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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　双方向番組ガイドシステムであって、前記システムは、
　複数の番組項目を含む番組ガイドデータを提供する番組ガイドデータ源と、
　ユーザ機器に実装された双方向番組ガイドと
　を含み、
　前記双方向番組ガイドは、第１のオプションを生成するように構成されており、前記第
１のオプションは、ユーザが第１の応答と第２の応答との間で選択することを可能にし、
前記第１の応答が選択された場合には、前記双方向番組ガイドは、チャンネルを変更した
いという希望を前記ユーザが示す場合、チャンネルを自動同調するように構成されており
、前記第２の応答が選択された場合には、前記双方向番組ガイドは、所定の桁数よりも少
ない桁数を用いてチャンネル番号を前記ユーザが入力する場合、チャンネルを自動的に変
更しないように構成されている、システム。
【請求項２】
　前記第１の応答が選択された場合には、前記双方向番組ガイドは、前記ユーザが前記所
定の桁数よりも少ない桁数を入力したことに応答して、チャンネルに自動的に同調し、前
記第２の応答が選択された場合には、前記双方向番組ガイドは、前記ユーザが、前記所定
の桁数よりも少ない桁数を入力した後に、同調するための更なるコマンドを入力したこと
に応答して、チャンネルに同調し、
　前記双方向番組ガイドは、所望のチャンネル番号に対応する所定の桁数を入力するため
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の前記ユーザに対する第２のオプションを生成するようにさらに構成されている、請求項
１に記載のシステム。
【請求項３】
　双方向番組ガイドシステムにおいて用いられる方法であって、前記方法は、
　ユーザ機器が、複数の番組項目を含む番組ガイドデータを受信することと、
　前記ユーザ機器が、第１のオプションを生成することであって、前記第１のオプション
は、ユーザが第１の応答と第２の応答との間で選択することを可能にし、前記第１の応答
が選択された場合には、前記ユーザ機器上に実装された双方向番組ガイドは、チャンネル
を変更したいという希望を前記ユーザが示す場合、チャンネルを自動同調するように構成
されており、前記第２の応答が選択された場合には、前記双方向番組ガイドは、所定の桁
数よりも少ない桁数を用いてチャンネル番号を前記ユーザが入力する場合、チャンネルを
自動的に変更しないように構成されている、ことと、
　前記ユーザ機器が、前記ユーザ機器上の前記双方向番組ガイドを用いて前記複数の番組
項目の少なくとも一部分の表示を生成することと
　を含む、方法。
【請求項４】
　前記ユーザ機器が、所望のチャンネル番号に対応する所定の桁数を入力するための前記
ユーザに対する第２のオプションを生成することをさらに含み、
　前記第１の応答が選択された場合には、前記双方向番組ガイドは、前記ユーザが前記所
定の桁数よりも少ない桁数を入力したことに応答して、チャンネルに自動的に同調し、前
記第２の応答が選択された場合には、前記双方向番組ガイドは、前記ユーザが、前記所定
の桁数よりも少ない桁数を入力した後に、同調するための更なるコマンドを入力したこと
に応答して、チャンネルに同調する、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　双方向番組ガイドシステムであって、前記システムは、
　複数の番組項目を含む番組ガイドデータを受信する手段と、
　第１のオプションを生成する手段であって、前記第１のオプションは、ユーザが第１の
応答と第２の応答との間で選択することを可能にし、前記第１の応答が選択された場合に
は、ユーザ機器上に実装された双方向番組ガイドは、チャンネルを変更したいという希望
を前記ユーザが示す場合、チャンネルを自動同調するように構成されており、前記第２の
応答が選択された場合には、前記双方向番組ガイドは、所定の桁数よりも少ない桁数を用
いてチャンネル番号を前記ユーザが入力する場合、チャンネルを自動的に変更しないよう
に構成されている、手段と、
　前記ユーザ機器上の前記双方向番組ガイドを用いて前記複数の番組項目の少なくとも一
部分を表示する手段と
　を含む、システム。
【請求項６】
　所望のチャンネル番号に対応する所定の桁数を入力するための前記ユーザに対する第２
のオプションを生成する手段をさらに含み、
　前記第１の応答が選択された場合には、前記双方向番組ガイドは、前記ユーザが前記所
定の桁数よりも少ない桁数を入力したことに応答して、チャンネルに自動的に同調し、前
記第２の応答が選択された場合には、前記双方向番組ガイドは、前記ユーザが、前記所定
の桁数よりも少ない桁数を入力した後に、同調するための更なるコマンドを入力したこと
に応答して、チャンネルに同調する、請求項５に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、１９９８年１１月３０日に出願された、米国仮出願第６０／１１０，２６２
号の権利を主張する。
　（発明の背景）



(3) JP 5777206 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

　本発明は、双方向テレビ番組ガイドシステムに関し、より詳細には、高度な機能および
ユーザインターフェースを備えた双方向テレビ番組ガイドシステムに関する。
 
【背景技術】
【０００２】
　ケーブルテレビシステム、衛星テレビシステム、および放送テレビシステムは、視聴者
に多数のテレビチャンネルを提供する。ユーザは従来から、特定の時間に放送される番組
を決める際、印刷されたテレビ番組予定を参照してきた。より最近では、ユーザのテレビ
にテレビ番組情報を表示することを可能にする双方向テレビ番組ガイドが開発されている
。双方向テレビ番組ガイドは、通常はセットトップボックスにインプリメントされ、ユー
ザがリモートコントロールを用いてテレビ番組リスト項目をナビゲートすることを可能に
する。双方向テレビ番組ガイドについては、例えば、１９９６年１０月３１日に公開され
た、ＰＣＴ公開ＷＯ９６　３４４９１号に記載がある。オンラインテレビ番組ガイドにつ
いては、例えば、１９９８年６月１８日に公開された、ＰＣＴ公開ＷＯ９８　２６５８４
号に記載がある。典型的な番組ガイドにおいて、様々なテレビ番組リスト項目群が、事前
定義されたカテゴリまたはユーザが選択したカテゴリ別に表示される。番組リスト項目は
典型的には、グリッドまたは表として表示される。
 
