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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザのテレビジョン機器上に実装されたインタラクティブテレビジョン番組ガイドシ
ステムであって、
　（ａ）複数の番組項目を含む番組リストであって、前記複数の番組項目は、現在視聴す
ることが可能な番組に対する番組項目のみを含み、前記複数の番組項目のうち所与の１つ
の番組項目を強調表示するための強調表示領域を有する番組リストと、（ｂ）テレビジョ
ン番組を遮らない視野を含む映像ウィンドウと、（ｃ）前記強調表示された番組項目の詳
細な番組説明とを同時に表示する手段と、
　前記複数の番組項目の中に前記強調表示領域を配置することを前記ユーザが行うことを
可能にする手段と、
　リモコンの第１の組のキーを用いて前記番組リストの中に前記強調表示領域を配置する
ことを前記ユーザが行うことを可能にする手段であって、前記リモコンの第１の組のキー
が新しい番組項目の上に前記強調表示領域を配置するために用いられる場合には、前記映
像ウィンドウ内に表示されている前記テレビジョン番組を変更することなく維持しつつ、
前記詳細な番組説明が前記強調表示された番組項目に対応するように更新される、手段と
、
　リモコンの第２の組のキーを用いて前記番組リストの中に前記強調表示領域を配置する
ことを前記ユーザが行うことを可能にする手段であって、前記リモコンの第２の組のキー
は、前記リモコンの第１の組のキーとは異なり、前記リモコンの第２の組のキーが新しい
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番組項目の上に前記強調表示領域を配置するために用いられる場合には、前記詳細な番組
説明および前記映像ウィンドウ内に表示されている前記テレビジョン番組の両方が前記強
調表示された番組項目に対応するように更新される、手段と
　を含む、インタラクティブテレビジョン番組ガイドシステム。
【請求項２】
　前記ユーザが前記リモコンの第１の組のキーを用いて新しい番組項目の上に前記強調表
示領域を配置した後に、前記映像ウィンドウ内の前記テレビジョン番組と前記強調表示さ
れた番組項目とを同期する手段をさらに含む、請求項１に記載のインタラクティブテレビ
ジョン番組ガイドシステム。
【請求項３】
　前記同期する手段は、前記強調表示された番組項目を選択する機会を前記ユーザに提供
する手段をさらに含む、請求項２に記載のインタラクティブテレビジョン番組ガイドシス
テム。
【請求項４】
　前記強調表示された番組項目を選択する機会を前記ユーザに提供する手段は、リモコン
の選択キーを用いて前記強調表示された番組項目を前記ユーザが選択することを可能にす
る手段をさらに含む、請求項３に記載のインタラクティブテレビジョン番組ガイドシステ
ム。
【請求項５】
　前記リモコンの第２の組のキーは、リモコンのチャンネル上下キーである、請求項１に
記載のインタラクティブテレビジョン番組ガイドシステム。
【請求項６】
　前記リモコンの第２の組のキーを用いて前記映像ウィンドウ内に表示されている前記テ
レビジョン番組のチャンネルを隣接チャンネルに変更することを前記ユーザが行うことを
可能にする手段をさらに含む、請求項１に記載のインタラクティブテレビジョン番組ガイ
ドシステム。
【請求項７】
　前記リモコンの第１の組のキーは、リモコンのカーソルキーである、請求項１に記載の
インタラクティブテレビジョン番組ガイドシステム。
【請求項８】
　前記リモコンの第１の組のキーは、リモコンのページ上下キーである、請求項１に記載
のインタラクティブテレビジョン番組ガイドシステム。
【請求項９】
　前記リモコンの第１の組のキーは、リモコンの数字キーである、請求項１に記載のイン
タラクティブテレビジョン番組ガイドシステム。
【請求項１０】
　前記強調表示された番組項目の追加の説明を含む情報スクリーンを表示する機会を前記
ユーザに提供する手段をさらに含む、請求項１に記載のインタラクティブテレビジョン番
組ガイドシステム。
【請求項１１】
　同時に表示される番組リスト、映像ウィンドウ、詳細な番組説明から通常のテレビジョ
ン視聴に戻る機会を前記ユーザに提供する手段をさらに含む、請求項１に記載のインタラ
クティブテレビジョン番組ガイドシステム。
【請求項１２】
　前記ユーザが前記第１の組のキーまたは前記第２の組のキーのうちの１つを押すことに
より、前記隣接チャンネルの番組項目の上に前記強調表示領域を配置する場合において、
前記隣接チャンネルの番組項目が前記番組リスト上に現れていない場合にはいつでも、前
記複数の番組項目のうちの所定の１つを強調表示するように再配置された前記強調表示領
域を有する前記番組リストを表示する手段をさらに含む、請求項１に記載のインタラクテ
ィブテレビジョン番組ガイドシステム。



(3) JP 4331890 B2 2009.9.16

10

20

30

40

50

【請求項１３】
　ユーザのテレビジョン機器上に実装されたインタラクティブテレビジョン番組ガイドシ
ステムを使用する方法であって、
　（ａ）複数の番組項目を含む番組リストであって、前記複数の番組項目は、現在視聴す
ることが可能な番組に対する番組項目のみを含み、前記複数の番組項目のうちの所与の１
つの番組項目を強調表示するための強調表示領域を有する番組リストと、（ｂ）テレビジ
ョン番組を遮らない視野を含む映像ウィンドウと、（ｃ）前記強調表示された番組項目の
詳細な番組説明とを同時に表示するステップと、
