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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブロードキャスト受信機を用いてインターネットサイトからのメッセージを表示する方
法であって、
　ビデオ番組に関連するコンテンツの少なくとも１つの特徴に基づき、前記インターネッ
トサイト上でのネットワーキングサービスにおいて、第１の従うべき識別情報と、該第１
の従うべき識別情報とは異なる第２の従うべき識別情報とを決定するステップと、
　ディスプレイ装置への表示用の前記ビデオ番組の出力中に開始されるユーザ入力に応答
して、前記インターネットサイトにアクセスするステップと、
　定期的に、前記第１の従うべき識別情報及び前記第２の従うべき識別情報の夫々に基づ
き前記インターネットサイトからメッセージを抽出するステップと、
　前記ビデオ番組との同時表示用のオーバレイにおいて前記抽出されたメッセージ及び前
記第１の従うべき識別情報又は前記第２の従うべき識別情報に基づき前記インターネット
サイトから以前に抽出された少なくとも１つのメッセージを出力するステップと、
を有し、
　前記出力するステップは、
　前記ビデオ番組との同時表示用のオーバレイにおける水平カルーセル構成において、前
記第１の従うべき識別情報と、前記第２の従うべき識別情報とを出力するステップと、
　前記第１の従うべき識別情報が現在の従うべき識別情報として選択される場合に、前記
オーバレイにおける垂直カルーセル構成において、前記抽出されたメッセージと、前記第
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１の従うべき識別情報に基づき前記インターネットサイトから以前に抽出された少なくと
も１つのメッセージとを出力するステップと、
　前記第２の従うべき識別情報が前記現在の従うべき識別情報として選択される場合に、
前記オーバレイにおける前記垂直カルーセル構成において、前記抽出されたメッセージと
、前記第２の従うべき識別情報に基づき前記インターネットサイトから以前に抽出された
少なくとも１つのメッセージとを出力するステップと
　を有する、方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのメッセージは、ウェブサイトへのリンクを含む、請求項１記載の
方法。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのメッセージは、ＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌ
ｏｃａｔｏｒ）へのリンクを含む、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのメッセージは、前記第１の従うべき識別情報とは異なる更なる識
別情報へのリンクを含む、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記抽出されたメッセージは、第１サイズにより表示され、
　前記以前に抽出された少なくとも１つのメッセージは、前記第１サイズと異なるサイズ
により表示される、請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記抽出されたメッセージ、前記以前に抽出された少なくとも１つのメッセージ及び少
なくとも１つの次のメッセージは、前記垂直カルーセル構成において配置される、請求項
５記載の方法。
【請求項７】
　ユーザ入力に応答して、前記垂直カルーセル構成において前記抽出されたメッセージ、
前記以前に抽出された少なくとも１つのメッセージ及び少なくとも１つの次のメッセージ
をスクロールするステップをさらに有する、請求項５記載の方法。
【請求項８】
　前記第１の従うべき識別情報が前記現在の従うべき識別情報として選択される場合は、
前記第１の従うべき識別情報は、前記現在の従うべき識別情報としての表示のために出力
され、
　前記現在の従うべき識別情報は、それぞれ前記水平カルーセル構成における要素として
表示される、少なくとも１つの前の従うべき識別情報及び少なくとも１つの次の従うべき
識別情報と共に表示される、請求項４記載の方法。
【請求項９】
　ユーザ入力に応答して、前記水平カルーセル構成において前記現在の従うべき識別情報
、前記少なくとも１つの前の従うべき識別情報及び前記少なくとも１つの次の従うべき識
別情報をスクロールするステップをさらに有する、請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　インターネットサイトからのメッセージを表示するシステムであって、
　ディスプレイ装置上への表示用のビデオ番組の出力中に開始されるユーザ入力に応答し
て、前記インターネットサイトにアクセスする入力信号受信機と、
　前記入力信号受信機に接続され、前記ビデオ番組に関連するコンテンツの少なくとも１
つの特徴に基づき、前記インターネットサイト上でのネットワーキングサービスにおいて
、第１の従うべき識別情報と、該第１の従うべき識別情報とは異なる第２の従うべき識別
情報とを決定し、更に、定期的に、前記第１の従うべき識別情報に基づき前記インターネ
ットサイトからメッセージを抽出し、定期的に、前記第２の従うべき識別情報に基づき前
記インターネットサイトからメッセージを抽出するコントローラと、
　前記コントローラに接続され、前記ビデオ番組との同時の表示のためのオーバレイの水
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平カルーセル構成における表示のために前記第１の従うべき識別情報及び前記第２の従う
べき識別情報を出力し、前記第１の従うべき識別情報が現在の従うべき識別情報として選
択される場合に、前記オーバレイの垂直カルーセル構成における表示のために前記抽出さ
れたメッセージ及び前記第１の従うべき識別情報に基づき前記インターネットサイトから
以前に抽出された少なくとも１つのメッセージを出力し、前記第２の従うべき識別情報が
前記現在の従うべき識別情報として選択される場合に、前記オーバレイの前記垂直カルー
セル構成における表示のために前記抽出されたメッセージ及び前記第２の従うべき識別情
報に基づき前記インターネットサイトから以前に抽出された少なくとも１つのメッセージ
を出力するディスプレイインタフェースと、
を有するシステム。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのメッセージは、ウェブサイトへのリンクを含む、請求項１０記載
のシステム。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのメッセージは、ＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌ
ｏｃａｔｏｒ）へのリンクを含む、請求１０記載のシステム。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのメッセージは、前記第１の従うべき識別情報とは異なる更なる識
別情報へのリンクを含む、請求項１０記載のシステム。
【請求項１４】
　前記抽出されたメッセージは、前記ディスプレイ上に第１サイズにより表示され、
　前記以前に抽出された少なくとも１つのメッセージは、前記第１サイズと異なる前記デ
ィスプレイ上のサイズにより表示される、請求項１０記載のシステム。
【請求項１５】
　前記抽出されたメッセージ、前記以前に抽出された少なくとも１つのメッセージ及び少
なくとも１つの次のメッセージは、前記垂直カルーセル構成において配置される、請求項
１４記載のシステム。
【請求項１６】
　前記コントローラに接続され、ユーザ入力に応答して、前記垂直カルーセル構成におい
て前記抽出されたメッセージ、前記以前に抽出された少なくとも１つのメッセージ及び少
なくとも１つの次のメッセージをスクロールするユーザインタフェースをさらに有する、
請求項１４記載のシステム。
【請求項１７】
　前記第１の従うべき識別情報が前記現在の従うべき識別情報として選択される場合は、
前記第１の従うべき識別情報は、前記現在の従うべき識別情報としての表示のために出力
され、
　前記現在の従うべき識別情報は、それぞれ前記水平カルーセル構成における要素として
表示される、少なくとも１つの前の従うべき識別情報及び少なくとも１つの次の従うべき
識別情報と共に表示される、請求項１０記載のシステム。
【請求項１８】
　前記コントローラに接続され、ユーザ入力に応答して、前記水平カルーセル構成におい
