデータエキストラクタ４、ＩＰ
Ｇデータエキストラクタ４に連結されたチューナ１１－１３、チューナ１１－１３に連結
されたＭＰＥＧデコーダ１４－１６、マイクロプロセッサ１０及びＤＭＡデバイス７に連
結されたディスプレイジェネレータ９、及びディスプレイジェネレータ９に連結されたＴ
Ｖ受信器１７－１９が含まれる。
【００３７】
マイクロプロセッサ１０は、如何なるデータ移動オペレーションにも参加することなく、
2方向通信経路を介してセット・トップ・ボックスの他のコンポーネント全ての活動を構
成し調整する。マイクロプロセッサ１０は、多重タスキングモードで動作するように番組
され、そのモードではモニター１７、１８、１９に対するＴＶ番組信号含むビデオ及びオ
ーディオドライブ信号、及びＩＰＧ信号が生成される。マイクロプロセッサ１０は、ＤＭ
Ａコントローラ７を代理として使って、アドレス情報を提供し、及びデータの提供（書き
込みの場合）又はデータの受信（読み取りの場合）の何れかを行うことにより、ＲＡＭ８
にアクセスする。
【００３８】
本発明はＲＡＭをいくつ備えていても機能するが、ＲＡＭは１つであることが望ましい。
ＲＡＭ８には、４つの異なる構成要素、即ち、マイクロプロセッサ１０、ＩＰＧデータエ
キストラクタ４、ＭＰＥＧデコーダ１４－１６、ディスプレイジェネレータ９がアクセス
する。ＤＭＡは多重化及び仲裁用の回路であり、４つの構成要素の間でアクセスを切り替
えることによりＲＡＭ８の共有をやり易くする。ＤＭＡは、アクセスサイクルの間に、順
番に当たっていない構成要素からのデータ入力を一時的に記憶するバッファメモリを含ん
でいてもよい。ＤＭＡ７は、テキスト及びビデオデータをＲＡＭ７の正しいアドレスに記
憶し、その後必要に応じてＲＡＭ７の選択されたアドレスから適当なデータを検索する。
【００３９】
デジタルデータストリームが受信されると、それらデータはデパケッタイザ２によりデパ
ケットされて、オーディオ、ビデオ、及び補助的（ＩＰＧデータを含む）データストリー
ムになる。デコーディング、エラー検知、エラー校正機能はデコーダ２により行われる。
次に、ＩＰＧデータは、エキストラクタ４によりデータストリームから抽出され、ＲＡＭ
８に記憶される。データストリームが３つのチューナ１１－１４に送られ、各チューナの
出力はＭＰＥＧデコーダ１４－１６によってデコードされる。デコードされたオーディオ
及びビデオデータは、次にＤＭＡ７によりディスプレイジェネレータ９に送られる（又は
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ＲＡＭ８に記憶される）。 ディスプレイジェネレータ９は、次にビデオ及びオーディオ
データを各ＴＶ受信器１７－１９に出力する。タイミング回路６は全構成要素に対してタ
イミング及び同期化信号を提供する。
【００４０】
多重ＩＰＧ用のデータは、ＤＭＡコントローラ７を介してＭＰＥＧデコーダ１４－１６に
連結されているシステムＲＡＭ８に記憶される。全てのＩＰＧに対して共通のデータは、
全てのＩＰＧがアクセスできるＲＡＭ内のあるセグメントに記憶されていることが望まし
い。特定のユーザー又は特定のＴＶ受信器に基づく各ＩＰＧに特定のデータは、ＲＡＭ８
の別のセグメントに記憶され、それぞれのＩＰＧからアクセスできるようになっている。
あるＩＰＧに特定のデータの例としては、チャネル順序、チャネルセットアップ、ガイド
のフォーマット、背景色等のガイド個別化が挙げられる。ＲＡＭ８は、チューナ毎に所与
のチャネルのオーディオ及びビデオデータに関連するデジタルデータをバッファする機能
も併せ持っている。
【００４１】
マイクロプロセッサ１０は、システムＲＡＭ８に記憶された多数のＩＰＧを周期的に更新
する。ＩＰＧは、特定のユーザー及び／又は特定のＴＶ受信器にとって特定のものである
。ユーザーが特定のＩＰＧを表示しようと決めると、ディスプレイジェネレータ９は、マ
イクロプロセッサ１０の制御下で、ＤＭＡコントローラ７を介してＲＡＭ８からＩＰＧ共
通データとＩＰＧ特定データを検索する。次に、ディスプレイジェネレータは、特定のＩ
ＰＧを各ＴＶ受信器に出力する。
【００４２】
ある代表的実施例では、ディスプレイジェネレータ９は、各ＴＶ受信器毎にＶＣＨＩＰの
機能を含んでいる。従って、阻止判定基準に見合うＴＶ番組はどれも各ＴＶ表示から遮断
される。別の代表的実施例では、それぞれにＭＰＥＧデコーダ、マイクロプロセッサ、及
びディスプレイジェネレータに連結されている３つのＶＣＨＩＰがあるのが望ましい。
【００４３】
図１Ｃは、本発明のためのソフトウェアアーキテクチャのブロック線図を示している。Ｉ
ＰＧデータは、共通のＩＰＧフレームワーク21内で記憶され、編成される。ＩＰＧデータ
は、３つのＩＰＧアプリケーション２２－２４の間で共有される。共通のＩＰＧフレーム
ワーク２１は、ＩＰＧアプリケーション２２－２４のそれぞれからのデータリクエストに
応答するＩＰＧデータベースマネジャ２５を含んでいる。
【００４４】
ＩＰＧアプリケーション２２－２４はそれぞれに、ユーザーからのデータを受け取るため
のユーザーインターフェース（ＵＩ）と、データをガイドフォーマットで表示するための
グラフィクスジェネレータとを含んでいる。共通のＩＰＧフレームワーク２１のＩＰＧデ
ータベースマネジャ２５は、各ユーザーによるＩＰＧデータに対する変更の全てを追跡す
る。要約すると、全３つのモニター用のＩＰＧデータは、1つの場所即ちＲＡＭ８に記憶
され、全３つの遠隔制御装置（ＲＣＵ）５ａ、５ｂ及び５ｃからのコマンドは、１つのプ
ロセッサ即ちマイクロプロセッサ１０により受信され、処理され、全３つのＲＣＵからの
コマンドに応答して形成された個別のＩＰＧ画像は、１つのディスプレイジェネレータ即
ちディスプレイジェネレータ９内で生成されるということである。
【００４５】
予定されたイベントリストは、全個別録画及び連続録画、これからのＰＰＶ購入、及び予
定整調についての集合リストを含んでいる。図３１は、予定されたイベントリストの例を
示している。予定イベントリストに含まれる情報は、ネットワークレベルで維持されてよ
いし、ユーザーレベルで維持されてもよい。本発明は、予定イベントリストを含んでいる
ＵＩを含んでいる。ネットワークは、購入される全てのショーに関するイベントＩＤをＵ
Ｉに提供し、ＵＩはそれらＩＤに関するタイトルを表示する。予定イベントリストは、全
てのユーザーで共有される。ある実施例では、番組は日付と時間の順に掲げられる。仮に
現在イベントがある場合には、そのイベントは一番上に掲げられ、次に起きるイベントが
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その下に掲げられる。この画面から、ユーザーは次のこと、即ち、
・購入予定番組を見る、
・購入しようとしている番組と矛盾するものの認知、
・購入しようとしている番組の情報の入手、
・購入しようとしている番組の取り消し、
を実行することができる。
【００４６】
各ユーザーは、同じ予定イベントリストの提供を受ける。あるユーザーがＰＰＶ番組をオ
ーダーすると、ガイドは、予定イベントをガイド内と全３つのソースに関する予定イベン
トリスト内とに表示する。ユーザーが予定の購入を取り消せば、どのガイドにもどの予定
イベントリストにも当該購入は表示されなくなる。しかしながら、購入が別のユーザーに
より予定されたものであったなら、取り消そうとするユーザーは優先権がより高いパスワ
ードを持っていないとその予定イベントを取りけすことができない。これにより、ユーザ
ーが知らないで同じ番組を二重に購入すること、又は１つの購入を取り消しても知らない
うちにその購入がもう１つ起きることを防止できる。矛盾がある場合には、矛盾する番組
はこの画面内で強調表示される。加えて、新しいポップアップ（指示表示）画面が現れて
、ユーザーに矛盾を通知する。
【００４７】
図３２は、既に予約されているＰＰＶ購入を要求している第2のユーザーに通知する場合
の指示表示ウインドウの例を示している。本例では、第2のユーザーが知らないうちに、
第1のユーザーがＰＰＶ番組として「エリザベス」を購入することを要求し、第1のタイム
予定で見ることになっていた。システムは第2のユーザーに矛盾を通知し、第2のユーザー
に第1のユーザーの予定イベントを無効にしたいかどうかを尋ねる。第1のユーザーよりも
パスワードのレベルが高いユーザーにしか、矛盾リソースに関して第１ユーザーの要求を
無効にすることはできない。第2のユーザーが優先権がより高いパスワードを持っていれ
ば、そのユーザーは「エリザベス」の放映時間を予約しなおすことができる。
【００４８】
概括的には、多数ソースアーキテクチャのＩＰＧの主な利点は、ユーザーがＩＰＧの多数
のインスタンス（例では３つ）を同時に使用できるようになることである。これには、以
下の事柄が含まれるがそれらに限定されるわけではない。
【００４９】
１．ユーザーは３つの異なるチャネルを同時に見ることができる。
２．ユーザーは３つの別個の「カスタムチャネル」を持つことができる（従って、親の寝
室ではチャネルのリスト、チャネルの順番、及び好みのチャネルも、子供たちの寝室のと
は全く異なっていよう）。
３．ユーザーは、親制御型チャネル及びパスワードの３つの別個のグループを持つことが
できる。これは、親は子供たちの寝室のＴＶに（例えば）シネマックスが映らないように
し、自分たちの寝室ではそれを見られるようにできるということを意味している。
４．ユーザーは、同時に矛盾無く起きる３つの異なる自動調整を有する。例えば、居間の
ＴＶは「フレンズ」に合わせ、それと同時に子ども部屋のＴＶは「バーニー」に合わせる
こともできる。これは単一ソース環境では矛盾をきたす結果を招くこととなる。
【００５０】
多重ＩＰＧは、潜在的な矛盾を解決するために互いに対話するに当たって共通のデータベ
ースを使用する。以下に、ユーザーインターフェースに伴う解決困難な問題を回避するた
めに、ガイドが互いに対話せねばならない幾つかの例を挙げる。
【００５１】
１．ペイパービューをオーダーすることはネットワークの端末で取り扱われるので、ＩＰ
ＧはＰＰＶ購入の状況について何の独立した知識も維持しておらず、ネットワークにより
提供された購入の集合リストの結果を表示する。ユーザーが１つのソースに関するＰＰＶ