【０００３】
　双方向テレビシステムは現在まで、番組に関連する情報を、最適な様式とは言いかねる
様式で表示してきた。番組ガイドの中には、ユーザがテレビを見続けながら番組ガイドデ
ータを見ることを可能にしないものもある。別の番組ガイドシステムは、ユーザに大量の
データを一度に表示して、ユーザを混乱させる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って、本発明の目的は、ユーザが、高度なユーザインターフェースを通じて様々な番
組ガイド機能に容易にアクセスすることを可能にする、双方向テレビ番組ガイドシステム
を提供することである。
【０００５】
　本発明のさらなる目的は、ユーザが、新規な様式で番組関連情報および他の情報にアク
セスする機会をユーザに提供する、双方向テレビ番組ガイドシステムを提供することであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　（発明の要旨）
　本発明の上記および他の目的は、テレビ番組リスト項目および他のテレビに関連する情
報を、ユーザにとって視覚的に快適かつユーザフレンドリーな様式で表示する、双方向テ
レビ番組ガイドシステムを提供することにより、本発明の原理に従って達成される。加え
て、本発明の電子的テレビ番組ガイドは、従来の他の電子的番組ガイドシステムが提供し
なかった機能を提供する。
【０００７】
　本発明の電子的番組ガイドシステムにおいて、主設備（例えば、衛星アップリンク設備
）は、データソースからのデータを、複数のテレビ配信設備（例えば、ケーブルシステム
ヘッドエンド、放送配信設備、衛星テレビ配信設備または他の任意の適切な配信設備等）
に提供する。多数のデータソースが存在し得、いくつかのデータソースは、異なる設備に
配置され得、自身のデータをローカライゼーションおよび配信用として主設備に提供する
。主設備からテレビ配信設備に伝送されるデータとしては、テレビ番組データ（例えば、
タイトル、チャンネル、内容情報、格付け情報またはテレビ番組に関連する他の任意の情
報等）と、テレビ番組リスト項目以外のさらなるサービスに関する他の番組ガイドデータ
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（例えば、天候情報、関連するインターネットウェブリンク、コンピュータソフトウェア
等）がある。
【０００８】
　本発明の電子的番組ガイドは、テレビ配信設備を介して、主設備から、ユーザテレビ機
器にインプリメントされた双方向テレビ番組ガイドへと番組ガイドデータを配信するシス
テムにおいて提供され得る。他の適切なシステムとしては、他の適切な配信方式（例えば
、インターネットを通じてデータを伝送する方式等）を用いて、ユーザテレビ機器上の番
組ガイドにデータを配信するシステム等がある。所望ならば、この双方向テレビ番組ガイ
ドアプリケーションは、例えば、テレビ配信設備または主設備に配置されたサーバにアプ
リケーション用の主要処理能力を提供させ、ユーザテレビ機器をクライアントプロセッサ
として機能させる、クライアント－サーバアーキテクチャを用いてもインプリメント可能
である。
【０００９】
　本発明のさらなる機能、その特性および様々な利点は、添付の図面および以下の好適な
実施形態の詳細な説明からより明らかである。
本発明は、例えば、以下を提供する。
（項目１）双方向テレビ番組ガイドシステムであって、
　　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する番組ガイドデータソースと、
　ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向
テレビ番組ガイドと
　を含み、
　　該双方向テレビ番組ガイドの構成は、該ユーザテレビ機器上に複数の番組リスト項目
および該番組リスト項目に埋めこまれたセパレータを有する番組リスト項目画面を表示す
るような構成にされ、
　　該セパレータは、該番組リスト項目を２つの領域に視覚的に分割し、該２つの領域の
各々は、異なる時間スロットと関連付けられ、
　　該セパレータは、該時間スロットの１つと関連付けられた情報を含む、
双方向テレビ番組ガイドシステム。
（項目２）　上記時間スロットの１つと関連付けられた情報は、該時間スロットの開始時
間を含む、項目１に記載のシステム。
（項目３）　上記番組ガイドの構成は、上記セパレータ内に含まれる開始時間と少なくと
もほぼ同時間に開始する番組がある場合のみに該セパレータを表示するような構成にされ
る、項目２に記載のシステム。
（項目４）　上記番組ガイドの構成はさらに、
　上記複数の番組リスト項目をナビゲートする機会をユーザに提供し、かつ、該ユーザが
ナビゲートした番組リスト項目を該ユーザに示し、
　該ユーザが該複数の番組リスト項目をナビゲートする際、上記セパレータをスキップす
る、
ような構成にされる、項目１に記載のシステム。
（項目５）　上記番組ガイドの構成はさらに、
　上記複数の番組リスト項目をナビゲートする機会をユーザに提供し、かつ、該ユーザが
ナビゲートした番組リスト項目を該ユーザに示し、
　該ユーザが広告バナーをナビゲートすることを必要とする、
ような構成にされる、項目１に記載のシステム。
（項目６）　上記番組ガイドの構成はさらに、ユーザがナビゲートしているリスト項目に
対する上記時間スロットに従って表示される時間インジケータを表示するような構成にさ
れる、項目１に記載のシステム。
（項目７）　双方向テレビ番組ガイドシステムであって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する番組ガイドデータソースと、
　ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向
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テレビ番組ガイドと
　を含み、
　該双方向テレビ番組ガイドの構成は、
　　該ユーザテレビ機器上に、利用可能なアクションをユーザに示す画面上の矢印を有す
る番組ガイド表示画面を表示し、
　　該ユーザが該利用可能なアクションを行うのに応答して、該画面上の矢印の表示特徴
を変更するような構成にされる、
双方向テレビ番組ガイドシステム。
（項目８）　上記双方向テレビ番組ガイドの構成はさらに、上記ユーザが上記利用可能な
アクションを行うのに応答して、上記画面上の矢印を強調表示することにより、該画面上
の矢印の上記表示特徴を変更するような構成にされる、項目７に記載のシステム。
（項目９）　上記画面上の矢印は色を有し、
　上記双方向テレビ番組ガイドの構成はさらに、上記ユーザが上記利用可能なアクション
を行うのに応答して、該画面上の矢印の該色を変更することにより、該画面上の矢印の上
記表示特徴を変更するような構成にされる、項目７に記載のシステム。
（項目１０）　双方向テレビ番組ガイドシステムであって、
　　ローカル情報データを提供するように構成された番組ガイドデータソースと、
　ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向
テレビ番組ガイドと
　を含み、
　該双方向テレビ番組ガイドの構成は、該ローカル情報データを、該ユーザテレビ機器上
の該ローカル情報データに基づいて設定可能な表示画面内に表示するような構成にされる
、
双方向テレビ番組ガイドシステム。
（項目１１）　上記双方向テレビ番組ガイドの構成はさらに、上記ローカル情報データに
基づいてローカル情報の種類を示すメインメニューから、該ローカル情報データを表示す
る該表示画面にアクセスする機会をユーザに提供するような構成にされる、項目１０に記
載のシステム。
（項目１２）　上記ローカル情報データはローカル天候情報データである、項目１０に記
載のシステム。
（項目１３）　上記ローカル情報データはローカルスポーツ情報データである、項目１０
に記載のシステム。
（項目１４）　双方向テレビ番組ガイドシステムであって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する番組ガイドデータソースと、
　ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向
テレビ番組ガイドと
　を含み、
　該双方向テレビ番組ガイドの構成は、ユーザがチャンネルを変更したい旨を示した場合
にチャンネルを自動チューニングするように該番組ガイドを構成する機会を該ユーザに提
供するような構成にされる、
双方向テレビ番組ガイドシステム。
（項目１５）　双方向テレビ番組ガイドシステムであって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する番組ガイドデータソースと、
　ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向
テレビ番組ガイドと
　を含み、
　該双方向テレビ番組ガイドの構成は、
　　該双方向テレビ番組ガイドが該番組リスト項目の少なくとも第１の部分を該ユーザテ
レビ機器の表示画面内に表示している間に該番組リスト項目をサーチする機会をユーザに
提供し、
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　　該ユーザが該ユーザテレビ機器を用いて該番組リスト項目のサーチを終了したことを
示した場合に、該番組リスト項目の少なくとも第２の部分を該ユーザテレビ機器の表示画
面内に表示し、該第１の表示画面の番組リスト項目数を、該第２の表示画面の番組リスト
項目数よりも少なくする、
ような構成にされる、
双方向テレビ番組ガイドシステム。
（項目１６）　双方向テレビ番組ガイドシステムであって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する番組ガイドデータソースと、
　ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向
テレビ番組ガイドと
　を含み、
　該双方向テレビ番組ガイドの構成は、
　　該番組リスト項目の少なくとも一部分を該ユーザテレビ機器の表示画面内に表示し、
類似のタイトルに関する番組リスト項目を、該表示画面内に１回のみ表示し、
　　該表示画面内の該番組リスト項目をサーチする機会をユーザに提供する、ような構成
にされる、
双方向テレビ番組ガイドシステム。
（項目１７）　双方向テレビ番組ガイドシステムであって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する番組ガイドデータソースと、
　ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向
テレビ番組ガイドと
　を含み、
　該双方向テレビ番組ガイドは、
　該双方向テレビ番組ガイドに対してフリップオーバレイを表示する持続時間をユーザが
設定する機会を提供し、
　該ユーザによって設定された持続時間の間に該フリップオーバレイを表示する、
ように構成される、
　双方向テレビ番組ガイドシステム。
（項目１８）　双方向テレビ番組ガイドシステムであって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する番組ガイドデータソースと、
　ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向
テレビ番組ガイドと
　を含み、
　該双方向テレビ番組ガイドの構成は、
　　ユーザがチャンネルを変更したい旨を示した後、該ユーザテレビ機器上にフリップオ
ーバーレイを表示し、
　所定の時間が経過した後、該フリップオーバーレイ全体が表示されなくなるまで該フリ
ップオーバーレイを表示の下部に向かってスライドさせることにより、該ユーザテレビ機
器上の該表示から該フリップオーバーレイを消去する、
ように構成される、
双方向テレビ番組ガイドシステム。
（項目１９）　双方向テレビ番組ガイドシステムであって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する番組ガイドデータソースを有する主
設備と、
　双方向テレビ番組ガイドがインプリメントされる双方向テレビ番組ガイド機器と
　を含み、
　該双方向テレビ番組ガイド機器は、
　　テレビ配信設備と、
　　ユーザテレビ機器とを備え、
　該主設備は、該番組ガイドをオフにするように構成され、
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　該双方向テレビ番組ガイドは、該双方向テレビ番組ガイドが該主設備によってオフにさ
れている旨を示すオーバーレイを表示するように構成される、
双方向テレビ番組ガイドシステム。
（項目２０）　双方向テレビ番組ガイドシステムであって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する番組ガイドデータソースと、
　ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向
テレビ番組ガイドと
　を含み、
　該双方向テレビ番組ガイドの構成は、
　　お気に入り番組ガイド表示画面からチャンネル情報を視聴する機会をユーザに提供し
、
　　該チャンネル情報に基づいて、テレビチャンネルをお気に入りとして設定する機会を
ユーザに提供するような構成にされる、
双方向テレビ番組ガイドシステム。
（項目２１）　ハイブリッド受動型双方向テレビ番組ガイドシステムであって、
　複数の宣伝用映像を提供し、宣伝方針に従って、該宣伝用映像の第１のサブセットを配
信用として予約するように構成される主設備と、
　複数の関連付けられたユーザを有するテレビ配信設備であって、該テレビ配信設備の構
成は、
　　該複数の宣伝用映像を受信し、
　　（１）該複数の宣伝用映像の該第１のサブセットを専用テレビチャンネルを介して該
複数のユーザに配信し、
　　（２）該宣伝方針の規定により、該関連付けられたユーザにとって、該複数の宣伝用
映像の該第２のサブセットの方が該複数の宣伝用映像の該第１のサブセットよりもより適
切である場合、該複数の宣伝用映像の該第１のサブセットの代わりに該複数の宣伝用映像
の該第２のサブセットを該専用テレビチャンネルを介して該複数のユーザに配信する、
ように構成され、
　該宣伝方針の規定により、該関連付けられたユーザにとって、該複数の宣伝用映像の該
第２のサブセットの方が該複数の宣伝用映像の該第１のサブセットよりもより適切である
場合、双方向テレビ番組ガイドを該複数の宣伝用映像の該第２のサブセットと共に同時に
表示するように構成されるユーザテレビ機器と、
を備える、ハイブリッド受動型双方向テレビ番組ガイドシステム。
（項目２２）　双方向テレビ番組ガイドシステムにおいて用いられる方法であって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する工程と、
　ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向
テレビ番組ガイドを用いて、複数の番組リスト項目および該番組リスト項目に埋めこまれ
たセパレータを有する番組リスト項目画面を該ユーザテレビ機器上に表示する工程であっ
て、該セパレータは、該番組リスト項目を視覚的に２つの領域に分割し、該２つの領域の
各々は、異なる時間スロットと関連付けられ、該セパレータは、該時間スロットの１つと
関連付けられた情報を含む、工程と、
を包含する方法。
（項目２３）　上記番組リスト項目画面を表示する工程は、複数の番組リスト項目と上記
番組リスト項目内に埋めこまれたセパレータとを有する番組リスト項目画面を表示する工
程を包含し、該セパレータは、該番組リスト項目を視覚的に２つの領域に分割し、該２つ
の領域の各々は、異なる時間スロットと関連付けられ、該セパレータは、該時間スロット
の１つの開始時間を含む、項目２２に記載の方法。
（項目２４）　上記番組リスト項目画面を表示する工程は、複数の番組リスト項目と上記
番組リスト項目内に埋めこまれたセパレータとを有する番組リスト項目画面を表示する工
程を包含し、該セパレータは、該番組リスト項目を視覚的に２つの領域に分割し、該２つ
の領域の各々は、異なる時間スロットと関連付けられ、該セパレータ内に含まれる開始時
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間と少なくともほぼ同じ時間に開始する番組がある場合にのみ、該セパレータが表示され
る、項目２２に記載の方法。
（項目２５）　ユーザが上記双方向テレビ番組ガイドを用いてナビゲートした番組リスト
項目を該ユーザに示している間に、上記複数の番組リスト項目内をナビゲートする機会を
該ユーザに提供する工程と、
　該ユーザが該双方向テレビ番組ガイドを用いて該複数の番組リスト項目をナビゲートし
ているときに上記セパレータをスキップする工程と、
をさらに包含する、項目２２に記載の方法。
（項目２６）　ユーザが上記双方向テレビ番組ガイドを用いてナビゲートした番組リスト
項目を該ユーザに示している間に、上記複数の番組リスト項目内をナビゲートする機会を
該ユーザに提供する工程と、
　該双方向テレビ番組ガイドを用いて、該ユーザが広告バナーをナビゲートすることを必
要とする工程と、
をさらに包含する、項目２２に記載の方法。
（項目２７）　上記双方向テレビ番組ガイドを用いて、上記ユーザがナビゲートしている
リスト項目に対する時間スロットに従って表示される時間インジケータを表示する工程を
さらに包含する、項目２２に記載の方法。
（項目２８）　双方向テレビ番組ガイドシステムにおいて用いられる方法であって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する工程と、
　ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向
テレビ番組ガイドを用いて，利用可能なアクションをユーザに示す画面上の矢印を有する
番組ガイド表示画面を該ユーザテレビ機器上に表示する工程と、
　該ユーザが該利用可能なアクションを行うのに応答して、該双方向テレビ番組ガイドを
用いて該画面上の矢印の表示特徴を変更する工程と、
を包含する方法。
（項目２９）　上記双方向テレビ番組ガイドを用いて画面上の矢印の表示特徴を変更する
工程は、上記ユーザが上記利用可能なアクションを行うのに応答して、該画面上の矢印を
強調表示することにより該画面上の矢印の上記表示特徴を変更する工程を包含する、項目
２８に記載の方法。
（項目３０）　上記画面上の矢印は色を有し、
　上記双方向テレビ番組ガイドを用いて画面上の矢印の表示特徴を変更する工程は、上記
ユーザが上記利用可能なアクションを行うのに応答して、該画面上の矢印の該色を変更す
ることにより該画面上の矢印の該表示特徴を変更する工程を包含する、
項目２８に記載の方法。
（項目３１）　双方向テレビ番組ガイドシステムにおいて用いられる方法であって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する工程と、
　ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向
テレビ番組ガイドを用いて、ローカル情報データを、該ユーザテレビ機器上の該ローカル
情報データに基づいて設定可能な表示画面内に表示する工程と、
を包含する方法。
（項目３２）　上記ローカル情報データに基づいてローカル情報の種類を示すメインメニ
ューから該ローカル情報データを表示する上記表示画面にアクセスする機会をユーザに提
供する工程をさらに包含する、項目３１に記載の方法。
（項目３３）　上記ローカル情報データに基づいて設定可能な表示画面内にローカル情報
データを表示する工程は、ローカル天候情報に基づいて設定可能な表示画面内に該ローカ
ル天候情報を表示する工程を包含する、項目３１に記載の方法。
（項目３４）　上記ローカル情報データに基づいて設定可能な表示画面内にローカル情報
データを表示する工程は、ローカルスポーツ情報に基づいて設定可能な表示画面内に該ロ
ーカルスポーツ情報を表示する工程を包含する、項目３１に記載の方法。
（項目３５）　双方向テレビ番組ガイドシステムにおいて用いられる方法であって、
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　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する工程と、
　ユーザがチャンネルを変更したい旨を示した場合に、ユーザテレビ機器を有する双方向
テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向テレビ番組ガイドの構成を、チャン
ネルを自動チューニングするような構成にする機会を該ユーザに提供する工程と、
　該双方向テレビ番組ガイドを用いて、該番組リスト項目の少なくとも一部分を該ユーザ
テレビ機器の番組ガイド表示画面内に表示する工程と、
を包含する方法。
（項目３６）　双方向テレビ番組ガイドシステムにおいて用いられる方法であって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する工程と、
　双方向テレビ番組ガイドが該番組リスト項目の少なくとも第１の部分をユーザテレビ機
器の表示画面内に表示している間、該ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド
機器にインプリメントされる該双方向テレビ番組ガイドを用いて該番組リスト項目をサー
チする機会をユーザに提供する工程と、
　該ユーザが該ユーザテレビ機器を用いて該番組リスト項目のサーチを終了したことを示
した場合に、該双方向テレビ番組ガイドを用いて該番組リスト項目の少なくとも第２の部
分を該ユーザテレビ機器の表示画面内に表示する工程であって、該第１の表示画面の番組
リスト項目数を、該第２の表示画面の番組リスト項目数よりも少なくする、工程と、
を包含する方法。
（項目３７）　双方向テレビ番組ガイドシステムにおいて用いられる方法であって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する工程と、
　ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向
テレビ番組ガイドを用いて、該番組リスト項目の少なくとも一部分を、該ユーザテレビ機
器の表示画面内に表示する工程であって、類似のタイトルに関する番組リスト項目を、該
表示画面内に１回のみ表示する、工程と、
　該双方向テレビ番組ガイドを用いて、該表示画面内の番組リスト項目をサーチする機会
をユーザに提供する工程と、
を包含する方法。
（項目３８）　双方向テレビ番組ガイドシステムにおいて用いられる方法であって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する工程と、
　該双方向テレビ番組ガイドに対してフリップオーバレイを表示する持続時間をユーザが
設定する機会を提供する工程であって、該双方向テレビ番組ガイドは、ユーザテレビ機器
を有する双方向テレビ番組機器上にインプリメントされる、工程と、
　該ユーザによって設定された持続時間の間に該双方向テレビ番組ガイドを用いて該ユー
ザテレビ機器上に該フリップオーバレイを表示する工程と
　を包含する方法。
（項目３９）　双方向テレビ番組ガイドシステムにおいて用いられる方法であって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する工程と、
　ユーザがチャンネルを変更したい旨を示した後、ユーザテレビ機器を有する双方向テレ
ビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向テレビ番組ガイドを用いて、該ユーザテ
レビ機器上にフリップオーバーレイを表示する工程と、
　所定の時間が経過した後、該双方向テレビ番組ガイドを用いて、該フリップオーバーレ
イ全体が表示されなくなるまで該フリップオーバーレイを表示の下部に向かってスライド
させることにより該ユーザテレビ機器上の該表示から該フリップオーバーレイを消去する
工程と、
　を包含する方法。
（項目４０）　双方向テレビ番組ガイドシステムにおいて用いられる方法であって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを、主設備から、双方向テレビ番組ガイドがイ
ンプリメントされる双方向テレビ番組ガイド機器へと提供する工程と、
　該主設備から該双方向テレビ番組ガイドをオフにする工程と、
　双方向テレビ番組ガイドを用いて、該ユーザテレビ機器上に該双方向テレビ番組ガイド
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が該主設備によってオフにされている旨を示すオーバーレイを表示する工程と、
を包含する方法。
（項目４１）　双方向テレビ番組ガイドシステムにおいて用いられる方法であって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する工程と、
　ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向
テレビ番組ガイドを用いてお気に入り番組ガイド表示画面からチャンネル情報を視聴する
機会をユーザに提供する工程であって、該お気に入り番組ガイド表示画面は、該ユーザテ
レビ機器上に表示される、工程と、
　該双方向テレビ番組ガイドを用いて、該チャンネル情報に基づいてテレビチャンネルを
お気に入りとして設定する機会をユーザに提供する工程と、
を包含する方法。
（項目４２）　ハイブリッド受動型双方向テレビ番組ガイドシステムにおいて用いられる
方法であって、
　複数の宣伝用映像を提供する工程と、
　宣伝方針に従って、該宣伝用映像の第１のサブセットを主設備による配信用として予約
する工程と、
　該複数の宣伝用映像をテレビ配信設備において受信する工程と、
　該複数の宣伝用映像の該第１のサブセットを、専用テレビチャンネルを通じて該テレビ
配信設備から複数のユーザに配信する工程と、
　該宣伝方針の規定により、該関連付けられたユーザにとって、該複数の宣伝用映像の第
２のサブセットの方が該複数の宣伝用映像の該第１のサブセットよりもより適切である場
合、該複数の宣伝用映像の該第１のサブセットの代わりに該複数の宣伝用映像の該第２の
サブセットを該テレビ配信設備から該専用テレビチャンネルを介して該複数のユーザに配
信する工程と、
　該宣伝方針の規定により、該関連付けられたユーザにとって、該複数の宣伝用映像の該
第２のサブセットの方が該複数の宣伝用映像の該第１のサブセットよりもより適切である
場合、ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双
方向テレビ番組ガイドを、該複数の宣伝用映像の該第２のサブセットと共に同時に表示す
る工程と、
を包含する方法。
（項目４３）　双方向テレビ番組ガイドシステムであって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する手段と、
　ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向
テレビ番組ガイドを用いて、複数の番組リスト項目と該番組リスト項目に埋め込まれたセ
パレータとを有する番組リスト項目画面を該ユーザテレビ機器上に表示する手段であって
、該セパレータは、該番組リスト項目を視覚的に２つの領域に分割し、該２つの領域の各
々は、異なる時間スロットと関連付けられ、該セパレータは、該時間スロットの１つと関
連付けられた情報を含む、手段と
を含む双方向テレビ番組ガイドシステム。
（項目４４）　上記番組リスト項目画面を表示する手段は、複数の番組リスト項目と上記
番組リスト項目内に埋め込まれたセパレータとを有する番組リスト項目画面を表示する手
段を含み、該セパレータは、該番組リスト項目を視覚的に２つの領域に分割し、該２つの
領域の各々は、異なる時間スロットと関連付けられ、該セパレータは、該時間スロットの
１つの開始時間を含む、項目４３に記載のシステム。
（項目４５）　上記番組リスト項目画面を表示する手段は、複数の番組リスト項目と上記
番組リスト項目内に埋め込まれたセパレータとを有する番組リスト項目画面を表示する手
段を含み、該セパレータは、該番組リスト項目を視覚的に２つの領域に分割し、該２つの
領域の各々は、異なる時間スロットと関連付けられ、該セパレータに含まれる開始時間と
少なくともほぼ同じ時間に開始する番組がある場合のみに該セパレータが表示される、項
目４３に記載のシステム。
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（項目４６）　ユーザが上記双方向テレビ番組ガイドを用いてナビゲートした番組リスト
項目を該ユーザに示している間、上記複数の番組リスト項目内をナビゲートする機会を該
ユーザに提供する手段と、
　該ユーザが該双方向テレビ番組ガイドを用いて該複数の番組リスト項目をナビゲートし
ているときに、上記セパレータをスキップする手段と、
をさらに含む、項目４３に記載のシステム。
（項目４７）　ユーザが上記双方向テレビ番組ガイドを用いてナビゲートした番組リスト
項目を該ユーザに示している間に上記複数の番組リスト項目をナビゲートする機会を該ユ
ーザに提供する手段と、
　該双方向テレビ番組ガイドを用いて、該ユーザが広告バナーをナビゲートすることを必
要とする手段と、
をさらに含む、項目４３に記載のシステム。
（項目４８）　上記双方向テレビ番組ガイドを用いて、上記ユーザがナビゲートしている
リスト項目に対する時間スロットに従って表示される時間インジケータを表示する手段、
をさらに含む、項目４３に記載のシステム。
（項目４９）　双方向テレビ番組ガイドシステムであって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する手段と、
　ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向
テレビ番組ガイドを用いて、利用可能なアクションをユーザに示す画面上の矢印を有する
番組ガイド表示画面を該ユーザテレビ機器上に表示する手段と、
　該ユーザが該利用可能なアクションを行うのに応答して、該双方向テレビ番組ガイドを
用いて該画面上の矢印の表示特徴を変更する手段と、
を含む双方向テレビ番組ガイドシステム。
（項目５０）　上記双方向テレビ番組ガイドを用いて画面上の矢印の表示特徴を変更する
手段は、上記ユーザが上記利用可能なアクションを行うのに応答して、該画面上の矢印を
強調表示することにより該画面上の矢印の該表示特徴を変更する手段を含む、項目４９に
記載のシステム。
（項目５１）　上記画面上の矢印は色を有し、
　上記双方向テレビ番組ガイドを用いて画面上の矢印の表示特徴を変更する手段は、上記
ユーザが上記利用可能なアクションを行うのに応答して、該画面上の矢印の該色を変更す
ることにより該画面上の矢印の該表示特徴を変更する手段を含む、項目４９に記載のシス
テム。
（項目５２）　双方向テレビ番組ガイドシステムであって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する手段と、
　ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向
テレビ番組ガイドを用いて、該ユーザテレビ機器上にローカル情報データに基づいて設定
可能な表示画面内に該ローカル情報データを表示する手段と
を含む、双方向テレビ番組ガイドシステム。
（項目５３）　上記ローカル情報データに基づいてローカル情報の種類を示すメインメニ
ューから該ローカル情報データを表示する上記表示画面にアクセスする機会をユーザに提
供する手段をさらに含む、項目５２に記載のシステム。
（項目５４）　上記ローカル情報データに基づいて設定可能な表示画面内にローカル情報
データを表示する手段は、ローカル天候情報に基づいて設定可能な表示画面内に該ローカ
ル天候情報を表示する手段を含む、項目５２に記載のシステム。
（項目５５）　上記ローカル情報データに基づいて設定可能な表示画面内にローカル情報
データを表示する手段は、ローカルスポーツ情報に基づいて設定可能な表示画面内に該ロ
ーカルスポーツ情報を表示する手段を含む、項目５２に記載のシステム。
（項目５６）　双方向テレビ番組ガイドシステムであって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する手段と、
　ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向
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テレビ番組ガイドの構成を、ユーザがチャンネルを変更したい旨を示した場合に、チャン
ネルを自動チューニングするような構成にする機会を該ユーザに提供する手段と、
　該双方向テレビ番組ガイドを用いて、該番組リスト項目の少なくとも一部分を該ユーザ
テレビ機器上の番組ガイド表示画面内に表示する手段と、
を含むシステム。
（項目５７）　双方向テレビ番組ガイドシステムであって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する手段と、
　双方向テレビ番組ガイドが該番組リスト項目の少なくとも第１の部分をユーザテレビ機
器上の表示画面内に表示している間、該ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイ
ド機器にインプリメントされる該双方向テレビ番組ガイドを用いて該番組リスト項目をサ
ーチする機会をユーザに提供する手段と、
　該ユーザが該ユーザテレビ機器を用いて該番組リスト項目のサーチを終了した旨を示し
た場合、該双方向テレビ番組ガイドを用いて該番組リスト項目の少なくとも第２の部分を
該ユーザテレビ機器上の表示画面内に表示する手段であって、該第１の表示画面の番組リ
スト項目を、該第２の表示画面の番組リスト項目よりも少なくする、手段と、
を含むシステム。
（項目５８）　双方向テレビ番組ガイドシステムであって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する手段と、
　ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向
テレビ番組ガイドを用いて、該番組リスト項目の少なくとも一部分を該ユーザテレビ機器
上の表示画面内に表示する手段であって、類似のタイトルに関する番組リスト項目を、該
表示画面内に１回のみ表示する、手段と、
　該双方向テレビ番組ガイドを用いて該表示画面内の該番組リスト項目をサーチする機会
をユーザに提供する手段と、
を含むシステム。
（項目５９）　双方向テレビ番組ガイドシステムであって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する手段と、