て前記現在の従うべき識別情報、前記少なくとも１つの前の従うべき識別情報及び前記少
なくとも１つの次の従うべき識別情報をスクロールするユーザインタフェースをさらに有
する、請求項１７記載のシステム。
【請求項１９】
　インターネットサイトからのメッセージをディスプレイ装置に表示するコンテンツ表示
ユニットであって、
　ビデオ番組に関連するコンテンツの少なくとも１つの特徴に基づき、前記インターネッ
トサイト上でのネットワーキングサービスにおいて、第１の従うべき識別情報と、該第１
の従うべき識別情報とは異なる第２の従うべき識別情報とを決定する手段と、
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　前記ディスプレイ装置への表示用の前記ビデオ番組の出力中に開始されるユーザ入力に
応答して、前記インターネットサイトにアクセスする手段と、
　定期的に、前記第１の従うべき識別情報に基づき前記インターネットサイトからメッセ
ージを抽出し、定期的に、前記第２の従うべき識別情報に基づき前記インターネットサイ
トからメッセージを抽出する手段と、
　前記ビデオ番組と同時の前記ディスプレイ装置への表示用のオーバレイにおいて前記抽
出されたメッセージ及び前記第１の従うべき識別情報又は前記第２の従うべき識別情報に
基づき前記インターネットサイトから以前に抽出された少なくとも１つのメッセージを出
力する手段と、
を有し、
　前記出力する手段はさらに、
　前記オーバレイにおける水平カルーセル構成において、前記第１の従うべき識別情報と
、前記第２の従うべき識別情報とを出力し、
　前記第１の従うべき識別情報が現在の従うべき識別情報として選択される場合に、前記
オーバレイにおける垂直カルーセル構成において、前記抽出されたメッセージと、前記第
１の従うべき識別情報に基づき前記インターネットサイトから以前に抽出された少なくと
も１つのメッセージとを出力し、
　前記第２の従うべき識別情報が前記現在の従うべき識別情報として選択される場合に、
前記オーバレイにおける前記垂直カルーセル構成において、前記抽出されたメッセージと
、前記第２の従うべき識別情報に基づき前記インターネットサイトから以前に抽出された
少なくとも１つのメッセージとを出力する
　よう構成される、コンテンツ表示ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００９年８月７日に出願された仮出願第６１／２３２，１９６号“Ｓｏｃ
ｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｃｌｉｅｎｔ　ｆｏｒ　ａ　Ｖｉｄｅｏ　Ｄｅｖｉｃｅ
”からの優先権を請求する。
【０００２】
　本開示は、一般にデジタルコンテンツシステム及びインターネットに関し、より詳細に
はユーザがネットワーク対応のホスト装置に接続されるビデオ装置においてソーシャルネ
ットワーキング構成などのインターネットサイトを表示及びやりとりすることを可能にす
るシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　インターネットの世界とビデオエンターテイメントの世界とが融合し続けており、構成
、装置及びアプリケーションにおける多数の新たな機会について潜在性を形成している。
これらのアプリケーションの多くは、セットトップボックスやテレビなどのビデオエンタ
ーテイメント装置と結合するとき、インターネットと関連付けされる活動の１以上の利便
性を向上させることが可能である可能性がある。このような１つの活動は、インターネッ
トサイトを介したソーシャルネットワーキングである。
【０００４】
　マイクロブログなどの多くのインターネットソーシャルネットワーキングの利用は、他
の活動を実行しながら、ソーシャルネットワークの他者とのコンタクトを維持することを
中心として展開する。ソーシャルネットワーキングインタフェースは、典型的には、スマ
ートフォンやパーソナルコンピュータなどの個別のデバイスに関する。しかしながら、人
々はまた、自宅でテレビ番組や映画を観ながら、楽しみつつ接続状態を維持することを所
望するかもしれない。
【０００５】
　従って、ユーザがスマートフォンやパーソナルコンピュータ（ＰＣ）などのさらなるイ
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ンタフェースを必要とすることなく、ユーザがテレビ（ＴＶ）やセットトップボックスに
接続されるソーシャルネットワーク対応クライアントホストを表示及びやりとりすること
を可能にする技術が必要とされる。
【発明の概要】
【０００６】
　本開示の態様によると、ソーシャルネットワーキングサイトなどのインターネットサイ
トからのコンテンツ表示する方法であって、ディスプレイ装置への表示用のビデオ番組の
出力中に開始されるユーザ入力に応答して、前記インターネットサイトにアクセスするス
テップと、前記番組に関連する少なくとも１つの特徴に基づき、前記インターネットサイ
トからコンテンツを抽出するステップと、前記番組との同時表示用のオーバレイにおいて
前記抽出されたコンテンツを出力するステップとを有する方法が提供される。
【０００７】
　本開示の他の態様によると、ソーシャルネットワーキングサイトなどのインターネット
サイトからのコンテンツを表示するシステムであって、ディスプレイ装置上への表示用の
ビデオ番組の出力中に開始されるユーザ入力に応答して、前記インターネットサイトにア
クセスする入力信号受信機と、前記入力信号受信機に接続され、前記番組に関連する少な
くとも１つの特徴に基づき、前記インターネットサイトからコンテンツを抽出するコント
ローラと、前記コントローラに接続され、前記番組と同時に前記ディスプレイ装置に出力
されるオーバレイにおいて前記抽出されたコンテンツを出力するディスプレイインタフェ
ースとを有するシステムが提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　本開示の上記及び他の態様、特徴及び効果は、添付した図面と共に参照されるべき好適
な実施例の以下の詳細な説明に開示されるか、又はそれから明らかになるであろう。
【０００９】
　図面において、同様の参照番号は図面を通じて同様の要素を示す。
【図１】図１は、本開示によるビデオコンテンツを配信する一例となるシステムのブロッ
ク図である。
【図２】図２は、本開示による一例となるセットトップボックス／ホスト装置のブロック
図である。
【図３】図３は、本開示の実施例による一例となるリモートコントローラの斜視図である
。
【図４】図４は、本開示の実施例によるインターネットサイトにより含まれるソーシャル
ネットワーキングシステムを介し提供されるメッセージなどのコンテンツを表示及び提示
する一例となる方法のフローチャートである。
【図５】図５は、本開示によるメッセージを格納するデータ記憶構成を示す。
【図６】図６は、本開示によるメッセージを表示するカルーセルインデキシング構成を示
す。
【図７】図７は、本開示の一実施例によるカルーセルインデキシング構成を利用する一例
となるユーザインタフェースである。
【図８】図８は、本開示の他の実施例による一例となるユーザインタフェースである。
【図９】図９Ａ及び９Ｂは、本開示によるグラフィカルユーザインタフェース内において
メッセージのサイズを容易に調整することを可能にするビューイング特徴を示す。
【図１０】図１０は、本開示の実施例によるインターネットサイトにより含まれるソーシ
ャルネットワーキングシステムからメッセージなどのコンテンツを検索する一例となる方
法のフローチャートである。　図面は本開示のコンセプトを説明するためのものであり、
必ずしも本開示を説明するための可能な唯一の構成である必要はないことが理解されるべ
きである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
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　図面に示される要素はハードウェア、ソフトウェア又はこれらの組み合わせの各種形態
により実現されてもよいことが理解されるべきである。好ましくは、これらの要素は、プ
ロセッサ、メモリ及び入出力インタフェースを含みうる１以上の適切にプログラムされた
汎用装置上のソフトウェアとハードウェアとの組み合わせにより実現される。ここでは、
“接続される”という用語は、１以上の中間コンポーネントを介し直接的又は間接的に接
続されることを意味するよう定義される。このような中間コンポーネントは、ハードウェ
アとソフトウェアとの双方に基づくコンポーネントを有してもよい。
【００１１】