番組をオーダーすると、ガイドはガイド内及び全３つのソースの予定イベントリスト内に
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予定イベントを表示する。ユーザーがある予定購入を取り消すと、この購入はどのガイド
にも、どの予定イベントリストにも表示されなくなる。これにより、ユーザーが知らない
で同じ番組を二重に購入すること、又は１つの購入を取り消しても知らないうちにその購
入がもう１つ起きることを防止できる。
【００５２】
２．ユーザーが自分のパスワードを忘れて、パスワードをリセットするためにサービスプ
ロバイダを呼び出す場合には、全３つのソースのパスワードがリセットされることになり
、個別的に再入力されねばならない。これにより、ユーザーは、ソース毎にパスワードを
リセットするためにサービスプロバイダに何度も電話をかけることがなくなる。
【００５３】
３．ユーザーが発信者ＩＤログ（以下を参照）を表示するときは、ＩＰＧは集合リストを
示すことになる。二人のユーザーが異なるソース上に発信者ＩＤを表示しており、一方の
ユーザーがメッセージを削除した場合、その削除は、他方のソースのログ上では、当該ユ
ーザーが当該ログを閉じるまでは発生しない。
保護者（親）コントロール特性
この複数対話型プログラムガイド（ＩＰＧ）は、全て、同時係属中の、１９９８年１２月
２８日米国特許出願第０９／２２１，６６５号（「ＶＣＨＩＰ　ＰＬＵＳ－保護者コント
ロール装置および方法」）の特性を支持することが可能であり、同出願の開示を、ここに
引用することによって、全ての目的について、本出願において全体を述べたと同じ扱いと
して、本出願に含めることとする。
【００５４】
ＶＣｈｉｐ　Ｐｌｕｓ＋インガイド・モードでは、あるショーを禁止すべきかどうかを決
めるのに、２個のデータソースを併用する。すなわち、ダウンロードして、ガイドに保存
されてたデータ（チャンネルリスト、ショー予定、ショーランク）、および、ＶＢＩ経由
で送信されたランクデータである。通常のＶ－Ｃｈｉｐ装置は、あるショーをランクで禁
止すべきか否かを決めるのに、ＶＢＩ経由で送信されたデータを用いる。このランク付け
データは、最も短くて１５秒毎に送られる。従って、一人の保護者が禁止したいと思うシ
ョーが、禁止が実際に実行される前に、最大１５秒見られることがあるかも知れない。Ｖ
Ｃｈｉｐ　Ｐｌｕｓ＋インガイド・モードは、ＩＰＧの各々について既に保存されている
、ショーのランク付けデータを用いて、そのショーについて始まったら直ちに禁止すべき
かどうかを決定し、さらに、ＶＢＩデータを用いて、そのショーが正しく禁止されたかど
うかを確認する。もしもそのショーが間違って禁止されたのであれば、その禁止は解除さ
れる。ある任意のショーについて、そのガイドが保存されたランク付けデータを持たない
場合、ＶＢＩデータが入手され、禁止決定が為されるまで、そのショーへのアクセスは可
能である。
【００５５】
ニュースおよびスポーツ番組以外の、参加ネットワークのショーは、ＴＶ保護者用ガイド
ライン・ランク、または、ＭＰＡＡランク（ＴＶ用に修正されていない映画用）のいずれ
かに基づいて等級がつけられる。しかしながら、ＶＣＨＩＰ　Ｐｌｕｓ＋では、ランク付
けされていない番組を禁止する能力が供給される。その意図は、両親にたいして、いくつ
かのニュースやスポーツ番組の内、有害となる可能性を持つ内容を、子供達に見せたいと
思うかどうか判断する際の意志決定にコントロールを付与することにある。
【００５６】
各ＩＰＧは、ユーザーがある種のプロフィール情報を提供することを要求する。ユーザー
によって供給される情報の内あるものは、機器特異的で、全てのＩＰＧに共通であり、例
えば、ユーザーのジップコード（郵便番号に相当）、ユーザーが契約しているＴＶ、ケー
ブル、および、衛星の各サービス、前記契約期間の長さ等である。また別の情報として、
各ユーザーまたは各ＴＶセットに特異的なもので、例えば、ＴＶの型、ＴＶの使用期間、
ユーザーの第一お気に入りチャンネル、ユーザーの好みの番組、および、ユーザーがＴＶ
を観賞する可能性のもっとも高い時間帯等がある。ユーザーがこの情報を提供するのを拒
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絶した場合、各ＩＰＧは、同時係属中の、１９９８年７月２１日登録特許申請連番第０９
／１２０，４８８号（「テレビジョン番組、ビデオ、広告情報、および、番組予定情報を
備える制御インターフェイスを表示・記録する装置および方法」）に記載された情報を「
学習」しようと努める。この申請書の開示を、ここに引用することによって、全ての目的
について、本申請書において全体を述べたと同じ扱いとして、本申請書に含めることとす
る。
【００５７】
ＴＶの電源がオンされた場合、表示は、自動ガイド・オン活性化の有無に依存する、また
は、ショーの導入部は禁止される、または、ＴＶの遠隔パネル、または、前面パネルを用
いて、ＴＶがオンされる。自動ガイド・オンが活性化された場合、ＴＶがオンされると、
付属のＩＰＧが現れる。マスターパスワードが設定された場合、ユーザーは、ユーザープ
ロフィールによって供給される、ショー、特別番組や映画にアクセスする。一つの実施態
様では、禁止される、全てのショー、チャンネル、時間帯等は、それぞれのＩＰＧにおい
てそのようにマークされる。またある別態様では、禁止されたショーは、それぞれのＩＰ
Ｇには現れない。ユーザーは、ガイドの内の、制限されないショー、特別番組および映画
の全てについて、パスワードを入力することなくアクセスする。制限されているショーに
アクセスしようとすると（ＯＫまたはＧｕｉｄｅキーを押すことによって）、または、制
限されている特別番組にアクセスしようとすると（活性化ボタンを通じて、遠隔パネル上
の何かのイネーブルボタン、多分、録画ボタンを通じて、また、ＶＣＲ　Ｐｌｕｓ＋キー
を通じて録画することによって）、または、制限されている映画にアクセスしようとする
と（メニューバーからスクロールで入り込もうとしたり、同メニューのＯＫボタンを押す
ことによって）、パスワード・ダイローグボックスが画面に現れる。ユーザーがマスター
パスワードを正しく入力した場合、ユーザーは、全てのショーにたいする、また、それぞ
れのガイドや特性の全ての領域にたいするアクセスを獲得する。ユーザーがマスターパス
ワードを入力しない場合、そのユーザーは、ユーザープロフィールによって定義されるア
クセスを維持する。ユーザープロフィールは全て、マスターパスワードを有するユーザー
によって修正が可能である。
【００５８】
自動ガイド・オンが活性化されていない場合、ＴＶのチャンネル合わせが行われても、そ
れぞれのＩＰＧは現れない。マスターパスワードが設定されると、ユーザーは、ユーザー
プロフィールによって供給されるショー、特別番組および映画へのアクセスを入手する。
ショー導入部が禁止されていない場合、そのショーのビデオが画面に現れる。ショー導入
部が禁止されている場合、パスワード・ダイアローグボックスが画面に現れる。再び、ユ
ーザーがマスターパスワードを正しく入力すると、全てのショー、および、ガイドおよび
特性領域へのアクセスを獲得する。ユーザーがマスターパスワードを入力しない場合は、
ユーザープロフィールで定義された通りのアクセスを維持する。
【００５９】
図３３は、ＶＣＨＩＰ　Ｐｌｕｓ＋機能にたいする各ＩＰＧのＵＩの一例を示す。このＶ
ＣＨＩＰ　Ｐｌｕｓ＋メニュー画面は、全てのＶＣＨＩＰ　Ｐｌｕｓ＋画面へのアクセス
を供給する。これらの画面は、ただ、マスターパスワード・モードにおいてのみアクセス
が可能である。ユーザーはメニューバーをスクロールダウンして、望みの特性のタイルを
強調する。図３４は、ＴＶランクの選択を示す。ユーザーはＯＫ／Ｓｅｌｅｃｔキーを押
し、強調されたＶＣＨＩＰ　Ｐｌｕｓ＋特性に関連する画面に入る。マスターパスワード
・モードからではないユーザーがこの画面にアクセスしようとすると、そのユーザーには
、マスターパスワード入力を促すプロンプトが提示される。マスター・モードにいない場
合には、これらのメニュータイルは暗くなっており、アクセス不能になっているのが好ま
しい。ＶＣＨＩＰ　Ｐｌｕｓ＋画面は、メニューバーからアクセスされる。ユーザーは、
メニューバー上の「ＶＣＨＩＰ　Ｐｌｕｓ＋」ボタンを強調し、次にスクロールダウンし
て、ＶＣＨＩＰ　Ｐｌｕｓ＋の機能メニューから選択する。ＶＣＨＩＰ　Ｐｌｕｓ＋画面
全体を通じて、（青）活性化ボタンは、禁止を外すのに使用され、別の（緑）活性化ボタ
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ンは、ショー、時間帯、チャンネル等を禁止するのに使用される。強調されたタイルが最
近禁止を解除されたものである場合、青の活性化ボタンは空白となり、緑の活性化ボタン
は「禁止」と標識される。この強調タイルが禁止とされると、青の活性化ボタンが「禁止
解除」と標識され、緑の活性化ボタンが空白になる。ただし、その強調タイルがショーの
タイトルである時は別である。禁止されているショーのタイトルが表示されると、緑の活
性化ボタンが「予定」と標識され、その予定画面へのアクセスを与えて、禁止等級を、デ
フォールトから、一日１回、または、一週１回修正する。
【００６０】
監視・記録特性の場合と同様、禁止されたショーは、一日１回または一週１回設定されて
もよい。これは、いずれのものであってもよいが、その禁止設定すべき個々のショー（こ
れは、チャンネル、時間、または、ランクによっては、禁止されるすべてのショーにたい
しては適用されない）を、予定行列の中に挿入することによって実行する。これらの禁止
されるショーは、録画し、観賞するように設定されたショーと共に、時間順序に混ぜ合わ
される。ＶＣＨＩＰ　Ｐｌｕｓ＋またはＧＵＩＤＥ　Ｐｌｕｓ＋画面において、禁止され
ているショーを強調しながら、青の活性化ボタンを押してＳｃｈｅｄｕｌｅに入ることに
よって、または、メニューバー上のＳｃｈｅｄｕｌｅから入ることによって、録画し観賞
するように設定されるショーにたいしてするの同じやり方で、”Ｃｈａｎｇｅ”と標識さ
れた活性化ボタンを押すことによって、ユーザーは、禁止の等級を修正することが可能で