　前記複数の番組項目の中に前記強調表示領域を配置することを前記ユーザが行うことを
可能にするステップと、
　リモコンの第１の組のキーを用いて前記番組リストの中に前記強調表示領域を配置する
することを前記ユーザが行うことを可能にするステップであって、前記リモコンの第１の
組のキーが新しい番組項目の上に前記強調表示領域を配置するために用いられる場合には
、前記映像ウィンドウ内に表示されている前記テレビジョン番組を変更することなく維持
しつつ、前記詳細な番組説明が前記強調表示された番組項目に対応するように更新される
、ステップと、
　リモコンの第２の組のキーを用いて前記番組リストの中に前記強調表示領域を配置する
ことを前記ユーザが行うことを可能にするステップであって、前記リモコンの第２の組の
キーは、前記リモコンの第１の組のキーとは異なり、前記リモコンの第２の組のキーが新
しい番組項目の上に前記強調表示領域を配置するために用いられる場合には、前記詳細な
番組説明および前記映像ウィンドウ内に表示されている前記テレビジョン番組の両方が前
記強調表示された番組項目に対応するように更新される、ステップと
　を含む、方法。
【請求項１４】
　前記ユーザが前記リモコンの第１の組のキーを用いて新しい番組項目の上に前記強調表
示領域を配置した後に、前記映像ウィンドウ内の前記テレビジョン番組と前記強調表示さ
れた番組項目とを同期するステップをさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記同期するステップは、前記強調表示された番組項目を選択する機会を前記ユーザに
提供するステップをさらに含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記強調表示された番組項目を選択する機会を前記ユーザに提供するステップは、リモ
コンの選択キーを用いて前記強調表示された番組項目を前記ユーザが選択することを可能
にするステップをさらに含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記リモコンの第２の組のキーは、リモコンのチャンネル上下キーである、請求項１３
に記載の方法。
【請求項１８】
　前記リモコンの第２の組のキーを用いて前記映像ウィンドウ内に表示されている前記テ
レビジョン番組のチャンネルを隣接チャンネルに変更することを前記ユーザが行うことを
可能にするステップをさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　前記リモコンの第１の組のキーは、リモコンのカーソルキーである、請求項１３に記載
の方法。
【請求項２０】
　前記リモコンの第１の組のキーは、リモコンのページ上下キーである、請求項１３に記
載の方法。
【請求項２１】
　前記リモコンの第１の組のキーは、リモコンの数字キーである、請求項１３に記載の方
法。
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【請求項２２】
　前記強調表示された番組項目の追加の説明を含む情報スクリーンを表示する機会を前記
ユーザに提供するステップをさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項２３】
　同時に表示される番組リスト、映像ウィンドウ、詳細な番組説明から通常のテレビジョ
ン視聴に戻る機会を前記ユーザに提供するステップをさらに含む、請求項１３に記載の方
法。
【請求項２４】
　前記ユーザが前記第１の組のキーまたは第２の組のキーのうちの１つを押すことにより
、前記隣接チャンネルの番組項目の上に前記強調表示領域を配置する場合において、前記
隣接チャンネルの番組項目が前記番組リスト上に現れていない場合にはいつでも、前記複
数の番組項目のうちの所定の１つを強調表示するように再配置された前記強調表示領域を
有する前記番組リストを表示するステップをさらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項２５】
　ユーザのテレビジョン機器上に実装されたインタラクティブテレビジョン番組ガイドシ
ステムであって、
　（ａ）複数の番組項目を含む番組リストであって、前記複数の番組項目は、現在視聴す
ることが可能な番組に対する番組項目のみを含み、前記複数の番組項目のうちの所与の１
つの番組項目を強調表示するための強調表示領域を有する番組リストと、（ｂ）テレビジ
ョン番組を遮らない視野を含む映像ウィンドウと、（ｃ）前記強調表示された番組項目の
詳細な番組説明とを同時に表示するプロセッサと、
　前記複数の番組項目の中に前記強調表示領域を配置する制御デバイスと
　を含み、
　前記制御デバイスは、前記番組リストの中に前記強調表示領域を配置するためのリモコ
ンの第１の組のキーを含み、前記リモコンの第１の組のキーが用いられる場合には、前記
プロセッサは、新しい番組項目の上に前記強調表示領域を配置することと、前記映像ウィ
ンドウ内に表示されている前記テレビジョン番組を変更することなく維持しつつ、前記詳
細な番組説明を前記強調表示された番組項目に対応するように更新することとを行うよう
に構成されており、
　前記制御デバイスは、前記番組リストの中に前記強調表示領域を配置するためのリモコ
ンの第２の組のキーをさらに含み、前記リモコンの第２の組のキーは、前記リモコンの第
１の組のキーとは異なり、前記リモコンの第２の組のキーが用いられる場合には、前記プ
ロセッサは、新しい番組項目の上に前記強調表示領域を配置することと、前記詳細な番組