　本説明は、本開示の原理を説明する。従って、当業者は、明示的に説明又は図示されな
いが、本開示の原理を実現し、その趣旨及び範囲内に含まれる各種構成を想到できること
が理解されるであろう。
【００１２】
　ここに記載されるすべての具体例と条件付き言語とは、技術を促進するための発明者が
貢献した開示の原理及びコンセプトを読者が理解するのに役立つ教育的な目的のためであ
り、このような具体的に記載された具体例及び条件に限定することなく解釈されるべきで
ある。
【００１３】
　さらに、本開示の原理、態様及び実施例と共にこれらの特定の具体例を記載するここで
のすべての説明は、それの構成的及び機能的均等を含むことが意図される。さらに、この
ような均等は現在知られる均等と共に、将来開発される均等、すなわち、構成に関係なく
同一の機能を実行する開発された任意の要素との双方を含むことが意図される。
【００１４】
　従って、例えば、ここに提供されるブロック図は、本開示の原理を実現する例示的な回
路の概念図を表すことが当業者に理解されるであろう。同様に、何れかのフローチャート
、フロー図、状態遷移図、擬似コードなどが、コンピュータ可読媒体により実質的に表さ
れ、明示的には図示されないコンピュータ又はプロセッサにより実行可能な各種処理を表
すことが理解されるであろう。
【００１５】
　図面に示される各種要素の機能は、適切なソフトウェアに関連してソフトウェアを実行
可能なハードウェアと共に、専用のハードウェアを用いて提供されてもよい。プロセッサ
により提供されるとき、これらの機能は、単独の専用プロセッサによって、単独の共有プ
ロセッサによって、又は一部が共有される複数の個別のプロセッサによって提供されても
よい。さらに、“プロセッサ”又は“コントローラ”という用語の明示的仕様は、ソフト
ウェアを実行可能なハードウェアのみを参照すると解釈されるべきでなく、限定すること
なく、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）ハードウェア、ソ
フトウェアを格納するＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄ
ｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）及び不揮発性ストレージを暗黙的に含むものであっ
てもよい。
【００１６】
　従来の及び／又はカスタムな他のハードウェアがまた含まれてもよい。同様に、図面に
示される何れかのスイッチは単なる概念的なものである。それらの機能は、プログラムロ
ジックの処理を介し、専用ロジックを介し、プログラム制御及び専用ロジックの相互作用
を介し、又は手動により実行されてもよく、特定の技術は文脈からより具体的に理解され
るような実践者により選択可能である。
【００１７】
　請求項において、指定された機能を実行する手段として表現される何れかの要素は、例
えば、ａ）当該機能を実行する回路要素の組み合わせ、又はｂ）当該機能を実行するため
ソフトウェアを実行する適切な回路と組み合わされるファームウェア、マイクロコードな
どを含む何れかの形態によるソフトウェアなどを含む当該機能を実行する何れかの方法を
含むことが意図される。このような請求項により規定される開示は、記載された各種手段
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により提供される機能が、請求が求める方法により組み合わされるという事実にある。従
って、これらの機能を提供できる何れかの手段はここに示されるものと等価であるとみな
される。
【００１８】
　本開示は、ユーザがケーブルや衛星ネットワークなどのビデオ配信ネットワークを介し
配信されるビデオを表示可能なセットトップボックスなどのインターネット対応ホストへ
の接続を介し、テレビなどのビデオディスプレイ上にツイッタなどのインターネットソー
シャルネットワーキング構成、プログラム又はウェブサイトを介しメッセージを表示及び
入力することを可能にするシステム及び方法に関する。まず、ユーザインタフェース（Ｕ
Ｉ）が、プログラムビデオの再生中にスクリーン上にオーバレイされるか、又はボックス
内のコンテンツ（ツイートなど）を表示するため設けられる。ＵＩは、誰のメッセージを
表示するか決定するための複数のプロファイルにアクセスする機能を有し、さらにより小
さなフォント又はサイズによりディスプレイキューの前後のメッセージによって上下に囲
まれる現在のメッセージによるカルーセル化又は回転するメッセージディスプレイシステ
ムを有する。さらに、メッセージにアクセスし抽出するためのサーチ機構が設けられる。
このサーチは、閲覧されている現在の番組に関連するキーワードなどの識別情報を有して
もよい。サーチはまた、現在配信されるコンテンツ（字幕データなど）や宣伝を含む、コ
ンテンツにおける特定のキーワードをサーチするためのユーザ入力を有してもよい。
【００１９】
　エンドユーザに高付加価値サービスを提供するため、ビデオ配信サービスは、ソーシャ
ルネットワーキングウェブサイトなどの広範なコンテンツへのアクセスを提供することが
望ましい。インターネット上のソーシャルネットワーキングがますます普及するに従って
、新たな提示及び閲覧機構が必要とされる。以下の実施例は、テレビなどのディスプレイ
装置上でソーシャルネットワーキングシステムを介し提供されるメッセージなどのコンテ
ンツを表示及び掲示するためのシステム及び方法を開示する。図１は、一例となるシステ
ム１００のブロック図を示し、ブロードキャスト配信ネットワーク１０６とのインタフェ
ースと、インターネットなどのブロードバンド配信ネットワーク１１２とのインタフェー
スとを備えるホスト装置１０８を有する。ホスト装置１０８は、ホスト装置１０８がまた
ビデオ表示用のテレビに接続するセットトップボックス（ＳＴＢ）装置であってもよい。
ホスト装置１０８は、インターネットサイト上のソーシャルネットワーキングサービスと
やりとりするためのオーバ・ザ・トップインタフェースを可能にする。ホスト装置は、イ
ンターネットサイトのソーシャルネットワーキングクライアントとのアプリケーションイ
ンタフェースを有することが可能なケーブルＳＴＢ、インターネットプロトコル（ＩＰ）
ＳＴＢ又は衛星ＳＴＢであってもよい。
【００２０】
　まず、ユーザに各種タイプのコンテンツを配信するシステムが開示される。その後、本
開示の実施例によるインターネットウェブサイト上でソーシャルネットワーキングシステ
ムを介し提供されるコンテンツ（メッセージなど）を表示及び提示するユーザインタフェ
ース及び方法が詳述される。
【００２１】
　図１を参照して、ホーム又はエンドユーザにコンテンツを配信するためのシステム１０
０の実施例のブロック図が示される。コンテンツは、映画スタジオやプロダクションハウ
スなどのコンテンツソース１０２から提供される。コンテンツは、２つの形態の少なくと
も１つにより供給されてもよい。１つの形態は、放送形式のコンテンツであってもよい。
ブロードキャストコンテンツは、ＡＢＣ（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ
　Ｃｏｍｐａｎｙ）、ＮＢＣ（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ
）、ＣＢＳ（Ｃｏｌｕｍｂｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍｓ）など、典
型的には国内放送サービスである放送系列マネージャ１０４に提供される。放送系列マネ
ージャは、コンテンツを収集及び格納し、配信ネットワーク１（１０６）として示される
配信ネットワークを介したコンテンツの配信をスケジューリングしてもよい。配信ネット
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ワーク１（１０６）は、全国センタから１以上の地域又はローカルセンタへの衛星リンク
送信を含むものであってもよい。配信ネットワーク１（１０６）はまた、無線放送、衛星
放送又はケーブル方法などのローカル配信システムを用いたローカルコンテンツ配信を含
むものであってもよい。ローカルに配信されたコンテンツは、当該コンテンツが以降にユ
ーザに表示されるユーザの自宅のユーザのセットトップボックス／デジタルビデオレコー
ダ（ＤＶＲ）１０８に提供される。
【００２２】
　第２の形態のコンテンツは、特別コンテンツと呼ばれる。特別コンテンツは、プレミア
ムビューイング、ペイパービュー又は放送系列マネージャに提供されない他のコンテンツ
として配信されるコンテンツを含むものであってもよい。多くのケースにおいて、特別コ