　該双方向テレビ番組ガイドに対してフリップオーバレイを表示する持続時間をユーザが
設定する機会を提供する手段であって、該双方向テレビ番組ガイドは、ユーザテレビ機器
を有する双方向テレビ番組機器上にインプリメントされる、手段と、
　該ユーザによって設定された持続時間の間に該双方向テレビ番組ガイドを用いて該ユー
ザテレビ機器上に該フリップオーバレイを表示する手段と
　を含む、双方向テレビ番組ガイドシステム。
（項目６０）　双方向テレビ番組ガイドシステムであって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する手段と、
　ユーザがチャンネルを変更したい旨を示した後、ユーザテレビ機器を有する双方向テレ
ビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向テレビ番組ガイドを用いて、フリップオ
ーバーレイを該ユーザテレビ機器上に表示する手段と、
　所定の時間が経過した後、該双方向テレビ番組ガイドを用いて該フリップオーバーレイ
全体が表示されなくなるまで該フリップオーバーレイを表示の下部に向かってスライドさ
せることにより、該ユーザテレビ機器上の該表示から該フリップオーバーレイを消去する
手段と、
を含む、システム。
（項目６１）　双方向テレビ番組ガイドシステムであって、
　主設備から、双方向テレビ番組ガイドがインプリメントされる双方向テレビ番組ガイド
機器へと、番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する手段と、
　該主設備から該双方向テレビ番組ガイドをオフにする手段と、
　該双方向テレビ番組ガイドを用いて、該双方向テレビ番組ガイドが該主設備によってオ
フにされている旨を示すオーバーレイを該ユーザテレビ機器上に表示する手段と、
を含む、システム。
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（項目６２）　双方向テレビ番組ガイドシステムであって、
　番組リスト項目を含む番組ガイドデータを提供する手段と、
　ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双方向
テレビ番組ガイドを用いて、お気に入り番組ガイド表示画面からチャンネル情報を視聴す
る機会をユーザに提供する手段であって、該お気に入り番組ガイド表示画面は、該ユーザ
テレビ機器上に表示される、手段と、
　該双方向テレビ番組ガイドを用いて該チャンネル情報に基づいてテレビチャンネルをお
気に入りとして設定する機会をユーザに提供する手段と、
を含む、システム。
（項目６３）　ハイブリッド受動型双方向テレビ番組ガイドシステムであって、
　複数の宣伝用映像を提供する手段と、
　宣伝方針に従って、該宣伝用映像の第１のサブセットを主設備による配信用として予約
する手段と、
　該複数の宣伝用映像をテレビ配信設備において受信する手段と、
　該テレビ配信設備からの該複数の宣伝用映像の第１のサブセットを、専用テレビチャン
ネルを介して複数のユーザに配信する手段と、
　該宣伝方針の規定により、該関連付けられたユーザにとって、該複数の宣伝用映像の第
２のサブセットの方が該複数の宣伝用映像の該第１のサブセットよりもより適切である場
合、該複数の宣伝用映像の該第１のサブセットの代わりに該複数の宣伝用映像の該第２の
サブセットを該テレビ配信設備から該専用テレビチャンネルを介して該複数のユーザに配
信する手段と、
　該宣伝方針の規定により、該関連付けられたユーザにとって、該複数の宣伝用映像の該
第２のサブセットの方が該複数の宣伝用映像の該第１のサブセットよりもより適切である
場合、ユーザテレビ機器を有する双方向テレビ番組ガイド機器にインプリメントされる双
方向テレビ番組ガイドを、該複数の宣伝用映像の該第２のサブセットと共に同時に表示す
る手段と、
を含むシステム。
（項目６４）　多数の種類のＲＦバイパススイッチをセットトップボックスと共に用いる
ことができるテレビ番組視聴システムであって、テレビ番組を複数の視聴者に提供し、
　該テレビ番組を表示する表示デバイスと、
　該テレビ番組を録画する録画デバイスと、
　複数の異なる種類のスイッチからの１種類のスイッチのＲＦバイパススイッチであって
、該ＲＦバイパススイッチは、少なくとも１つのスイッチ状態を含み、かつ、該ＲＦバイ
パススイッチが第１のスイッチ状態である場合、該テレビ番組を表す未処理信号のうち少
なくとも１つが、該表示デバイスおよび該録画デバイスを含むデバイス群からの少なくと
も１つのデバイスに送られることを可能にするような構成にされる、ＲＦバイパススイッ
チと、
　該複数の種類のスイッチの各種類のＲＦバイパススイッチに合わせて個別に動作するよ
うに設定可能なセットトップボックスと、
を備えるシステム。
（項目６５）　上記セットトップボックスの少なくとも一部分にインプリメントされる双
方向テレビ番組ガイドをさらに備える、項目６４に記載のシステム。
（項目６６）　上記ＲＦバイパススイッチは、処理済み信号を上記録画デバイスに提供し
、未処理信号を上記表示デバイスに提供するように構成される、項目６４に記載のシステ
ム。
（項目６７）　上記セットトップボックスは、オン／オフ状態を有し、
　該セットトップボックスが自身のオン／オフ状態を変更すると、上記ＲＦバイパススイ
ッチは、スイッチ状態を変更するようにさらに構成される、項目６４に記載のシステム。
（項目６８）　上記テレビ番組は、複数の信号を介して上記セットトップボックスに提供
され、
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　上記システムは、入力デバイスをさらに備え、
　上記セットトップボックスは、該複数の信号のうち上記ＲＦバイパススイッチによって
バイパスされる信号を選択する機会を上記ユーザに提供するようにさらに構成される、項
目６４に記載のシステム。
（項目６９）　上記ＲＦバイパススイッチは、ユーザが選択可能な設定に応じてディセー
ブルされるようにさらに構成される、項目６４に記載のシステム。
（項目７０）　テレビ番組視聴システムにおいて用いられる方法であって、多数の種類の
ＲＦバイパススイッチをセットトップボックスと共に用いることができ、テレビ番組を複
数の視聴者に提供し、
　複数の異なる種類のスイッチから１種類のスイッチのＲＦバイパススイッチを用いて、
該テレビ番組を表す少なくとも１つの未処理信号を、表示デバイスおよび録画デバイスを
含むデバイス群からの少なくとも１つのデバイスに提供する工程と、
　セットトップボックスの構成を、該複数の種類のスイッチの各種類のＲＦバイパススイ
ッチに合わせて個別に動作するような構成にする工程と、
を包含する方法。
（項目７１）　上記セットトップボックスの構成を、複数の種類のスイッチの各種類のＲ
Ｆバイパススイッチに合わせて個別に動作するような構成にする工程は、双方向テレビ番
組ガイドを用いて、該セットトップボックスの構成を、該複数の種類のスイッチの各種類
のＲＦバイパススイッチに合わせて個別に動作するような構成にする工程を包含する、項
目７０に記載の方法。
（項目７２）　上記複数の異なる種類のスイッチから１種類のスイッチのＲＦバイパスス
イッチを用いて、上記テレビ番組を表す少なくとも１つの未処理信号を、表示デバイスお
よび録画デバイスを含むデバイス群からの少なくとも１つのデバイスに提供する工程は、
該ＲＦバイパススイッチを用いて、処理済み信号を該録画デバイスに提供し、未処理信号
を該表示デバイスに提供する工程を包含する、項目７０に記載の方法。
（項目７３）　上記セットトップボックスはオン／オフ状態を含み、
　上記方法は、該セットトップボックスが自身のオン／オフ状態を変化させた場合、上記
ＲＦバイパススイッチの状態を切り換える工程をさらに包含する、項目７０に記載の方法
。
（項目７４）　複数の信号を介して上記セットトップボックスに上記テレビ番組を提供す
る工程と、
　該複数の信号のうち上記ＲＦバイパススイッチによってバイパスされる信号を選択する
機会をユーザに提供する工程と、をさらに包含する、項目７０に記載の方法。
（項目７５）　ユーザが選択可能な設定に従って、上記ＲＦバイパススイッチをディセー
ブルする工程をさらに包含する、項目７０に記載の方法。
（項目７６）　多数の種類のＲＦバイパススイッチをセットトップボックスと共に用いる
ことができ、テレビ番組を複数の視聴者に提供する、テレビ番組視聴システムであって、
　該テレビ番組を表す未処理信号の少なくとも１つを、表示デバイスおよび録画デバイス
を含むデバイス群からの少なくとも１つのデバイスに提供するスイッチ手段であって、該
スイッチ手段は、複数の異なる種類のスイッチ手段からの１種類のスイッチ手段である、
手段と、
　セットトップボックスを各種類のスイッチ手段に合わせて個別に動作させる手段と、
を備えるシステム。
（項目７７）　上記セットトップボックスを複数の種類のスイッチの各種類のＲＦバイパ
ススイッチに合わせて個別に動作させる手段は、双方向テレビ番組ガイドを用いて、該セ
ットトップボックスを該複数の種類のスイッチの各種類のスイッチ手段に合わせて個別に
動作させる手段を備える、項目７６に記載のシステム。
（項目７８）　上記複数の異なる種類のスイッチから１種類のスイッチのＲＦバイパスス
イッチを用いて、テレビ番組を表す少なくとも１つの未処理信号を、表示デバイスおよび
録画デバイスを含むデバイス群からの少なくとも１つのデバイスに提供する手段は、該Ｒ
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Ｆバイパススイッチを用いて処理済み信号を該録画デバイスに提供し、未処理信号を該表
示デバイスに提供する手段を備える、項目７６に記載のシステム。
（項目７９）　上記セットトップボックスは、オン／オフ状態を有し、
　上記システムは、該セットトップボックスが自身のオン／オフ状態を変化させた場合に
上記ＲＦバイパススイッチの状態を切り換える手段をさらに備える、項目７６に記載のシ
ステム。
（項目８０）　複数の信号を介して上記テレビ番組を上記セットトップボックスに提供す
る手段と、
　上記複数の信号のうち上記ＲＦバイパススイッチによってバイパスされる信号を選択す
る機会をユーザに提供する手段と、をさらに備える、項目７６に記載のシステム。
（項目８１）　上記ＲＦバイパススイッチをユーザが選択可能な設定に従ってディセーブ
ルする手段をさらに備える、項目７６に記載のシステム。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明による例示的なシステムの模式的ブロック図である。
【図２ａ】図２ａは、本発明の原理による、図１の双方向番組ガイド機器の例示的構成を
示す。
【図２ｂ】図２ｂは、本発明の原理による、図１の双方向番組ガイド機器の例示的構成を
示す。
【図２ｃ】図２ｃは、本発明の原理による、図１の双方向番組ガイド機器の例示的構成を
示す。
【図２ｄ】図２ｄは、本発明の原理による、図１の双方向番組ガイド機器の例示的構成を
示す。
【図３】図３は、本発明の原理による、図２ａ～２ｄのユーザテレビ機器の例示的な模式
的ブロック図である。
【図４】図４は、本発明の原理による、図３の例示的なユーザテレビ機器の部分を一般的
な模式的ブロック図にしたものである。
【図５ａ】図５ａは、ユーザがテレビチャンネルを変更したい旨を示した場合に番組ガイ
ドが表示し得る、例示的な「フリップ」オーバーレイまたはバナーを示す。
【図５ｂ】図５ｂは、ユーザがテレビチャンネルを変更したい旨を示した場合に番組ガイ
ドが表示し得る、例示的な「フリップ」オーバーレイまたはバナーを示す。
【図６ａ】図６ａは、ユーザが所与の時間スロットに関する番組リスト項目をブラウズす
る指示に応答して番組ガイドが表示し得る、例示的な「ブラウズ」オーバーレイまたはバ
ナーを示す。
【図６ｂ】図６ｂは、ユーザが所与の時間スロットに関する番組リスト項目をブラウズす
る指示に応答して番組ガイドが表示し得る、例示的な「ブラウズ」オーバーレイまたはバ
ナーを示す。図６ｂは、チャンネルをお気に入りとしてブラウズオーバーレイ内に表示す
る様式を示す。
【図６ｃ】図６ｃは、ユーザが所与の時間スロットに関する番組リスト項目をブラウズす
る指示に応答して番組ガイドが表示し得る、例示的な「ブラウズ」オーバーレイまたはバ
ナーを示す。
【図７】図７は、ユーザがチャンネルをデジタル音楽チャンネルに変更したい旨を示した
場合に番組ガイドが表示し得る、例示的な音楽フリップオーバーレイを示す。
【図８】図８は、デジタル音楽チャンネルに関するタイトル、トラックおよびアーティス
ト情報へのアクセスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図９】図９は、番組ガイド機能をナビゲートする機会をユーザに提供する、例示的な番
組ガイドメインメニュー画面を示す。
【図１０】図１０は、例示的な時間別番組リスト項目画面を示す。
【図１１ａ】図１１ａは、例示的なチャンネル別番組リスト項目画面を示す。
【図１１ｂ】図１１ｂは、例示的なチャンネル別番組リスト項目画面を示す。
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【図１２ａ】図１２ａは、例示的なカテゴリ別番組リスト項目画面を示す。
【図１２ｂ】図１２ｂは、例示的なカテゴリ別番組リスト項目画面を示す。
【図１２ｃ】図１２ｃは、例示的なカテゴリ別番組リスト項目画面を示す。
【図１２ｄ】図１２ｄは、例示的なカテゴリ別番組リスト項目画面を示す。
【図１２ｅ】図１２ｅは、例示的なカテゴリ別番組リスト項目画面を示す。
【図１３ａ】図１３ａは、番組リスト項目を様々な様式でテキストモードを用いてサーチ
する機会をユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面である。
【図１３ｂ】図１３ｂは、番組リスト項目を様々な様式でテキストモードを用いてサーチ
する機会をユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面である。
【図１３ｃ】図１３ｃは、番組リスト項目を様々な様式でテキストモードを用いてサーチ
する機会をユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面である。
【図１４】図１４は、ユーザがリスト項目画面を表示したい旨を示し、そのリスト項目画
面に対してマッチングするデータが存在しない場合に番組ガイドが表示し得る、デフォル
ト表示画面を示す。
【図１５】図１５は、受動型電子的テレビ番組ガイドチャンネルへのアクセスをユーザに
提供する、さらなる例示的な番組ガイド表示画面である。
【図１６】図１６は、受動型電子的テレビ番組ガイドチャンネルへのアクセスをユーザに
提供する、さらなる例示的な番組ガイド表示画面である。
【図１７】図１７は、番組ガイド機能をナビゲートする機会をユーザに提供する、別の例
示的なメインメニュー画面を示す。
【図１８】図１８は、ペイパービューリスト項目、イベントリスト項目、プレミア企画リ
スト項目および成人向けリスト項目へのアクセスをユーザに提供する、例示的な番組ガイ
ド表示画面を示す。
【図１９】図１９は、ペイパービューリスト項目、イベントリスト項目、プレミア企画リ
スト項目および成人向けリスト項目へのアクセスをユーザに提供する、例示的な番組ガイ
ド表示画面を示す。
【図２０】図２０は、ペイパービューリスト項目、イベントリスト項目、プレミア企画リ
スト項目および成人向けリスト項目へのアクセスをユーザに提供する、例示的な番組ガイ
ド表示画面を示す。
【図２１】図２１は、ペイパービューリスト項目、イベントリスト項目、プレミア企画リ
スト項目および成人向けリスト項目へのアクセスをユーザに提供する、例示的な番組ガイ
ド表示画面を示す。
【図２２】図２２は、ペイパービューリスト項目、イベントリスト項目、プレミア企画リ
スト項目および成人向けリスト項目へのアクセスをユーザに提供する、例示的な番組ガイ
ド表示画面を示す。
【図２３】図２３は、デジタル音楽チャンネル情報へのアクセスをユーザに提供する、例
示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図２４】図２４は、ペイパービューリスト項目、イベントリスト項目、プレミア企画リ
スト項目および成人向けリスト項目へのアクセスをユーザに提供する、例示的な番組ガイ
ド表示画面を示す。
【図２５】図２５は、ペイパービュープレビューへのアクセスをユーザに提供する、例示
的な無料ペイパービューオーバーレイを示す。
【図２６】図２６は、ユーザが未加入のチャンネル、サービスおよび番組に関する情報へ
のアクセスをユーザに提供する、情報オーバーレイを備える例示的な表示画面を示す。
【図２７】図２７は、ユーザが未加入のチャンネル、サービスおよび番組に関する情報へ
のアクセスをユーザに提供する、情報オーバーレイを備える例示的な表示画面を示す。
【図２８】図２８は、ユーザが未加入のチャンネル、サービスおよび番組に関する情報へ
のアクセスをユーザに提供する、情報オーバーレイを備える例示的な表示画面を示す。
【図２９】図２９は、ユーザが未加入のチャンネル、サービスおよび番組に関する情報へ
のアクセスをユーザに提供する、情報オーバーレイを備える例示的な表示画面を示す。
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【図３０】図３０は、宣伝用チャンネルへのアクセスをユーザに提供する、例示的な番組
ガイド表示画面を示す。
【図３１】図３１は、宣伝用チャンネルへのアクセスをユーザに提供する、例示的な番組
ガイド表示画面を示す。
【図３２】図３２は、番組ガイド機能をナビゲートする機会をユーザに提供する、別の例
示的なメインメニュー画面である。
【図３３ａ】図３３ａは、ローカル情報サービスへのアクセスをユーザに提供する、例示
的な番組ガイド表示画面を示す。
【図３３ｂ】図３３ｂは、ローカル情報サービスへのアクセスをユーザに提供する、例示
的な番組ガイド表示画面を示す。
【図３３ｃ】図３３ｃは、ローカル情報サービスへのアクセスをユーザに提供する、例示
的な番組ガイド表示画面を示す。
【図３３ｄ】図３３ｄは、ローカル情報サービスへのアクセスをユーザに提供する、例示
的な番組ガイド表示画面を示す。
【図３３ｅ】図３３ｅは、ローカル情報サービスへのアクセスをユーザに提供する、例示
的な番組ガイド表示画面を示す。
【図３４】図３４は、番組ガイドのメッセージング機能へのアクセスをユーザに提供する
、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図３５】図３５は、番組ガイドのメッセージング機能へのアクセスをユーザに提供する
、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図３６】図３６は、番組ガイドのメッセージング機能へのアクセスをユーザに提供する
、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図３７】図３７は、番組ガイドのお気に入りチャンネル機能へのアクセスをユーザに提
供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図３８】図３８は、番組ガイドのお気に入りチャンネル機能へのアクセスをユーザに提
供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図３９】図３９は、番組ガイドのお気に入りチャンネル機能へのアクセスをユーザに提
供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図４０】図４０は、番組ガイドのお気に入りチャンネル機能へのアクセスをユーザに提
供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図４１】図４１は、例示的な番組ガイド設定画面である。
【図４２】図４２は、様々な番組ガイド機能の設定にアクセスする機会をユーザに提供す
る、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図４３】図４３は、様々な番組ガイド機能の設定にアクセスする機会をユーザに提供す
る、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図４４】図４４は、様々な番組ガイド機能の設定にアクセスする機会をユーザに提供す
る、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図４５】図４５は、様々な番組ガイド機能の設定にアクセスする機会をユーザに提供す
る、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図４６】図４６は、様々な番組ガイド機能の設定にアクセスする機会をユーザに提供す
る、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図４７】図４７は、様々な番組ガイド機能の設定にアクセスする機会をユーザに提供す
る、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図４８】図４８は、番組音声および番組ガイド表示画面テキスト用の言語を選択する機
会をユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図４９】図４９は、番組音声および番組ガイド表示画面テキスト用の言語を選択する機
会をユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図５０】図５０は、視聴制限コードを設定する機会をユーザに提供する、例示的な番組
ガイド表示画面を示す。
【図５１】図５１は、視聴制限コードを設定する機会をユーザに提供する、例示的な番組
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ガイド表示画面を示す。
【図５２】図５２は、視聴制限基準を規定する機会をユーザに提供する、例示的な番組ガ
イド表示画面を示す。
【図５３】図５３は、視聴制限基準を規定する機会をユーザに提供する、例示的な番組ガ
イド表示画面を示す。
【図５４】図５４は、視聴制限基準を規定する機会をユーザに提供する、例示的な番組ガ
イド表示画面を示す。
【図５５】図５５は、ユーザが番組ガイド機能へアクセスする際にユーザに視聴制限コー
ドを入力するよう要求する、例示的なオーバーレイを示す。
【図５６】図５６は、ユーザが番組ガイド機能へアクセスする際にユーザに視聴制限コー
ドを入力するよう要求する、例示的なオーバーレイを示す。
【図５７】図５７は、ユーザが番組ガイド機能へアクセスする際にユーザに視聴制限コー
ドを入力するよう要求する、例示的なオーバーレイを示す。
【図５８】図５８は、ユーザが番組ガイド機能へアクセスする際にユーザに視聴制限コー
ドを入力するよう要求する、例示的なオーバーレイを示す。
【図５９】図５９は、ユーザが番組ガイド機能へアクセスする際にユーザに視聴制限コー
ドを入力するよう要求する、例示的なオーバーレイを示す。
【図６０】図６０は、ユーザが番組ガイド機能へアクセスする際にユーザに視聴制限コー
ドを入力するよう要求する、例示的なオーバーレイを示す。
【図６１】図６１は、ユーザが番組ガイド機能へアクセスする際にユーザに視聴制限コー
ドを入力するよう要求する、例示的なオーバーレイを示す。
【図６２】図６２は、ユーザが番組ガイド機能へアクセスする際にユーザに視聴制限コー
ドを入力するよう要求する、例示的なオーバーレイを示す。
【図６３】図６３は、ユーザが番組ガイド機能へアクセスする際にユーザに視聴制限コー
ドを入力するよう要求する、例示的なオーバーレイを示す。
【図６４】図６４は、ユーザが番組ガイド機能へアクセスする際にユーザに視聴制限コー
ドを入力するよう要求する、例示的なオーバーレイを示す。
【図６５】図６５は、ユーザが番組ガイド機能へアクセスする際にユーザに視聴制限コー
ドを入力するよう要求する、例示的なオーバーレイを示す。
【図６６】図６６は、見本単位でロックをかける機会をユーザに提供する、例示的なオー
バーレイを示す。
【図６７】図６７は、ユーザが番組タイトル数の上限までロックをした場合に番組ガイド
が表示し得る、例示的なオーバーレイを示す。
【図６８】図６８は、番組にロックがかかっていることをユーザに示し、視聴制限コード
を入力するようユーザを促す、例示的なオーバーレイを示す。
【図６９】図６９は、番組情報、ペイパービュー情報、パッケージ情報、チャンネル情報
およびデジタル音楽情報へのアクセスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面
を示す。
【図７０ａ】図７０ａは、番組情報、ペイパービュー情報、パッケージ情報、チャンネル
情報およびデジタル音楽情報へのアクセスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示
画面を示す。
【図７０ｂ】図７０ｂは、番組情報、ペイパービュー情報、パッケージ情報、チャンネル
情報およびデジタル音楽情報へのアクセスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示
画面を示す。
【図７１】図７１は、番組情報、ペイパービュー情報、パッケージ情報、チャンネル情報
およびデジタル音楽情報へのアクセスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面
を示す。
【図７２】図７２は、番組情報、ペイパービュー情報、パッケージ情報、チャンネル情報
およびデジタル音楽情報へのアクセスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面
を示す。
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【図７３】図７３は、番組情報、ペイパービュー情報、パッケージ情報、チャンネル情報
およびデジタル音楽情報へのアクセスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面
を示す。
【図７４】図７４は、番組情報、ペイパービュー情報、パッケージ情報、チャンネル情報
およびデジタル音楽情報へのアクセスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面
を示す。
【図７５ａ】図７５ａは、番組情報、ペイパービュー情報、パッケージ情報、チャンネル
情報およびデジタル音楽情報へのアクセスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示
画面を示す。
【図７５ｂ】図７５ｂは、番組情報、ペイパービュー情報、パッケージ情報、チャンネル
情報およびデジタル音楽情報へのアクセスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示
画面を示す。
【図７６ａ】図７６ａは、番組情報、ペイパービュー情報、パッケージ情報、チャンネル
情報およびデジタル音楽情報へのアクセスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示
画面を示す。
【図７６ｂ】図７６ｂは、番組情報、ペイパービュー情報、パッケージ情報、チャンネル
情報およびデジタル音楽情報へのアクセスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示
画面を示す。
【図７７ａ】図７７ａは、例示的な電話注文情報オーバーレイを示す。
【図７７ｂ】図７７ｂは、例示的な電話注文情報オーバーレイを示す。
【図７８】図７８は、番組ガイドペイパービュー番組およびパッケージ注文機能へのアク
セスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図７９】図７９は、番組ガイドペイパービュー番組およびパッケージ注文機能へのアク
セスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図８０】図８０は、番組ガイドペイパービュー番組およびパッケージ注文機能へのアク
セスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図８１】図８１は、番組ガイドペイパービュー番組およびパッケージ注文機能へのアク
セスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図８２】図８２は、番組ガイドペイパービュー番組およびパッケージ注文機能へのアク
セスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図８３】図８３は、番組ガイドペイパービュー番組およびパッケージ注文機能へのアク
セスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図８４】図８４は、番組ガイドペイパービュー番組およびパッケージ注文機能へのアク
セスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図８５】図８５は、番組ガイドペイパービュー番組およびパッケージ注文機能へのアク
セスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図８６】図８６は、番組ガイドペイパービュー番組およびパッケージ注文機能へのアク
セスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図８７】図８７は、番組ガイドペイパービュー番組およびパッケージ注文機能へのアク
セスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図８８】図８８は、番組ガイドペイパービュー番組およびパッケージ注文機能へのアク
セスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図８９】図８９は、番組ガイドペイパービュー番組およびパッケージ注文機能へのアク
セスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図９０】図９０は、番組ガイドペイパービュー番組およびパッケージ注文機能へのアク
セスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図９１】図９１は、番組ガイドペイパービュー番組およびパッケージ注文機能へのアク
セスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図９２】図９２は、番組ガイドペイパービュー番組およびパッケージ注文機能へのアク
セスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
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【図９３】図９３は、番組ガイドペイパービュー番組およびパッケージ注文機能へのアク
セスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図９４】図９４は、番組ガイドリマインダ機能へのアクセスをユーザに提供する、例示
的な番組ガイド表示画面を示す。
【図９５】図９５は、番組ガイドリマインダ機能へのアクセスをユーザに提供する、例示
的な番組ガイド表示画面を示す。
【図９６】図９６は、番組ガイドリマインダ機能へのアクセスをユーザに提供する、例示
的な番組ガイド表示画面を示す。
【図９７】図９７は、番組ガイドリマインダ機能へのアクセスをユーザに提供する、例示
的な番組ガイド表示画面を示す。
【図９８】図９８は、番組ガイドリマインダ機能へのアクセスをユーザに提供する、例示
的な番組ガイド表示画面を示す。
【図９９】図９９は、番組ガイドリマインダ機能へのアクセスをユーザに提供する、例示
的な番組ガイド表示画面を示す。
【図１００】図１００は、番組ガイドリマインダ機能へのアクセスをユーザに提供する、
例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図１０１】図１０１は、番組ガイドリマインダ機能へのアクセスをユーザに提供する、
例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図１０２】図１０２は、番組ガイドリマインダ機能へのアクセスをユーザに提供する、
例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図１０３】図１０３は、システムオペレータによって提供される帯域内メッセージへの
アクセスをユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。
【図１０４】図１０４は、ヘルプ情報へのアクセスをユーザに提供する、例示的な番組ガ
イド表示画面を示す。
【図１０５】図１０５は、主設備または他の関与する事業実体によって番組ガイドが不活
性化されている旨をユーザに示す、例示的なバナーまたはオーバーレイを示す。
【図１０６】図１０６は、主設備または他の関与する事業実体によって番組ガイドが不活
性化されている旨をユーザに示す、例示的なバナーまたはオーバーレイを示す。
【図１０７】図１０７は、本発明の番組ガイドの動作に伴う例示的な工程のフローチャー
トである。
【図１０８】図１０８は、本発明の番組ガイドの動作に伴う例示的な工程のフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　（好適な実施形態の詳細な説明）
　図１は、本発明の原理による例示的システム１０を示す。主設備１２は、番組ガイドデ
ータを、通信リンク１８を介して番組ガイドデータソース１４から双方向テレビ番組ガイ
ド機器１７へと提供する。番組ガイドデータソースは複数あり得るが、図面が過度に複雑
になるのを避けるため、１つの番組ガイドデータソースのみ図示する。所望ならば、番組
ガイドデータソースは、主設備１２とは別の設備（例えば、ローカル情報サービス１５等
）に配置され得、番組ガイドデータソースのデータを、ローカライゼーションおよび配信
用として主設備１２に提供してもよい。データソース１４は、データを（例えば、オペレ
ータによる手動により、コンピュータネットワークもしくは他の接続を介して電子的に、
または格納媒体を介して）入手し、入手したデータを電子形式にして主設備１２を用いて
配信する、任意の適切なコンピュータまたはコンピュータを用いたシステムであり得る。
リンク１８は、衛星リンク、電話線ネットワークリンク、ケーブルリンクあるいは光ファ
イバリンク、マイクロ波リンク、インターネットリンク、このようなリンクの組合わせ、
または他の任意の適切な通信リンクであり得る。所望ならば、映像信号もリンク１８を通
じて送信され得る。
【００１２】