説明および前記映像ウィンドウ内に表示されている前記テレビジョン番組の両方を前記強
調表示された番組項目に対応するように更新することとを行うように構成されている、イ
ンタラクティブテレビジョン番組ガイドシステム。
【請求項２６】
　前記制御デバイスは、前記ユーザが前記リモコンの第１の組のキーを用いて新しい番組
項目の上に前記強調表示領域を配置した後に、前記映像ウィンドウ内の前記テレビジョン
番組と前記強調表示された番組項目とを同期するように構成されている、請求項２５に記
載のインタラクティブテレビジョン番組ガイドシステム。
【請求項２７】
　前記制御デバイスは、前記強調表示された番組項目を前記ユーザが選択することを可能
にするようにさらに構成されている、請求項２６に記載のインタラクティブテレビジョン
番組ガイドシステム。
【請求項２８】
　前記制御デバイスは、前記強調表示された番組項目を選択するためのリモコンの選択キ
ーをさらに含む、請求項２７に記載のインタラクティブテレビジョン番組ガイドシステム
。
【請求項２９】
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　前記リモコンの第２の組のキーは、リモコンのチャンネル上下キーである、請求項２５
に記載のインタラクティブテレビジョン番組ガイドシステム。
【請求項３０】
　前記制御デバイスは、前記リモコンの第２の組のキーを用いて前記映像ウィンドウ内に
表示されている前記テレビジョン番組のチャンネルを隣接チャンネルに変更することを前
記ユーザが行うことを可能にするようにさらに構成されている、請求項２５に記載のイン
タラクティブテレビジョン番組ガイドシステム。
【請求項３１】
　前記リモコンの第１の組のキーは、リモコンのカーソルキーである、請求項２５に記載
のインタラクティブテレビジョン番組ガイドシステム。
【請求項３２】
　前記リモコンの第１の組のキーは、リモコンのページ上下キーである、請求項２５に記
載のインタラクティブテレビジョン番組ガイドシステム。
【請求項３３】
　前記リモコンの第１の組のキーは、リモコンの数字キーである、請求項２５に記載のイ
ンタラクティブテレビジョン番組ガイドシステム。
【請求項３４】
　前記制御デバイスは、前記強調表示された番組項目の追加の説明を含む情報スクリーン
を表示するためのキーをさらに含む、請求項２５に記載のインタラクティブテレビジョン
番組ガイドシステム。
【請求項３５】
　前記制御デバイスは、同時に表示される番組リスト、映像ウィンドウ、詳細な番組説明
から通常のテレビジョン視聴に戻すためのキーをさらに含む、請求項２５に記載のインタ
ラクティブテレビジョン番組ガイドシステム。
【請求項３６】
　前記プロセッサは、前記ユーザが前記第１の組のキーまたは前記第２の組のキーのうち
の１つを押すことにより、前記隣接チャンネルの番組項目の上に前記強調表示領域を配置
する場合において、前記隣接チャンネルの番組項目が前記番組リスト上に現れていない場
合にはいつでも、前記複数の番組項目のうちの所定の１つを強調表示するように再配置さ
れた前記強調表示領域を有する前記番組リストを表示するように構成されている、請求項
２５に記載のインタラクティブテレビジョン番組ガイドシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の背景）
本発明は、インタラクティブなテレビジョン番組ガイドシステムに関する。より詳細には
本発明は、利用可能なテレビジョン番組をブラウジングするときに使用され得るディスプ
レイスクリーンを有するテレビジョン番組ガイドシステムに関する。番組リストおよび関
連映像ウィンドウがディスプレイスクリーン内に同時に表示され得る。
【０００２】
ケーブル、衛星、および放送テレビジョンシステムは、視聴者に多数のテレビジョンチャ
ンネルを提供する。伝統的には視聴者は、特定の時刻において放送されている番組を決定
するために、印刷されたテレビジョン番組スケジュールを参照していた。より最近では、
視聴者のテレビジョン上にテレビジョン番組情報を表示することを可能にする、インタラ
クティブな電子テレビジョン番組ガイドが開発されている。
【０００３】
インタラクティブ番組ガイドは典型的には、セットトップボックス上で実現される。その
ような番組ガイドは、ユーザがテレビジョン番組リスト項目を異なる表示フォーマットで
見ることを可能にする。例えば、ユーザは、番組ガイドに命令してチャンネル順または時
間順に整理された番組リスト項目のグリッドまたは表を表示することができる。ユーザは
また、ジャンル別（例えば、映画、スポーツ等）またはタイトル別（すなわち、アルファ
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ベット順）に番組リスト項目を探索またはソートし得る。ユーザは、所望の番組リスト項
目上に強調表示領域を位置決めして「情報」ボタンを押すことにより、番組の付加情報を
入手し得る。ユーザは、番組リスト項目上に強調表示領域を位置決めして「ＯＫ」ボタン
を押すことにより、番組ガイドから有料番組を購入し得る。いくつかのシステムは、番組
リスト項目上に強調表示領域を位置決めして「録画」ボタンを押すことにより、ユーザが
録画のために番組を選択するのを可能にする。
【０００４】
いくつかの番組ガイドは、ユーザが現在の番組内容リストをテレビジョンチャンネルの一
番上のオーバーレイとしてそのユーザのディスプレイスクリーン上に表示することを可能
にする。このようなシステムにより、ユーザは、４分の１のスクリーンウィンドウにおい