ンテンツはユーザにより要求されるコンテンツであってもよい。特別コンテンツは、コン
テンツマネージャ１１０に配信されてもよい。コンテンツマネージャ１１０は、コンテン
ツプロバイダなどと提携したインターネットウェブサイト、放送サービス、又は配信ネッ
トワークサービスなどのサービスプロバイダであってもよい。コンテンツマネージャ１１
０はまた、インターネットコンテンツを配信システムに含めるか、又はユーザのセットト
ップボックス／デジタルビデオレコーダ１０８にまだ配信されていないコンテンツがサー
チされるようにサーチのみに明示的に含まれてもよい。コンテンツマネージャ１１０は、
独立した配信ネットワークである配信ネットワーク２（１１２）を介しコンテンツをユー
ザのセットトップボックス／デジタルビデオレコーダ１０８に配信してもよい。配信ネッ
トワーク２（１１２）は、高速ブロードバンドインターネットタイプ通信システムを有し
てもよい。放送系列マネージャ１０４からのコンテンツはまた配信ネットワーク２（１１
２）のすべて又は一部を用いて配信されてもよく、コンテンツマネージャ１１０からのコ
ンテンツは配信ネットワーク１（１０６）のすべて又は一部を用いて配信されてもよいこ
とに留意することが重要である。さらに、ユーザはまた、コンテンツマネージャ１１０に
よりコンテンツが管理されることを必要とすることなく、配信ネットワーク２（１１２）
を介しインターネットからコンテンツを直接取得してもよい。例えば、ユーザは、サーバ
がコンテンツマネージャ１１０を通過することなく配信ネットワーク２（１１２）に接続
される各種サーバ上で運営されるウェブサイトからコンテンツを取得してもよい。一実施
例では、サーバ１１６は、ソーシャルネットワーキングインターネットウェブサイトを運
営する。
【００２３】
　セットトップボックス／デジタルビデオレコーダ１０８は、配信ネットワーク１と配信
ネットワーク２との一方又は双方から異なるタイプのコンテンツを受信してもよい。セッ
トトップボックス／デジタルビデオレコーダ１０８は、コンテンツを処理し、ユーザの嗜
好及びコマンドに基づきコンテンツを分離する。セットトップボックス／デジタルビデオ
レコーダ１０８はまた、オーディオ及びビデオコンテンツを記録及び再生するため、ハー
ドドライブや光ディスクドライブなどの記憶装置を有してもよい。セットトップボックス
／デジタルビデオレコーダ１０８の処理及び格納されているコンテンツに関連する特徴の
さらなる詳細は、図２に関して後述される。処理されたコンテンツは、ディスプレイ装置
１１４に提供される。ディスプレイ装置１１４は、従来の２次元（２Ｄ）タイプのディス
プレイ又は先進的な３次元（３Ｄ）ディスプレイであってもよい。ワイヤレスフォン、Ｐ
ＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、コンピュータ、ゲー
ムプラットフォーム、リモコン、マルチメディアプレーヤーなどの表示機能を有する他の
装置が本開示の表示を利用してもよく、本開示の範囲内であるとみなされることが理解さ
れるべきである。
【００２４】
　図２を参照して、セットトップボックス／ホスト装置２００のコアの実施例のブロック
図が示される。図示される装置２００はまた、ディスプレイ装置１１４自体を含む他のシ
ステムに搭載されてもよい。何れのケースでも、システムの完全な処理に必要な複数のコ
ンポーネントは、当業者に周知であるとき、簡単化のため図示されない。
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【００２５】
　図２に示される装置２００において、コンテンツは入力信号受信機２０２において受信
される。入力信号受信機２０２は、無線、ケーブル、衛星、イーサネット（登録商標）、
ファイバ、電話線ネットワークを含む複数の可能性の１つを介し提供される信号を受信、
復調及び復号化するのに利用される複数の既知の受信回路の１つであってもよい。所望の
入力信号は、制御インタフェース（図示せず）を介し提供されるユーザ入力に基づき入力
信号受信機２０２において選択及び抽出されてもよい。入力信号受信機２０２は、ある実
施例では、セットトップボックス／デジタルビデオレコーダ１０８との間の双方向通信の
ための送受信機であってもよいことが理解されるべきである。ある実施例では、送受信機
は、インターネットコンテンツを検索するため、配信ネットワーク２（１１２）に検索リ
クエストなどの情報を出力する。
【００２６】
　入力信号受信機２０２からの復号化された出力信号は、入力ストリームプロセッサ２０
４に提供される。入力ストリームプロセッサ２０４は、最終的な信号選択及び処理を実行
し、コンテンツストリームについてビデオコンテンツとオーディオコンテンツとの分離を
含む。オーディオコンテンツは、圧縮されたデジタル信号などの受信フォーマットからの
アナログ波形信号への変換のため、オーディオプロセッサ２０６に提供される。アナログ
波形信号は、オーディオインタフェース２０８に提供され、さらにディスプレイ装置１１
４又はオーディオアンプ（図示せず）に提供される。あるいは、オーディオインタフェー
ス２０８は、ＳＰＤＩＦ（Ｓｏｎｙ／Ｐｈｉｌｉｐｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｎｔｅｒｃｏ
ｎｎｅｃｔ　Ｆｏｒｍａｔ）などを介しＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍ
ｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）ケーブル又は他のオーディオインタフェース
を用いて、デジタル信号をオーディオ出力装置又はディスプレイ装置に提供してもよい。
オーディオプロセッサ２０６はまた、オーディオ信号の格納に必要な何れかの変換を実行
する。
【００２７】
　入力ストリームプロセッサ２０４から出力されるビデオは、ビデオプロセッサ２１０に
提供される。ビデオ信号は、複数のフォーマットの１つであってもよい。ビデオプロセッ
サ２１０は、入力信号フォーマットに基づき、必要に応じてビデオコンテンツを変換する
。ビデオプロセッサ２１０はまた、ビデオ信号の格納のため何れか必要な変換を実行する
。
【００２８】
　記憶装置２１２は、入力において受信されるオーディオ及びビデオコンテンツを格納す
る。記憶装置２１２は、コントローラ２１４の制御の下、またユーザインタフェース２１
６から受信される早送り（ＦＦ）や巻き戻し（Ｒｅｗ）などのナビゲーション命令などの
コマンドに基づき、コンテンツの以降の抽出及び再生を可能にする。記憶装置２１２は、
ハードディスクドライブ、ＳＲＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅ
ｍｏｒｙ）やＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）
などの１以上の大容量集積電子メモリ、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ）ドライブやＤ
ＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉｓｋ）ドライブなどの交換可能な光ディスク記
憶システムであってもよい。
【００２９】
　入力又は記憶装置２１２から提供されたビデオプロセッサ２１０からの変換されたビデ
オ信号は、ディスプレイインタフェース２１８に提供される。ディスプレイインタフェー
ス２１８はさらに、上述されたタイプのディスプレイ装置にディスプレイ信号を提供する
。ディスプレイインタフェース２１８は、ＲＧＢ（Ｒｅｄ－Ｇｒｅｅｎ－Ｂｌｕｅ）など
のアナログ信号インタフェースであってもよく、又はＨＤＭＩなどのデジタルインタフェ
ースであってもよい。ディスプレイインタフェース２１８は、より詳細に後述されるよう
なオーバレイによりサーチ結果又はメッセージを提示する各種スクリーンを生成すること
が理解されるべきである。
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【００３０】
　コントローラ２１４は、入力ストリームプロセッサ２０２、オーディオプロセッサ２０
６、ビデオプロセッサ２１０、記憶装置２１２及びユーザインタフェース２１６を含む、
装置２００のコンポーネントのいくつかにバスを介し相互接続される。コントローラ２１
４は、入力ストリーム信号を記憶装置への格納用又は表示用の信号に変換する変換処理を
管理する。コントローラ２１４はまた、格納されているコンテンツの抽出及び再生を管理