ある。これは、等級選択を通じて循環する。等級修正は、ただ、ＩＰＧがマスター・モー
ドにある場合にのみ可能である。
【００６１】
各ＩＰＧにおける予定事象（録画、観賞、または、禁止が予定されているショー）は、Ｅ
ＥＰＲＯＭ（図示せず）のような、単一機器内部の、単一不揮発性メモリーに保存が可能
である。停電が起こった場合、予定された事象はセーブされる。
【００６２】
マスターパスワード
本発明の一つの実施態様においては、４個のディジタル数から成るマスターパスワード設
計が使用されており、これによって、一旦マスターパスワードが定められたならば、ユー
ザープロフィールの確定が可能となり、ガイド画面やショーへの無制限の（防御無しの）
アクセスが与えられる。ただ一つのマスターパスワードのみ確定可能である。これは、最
初のセットアップの際に確定するか、後にガイドメニュー（図３３参照）で、または、Ｔ
Ｖモードで、パスワード画面に入力することによって確定する。一旦、マスターパスワー
ドが確定されたならば、このマスターパスワードは入力され、禁止または禁止解除を実行
する。できれば、Ｓｅｔｕｐ（設定）、Ｅｄｉｔｏｒ（編集）、ＶＣＨＩＰ　Ｐｌｕｓ＋
画面へのアクセスの際にもマスターパスワードの入力が要求され、それによって、多数の
ＩＰＧ間での衝突を解消するようになっていることが好ましい。マスターパスワードが一
旦入力されたならば、ＴＶは、そのＴＶが切られるまで、ユーザーがＶＣＨＩＰ　Ｐｌｕ
ｓ＋を実行するまで、または、ユーザーが正しくパスワードを入力した時点から数えて、
ある時間遅れの生ずるまで、マスターパスワード（無防御）モードになっている。
【００６３】
マスターモードにあるユーザーは、さらに、他のユーザーに先んじてパスワード優先性を
設定することが可能である。例えば、第２ユーザーは、第３ユーザーよりも高い優先権を
持つパスワードを持つことが可能である。第３ユーザーよりも高い優先パスワードを持つ
第２ユーザーは、第２ユーザーの好みにおいて、第３ユーザーとの間に起こる衝突の内の
いくつかを解消し、第３ユーザーの選択能力のいくつかを陵駕することが可能である。
【００６４】
ＵＩは、ユーザー（両親）が、自身のパスワードを確認すること、また、パスワードを紛
失した場合には、ロックアウトを無効とすることを可能にする。
【００６５】
（１）固定的優勢パスワード。これは、装置に配線として組み込まれており、ユーザー定
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義によるパスワードの紛失時にいつでも利用が可能である。
（２）入力をＸ回繰り返すと、それが、新しいパスワードを定める。パスワードを紛失し
た場合、同じパスワードをＸ回繰り返し入力し、その行程の終了時に、ユーザーに新しい
パスワードが確定された旨の通知をすることによって、新しいパスワードが作成される。
（３）ある一定時間の電力遮断により、新しいパスワードの入力が可能となる。これによ
って、保護者は、パスワード紛失の後でも、装置の「プラグを引き抜いて」、コントロー
ルを回復することが可能となる。
（４）特別のサービスモードを通じてパスワードの再検査・再入力を実施。両親のみが、
この特別サービスモードにアクセスできるよう制限することによって、このやり方で、安
全にパスワードを見ることが可能である。
【００６６】
上記の、パスワード取り扱い法は、パスワードが最後に使用された、または、変更された
時を記録することによってさらに強化することが可能である。
【００６７】
図３５は、マスターパスワード操作のフローチャートである。もちろん、全ての操作がパ
スワードを要求するわけではない。ブロック３９１に示すように、下記の操作はパスワー
ド保護される、すなわち、パスワードを変更する、Ｖ－Ｃｈｉｐランクを変更する、「禁
止される」番組を消去する、または、「禁止される」チャンネルを消去する、「子守」機
能を変更する、「子守」機能内部の番組またはチャンネルの禁止を解除する、クロックを
変更する（これは、別のクロックによって、ＶＣＨＩＰ　Ｐｌｕｓ＋は別の番組を禁止す
ることになるからである）、および、チャンネルマップを変更する（これは、別のチャン
ネルマップによって、ＶＣＨＩＰ　Ｐｌｕｓ＋は別の番組を禁止することになるからであ
る）等の操作である。
【００６８】
マスターパスワード所有ユーザーは、各ユーザープロフィールにたいして、特定の観賞（
禁止）パラメータを確定すること、各ユーザープロフィールにたいして特定の特別使用制
限（録画または観賞を不能とする）を確定すること、マスターパスワードを修正すること
、または、全てのＩＰＧにたいして全画面の入力を実行すること、全てのショーを観賞で
きるように観賞、録画、または、予定を組む、ことが可能である。しかし、無制限にショ
ーや、チャンネルや、時間帯や、特別番組や、ガイド画面にアクセスするのに、マスター
パスワードの入力は必ずしも必要ではない。禁止されているショーにアクセスしようとす
ると（ＴＶモードでそれにチャンネルを合わせて、または、ガイド画面においてＯＫまた
はＧｕｉｄｅキーを押すことによって）、または、制限されている画面にアクセスしよう
とすると（メニューバーからスクロールで入り込もうとしたり、同メニューのＯＫボタン
を押すことによって）、または、制限されている特別番組にアクセスしようとすると（活
性化ボタンを通じて、遠隔パネル上の何かのイネーブルボタン、多分、録画ボタンを通じ
て、また、ＶＣＲ　Ｐｌｕｓ＋キーを通じて録画することによって）、ダイアローグボッ
クスが画面に現れ、パスワードを要求する。
【００６９】
パスワードが正しく入力された場合、アクセスが許可される。パスワードの入力が不正の
場合、エラー画面が表示される。マスターパスワードが適正に入力されると、ガイドの全
てのショーと領域へのアクセスが、そのＴＶが切られるまで、ユーザーがＶＣＨＩＰ　Ｐ
ｌｕｓ＋モードから抜け出すまで、または、ユーザーが正しくパスワードを入力した時点
から数えて、ある時間遅れが経過するるまで、可能となる。さらに、一旦パスワードが適
正に入力されたならば、それは、ブロック３９６に示すように、そのユーザーによって変
更が可能である。しかしながら、ある一定回数一貫して同じ不正なパスワードの入力を繰
り返した場合、新しいパスワードを確定することが可能となる。新規のパスワードは、同
じ不正なパスワードをある一定回数繰り返し入力し、その行程の終了時に、新たに定めら
れたパスワードを確認することによって確定される（ブロック３９５）。パスワードが使
われた最後の時の日付と時間が記録され、次に、ブロック３９７に示したように、前回ロ
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グインの日付と時間が表示される。
【００７０】
一旦マスターパスワードが創成されたならば、あるＩＰＧ、または、あるＩＰＧ画面にた
いするアクセスの制限が自動的に定められる。これは、これらのＩＰＧまたはＩＰＧ画面
にたいする修正が、禁止効果を破る可能性があるからである。マスター所有者のみが、他
のユーザー、または、全てのＩＰＧにたいして禁止を定めることが可能である。アクセス
禁止は、個々のＩＰＧ、個々のユーザー、個々のＴＶセット、個々のショー、チャンネル
、テーマ（映画、スポーツ、児童などの全体テーマや、冒険、ドラマ、野球、バスケット
ボールのようなサブテーマや、等）、ＴＶ保護者ガイドやＭＰＡＡランク（ランク付けさ
れていないショーも含めて）、時間帯や日にち、および／または、録画・観賞特別番組、
上記のそれぞれにたいするアクセスにたいして設けることが可能である。
【００７１】
例えば、個々のＩＰＧに基づいてテレビ番組を禁止するのに、マスターパスワードを持つ
あるユーザーは、第１ＴＶ受像機に相当するＩＰＧにたいして”Ｒ”と”ＰＧ－１３”ラ
ンクを禁止し、第２ＴＶ受像機に相当する第２ＩＰＧにたいしては”Ｒ”のみを禁止する
。従って、どのユーザーがそれぞれどのＩＰＧを使用するかの如何によらず、禁止番組の
観賞は不能とされる。テレビ番組を個々のユーザーに基づいて禁止するには、マスターパ
スワードを持つユーザーは、第１のユーザーにはある番組を禁止し、第２のユーザーには
別の番組を禁止する。従って、第１と第２のユーザーがどのＴＶ受像機を使用するかの如
何によらず、これらのユーザーは、それぞれ、その禁止番組を観賞することを阻止される
。さらに、マスターパスワードを持つユーザーは、他のＩＰＧまたはユーザープロフィー
ルを特注扱いしたり、あるいは、その特注扱いを変更することが可能である。
【００７２】
前記ユーザーは、リモートコントロール（遠隔操作装置、リモコン）によって、複数のＩ
ＰＧ装置をコントロールする。このリモコンは、ＩＰＧ画面を表示したり、ポップアップ
させたり、また、ＩＰＧ機能を実行する、ＧＵＩＤＥや、ＩＮＦＯのような特別キーを有
する。
【００７３】
グリッドガイド
グリッドガイドは、ある任意の回数、格子状に配された番組情報を表示する。チャンネル
ガイドは、ある任意の数のチャンネルについて、格子状に配された番組情報を表示する。
テーマガイドは、ある分野や副分野に関する、コラム状に配された番組情報を表示する。
これらのガイドは、複数の日数の情報を表示することが可能である。
チャンネルガイド
図２は、チャンネルガイドを示す。チャンネルガイドは、１時に１チャンネルについて、
時間順に番組情報を表示する。チャンネルガイドは、グリッドガイドで強調されたチャン
ネルにたいする情報を表示する。他のチャンネルにおける番組リストを見るには、ユーザ
ーは、ＣＨ↑、ＣＨ↓、－または－を押す。
【００７４】
チャンネルガイドの特長は、頂上の「カルセル」１０２であり、これは、表示されるチャ
ンネルにたいする画像アイコンと、ユーザー特注リストにおける隣接チャンネルにたいす
るテキストアイコンを示す。ＲＩＧＨＴまたはＬＥＦＴを押すと、カルセルは回転して、
隣接チャンネルに向かう。
【００７５】
操作者は、ＩＰＧの特長セットにチャンネルガイドを含めることを望まないかもしれない
。チャンネルガイドは特注特性である。利用可能なメモリーと、操作者の仕様に応じて、
ガイドに表示される日数や、プログラム記述量は変更が可能である。
【００７６】
チャンネルアイコン
図３はグリッドガイド・フォーマットを示し、ガイドの通常成分を図示する。一般にガイ