てシステムがチューニングしている番組をモニタしながら、その番組内容リストを通して
強調表示領域をスクロールし得る。強調表示された番組の説明も提供される。
【０００５】
このタイプのシステムは強調表示された番組を用いてテレビジョンチャンネルの映像とそ
の説明文とを完全に同期させた状態を常時維持する。強調表示領域が新しい番組リスト項
目上に再位置決めされる度に、システムはその番組のテレビジョンチャンネルに自動的に
チューニングする。ユーザは、最初にチューニングしたチャンネル上の内容を見失わずに
番組リスト項目内をブラウジングすることはできない。さらに、このタイプのシステムが
表示する番組リストは現在の番組だけではなく将来放送予定の番組のための番組情報のセ
ルも有するため、ディスプレイを混乱させやすい。
【０００６】
ユーザが現在の番組内容情報をテレビジョンチャンネルの一番上のオーバーレイとして表
示することを可能にする別の番組ガイド機能は、所謂ブラウズ機能と呼ばれ、幾つかの番
組ガイドにおいて利用可能である。このタイプの構成により、ユーザには単一の番組リス
ト項目のタイトルのみが提示され、これによりユーザは複数のリスト項目を一度に見るこ
とができない。タイトル情報はまた、放送中のテレビジョンチャンネルの一部を不明瞭に
し、これによりそのチャンネルをモニタするユーザの能力が妨げられる。ブラウズディス
プレイスクリーン上に番組説明はリストされていない。ユーザがブラウズディスプレイ上
にリストされた番組タイトルに興味を持った場合、ユーザは選択キーを押すことによりそ
のチャンネルにチューニングし得る。しかし、そうすると、番組ガイドがブラウズモード
を終了する。
【０００７】
従って、本発明の目的は、向上したブラウジング性能を有する番組ガイドシステムを提供
することである。
【０００８】
（発明の要旨）
本発明の上記およびその他の目的は、ユーザが番組ガイドに指令してブラウジングディス
プレイスクリーンを表示し得るインタラクティブなテレビジョン番組ガイドシステムを提
供することにより、本発明の原理に基づいて達成される。ブラウジングディスプレイスク
リーンは、現在放送中の番組についての情報を含む。
【０００９】
ブラウジングディスプレイは、現在放送中の番組の番組リスト項目のみを含む番組リスト
を含む。現在放送されていない将来の番組は、このリストには含まれていない。この番組
リストは、ユーザがカーソルキー、ページ上下キー、チャンネル上下キー、および数字キ
ーを用いて位置決めし得る強調表示領域を含む。
【００１０】
ブラウジングディスプレイはまた、システムが現在チューニングしているチャンネルのテ
レビジョン番組の映像が表示される映像ウィンドウを含む。映像ウィンドウは、いかなる
オーバーレイ情報によってもさえぎられることはない。
【００１１】
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ブラウジングディスプレイはまた、強調表示された番組の詳細な説明も含む。この詳細な
説明は、あらすじ、レーティング指定、批評家による格付け、放送時間、出演者等を含み
得る。
【００１２】
ユーザがカーソルキーまたはページ上下キーを用いて強調表示領域を位置決めするとき、
強調表示された番組に対応して詳細な説明は自動的に更新される。しかし、映像ウィンド
ウ内に表示されたテレビジョン番組は変更されない。このことは、ユーザが、番組リスト
項目をブラウジングしながら映像ウィンドウ内の番組を継続して見ることを可能にする。
映像ウィンドウの内容は、リモコンの選択キーまたはチャンネル上下キーを押すことによ
り、強調表示された番組と同期され得る。
【００１３】
ユーザがチャンネル上下キーのみを用いて強調表示領域を位置決めすると、映像ウィンド
ウの内容および強調表示領域は常時、同期した状態に維持される。このことは、ユーザが
映像ウィンドウ内の番組を視聴しながら様々な番組のタイトルおよび詳細な説明をブラウ
ジングすることを可能にする。
【００１４】
番組ガイドは、強調表示された番組に関する付加情報を供給するための情報ディスプレイ
を提供し得る。番組ガイドは、「情報」キーを押すことにより番組ガイドに指令して付加
情報を表示する機会をユーザに提供する。
【００１５】
本発明のさらなる特徴、その性質および様々な利点は、付属の図面および以下の好適な実
施形態の詳細な説明を読むことにより、より明らかになるであろう。
【００１６】
（好適な実施形態の詳細な説明）
従来の番組ガイドは、ユーザが興味のある番組内容をブラウジングするのを可能にする様
々な番組リスト項目ディスプレイスクリーンを有する。図１に示すように、このような従
来の番組ガイドは、テレビジョン番組リスト項目のグリッド１０および映像ウィンドウを
表示する。水平方向において、このグリッド内の番組リスト項目は予定放送時刻別に整理
されている（例えば、７：００、７：３０、および８：００）。垂直方向において、番組
リスト項目はチャンネル順に整理されている。強調表示領域１４は、興味の対象となる番
組リスト項目上にユーザにより位置決めされ得る。ユーザは、強調表示領域を移動してグ
リッド１０内のリスト項目を通してスクロールまたはパンすることにより、他のチャンネ
ルおよび他の時間の情報を視聴し得る。ただし、映像ウィンドウ１２の内容は、強調表示
領域１４と常時同期状態で維持されている。強調表示領域１４が移動する度に、映像ウィ
ンドウ１２内の番組は強調表示された番組へと変更される。説明ウィンドウ１６内には、
現在強調表示されている番組の説明が表示される。
【００１７】