(21) JP 5777206 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

　ローカル情報サービス１５は、局所地域に特有のデータを入手し、入手したデータを通
信リンク４１を通じて主設備１２に提供する、任意の適切な設備であり得る。ローカル情
報ソース４１は、例えば、天候データを測定するローカル天候ステーション、地元の高校
および大学のスポーツ情報を入手するローカル新聞、または他の任意の適切な情報プロバ
イダであり得る。ローカル情報ソース１５は、例えば、ローカルスキー報告、釣り状況、
メニュー等を主設備１２に提供する、コンピュータを有する地元企業か、または他の任意
の適切な情報プロバイダであり得る。リンク４１は、衛星リンク、電話線ネットワークリ
ンク、ケーブルリンクあるいは光ファイバリンク、マイクロ波リンク、インターネットリ
ンク、このようなリンクの組合わせ、または他の任意の適切な通信リンクであり得る。
【００１３】
　主設備１２から双方向テレビ番組ガイド機器１７へと送信される番組ガイドデータは、
テレビ番組データ（例えば、番組識別子、時間、チャンネル、タイトルおよび詳細）と、
テレビ番組リスト項目以外の他のサービスに関するデータ（例えば、ヘルプテキスト、ペ
イパービュー情報、天候情報、スポーツ情報、音楽チャンネル情報、関連するインターネ
ットウェブリンク、関連するソフトウェア等）とを含み得る。双方向テレビ番組ガイド機
器１７は好適には複数配置または設置されるが、図面が過度に複雑になるのを避けるため
、図１では１つの双方向テレビ番組ガイド機器１７のみを図示している。
【００１４】
　番組ガイドデータは、任意の適切なアプローチを用いて、主設備１２から双方向テレビ
番組ガイド機器１７へと送信され得る。データファイルは、例えば、オブジェクトとして
カプセル化され、適切なインターネットを用いたアドレシングスキームおよびプロトコル
層（ｓｔａｃｋ）（例えば、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）およびインターネ
ットプロトコル（ＩＰ）を用いた層）を用いて伝送され得る。主設備からテレビ配信設備
に番組ガイドデータを伝送するシステムについては、例えば、１９９９年６月１１日に出
願された、Ｇｏｌｌａｈｏｎらによる米国特許出願第０９／３３２，６２４号に記載があ
る。本明細書中、同出願の全体を参考のため援用する。
【００１５】
　双方向テレビ番組ガイドは、双方向テレビ番組ガイド機器１７にインプリメントされる
。図２ａ～２ｄは、双方向テレビ番組ガイド機器１７の４つの例示的構成を示す。図示の
ように、双方向テレビ番組ガイド機器１７は、テレビ配信設備１６に配置された番組ガイ
ド配信機器２１と、ユーザテレビ機器２２とを含み得る。
【００１６】
　双方向テレビ番組ガイドは、図２ａおよび２ｃに示すように、完全にユーザテレビ機器
２２上で動作するか、または、図２ｂおよび２ｄに示すような適切なクライアント－サー
バアプローチまたは配信処理アプローチを用いて、ユーザテレビ機器２２および双方向テ
レビ番組ガイド機器１７の上でそれぞれ部分的に動作し得る。テレビ配信設備１６は、任
意の適切な配信設備（例えば、ケーブルシステムヘッドエンド、放送配信設備、衛星テレ
ビ配信設備、または他の任意の適切な種類のテレビ配信設備）であり得る。テレビ配信設
備１６は、配信機器２１を有し得る。
【００１７】
　図２ａ、２ｂ、２ｃおよび２ｄの配信機器２１は、番組ガイドデータを通信経路２０を
通じてユーザテレビ機器２２に提供するのに適切な、任意の機器であり得る。配信機器２
１は、例えば、番組ガイドデータの配信を、テレビチャンネル側波帯で、テレビチャンネ
ルの垂直帰線消去期間で、帯域内デジタル信号を用いて、帯域外デジタル信号を用いて、
または他の任意の適切なデータ送信技術を用いて行う適切な送信ハードウェアを含み得る
。アナログ映像信号またはデジタル映像信号（例えば、テレビ番組）も、多数のテレビチ
ャンネル上の通信経路２０を介して、配信機器２１からユーザテレビ機器２２へと配信さ
れ得る。
【００１８】
　通信経路２０は、番組ガイドデータを配信するのに適切な任意の通信経路であり得る。
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通信経路２０は、例えば、衛星リンク、電話線ネットワークリンク、ケーブルリンクある
いは光ファイバリンク、マイクロ波リンク、インターネットリンク、データオーバケーブ
ルサービスインタフェース規格（ｄａｔａ－ｏｖｅｒ－ｃａｂｌｅ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｉ
ｎｔｅｒｆａｃｅ　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ＤＯＣＳＩＳ））リンク、このような
リンクの組合わせ、または他の任意の適切な通信リンクを含み得る。通信経路２０は好適
には、テレビ配信設備１６がテレビ番組をユーザテレビ機器２２に配信することを可能に
するのに十分な帯域幅を有する。通常は多数のユーザテレビ機器２２および多数の関連す
る通信経路２０が存在するが、図面が過度に複雑になるのを避けるため、図２ａ～２ｄで
は、ユーザテレビ機器２２および通信経路２０をそれぞれ１つだけ図示する。所望ならば
、テレビ番組は、別個の通信経路（図示せず）を通じて提供され得る。
【００１９】
　図２ｂは、クライアント－サーバを用いたシステムまたは双方向番組ガイド配信システ
ムにおける、双方向テレビ番組ガイド機器１７の例示的構成を示す。図２ｂに示すように
、配信機器２１は、番組ガイドサーバ２５を含み得る。番組ガイドサーバ２５は、クライ
アント－サーバを用いた番組ガイドを提供する任意の適切なソフトウェア、ハードウェア
、またはそれらの組合わせであり得る。番組ガイドサーバ２５は、例えば、適切なデータ
ベースエンジン（例えば、ＭｉｃｒｏｓｏｆｔによるＳＱＬサーバ等）を実行し、ユーザ
テレビ機器２２にインプリメントされた番組ガイドクライアントによって生成された問合
わせに応答して、番組ガイドデータを提供し得る。所望ならば、番組ガイドサーバ２５は
、主設備１２（図示せず）に配置され得る。
【００２０】
　番組ガイドは、任意の適切なクライアント－サーバを用いたアプローチを用いて、番組
ガイドデータを番組ガイドサーバ２５から取り出し得る。番組ガイドは、例えば、ＳＱＬ
リクエストをメッセージとして番組ガイドサーバ２５に送り得る。別の適切なアプローチ
において、番組ガイドは、１つ以上のリモートプロシージャ呼出しを用いて、番組ガイド
サーバ２５に常駐するリモートプロシージャを呼び出し得る。番組ガイドサーバ２５は、
このような呼び出されたリモートプロシージャに対し、ＳＱＬステートメントを実行し得
る。さらに別の適切なアプローチにおいて、番組ガイドによって実行されるクライアント
オブジェクトは、例えばオブジェクトリクエストブローカ（ＯＲＢ）を用いて、番組ガイ
ドサーバ２５によって実行されるサーバオブジェクトと通信し得る。これは、例えば、Ｍ
ｉｃｒｏｓｏｆｔの分散型コンポーネントオブジェクトモデル（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ
　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｍｏｄｅｌ（ＤＣＯＭ））アプローチの使用を伴
い得る。
【００２１】
　番組ガイドは、任意の適切なネットワークプロトコルおよびトランスポート層プロトコ
ルを用いて、通信経路２０を通じて、番組ガイドサーバ２５またはインターネットサービ
スシステム６１と通信し得る。所望ならば、例えば、シーケンスパケット交換／インター
ネットワークパケット交換（ＳＰＸ／ＩＰＸ）層、転送制御プロトコル／インターネット
プロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）層、アップルトークトランザクションプロトコル／データグ
ラムデリバリプロトコル（ＡＴＰ／ＤＤＰ）層、または他の任意の適切なネットワークプ
ロトコルおよびトランスポート層プロトコルを含む、プロトコル層が用いられ得る。所望
ならば、ＤＯＣＳＩＳも用いられ得る。
【００２２】
　図２ｃおよび２ｄは、インターネットを用いた、例示的な双方向テレビ番組ガイドシス
テムを示す。テレビ配信設備１６は、例えば、インターネットサービスシステム６１を含
み得る。インターネットサービスシステム６１は、インターネットを用いたアプローチ（
例えば、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ））を用いて番組ガイドデータを番
組ガイドに提供することが可能な、ハードウェアおよびソフトウェアのいずれかの適切な
組合わせを用い得る。所望ならば、インターネットサービスシステム６１は、番組ガイド
配信設備１６と別個の設備に配置され得る。
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【００２３】
　図２ｃに示すように番組ガイドが双方向テレビ番組ガイド機器１７のユーザテレビ機器
２２にインプリメントされる場合、インターネットサービスシステム６１（または、イン
ターネットサービスシステム６１に接続された番組ガイド配信設備１６にある他の適切な
機器）は、番組ガイドデータのユーザテレビ機器２２への提供を、インターネットを介し
て行うか、あるいは、番組ガイド配信機器２１を介して、任意の適切なインターネットを
用いたアプローチを用いて（例えば、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）また
は転送制御プロトコル／ネットワーク間プロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）の種類のリンクを介
したファイル転送（ＦＴＰ）を用いて）、行い得る。図２ｄに示すように、双方向テレビ
番組ガイド機器１７にインプリメントされる番組ガイドがクライアント－サーバガイドで
ある場合、番組ガイドサーバ２５は、番組ガイドデータをインターネットサービスシステ
ム６１から入手し得る。しかし、番組ガイドも、番組ガイドデータをインターネット接続
を介してインターネットサービスシステム６１から入手し得る。
【００２４】
　さらに別の実施形態において、配信機器２１は、双方向テレビ番組ガイドの第１の部分
または第１のバージョンがインプリメントされる、適切なハードウェア（図示せず）を含
み得る。番組ガイドの第２の部分または第２のバージョンは、ユーザテレビ機器２２にイ
ンプリメントされ得る。双方向番組ガイドのこれらの２つのバージョンまたは部分は、任
意の適切なピアツーピア通信スキーム（例えば、メッセージング、リモートプロシージャ
呼出し等）を用いて通信し、テレビ配信設備１６とユーザテレビ機器２２との間において
、双方向番組ガイド機能を別個に行い得る。
【００２５】
　図３は、ユーザテレビ機器２２の例示的構成を示す。図３のユーザテレビ機器２２は、
入力２６において、映像ストリームまたはデジタル映像ストリームおよびデータを、テレ
ビ配信設備１６（図１）から受信する。通常のテレビ視聴の間、ユーザは、セットトップ
ボックス２８を、所望のテレビチャンネルにチューニングする。次いで、その所望のテレ
ビチャンネルの信号が、映像出力３０において提供される。出力３０に供給される信号は
典型的には、事前定義されたチャンネル（例えば、チャンネル３または４等）上の無線周
波数（ＲＦ）信号か、またはアナログ復調映像信号のいずれかであるが、適切なデジタル
バス（例えば、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）１３９４規格を用いたバス（図示せず））
でテレビ３６に提供されるデジタル信号でもあり得る。出力３０における映像信号は、オ
プションの２次格納デバイス３２によって受信される。
【００２６】
　双方向テレビ番組ガイドは、セットトップボックス２８上で、テレビ３６（ただし、テ
レビ３６が適切な処理回路およびメモリを有する場合）上で、テレビ３６に接続された適
切なアナログ受信器あるいはデジタル受信器上で、またはデジタル格納デバイス３１（た
だし、デジタル格納デバイス３１が適切な処理回路およびメモリを有する場合）上で実行
され得る。双方向テレビ番組ガイドはまた、これらのデバイスの適切な組合わせ上でも協
働して実行され得る。双方向テレビ番組ガイドアプリケーションが協働して多数のデバイ
ス上で動作する、双方向テレビアプリケーションシステムについては、例えば、１９９８
年１１月５日に出願された、Ｅｌｌｉｓの米国特許出願第０９／１８６，５９８号に記載
がある。本明細書中、同出願の全体を参考のため援用する。
【００２７】
　２次格納デバイス３２は、任意の適切な種類のアナログまたはデジタルの番組格納デバ
イスまたはプレーヤ（例えば、映像カセットレコーダ、デジタル汎用ディスク（ＤＶＤ）
プレーヤ等）であり得る。番組録画および他の機能は、制御経路３４を用いてセットトッ
プボックス２８によって制御され得る。例えば２次格納デバイス３２が映像カセットレコ
ーダである場合、制御経路３４では典型的には、映像カセットレコーダ内の赤外線受信器
に結合された赤外線送信器が用いられる。この映像カセットレコーダは通常は、リモート
コントロール（例えば、リモートコントロール４０等）からの命令を受け取る。リモート
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コントロール４０は、セットトップボックス２８、２次格納デバイス３２およびテレビ３
６を制御するために用いられ得る。
【００２８】
　所望ならば、ユーザは、番組、番組ガイドデータまたはこれらの組合わせを、
デジタル形式でオプションのデジタル格納デバイス３１に録画し得る。デジタル格納デバ
イス３１は、書込み可能な光学的格納デバイス（例えば、録画可能なＤＶＤディスクの処
理が可能なＤＶＤプレーヤ等）、磁気的格納デバイス（例えば、ディスクドライブあるい
はデジタルテープ等）、または他の任意のデジタル格納デバイスであり得る。デジタル格
納デバイスを有する双方向テレビ番組ガイドシステムについては、例えば、１９９８年９
月１７日に出願された、Ｈａｓｓｅｌｌらによる米国特許出願第０９／１５７，２５６号
に記載がある。本明細書中、同出願の全体を参考のため援用する。
【００２９】
　デジタル格納デバイス３１は、セットトップボックス２８に収容されるか、または、出
力ポートおよび適切なインターフェースを介してセットトップボックス２８に接続される
外部デバイスでもあり得る。デジタル格納デバイス３１は、例えば、ローカル媒体サーバ
２９に収容され得る。必要ならば、セットトップボックス２８内の処理回路は、受信した
映像信号、音声信号およびデータ信号をデジタルファイルフォーマットにフォーマットす
る。好適には、ファイルフォーマットは、オープンファイルフォーマット（例えば、動画
専門家グループ（ＭＰＥＧ）のＭＰＥＧ－２規格またはＭｏｖｉｎｇ　Ｊｏｉｎｔ　Ｐｈ
ｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ（ＭＪＰＥＧ）規格等）である。そ
の結果得られたデータは、適切なバス（例えば、米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）１３９４
規格を用いたバス等）を介してデジタル格納デバイス３１へと流され、デジタル格納デバ
イス３１に格納される。別の適切なアプローチにおいて、ＭＰＥＧ－２データストリーム
または一連のファイルが配信機器２１から受信され、格納される。
【００３０】
　テレビ３６は、２次格納デバイス３２から通信経路３８を介して映像信号を受信する。
通信経路３８上の映像信号は、事前録画された格納媒体（例えば、映像カセットあるいは
録画可能なデジタル映像ディスク等）を再生する際に２次格納デバイス３２によって生成
されるか、事前録画されたデジタル媒体を再生する際にデジタル格納デバイス３１によっ
て生成され、セットトップボックス２８を通過し、ユーザテレビ機器２２が２次格納デバ
イス３２を有していない場合にセットトップボックス２８からテレビ３６に直接に提供さ
れ得、または、テレビ３６によって直接受信され得る。通常のテレビ視聴の間、テレビ３
６に提供される映像信号は、ユーザがセットトップボックス２８を用いてチューニングし
た所望のチャンネルに対応する。デジタル格納デバイス３１に格納されている情報をセッ
トトップボックス２８を用いて再生する場合、映像信号も、セットトップボックス２８か
らテレビ３６に提供され得る。
【００３１】
　セットトップボックス２８は、メモリ４４を有し得る。メモリ４４は、番組ガイドアプ
リケーション命令および番組ガイドによって用いられる番組ガイドデータを格納するのに
適切な、任意のメモリまたは他の格納デバイス（例えば、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、ハードディスクドライブ、この
ようなデバイスの組合わせ等）であり得る。
【００３２】
　セットトップボックス２８は、番組ガイドサーバ２５と直接にまたは通信経路２０を介
してインターネットサービスシステム６１と通信を行うための通信デバイス３７を有し得
る。通信デバイス３７は、モデム（例えば、任意の適切なアナログ規格あるいはデジタル
規格、セルラー式、またはケーブル式のモデム）、ネットワークインターフェースカード
（例えば、イーサネット（登録商標）カード、トークンリングカード等）、または他の適
切な通信デバイスであり得る。通信デバイス３７はまた、例えば図２ｃおよび２ｄに示す
構成内のインターネット接続を備えるパーソナルコンピュータでもあり得る。所望ならば
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、テレビ３６もまた、このような適切な通信デバイスを有し得る。別のアプローチにおい
て、ユーザテレビ機器２２は、適切な帰還路を用いた配信機器２１を介して、インターネ
ットサービスシステム６１と通信し得る。
【００３３】
　図４は、図３のユーザテレビ機器２２の実施形態をより一般化したものを示す。図４に
示すように、テレビ配信設備１６（図１）からの番組ガイドデータは、ユーザテレビ機器
２２の制御回路４２によって受け取られる。制御回路４２の機能は、図２ａおよび２ｂの
セットトップボックス構成を用いて提供され得る。あるいは、これらの機能は、高度なテ
レビ受信器、パーソナルコンピュータテレビ（ＰＣ／ＴＶ）、または他の任意の適切な構
成に一体化され得る。所望ならば、このような構成の組合わせが用いられ得る。
【００３４】
　ユーザテレビ機器２２はまた、２次格納デバイス４７およびデジタル格納デバイス４９
を番組録画用として有し得る。２次格納デバイス４７は、任意の適切な種類のアナログ式
あるいはデジタル式の番組格納デバイス（例えば、映像カセットレコーダ、デジタル汎用
ディスク（ＤＶＤ）等）であり得る。番組録画および他の機能は、制御回路４２によって
制御され得る。デジタル格納デバイス４９は、例えば、書込み可能な光学的格納デバイス
（例えば、録画可能なＤＶＤディスクの処理が可能なＤＶＤプレーヤ等）、磁気的格納デ
バイス（例えば、ディスクドライブあるいはデジタルテープ）、または他の任意のデジタ
ル格納デバイスであり得る。
【００３５】
　ユーザテレビ機器２２はまた、メモリ６３も有し得る。メモリ６３は、番組ガイドアプ
リケーション命令および制御回路４２によって用いられる番組ガイドデータを格納するの
に適切な、任意のメモリまたは他の格納デバイス（例えば、ランダムアクセスメモリ（Ｒ
ＡＭ）、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、ハードディスクドライブ、こ
のようなデバイスの組合わせ等）であり得る。
【００３６】
　図４のユーザテレビ機器２２はまた、番組ガイドと配信機器２１または通信経路２０を
介したインターネットサービスシステム６１との間の通信をサポートする通信デバイス５
１も有し得る。通信デバイス５１は、モデム（例えば、任意の適切なアナログ規格あるい
はデジタル規格、セルラー式あるいはケーブルモデム）、ネットワークインターフェース
カード（例えば、イーサネット（登録商標）カード、トークンリングカード等）、または
他の適切な通信デバイスであり得る。
【００３７】
　ユーザは、ユーザインターフェース４６を用いて、ユーザテレビ機器２２の動作を操作
する。ユーザインターフェース４６は、ポインティングデバイス、無線リモート制御、キ
ーボード、タッチパッド、音声認識システム、または他の任意の適切なユーザ入力デバイ
スであり得る。ユーザは、テレビを見る際、制御回路４２に命令して、所望のテレビチャ
ンネルを表示デバイス４５上に表示させる。表示デバイス４５は、任意の適切なテレビ、
モニタ、または他の適切な表示デバイスであり得る。ユーザは、番組ガイド機能にアクセ
スする際、双方向テレビ番組ガイド機器１７にインプリメントされる番組ガイドに命令し
て、メインメニューまたは他の所望の番組ガイド表示画面を、表示デバイス４５上への表
示用として生成する。
【００３８】
　番組ガイドは、例えば、テレビ番組を見ながら番組リスト項目を見る機会をユーザに提
供し得る。番組を見ながら番組リスト項目を見たいとのユーザによる意思表示に応答して
、番組ガイドは、「フリップ」オーバーレイまたは「ブラウズ」オーバーレイを、テレビ
番組上にオーバーレイし得る。図５ａおよび５ｂは、ユーザがテレビチャンネルを変更す
るたびに番組ガイドが表示し得る、例示的なフリップオーバーレイ２００および２０７を
示す。この機能は、新規チャンネルによって表示されているテレビ番組に関する情報を、
ユーザに提供し得る。フリップオーバーレイ２００および２０７は、事前定義された時間
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の間、または、所望ならば、ユーザが設定可能な時間の間、表示され得る。フリップオー
バーレイは、瞬間的に消えるか、画面の下方向にずれるか、または、他の任意の適切なア
プローチを用いて画面から除去され得る。
【００３９】
　フリップオーバーレイ２００および２０７は、現在の番組に関連する情報（例えば、番
組タイトル２１０、放映時間２１５、格付け２２７、現在のチャンネル番号２１６、およ
び現在のチャンネルのコールサイン２２５等）を表示し得る。これらのフリップオーバー
レイはまた、複数のグラフィック（例えば、ブランドロゴ２３０、スポンサーグラフィッ
ク、チャンネルロゴグラフィック、メールインジケータ、リマインダインジケータまたは
他の任意の適切なグラフィック等）も含み得る。現在の時間も表示され得る。所望ならば
、ブランドロゴ２３０は、選択可能な広告２２１と取り換えられるか、または、選択可能
な広告２２１と共に表示され得る。ユーザは、選択可能な広告２２１を選択して、フリッ
プオーバーレイ２００および２１０内に現在表示されている番組に関するさらなる番組情
報を入手し得る。
【００４０】
　図６ａ、６ｂおよび６ｃは、例示的な「ブラウズ」オーバーレイ２３０を示し、この「
ブラウズ」オーバーレイ２３０は、ユーザが、所与の時間スロットに関する番組リスト項
目を番組を見ながらブラウズすることを選択した場合に、番組ガイドによって表示され得
る。ユーザは、例えばリモートコントロールの矢印キーを用いることにより、番組リスト
項目をブラウズし得る。フリップオーバーレイとは異なり、ブラウズオーバーレイは、ユ
ーザが、別のチャンネルで別の時間に放送される番組に関する情報をブラウズしながら、
特定のチャンネルに関する番組（例えば、チャンネル１７８等）を見続けることを可能に
する。
【００４１】
　番組ガイドは、さらなる番組リスト項目をブラウズするために、時間スロットおよびチ
ャンネルを変更する機会をユーザに提供し得る。ユーザは、例えば、「アップ」、「ダウ
ン」、「左」および「右」の矢印を押すことにより、さらなる番組リスト項目をブラウズ
したい旨を示し得、これによりさらなるチャンネルおよび時間スロットにアクセスする。
番組ガイドは、例えば、画面上の矢印２３２を強調表示して、特定の矢印が押されたこと
をユーザに示し得る。本発明のこの局面は、ユーザに利用可能なアクションを示すのに矢
印を用いる任意の表示画面において行われ得る。
【００４２】
　所望ならば、フリップオーバーレイおよびブラウズオーバーレイは、ユーザがあるチャ
ンネルをお気に入りとしてフラグ付けしたことを、ユーザに示し得る。お気に入りチャン
ネルは、任意の適切な技術を用いて示され得る。特定の色（例えば、スカイブルー等）が
用いられ得る。図６ｂは、陰影２３５を用いて、ブラウズオーバーレイ２３７においてチ
ャンネルがお気に入りとして選択されていることを示している様子を示す。図６ｃは、ブ
ラウズオーバーレイ２３７のさらなる例示的実施形態を示す。
【００４３】
　フリップオーバーレイおよびブラウズオーバーレイはまた、選択可能な広告（例えば、
選択可能な広告２２１）も含み得る。選択可能な広告２２１は、例えば、現在放送（ｐｌ
ａｙ）中の番組あるいは他のテレビ番組、チャンネル、または製品を宣伝するテキストお
よびグラフィックを含み得る。ユーザが選択可能な広告２２１を選択すると、番組ガイド
は、情報（例えば、ペイパービュー情報等）を表示するか、または、その広告の内容に関