(16) JP 4494645 B2 2010.6.30

10

20

30

40

50

ドは、真中にリスト領域１０４を含み、その中には、プログラム情報が表示されるが、リ
スト領域の上にはタイトル領域１０６が、頂上にはメニュータブ１０８が来る。この領域
は、ナビゲーション・キーによりアクセス可能であってもよいし、そうでなくともよい（
表示されるガイドのタイプによる）。グリッドガイドは上記要素の他に、下記のものを含
む、すなわち、タイトル領域に表示されるネットワークオペレーター名、最下部における
チャンネル象徴旗のような付加的要素、および、左側の対話型広告体１１０である。この
ネットワークオペレータは、複数システムオペレータ（ＭＳＯ）であってもよい。１個以
上のフランチャイズを所有するケーブル企業はどれもＭＳＯである。例えば、Ｃｏｘ　Ｃ
ａｂｌｅは、Ｃｏｘ／Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ，Ｃｏｘ／Ｏｒａｎｇｅ　Ｃｏｕｎｔｙ、Ｃｏ
ｘ／Ｐｈｏｅｎｉｘ等の多数のフランチャイズを有する。
【００７７】
はめ込み絵（ＰＩＰ）は、ＰＩＰをサポートする装置では、上左隅にある。ＰＩＰをサポ
ートしない装置では、この領域は、図４に示すように、さらに別の画像名称１１２を表示
するのに用いられる。
【００７８】
グリッドガイドのチャンネル象徴旗は、画面の最下部に表示される。これは、現在選択さ
れているチャンネルの、最新の時間とチャンネル情報を示す。一般にチャンネル象徴旗は
、現在選択されるチャンネルの情報を表示する。唯一の例外は、ブラウズ・ポップアップ
内部に表示されるチャンネル象徴旗である。これは、ポップアップした番組のチャンネル
情報を含む。
【００７９】
チャンネル象徴旗は、チャンネル情報、チャンネル番号、および、現在時間から成る。こ
の好ましい実施態様では、チャンネル情報は、チャンネルの呼び出し文字と追加を与える
、４文字から成る文字列を含む。この好ましい実施態様では、チャンネル番号は、ＩＰＧ
装置が選択可能なチャンネル番号を特定する最大３個の文字列を含む。この好ましい実施
態様では、現在時間は、現在の時間を示し、時間を表わす最大２個の数字、次に１個のコ
ロン、次に、分を表わすさらに２個の数字、次にＡＭかＰＭかどちらか、を表示する。時
間にたいする全ての参照は１２時間時計を使用する。
【００８０】
図４は、画面にリストされる１１個のチャンネルアイコンを示す。チャンネルアイコンは
、チャンネル番号、または、チャンネル名の略称を含む。チャンネルアイコンは、グリッ
ドガイドのリスト領域の左側コラムと、Ｃｈａｎｇｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｏｒｄｅｒ（チ
ャンネル順序の変更）、Ｆａｖｏｒｉｔｅ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ（お気に入りチャンネル）
、および、Ｌｏｃｋ　ｂｙ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ（チャンネルロック）の、諸画面のリスト
領域に表示される。チャンネルアイコンは、最大７文字の幅を有し、チャンネル番号、ま
たは、１から４文字から成る名前と、選択チャンネル番号を含む。グリッドガイドに表示
可能な半時間とチャンネル数は、フォントの大きさに応じて、変更が可能である。
【００８１】
ある実施態様では、チャンネルがお気に入り表示を持つ場合、グリッドガイドは、チャン
ネルアイコンの左側に黄色い星１１６を示す。そのチャンネルがロックされたチャンネル
である場合、グリッドガイドは、そのチャンネルアイコンの隣にロックシンボル１１７を
示す。もしもチャンネルがロックされ、かつ、お気に入りものである場合には、ロックア
イコンが、お気に入りアイコン１１８の上に重ねられるが、二つとも目視が可能である。
【００８２】
カーソルは、グリッドガイドの一セルを占める黄色輝点であったり、テーマガイドの１列
であったり、設定画面における１フィールド等であったりする。カーソルを動かすことに
よって、ユーザーは、ガイドの中を番組から番組へと移動する。さらに、ユーザーは、カ
ーソルを動かして、分野、副分野のような選択を行う。ユーザーは、リモートコントロー
ルのナビゲーション・キーを用いてカーソルを動かす。↑、↓、←、→、ＤＡＹ←、ＤＡ
Ｙ→、ＣＨＡＮ↑、ＣＨＡＮ↓、ＰＡＧＥ↑、およびＰＡＧＥ↓である。