図１の構成に関連する欠点はたくさんある。特に、番組リスト項目グリッド１０は水平方
向に複数のグリッドセルを有する。ユーザが現在放送中の番組内容にしか興味を持ってい
ない場合、図１のグリッド内の余分なセル（すなわち、将来の番組内容のセル）は、単に
ディスプレイを混乱させるだけである。加えて、映像ウィンドウ１２および強調表示領域
１４の内容は継続的に同期されているので、ユーザは映像ウィンドウ１２内の番組を変更
せずに強調表示領域を移動して他の番組リスト項目を通してブラウジングすることができ
ない。このことは、ユーザがリスト項目のブラウジング中に興味の対象となる特定の番組
に充分な注意を払うことを妨げる。
【００１８】
図２は、ユーザが番組リスト項目をブラウジングし得る別の従来の番組ガイド構成を示す
。図２の構成において、現在のチャンネルを変えることなく番組リスト項目を通してブラ
ウジングすることが所望される場合、ユーザはブラウズモードを呼び出し得る。この番組
ガイドは、現在のチャンネル２２の一番上にオーバーレイされるブラウズディスプレイ２
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０を提示する。ユーザは、カーソルキーを用いてブラウズチャンネル２６およびブラウズ
時間２８を変更し、現在のチャンネル２２以外のチャンネルの単一番組タイトル２４を視
聴することができる。
【００１９】
しかし、図２のブラウズ構成は、ユーザが同時に複数の番組タイトルを見ることを可能に
せず、これにより多数のリスト項目をブラウジングすることが非効率になりがちになる。
その上、ユーザはブラウズモードを終了することなく興味の対象となるチャンネルにチュ
ーニングすることができない。ユーザはまた、番組ガイドにおいて付加的な行動をとらず
に強調表示された番組の詳細な番組説明を視聴することができない。
【００２０】
それとは対照的に、本発明は、ユーザが興味の対象となるテレビジョンチャンネルを映像
ウィンドウ内で視聴しながら強調表示領域によって現在利用可能な番組の番組リストをブ
ラウジングすることを可能にするブラウジングディスプレイを有する番組ガイドを提供す
る。この番組リストは、幅方向（すなわち、時間方向）において単一のセルであり、長手
方向（すなわち、チャンネル方向）において複数のセルである。強調表示された番組リス
ト項目の説明を表示するために、詳細な番組の説明ウィンドウが提供される。ユーザが強
調表示された番組リスト項目の番組を視聴することを所望する場合、ユーザはブラウズデ
ィスプレイを終了することなく映像ウィンドウの内容と強調表示されたリスト項目とを同
期することができる。
【００２１】
図３は、本発明による番組ガイドシステム３０の一例である。主設備３２は、テレビジョ
ン番組ガイドリスト項目データ、ペイパービュー方式の注文情報、テレビジョン番組プロ
モーション情報等の番組ガイド情報を格納する番組ガイドデータベース３４を含む。デー
タベース３４からの情報は、通信リンク３８を介してテレビジョン配信設備３６へ伝送さ
れ得る。リンク３８は、衛星リンク、電話ネットワークリンク、ケーブルもしくは光ファ
イバリンク、マイクロ波リンク、これらの組み合わせ、またはその他任意の適切な通信経
路であり得る。データ信号に加えて映像信号をリンク３８を通じて伝送することが所望さ
れる場合、電話線等の比較的低い帯域幅よりも衛星リンク等の比較的高い帯域幅の方が一
般的には好適である。
【００２２】
テレビジョン配信設備３６は、ケーブルシステムヘッドエンド、放送配信設備、または衛
星テレビジョン配信設備等のテレビジョン信号をユーザに配信するための設備である。
【００２３】
主設備３２によりテレビジョン配信設備３６へ伝送される番組ガイド情報は、現在および
将来のテレビジョン番組についてのテレビジョン番組リスト項目データを含む。各番組に
ついてのテレビジョン番組リスト項目データは、好適には（しかしこれらに限らず）番組
のタイトル、番組のチャンネル、予定放送時刻（開始時刻）および終了時刻（または継続
時間）を含む。その他の典型的な番組リスト項目データは、レーティング指定、批評家に
よる格付け、説明、ジャンル（スポーツ、映画、子供向け等）、出演者等を含む。伝送さ
れる番組情報はまた、個々の番組および加入チャンネルのための価格情報、番組およびチ
ャンネルを注文するためのタイムウィンドウ（ｔｉｍｅ　ｗｉｎｄｏｗｓ）、衝動注文が
できないもの（ｉｍｐｕｌｓｅ　ｏｒｄｅｒｅｄ）を注文するための電話番号等の広告情
報および有料番組データも含み得る。
【００２４】
テレビジョン配信設備３６は、テレビジョン番組内容および番組ガイド情報を通信経路４
２を介して複数のユーザのユーザテレビジョン機器４０へ配信する。例えば、テレビジョ
ン番組内容はアナログテレビジョンチャンネルを通じて配信され、番組ガイドデータは経
路４２上の帯域外チャンネルを通じて配信され得る。データ配信はまた、経路４２上の１
つ以上のデジタルチャンネルを使用することを伴い得る。このようなデジタルチャンネル
はまた、テレビジョン番組内容およびその他の情報を配信するのに使用され得る。ユーザ
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テレビジョン機器４０は典型的にはセットトップボックス４４を含む。複数のテレビジョ
ンおよびオーディオチャンネル（アナログ、デジタル、またはアナログおよびデジタルの
両方）が、通信経路４２を介してセットトップボックス４４へ提供され得る。所望ならば
番組リスト項目およびその他の情報は、通信経路４２と別の通信経路を用いてテレビジョ