連する他のアクションをとり得る。
【００４４】
　図７は、ユーザがチャンネルをデジタル音楽チャンネルに変更するのに応答して番組ガ
イドが表示用として生成し得る、例示的な音楽フリップオーバーレイ２４０を示す。音楽
フリップオーバーレイ２４０は、例えば、黒色の背景上または所望ならばグラフィック上
に表示され得る。現在放送中のアーティストおよびタイトルが、そのチャンネルで放送さ
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れている音楽のカテゴリと共に表示され得る。
【００４５】
　現在放送中の選択部分に関する音楽情報は、主設備１２により提供される残りの番組ガ
イドデータと共にテレビ配信設備１６に送信されるか、または、第３者によってデジタル
音楽チャンネルを介して提供される帯域内データストリームの一部であり得る。例えば、
ユーザが他の音楽チャンネルに関する音楽番組リスト項目をブラウズしたい旨を示した場
合、所望ならば、音楽フリップオーバーレイ２４０をブラウズオーバーレイとして用いる
ことができる。他のチャンネルに関する音楽番組リスト項目をブラウズする機会をユーザ
に提供するためには、ユーザテレビ機器２２のセットトップボックス２８は、チューナを
２つ必要とし得、１つのチューナは、帯域内データがあるチャンネルからブラウズオーバ
ーレイへの表示用として取り出される場合に、別のチャンネルからの音楽を放送するため
に用いられる。多数のチューナを用いて音楽番組リスト項目をブラウズする機会をユーザ
に提供する番組ガイドについては、例えば、１９９９年６月１１日に出願された、Ｅｌｌ
ｉｓによる米国特許出願第０９／３３０，８６０号に記載がある。本明細書中、同出願の
全体を参考のため援用する。
【００４６】
　音楽チャンネル上の番組が変化すると、番組ガイドは、新規の番組に関する音楽情報（
例えば、タイトル、トラックおよびアーティスト情報等）を表示し得る。番組ガイドはま
た、ユーザが例えばリモートコントロール４０上の「情報」キーを押したときも、この情
報を表示し得る。図８は、例示的な音楽情報画面を示す。図８の音楽情報画面は、１つ以
上の選択可能な広告２４５を表示し得る。選択可能な広告２４５は、例えば、放送中の音
楽または他のテレビ番組あるいは製品を宣伝するテキストおよびグラフィックを含み得る
。ユーザが選択可能な広告２４５を選択すると、番組ガイドは、情報（例えば、ペイパー
ビュー情報等）を表示するか、または、広告の内容に関連する他のアクションをとり得る
。
【００４７】
　番組ガイド表示画面の中には、ロゴ広告（例えば、ロゴ広告２３０等）を含む、フリッ
プ方式またはブラウズ方式のオーバーレイまたはバナーを表示し得るものもある。ユーザ
がオーバーレイまたはバナーを規定の時間にかけて表示すると、ロゴ広告は、同じオーバ
ーレイまたはバナー内において変化し得る。ロゴ広告は、例えば、リスト中の一連のロゴ
広告を循環し、リスト内の各広告が表示された後、第１の広告に戻り得る。
【００４８】
　図５、６ａ、６ｂ、６ｃおよび７のフリップオーバーレイおよびブラウズオーバーレイ
は、オーバーレイの左部分に表示されるブランドロゴ広告２３０を含むものとして図示さ
れている。このロゴはまた、ユーザが番組リスト項目をブラウズする際またはチャンネル
間をフリップする際に、例えば、異なるスポンサーを宣伝し得る。ユーザがオーバーレイ
またはバナーを事前定義された時間にかけて表示すると、これらのロゴは、同じオーバー
レイまたはバナー内において変化し得る。ロゴは、例えば、ロゴ広告のリストを自動的に
循環し、リスト中の各広告が表示され終えた後、第１の広告に戻り得る。ブランドロゴは
また、テキストを用いた広告とも取り換えられ得る。
【００４９】
　所望ならば、ロゴは、表示される際に位置を変更し得る。例えば、ロゴは、最初にオー
バーレイの側部に現れ得る。事前定義された期間（例えば６秒）が経過した後、ロゴは、
オーバーレイの上部から滑り落ち、メールインジケータおよび時間インジケータを、表示
の右上部に引き上げ得る。
【００５０】
　番組ガイドは、メインメニューを通じて他の番組ガイド機能にアクセスする機会をユー
ザに提供し得る。メインメニュー画面（例えば、図９の例示的なメインメニュー画面１０
０等）は、選択可能な番組ガイド機能１０６のメニュー１０２を含み得る。所望ならば、
番組ガイド機能１０６は、機能の種類別に分類され得る。メニュー１０２において、例え
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ば、番組ガイド機能１０６は、３つの縦列に分類されている。「ＴＶガイド」とラベル付
けされた縦列は、リスト項目に関連する機能を対象とし、「ＭＳＯショーケース」とラベ
ル付けされた縦列は、多数のサービス組織（ＭＳＯ）に関連する機能を対象とし、「視聴
者サービス」とラベル付けされた縦列は、視聴者に関連する機能を対象とする。ユーザが
メニュー１０２から特定の番組ガイド機能を選択すると、双方向テレビ番組ガイドは、そ
の特定の番組ガイド機能に関する表示画面を生成し得る。
【００５１】
　メインメニュー画面１００はまた、１つ以上の選択可能な広告１０８も含み得る。選択
可能な広告１０８は、例えば、ペイパービュー番組あるいは他の番組、チャンネル、また
は製品を宣伝する、テキストおよびグラフィックを含み得る。選択可能な広告１０８をユ
ーザが選択すると、番組ガイドは、情報（例えば、ペイパービュー情報）を表示するか、
または、広告の内容に関連するアクションをとり得る。所望ならば、選択可能な広告バナ
ー１１０として示すような、テキストのみからなる広告も表示され得る。
【００５２】
　メインメニュー画面１００は、他の画面要素も含み得る。例えば、製品ブランドロゴグ
ラフィック（例えば、製品ブランドロゴグラフィック１１２等）を用いて、番組ガイド製
品のブランドが表示され得る。例えば、サービスプロバイダロゴグラフィック（例えば、
サービスプロバイダロゴグラフィック１１４等）を用いて、テレビサービスプロバイダの
詳細が表示され得る。これらのロゴは、番組ガイドデータ中に含まれ得るため、表示画面
と同時に構成可能である。現在の時間は、時刻表示領域１１６内に表示され得る。加えて
、番組ガイドがメッセージング機能をサポートする場合、適切なインジケータ（例えば、
インジケータグラフィック１１８等）を用いて、ケーブルオペレータまたは番組ガイドプ
ロバイダからユーザ宛てのメールが着いている旨をユーザに示すこともできる。
【００５３】
　双方向テレビ番組ガイドは、テレビ番組リスト項目を見る機会をユーザに提供し得る。
ユーザは、例えば、強調表示領域１２０を所望の番組ガイド機能１０６上に配置すること
により、番組リスト項目を見たい旨を示し得る。あるいは、ユーザがリモートコントロー
ル４０上の適切なキー（例えば、「ガイド」キー）を押すと、番組ガイドは番組リスト項
目を表示し得る。ユーザがテレビ番組リスト項目を見たい旨を示すと、番組ガイドは、適
切な番組リスト項目画面を、表示デバイス４５への表示用として表示する（図４）。番組
リスト項目画面は、１つ以上の分類基準（例えば、時間別、チャンネル別、番組カテゴリ
別等）に従って分類された、番組リスト項目の１つ以上の群またはリストを含み得る。
【００５４】
　番組リスト項目画面は、ユーザが現在視聴している番組上にオーバーレイされるか、ま
たは、「ブラウズ」モードで番組の１部分上にオーバーレイされ得る。番組ガイドは、例
えば、カテゴリ（例えば、映画、スポーツ、子供向け等）の数に応じて、リスト項目を時
間別、チャンネル別に見る機会をユーザに提供し、または、リスト項目をタイトル別にサ
ーチする機会をユーザに提供し得る。番組リスト項目は、任意の適切なリスト、表、グリ
ッドまたは他の適切な表示構成を用いて表示され得る。所望ならば、番組リスト項目画面
は、選択可能な広告、製品ブランドロゴグラフィック、サービスプロバイダブランドグラ
フィック、時刻または他の任意の適切なインジケータあるいはグラフィックを含み得る。
【００５５】
　ユーザは、例えば、メニュー１０２から選択可能な機能１０６を選択することにより、
番組リスト項目を時間別、チャンネル別またはカテゴリ別に見たい旨を示し得る。それに
応答して、番組ガイドは、番組リスト項目を適切な番組リスト項目画面内に表示し得る。
図１０は、番組リスト項目を時間別に表示した様子を示す。図１０の番組リスト項目画面
１３０は、現在の番組リスト項目１５０を強調表示する強調表示領域１５１を含み得る。
ユーザは、ユーザインターフェース４６を用いて適切な命令を入力することにより、強調
表示領域１５１を配置し得る。例えば、ユーザインターフェース４６がキーパッドを有す
る場合、ユーザは、リモートコントロール４０上の「アップ」矢印キーおよび「ダウン」
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矢印キーを用いて、強調表示領域１５１を配置し得る。ユーザは、例えば、リモートコン
トロール４０上の「ＯＫ」キーまたは「情報」キーを押すことにより、リスト項目を選択
し得る。あるいは、タッチセンシティブ画面、トラックボール、音声認識デバイスまたは
他の適切なデバイスを用いて、強調表示領域１５１を移動させるか、または、強調表示領
域１５１を用いずに番組リスト項目を選択してもよい。さらに別のアプローチにおいて、
ユーザは、テレビ番組リスト項目に話しかけて、音声リクエスト認識システムを起動させ
得る。これらの番組リスト項目を選択する方法は例示的なものに過ぎない。所望ならば、
番組リスト項目を選択するための他の任意の適切なアプローチが用いられ得る。
【００５６】
　ユーザは、例えば、「アップ」矢印あるいは「ダウン」矢印またはリモートコントロー
ル４０上の「ページアップ」あるいは「ページダウン」キーを押すことにより、時間バー
１１１内に示される時間スロットに関するさらなるリスト項目を見ることができる。ユー
ザはまた、リモートコントロール４０上の「１日後」キーまたは「１日前」キーをそれぞ
れ押すことにより、今から２４時間のまたは過去２４時間のリスト項目を見ることもでき
る。表示された方向において丁度２４時間前または後に開始するリスト項目が存在しない
場合、番組ガイドは、２４時間前または後に最も近い時刻に開始する番組を選択し得る。
所望ならば、番組ガイドは、ユーザに広告バナー１１０をスクロールするように要求し得
る。ユーザは、例えば、リモートコントロール４０上の「右」矢印および「左」矢印を押
すか、または、次の時間スロットのリスト項目が表示されるまでに上下にスクロールする
ことにより、他の時間スロットの番組リスト項目を見ることができる。時間バー１１１は
、それに応じて、自身の表示を１つ前の時間スロットまたは次の時間スロットに変化させ
得る。
【００５７】
　図１１ａおよび１１ｂは、番組リスト項目をチャンネル別に表示した様子を示す。ユー
ザは、上下にスクロールしてさらなる時間スロットの番組リスト項目を見ることができ、
左右にスクロールして、他のチャンネルに関する番組リスト項目を見ることができる。図
１１ａのチャンネル別のリスト項目画面１４０において、各番組は、自身の放映時間およ
び曜日と共にリスト化されている。所望ならば、図１１ｂに示すように、番組リスト項目
が表示される曜日を、チャンネル番号と共に表示エリア１４７内に含ませてもよい。好適
には、曜日の表示は、最初に表示されるリスト項目と関連付けられている番組の曜日と対
応させて行う。
【００５８】
　番組ガイドは、同じ時刻または大体同じ時刻に開始する番組の明確な境界を表示し得る
。例えば、ユーザがページをスクロールしてある曜日のリスト項目から翌日のリスト項目
へと移動すると、セパレータ１４９が表示され得る。図１１ｂはまた、番組ガイドが広告
バナーを表示する様式も示し、これにより、ユーザは、さらなる番組リスト項目にアクセ
スする際、バナーをスクロールすることを要求される。所望ならば、チャンネル画面別リ
スト項目は、例えば、チャンネル番号を事前定義された色（例えば、スカイブルー（図示
せず））で表示することにより、そのチャンネルがお気に入りとして設定されていること
を示し得る。
【００５９】
　番組ガイドは、カテゴリ別に選別された番組リスト項目を見る機会をユーザに提供し得
る。ユーザは、例えば、リモートコントロール４０上の特別なカテゴリキー（例えば、「
映画」、「スポーツ」、「子供向け」等）を押すか、メインメニュー画面１００（図９）
から選択可能なカテゴリ機能を選択するか、または、他の任意の適切なアプローチを用い
て、番組リスト項目をカテゴリ別に見たい旨を示し得る。図１２ａは、映画に関する番組
リスト項目を表示する、例示的な番組リスト項目画面である。図１２ｂは、スポーツに関
連する番組に関する番組リスト項目を表示する、例示的な番組リスト項目画面である。図
１２ｃは、子供向け番組に関する番組リスト項目を表示する、例示的な番組リスト項目画
面である。
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【００６０】
　図１２ｄは、カテゴリ別番組リスト項目画面のさらなる例を示す。図１２ｄのこの例示
的な画面は、スポーツに関する番組リスト項目を含むが、図１２ｄの画面は、任意の適切
なカテゴリに関する番組リスト項目を表示するために用いられ得る。図１２ｄのカテゴリ
別番組リスト項目画面は、多数の時間スロットについてリスト項目を表示する任意の表示
画面を通じて、番組リスト項目の表示およびナビゲーションが行われ得る別の様式（例え
ば、図１０、１１ａ、１１ｂ、１２ａ、１２ｂおよび１２ｃ）を示す。リスト１２９内の
番組リスト項目は、事前定義された時間スロット（例えば、３０分の時間スロット等）に
分割され得る。ユーザは、例えば、リモートコントロール４０上の「右」矢印または「左
」矢印を押すことにより、時間スロットを敏速に変更し得る。各時間スロット間には、セ
パレータ１２８が表示され得、このセパレータ１２８は、ユーザが番組リスト項目をスク
ロールまたはページ移動して、１つの時間スロットから次の時間スロットへと移動したこ
とをユーザに示す。図１２ｄにおいて、例えば、ユーザは、１２：３０ＰＭの時間スロッ
ト内にあるスポーツに関する番組リスト項目から、１：００ＰＭの時間スロット内にある
スポーツに関する番組リスト項目へとスクロールしている。ユーザがリスト項目内をスク
ロールするとき、強調表示領域１５１は、セパレータ１２８をスキップし得る。図１２ｄ
はまた、番組ガイドが広告バナーを表示する様式も示し、これにより、ユーザは、さらな
る番組リスト項目にアクセスする際、これらの広告バナーをスクロールして通過すること
を要求される。図１２ｅは、成人向け番組に関する、例示的なカテゴリ別番組リスト項目
画面を示す。所望ならば、リスト項目を有する時間スロットのみについてセパレータ１２
８を表示してもよい。この実施例において、１：００ＰＭまたは１：３０ＰＭに開始する
成人向け番組は存在しない。所望ならば、ユーザが選択を行って強調表示されたリスト項
目のプレビューを見ることができる、選択可能なプレビュー視聴機能があり得る。ユーザ
はまた、例えば、リスト項目を強調表示し、リモートコントロール４０上の「情報」キー
を押すことにより、リスト項目に関するさらなる情報を見ることができる。
【００６１】
　図１０～１２ｅの番組リスト項目画面において、番組リスト項目は、任意の適切な様式
で選別された各時間スロット内に表示され得る。リスト項目は、例えば、タイトル別、チ
ャンネル別、開始時間別、または他の任意の適切なアプローチを用いて表示され得る。図
１０、１１ａ、１１ｂ、１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄおよび１２ｅの番組リスト項目
画面はまた、様々な他の画面要素を含むものとして図示されている。番組リスト項目表示
画面は、例えば、選択可能な広告、広告バナー、ブランドロゴ、サービスプロバイダロゴ
、時刻、メッセージインジケータ、矢印インジケータ９１３、または他の任意の適切な画
面要素を含み得る。番組ガイドは、例えば、ユーザが矢印を左方向に動かして強調表示領
域１５１を移動させて選択可能な広告を強調表示するのに応答して、ユーザに選択可能な
広告へのアクセスを提供し得る。図ｌ０～ｌ２ｅのリスト項目画面または他の任意の適切
な表示画面中の左右上下の矢印のいずれかを押すと、番組ガイドは、画面上の矢印（例え
ば、矢印９１３等）の自身の表示特徴（例えば、強調表示、太字、拡大、色の変化等）を
一時的に変化させる。図１１ｂ、１２ｄおよび１２ｅの例示的な番組リスト項目画面にお
いて、番組ガイドはまた、ユーザが番組リスト項目をスクロールまたはページ移動するに
つれて、時間バー１２３内に表示される時間を調節して、リストの１番上にある番組リス
ト項目の時間を反映し得る。
【００６２】
　番組ガイドはまた、番組についてリマインダを設定し、番組に視聴制限をかける機会も
ユーザに提供し得る。図１０、１１ａ～１１ｃおよび１２ａ～１２ｅの番組リスト項目画
面は、例えば、リマインダインジケータ１５５および視聴制限ロック１６１の表示を示し
、これらのリマインダインジケータ１５５および視聴制限ロック１６１はそれぞれ、ユー
ザに対し、番組にリマインダが設定されていることまたは番組に視聴制限ロックがかかっ
ていることを示す。例えば、格付けインジケータ１５９を表示することにより、番組の格
付けも表示され得る。番組がある時間ブロックよりも前に開始するのかまたはある時間ブ
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ロックの後に終了するのかを示す、継続時間矢印１５３および１５７が表示され得る。
【００６３】
　番組ガイドは、特定の番組リスト項目をテキストモードを用いて（ｔｅｘｔｕａｌｌｙ
）サーチする機会をユーザに提供し得る。番組ガイドは、例えば、リモートコントロール
４０上の適切なキー（例えば、「サーチ」キー）を押すことまたはメインメニュー１０２
（図９）から選択可能なサーチ機能１０６を選択することにより、ユーザがテキストモー
ドを用いて番組リスト項目をサーチしたいとの旨を示すのに応答して、サーチ画面を表示
し得る。図１３ａ～１３ｃは、例示的なサーチ画面を示す。
【００６４】
　図１３ａ～１３ｃに示すように、番組ガイドは、事前定義された数の文字（この例の場
合５文字まで）を入力ボックス１４９に入力するようユーザを促し得る。ユーザは、例え
ば、リモートコントロール４０上の「アップ」矢印キーおよび「ダウン」矢印キーを用い
てアルファベットをスクロールすることにより、１つの文字を各入力ボックス１４９に入
力し得る。文字をさらに入力する際、ユーザは、例えば、リモートコントロール４０上の
「右」矢印を押し得る。番組ガイドは、画面上の適切な矢印１５３を強調表示して、ユー
ザが押した矢印をユーザに示し得る。
【００６５】
　図１３ｂに示す実施例において、ユーザは、サーチ対象の番組リスト項目の最初の文字
として文字「Ｏ」を選択し、さらなる文字を入力するように促されている。ユーザが各文
字を入力し終えると、番組ガイドは、利用可能な番組リスト項目をサーチし、ユーザが入
力した文字と１文字目がマッチングする番組リスト項目を表示し得る。この実施例におい
て、番組ガイドは、「Ｏａ」という文字で始まるリスト項目を表示する。実際は、番組ガ
イドは多数の放映を有し得るが、１つのリスト項目について１つの番組を表示するのが好
ましい。別の場合、ユーザに、同じタイトルを有するリスト項目を全て有する画面が提供
され得る。したがって、番組ガイドは、１つのリスト項目を用いて、同じ番組の多数の放
映を表示し得る。
【００６６】
　ユーザは、文字を入力し終えると、例えば、リモートコントロール４０上の「ＯＫ」キ
ーまたは「入力」キーを押すことにより、リスト項目をスクロールしたい旨を示し得る。
それに応答して、番組ガイドは、図１３ｃに示すような全リスト項目の画面を表示し得る
。図１３ｃに示すような画面内から、ユーザは、例えば、リモートコントロール４０上の
「左」矢印キーを押して選択可能な広告を選択することにより、選択可能な広告を選択し
得る。ユーザは、例えば、リモートコントロール４０上の適切なキー（例えば、「ページ
アップ」キー、「ページダウン」キー、「アップ」矢印、「ダウン」矢印等）を押すこと
により、リスト項目をページ移動またはスクロールし得る。
【００６７】
　ユーザは、特定の番組のリスト項目を選択し、リモートコントロール４０上の「ＯＫ」
または「情報」を押すことにより、特定の番組に関するさらなる情報（例えば、ある番組
が放映される時間全て等）を見たい旨を示し得る。それに応答して、番組ガイドは、ある
番組に関する放映時間を見る機会と、他の適切な情報（例えば、タイトル、簡単な詳細、
格付け情報、俳優情報等）を見る機会とをユーザに提供する番組情報画面を表示し得る。
番組ガイドは、ユーザが、この画面内から他の機能（例えば、リマインダの設定、ロック
の設定、番組の注文または他の任意の適切な機能等）を行うことを可能にし得る。
【００６８】
　本発明の番組ガイドは、番組ガイドデータのダウンロードを、連続的に、定期的に、ク
ライアント－サーバを用いたアプローチを用いて、インターネットを介して、または他の
任意の適切なアプローチを用いて、行い得る。しかし、ダウンロードが行われるのは、番
組ガイドデータをダウンロードするのにかかる時間がユーザが待機できるくらいである場
合であり得る。番組ガイドは、所望ならば、番組ガイドがデータをダウンロードしている
旨を示すデフォルト画面を表示し得る。図１４は、例えば、番組リスト項目が無い場合に
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番組ガイドが表示し得る例示的なデフォルト画面１８０を示す。デフォルト画面１８０は
また通常、ユーザが見たいと希望するリスト項目画面にマッチングするデータが無い場合
（例えば、映画のリスト項目画面に関する映画リスト項目が無い場合等）にも、表示され
得る。
【００６９】
　双方向番組ガイドは、受動型番組ガイドチャンネル（例えば、ＴＶガイドチャンネル等
）へのアクセスをユーザに提供し得、これにより、ユーザは、受動型ガイドおよび双方向
ガイド両方の機能を兼ねそろえた、ガイドおよびテレビの視聴を経験することができる。
双方向ガイドを受動型番組ガイドチャンネルにオーバーレイするシステムについては、例
えば、１９９４年４月８日に出願された、Ｍａｒｓｈａｌｌらによる米国特許出願第０８
／２２５，２４６号に記載がある。本明細書中、同出願の全体を参考のため援用する。図
１５～１６は、例示的なハイブリッド受動型／双方向表示画面を示す。
【００７０】
　図１５に示すように、例えば、表示画面の上部は、ユーザがチューニングしている受動
型テレビ番組ガイドチャンネルの一部として提供されている映像を含み得る。表示画面の
下部は、例えば、双方向番組ガイドによって生成された表示番組リスト項目を含み得る。
受動型テレビ番組ガイドチャンネルの映像を、表示画面上部に適合するような大きさにす
るか、または、表示画面のテレビ番組リスト項目部分を、画面映像全体上にオーバーレイ
することもできる。
【００７１】
　図１５および１６の受動型テレビ部分は、宣伝用映像を含み得る。宣伝用映像は、番組
、チャンネル、サービス、物品または他の任意の適切な目的を促進し得る。実際は、宣伝
効果を最大限にするために、宣伝をユーザに行き渡らせることが望ましい。テレビ配信設
備１６により配信される宣伝は、例えば、宣伝方針に従って選択され得る。宣伝方針は、
その宣伝を見ると予測される視聴者層の視聴時間帯に合わせて宣伝の配信を選択すること
により、宣伝効果を最大限にしようとする選択アルゴリズムである。
【００７２】
　例えば、全国への配信用として選択された宣伝の場合、その宣伝の一部は、所与の時期
における所与のエリアには不適切であり得る。従って、「より良いものを放送（ｐｌａｙ
）すること」、すなわち、全国ベース用に選択された宣伝ではなく、予測される視聴者層
に対してより適切な宣伝を放送（ｐｌａｙ）することが望ましい。これを行うために、宣
伝方針を用いることができる。「より良いものを放送する」ために宣伝方針が用いられ得
るシステムについては、例えば、１９９９年６月１１日に出願された、Ｋｅｒｎらによる
米国特許出願第０９／３３２，４４８号に記載がある。本明細書中、同出願の全体を参考
のため援用する。
【００７３】
　主設備１２にいるオペレータは、例えば、１つ以上の宣伝方針テンプレートを生成し得
、この宣伝方針テンプレートは、主設備１２が宣伝イベントの全国放送（ｐｌａｙ）用リ
ストを生成する際に用いられる。これらの宣伝方針テンプレートおよび全国放送（ｐｌａ
ｙ）用リストは、番組ガイドデータの一部として、テレビ配信設備１６に提供され得る。
【００７４】
　テレビ配信設備１６は、宣伝方針テンプレートおよびローカルデータベースに従って、
宣伝イベントのローカル放送リストを生成し得る。全国放送リストの予定に含まれる宣伝
イベントが、テレビ配信設備にとって利用不可能または不適切である場合、ローカル放送
リストは、全国宣伝用映像の代わりに、蓄積転送宣伝用データを予定に組み込み得る。テ
レビ配信設備は、ローカル放送（ｐｌａｙ）リストに従って、宣伝用データ（ｍａｔｅｒ
ｉａｌ）と、全国宣伝用映像と、番組ガイドデータとを用いて、番組ガイド表示画面を生
成する。生成された表示画面は、ユーザのテレビによる視聴用として、ユーザに配信され
る。
【００７５】