(17) JP 4494645 B2 2010.6.30

10

20

30

40

50

【００８３】
カーソルがチャンネルまたはチャンネル・アイコン上にある場合、大きな方のアイコン１
２２が、デフォールトアイコンと、その上下のアイコンの一部にに重なる。この好ましい
実施態様では、大きい方のアイコンは、チャンネルロゴを表示する（その画像ロゴがメモ
リーにある場合には）、または、チャンネルアイコン中の同じ情報を、さらに大きいフォ
ントで表示することが可能である。
【００８４】
黄色星シンボルは、お気に入りとして選択されたチャンネルを示す。暗灰色のロックシン
ボルは、保護者コントロール下のチャンネルを示す。赤いロック解除シンボルは、ロック
が解除されたチャンネルを示す。緑の購入シンボルは、購入された番組を示す。
【００８５】
ガイドを使用する
いずれのガイドからでも、ユーザーは、下記を実行することが可能である。すなわち、番
組情報を見ること、ある番組タイトルまたはチャンネル（表示情報ポップアップ）に関す
るさらに別の情報を請求すること、あるチャンネルを選択すること、ＩＰＰＶ番組を購入
すること、ＩＰＧのロックを解除すること、または、再ロックすること、および、あるチ
ャンネルをお気に入りとして選択すること、である。
【００８６】
ガイドのどれかを見ながら、ユーザーは、合わせたチャンネルに戻ったり、別のチャンネ
ルに合わせたり、または、別のガイドに切りかえることが可能である。ガイドを閉じ、現
在合わせたチャンネルに戻るためには、ユーザーはＥＸＩＴを押す。別のチャンネルの番
組に合わせて、ガイドを閉じるには、ユーザーは、カーソルを、望みのプログラム／チャ
ンネルの上に置き、ＳＥＬＥＣＴを押す。これによって、Ｉｎｆｏポップアップが立ちあ
がり、その上で、ユーザーは、”ＴＵＮＥ”ボタンにカーソルを動かす。再び、ユーザー
がＳＥＬＥＣＴを押すと、システムは、ＩＰＧ装置を新しいチャンネルのプログラムに合
わせ、斜めに傾いたタイトルのポップアップが表示される。
【００８７】
直接別のチャンネルに合わせるには、ユーザーは、リモコンの数字パッドの上の数字を押
して、数字パッドポップアップを表示させる。ポップアップ時間が切れた場合（２秒以内
）、または、ユーザーがＳＥＬＥＣＴを押すと、ＩＰＧは、ガイドを閉じて、新しいチャ
ンネルに合わせる。現在のガイドを閉じて、別のガイドまたは画面に行くには、ユーザー
は、適当なリモコン・キーを押す。例えば、ユーザーは、テーマガイドにいる時に、ＧＵ
ＩＤＥを押して、グリッドガイドを見ることも可能である。
【００８８】
大抵の場合、ユーザーが一つのガイドから別のガイドに変更する場合、カーソルは、自分
が前に滞在していた時間とチャンネルを記憶しているので、新しいガイドにあっても同じ
場所に移動することが可能であり、従って、カーソル時間は変わらない。しかしながら、
ユーザーが、グリッドガイドからテーマガイドに切り換えた場合、カーソルは、ユーザー
が前に選択した分野に適合する最初のショーに移動する。このショーの開始時間がカーソ
ル時間となる。
【００８９】
ユーザーが２分間リモコン・キーを押さないと、ガイドは自動的に時間切れになる。
【００９０】
ＴＶを見ながら、または、グリッドガイド以外の何かのＩＰＧ画面を見ながら、グリッド
ガイドを表示させるためには、ユーザーはＧＵＩＤＥを押す。ユーザーが既にグリッドガ
イドを表示しており、かつ、ＧＵＩＤＥを押した場合、何も起こらない。ユーザーが、Ｔ
Ｖを見ている時にＧＵＩＤＥを押した場合、ＩＰＧは、図５に示すように、現在選択され
ているチャンネルを含む、システムページを表示し、かつ、カーソルを、現在時間と、現
在選択されているチャンネル１２４の上に置く。ユーザーがＩＰＧチャンネルリストに無
いチャンネルを見ている場合、カーソルは、ＩＰＧリスト内の最初のチャンネルに行く。
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ユーザーは、ＩＰＧが使用するための、特注チャンネル順序を設定することが可能である
。
【００９１】
カーソルは、ガイドのどのページの上にあることも、ページのどの列にあることも可能で
ある。現在選択されているチャンネルと、ＩＰＧチャンネルリストが、カーソルの位置を
決定する。カーソルの位置は、ＴＶが現在合わせられているチャンネルに依存する。例え
ば、ユーザーが、ＧＵＩＤＥを押す前に、ＴＶを第２チャンネルに合わせていた場合、カ
ーソルは、グリッドガイドの第１ページのトップに来ることがある。ユーザーがＴＶを第
３６チャンネルに合わせていた場合、カーソルは、グリッドガイドの最終ページの真中に
来るかも知れない。
【００９２】
ユーザーがチャンネル切り換えやガイドの番組情報を見る際に、好みの順番がある場合、
ＩＰＧは、ユーザーが、ＩＰＧ使用時のＴＶチャンネルの順序変更を可能とするよう構成
することが可能である。この新規の、特注順序は、デフォールト順序に優先して、カーソ
ルがどのページに現れるかを決定する。
【００９３】
タイトル旗の左隅は、ＰＩＰ１２６を表示する。これは、現在選ばれているチャンネルを
示すものであるが、それによって、ユーザーは、コマーシャル休止の間にガイドを使用し
たり、また、いつコマーシャルが終わるのかを知ることが可能となる。ＰＩＰをサポート
しない装置では、その領域は、画像ロゴを表示するのに使用される。
【００９４】
部分列とアイコン
ガイドの番組時間帯１２８は、マーク領域の下のタイトル旗の中にある。グリッドガイド
の、数個のピクセルから成る、目視可能な列が、リスト領域の右端に現れるが、これは、
ユーザーに、ガイドを数日先へ進めることが可能であることを示すためのものである。ユ
ーザーがガイドを未来に進めた場合、グリッドガイドの数ピクセルから成る目視可能な列
が、リスト領域の左端に現れて、ユーザーに、ガイドを現在時間に戻すことが可能である
ことを示す。リスト領域の最上部と最下部には、数ピクセルから成る目視可能な列が現れ
るが、これは、ユーザーに、最上列、または、最下列を過ぎてさらに上へ、または、さら
に下へスクロールすると、別ページの情報の表示が可能であることを示すものである。
【００９５】
本発明のある実施態様では、一つのアイコンが、メニュー画面リストのアイテムの隣に表
示される。さらに、部分的アイコンが、画面表示リスト上の第１アイテムの隣に表示され
る。これは、そのリストが、画面表示を越えてさらに続くこと、画面表示における第１ア
イテムに先立つアイテムがあることを示すものである。画面の上から下まで配置されてい
るリストでは、画面表示上の最初のアイテムの隣に表示される部分アイコンは、同リスト
が、画面表示の上部を越えて連続することを示し、また、画面表示リストの最終アイテム
の隣に表示される部分アイコンは、同リストが、画面表示の下部を越えてさらに連続する
ことを示す。本発明のまた別態様では、アイコンを、ユーザーが定義することが可能であ
る。この実施態様では、ユーザーは、シンボルから成るパレットを立ち上げ、そこから、
シンボルを選択して、画面表示リストアイテム用のアイコンとして表示することが可能で
ある。ユーザーはさらに、お絵描きソフトを用いてアイコンを創成したり、その描かれた
アイコンを、画面表示リストアイテム用アイコンとして表示することも可能である。さら
に、画面表示アイテム用アイコンは、ファイルから選んで表示されてもよい。本発明の好
ましい実施態様は、メニュー画面リストの隣に円や弾丸を表示することを含む。さらに、
部分的円や弾丸が、画面表示リストの最初のアイテム、または、最終アイテムの隣に表示
され、それによって、リストが画面表示を越えて連続することを示す。
【００９６】
グリッド画面は、それと関連する画面時間を持つ。画面時間は、テーマガイドとは関連し
ない。ユーザーが始めてグリッドガイドにやって来た時、画面時間は、リスト領域の左端
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コラムの時間である。
【００９７】
図６は、ショーの開始が、ガイドの左端を越えて延長しているように見える場合を示す。
左側に垂直バーを示しているショーは、ユーザーに、そのショーが、表示の時間に開始し
たことを合図する。一方、ショーの開始が、ガイドの左端を越えて延びているように見え
る場合、それは、ユーザーに、この番組は実際には、現在画面に表示されているものより
も早い時間帯に始まったことを合図する。
【００９８】
非選択チャンネルにおけるショータイトルは、白で書かれ、暗い背景色との対比ではっき
りと見えるようになっている。選択されたショーのタイトルは黒で書かれ、カーソルとの
対比ではっきりと見えるようになっている。
【００９９】
グリッドガイドは、テーマごとに色分けされる。グリッドガイドは、テーマの属性に基づ
いて、数種類の番組構成ごとに異なる色で表示する。一つの例示のための態様では、デフ
ォールト色彩設計では、ショータイトルに紫、緑、および、青を使用している。グリッド
ガイド上のショータイトルは、三つのテーマ色で表示することも可能である。
【０１００】
映画は紫の背景の上に表示され、スポーツは緑の背景の上に表示され、他の全てのショー
は青の背景の上に表示される。対話型広告体は、ＩＰＧパレット中のどの色であってもよ
いが、ただし、明るい黄色は除かれる。この色はカーソル用に予約されているからである
。
【０１０１】
ショータイトルは、移動時間コラムを含む。この移動時間コラムは、そのショーのどれぐ
らいが終わったのかをグラフィックに示すものである。これは、影付けが垂直であるため
、コラムとなる。その高さは一定で、その幅が左から右へと延びる。ユーザーが、現在の
半時間を含むグリッドガイドを表示すると、現在の分に先行するショータイトルの全ての
部分が、同じテーマカラーの、濃色変種の色として表示される。例えば、現在時間が８：
１７　ｐｍであり、ユーザーが８：００　ｐｍの画面時間を持つシステムページを表示し
ている場合、移動時間コラムは、ショータイトルの最初の半時間の内、約半分を影付けし
、それによって、映画の背景色は、現在時間までさらに濃い赤になり、スポーツの背景色
は、現在時間までさらに濃い緑となり、他の全てのショーの背景色はさらに濃い青となる
。カーソルが、現在時間の前に始まったショーの上に置かれると、現在時間の左のカーソ
ル部分もまた、黄色の濃色調に影付けされる。
【０１０２】
広告体
ＩＰＧは、対話型広告体を含む。表示の左側には、複数の対話型広告体があってもよい。
対話型広告体は、時間と共に変化してもよい。ある例示のための態様では、ＰＩＰ直下の
、画面左側の広告領域には、２個の対話型広告体が表示される。この広告体は、テキスト
と、ビットマップされた内容との併合を含むことを特長としてもよい。カーソルが、ショ
ータイトルの内で、可能な限りもっとも早いコラムに置かれ、ユーザーが－を押した場合
、カーソル１３０は、図７に示すように、２個の対話型広告体の内の一方に移動する。ユ
ーザーは、↑または↓を押すことによって、この二つの広告体の間を移動することが可能
である。カーソルが上部広告体の上にある時に、ユーザーが↑を押した場合、または、カ
ーソルが下部広告体の上にある時に、ユーザーが↓を押した場合、カーソルは、「グリッ
ドガイド」メニュータブに移動する。カーソルがこの広告体の内のいずれかの上にある時
に、ユーザーが－を押した場合、カーソルは、ユーザーがそこから広告体へと移動してき
た、その元のショータイトルに戻る。そこでユーザーが再び－を押した場合、カーソルは
、２個の広告体の内、ユーザーが最後に選択したものに移動する。
【０１０３】
ある例示の実施態様では、ユーザーは、対話型広告にたいして入力を供給し、行動を引き
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起こすことが可能である。ある好ましい実施態様では、カーソルが広告体の内の一方に置
かれている時に、ユーザーがＳＥＬＥＣＴを押した場合、図８に示すように、対話型掲示
板１３２が、広告のために表示される。この対話型掲示板は、データベースの一部として
ＩＰＧに送られたテキストとカラー情報を含む。対話型掲示板は、対話型広告体に伴い、
かつ、広告体の特色を形成する。広告体は極めて小さく、宣伝者に、ごく少量のテキスト
の表示を可能とさせるにすぎないが、掲示板は、複数ページのテキストであることが可能
である。要するに、本に例えれば、広告体は本の表紙であり、掲示板は本の全体である。
【０１０４】
対話型掲示板はさらにボタンを含む。このボタンは、選択されると、行動を起こす。ある
例示の実施態様では、掲示板の最下部に３個のボタンがある。すなわち、”ＢＡＣＫ”、
”ＡＵＴＯＴＵＮＥ”、および、”ＲＥＣＯＲＤ”である。ＳＥＬＥＣＴはリモコン上の
キーである。カーソルが、この３個のボタンの内の一つに置かれている時にＳＥＬＥＣＴ
キーを押すと、そのボタンの活動を実行することになる。「’ＡＵＴＯＴＵＮＥ’を選ぶ
」という語句は、「’ＡＵＴＯＴＵＮＥ’を強調して、かつ、ＳＥＬＥＣＴを押す」の圧
縮形として読むべきものである。リモコン・キーと画面上ボタンは、画面上ボタンの場合
は、その周囲に引用符（クォーテーションマーク）が用いられることから区別される。
【０１０５】
リモコンのＢＡＣＫを押すと以前の画面が再表示される。”ＡＵＴＯＴＵＮＥ”を選択す
ると、広告体で示された番組のチャンネルに合わされる。”ＲＥＣＯＲＤ”を選択すると
、広告体で示された番組が録画用にセットアップされる。”ＢＡＣＫ”を選択すると、画
面から掲示板が除かれ、カーソルは、対話型広告体に戻る。
【０１０６】
対話型広告体は、ガイドのページ毎に別々となるように構成されてもよく、また、ＰＰＶ
ガイド中の広告体が、グリッドガイド中に表示されるものと別であってもよい。任意のペ
ージの広告体を合併して、単一の、四角形の広告体にまとめてもよい。
【０１０７】
テーマガイド
テーマガイドにより、ユーザーは、ある特定の分野や、副分野について番組リストを見る
ことが可能となる。本発明の一実施態様には、３個のテーマ画面がある。すなわち、テー
マ、テーマ副分野、および、テーマガイドである。テーマ画面は、分野リストを表示し、
ユーザーはその中から一つを選択することが可能である。テーマ副分野画面は、その選択
された分野について、副分野のリストを表示する。ユーザーは、番組情報を見るために一
つを選択することが可能である。テーマガイドは、ある分野、副分野の番組を表示する。
【０１０８】
ユーザーはテーマ画面上のカテゴリを選択し、次にテーマサブカテゴリ画面上のサブカテ
ゴリを選択する。システムは次にテーマガイド画面上のサブカテゴリに適合する番組を表
示する。
【０１０９】
本発明の１つの実施例では、図9に示したように、テーマ画面134は1頁あたり最大12のテ
ーマカテゴリを表示することができ、ユーザーはそこから１つを選択する。オペレータは
ヘッドエンドPCによりテーマカテゴリおよびサブカテゴリを選択することができる。
【０１１０】
ユーザーはIPGテーマ画面を下記の２つの方法のいずれかにより表示する。
（１）GUIDEまたはMENUを押し、次にカーソルをメニュータブまで動かし、「テーマ」タ
ブ134までスクロールし、次にSELECTを押す。（２）MENUを押し、「テーマ検索」オプシ
ョンまでスクロールし、SELECTを押す。
【０１１１】
画面の最上部のメニュータブはテーマ画面の最上部に表示される。画面の最上部のタイト
ルバナーはテーマ検索を示している。本発明の１つの実施例では、画面の中央部のリステ
ィングエリアは、画面の下の欄に記載される最大12のカテゴリを含んでいる。ユーザーが
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初めてテーマ画面を表示した時は、カーソルは第1のカテゴリにデフォルトする。ユーザ
ーがテーマサブカテゴリ画面からテーマ画面に戻ると、カーソルは最後に選択されたカテ
ゴリに向かう。
【０１１２】
選択されたテーマに関連するテーマサブカテゴリ138は画面の右側に表示される。ユーザ
ーがカーソルをカテゴリからカテゴリに動かすにつれて、右側のサブカテゴリが変わり、
その結果、特定のサブカテゴリを探しているユーザーが、全てのサブカテゴリが表示され
ているのだと誤解することがなくなる。
【０１１３】
図10は複数エピソードを有するテーマガイド140を示している。図10では、テーマは映画
である。高輝度表示番組は"Amistad"である。もし高輝度表示番組が複数エピソードを有
する場合は、それらはテーマガイドの右側に表示される。
【０１１４】
↓を押すと、カーソルは１つ下のカテゴリに移動する。もしユーザーがすでにカテゴリリ
ストの最下部に達している場合に↓を押したとしても、カテゴリが1頁しかない場合は、
カーソルは反応しない。さらに頁があり、しかもカーソルがその頁の最下部入口上にあり
、ユーザーが↓を押した場合は、IPGは次の頁のカテゴリを表示し、カーソルは次の頁の
最初の入口に移動する。もしユーザーがすでにカテゴリリストの最下部に達していて、↓
を押した場合は、システムはリストの最下部にBOTTOMメッセージを表示する。
【０１１５】
↑を押すと、カーソルは１つ上のカテゴリに移動する。もしユーザーがすでにリストの最
上部に達している場合は、カーソルは「テーマ」メニュータブに移動する。さらに頁があ
り、しかもカーソルがその頁の最上部入口上にあり、ユーザーが↑を押した場合は、IPG
は前の頁のカテゴリを表示し、カーソルは前の頁の最後の入口に移動する。もしユーザー
がすでにリストの最上部に達していて、↑を押した場合は、カーソルは「テーマ」メニュ
ータブに移動する。
【０１１６】
本発明の１つの実施例では、1頁に最大12のカテゴリが存在することができる。もしそれ
を超える数のカテゴリが利用可能な場合は、ユーザーはPAGE↓およびPAGE↑を押し、テー
マ頁をナビゲートすることができる。
【０１１７】
テーマカテゴリを選択するために、ユーザーはカーソルをカーソルナビゲーションキーに
よりあるカテゴリに移動させ、次にSELECTを押す。いったんユーザーが１つのカテゴリを
選択すると、ユーザーが新しいカテゴリを選択するか、またはユーザーがテーマを離れる
までは、システムは選択されたカテゴリを記憶している。もしそのカテゴリに関して複数
のサブカテゴリが存在する場合は、図11に示したように、システムはサブカテゴリをテー
マサブカテゴリ画面142上に表示する。
【０１１８】
テーマサブカテゴリ画面はサブカテゴリ144を表示し、ユーザーはそれらの中から選択を
行うことができる。若干数のサブカテゴリしか有していないカテゴリもあるし、数頁にわ
たるサブカテゴリを有するカテゴリもある。もし選択されたテーマに関するサブカテゴリ
が存在しない場合は、システムはテーマサブカテゴリ画面を表示しない。その代わり、ユ
ーザーがテーマを選択した場合は、IPGがそのカテゴリに関するテーマガイドを表示する
。テーマ画面上のSELECTを押すことにより、テーマサブカテゴリ画面が関連サブカテゴリ
リストとともに表示される。
【０１１９】
画面の最上部のタイトルバナー104はユーザーの選択カテゴリを含んでいる。画面の中央
部のリスティングエリアはそのカテゴリに関するサブカテゴリを表示している。本発明の
１つの実施例では、テーマサブカテゴリ画面は1頁に最大11のカテゴリを表示することが
できる。一般的には、各カテゴリにつきサブカテゴリが11を超えることはない。ユーザー