する。さらに、図４に関して後述されるように、コントローラ２１４は、上述された配信
ネットワークを介し配信されるべき又は格納されるべきコンテンツの検索を実行する。コ
ントローラ２１４はさらに、コントローラ２１４のための情報及び命令コードを格納する
コントロールメモリ２２０（例えば、ＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ＤＲＡＭ、ＲＯＭ、ＰＲＯＭ（
Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、ＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉ
ｃａｌｌｙ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉ
ｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）などを含む揮発性
又は不揮発性メモリなど）に通信接続又は結合される。さらに、当該メモリの実装は、単
一のメモリ装置又は共有若しくは共通メモリを形成するため通信接続若しくは結合される
複数のメモリ回路などの複数の可能な実施例を含むものであってもよい。さらに、メモリ
は、より大きな回路におけるバス通信回路の一部などの他の回路と一緒に含まれてもよい
。
【００３１】
　効果的に動作するため、本開示のユーザインタフェース２１６は、ディスプレイにおい
てカーソルを移動させる入力装置を利用する。一実施例では、入力装置は、ユーザがスク
リーン又はディスプレイについてカーソルを自由に移動させることを可能にするジャイロ
スコープ又は加速度計などのある形態の動き検出を備えたリモコンである。他の実施例で
は、入力装置は、パッド上でユーザの動きを追跡し、それをスクリーン上に表示するタッ
チパッド装置又は他の接触検知装置の形態によるコントローラである。さらなる他の実施
例では、ナビゲーションボタンを有する従来のリモコン装置が利用されてもよい。
【００３２】
　図３において、一例となる携帯アングル検知リモコン３００が示される。リモコン３０
０は、リモコン３００は、ユーザの親指により選択的に移動させるため、コントローラ３
００の上側に配置された親指ボタン３０２を有する。親指ボタン３０２の起動はまた“ク
リック”と呼ばれ、選択された機能の起動又は開始にしばしば関連付けされたコマンドで
ある。コントローラ３００はさらに、ユーザの人差し指（又はトリガ）により選択的に起
動させるため、コントローラ３００の下側に配置されたトリガボタン３０４を有する。ト
リガボタン３０４の起動はまた“トリガ”と呼ばれ、トリガの押下中のコントローラ３０
０の角度の移動（すなわち、ピッチ、ヨー及び／又はロール）は“トリガ・ドラッグ”と
呼ばれる。トリガ・ドラッグコマンドは、状態変換（すなわち、ハイライト又はアウトラ
インされたセル）などのディスプレイ上のユーザのインタラクティブなポジションのカー
ソル、バーチャルカーソル又は他の指示の動きにしばしば関連付けされ、インタラクティ
ブディスプレイにおけるエントリのナビゲート及び選択に通常用いられる。さらに、複数
のボタン３０６が、数字及び／又は文字を入力するため設けられる。一実施例では、複数
のボタン３０６が電話タイプのキーパッドと同様に構成される。
【００３３】
　携帯アングル検知リモコンの利用は、いくつかのタイプのユーザインタラクションを提
供する。アングル検知コントローラを使用するとき、ヨーの変化は左右の動きにマップさ
れ、ピッチの変化は上下の動きにマップされ、ロールの変化はコントローラの縦軸に沿っ
た回転にマップされる。これらの入力は、ジェスチャを規定し、特定のコンテクストコマ
ンドを規定するのに利用される。また、ヨーとピッチとの組み合わせは、対角的などの何
れか２次元の動きを規定するのに利用可能であり、ヨー、ピッチ及びロールの組み合わせ
は、何れか３次元の動きを規定するのに利用可能である。
【００３４】
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　一実施例では、ホスト装置１０８，２００は、ケーブルネットワークやインターネット
などのネットワークにおいてヘッドエンド装置とインタフェースをとる。ホスト装置１０
８，２００は、ケーブルネットワークを介しヘッドエンドから、テレビ番組や映画などの
番組コンテンツを受信する。ヘッドエンドはまた、クライアントサービスとしてダウンロ
ード可能なソフトウェアアプリケーションをホスト装置に提供する。ダウンロード可能な
アプリケーションは、インターネットを介し提供されるソーシャルネットワーキングサー
ビスのためのインタフェースを提供する。物理的なインターネットインタフェースは、ヘ
ッドエンドからのビデオコンテンツが提供される同じケーブル又は媒体を介したものであ
ってもよいことに留意することが重要である。
【００３５】
　セットトップボックス／デジタルビデオレコーダは、オペレーティングシステム及び／
又はマイクロ命令コードを含むことが理解されるべきである。ここに記載される各種処理
及び機能は、オペレーティングシステムを介し実行されるソフトウェアアプリケーション
の一部、マイクロ命令コードの一部又はこれらの組み合わせであってもよい。一実施例で
は、ソフトウェアアプリケーションは、何れかのセットトップボックス／デジタルビデオ
レコーダにアップロード及び実行されるプログラム記憶装置上で有形に実現される。
【００３６】
　例えば、ＴｈｏｍＴｗｅｅｔと呼ばれてもよいソフトウェアアプリケーションは、Ｊａ
ｖａ（登録商標）言語により記述され、ホスト装置のメモリに格納され、その時点で受信
又は閲覧されているビデオ番組コンテンツと共に選択されたプロファイルオプションに基
づくコンテンツに基づくツイートとしてしばしば呼ばれる関連するコンテンツについてソ
ーシャルネットワーキングサービスをスキャンするソフトウェアアプリケーションである
。一実施例では、メモリは、格納されている命令がコントローラ２１４により実行される
図２のコントロールメモリ２２０であることが理解されるべきである。他の実施例では、
メモリとスキャン又は検索を実行する対応するプロセッサ又はコントローラとは、ＤＳＰ
（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）又はＡＳＩＣ（Ａｐｐ
ｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）などの
独立したスタンドアローン集積回路であってもよい。アプリケーションは、ホストセット
トップボックスのチューニングされたチャネルに具体的にリンク付けされるようにバイン
ドされてもよい。アプリケーションはまた、セットトップボックスの処理に関係なくユー
ザにより直接呼び出すことを可能にするアンバインドなものであってもよい。アプリケー
ションは、閲覧されているチャネルに基づき具体的にダウンロード及び実行されてもよい
。それはまた、スタンドアローンアプリケーションとしてダウンロードされてもよい。
【００３７】
　図４～７に関して、本開示によるソーシャルネットワーキングシステムを介し提供され
るメッセージなどのコンテンツを表示及び提示する方法が説明される。
【００３８】
　まず、ステップ４０２において、ソフトウェアアプリケーションは、ユーザにより呼び
出されるか、又はホスト装置１０８にダウンロードされることによってスタートする。ス
タートされると、アプリケーションは、ホスト装置１０８がユーザ入力に応答してソーシ
ャルネットワーキングサイトにアクセスすることを可能にする。あるセキュリティチェッ
クの後、ステップ４０４において、アプリケーションはユーザプロファイル情報を確認す
ることによって処理を確立する。ユーザプロファイルは、ユーザインタフェースの特定の
側面がユーザにどのように表示されるかに関する設定を含む。さらに、以下で詳細に説明
されるように、ユーザプロファイルは、何れの識別情報又はアカウントがフォローされる
べきかの優先順位付けのため、ユーザにより確立された優先リストを有してもよい。
【００３９】
　ステップ４０６において、ユーザが映画やテレビ番組などのビデオを視聴又は閲覧して
いる間、アプリケーションは、何れのチャネルが閲覧されているか、何れのチャネルが記
録されているか、何れのチャネルがユーザのお気に入りリストにあるかなどの現在のチャ
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ネル行動をモニタする。ユーザのチャネル行動に基づき、アプリケーションは、その詳細
が後述される、ソーシャルネットワーキングサイトを検索するためのキーワードを生成す