ン配信設備３６と同様の別の１つ以上の配信設備により配信され得る。
【００２５】
有料番組購入等のある種の機能は、データを通信経路４２を通じてテレビジョン配信設備
３６へ伝送するためにセットトップボックス４４を必要とし得る。所望ならば、このよう
なデータは電話回線またはその他の別個の通信経路を通じて伝送され得る。これらのよう
な機能がテレビジョン配信設備３６とは別個の設備を用いて提供される場合、セットトッ
プボックス４４を用いた通信の一部はこれらの別個の設備と直接的に為され得る。
【００２６】
各ユーザは受信機を有する。受信機は、典型的にはセットトップボックス４４内にあるが
、セットトップボックス回路と同様の回路が組み込まれた別の適切なテレビジョン機器で
あってよい。番組ガイドデータは、セットトップボックス４４に定期的に配信される。テ
レビジョン配信設備３６はまた、セットトップボックス４４の或る種の情報（例えば、有
料番組アカウント情報またはローカルに生成された認可技術を用いて購入されて視聴され
た番組に関する情報）を定期的に調査する。主設備３２は好適には情報配信タスクを処理
するためのプロセッサを含む。各セットトップボックス４４は好適には、セットトップボ
ックス４４上でインタラクティブテレビジョン番組ガイドを実現することに関連するタス
クを処理するためのプロセッサを含む。テレビジョン配信設備３６は、セットトップボッ
クス４４上で実現されるユーザとインタラクティブ番組ガイドとの間のインタラクション
をモニタすることに関連するタスクのため、ならびにユーザテレビジョン機器４０への番
組ガイドデータおよびその他の情報の配信に関連するタスクを処理するためのプロセッサ
を含み得る。
【００２７】
各セットトップボックス４４は、選択されたテレビジョン番組を録画できるようにビデオ
カセットレコーダ４６に接続され得る。各ビデオカセットレコーダ４６は、テレビジョン
４８に接続され得る。番組を録画するには、セットトップボックス４４は特定のチャンネ
ルにチューニングし、ビデオカセットレコーダ４６に指令して録画を適当な時間に開始お
よび停止する制御信号を（例えば、赤外線送信機を用いて）ビデオカセットレコーダ４６
に送る。
【００２８】
セットトップボックス４４上で実現されるインタラクティブテレビジョン番組ガイドを使
用している間、テレビジョン番組リスト項目およびその他の情報がテレビジョン４８上に
表示され得る。このような番組ガイド表示は、ユーザがセットトップボックス４４を用い
てチューニングしたテレビジョン番組の上に提示されてもよいし、またはこのような番組
の代わりに提示されてもよい。セットトップボックス４４、ビデオカセットレコーダ４６
、およびテレビジョン４８の各々は、１つ以上のリモコン５０または無線キーボード、マ
ウス、トラックボール、専用ボタンセット等のその他任意の適切なユーザ入力インターフ
ェースにより制御され得る。
【００２９】
図４は、リモコン５０の一例を示す。通常の動作では、チャンネル上下キー（チャンネル
キー）５２を用いて、セットトップボックス４４がチューニングしているチャンネルを変
えることができる。上下左右カーソルキー５４を用いて、番組ガイドが提示する様々なス
クリーン上のメニューおよび番組リスト上に強調表示領域を位置決めすることができる。
ページ上下キー５６を用いて、カーソルキー５４よりも大きな移動幅で番組リスト項目を
通してスクロールすることができる。選択キー５８を用いて、メニュー選択を行うことが
できる。数字キー６０を用いて、通常のテレビジョン視聴中に所望のテレビジョンチャン
ネルに直接チューニングしたり、または番組リスト内に強調表示領域を位置決めすること
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ができる。「ＴＶに戻る」キー６２を用いて、番組ガイドを終了してセットトップボック
ス４４に現在のチャンネルのテレビジョン番組内容をテレビジョン４８上に表示させるこ
とができる。「戻る」キー６４を番組ガイドにおいて用いて、前回のディスプレイスクリ
ーンに戻ることができる。情報キー６６は、ユーザが興味の対象となる番組リスト項目を
強調表示しているときにそのリスト項目の付加情報を所望する場合に押され得る。その他
の様々なキー（図示せず）が、電力制御、ビデオカセットレコーダ（ＶＣＲ）機能、音量
操作等の機能のために使用され得る。図４のリモコン５０のキーは、単に適切なリモコン
構成の一例を代表しているだけである。所望ならばその他任意の適切なリモコンキー構成
が使用され得る。
【００３０】
図５に示すように、ユーザは番組ガイドに指令してディスプレイスクリーン７２上にブラ
ウジングディスプレイ７０を提示させて、これによりユーザは映像ウィンドウ７６におい
てテレビジョン番組を視聴しながら同時に現在の番組のリスト７４を視聴することができ
る。ユーザは、メニュー選択を行ったりまたは好適には選択キー５８等のリモコン５０上
の専用ボタンを押したりすること等の任意の適切な技術を用いてブラウジングディスプレ
イモードを呼び出し得る。
【００３１】
番組リスト７４は好適には、幅方向（すなわち、時間方向）において単一のセルまたは要
素のみであり、長手方向（すなわち、チャンネル方向）において複数のセルまたは要素で
ある。番組リスト７４は、現在放送されている番組（すなわち、ケーブル、衛星または従
来の放送を介して図３のテレビジョン配信設備３６により提供されているもの）のみを含
む。従って、リスト７４は将来の番組内容に関する情報を含むセルにより混乱されない。
リスト７４は垂直方向に複数の番組リスト項目を含んでいるので、ユーザは比較的多数の