(22) JP 4494645 B2 2010.6.30

10

20

30

40

50

が初めてテーマ画面を表示した時は、カーソルは第1のサブカテゴリにデフォルトする。
ユーザーがこの画面からテーマ画面に戻ると、カーソルは最後に選択されたサブカテゴリ
を表示する。サブカテゴリの数が11を超える場合は、次の頁にさらに情報が存在すること
をユーザーに知らせるために、12行目の一部が、リスティングエリアの最下部に表示され
る。サブカテゴリの数が11以下の場合は、入手可能な全ての情報がすでに表示されている
ことをユーザーに知らせるために、このエリアは灰色表示される。
【０１２０】
ユーザーはテーマ画面と同様にテーマサブカテゴリ画面をナビゲートする。↓を押すと、
カーソルは１つ下のサブカテゴリに移動する。もしユーザーがすでにサブカテゴリリスト
の最下部に達している場合に↓を押したとしても、サブカテゴリが1頁しかない場合は、
カーソルは反応しない。さらに頁があり、しかもカーソルがその頁の最下部入口上にあり
、ユーザーが↓を押した場合は、IPGは次の頁のサブカテゴリを表示し、カーソルは次の
頁の最初の入口に移動する。もしユーザーがすでに複数頁リストの最下部に達していて、
↓を押した場合は、システムはリストの最下部にBOTTOMメッセージを表示する。↑を押す
と、カーソルは１つ上のサブカテゴリに移動する。もしユーザーがすでにリストの最上部
に達している場合に↑を押しても、サブカテゴリが1頁しかない場合は、カーソルは反応
しない。さらに頁があり、しかもカーソルがその頁の最上部入口上にあり、ユーザーが↑
を押した場合は、IPGは前の頁のカテゴリを表示し、カーソルは前の頁の最後の入口に移
動する。もしユーザーがすでに複数頁リストの最上部に達していて、↑を押した場合は、
システムはリストの最上部にTOPメッセージを表示する。
【０１２１】
本発明の１つの実施例では、1頁に最大11のサブカテゴリが存在することができる。もし
それを超える数のサブカテゴリが存在する場合は、ユーザーはPAGE↓およびPAGE↑を押し
、テーマサブカテゴリ頁をナビゲートすることができる。
【０１２２】
サブカテゴリを選択するために、ユーザーはカーソルをカーソルナビゲーションキーによ
りあるサブカテゴリに移動させ、次にSELECTを押す。いったんユーザーが１つのサブカテ
ゴリを選択すると、ユーザーが（テーマ画面上の）新しいカテゴリを選択するか、または
ユーザーがテーマを離れるまでは、システムは選択されたサブカテゴリを記憶している。
システムは、サブカテゴリに適合する全ての現在および将来の番組に関するデータベース
を検索する。もしバッファに適合する数を越える番組が存在する場合は、システムは可能
か限り多数の番組を保持し、ユーザーがテーマガイド画面上での検索を続行することを可
能にする。もしサブカテゴリに関する番組が存在しない場合は、テーマガイドは1行で、
すなわち、表示「タイトルなし」という表示になる。ユーザーはSELECTまたはEXITを押し
、テーマサブカテゴリ画面に戻ることができる。もしシステムが番組を発見した場合は、
システムはそれらをテーマガイド画面上に表示する。
【０１２３】
テーマガイド画面は、特定のサブカテゴリに適合する全ての番組を表示する。番組ガイド
は複数頁の番組リストを有することもできる。本発明の１つの実施例では、テーマガイド
は、利用可能なメモリの量およびオペレータの指定に応じて、１～７日間の番組情報を表
示することができる。番組リストは時間、アルファベット順タイトルおよびチャンネルに
より分類することができる。
【０１２４】
テーマサブカテゴリ画面上のSELECTを押すことにより、図12に示したように、そのサブカ
テゴリに適合した番組とともにテーマガイド画面が表示される。サーチが完了すると、カ
ーソルがテーマガイド画面上に表示される。テーマガイドは、そのサブカテゴリに適合す
る現在および将来の番組を表示する。カーソルはテーマガイドの最初の番組にデフォルト
する。もし複数の番組が同時に始まる場合は、システムはユーザー指定のチャンネル順で
番組を表示する。
【０１２５】
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タイトルバナーは選択されたサブカテゴリを表示する。タイトルバナーの下には、ユーザ
ーが時間、タイトルのアルファベット順またはチャンネルにより番組リストを分類するこ
とを可能にするSORTBY行がある。画面の中央部のリスティングエリアには、サブカテゴリ
に適合する番組がリストアップされている。各番組に関して、システムは下記の情報を表
示する。
リストが時間により分類されている場合：　タイトル、開始時間および開始日を表示。
リストがタイトルにより分類されている場合：　タイトルのみを表示。
リストがチャンネルにより分類されている場合：　タイトル、チャンネル番号およびチャ
ンネル名(好ましくは４文字、増減は可)を表示。
【０１２６】
画面の右側には、選択されたタイトルの説明が表示される。説明の最上部には、チャンネ
ル名150およびチャンネル番号152が1行で表示され、開始日および時間は次の行に表示さ
れる。これらの下に、説明が表示される。もし説明が完全表示には長過ぎる場合は、説明
の可能な限り多くの部分が表示され、その後ろには「続きあり」タグが付けられる。
【０１２７】
もしカーソルがメッセージ「より多くのタイトルについてはSELECTを押すこと」上にある
場合は、右側の説明は、テーマガイドにおいてカーソルが位置していた最後の番組入口に
関する情報を表示する。もしユーザー選択サブカテゴリに関して入手可能なタイトルがな
い場合は、図１３に示したように、システムはメッセージ（タイトルなし）を表示する。
ユーザーはEXITを押し、サブカテゴリ画面に戻ることができる。
【０１２８】
もしテーマガイドが時間またはチャンネルにより分類される場合は、同じタイトルの複数
の入口がテーマガイドの専用の行に表示される。しかしながら、もしテーマガイドがタイ
トルにより分類される場合は、同じタイトルの複数の入口はテーマガイドの1行に「圧縮
され」、右側の説明はいくつのタイトルが入手可能であるかを示すとともに、可能な限り
多数のタイトルを表示する。これを行うのは、たとえば、ユーザーをスローダウンさせる
複数頁の「ニュース」を持つことを避けるためである。図10はどのようにしてAmistadの1
2のエピソードを左側のテーマガイドの行に圧縮したのかを示しており、右側の説明はAmi
stadのエピソードの各々に関する番組情報を示している。もしユーザーがSELECTを押した
場合は、図14に示したように、サブ画面154が各エピソードに関する情報とともに示され
る。ユーザーはEXITを押し、テーマガイドに戻ることができる。
【０１２９】
ユーザーはその他のテーマ画面と同様にテーマガイド画面をナビゲートする。↓を押すと
、カーソルは１つ下の番組に移動する。もしカーソルが頁の最下部入口上にあり、ユーザ
ーが↓を押した場合は、IPGは次の頁のテーマ入口を表示し、カーソルは次の頁の最上部
入口に移動する。もしユーザーがすでにリストの最下部に達していて、↓を押した場合は
、システムはリストの最下部にBOTTOMメッセージを表示する。
【０１３０】
↑を押すと、カーソルは１つ上の番組に移動する。もしカーソルが頁のリストの最上部入
口上にあり、ユーザーが↑を押した場合は、IPGは前の頁のテーマ入口を表示し、カーソ
ルは前の頁の最下部入口に移動する。もしユーザーがすでにリストの最上部に達していて
、↑を押した場合は、システムはリストの最上部にTOPメッセージを表示する。
【０１３１】
本発明の１つの実施例では、PAGE↓を押すことにより、現在表示されている10の番組の次
の10の番組が表示される。カーソルはリストの同じ行にとどまる。もしユーザーがすでに
リストの最下部に達していて、↓を押した場合は、システムはリストの最下部にBOTTOMメ
ッセージを表示する。
【０１３２】
PAGE↑を押すことにより、前の番組が表示される。カーソルはリストの同じ行にとどまる
。もしユーザーがすでにリストの最上部に達していて、↑を押した場合は、システムはリ
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ストの最上部にTOPメッセージを表示する。
【０１３３】
もしユーザーが時間により分類されたテーマガイドを表示中にDAY－＞を押した場合は、
カーソル時間以降の24時間について検索が再開される。もしユーザーが現在の日付から７
日目のDAY－＞を押し、システムがサブカテゴリに関するそれ以上のリストを有していな
い場合は、システムはメッセージ「タイトルなし」を表示し、ユーザーをサブカテゴリ画
面に戻す。DAY－を押した場合は、カーソル時間以前の24時間について検索が再開される
。もしユーザーがチャンネルまたはタイトルにより分類されたテーマガイドを表示中にDA
Y－またはDAYAY－を押した場合は、＞を押した場合は、図１５に示したように、テーマ日
付警告156が表示される。
【０１３４】
テーマガイドをナビゲート中に、ユーザーは、図16に示したように、画面の最後の行にメ
ッセージ「より多くのタイトルについてはSELECTを押すこと」158を有する画面に達する
こともできる。このメッセージは、システムがバッファ内のサブカテゴリに関する全ての
番組に適合することができなかったことと、ユーザーが検索を続行することができること
をユーザーに伝えるものである。検索を続行し、サブカテゴリに関するより多くの番組を
見るために、ユーザは「より多くのタイトルについてはSELECTを押すこと」と述べている
行の上のカーソルによりSELECTを押す。システムはデータベースの検索を終了し、次のバ
ッファの番組またはサブカテゴリに関する残りの番組を表示する。もしカーソルが「より
多くのタイトルについてはSELECTを押すこと」上にあり、ユーザーが↓またはPAGE↓を押
した場合は、システムはメッセージ「より多くのタイトルについてはSELECTを押すこと」
の上方にBOTTOMメッセージを表示する。
【０１３５】
番組リストを異なるオプションにより分類するために、ユーザーは－or－を押し、分類イ
ンジケータは分類行上の次のオプションに移動する。ユーザーが分類インジケータを次の
オプションに移動させ続けている時には、システムは待機し、その後にリストの分類を開
始する。分類が完了するまで、IPGは「分類」ポップアップを表示する。
【０１３６】
メインメニュー
IPGは完全なメニューシステムを含んでいる。図17は完全なメニューシステム樹を示して
いる。メインメニューは図18に示してある。メインメニュー162はユーザーがIPGおよびIP
G装置をセットアップするためのオプションを選択することを可能にする。それに加えて
、グリッドガイドを除く全ての主要なIPG機能はメインメニューに入口を有する。
【０１３７】
メニュータブは画面の最上部に見ることができる。最上部のタイトルバナーはタイトル「
メインメニュー」を含んでいる。本発明の１つの実施例では、リスティングエリアは1頁
あたり10行を示しており、最上部レベルメニュー入口を有する全ての機能を含んでいる。
これらの機能は、ペイパービュー、映画、スポーツ、子供番組、テーマ検索、電話サービ
ス、関連[MSO名]（この行は製品中のMSO名を反映することになる）、定期イベントリスト
、保護者管理、ディスプレイコントロール設定、チャンネルセットアップ、ボックスセッ
トアップ、およびIPGクリエータ関連を含んでいる。
【０１３８】
本発明の１つの実施例では、メインメニューはいくつかの異なる方法により開かれる。例
えば、リモートコントロールのMENUを押すことにより、メインメニューを開く。または、
リモートコントロールのGUIDEを押すことにより、グリッドガイドを表示し、次にカーソ
ルを画面の最上部のメニュータブに移動させ、カーソルを「メニュー」タブに移動させ、
SELECTを押すことにより、メインメニューを開く。
【０１３９】