(33) JP 5777206 B2 2015.9.9

10

20

30

40

50

　番組ガイドは、番組リスト項目を有する表示画面の部分を２種類のモード、すなわち、
受動型モードおよび双方向モードで表示し得る。リスト項目を受動型モードで表示する場
合、番組ガイドは、図１５に示すように、テレビ番組リスト項目を、ユーザ設定可能な速
度で定期的に自動変更されるページで表示し得る。これらのリスト項目はまた、ページ単
位ではなくスクロールも可能であり、任意の適切なフォーマット（例えば、グリッドまた
はリスト等）で表示され得る。
【００７６】
　双方向モード（図１６）の場合、番組リスト項目は表示され、番組ガイドは、
例えば、リモートコントロール上の矢印キーを用いることにより、リスト項目をナビゲー
トする機会をユーザに提供し得る。番組ガイドは、ユーザによる上記のような命令に応答
して、リスト項目を双方向モードで表示し得る。例えば、ユーザは、リスト項目を受動型
モードで視聴しているときに、リモートコントロール４０上の適切なキー（例えば、「Ｏ
Ｋ」キーまたは矢印キー等）を押し得る。番組ガイドは、番組ガイドがユーザから命令を
受信しない時間（例えば、５分間等）が経過した後、双方向モードから受動型モードに戻
り得る。
【００７７】
　図１５～１６の画面の番組ガイド部分はまた、格付けインジケータ１５９または視聴制
限ロックインジケータ１６１をそれぞれ表示することにより、番組の格付けと、番組にロ
ックがかかっているか否かとを示し得る。番組ガイドはまた、番組がリマインダセットを
有していることも示し得る。
【００７８】
　番組ガイドはまた、テレビ配信設備１６を動作させるシステムオペレータ（例えば、多
数のシステムオペレータ（ＭＳＯ）等）によっても設定可能であり得る。番組ガイドは、
ＭＳＯにより提供されるサービスに（例えばメインメニュー画面を通じて）アクセスする
機会をユーザに提供し得る。図１７は、例示的な図９のメインメニュー画面１００の別の
例を示し、ユーザが、強調表示領域１２０をメニュー１０２のＭＳＯショウケースの縦列
に移動させた様子を示す。ＭＳＯによって提供されるサービスとしては、例えば、ペイパ
ービュー（ＰＰＶ）番組リスト項目へのアクセス、ペイパービュー番組およびペイパービ
ューパッケージの注文、スポーツイベントまたは他のスポーツ関連番組のリスト化および
注文、特別な企画のリスト化および注文、音楽チャンネルへのアクセス、成人向け番組の
リスト化および注文、または、ＭＳＯによって提供され得る他の任意の適切なサービス等
がある。設定可能なオペレータショウケースを提供する双方向テレビ番組ガイドシステム
については、例えば、１９９７年１０月６日に出願された、Ｅｌｌｉｓらによる米国特許
出願第０８／９４４，１６２号に記載がある。本明細書中、同出願の全体を参考のため援
用する。
【００７９】
　ユーザは、例えば、画面上のオプションから「ＰＰＶ時間」を選択することにより、ペ
イパービュー番組に関するリスト項目を見たい旨を示し得る。それに応答して、番組ガイ
ドは、図１８および１９の時間別ペイパービューリスト項目画面２０１および２０３に示
すように、ペイパービュー番組リスト項目を時間別に表示し得る。他のリスト項目画面の
場合と同様に、ユーザは、上下にスクロールして、さらなるチャンネルに関するペイパー
ビュー番組リスト項目を見ることができる。ユーザがペイパービュー番組リスト項目を選
択するのに応答して、番組ガイドは、例えば図７２に示すような、選択されたペイパービ
ュー番組リスト項目に関するさらなる情報画面を表示し得る。このさらなる情報画面は、
例えば、ペイパービュー番組リスト項目に関するさらなる放映時間を表示し、そのペイパ
ービュー番組リスト項目を注文する機会をユーザに提供し得る。ユーザは、例えば、プレ
ビュー視聴機能１９１を選択することにより、プレビューを視聴し得る。
【００８０】
　図１８の時間別ペイパービュー番組リスト項目画面２０１において、ユーザは、右方向
の矢印を用いることにより、さらなる時間スロットに関する番組リスト項目を見ることが
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できる。ユーザはまた、例えば、左方向の矢印を用いることにより、選択可能な広告を選
択し得る。しかし、所望ならば、ペイパービュー番組リスト項目は、事前定義された時間
スロット（例えば、３０分間）に分割され得る。図１９の時間別ペイパービュー番組画面
２０３に示すように、番組ガイドは、表示セパレータ２０７を表示して、ユーザが時間ス
ロット間をスクロールまたはページ移動したことをユーザに示し得る。ユーザがペイパー
ビュー番組リスト項目内をスクロールしているとき、強調表示領域２０９は、セパレータ
２０７をスキップし得る。図１９はまた、番組ガイドが広告バナーを表示し得る様式も示
し、これにより、ユーザは、さらなるリスト項目にアクセスするために、広告バナーをス
クロールすることを要求される。番組ガイドは、例えば、左方向の矢印を用いることによ
り、選択可能な広告を強調表示する機会をユーザに提供し得る。番組ガイドはまた、例え
ば、プレビュー視聴機能１９１を選択することにより、プレビューを視聴する機会もユー
ザに提供し得る。
【００８１】
　番組ガイドはまた、ペイパービュー番組リスト項目をタイトル別に見る機会もユーザに
提供し得る。ユーザは、例えば、図１７のメニュー１０２から、「ＰＰＶタイトル」選択
可能機能を選択することにより、ペイパービュー番組リスト項目をタイトル別に見たい旨
を示し得る。それに応答して、番組ガイドは、例えば、図２０のタイトル別ペイパービュ
ー番組リスト項目画面２１１に示すような、表示タイトル別ペイパービュー番組リスト項
目を表示し得る。所望ならば、図示のように、広告バナーを番組リスト項目の一部として
作成してもよい。このアプローチにおいて、ユーザは、さらなる番組リスト項目にアクセ
スする際、広告バナー１１０をスクロールすることを要求され得る。番組ガイドは、例え
ば、左方向の矢印を用いることにより、選択可能な広告を強調表示する機会をユーザに提
供し得る。番組ガイドはまた、例えば、プレビュー視聴機能１９１を選択することにより
、プレビューを視聴する機会もユーザに提供し得る。
【００８２】
　番組ガイドはまた、特別なイベントに関するリスト項目を視聴する機会もユーザに提供
し得る。ユーザは、例えば、図１７のメニュー１０２から「イベント」選択可能機能を選
択することにより、特別なイベントに関する番組リスト項目を視聴したい旨を示し得る。
番組ガイドは、例えば、図２１のタイトル別の特別なイベント番組リスト項目画面２２１
内において、今後の特別なイベントに関する番組リスト項目を表示することにより、これ
に応答し得る。所望ならば、システムオペレータは、イベントをタイトル別ではなく時間
別に選別するように番組ガイドを構成し得る。所望ならば、図示のように、広告バナーを
番組リスト項目の一部として作成してもよい。このアプローチにおいて、ユーザは、さら
なる番組リスト項目にアクセスする際、広告バナーをスクロールすることを要求され得る
。番組ガイドは、例えば、左方向の矢印を用いることにより、選択可能な広告を選択する
機会をユーザに提供し得る。ユーザはまた、例えば、リスト項目を強調表示してリモート
コントロール４０上の「情報」キーを押すことによっても、イベントに関するさらなる情
報を視聴し得る。それに応答して、番組ガイドは、例えば、さらなる情報画面を表示し得
、このさらなる情報画面は、イベントに関するさらなる放映時間を視聴し、そのイベント
の放映を注文する機会をユーザに提供する。
【００８３】
　番組ガイドはまた、利用可能なプレミアサービスのリストを見る機会もユーザに提供し
得る。ユーザは、例えば、図１７のメニュー１０２から「プレミア」選択可能機能を選択
することにより、利用可能なプレミアサービスのリストを見たい旨を示し得る。別の適切
な実施形態において、ユーザは、メニュー１０２から「企画」機能（図示せず）を選択し
得る。ユーザが、利用可能なプレミアサービスのリストを見たい旨を示すと、番組ガイド
は、例えば、図２２のプレミア企画リスト項目画面２３１に示すような、表示プレミアサ
ービスに関する番組リスト項目を表示し得る。所望ならば、広告バナーを番組リスト項目
の一部として作成してもよい。このアプローチにおいて、ユーザは、さらなる番組リスト
項目にアクセスする際、広告バナーをスクロールすることを要求され得る。番組ガイドは
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、例えば、左方向の矢印を用いることにより、選択可能な広告を強調表示する機会をユー
ザに提供し得る。ユーザがリスト項目を選択すると、番組ガイドは、そのチャンネルの詳
細を含み得るチャンネル情報画面を表示し、かつ、そのチャンネルを視聴する機会、注文
情報を入手する機会、チャンネルをロックする機会、チャンネルに関するリスト項目を見
る機会、チャンネルをお気に入りとして設定する機会、またはチャンネルに関する他の任
意の適切なアクションを行う機会をユーザに提供し得る。
【００８４】
　番組ガイドはまた、利用可能な音楽チャンネルに関する音楽チャンネル情報を見る機会
もユーザに提供し得る。音楽チャンネル情報は、例えば、チャンネル、コールサイン、お
よび音楽チャンネルの音楽の種類を含み得る。ユーザは、例えば、図１７のメニュー１０
２から「音楽」選択可能機能を選択することまたはリモートコントロール４０上の「音楽
」キーを押すことにより、音楽チャンネル情報を見たい旨を示し得る。ユーザが音楽チャ
ンネル情報を見たい旨を示すと、番組ガイドは、図２３の音楽チャンネルリスト項目画面
２４１内に表示されるような、音楽チャンネルのリストを表示し得る。所望ならば、図示
のように、広告バナーを番組リスト項目の一部として作成してもよい。このアプローチに
おいて、ユーザは、さらなる番組リスト項目にアクセスする際、広告バナーをスクロール
することを要求され得る。番組ガイドは、例えば、左方向の矢印を用いることにより、選
択可能な広告を強調表示する機会をユーザに提供し得る。ユーザは、リスト項目を選択し
て、選択した音楽チャンネルに関するチャンネル情報画面を表示させ得る。チャンネル情
報画面（例えば、図７６ａおよび７６ｂの音楽チャンネル情報画面等）は、音楽チャンネ
ルの簡単な説明を表示し、音楽チャンネルを聴く機会、音楽チャンネルを注文する機会、
音楽チャンネルをロックする機会、音楽チャンネルをお気に入りとして設定する機会、ま
たは他の任意の適切なアクションを行う機会をユーザに提供し得る。
【００８５】
　番組ガイドはまた、成人向けペイパービュー番組リスト項目をタイトル別に見る機会も
ユーザに提供し得る。ユーザは、例えば、図１８のメニュー１０２から「成人向け」選択
可能な機能を選択することにより、成人向け番組リスト項目を見たい旨を示し得る。それ
に応答して、番組ガイドは、例えば、図２４の時間別成人向けペイパービュー番組リスト
項目画面２５１内に、今後の成人向けペイパービュー番組に関する成人向けペイパービュ
ー番組リスト項目を表示し得る。システムオペレータは、所望ならば、番組ガイドを、タ
イトル別に分類して表示するように構成し得る。所望ならば、広告バナーを、番組リスト
項目の一部として作成してもよい。このアプローチにおいて、ユーザは、さらなる番組リ
スト項目にアクセスする際、広告バナーをスクロールすることを要求され得る。番組ガイ
ドは、例えば、左方向の矢印を用いることにより、選択可能な広告を強調表示する機会を
ユーザに提供し得る。例えば、ユーザがプレビュー視聴機能１９１を選択すると、番組ガ
イドは、そのプレビューを搬送するチャンネルにチューニングし得る。ユーザが成人向け
ペイパービュー番組リスト項目を選択するのに応答して、番組ガイドは、例えば、図７３
に示すような、そのリスト項目に関する情報画面を表示し得る。この情報画面は、例えば
、成人向けペイパービュー番組リスト項目に関するさらなる放映時間を表示し、成人向け
ペイパービュー番組リスト項目を注文する機会、成人向けペイパービュー番組リスト項目
をロックする機会、成人向けペイパービュー番組リスト項目にリマインダを設定する機会
、成人向けペイパービュー番組リスト項目にチューニングする機会、または他の任意の適
切な機能を行う機会をユーザに提供し得る。
【００８６】
　テレビ配信設備１６のオペレータの中には、ペイパービュー番組のプレビューを顧客に
無料で提供する者もいる。番組ガイドは、ユーザが現在視聴している部分がペイパービュ
ー番組の無料部分であることを示すオーバーレイを表示し得る。図２５は、例示的なオー
バーレイ２６１を示す。
【００８７】
　図２６～２９は、ユーザが未だ加入していないチャンネル、サービスおよび番組に関す
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る情報へのアクセスをユーザに提供する、例示的な情報オーバーレイを示す。番組ガイド
は、注文情報を入手する機会と、例えば、リモートコントロール４０上の「ＯＫ」キーを
押すことにより、チャンネル、サービスまたは番組に加入する機会とをユーザに提供し得
る。所望ならば、これらの画面もまた、製品ブランドグラフィック、ケーブルサービスプ
ロバイダグラフィック、メッセージグラフィックあるいはリマインダグラフィック、また
は他の任意の適切なグラフィックを含み得る。これらの画面は、図示のようになフリップ
オーバーレイを含み得る。
【００８８】
　図２６は、ユーザが未だ注文していないペイパービュー番組を放送しているチャンネル
にユーザがチューニングした場合に番組ガイドが表示し得る、例示的なオーバーレイ２７
１を示す。ユーザは、例えば、リモートコントロール４０上の「ＯＫ」キーを押すことに
より、注文情報を入手し得る。それに応答して、番組ガイドは、図７２に示すようなペイ
パービュー情報画面を表示し得る。
【００８９】
　図２７は、ユーザが未だ加入していない加入サービス（この実施例の場合はプレミアチ
ャンネル）にユーザがチューニングした場合に番組ガイドが表示し得る、例示的なオーバ
ーレイ２８１を示す。ユーザは、例えば、リモートコントロール４０上の「ＯＫ」キーを
押すことにより、注文情報を入手し得る。それに応答して、番組ガイドは、そのプレミア
チャンネルに関するチャンネル情報画面（例えば、図７５ｂに示すチャンネル情報画面等
）を表示し得る。
【００９０】
　図２８は、ユーザが未だ加入していない加入サービス（この実施例の場合はデジタル音
楽チャンネル）にユーザがチューニングした場合に番組ガイドが表示し得る、例示的なオ
ーバーレイ３０１を示す。ユーザは、例えば、リモートコントロール４０上の「ＯＫ」キ
ーを押すことにより、注文情報を入手し得る。それに応答して、番組ガイドは、その音楽
チャンネルに関する音楽チャンネル情報画面（例えば、図７６ｂに示す音楽チャンネル情
報画面等）を表示し得る。
【００９１】
　図２９は、例えば、ユーザが、帯域内宣伝を有するチャンネルにチューニングした場合
に番組ガイドが表示し得る、例示的なオーバーレイ３１１を示す。ユーザは、例えば、リ
モートコントロール４０上の「ＯＫ」キーを押すことにより、フリップオーバーレイ内に
示されるペイパービュー番組に関連する注文情報を入手し得る。
【００９２】
　図３０～３１は、宣伝用チャンネルによって宣伝される番組に関する注文情報を見る機
会をユーザに提供する、例示的な番組ガイド表示画面を示す。宣伝用チャンネルは、特定
のテーマを満たすテレビチャンネルまたはテレビ番組の宣伝のみを行うチャンネルである
。宣伝用チャンネルは典型的には、ペイパービュー番組を宣伝するが、例えば、コメディ
ー、成人向け番組、子供向け番組、映画、スポーツ、プレミアチャンネルまたは他の任意
の適切な種類のチャンネルあるいは他の任意の適切な種類の番組も宣伝し得る。１つの番
組システムは、１つ以上の宣伝用チャンネルを保有し得る。
【００９３】
　ユーザが宣伝用チャンネルにチューニングまたはフリップすると、番組ガイドは、その
チャンネルを認識し、図３０に示すような適切な表示画面を表示し得る。この表示画面は
、２つの部分を有し得、第１の部分は、宣伝用チャンネルによって表示されているリアル
タイム映像の全体または一部を表示し、第２の部分は、注文情報を入手する機会をユーザ
に提供する。ユーザが注文情報にアクセスしたい旨を示すと、番組ガイドは、リスト項目
を表示し、その宣伝用チャンネルによって宣伝される番組またはチャンネルに関する注文
情報にアクセスする機会をユーザに提供するリスト項目画面（例えば、図１８～２４に示
すリスト項目画面）を表示することにより、これに応答し得る。各宣伝用チャンネルは、
所望ならば、異なるリスト項目画面を有し得る。
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【００９４】
　図３１は、ユーザがプレビューを見たい旨を示した場合に、番組ガイドがチューニング
している宣伝用チャンネル上に番組ガイドが表示し得る、例示的なオーバーレイ３３１を
示す。オーバーレイ３３１が表示され得るのは、例えば、ユーザが図１２ｅ、１９、２０
および２４のリスト項目画面からプレビュー視聴機能を選択し、番組ガイドが適切な宣伝
チャンネルまたはペイパービューチャンネルにチューニングした後である。オーバーレイ
３３１は、ユーザがプレビュー視聴機能を選択したリスト項目画面に戻る方法をユーザに
示し得る。プレビュー視聴機能は、所望ならば、図２１、２２および２３に示す画面内に
表示され得る。
【００９５】
　番組ガイドはまた、主設備１２が設定可能なデータを有する情報サービスにアクセスす
る機会もユーザに提供し得る。図１のローカル情報サービス１５は、例えば、自身のデー
タを主設備１２にローカライズさせ、ローカライズされたデータを、特定のテレビ配信設
備１６、テレビ配信設備１６の群（例えば、特定の地理的エリア内のみにあるテレビ配信
設備１６）、特定のユーザ、ユーザ群（例えば、特定の地理的エリア内のユーザ）、また
は、テレビ配信設備１６あるいは視聴者の一部に送り得る。番組ガイドデータをローカラ
イズするシステムについては、例えば、同一人に譲渡されたＥｌｌｉｓらによる、米国特
許第５，７６０，８２１号に記載がある。本明細書中、同出願の全体を参考のため援用す
る。
【００９６】
　別の適切なアプローチにおいて、例えば、ローカライズされたデータは、自身に適用さ
れるマッピングを有し得る。多数のリアルタイムの（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｒｅａｌ－ｔｉ
ｍｅ）データソース（例えば、図１のローカル情報サービス１５等）は、データを主設備
１２に提供し得る。このようなデータは、特定のテレビ配信設備１６にマッピングされ得
、これにより、テレビ配信設備１６は、テレビ配信設備１６に関連するソースから主設備
１２に供給されたデータを受信する。ローカル情報サービス１５はまた、自身のデータを
テレビ配信設備１６に直接提供し得る。例えば、天候データは、複数の天候ステーション
から主設備１２に提供され得る。天候データは、当該エリア内のユーザを配信対象とする
特定のテレビ配信設備１６にマッピングされ得る。多数のリアルタイムデータソースを有
する番組ガイドシステムについては、例えば、１９９９年１月１２日に出願された、Ｋｎ
ｕｄｓｏｎらによる米国特許出願第０９／２２９，０４７号に記載がある。本明細書中、
同出願の全体を参考のため援用する。
【００９７】
　主設備１２は、任意の適切なアプローチを用いて、番組ガイド用の情報サービスデータ
を構成し得る。特定の情報サービスに関するデータが利用不可能な場合、主設備１２は、
例えば、番組ガイドデータまたは命令を通じて、メニュー１０２内に表示すべき機能を、
番組ガイドに示し得る（例えば、「天候」オプションをメインメニュー１０２上の「ブラ
ウズ」オプションと取り換える等）。あるいは、この判定は、命令または主設備１２から
の他のインジケータ無しに、番組ガイドによって為され得る。主設備１２はまた、メイン
メニュー１０２内に表示される機能名と、情報サービス内のサブ選択物数と、これらのサ
ブ選択物の機能名とを表示し得る。主設備１２はまた、番組ガイドによって情報サービス
、サブ選択物またはサブ選択物群と共に表示される広告も提供し得る。主設備１２はまた
、情報サービスのサブ選択物内に表示される情報（例えば、フォーマットされたテキスト
、グラフィック、映像、音声またはこれらの任意の適切な組合わせ）も提供し得る。
【００９８】
　図３２は、別のメインメニュー画面１００を示し、ユーザがこのようなサービスにアク
セスする際にメインメニュー１０２内をナビゲートする様式を示す。図３２は、番組ガイ
ドがローカル天候サービスデータへのアクセスをユーザに提供する様式を示すが、所望な
らば、他のサービス（例えば、ローカルイベント、地元の高校および大学のスポーツ、学
校の昼食、宝くじ結果、スキー状況等）も提供され得る。ユーザは、例えば、メインメニ
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ュー１０２から「天候」機能を選択することにより、天候サービスにアクセスしたい旨を
示し得る。ユーザが天候サービスにアクセスしたい旨を示すと、番組ガイドは、天候情報
サービス画面を表示し得る。図３３ａは、例示的な天候情報サービス画面３５１を示す。
情報サービスが多数ある場合、番組ガイドは、例えば、画面上の機能を選択することによ
り、別のサービスを選択する機会をユーザに提供し得る。図３３ｂにおいて、例えば、２
つの情報サービス、ローカル天候情報およびローカルイベントにアクセスする機会がユー
ザに提供されている。
 