る。生成されたキーワードに基づき、アプリケーションは、ステップ４０８において、コ
ンテンツスキャンするための可能なソーシャルネットワーキング識別情報又はアカウント
のリストを生成する。次に、ステップ４１０において、アプリケーションは、定期的に各
種識別情報又はアカウントをスキャンし、メッセージ又はツイートとしてインタラクショ
ンの一部又はすべてを抽出及び格納する。その後、ステップ４１２において、アプリケー
ションは、メッセージと関連する識別情報とをユーザに表示又は提示するユーザインタフ
ェースを生成する。
【００４０】
　各メッセージ又はツイートは、典型的には、１４０未満の文字数に限定されるテキスト
コンテンツとして表され、ネットワークサービスに関連付けされたＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒ
ｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）、ウェブサイト、他のユーザプロファイル、識
別情報又はアカウントとのリンクを有してもよい。アプリケーションは、これらのツイー
トを格納又はキャッシュする。それは、日付、総数又はユーザ優先度に基づき格納を優先
順位付けしてもよい。ツイートは、現在のビデオ番組に関してビデオスクリーン上に表示
するため、ユーザにより取り消されてもよい。ツイートはまた、ユーザ嗜好に応じて受信
されるとすぐに表示されてもよい。ユーザはまた、ツイートをブラウズしてもよい。ツイ
ートはまた、例えば、ホームネットワーク構成などを介し他の装置に転送されてもよい。
【００４１】
　図５は、アプリケーションのデータ格納構成を示す。メッセージがホスト装置１０８，
２００のメモリにおいて抽出及び格納されると、各メッセージ又はツイート５０２，５０
４，５０６，５０８が、必要に応じて他のデータ項目のうち、名前５１０、メッセージ又
はツイート５１２、日付５１４及びＵＲＬ５１６を有するリストとして保存される。すべ
てのメッセージ５０２，５０４，５０６，５０８は日付順に格納される。繰り返し機能５
１８は、ユーザにより選択された識別情報又はアカウントに基づき各メッセージを取得し
、取得したメッセージを日付順に再び再構成する。繰り返し機能５１８は、最初のメッセ
ージ５２０と最後のメッセージ５２６とを特定し、各メッセージに対して何れのメッセー
ジが前のメッセージ５２２と次のメッセージ５２４であるかを特定することによって、す
べてのメッセージをリンク付けする。このように、ユーザが従うべき識別情報又はアカウ
ントを選択すると、ユーザは、複数のメッセージ、すなわち、ツイートを前方及び後方に
より容易にスクロールすることができる。格納構成は、カルーセルインデキシングシステ
ム又は構成を介し個々のメッセージ又はツイートを取り消し及び閲覧することを可能にす
る。他の格納構成が本開示の原理に従って利用されてもよいことが理解されるべきである
。
【００４２】
　図６及び７は、ビデオディスプレイ上でメッセージを閲覧するためのカルーセルインデ
キシング構成を示し、図６はカルーセルインデキシング構成を示し、図７はカルーセルイ
ンデキシング構成を利用する一例となるユーザインタフェースである。ユーザは、あるセ
ットに関連する格納されているメッセージを素早く切り替えてもよい。当該セットは、ソ
ーシャルネットワーキングシステム又はサイトの識別情報又はアカウントにより特定され
てもよく、あるいはユーザプロファイルやユーザにより規定されたパラメータを介し確定
されてもよい。カルーセル構成の重要な性質は、現在表示されているメッセージとして少
なくとも１つのメッセージの直接的な閲覧を含み、好ましくは、カルーセルの前のメッセ
ージと次のメッセージの同時の閲覧を含むものであってもよい。図６を参照して、現在表
示されるメッセージ６０２は、最大サイズのフォント又はディスプレイエリアによりカル
ーセル６００の中心に配置される。前のメッセージ６０４，６０６，６０８は、現在表示
されているメッセージ６０２に対して連続的に減少したフォント又はディスプレイエリア
サイズにおいて表示される。すなわち、メッセージが“古く”なるに従って、メッセージ
のサイズ又はフォントが減少又は小さくなる。例えば、メッセージ６０８は、表示される
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最も以前のメッセージであるため、最も小さいサイズとなる。同様に、次のメッセージ６
１０，６１２，６１４は、現在表示されているメッセージ６０２に近づくに従って、サイ
ズ又はフォントが大きくなる。図６に示される例では、メッセージ６１０は、カルーセル
６００に示される最も新しい又は最も以前のものであり、次のメッセージのサイズ又はフ
ォントにおいて最小である。残りの次のメッセージ６１２，６１４が現在表示されている
メッセージ６０２に近づくに従って、次のメッセージ６１２，６１４のサイズは増大する
。ディスプレイサイズ又はフォントサイズがカルーセル処理されたメッセージを表すのに
利用されるが、メッセージのカラーやフォントタイプなどの他の相違がまた利用されても
よい。
【００４３】
　図７を参照して、カルーセルインデキシングシステム又は構成を利用する一例となるユ
ーザインタフェース７００が示される。ユーザインタフェース７００は、ディスプレイ装
置１１４の何れかの部分上においてオーバレイとして配置されてもよく、例えば、ユーザ
インタフェース７００はディスプレイ装置のスクリーンの下部の水平部分に沿ってオーバ
レイされてもよいことが理解されるべきである。他の実施例では、ディスプレイ装置のス
クリーンは、ビデオが第１部分において閲覧され、ユーザインタフェースが第２部分にあ
る別々の部分にセグメント化されてもよい。
【００４４】
　ユーザインタフェース７００は、現在のメッセージ７０２を第１フォントサイズにより
表示し、現在のメッセージ７０２は、第１フォントサイズより小さいフォントサイズによ
る少なくとも１つの前のメッセージ７０６と少なくとも１つの次のメッセージ７１４とに
よって上下に囲まれる。第１フォントサイズは、ユーザインタフェース７００を含むデバ
イスの設計又は製造中に選択又は決定されてもよく、又はユーザにより選択されてもよい
。連続的なメッセージの表示は、メッセージをオートスクロールするよう設定されてもよ
く、各メッセージが所定の期間表示される。さらに、ユーザは、矢印のアイコン７２０，
７２２を介しリモコンコマンドを利用することによって、動きを制御し、カルーセルを閲
覧してもよい。矢印のアイコン７２０がリモコン３００を介し起動されると、メッセージ
は以前に閲覧されたメッセージを明示するため、前方にスクロールする。矢印アイコン７
２２がリモコン３００を介し起動されると、メッセージは、以前に閲覧されなかった又は
次のメッセージを明示するため、後方にスクロールする。インデキシングは、１回のボタ
ンの押下の１回のインクリメント処理を含み、さらにボタンの押下にするカルーセルイン
デックススキャニング処理を含むものであってもよく、連続するエントリの高速な閲覧を
可能にする。
【００４５】
　１回に表示されるメッセージ数は可変的であり、図７の具体例に示されるように、３つ
のメッセージである必要はないことが理解されるべきである。さらに、次のメッセージと
前のメッセージ７０６，７１４のテキストは、現在表示されているメッセージ７０２とこ
れらのメッセージとを区別するため、隠され、より小さくされ、カバーされ、フェードさ
れ、又は異なるフォーマットとされてもよい。
【００４６】
　ユーザインタフェース７００はさらに、オーバレイにおける第２のカルーセル構成にお
いてソーシャルネットワークサイトからの少なくとも１つの識別情報を表示し、そこでは
識別情報は現在表示されているメッセージに関連付けされる。少なくとも１つの識別情報
は、各種サイズの所定の要素により表される。メッセージの表示に関して、識別情報はカ
ルーセル構成により表示されるため、ユーザは、後続することを所望する各種識別情報を
容易にスイッチすることができる。現在表示されているメッセージに関連付けされた識別
情報、すなわち、現在の識別情報は、本例の要素７２４において最大の要素により表され
る。現在の識別情報７２４は、その後に第１の所定の要素、すなわち、現在の識別情報よ
り小さな要素によって表される少なくとも１つの前の識別情報７２６，７２８と少なくと
も１つの次の識別情報７３０，７３２とによって、各サイドにおいて囲まれる。左右の矢
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ことを可能にするため設けられる。ユーザが第２の異なる識別情報にスイッチすると、メ