ユーザーが初めてメインメニュー画面を開いた時には、カーソルは第1のオプション上に
現れる。もしユーザーがあるオプションを選択し、その後にこの画面に戻った場合は、カ
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ーソルは最後に選択されたオプション上に残る。IPG製品内のスクロールリストに関して
は（その他の例はアクションポップアップ、テーマ画面、およびグリッドガイド自体を含
む）、追加頁に追加項目が存在するか否かは一目で明らかなはずである。もし現在の頁の
下方に別の頁が存在する場合は、メニューグローブの小さな部分がユーザーへのプロンプ
トとして画面の最下部にはっきりと見える。同様に、現在の頁の上方に複数の頁が存在す
る場合は、図19に示したように、メニューグローブ164の小さな部分が画面の最上部には
っきりと見える。現在の頁の上方および下方に頁が存在することが可能である。この場合
は、メニューグローブの一部が画面の最上部と最下部の両方に現れることになる。
【０１４０】
選択された機能に関連するメニューサブ項目は画面の右側に表示される。欄の最上部では
、ヘッダ「見るためにSELECTを押すこと」および機能名がユーザーの注意をその機能に向
ける。もしその機能がサブ項目を有する場合は(例えば、「映画」は「テーマ検索」の下
でのサブ項目となる)、サブ項目のリストは右側の機能名の下方に表示され、どんな種類
のことが可能なのかがユーザーに示される。ユーザーがカーソルをメニュー項目からメニ
ュー項目へ動かすにつれて、右側のサブ項目が変わり、その結果、ユーザーは、もしその
機能は選択された場合は何が起こるのはを予測することができる。もしその頁に適合する
ことができる数よりも多くのサブ項目が存在する場合は、「残りあり」という言葉が欄の
の最下部に表示され、その結果、特定のサブ項目を探しているユーザーが全てのサブ項目
が表示されているのだと誤解することがなくなる。
【０１４１】
好ましくは、サブメニュー欄を含むことにより、メニュー項目の大部分は説明が不要にな
るので、メニュー画面の大部分はヘルプテキストなしで作成される。追加ヘルプテキスト
が必要な画面の場合は、ヘルプテキストはサブメニュー欄の最下部に表示される。
【０１４２】
本発明の１つの実施例では、メインメニューの最上部のメニュータブにより，ユーザーが
あらゆる画面から少なくとも５つの重要な機能に簡単にアクセスすることが可能になる。
これらの機能の中の２つ、すなわち、メインメニューおよびグリッドガイドは好ましくは
設定不能である。他のいかなる方法によるアクセスも簡単ではないかもしれないユーザー
にとって利益になるかもしれない機能に注目させるために、その他の３つの機能はMSOに
より設定することもできる。その他の３つの機能は、PPVガイド、「MSO関連」画面（目新
しい注目点）、およびテーマとすることができる。
【０１４３】
ペイパービュー注文
ペイパービュー注文は通常はコンフリクト解決を必要とする。というのは、購入イベント
の開始時にPPVチャンネルへの調整を行なうために、ガイドが必要になるからであり、ガ
イドは同時に行なわれるその他のあらゆる定期イベントを意識したものでなければならな
い。しかしながら、本発明の別の実施例では、PPVの注文はネットワークレベルで取扱わ
れ、ガイドおよび図31に示したような定期イベントリストの表示するために、IPGはUIを
定期購入に提供するにすぎない。
【０１４４】
発信者番号通知サービス
発信者番号通知サービスは下記の３つの主要な要素を含んでいる。
１．電話が鳴っている時に、誰が発信者であるかをテレビ状態画面またはガイド画面上に
表示するポップアップ。
２．発信者番号通知サービスに関する表示オプションをユーザーが設定することを可能に
するメニュー。
３．過去の発信者のログを示すリスト画面。
【０１４５】
図20は全画面テレビ番組上に重ねられた発信者番号通知サービスポップアップ166を示し
ている。ユーザーがテレビを見ている時に誰かがユーザーの電話をかけた時は、IPGは発
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信者番号通知サービスポップアップを表示する。ポップアップの要素は、選択可能“MENU
”ボタン168と、選択可能“EXIT”ボタン170と、発信者名(入手可能な場合)と、発信者の
電話番号(入手可能な場合)と、鳴っている電話との関係を強化するために動画化すること
もできる電話アイコンとからなる。図21はガイド画面上に重ねられた発信者番号通知サー
ビスポップアップを示している。もしポップアップがガイド画面上に作成される場合は、
メニューヘッダの邪魔になることがないように、ポップアップは画面上の十分に低い位置
に慎重に作成される。
【０１４６】
“EXIT”ボタンが高輝度表示されている間にユーザーがSELECTを押した場合は、ポップア
ップは画面から消去される。もしユーザーがカーソルを“MENU”に移動させ、SELECTを押
した場合は、電話サービスメニューが表示される。ポップアップは60秒未満で終了する。
ポップアップの実際の表示時間は「発信者番号通知サービスセットアップ」メニューで選
択することができる。
【０１４７】
メッセージ待機ポップアップ
ユーザーがまだ聴いていないメッセージがある場合は、ネットワークは必ずメッセージを
常駐ゲートウェイに送信する。1日中所定の間隔で（少なくとも30分に1回）、図22に示し
たように、IPGは視聴されているテレビ番組に重ねてポップアップを表示する。
【０１４８】
発信者番号通知サービスポップアップと同様に、メッセージ待機ポップアップ172は図22
に示した位置に表示を行なう。名前または番号を示す代わりに、テキストフィールドが「
メッセージがあります」と述べること除けば、メッセージ待機ポップアップは発信者番号
通知サービスと正確に同じ状態で、同じ期間にわたり、同じ特性で表示される。
【０１４９】
電話サービスメニュー
図23は電話サービスメニュー174を示している。電話サービスメニューは、発信者番号通
知サービスポップアップまたはメッセージ待機ポップアップを設定するため、ならびに発
信者番号通知サービスログを見るためにユーザーが利用可能なオプションの全てを含んで
いる。ユーザーは数種類の方法で電話サービスメニューを呼出すことができる。例えば，
メインメニューから電話サービスを選択することにより、電話サービスメニューが呼出さ
れる。特に、テレビ状態から、ユーザーはリモートコントロールのMENUまたはGUIDEを押
し、メインメニューを表示することができる。ユーザーは次にリモートコントロールの↑
または↓キーを押し、カーソルをメニュータブに移動させる。ユーザーは－or－キーを押
し、カーソルを“MENU”メニュータブに移動させ、SELECTを押す。ユーザーは↑または↓
キーを押し、カーソルを電話サービスメニューに移動させる。最後に、ユーザーはSELECT
を押し、電話サービスメニューを表示する。
【０１５０】
代替策では、発信者番号通知サービスまたはメッセージ待機ポップアップの“MENU”ボタ
ンを選択することによっても、電話サービスメニューが呼出される。最初にCALL　IDを押
して発信者番号通知サービスポップアップを表示し、次にUPまたはDOWNキーを使用してカ
ーソルをメニューボタンに移動させ、最後にSELECTを押して電話サービスメニューを表示
することにより、電話サービスメニューを入力することもできる。
【０１５１】
いったんユーザーが電話サービスメニューを選択すると、図23に示したように表示が行な
われる。好ましい実施例では、電話サービスメニューは下記の３つのオプション、すなわ
ち、（１）発信者番号通知サービスセットアップ、（２）発信者番号通知サービスログ、
および（３）メッセージセットアップからなる。あらゆるメニュー画面に関して、ユーザ
ーは、オプションを高輝度表示するため↑または↓を押し、そのオプションを選択するた
めにSELECTを押すことにより、メニューからオプションを選択することができる。
【０１５２】
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サブメニュー欄の最下部には、各メニューオプションに関するヘルプテキストを表示する
エリアがある。ユーザーがカーソルをオプションからオプションに移動させるにつれて、
メニューオプションを記述するためにヘルプテキストが変化する。下記は、メニューオプ
ションとリストと、各オプションとともに現れるヘルプテキストである。
発信者番号通知サービスセットアップ。どのように発信者番号通知サービスポップアップ
を表示したいのかを選択すること。
発信者番号通知サービスログ。電話をかけてきた相手のログを見ること。
メッセージセットアップ。どのようにメッセージポップアップを表示したいのかを選択す
ること。
【０１５３】
発信者番号通知サービスセットアップ画面
発信者番号通知サービスセットアップ画面は電話サービスメニューから発信者番号通知サ
ービスログオプションを選択することにより入力される。
【０１５４】
図24は発信者番号通知サービスがテレビではオフになっている場合の発信者番号通知サー
ビスセットアップを示している。もしユーザーが電話サービスメニューから発信者番号通
知サービスセットアップを選択した場合は、図24に示したように、発信者番号通知サービ
スセットアップ画面は表示される。１つの実施例では、発信者番号通知サービスポップア
ップの表示の設定には２つのオプションがある。第1のオプション，すなわち、このテレ
ビの発信者番号通知サービスをオフ176は、ユーザーが特定のソースの発信者番号通知サ
ービスをオフにすることを可能にする。（もし家庭がマルチソース用に設定されていない
場合は、このオプションは灰色表示される。）第2のオプション、すなわち、発信者番号
通知サービス表示時間を設定177は、表示画面の継続時間を設定することを可能にする。
画面の最下部のヘルプテキスト178はユーザーにその項目を説明し、発信者番号通知サー
ビス表示の現在の状態を表示する。
【０１５５】
図25は、発信者番号通知サービスがオンにされた後の発信者番号通知サービスセットアッ
プを示している。発信者番号通知サービスがオフの時にユーザーがSELECTを押した場合は
、図25に示したように、メニューオプションがこのテレビの発信者番号通知サービスをオ
ンにすること180に変化し、ヘルプテキストが発信者番号通知サービスの新しい状態を反
映するために変化する。ユーザーはリモートコントロールのCALL IDキーを押すことによ
りまだ発信者番号通知サービスポップアップを表示することができる。
【０１５６】
最後に、第2のオプション、すなわち、発信者番号通知サービス表示時間を設定182は、図
26に示したように、ヘルプテキスト178および矢印184を有する。第2のオプションは図形
（矢印による表示）と言葉(テキストによる表示)の両方により、表示期間を調整すること
ができることをユーザーに示している。１つの実施例では、発信者番号通知サービスセッ
トアップが表示されている場合は、表示期間は1秒から59秒まで1秒刻みで調整することが
できる。カーソルが発信者番号通知サービス表示時間を設定の上に置かれると、矢印が発
信者番号通知サービス表示時間を設定の左側と右側の両方に表示される。左側の矢印は、
リモートコントロールの－キーを押すことにより表示期間を短縮することができることを
示している。右側の矢印は、リモートコントロールの－キーを押すことにより表示期間を
延長することができることを示している。リモートコントロールの－キーを押すことによ
り、表示期間は1秒短縮され、リモートコントロールの－キーを押すことにより、表示期
間は1秒延長される。発信者番号通知サービスセットアップ画面を出て、電話サービスメ
ニューに戻るために、ユーザーはEXITボタンを押す。－はLEFTキーである。－はRIGHTキ
ーである。
【０１５７】
発信者番号通知サービスログ
ユーザーが発信者番号通知サービスログ（下記を参照）を表示した場合は、IPGは総合リ