【００９９】
　図３３ｃおよび３３ｄは、番組ガイドがローカル天候サービスからの天候情報を表示し
得る、別の形式を示す。個々の曜日に関する天候情報の表示は、図３３ｂに示すように、
複数の曜日の天候情報の表示と対照させて、（例えば主設備１２によって）同時に構成さ
れ得る。図３３ｃにおいて、例えば、ユーザは、曜日機能３５１を選択することにより、
「今日の」天候を見たい旨を示し得る。ユーザは、別の機能を選択することにより、別の
曜日に関する天候情報を見ることができる。図３３ｄにおいて、例えば、ユーザは、「金
曜」機能３５３を選択している。図３３ｅは、ユーザが例えば「終了」機能（図３３ｅ）
を強調表示するのに応答して番組ガイドが表示し得る、例示的な表示画面を示す。
【０１００】
　所望ならば、図３３ａ～３３ｅの天候情報サービス画面は、表示対象国に基づいてフォ
ーマットされ得る。例えば、これらの天候情報サービス画面は、ある国では摂氏目盛の温
度およびｋｍ／時間で表示を行い、また別の国では、華氏目盛の温度およびマイル／時間
で表示を行い得る。
【０１０１】
　番組ガイドは、ケーブルサービスプロバイダまたはガイドプロバイダからユーザに送ら
れてくるメッセージを見る機会および管理する機会をユーザに提供し得る。ユーザは、例
えば、図３２のメインメニュー１０２から「メッセージ」機能を選択することにより、利
用可能なメッセージを見たい旨を示し得る。ユーザがメッセージを見たい旨を示すと、番
組ガイドは、メッセージリスト項目画面（例えば、図３４のメッセージリスト項目画面３
６１等）を表示し得る。メッセージが無い場合、番組ガイドは、適切なオーバーレイ（例
えば、図３６に示すオーバーレイ３７１等）を表示し得る。
【０１０２】
　番組ガイドは、例えば、リモートコントロール４０上の「アップ」矢印、「ダウン」矢
印、「ページアップ」キー、「ページダウン」キーまたは別の適切なキーを押すことによ
り、メッセージをスクロールまたはページ移動する機会をユーザに提供し得る。所望なら
ば、広告バナーをメッセージリスト項目の一部として作成してもよい。このアプローチに
おいて、ユーザは、さらなる番組リスト項目にアクセスする際、広告バナーをスクロール
することを要求され得る。番組ガイドはまた、例えば、左方向の矢印を用いることにより
、選択可能な広告を強調表示する機会もユーザに提供し得る。
【０１０３】
　ユーザがメッセージを選択すると、番組ガイドは、選択されたメッセージまたは選択さ
れたメッセージの一部をメッセージ画面（例えば、図３５の例示的なメッセージ画面３６
２等）内に表示し得る。メッセージ画面３６２内において、番組ガイドは、メッセージを
スクロールする機会、メッセージを保存する機会またはメッセージを削除する機会をユー
ザに提供し得る。また、ユーザは、例えば左方向の矢印を用いることにより、選択可能な
広告を強調表示する機会も提供され得る。
【０１０４】
　番組ガイドは、チャンネルをお気に入りとして設定する機会をユーザに提供し得る。ユ
ーザは、任意の適切なアプローチを用いて、チャンネルをお気に入りとして設定したい旨
を示し得る。ユーザは、例えば、テレビを視聴中、ブラウズオーバーレイ内にいるとき、
番組リスト項目を強調表示した後、チャンネルに関する情報画面内にいるとき、または、
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チャンネルまたは番組リスト項目を表示する他の任意の適切な番組ガイド表示画面内から
、リモートコントロール４０上の適切なキー（例えば、「お気に入り」キー等）を押し得
る。ユーザはまた、図３２のメニュー１０２から「お気に入り」機能を選択することによ
っても、チャンネルをお気に入りとして設定したい旨を示し得る。
【０１０５】
　例えば、ユーザが図３２のメインメニュー１０２から「お気に入り」機能を選択するの
に応答して、番組ガイドは、お気に入り画面（例えば、図３７の例示的なお気に入り画面
３８１等）を表示し得る。お気に入り画面３８１は、ユーザが選択した選別基準に従って
、利用可能なチャンネルをリスト化し得る。ユーザは、例えば、リモートコントロール４
０上の「左」矢印キーおよび「右」矢印キーを押すことにより、チャンネルを番号別また
は名称別に選別し得る。この実施例の場合、ユーザは、基準バー３８３が示すように、番
号別にチャンネルを選別することを選択している。所望ならば、お気に入り画面３８１は
、チャンネル名およびそのチャンネルのネットワーク系列を表示し得る。所望ならば、１
つのチャンネルに対する多数のネットワーク系列が表示され得る。番組ガイドはまた、例
えば、チャンネルリスト項目を選択てリモートコントロール４０上の「ＯＫ」キーまたは
「ロック」キーを押すことにより、チャンネルにチューニングする機会またはチャンネル
に視聴制限ロックをかける機会をそれぞれユーザに提供し得る。
【０１０６】
　番組ガイドは、例えば、リモートコントロール４０上の「アップ」矢印、「ダウン」矢
印、「ページアップ」キー、「ページダウン」キーまたは別の適切なキーを押すことによ
り、お気に入り画面３８１内のチャンネルリスト項目をスクロールする機会をユーザに提
供し得る。所望ならば、広告バナーを番組リスト項目の一部として作成してもよい。この
アプローチにおいて、ユーザは、さらなる番組リスト項目にアクセスする際、広告バナー
をスクロールすることを要求され得る。番組ガイドはまた、例えば、左方向の矢印を用い
ることにより、選択可能な広告を強調表示する機会もユーザに提供し得る。
【０１０７】
　ユーザは、例えば、強調表示領域１５１をチャンネルリスト項目１５０上に配置して、
リモートコントロール４０上の「お気に入り」キーを押すことにより、チャンネルをお気
に入りとして設定し得る。ユーザはまた、例えば、リモートコントロール４０上の適切な
キー（例えば、「情報」キー）を押すことにより、チャンネルをお気に入りとして設定す
る前に、チャンネルに関するさらなる情報を入手したい旨も示し得る。それに応答して、
番組ガイドは、チャンネルに関するさらなる情報を、チャンネル情報画面（例えば、図７
５ａ、７５ｂ、７６ａおよび７６ｂに示す例示的なチャンネル情報画面等）内に表示し得
る。チャンネル情報画面は、チャンネルの簡単な説明を表示し、チャンネルをロックする
機会、チャンネルをお気に入りとして設定する機会、チャンネルに関するリスト項目を見
る機会、チャンネルを注文する機会、チャンネルを見る機会または他の適切なアクション
を行う機会をユーザに提供し得る。ユーザがお気に入り機能からチャンネル情報画面に入
ると、番組ガイドは、例えば、左右の矢印を用いて、基準バー３８３内に「番号別に選別
」または「名称別に選別」を表示することにより、チャンネルを名称または番号別に選別
する機会をユーザに提供し得る。図３８は、チャンネルを名称別に選別した、例示的なお
気に入り画面３８１を示す。
【０１０８】
　番組ガイドは、全てのお気に入りを消去する機会をユーザに提供し得る。ユーザは、例
えば、リモートコントロール４０上の適切なキー（例えば、「消去」キー）を押すか、ま
たは、チャンネルリスト項目内にいるときに右方向の矢印を用いて「全てのお気に入りを
消去する」を基準バー３８３内に表示させることにより、全てのお気に入りを消去したい
旨を示し得る。ユーザが全てのお気に入りを消去したい旨を示すと、番組ガイドは、「全
てのお気に入りを消去する」オーバーレイ（例えば、図３９の「全てのお気に入りを消去
する」オーバーレイ３９１等）を表示し得る。番組ガイドは、ユーザに対して、全てのお
気に入りを消去してもよいか確認するように促し、ユーザが「はい」を選択した後、全て
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のお気に入りを消去し得る。
【０１０９】
　ユーザは、例えばテレビを視聴しているときに、お気に入りチャンネルにアクセスした
い旨を示し得る。お気に入りチャンネルのセットが無い場合、番組ガイドは、適切なオー
バーレイを表示し得る。図４０は、お気に入りセットが存在せず、かつ、ユーザがお気に
入りチャンネルにアクセスしたい旨を示した場合に番組ガイドが表示し得る例示的なオー
バーレイ４０１を示す。
【０１１０】
　番組ガイドは、番組ガイド動作の様々な局面を設定する機会をユーザに提供し得る。ユ
ーザは、例えば、図３２のメインメニュー１０２から「設定」機能を選択することにより
、番組ガイドおよびユーザテレビ機器２２の機能を設定したい旨を示し得る。ユーザが番
組ガイドまたはユーザテレビ機器２２の機能を設定したい旨を示すと、番組ガイドは、設
定画面（例えば、図４１の例示的な設定画面４１１等）を表示し得る。設定画面４１１は
、様々なガイド機能を設定する機会、視聴制限機能を設定する機会、セットトップボック
ス２８（図３）の機能を設定する機会、音声機能を設定する機会、画面位置を設定する機
会、番組ガイド動作時の言語を設定する機会、または、他の任意の機能あるいは機能の適
切な組合わせを設定する機会をユーザに提供し得る。
【０１１１】
　ユーザは、例えば、設定画面４１１から「ガイド」オプションを選択することにより、
様々なガイド機能を設定したい旨を示し得る。ユーザがガイド機能を設定したい旨を示す
と、番組ガイドは、ガイド設定画面（例えば、図４２の例示的なガイド設定画面４２１等
）を表示し得る。ガイド設定画面４２１内から、番組ガイドは、例えば、フリップオーバ
ーレイおよびブラウズオーバーレイ（例えば、フリップオーバーレイ２００（図５ａおよ
び５ｂ）ならびにブラウズオーバーレイ２３０（図６ａおよび６ｂ）等）の画面上のポッ
プアップバーの位置を設定する機会をユーザに提供し得る。番組ガイドはまた、番組ガイ
ドのポップアップバー時間を設定することにより、フリップオーバーレイを表示する時間
を設定する機会もユーザに提供し得る。例えば、番組ガイドは、ユーザが、３～１５秒の
タイムアウト値を０．５秒単位で（ｏｎｅ－ｓｅｃｏｎｄ　ｉｎｃｒｅｍｅｎｔｓ）で選
択することを可能にし得る。
【０１１２】
　番組ガイドはまた、自動チューニング機能を設定する機会もユーザに提供し得る。自動
チューニング機能は、ユーザが１桁または２桁のチャンネル番号を入力した後に「選択」
キー、「入力」キーまたは「ＯＫ」キーを押す必要を無くす。セットトップボックス２８
を制御するいくつかのデバイス（例えば、ＶＣＲ等）は、選択命令を送らずに、２桁を送
信することができる。自動チューニング機能をオンに設定すると、選択を押す必要が無く
なり、これにより、ユーザテレビ機器２２内の選択命令を発信しない他のデバイスによっ
てセットトップボックス２８を制御することが可能となる。自動チューニング機能をオフ
に設定すると、番組ガイドは、ユーザが選択を押さない限り、３桁未満のチャンネル番号
を無視する。
【０１１３】
　番組ガイドはまた、新規メッセージがある場合にメッセージインジケータを表示するか
どうか設定する機会と、番組が開始するどれくらい前にリマインダ通知を表示するかを設
定する機会とをユーザに提供し得る。番組ガイドはまた、番組ガイドに関する情報を視聴
する機会もユーザに提供し得る。ユーザが番組ガイドに関する情報を見たい旨を示すのに
応答して、番組ガイドは、番組ガイドに関する（ａｂｏｕｔ　ｕｓ）画面（例えば、図４
３の例示的な番組ガイドに関する画面４３１等）を表示し得る。この画面は好適には、番
組ガイドプロバイダによって設定可能である。
【０１１４】
　番組ガイドはまた、図３のセットトップボックス２８の機能を設定する機会もユーザに
提供し得る。図４４は、ユーザが例えば、設定画面４１１のケーブルボックス機能４１４
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を選択することにより、セットトップボックス２８の機能を設定したい旨を示した場合に
番組ガイドが表示し得る、例示的なケーブルボックス設定画面４４１を示す。例示的なケ
ーブルボックス設定画面４４１は、時間表示を表示するかどうかを設定する機会、ＡＣ出
力をオンまたはオフにするタイミングを設定する機会、無線周波数（ＲＦ）バイパスのチ
ューニングをオンまたはオフにするタイミングを設定する機会、および構成情報を見る機
会を番組ガイドがユーザに提供し得る様式を示す。番組ガイドは、任意の適切なセットト
ップボックス機能を設定する機会をユーザに提供し得るため、ケーブルボックス設定画面
５０１は例示的なものに過ぎない。
【０１１５】
　ＲＦバイパス機能は、２種類のモードで動作し、テレビ配信設備１６の各個々のオペレ
ータの代わりに、番組ガイドプロバイダによって設定可能であり得る。第１のモードは、
ある番組を見て、かつ別の番組を同時に録画することを希望しないユーザをサポートする
。これらのユーザは、自身のセットトップボックス２８（図３）上にＲＦバイパススイッ
チを有し、このＲＦバイパススイッチは、連動状態（ｅｎｇａｇｅｄ）になると、テレビ
配信設備１６からの入力信号を２次格納デバイス３２に送り、セットトップボックス２８
によるテレビ３６の処理を行わないことを可能にする。この位置において、ＣＡＴＶ用コ
ンバーター内蔵の格納ドライブ（例えば、ＶＣＲ等）を用いて、特定の時間に特定のチャ
ンネルを自動録画することができる。
【０１１６】
　第１のモードを用いる際、視聴者は、先ず最初に図４４のケーブルボックス設定画面４
４１内のＲＦバイパス機能４４３をイネーブルに設定する。すると、視聴者のセットトッ
プボックス２８へのチューニングがオフになるたびにＲＦバイパススイッチが連動し、２
次格納デバイス３２内のチューナまたはテレビ３６を用いて、録画または視聴用として復
号可能な任意のチャンネル（典型的にはスクランブルされていないアナログ番組）を選択
することができる。セットトップボックス２８のチューニングが再度オンになると、バイ
パススイッチの連動が解除され、セットトップボックス２８からの処理出力は、２次格納
デバイス３２およびテレビ３６に経路設定される。視聴者がＲＦバイパス機能４４３をデ
ィセーブルに設定すると、セットトップボックス２８は、セットトップボックス２８がオ
フになるたびに、２次格納デバイス３２およびテレビ３６からの信号全てを除去する。
【０１１７】
　第２のモードは、ある番組を見ながら同時に別の番組を録画することを希望するユーザ
をサポートする。これらのユーザは、自身のセットトップボックス２８上にＲＦバイパス
スイッチを有し得、このＲＦバイパススイッチは、連動されると、テレビ配信設備１６か
らの入力信号をセットトップボックス２８による処理無しにテレビ３６に送り、同時に、
セットトップボックス２８からの処理信号を、継続的に２次格納デバイス３２に送ること
を可能にする。連動が解除されると、セットトップボックス２８の処理信号は、２次格納
デバイス３２によって処理された後、テレビ３６へと経路設定される。連動状態になると
、この構成は、ユーザが、セットトップボックス２８による処理が可能な任意の番組を録
画し、同時に、ユーザが、ガイド機能無しに、テレビ３６による復号が可能な任意の番組
（典型的には未スクランブルされていないアナログチャンネル）を見ることを可能にする
。連動が解除されると、ユーザは、現在の視聴中の番組を録画し得る。
【０１１８】
　第２のモードを用いる際、視聴者は、先ず最初に、図４４のケーブルボックス設定画面
４４１内のＲＦバイパス機能４４３をイネーブルに設定する。すると、ユーザが適切なキ
ー（例えば、リモートコントロール４０またはセットトップボックス２８上のバイパスキ
ー等）を押すたびに、ＲＦバイパススイッチが連動し、視聴者は、２次格納デバイス３２
を用いてセットトップボックス２８の出力を録画し、それと同時にテレビ３６を用いて別
のチャンネルを継続して見ることができる。セットトップボックス２８出力はテレビ３６
に送られないため、この状態ではガイド機能は利用不可能であり、番組ガイドは好適には
、大部分の機能をディセーブルする。例えば、番組ガイドは、ユーザが、画面上の任意の
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表示が無い状態でチャンネルまたは音量を変更することを可能にし得る。番組ガイドは、
任意の番組リスト項目表示または番組リマインダをディセーブルし得る。番組ガイドは、
視聴制限機能をイネーブルし得るが、ユーザがＰＩＮを入力して視聴制限のかかっている
番組を見ることを可能にしない。バイパスキーを再度押すと、スイッチは通常の状態に戻
り、ユーザが、録画中の同じ番組を見て、ガイド機能の利用を再開することを可能にする
。
【０１１９】
　この第２のモードは、第１のモードに類似する機能を含む。視聴者がセットトップボッ
クス２８へのチューニングをオフにすると、ＲＦバイパススイッチが連動し、ユーザは、
セットトップボックス２８へのチューニングがオフになる前にチューニングされていた番
組を録画することができ、それと同時に、テレビ３６による復号が可能な任意のチャンネ
ルを見ることができる。セットトップボックス２８へのチューニングが再びオンになると
、ＲＦバイパススイッチの連動が解除され、通常の機能が再開する。これにより、ユーザ
は、セットトップボックス２８へのチューニングのオン／オフを切り換えるだけで、例え
ば誤って連動状態になった場合などにバイパスモードを簡単に終了することができる。視
聴者がＲＦバイパス機能４４３をディセーブルに設定すると、セットトップボックス２８
は、セットトップボックス２８へのチューニングがオフになったときに２次格納デバイス
３２およびテレビ３６からの信号全てを除去し、バイパスキーを無視する。
【０１２０】
　ケーブルシステムの中には、番組を２つの別個のケーブルで配信するものがある。これ
らのデュアルケーブルシステムにおいて、セットトップボックス２８は、ユーザからの命
令またはユーザが選択した番組に基づいて、ＡケーブルまたはＢケーブルを選択する。こ
れらのシステムにおいて、バイパススイッチが連動すると、セットトップボックス２８は
好適には、現在選択されている入力ケーブルをバイパスする。セットトップボックス２８
がオフのときにバイパススイッチが連動すると、ＡおよびＢのケーブルは好適には、ユー
ザがリモートコントロール４０またはセットトップボックス２８上のバイパスキーまたは
Ａ／Ｂキーを押すにつれて、交互にバイパスされる。セットトップボックス２８がオンの
ときにバイパススイッチが連動し、Ａ／Ｂキーが押されると、好適には、これらの２つの
入力が交互する。バイパスキーが押されると、先ず最初に入力が交互に選択され、その後
もう一度バイパスキーが押されると、ＲＦバイパススイッチの連動が解除され得る。
【０１２１】
　図４５は、ユーザが例えば、ケーブルボックス設定画面４４１の「構成を見る」機能４
４５を「はい」に設定することにより、セットトップボックス２８の構成を見たい旨を示
した場合に番組ガイドが表示し得る例示的な構成画面４５１を示す。ユーザは、例えば、
「１つ前に戻る」機能４５３を選択することにより、ケーブルボックス設定画面４４１に
戻り得る。所望ならば、「お気に入り」キーが押されると、番組ガイドプロバイダにとっ
て有用なデバッグ情報を備える隠し画面が表示される。
【０１２２】
　番組ガイドは、番組ガイドおよびユーザテレビ機器２２の音声機能を設定する機会をユ
ーザに提供し得る。番組ガイドは、ユーザが番組ガイドまたはユーザテレビ機器２２の音
声機能を設定したい旨を示したときに、図４６の音声設定画面４６１を表示し得る。ユー
ザは、例えば、設定画面４１１（図４１）の音声機能４１５を選択することにより、この
ような希望を示し得る。番組ガイドは、例えば、最適なステレオ音量、音声出力の種類、
音声出力のステレオ指定、ドルビー圧縮の程度、または他の任意の適切な音声機能を設定
する機会をユーザに提供し得る。
【０１２３】
　所望ならば、番組ガイドは、例えば、ユーザが音声出力設定を「高度」に設定したとき
に、ステレオ出力およびドルビー圧縮の設定を行う機会をユーザに提供し得る。音声出力
設定が「高度」以外の他の設定（例えば、「ＴＶ」または「ステレオ」）になっている場
合、番組ガイドは、ステレオ出力設定およびドルビー圧縮設定の表示要素（図示せず）を
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隠蔽し、デフォルト設定（例えば、「ステレオ」および「ライト（Ｌｉｇｈｔ）」等）を
用い得る。
【０１２４】
　番組ガイドは、画面位置を設定する機会をユーザに提供し得る。番組ガイドは、例えば
、ユーザが設定画面４１１（図４１）の画面位置機能４１６を選択したときに、位置画面
４７１を表示し得る。ユーザは、例えば、リモートコントロール４０上の「右」キー、「
左」キー、「アップ」キーおよび「ダウン」キーを押すことにより、画面位置を設定し得
る。ユーザは、例えば、「１つ前に戻る」機能４７２を押すことにより、設定画面４１１
に戻り得る。この画面において行われた調整は、その後に続くガイド画面全てに適用され
る。
【０１２５】
　番組ガイドは、番組音声および番組ガイド表示画面テキストの言語を選択する機会をユ
ーザに提供し得る。番組音声の放送および番組ガイド表示画面テキストの表示を選択され
た言語で行う番組ガイドシステムについては、例えば、１９９９年７月１６日に同時出願
された、Ｅｌｌｉｓらによる米国特許出願第０９／３５４，６０２号に記載がある。本明
細書中、同出願の全体を参考のため援用する。ユーザが例えば、設定画面４１の言語オプ
ション４１７を選択することにより言語を選択したい旨を示すと、番組ガイドは、図４８
に示すような言語画面４８１を表示し得る。ユーザがある言語（この実施例の場合、Ｃａ
ｎａｄｉａｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ）を選択すると、番組ガイドは、図４９に示すように、番
組音声および番組ガイド表示画面テキストが選択言語である旨をユーザに示し、選択を確
認するようユーザを促し得る。
【０１２６】
　図５０は、ユーザが番組に視聴制限をかけることを望んではいるものの、例えば、設定
画面４１１（図４１）から視聴制限機能４１３を選択するなどして視聴制限コードまたは
購入コードを設定することを未だ行っていない場合に番組ガイドが表示し得る、例示的な
視聴制限設定画面５０１を示す。視聴制限コードは、チャンネル、番組、番組情報、他の
番組ガイドデータまたはこれらの任意の適切な組合わせが事前定義された視聴制限基準を
満たさない場合、ユーザがこのようなデータまたは情報へのアクセスすることを許可する
前に番組ガイドがユーザに入力することを要求するコードである。購入コードは、ユーザ
がペイパービュー番組またはペイパービューパッケージを購入することを可能にする前に
、番組ガイドがユーザに入力することを要求するコードである。
【０１２７】
　図５１は、ユーザが以前に設定した視聴制限または購入コードを変更したいとの希望を
例えば、設定画面４１１（図４１）からの視聴制限オプショを強調表示してリモートコン
トロール４０上の「ＯＫ」キーを押すなどして示した場合に、番組ガイドが表示し得る視
聴制限設定画面５１１を示す。視聴制限画面５１１は、例えば、視聴制限設定を消去また
は修正するために視聴制限コードを入力するようユーザを促し得る。ユーザが有効な視聴
制限コードまたは購入コードを入力した後、番組ガイドは、現在のコードを消去し得る。
次いで、ユーザは、新規コードを図５０の視聴制限設定画面５０１に入力することにより
、コードを設定し得る。
【０１２８】
　番組ガイドデータが番組ガイドによって格納されている場合、停電が発生すると、番組
ガイドデータが番組ガイドから消去される可能性がある。通常の視聴制限は、番組ガイド
データが回復するまで、一時的に失われ得る。図５１もまた、停電が発生した場合に全番
組をロックするかどうかを設定する機会を番組ガイドがユーザに提供し得る様式を示す。
ユーザがオプション５１３を「はい」に設定し、番組ガイドが自身のデータを失うと、番
組ガイドは、番組ガイドデータが回復するまで、全番組をロックし得る。
【０１２９】
　図５２は、ユーザが番組に視聴制限をかけることを希望した場合に番組ガイドが表示し
得る、例示的な視聴制限画面５２１を示す。番組ガイドが視聴制限画面５２１を表示し得
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るのは、例えば、ユーザが図３２のメインメニュー１０２から「視聴制限」オプションを
選択し、有効な視聴制限コードを入力した場合である。番組ガイドは、例えば、番組への
視聴制限を、タイトル単位、チャンネル単位、格付け単位または他の任意の適切な基準で
行う機会をユーザに提供し得る。ユーザは、例えば、基準を選択し、左方向または右方向
の矢印を用いて特定の選択を表示し、リモートコントロール４０上の「ロック」キーを押
すことにより、番組にロックをかけ得る。例えば、図５２は、ユーザがチャンネル単位で
番組にロックをかけている様子を示す。リモートコントロール４０上の「左」矢印キーお
よび「右」矢印キーを押すことにより、ユーザは、チャンネルをスクロールし得る。チャ
ンネル番号およびコールサインの表示は、特定のチャンネル番号がロックされていること
ユーザに示すために、ロックアイコンを伴うか、強調表示されるか、着色されるか、また
は、別の適切な様式で行われ得る。ユーザは、例えば、チャンネルが表示されたときにリ
モートコントロール４０上の「ロック」キーを押すことにより、ロックのかかっていない
チャンネルをロックし、または、ロックのかかっているチャンネルをロック解除し得る。
【０１３０】
　番組ガイドは、成人向けタイトルを隠蔽する機会をユーザに提供し得る。ユーザが例え
ば、「成人向けタイトルを隠蔽する」機能を「はい」に設定するなどして「成人向けタイ
トルを隠蔽する」機能を活性化させると、番組ガイドは、番組タイトルが表示されるたび
に、成人向け番組タイトルの代わりに、「成人向け番組」等のデフォルトストリングを表
示し得る（例えば、図１～１６、１９～２２および２５～２９等）。加えて、番組ガイド
は、任意の不適切な番組情報をデフォルトストリング情報と取り換え得る。成人向けタイ
トルおよびその詳細を隠蔽またはブロックする番組ガイドシステムについては、例えば、
１９９８年１１月３０日に出願された、Ｅｌｌｉｓらによる米国特許出願第０９／２０１
、１０５号に記載がある。本明細書中、同出願の全体を参考のため援用する。
【０１３１】
　番組ガイドは、「マスターロック」機能を用いてロックを一括消去または一括不活性化
する機会をユーザに提供し得る。ユーザが図５２に示す「マスターロック」機能を選択す
るのに応答して、番組ガイドは、マスターロック番組ガイド表示画面を表示し得る。
【０１３２】
　図５３は、全視聴制限ロックを消去し、視聴制限ロックをバイパスする機会をユーザに
提供する、例示的なマスターロック表示画面５３１を示す。ユーザが「全ロックを消去す
る」機能５３３を「はい」に設定すると、番組ガイドは、例えば、図５４のオーバーレイ
５４１を表示するなどして全ロックを消去するかどうか確認する機会をユーザに提供し得
る。
【０１３３】
　ユーザは、バイパスロック機能５３５を「はい」に設定することにより、バイパスロッ
ク機能を活性化させ得る。番組ガイドのバイパス機能は、活性化されると、視聴制限ロッ
クを一時的に不活性化させ、ユーザが、視聴制限コードを入力しないとロックが解除され
ないテレビ番組を視聴することを可能にする。加えて、適切なリスト項目画面が表示され
ると、番組ガイドは、ロックインジケータ１６１の「南京錠」アイコン（例えば、図１０
）を「南京錠の解錠」アイコンまたは他の適切なアイコンに変更し、バイパス機能が活性
化されていることを示し得る。
【０１３４】
　例えば、セットトップボックスがオフにされその後再びオンにされた場合、ユーザが（
例えば、リモートコントロール上のロックボタンを押すなどして）番組ガイドの視聴制限
機能へのアクセスを試みた場合または他の任意の適切な状況が発生した場合、視聴制限は
、再活性化され、バイパスがディセーブルされ得る。セットトップボックスが再設定され
る（例えば、オフにされてオンにされる）と、番組ガイドは、視聴制限機能を自動的に再
イネーブルし、視聴制限ロックが誤ってディセーブルされる事態を回避し得る。ユーザが
番組ガイドの視聴制限機能にアクセスしようとすると、番組ガイドは、図５５に示すよう
に、視聴制限ロックを再度イネーブルするかどうかを確認する機会をユーザに提供し得る
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。ユーザがロックを再度イネーブルすることを確認すると、番組ガイドは、ロックを再度
イネーブルし、ユーザが視聴制限機能を用いることを可能にし得る。
【０１３５】
　番組ガイドは、番組に視聴制限をかけ、ペイパービュー番組およびペイパービューパッ
ケージを購入するための購入コードを設定する機会をユーザに提供し得る。ユーザは、例
えば、番組を視聴しているときまたは番組リスト項目を強調表示しているときにリモート
コントロール４０上の「ロック」キーを押すことにより、図４１の設定画面４１１から視
聴制限オプションを選択することにより、図３２のメインメニュー１０２から「視聴制限
」機能を選択することにより、または、ユーザが他の任意の適切な番組ガイド表示画面内
にいるときに、番組に視聴制限をかけたい旨を示し得る。
【０１３６】
　図５６は、例えば、ユーザが図３２のメインメニュー１０２から「視聴制限」機能を選
択することにより番組に視聴制限をかけたい旨を示したときに番組ガイドが表示し得る、
例示的なオーバーレイ５６１を示す。番組ガイドは、ユーザに視聴制限設定機能へのアク
セスを与える前に、正しい視聴制限コードを入力するようユーザを促し得る。図５７は、
ユーザが、メインメニュー１０２から番組ガイドの視聴制限機能にアクセスしたい旨を示
した後、正しくない視聴制限コードを入力した場合に番組ガイドが表示し得る、例示的な
オーバーレイ５７１を示す。図５８は、ユーザが間違ったコードを複数回（例えば、５回
）列内に入力した場合に番組ガイドが表示し得る、例示的なオーバーレイ５８１を示す。
オーバーレイ５８１は、番組ガイドが例えばテレビ配信設備１６等によって再設定される