ッセージ７０２，７０６，７１４などの表示されるメッセージは、新たに選択された識別
情報に対応するため変更される。ディスプレイサイズ又はフォントサイズはカルーセル処
理の識別情報を表すのに利用されるが、識別情報についてカラー、フォントタイプ又はラ
インタイプなどの他の顕著な相違がまた利用されてもよい。
【００４７】
　少なくとも１つの識別情報を表す要素は、識別情報、アイコン、シンボルなどに関連付
けされた著名人、俳優、運動選手などの人の写真であってもよいことが理解されるべきで
ある。さらに、１回に表示される要素数は可変的であってもよく、図７の例に示されるよ
うな５つの要素である必要はない。
【００４８】
　ユーザインタフェース７００は、各種パラメータにアクセス及び調整するための制御部
７３８を有する。一実施例では、ユーザインタフェース７００は、ディスプレイ装置のス
クリーンの下部に沿ったバナーとして出現するが、“プロファイル”アイコン７４０によ
り呼び出されるグラフィカルプロファイルインタフェースを介しユーザにより調整されて
もよい。各種設定は、“設定”アイコン７４２により呼び出されるコマンドを介し変更可
能である。以下のテーブルＩは、グラフィカルユーザインタフェースに関連付けされたコ
マンドのリストを提供する。これらのコマンドのそれぞれは、ユーザがグラフィカルディ
スプレイを調整すると共に、アプリケーションの現在の動作モードを変更し、ユーザプロ
ファイル情報を調整することを可能にする。複数のユーザプロファイルが、同じアプリケ
ーションを用いて確定されてもよい。“アバウト”アイコン７４４は、改訂番号や日付な
どのソフトウェアアプリケーションに関する詳細を提供するため設けられる。インタフェ
ースディスプレイは、“隠蔽”アイコン７４６を呼び出すリモコン装置を介しユーザコマ
ンドセットによって取り消し又は隠蔽されてもよい。
【００４９】
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【表１】

　図８は、新たなメッセージに関連付けされた他のユーザインタフェースディスプレイ８
００を示す。新たなメッセージのアラート機能は、ユーザコントロールを介し起動されて
もよい。新たなメッセージが掲示されると、ユーザインタフェース８００は、数秒などの
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所定の期間ユーザに表示される。ユーザが所定の期間内にリモコン装置３００を介しユー
ザインタフェース８００とやりとりする場合、ユーザインタフェースは、図７に示される
ような形式をとり、ユーザはメッセージ及び識別情報をスクロールすることが可能になる
。ユーザが所定の期間内にユーザインタフェース８００とやりとりしない場合、ユーザイ
ンタフェース８００は、新たなメッセージが抽出されるまで消える。
【００５０】
　図９は、設定モード中、メッセージのサイズがグラフィカルインタフェース内で容易に
調整することを可能にする閲覧機能を示す。図９Ａにおいて、ユーザインタフェース９０
０は、メッセージのサイズを増減させるための矢印アイコン９０３，９０５と共に現在の
メッセージ９０２を表示する。図９Ｂは、メッセージのサイズがリモコン３００を介しダ
ウン矢印アイコン９０５を押下した後に図９Ａに示されるものよりどのように小さくなる
かを示す。
【００５１】
　ソーシャルネットワーキングサービスからのコンテンツにアクセス及び表示するための
システム、方法及びユーザインタフェースは、ユーザがソーシャルネットワーキングサー
ビスにリンクされた友人又は家族をフォローし、テレビ視聴中に彼らの行動をチェックす
ることを可能にする。友人又は家族がサービスにおいて新たなコンテンツ又はポスティン
グをすると、新たなポスティング（メッセージ又はツイート）が、テレビ番組の視聴中に
スクリーン上で閲覧されてもよい。さらなる機能は、パーソナルアカウントによってフォ
ローされる人々の友人及び家族のコンテンツ（ツイート）を閲覧することを含む。
【００５２】
　他の実施例では、システム、方法及びユーザインタフェースはまた、番組に固有のコン
テンツが表示及び後続することを可能にする。ユーザ入力に応答してコンテンツ又はメッ
セージを表示する方法が提供される。当該ユーザ入力は、ディスプレイ上の番組を閲覧し
、閲覧中の番組に関連付けされた少なくとも１つの特性に基づきソーシャルネットワーキ
ングサイトを検索するための少なくとも１つのキーワードを生成する間に提供される。
【００５３】
　図１０を参照して、本開示の実施例によるソーシャルネットワーキングシステムからメ
ッセージなどのコンテンツを検索する一例となる方法のフローチャートが示される。まず
、ステップ１００２において、ユーザは、ディスプレイ装置１１４で閲覧されるチャネル
又は番組を選択する。チャネル又は番組は、ホスト装置１０８への直接的なユーザの入力
を介し、又はリモコン装置３００と共に利用されるディスプレイ装置１１４上に表示され
るグラフィカルユーザインタフェースを介し選択される。ユーザが選択されたチャネル又
は番組を閲覧している間、ソーシャルネットワーキングインターネットサイトは、ユーザ
入力に応答してアクセスされる。ホスト装置１０８は、入力信号受信機２０２を介しソー
シャルネットワーキングインターネットサイトへのアクセスを提供する。
【００５４】
　ステップ１００６において、コントローラ２１４は、閲覧されているチャネル又は番組
に基づき少なくとも１つのキーワードを生成し、生成されたキーワードを用いてソーシャ
ルネットワーキングインターネットサイトからのコンテンツを検索する。ソーシャルネッ
トワークサービスをスキャン又はサーチするのに利用されるサーチ情報又はキーワードは
、番組のスターや著名人又はイベントの説明を含む電子番組ガイド（ＥＰＧ）を介し提供
される説明から導出されてもよい。さらに、キーワードは、字幕データ、すなわち、閲覧
中のチャネル又は番組のオーディオ部分のトランスクリプトから導出されてもよい。ニュ
ースサービスなどの実際の放送局のコンテンツはまた、サーチ基準又はキーワードとして
含まれてもよい。ステップ１００８において、メッセージやツイートなどのコンテンツが
、その後にソーシャルネットワーキング、インターネット又はサイトベースの少なくとも
１つのキーワードから抽出され、ステップ１０１０において、閲覧中のチャネル又は番組
と同時にディスプレイ装置１１４上でユーザインタフェース７００などのオーバレイにお
いて表示される。この結果、本開示のシステム及び方法は、現在の番組に関連する著名人
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のコンテンツ（ツイード）、現在の番組に関連する人々及び組織のコンテンツ（ツイート
など）及び宣伝されている市販製品のコンテンツ（ツイードなど）の閲覧を可能にする。
【００５５】
　本開示の検索方法の一例では、ユーザはトークショーを視聴しており、ホスト装置１０
８に関連付けされたサービスにより提供されるＥＰＧが、ゲスト１とゲスト２などのトー
クショーに登場する少なくとも２人の著名人のゲストをリストしていると仮定する。コン
トローラ２１４は、その後、ゲスト１とゲスト２の名前をソーシャルネットワーキング又
はインターネットサイトを検索するためのキーワードして利用する。その後、ゲスト１及
びゲスト２のメッセージやツイートなどのコンテンツが、ソーシャルネットワーキングイ
ンターネットサイトから抽出される。ゲスト１及びゲスト２の識別情報は、その後に要素
７２４、７３０などの要素としてオーバレイ７００上に表示される。何れの識別情報がユ
ーザ入力を介し又はコントローラ２１４による自動選択によって、現在の識別情報として
選択されるかに応じて、現在の識別情報に関連付けされたコンテンツが、メッセージ７０
２としてオーバレイ７００上に表示される。
【００５６】
　さらなる具体例では、ユーザは放送ニュース番組を視聴していると仮定する。放送ニュ
ース番組では、ある企業又は組織がニュースアンカーにより言及される。コントローラ２
１８は、ホスト装置１０８に関連付けされたサービスにより提供される字幕データから、
企業ＡＢＣなどの企業又は組織の名前を導出する。その後、コントローラ２１４は、ソー
シャルネットワーキングインターネットサイトを検索するためのキーワードとして、企業
の名前、すなわち、企業ＡＢＣを利用する。その後、ホスト装置１０８は、企業ＡＢＣに
関連する抽出された何れかのコンテンツを表示し、上述されるように、インターネットサ
イトへのさらなる検索を可能にする。
【００５７】
　キーワード生成及び検索がまた、ユーザにより手動により実行されてもよい。ユーザは