(28) JP 4494645 B2 2010.6.30

10

20

30

40

50

ストを示す。もし2人のユーザーが異なるソースに表示された発信者番号通知サービスロ
グを有し、一方のユーザーがメッセージを削除した場合は、そのユーザーがログを閉じる
までは、他方のソースでの削除は発生しない。
【０１５８】
発信者番号通知サービスログは電話サービスメニューから発信者番号通知サービスログを
選択することにより入力される。発信者番号通知サービスログは、最近受信したN回の電
話を逆年代順に（すなわち、直近の電話がリストの最上部に表示されている）記録したリ
ストを示しており、ここで、Nは所定の数またはユーザー指定数とすることができる。
【０１５９】
本発明の１つの実施例では、ユーザー指定数Nを入力するための発信者番号通知サービス
セットアップ画面上に、第3のフィールド、すなわち、電話の回数を設定が存在している
。第3のフィールドは、第2のフィールド、すなわち、発信者番号通知サービス表示時間を
設定とほぼ同様に動作する。すなわち、ユーザーがカーソルを電話の回数を設定の上に置
くと、矢印が電話の回数を設定の左側と右側の両方に表示される。左側の矢印は、リモー
トコントロールの－キーを押すことにより電話の回数Nを減らすことができることを示し
ている。右側の矢印は、リモートコントロールの－キーを押すことにより電話の回数Nを
増やすことができることを示している。リモートコントロールの－キーを押すことにより
、電話の回数Nは減り、リモートコントロールの－キーを押すことにより、電話の回数Nは
増える。
【０１６０】
別の実施例では、プリセット回数Nは50である。ユーザーが限度であるN回の電話をすでに
記録させており、さらに新しい電話を受けた場合は、その電話はログの最上部に表示され
、N＋１番目の項目はログの最下部から削除される。プリセット回数Nが50である場合は、
51番目の項目はログの最下部から削除される。
【０１６１】
さらに別の実施例では、電話の回数Nはユーザー指定というよりはむしろMSO指定され、MS
Oによりネットワークレベルで設定される。
【０１６２】
ユーザーはログから選択的に項目を削除することもできる。本発明の好ましい実施例では
、発信者番号通知サービスログは保護者管理パスワードによっては保護されていない。
【０１６３】
本発明の代替的実施例では、発信者番号通知サービスログは保護者管理パスワードにより
保護されている。保護者管理パスワードは保護者管理メニューから設定される。もしユー
ザーがパスワードを設定した場合は、ユーザーが電話サービスメニューから発信者番号通
知サービスログを選択すると、IPGはパスワードを要求する。いったんユーザーがパスワ
ードを正しく入力すると、図28に示したように、発信者番号通知サービスログ188が表示
される。
【０１６４】
もし実施例が保護者管理パスワードを含んでいない場合は、発信者番号通知サービスログ
が電話サービスメニューから選択されると、発信者番号通知サービスログが表示される。
【０１６５】
発信者番号通知サービスログが表示されると、カーソルは、直近の利用可能な入口である
リスト内の最上部入口にデフォルトする。下記の方法がログに表示される。
発信者の名前（入手可能な場合）。
発信者の電話番号（入手可能な場合）。
電話の日付。
電話の時間。
【０１６６】
ユーザーが発信者番号通知サービスログを最後に呼出した時に記録された電話が青色の背
景とともに示される。ユーザーが発信者番号通知サービスログを最後に表示した時以降に
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追加された新しい電話は赤色の背景とともに表示される。
【０１６７】
図29は発信者番号通知サービスログポップアップから項目を削除190を示しており、ユー
ザーがいずれかの電話の際にSELECTを押した場合は表示される。発信者番号通知サービス
ログポップアップは、ユーザーが項目を削除するか否かを選択したり、全リストを削除し
たり、またはリストに戻ったりすることを可能にする。
【０１６８】
メッセージセットアップ画面
もしユーザーが電話サービスメニューからメッセージセットアップを選択した場合は、メ
ッセージセットアップ画面192が表示される。この画面のオプションおよびレイアウトは
発信者番号通知サービスセットアップ画面と全く同じである。この画面上の第1のオプシ
ョンはテレビにおいてメッセージをオンにするかオフにするかであり、第2のオプション
は、図30に示したように、ユーザーにメッセージ表示時間を設定させる。
【０１６９】
これまで本発明の好ましく、例示的であると考えられる実施の形態について説明してきた
が、本発明のその他の修正はここでの教示から当業者には自明であるものとし、従って、
全てのかかる修正および拡張を本発明の真の精神および範囲に含まれるものとして添付の
請求項に取込むことが所望される。本発明は添付の請求項の範囲に含まれる全ての実施の
形態を含むものとして構成しようとするものであり、本発明は下記の添付の請求項によっ
てのみ制約されるものとする。それに加えて、当業者は、本発明の精神および範囲を逸脱
しない限りは、ここに記載したもの以外の適用も可能であることを容易に認めることであ
ろう。
【図面の簡単な説明】
【図１Ａ】　データセンターヘッド端末、ネットワークオペレーターヘッド端末、ＩＰＧ
装置のネットワークを示す。
【図１Ｂ】　３つのソースと３つのテレビ受信器をサポートするセットアップボックスの
ブロック線図である。
【図１Ｃ】　３つのＩＰＧをサポートするシステムに関するソフトウェアアーキテクチャ
のブロック線図である。
【図２】　表示されているチャネルに関するグラフィカルアイコンと、ユーザーのカスタ
マイズしたラインナップ内の隣接しているチャネルに関するテキストアイコンとを含む、
一番上で「カルセル」を特筆するチャネルガイドである。
【図３】　グリッドガイドフォーマットであり、ガイドの共通の構成要素を示す。
【図４】　更なるグラフィカルなブランディングを表示するためのＩＰＧである。
【図５】　ユーザーがＴＶを視ながら「ガイド」を押した場合の、ＩＰＧシステムのペー
ジである。
【図６】　ショーの始まりがガイドの左端を超えて伸張して現れる場合のスクリーンであ
る。
【図７】　ＩＰＧ内の対話型プロモーションである。
【図８】　対話型ビルボードである。
【図９】　テーマスクリーンである。
【図１０】　多くのエピソードがついたテーマガイドである。
【図１１】　テーマサブカテゴリである。
【図１２】　時間によって記憶されるテーマガイドである。
【図１３】　ユーザーの選択したサブカテゴリに対して利用できるタイトルがない場合の
テーマガイドである。
【図１４】　エピソードサブスクリーン付のテーマガイドである。
【図１５】　テーマデイ警告である。
【図１６】　バッファ内のサブカテゴリに関する全ての番組が単一のスクリーンに入らな
い場合の、スクリーン上の最終行の「これ以外のタイトルについては「SELECT」を押す」
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というコマンドである。
【図１７】　メニューシステムツリーである。
【図１８】　メインメニューである。
【図１９】　メインメニュー上の部分メニューグローブである。
【図２０】　発信者ＩＤポップアップである。
【図２１】　ガイドスクリーン上の発信者ＩＤポップアップである。
【図２２】　メッセージ待ちポップアップである。
【図２３】　テレフォンサービスメニューである。
【図２４】　発信者ＩＤセットアップ（発信者ＩＤをオフにする）である。
【図２５】　発信者ＩＤセットアップ（発信者ＩＤをオンにする）である。
【図２６】　発信者ＩＤセットアップ（発信者ＩＤ表示時間をセットする）である。
【図２７】　発信者ＩＤログに関する親のパスワードプロンプトである。
【図２８】　発信者ＩＤログである。
【図２９】　発信者ＩＤログポップアップからの削除アイテムである。
【図３０】　メッセージをオフ／オン切り替えし、メッセージ表示時間をセットするため
のメッセージセットアップである。
【図３１】　スケジュールされたイベントのリストを表示するテレビスクリーンである。
【図３２】　既にスケジュールされているＰＰＶ購入を要求しているユーザーに告知する
ためのプロンプトウィンドウを表示するテレビスクリーンである。
【図３３】　ＶＣＨＩＰプラスファンクションを表示するテレビスクリーンである。
【図３４】　ブロッキングのためのＴＶ評価の選択を表示するテレビスクリーンである。
【図３５】　マスターパスワード・オペレーションのフローチャートである。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】

【図１Ｃ】
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