まで表示され得る。あるいは、オーバーレイ５８１は画面から消えるものの、番組ガイド
が、テレビ配信設備１６がコードを消去するかまたは所定の時間が経過するまで、ユーザ
にコードを入力させないこともあり得る。
【０１３７】
　番組ガイドは、例えば、ユーザが番組ガイドの視聴制限機能にアクセスしたい旨を示す
もののコードが設定されていない場合に視聴制限コードを設定する機会をユーザに提供し
得る。図５９は、例えば、ユーザが図３２のメインメニュー１０２から「視聴制限」機能
を選択し、かつ視聴制限コードが設定されていない場合に番組ガイドが表示し得る、例示
的なオーバーレイ５９１を示す。ユーザが新規コードを入力した後、番組ガイドは、図６
０に示すように、そのコードを確認する機会をユーザに提供し得る。
【０１３８】
　図６１～６５は、例えば、ユーザが番組情報画面内から番組にロックをかけたい旨を示
した場合に番組ガイドが表示し得る、例示的な番組ガイド表示画面を示す。番組情報画面
は、ユーザに対して番組に関するさらなる情報を表示する、表示画面である。番組情報画
面は、例えば、番組のあらすじ、番組俳優、番組の格付けまたは他の任意の適切な情報を
ユーザに伝え得る。図６１は、例えば、ユーザが番組情報画面内から番組にロックをかけ
たい旨を示したものの、視聴制限コードセットが無い場合に番組ガイドが表示し得る、例
示的なオーバーレイ６１１を示す。ユーザは、新規コードを入力するように促され、番組
ガイドは、図６２に示すように、そのコードを確認する機会をユーザに提供し得る。
【０１３９】
　視聴制限コードが設定され、ユーザが番組情報画面内から番組にロックをかけたい旨を
示すと、番組ガイドは、図６３に示すように、視聴制限コードを入力するようにユーザを
促し得る。ユーザが正しくないコードを入力すると、番組ガイドは、図６４に示すように
、ユーザにコードを再入力するように促し得る。図６５は、ユーザが列内に間違ったコー
ドを複数回（例えば、５回）入力した場合に番組ガイドが表示し得る、例示的なオーバー
レイ６５１を示す。番組ガイドが例えばテレビ配信設備１６等によって再設定されるまで
、オーバーレイ６５１が表示され得る。オーバーレイ６５１はまた、ユーザが（例えば、
図５６に示すオーバーレイ内から）間違ったコードを余りにも多数回にわたって入力した
場合にも表示され得る。
【０１４０】
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　番組ガイドはまた、「見本単位で（ｂｙ　ｅｘａｍｐｌｅ）」番組をロックする機会も
ユーザに提供し得る。ユーザは、例えば、番組を視聴中または番組リスト項目を強調表示
した後に「ロック」キーを押すことまたは表示画面（例えば、番組情報画面）内の画面上
のロック機能を選択することにより、番組を見本単位でロックしたい旨を示し得る。ユー
ザが番組を見本単位でロックしたい旨を示すと、番組ガイドは、ユーザが、番組のタイト
ル、格付けまたはチャンネルをロックすることを可能にし得る。番組のタイトル、格付け
またはチャンネルをロックすることにより、番組ガイドは、類似の特徴を有する番組（お
よび番組のエピソード）をロックする。
【０１４１】
　図６６は、ユーザが番組を見本単位でロックしたい旨を示した場合に番組ガイドが表示
し得る、例示的なオーバーレイ６６１を示す。ユーザは、例えば、各選択物に矢印を移動
させるかまたはリモートコントロール４０上の「ロック」ボタンを押すことにより、番組
のタイトル、格付けまたはチャンネルをロックし得る。ユーザが選択物をロックすると、
番組ガイドは、ロックインジケータを表示し得る。ユーザは、例えば「ロック」ボタンを
押すことにより、選択物のロックを解除し得る。番組ガイドは、選択されたタイトル、格
付けまたはチャンネルのロックを解除し、ロックインジケータの表示を消去することによ
り、これに応答し得る。所望ならばまたはシステムリソースが要求する場合、番組ガイド
は、ユーザがロックできるタイトルの数を限定し得る。図６７は、ユーザがさらにタイト
ルを追加する前にタイトルのロックを消去するようユーザを促す、例示的なオーバーレイ
６７１を示す。
【０１４２】
　ユーザが番組ガイドの視聴制限機能を設定し終えると、ユーザが番組、番組情報、また
は視聴制限基準を満たす他の番組ガイドデータにアクセスしたい旨を示した場合、番組ガ
イドは、視聴制限コードを入力するようにユーザを促し得る。図６８は、ユーザが視聴制
限がかかっているチャンネルまたは制限がかかっている番組を放送するチャンネルにチュ
ーニングしようとした場合に番組ガイドが表示し得る、例示的なオーバーレイ６８１を示
す。
【０１４３】
　番組ガイドは、番組に関する情報を視聴する機会および番組情報画面内から関連する機
能にアクセスする機会をユーザに提供し得る。番組ガイドが情報画面内から番組ガイド機
能にアクセスする機会をユーザに提供するシステムについては、例えば、同時出願された
、１９９９年７月１６日に出願された、Ｒｕｄｎｉｃｋらによる米国特許出願第０９／３
５６，２６８号に記載がある。本明細書中、同出願の全体を参考のため援用する。番組情
報画面は、例えば、番組の簡単な説明、番組の俳優、番組の格付け、番組の放映時間、ま
たは番組に関する他の任意の適切な情報を含み得る。番組ガイドは、例えば、番組の視聴
中または番組リスト項目を選択した後にリモートコントロール４０上の「情報」キーを押
すことにより、番組情報が利用可能な番組を宣伝する選択可能な広告を選択することによ
り、または他の任意の適切なアプローチを用いるなどしてユーザが番組情報を見たい旨を
示した場合、番組情報画面を表示し得る。
【０１４４】
　図６９および７０ａは、例示的な番組情報画面６９１および７０１を示す。番組ガイド
は、例えば、ユーザが任意の番組ガイド表示画面内から番組に関する選択可能な広告を選
択した場合に、番組情報画面６９１を表示し得る。番組情報画面６９１の一部として表示
されている番組に関する広告は、選択不可能であり得る。別の場合、ユーザは、広告を選
択すると、元の同じ画面に戻り得る。番組情報画面７０１が表示され得るのは、例えば、
番組の視聴中または番組リスト項目を選択した後にユーザが番組情報を視聴したい旨を示
した場合にである。
【０１４５】
　番組情報画面（例えば、番組情報画面６９１および７０１等）はまた、ユーザが対象（
ｓｕｂｊｅｃｔ）番組について選択を行うことができる機能も含み得る。ユーザは、例え
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ば、リマインダ機能６９５を選択することにより、対象番組についてリマインダを設定し
得る。ユーザはまた、例えば、ロック機能６９７を選択することにより、対象番組を見本
単位でロックし得る。ユーザは、例えば、「１つ前に戻る」機能６９３を選択することに
より、１つ前の画面に戻り得る。ユーザはまた、番組を監視（ｗａｔｃｈ）する監視機能
（図示せず）も選択し得る。
【０１４６】
　ユーザは、例えば、（例えば、図７３および７４に示すような）時間機能を選択し、次
いで、リモートコントロール４０上の左右方向の矢印キーを押して放映時間をナビゲート
することにより、番組に関する他の放映時間を見ることができる。図７０ｂは、例えばＭ
ａｄ　Ａｂｏｕｔ　Ｙｏｕに関する放映時間を示す。番組ガイドは、例えば、ユーザが矢
印を右または左に移動させると、さらなる放映時間を表示し得る。ユーザが放映時間を選
択すると、番組ガイドは、新規の放映時間ならびにそれに対応するチャンネルおよび番組
情報を備える番組情報画面を表示し得る。
【０１４７】
　番組ガイドは、他の種類の番組（例えば、映画、ペイパービュー番組および注文可能な
パッケージの一部である番組等）またはチャンネル（例えば、プレミアチャンネルおよび
音楽チャンネル等）に関する番組情報を視聴する機会をユーザに提供し得る。図７１およ
び７２は、ペイパービュー番組に関する、例示的な番組情報画面７１１および７２１を示
す。番組ガイドは、例えば、ユーザがペイパービュー番組に関する選択可能な広告を選択
した場合に、番組情報画面７１１を表示し得る。番組ガイドが番組情報画面７２１を表示
し得るのは、例えば、ユーザがペイパービュー番組を見ている場合またはペイパービュー
番組リスト項目を強調表示してリモートコントロール４０上の「情報」キーあるいは「Ｏ
Ｋ」キーを押した場合である。図７１および７２に示すように、番組ガイドは、ペイパー
ビュー番組の放映時間を見る機会をユーザに提供し得る。ユーザが放映時間を選択すると
、番組ガイドは、視聴者がその放映時間を購入することを可能にし得る。番組が衝動購入
不可能である場合、番組ガイドは、画面（例えば、図６９の表示６９１または図７０ａの
７０１等）を表示し得、注文機能（図示せず）を含み得る。ユーザが注文機能を選択する
と、番組ガイドは、例えば、図９２に示すように、選択物を電話を通じて購入するようユ
ーザに指示し得る。
【０１４８】
　図７３および７４は、注文可能なパッケージのペイパービュー番組の一部である番組に
関する、例示的な番組情報画面７３１および７４１を示す。番組ガイドが番組情報画面７
３１を表示し得るのは、例えば、ユーザが、ペイパービューパッケージの一部である番組
に関する選択可能な広告を選択した場合である。番組ガイドが番組情報画面７４１を表示
し得るのは、例えば、ユーザが、パッケージ中のペイパービュー番組を視聴している場合
または番組リスト項目を強調表示して、リモートコントロール４０上の「情報」キーまた
は「ＯＫ」キーを押した場合である。図７３および７４に示すように、番組ガイドは、パ
ッケージ名称７３５を表示することにより、ペイパービュー番組がパッケージの一部であ
る旨をユーザに示し得る。
【０１４９】
　番組ガイドは、番組情報画面内からペイパービュー番組およびペイパービューパッケー
ジを注文する機会をユーザに提供し得る。ユーザは、例えば、番組情報画面７３１の注文
機能７３７を選択することにより、ペイパービューパッケージを注文したい旨を示し得る
。ユーザが注文機能７３７を選択すると、番組ガイドは、注文確認画面（例えば、図８０
および８１に示す注文確認画面等）を表示し得る。ユーザはまた、例えば、時間オプショ
ン７３９を選択するなどして、パッケージ中のペイパービュー番組の他の放映時間を見る
こともできる。
【０１５０】
　図７５ａおよび７５ｂは、ユーザがチャンネルに関する情報を視聴したい旨を示した場
合に番組ガイドが表示し得る、チャンネルに関する例示的なチャンネル情報画面を示す。
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番組ガイドがチャンネル情報画面７５１を表示し得るのは、例えば、ユーザがチャンネル
に関する選択可能な広告を選択した場合である。番組ガイドがチャンネル情報画面７６１
を表示し得るのは、例えば、ユーザが、（例えば、図２３または図３８の表示画面のよう
な）チャンネルに関するリスト項目を強調表示し、リモートコントロール４０上の「情報
」キーを押した場合である。
【０１５１】
　チャンネル情報画面（例えば、チャンネル情報画面７５１または７６１等）は、例えば
、画面のテキストの２行目内に「お気に入り」を表示することにより、チャンネルがお気
に入りとして指定されている旨を示し得る。チャンネル情報画面はまた、リスト項目オプ
ション７５３も含み得る。ユーザがリスト項目オプション７５３を選択すると、番組ガイ
ドは、そのチャンネルに関する番組リスト項目画面（例えば、図１１ａのチャンネル別リ
スト項目画面１４０等）を表示し得る。番組ガイドはまた、例えば、ユーザが監視機能７
５５を選択した場合に、チャンネルにチューニングし得る。番組ガイドはまた、ユーザが
、図７５ａおよび７５ｂの情報画面から他の機能を行うことも可能にし得る。番組ガイド
は、例えば、ユーザが画面上のお気に入り機能（図示せず）を選択した場合に、チャンネ
ルをお気に入りチャンネルとして指定し得る。番組ガイドはまた、例えば、ユーザが画面
上のロック機能（図示せず）を選択した場合に、ユーザがチャンネルに視聴制限をかける
ことを可能にし得る。番組ガイドは、ユーザが画面上の注文機能（図示せず）を選択した
場合に、注文情報を表示し得る。
【０１５２】
　図７６ａおよび７６ｂは、ユーザが音楽チャンネルに関する情報を視聴したい旨を示し
た場合に番組ガイドが表示し得る、音楽チャンネルに関する例示的なチャンネル情報画面
７７１および７８１を示す。番組ガイドが音楽チャンネル情報画面７７１を表示し得るの
は、例えば、ユーザが、音楽チャンネルに関する選択可能な広告を選択した場合である。
番組ガイドが音楽チャンネル情報画面７８１を表示し得るのは、例えば、ユーザが、（例
えば、図２３の表示画面に示すような）番組ガイドリスト項目を強調表示し、リモートコ
ントロール４０上の「情報」キーを押した場合である。
【０１５３】
　音楽チャンネル情報画面（例えば、音楽チャンネル情報画面７７１および７８１等）は
、選択可能な機能（例えば、お気に入り機能７７３等）を含み得る。音楽チャンネル情報
画面はまた、聴取機能（例えば、聴取機能７７１等）も含み得る。番組ガイドは、例えば
、ユーザが聴取機能７７１を選択した場合、音楽チャンネルにチューニングし得る。番組
ガイドはまた、ユーザが、図７６ａおよび７６ｂの情報画面から他の機能を行うことも可
能にし得る。番組ガイドは、例えば、ユーザが、画面上のロック機能（図示せず）を選択
した場合に、ユーザがチャンネルに視聴制限をかけることを可能にし得る。番組ガイドは
また、ユーザが画面上の注文機能（図示せず）を選択した場合に、注文情報も表示し得る
。
【０１５４】
　（図２７および２８に示すように）ユーザが未注文のチャンネルにチューニングしてし
まう状況または（例えば、図７５ａ、７５ｂ、７６ａおよび７６ｂに示すように）ユーザ
が未注文のチャンネルについてチャンネル情報を表示してしまう状況があり得る。例えば
、ユーザが図７５ａ、７５ｂ、７６ａおよび７６ｂに示す画面から注文機能（図示せず）
を選択した場合、番組ガイドは、図７７および７８に示すように、ユーザにチャンネルの
注文方法を指示し得る。上述したように、ユーザは、ユーザが未加入のチャンネルにチュ
ーニングした後、図７５ｂおよび７６ｂの情報画面にアクセスし、（例えば、図２７およ
び２８のオーバーレイ等に応答して）情報を見たい旨を示し得る。
【０１５５】
　番組ガイドは、ペイパービュー番組およびペイパービュー番組パッケージを注文する機
会をユーザに提供し得る。ユーザは、例えば、ペイパービュー番組に関するペイパービュ
ー番組情報画面（例えば、図７１および７２）内において開始時間を選択することにより
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、ペイパービュー番組を注文したい旨を示し得る。番組ガイドは、注文確認画面（例えば
、図７８の注文確認画面７９１等）を表示することにより、これに応答し得る。注文確認
画面７９１は、購入コード（例えば、図５０の視聴制限設定画面５０１内の購入コード設
定等）を入力するようユーザを促し得る。ユーザが正しい購入コードを入力した後、番組
ガイドは、ユーザが、番組を視聴し、テレビ配信設備１６による購入を登録することを可
能にし得る。購入コードが設定されていない場合、番組ガイドは、図７９に示すように、
購入を確認するようにユーザを促し得る。
【０１５６】
　ユーザが、例えば、図７３の注文機能７３７を選択することにより、ペイパービューパ
ッケージを注文したい旨を示すと、番組ガイドは、パッケージ注文確認画面（例えば、図
８０のパッケージ注文確認画面８１１等）を表示し得る。パッケージ注文確認画面８１１
は、購入コード（例えば、図５０の視聴制限設定画面５０１内の購入コード設定等）を入
力するようユーザを促し得る。ユーザが正しい購入コードを入力した後、番組ガイドは、
テレビ配信設備１６による購入を登録し得る。購入コードが設定されていない場合、番組
ガイドは、図８１に示すように、ユーザに購入を確認するよう促し得る。ユーザはまた、
図８０および８１に示す画面から個々のリスト項目を選択して、パッケージ中の個々のペ
イパービュー番組に関する情報を入手し得る。
【０１５７】
　ユーザが購入コードを入力した後または注文を確認した後、番組ガイドは、図８２に示
すように、その番組が注文済みである旨を示すオーバーレイを表示し得る。所望ならば、
番組ガイドはまた、パッケージ中のペイパービュー番組または番組に対してリマインダを
設定し得る。番組が開始する直前であるかまたは既に開始している場合、番組ガイドは、
番組または注文されたパッケージ中の番組を搬送するチャンネルにチューニングし得る。
図８３は、番組ガイドがチャンネルにチューニングした後に表示し得る、例示的なオーバ
ーレイ８４１を示す。所望ならば、図示のようなフリップオーバーレイを表示してもよい
。
【０１５８】
　番組ガイドは、図８４、８５および８６に示すように、注文された番組またはパッケー
ジ中の番組が既に開始しているかまたは既に注文済みである旨をユーザに示し、現在の注
文を確認するようにユーザを促し得る。番組ガイドはまた、注文されたペイパービュー番
組またはパッケージがユーザが既に注文したパッケージ中のペイパービュー番組または番
組と重複する旨を、ユーザに示し得る。図８７は、ユーザが重複する注文を有する場合に
番組ガイドが表示し得る、例示的なオーバーレイ８７１を示す。オーバーレイ８７１は、
注文をキャンセルする機会または両方の番組を注文する機会をユーザに提供する。
【０１５９】
　番組ガイドはまた、ペイパービュー番組またはパッケージの注文をキャンセルする機会
もユーザに提供し得る。ユーザは、例えば、図７８および８０の「１つ前に戻る」機能７
９３または図７９、８１、８４および８７に示す画面の「いいえ」機能８０３を選択する
ことにより、注文をキャンセルしたい旨を示し得る。ユーザはまた、図８５および８６の
「はい」機能を選択することによっても、注文をキャンセルしたい旨を示し得る。番組ガ
イドは、注文がキャンセルされた旨をユーザに示すオーバーレイを表示することにより、
これに応答し得る。図８８は、例示的なオーバーレイ８８１を示す。
【０１６０】
　例えば、ユーザがペイパービュー番組またはパッケージを余りにも多く注文したため、
ユーザのテレビ配信設備１６のオペレータに対するクレジットが足りないため、または番
組またはパッケージが利用不可能となっているために、番組ガイドは、ペイパービュー番
組または番組パッケージを注文できない場合がある。図８９は、例えば、ユーザがペイパ
ービュー番組またはパッケージを余りにも多く注文した場合に番組ガイドが表示し得る例
示的なオーバーレイ８９１を示す。図９０は、例えば、ユーザがペイパービュー番組また
はパッケージを注文し、テレビ配信設備１６のオペレータに対するユーザのクレジットが
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不足する場合に番組ガイドが表示し得る、例示的なオーバーレイ９０１を示す。図９１は
、例えば、ユーザがペイパービュー番組またはパッケージを注文し、番組またはパッケー
ジ中の番組が利用不可能となっている場合に番組ガイドが表示し得る、例示的なオーバー
レイ９１１を示す。
【０１６１】
　図３のセットトップボックス２８は、番組ガイドがペイパービュー番組またはパッケー
ジをテレビ配信設備１６から直接注文できるようには構成され得ない。また、特定の番組
は、衝動購入できなくされ得る。ユーザがペイパービュー番組を注文したい旨を示すと、
番組ガイドは、ユーザがペイパービュー番組またはパッケージを電話で注文しなければな
らない旨をユーザに示し得る。図９２および９３はそれぞれ、ユーザが番組またはパッケ
ージを電話で注文しなければならない場合に番組ガイドが表示し得る、例示的なオーバー
レイ９２１および９３１を示す。
【０１６２】
　ユーザが、例えば、画面上のリマインダ機能を選択することにより、リマインダを設定
したい旨を示した場合、番組ガイドは、番組に対してリマインダを設定し得る。画面上の
リマインダ機能６９５は、例えば、図６９、７０ａおよび７４に示されている。ユーザが
リマインダ機能を選択することにより、番組情報画面内から番組に対してリマインダを設
定したい旨を示すと、番組ガイドは、図９４に示すように、リマインダを設定するように
ユーザを促し得る。番組に対してリマインダが既に設定されている場合にユーザがリマイ
ンダ機能を選択すると、番組ガイドは、図９５に示す助言を表示し得、これにより、リマ
インダをキャンセルする機会をユーザに提供する。所望の場合またはシステムリソースが
要求する場合、番組ガイドは、ユーザが設定できるリマインダ数を限定し得る。図９６は
、リマインダを追加する前にリマインダを１つ消去するようにユーザを促す、例示的なオ
ーバーレイ９６１を示す。
【０１６３】
　番組ガイドは、番組が放映される時間になると、番組が放映されることをユーザに思い
出させ得る。別のアプローチにおいて、番組ガイドは、番組放映前の所定の時間に、ユー
ザに番組がもうすぐ放映されることを思い出させ得る。図９７および９８は、例示的な番
組リマインダリスト９７１を示す。図９７において、現在表示されているテレビ番組の上
にリマインダリスト９７１がオーバーレイされており、これにより、ユーザが視聴中のテ
レビ番組を部分的に視聴しながらリマインダを見る機会をユーザに提供する。図９８にお
いて、番組リスト項目表示画面上にリマインダリスト９７１がオーバーレイされている様
子が示されている。番組ガイドは、例えば、リモートコントロール矢印キーを用いること
によりリマインダリスト９７１をスクロールする機会をユーザに提供し得る。例えば、ユ
ーザがリマインダ隠蔽機能９７２を選択すると、番組ガイドは、リマインダリストを隠蔽
し得る。番組ガイドはまた、例えば、ユーザがＴＶを視聴している間の任意の時間に「Ｏ
Ｋ」キーを押した場合にも、リマインダリスト９７１を表示し得る。
【０１６４】
　番組ガイドはまた、注文されたペイパービュー番組を見逃したことをユーザに示すリマ
インダも表示し得る。番組ガイドは、例えば、ペイパービュー番組が開始してから長時間
が経過し、視聴者がその番組を視聴していないことを判定し得る。図９９および１００は
それぞれ、テレビ番組および番組ガイド表示画面上にオーバーレイされる例示的なオーバ
ーレイ９９１を示し、ユーザがペイパービュー番組を見逃した旨をユーザに示す。オーバ
ーレイ９９１は、見逃されたペイパービュー番組を表示し、ユーザが再予約するかどうか
意思表示するようユーザを促し得る。ユーザは、例えば、「はい」ボタン９９３を選択す
ることにより、見逃した番組を再予約し得る。
【０１６５】
　ユーザが、ペイパービュー番組に対するリマインダを無視すると、番組ガイドは、注文
されたペイパービュー番組がもうすぐ開始する旨を示すリマインダを表示し得る。図１０
１および１０２は、ペイパービュー番組がもうすぐ開始することをユーザに示す、例示的
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なオーバーレイ１０１１を示す。番組ガイドは、図１０１および１０２にそれぞれ示すよ
うに、テレビ番組画面または番組ガイド表示画面上にオーバーレイ１０１１をオーバーレ
イし得る。オーバーレイ１０１１は、ペイパービュー番組がもうすぐ開始する旨を表示し
、その番組にチューニングしたいかどうか意思表示するようユーザを促す。ユーザは、例
えば、「はい」ボタン１０１２を選択することにより、開始しつつあるペイパービュー番
組にチューニングし得る。
【０１６６】
　番組ガイドはまた、テレビ配信設備１６のオペレータによって送られる帯域内メッセー
ジを示すオーバーレイも表示し得る。図１０３は、例えば、ユーザのアカウントが期限切
れであることをユーザに示すオーバーレイ１０３１を示す。図２９は、例えば、特別なペ
イパービュー宣伝が企画されていることを示す例示的なオーバーレイを示す。オーバーレ
イ１０３１（または図２９のオーバーレイ）の内容は典型的には、オペレータがユーザに
至急見てもらいたいメッセージを有する場合にオペレータによって送られる。これらのオ
ーバーレイの内容はまた、番組ガイドに事前にプログラムされるか、または、番組ガイド
データの一部としてダウンロードされ得る。
【０１６７】
　ユーザは、番組ガイドの様々な機能にアクセスする方法を忘れ得る。番組ガイドは、例
えば、リモートコントロール４０上の「ヘルプ」キーを押すことにより、ヘルプテキスト
を見る機会をユーザに提供し得る。図１０４は、番組ガイドにより表示され得る、ユーザ
にヘルプテキストを提供する例示的なヘルプオーバーレイ１０４１を示す。オーバーレイ
１０４１の内容は、操作状況に応じて変更可能（ｃｏｎｔｅｘｔ　ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ）
であり得るため、番組ガイドによって現在表示されている番組ガイド表示画面に合ったヘ
ルプテキストをユーザに提供できる。
【０１６８】
　例えば、オペレータのアカウントが現在通用しない場合、番組ガイドは、主設備１２に
よってディセーブルされ得る。図１０５および１０６は、番組ガイドがディセーブルされ
ている場合に番組ガイドが表示し得る、例示的なオーバーレイ１０５１を示す。図１０６
は、所望の場合にテレビ視聴もディセーブルされ得る様式を示す。図１０６は、ユーザが
視聴している映像上にオーバーレイされるオーバーレイ１０５１を示す。
【０１６９】
　図１０７および１０８は、本発明の番組ガイドの動作に伴う工程の例示的なフローチャ
ートである。図１０７および１０８に示す工程は、任意の適切な順序で行われ得、所望な
らば省略され得る。
【０１７０】
　図１０７は、番組ガイド機能にアクセスする機会をユーザに提供する際に伴う例示的な
工程を示す。工程１０７１において、番組ガイドは、例えば、図７、１８および３４のメ
インメニュー１０２から選択可能な機能１０６を選択することにより、番組ガイド機能に
アクセスする機会をユーザに提供する。ユーザが例えばメインメニュー１０２から「設定
」機能を選択すると、番組ガイドは、図５０～６６に関して説明したように、視聴制限ロ
ックを設定する機会をユーザに提供し得る。工程１０７３において、番組ガイドは、一時
的にロックをバイパスするように番組ガイドを構成する機会をユーザに提供し得る。工程
１０７５において、番組ガイドは、ロックを一時的にバイパス（またはディセーブル）し
得る。工程１０７７において、番組ガイドは、例えば、ユーザテレビ機器２２が再設定さ
れた等のため、視聴制限ロックを再度イネーブルし得る。
【０１７１】
　番組ガイドはまた、設定機能にアクセスする機会もユーザに提供し得、これにより、ユ
ーザは、ユーザが（例えば、図３のリモートコントロール４０等を用いて）チャンネル番
号を入力すると番組ガイドが自動チューニングを行うように設定を行い得る。工程１０７
９において、番組ガイドは、番組ガイドを自動チューニングを行うように設定する機会を
ユーザに提供する。ユーザが番組ガイドを自動チューニングを行うよう設定すると、ユー
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選択」または「ＯＫ」を押さなくても、ユーザが入力したチャンネルにチューニングする
ようになる。
【０１７２】
　番組ガイドは、番組リスト項目内をナビゲートする機会をユーザに提供し得る（工程１
０８１）。ユーザは、例えば、番組リスト項目画面の一部として表示されているリスト項
目をスクロールまたはページ移動し得る。番組ガイドは、リスト項目内において、同じ時
間またはほぼ同じ時間に開始するリスト項目間に境界（例えば、セパレータ）を表示し得
る（工程１０８３）。ユーザがリスト項目内をナビゲートする際、番組ガイドは、所望な
らば、境界をスキップし（工程１０８５）、ユーザに広告バナーをナビゲートすることを
要求し得る（工程１０８９）。時間別画面において、番組ガイドは、時間バー表示（また
は別の適切な時間表示）を変更して、ユーザが時間スロットを変更したことを示し得る（
工程１０８７）。ユーザは、例えば、新規時間スロットに到達するまで上下にスクロール
することまたは矢印を左右に移動させて時間スロットを敏速に変化させることにより、時
間スロットを変更し得る。
【０１７３】
　図１０８は、ユーザが番組ガイドを用いてローカル情報サービスデータにアクセスする
ことを可能にする際の例示的な工程のフローチャートである。工程１２００において、例
えば、ローカル情報サービス１５（図１）によって、番組ガイドデータソース１４別のロ
ーカル情報データが提供される。ローカル情報データは、主設備１２またはローカルテレ
ビ配信設備１６に提供され得る。工程１２１０において、ローカル情報データは、番組ガ
イドによって使用可能なように構成され、表示画面の構成様式を番組ガイドに示し得る。
例えば、ローカル情報データは、番組ガイドが図３３ａではなく図３３ｃに示すフォーマ
ットを用いる必要があることを示し得る。別の適切なアプローチにおいて、ローカル情報
データは、例えば、図３３ｂに示すような多数の情報サービスからのデータにアクセスす
る機会をユーザに提供すべきであることを番組ガイドに示し得る。工程１２２０において
、番組ガイドは、適切に構成された表示画面にアクセスする機会をユーザに提供する。
 
【０１７４】
　工程１２２０は、ローカル情報データに基づいて、ユーザにとって利用可能なローカル
情報サービスの種類をユーザに示す工程（工程１２２５）を含み得る。例えば、主設備１
２は、ローカル情報データを、番組ガイドがローカル天候情報へのアクセスをユーザに提
供していることを番組ガイドに示すように、構成し得る。従って、番組ガイドは、「天候
」を、メインメニュー１０２内の選択可能な機能として表示し得る。工程１２３０におい
て、番組ガイドは、ローカル情報データを、適切に構成された表示画面で表示する。
【０１７５】
　上記は、本発明の原理を例示したものに過ぎず、当業者であれば、本発明の範囲および
意図から逸脱することなく、様々な改変を為し得る。
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