、リモコン又は他のキーボードタイプ入力装置を用いて、エントリスクリーンへの１以上
のキーワードをタイプする。その後、コントローラ２１８は、これらのキーワードを検索
し、上述されるように、当該キーワードに関連して抽出されたコンテンツを表示する。
【００５８】
　本開示のシステム及び方法は、ソーシャルネットワーキングコンテンツに関連する追加
的情報を格納してもよい。この追加的情報の一部は、含まれる場合もあり、ユーザに必要
とされる可能性のあるピクチャ、アカウント履歴、ソーシャルネットワークプロファイル
を含むものであってもよい。さらに、アプリケーションは、現在表示されているテキスト
コンテンツに含まれるリンク又はハイパーリンクを介した他のユーザアカウント、識別情
報又はネットワークマイクロブログとのリンクを可能にするものであってもよい。
【００５９】
　上述されるように、ソーシャルネットワーク検索のためのキーワードがまた、ＥＰＧや
字幕データなど、ヘッドエンドからホスト装置に提供される他のビデオサービスから抽出
されてもよい。ソフトウェアアプリケーションクライアントにおけるユーザプロファイル
は、優先リストの生成又はメンテナンスを可能にするものであってもよい。優先リストは
、ユーザにより選択された所定の識別情報をスキャンすることに加えて、番組ガイド又は
他の番組説明に見つけられるキーワードに関連する“可能性のある”識別情報又はアカウ
ントのリストのスキャンを可能にするものであってもよい。例えば、ユーザはＯｐｒａｈ
などのあるショーを視聴していると仮定する。ユーザの優先リストの第１段は、ユーザプ
ロファイルである（ユーザが誰をフォローしているかが、リストに常に表示され、すなわ
ち、少なくとも１つの所定の識別情報又はアカウントが表示される）。次に、第２段は、
Ｔｈｅ　Ｏｐｒａｈ　Ｓｈｏｗ，Ｏｐｒａｈ　Ｗｉｎｆｒｅｙなどのキーワードを含む。
その後、当該番組、すなわち、Ｏｐｒａｈはまた、第３段に追加されるゲスト又はトピッ
クを有してもよい。
【００６０】
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　コンテンツが検索の各段から抽出されると、コントローラ２１４は、コンテンツを優先
順位付けし、オーバレイ７００においてコンテンツを表示する。一実施例では、コンテン
ツは優先順位付けされ、優先順位付けされたコンテンツに関連する識別情報が、最も高い
優先順位を有する識別情報が現在の識別情報７２４として示される第２カルーセルの順序
によりソートされる。残りの優先順位付けされた識別情報は、次の識別情報として第２カ
ルーセルにキューされる。例えば、図７を参照して、第１段の検索結果が要素７２４によ
り表され、第２段の検索結果が要素７３０により表され、第３段の検索結果は要素７３２
により表される。このようにして、抽出されたコンテンツのすべてが、所定の方法により
、すなわち、優先リストに従ってユーザに表示及び利用可能とされる。
【００６１】
　優先リストはユーザの使用パターンに基づきユーザ設定又はコントローラ２１４によっ
て規定されてもよいことが理解されるであろう。例えば、ユーザがチャネルを変更すると
、ますます多くのトピックスが優先リストに加えられるが、一実施例では、ユーザの設定
は常に優先され、リストに留められる。さらに、アイテムが古くなると、それらは優先リ
ストから削除される（すなわち、ユーザは、ディズニーチャネルなどの子供向け番組の代
わりに、ＥＳＰＮ（Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎ
ｇ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などの大人向け番組を視聴している）。
【００６２】
　ユーザプロファイルはまた、ＥＰＧ又は他の説明に基づくインタラクティブなキーワー
ド選択処理を含むようにしてもよい。ユーザプロファイルはまた、ホストクライアントに
現在格納されているダウンロードされたソーシャルネットワークコンテンツに見つけられ
るキーワードのキーワード解析及び選択を可能にするものであってもよい。アプリケーシ
ョンは、キーワード関連性のための“ｆｏｌｌｏｗ　ｌｉｋｅ”や“ｓｅａｒｃｈ　ｆｕ
ｒｔｈｅｒ　ｌｉｋｅ”などのエントリを用いて、マッピング構造においてキーワードを
提供するようにしてもよい。コンテンツのキーワード検索は、現在表示されているメッセ
ージに見つけられる単語に基づき呼び出されてもよく、ホスト装置内に格納されている、
又はソーシャルネットワークサービスを介し利用可能及びアクセス可能な同様のコンテン
ツの“ブレッドクラムトレイル（ｂｒｅａｄｃｒｕｍｂ　ｔｒａｉｌ）”への迅速なアク
セスを可能にする。例えば、ユーザが、ＥＳＰＮにおいてＰａｔｒｉｏｔｓをプレイして
いるＣｏｌｔｓなどのフットボールゲームを視聴していると仮定する。可能なトピックは
、Ｒｏｓｔｅｒ，Ｓｃｈｅｄｕｌｅ，Ｉｎｊｕｒｉｅｓである。ユーザはＳｃｈｅｄｕｌ
ｅを選択し、チームのリストに入力される。そこから、ユーザは埋め込みリンクを介し当
該チームに関するさらなる情報を見つけることができる。例えば、ユーザは、スタートペ
ージに戻り、Ｒｏｓｔｅｒを選択してもよい。その後、ユーザには、Ｍａｎｎｉｎｇ，Ｃ
ｌａｒｋ，Ｓａｔｕｒｄａｙなどのトッピクが提示される。さらに、ソフトウェアアプリ
ケーションクライアントは、以降においてリストにより迅速に入力するため、ユーザが何
に興味があったか記憶する。例えば、次回にユーザがＣｏｌｔｓを視聴したとき、Ｓｃｈ
ｅｄｕｌｅ，Ｃｏｌｔｓ　ｖｅｒｓｕｓ　Ｒａｖｅｎｓ，Ｍａｎｎｉｎｇ，Ｃｌａｒｋ，
Ｓａｔｕｒｄａｙなどの選択はやや異なるものであってもよい。
【００６３】
　マッピング構造は大部分はユーザインタフェースのサイズによりテキストベースであり
、一実施例では、ｃｏｌｔｓ　ｐａｔｒｉｏｔｓ　ｒｏｓｔｅｒ　ｓｃｈｅｄｕｌｅ　ｉ
ｎｊｕｒｉｅｓ　ｍａｎｎｉｎｇ　ｃｌａｒｋ　ｓａｔｕｒｄａｙなどの現在表示されて
いるメッセージの下方に提示されるタグの文字列を有してもよい。他の実施例では、さら
なるコンテンツを選択するマッピング構造は、ユーザが後続するパスを選択することを可
能にするコンテンツがリンクされる方法を示す視覚的なマッピング構造であってもよい。
【００６４】
　本開示のシステム及び方法はまた、テレビ番組コンテンツとソーシャルネットワーキン
グサービスとのリンク付けを介し視聴者への直接的な宣伝を可能にするようにしてもよい
。この特徴は、サービスを初期化又は交信するとき、条件付プロファイルの利用を含むも
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ンクを特定し、メッセージ又はツイートとしてユーザに直接コンテンツを提供するか、又
はグラフィカルユーザインタフェース外のスクリーンに宣伝を提供するようにしてもよい
。特にメッセージ又はツイートとしてグラフィカルインタフェース内のテキストディスプ
レイに関連するこのような宣伝構造は、番組を閲覧しながら消費者に到達するのに効果的
な製品宣伝ツールを提供するものであってもよい。
【００６５】
　本開示の教示を含む実施例が詳細に図示及び説明されたが、当業者は、これらの教示を
依然として含む他の多数の変形された実施例を容易に考案可能である。ユーザがネットワ
ーク対応のホスト装置に接続されるビデオ装置上のソーシャルネットワーキング構成を表
示及びやりとりすることを可能にするシステム及び方法の好適な実施例（限定的でなく例
示的な）が開示されたが、上記教示に基づき改良及び変形が当業者に可能であることに留
意されたい。従って、添付した請求項により規定される本開示の範囲内に含まれる開示さ
れた実施例の変更が可能であることが理解されるべきである。
 

【図１】 【図２】
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              特開平１０－１９１１９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００９／０１９９２７５（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００７／０２４５２４３（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許第６６２２１４８（ＵＳ，Ｂ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　２１／００　　－　２１／８５８
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