番組リストを一度にざっと見ることができる。現在の番組内容のみを表示することにより
リスト７４を簡略化し、かつ複数の番組リスト項目を垂直方向において使用することによ
り、ユーザが大量の現在利用可能な番組の番組リスト項目を迅速にブラウジングする能力
が高くなる。
【００３２】
ブラウジングディスプレイ７０は好適には、強調表示領域８０により現在強調表示されて
いる番組リスト項目に関連する番組の詳細な説明文を含む詳細な番組説明ボックス７８を
含む。例えば、図５に示す構成においては、「Ｊｅｆｆ　Ｆｅｎｈｏｌｔ」という番組が
強調表示されているので、詳細な番組説明ボックス７８はＪｅｆｆ　Ｆｅｎｈｏｌｔとい
う番組の詳細な説明を含んでいる。強調表示領域は、影の付け方、色、もしくはパターン
が異なる領域、ポインタ、箱形の外形、またはその他任意の適切な興味の対象となる番組
を視覚的に示すものであり得る。
【００３３】
ユーザは、強調表示領域８０をリスト７４中の任意の番組リスト項目上に位置決めし得る
。強調表示領域８０は、任意の適切な技術を用いて位置決めされ得る。例えば、強調領域
８０は上下カーソルキー５４ａおよび５４ｂ（図４）を用いて位置決めされ得る。強調表
示領域８０を、数字キー６０を用いて興味の対象となるリスト項目上に位置決めしてもよ
い。
【００３４】
ユーザがカーソルキー５４または数字キー６０を用いて強調表示領域８０の位置を変更す
るとき、映像ウィンドウ７６の内容は変化しない。強調領域８０をリスト７４内で再位置
決めすることを越えた行動をユーザが取らない限り、セットトップボックス４４が現在チ
ューニングしているチャンネルのテレビジョン番組は、映像ウィンドウ７６中に表示され
続ける。図６はこのことを示す。ユーザは強調表示領域８０を図６のブラウジングディス
プレイ中のチャンネル１９の番組リスト項目の一番上に位置決めしたが、映像ウィンドウ
７６内の映像はチャンネル１７にチューニングされたままである。従って映像ウィンドウ
７６の内容は必ずしも現在強調表示されている番組と同期した状態であるとは限らない。
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しかし、強調表示領域８０が再位置決めされる度に、番組説明７８は直ちに更新され現在
強調表示されている番組の情報を表示する。この構成は、ユーザが番組リスト項目および
その自動表示された説明をブラウジングしながら興味の対象となるテレビジョンチャンネ
ルのさえぎられることのない映像を視聴することを可能にする。
【００３５】
リスト７４内の番組リスト項目をブラウジングしているユーザが特定の番組に興味を持っ
た場合、そのユーザは番組ガイドに指令して映像ウィンドウ７６を更新しその番組の映像
を表示することができる。例えば、ユーザが番組の説明を読んだ後にチャンネル１９の番
組に興味を持った場合、そのユーザは選択キー５８（図４）等のキーを押し得る。図７に
示すように、選択キー５８が押されると、番組ガイドは、映像ウィンドウ７６中の現在の
チャンネル（チャンネル１７）の映像をこの新しい興味の対象となるチャンネルの映像（
チャンネル１９）と置換する。このようにすれば、映像ウィンドウ７６の内容を強調表示
された番組と同期することができる。
【００３６】
映像ウィンドウ７６の内容を強調表示領域８０と同期させる別の方法は、チャンネル上下
キー５２（図４）を用いることである。例えば、図６に示すように映像ウィンドウ７６が
チャンネル１７にチューニングされているときにユーザがチャンネル１９を強調表示した
場合、チャンネル上キー５２（図４）を押すと図８に示すように結果的にその番組ガイド
は強調表示領域８０をチャンネル１９の番組リスト項目「Ｃｌａｓｓｉｃ　Ａｒｔｓ　Ｓ
ｈｏｗｃａｓｅ」からチャンネル１８の番組リスト項目「Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｇａｎｇｓ
ｔａｓ」へと移動させる。同時に、映像ウィンドウ７６内の番組は、強調表示領域８０に
より強調表示された番組に合わせてチャンネル１８の番組と置換され、これにより映像ウ
ィンドウ７６と強調表示領域８０とが同期する。
【００３７】
チャンネル上キー５４を用いると、概して通常のテレビジョン視聴中においてシステムは
１つ大きい数字のチャンネルにチューニングすることを引き起こすが、チャンネル上キー
５４を用いてリスト７４内での強調表示領域８０を移動させる場合には、チャンネル上キ
ー５４を押すとシステムは１つ小さい数字のチャンネルにチューニングする。この構成に
より、強調表示領域の移動方向はチャンネル上下キーの方向と一致する。ユーザにとって
は強調表示領域の移動方向が逆転している場合よりもこの方が分かりやすい。
【００３８】
ユーザが強調表示領域８０をリスト７４の一番上または一番下の番組に位置決めしたとき
に、強調表示領域をさらに移動させようとすると番組ガイドはリストをスクロールさせ得
る。例えば、図８において下カーソルキー５４を用いて強調表示領域８０をリスト７４内
の一番下の番組位置（チャンネル２２）へ移動した場合、下カーソルキーをもう一度押す
と、番組ガイドはリスト内の次の番組（すなわち、チャンネル２３の番組）をリスト７４
の一番下の要素として表示し、リスト内の他の全ての番組の位置は１つ上に移動する。反
対方向へのスクロール動作も同様に為される。
【００３９】
ユーザがリスト７４内の番組リスト項目をブラウジングし得る別の方法は、ページ上下キ
ー５６を用いることである。ページ上下キーを用いれば、ユーザはカーソルキーを用いる
場合よりも高速にリスト項目を通してブラウジングできる。番組ガイドは好適には、ペー
ジキーが使用される度にリスト７４内の番組間で１要素分重複することを保証する。例え
ば、強調表示領域８０および番組リスト７４が図８のような状態のときにユーザがページ
下キー５６を押すと、図９に示すように、プログラムガイドは、図８のリストの最後の番
組（Ｈｅａｖｙ）を新しいリストの最初の番組としてリスト７４を再描画する。強調表示
領域８０は好適にはリスト７４内の一番上の番組上に再位置決めされる。強調表示領域８
０をページ上下キー５６（または数字キー６０）を用いて移動しても、番組ガイドは映像
ウィンドウ７６内の番組を更新しないので、映像ウィンドウ７６内の番組は図８のブラウ
ジングディスプレイと同じチャンネルにチューニングされたままである。
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【００４０】
チャンネルキー５２により強調表示領域８０をリスト７４内の隣接リスト項目間で上下に
移動させる場合は、図７および図８の例に示すように映像ウィンドウ７６内に表示される
番組は強調表示された番組と同期状態にある。しかし、映像ウィンドウ７６内のチャンネ
ルに隣接するチャンネルの番組リスト項目がリスト７４内に表示されている番組にまだ含
まれていないときにチャンネル上下キー５２が押された場合、番組ガイドは適切なチャン
ネルをリストの一番上にしてリスト７４を再描画し得る。例えば、図９のブラウジングデ
ィスプレイにおいて、チャンネル１８の番組が映像ウィンドウ７６内に表示されている。
チャンネル上キー５２を押すと、図１０に示すように番組ガイドはシステムを適切な隣接
チャンネル－－チャンネル１７－－にチューニングし、そのチャンネルの番組を映像ウィ
ンドウ７６内に表示させる。チャンネル１７の番組の番組リスト項目（Ｊｅｆｆ　Ｆｅｎ
ｈｏｌｔ）は図９中のリスト７４上に表示されていなかったので、番組ガイドは、強調表
示領域８０を表示されているリスト内で単純に再位置決めすることができなかった。従っ
て番組ガイドは、リスト７４をチャンネル１７の番組リスト項目および強調表示領域８０
をリストの一番上の位置においた状態で表示した。詳細な説明ウィンドウ７８内の説明は
、やはり強調表示領域と同期されたままである。
【００４１】
番組ガイドは、ユーザが強調表示された番組についての付加情報を入手する機会を提供し
得る。例えば番組ガイドは、番組ガイドに指令して付加情報を図１１の情報ディスプレイ
スクリーン８２の形式で表示させる図４の情報キー６６のような情報キーをユーザが押す
ことを可能にし得る。情報ディスプレイスクリーン８２は、強調表示された番組のタイト
ル８４および詳細な説明８６を含み得る。情報ディスプレイスクリーン８２においては詳
細な説明ウィンドウ７８よりもより多くのスペースが利用可能であるため、概して、詳細
な説明ウィンドウ７８よりも情報ディスプレイスクリーン８２へより多くの情報が提供さ
れ得る。情報ディスプレイスクリーン８２のようなスクリーンへ提供され得る情報は、番
組説明、レーティング指定、批評家による格付け、放送時間、出演者等を含む。
【００４２】
情報ディスプレイスクリーン８２は、終了オプション８８、注文情報オプション９０、リ
マインダ設定オプション９２、およびチューニングオプション９４のようなメニューオプ
ションを含み得る。ユーザは、強調表示領域９６を用いて終了オプション８８を選択する
ことにより、または前回表示されたスクリーンを視聴するための「戻る」キー６４（図４
）を押すことにより、ブラウジングディスプレイ７０に戻り得る。ユーザは、注文情報オ
プション９０を選択して、選択した番組の注文に関する情報を視聴することができる。ユ
ーザは、リマインダ設定オプション９２を選択して、リマインダを設定することができる
。リマインダ設定オプションは例えば、番組がシリーズものでユーザがその番組が次回放
送される際に知らせてほしいと希望する場合に使用され得る。チューニングオプション９
４は、ユーザがリストされた番組にチューニングしたいと希望する場合に選択され得る。
【００４３】
図１２のフローチャートは、ブラウジングディスプレイスクリーン機能を提供する際の工
程を示す。工程９８において、番組ガイドはブラウジングディスプレイモードを呼び出す
ためのオプションをユーザに提供する。番組ガイドは例えば、ユーザが図４の選択キー５
８を押すことにより所与のテレビジョンチャンネルを視聴しながらブラウジングディスプ
レイモードを呼び出すことを可能にし得る。ユーザがブラウジングディスプレイモードを
呼び出すと、工程１００において番組ガイドはリスト７４のような番組リストを表示する
。現在のチャンネルの番組リスト項目は好適には、リストの一番上の位置に表示され、適
切な強調表示領域により強調表示される。現在のチャンネルの番組は、映像ウィンドウ７
６内に表示される。
【００４４】
工程１０２において、番組ガイドは、ユーザが、映像ウィンドウ７６内に表示された番組
を変えることなく、強調表示領域８０を映像ウィンドウ７６内に現在表示されている番組
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の番組リスト項目以外の番組リスト項目上に再位置決めすることを可能にする。詳細な説
明ウィンドウ７８内の説明は、強調表示された番組リスト項目と同期している。ユーザは
、カーソルキー、ページ上下キー、または数字キーを用いることにより映像ウィンドウ７
６内に表示された番組を変えることなく強調表示領域８０を位置決めし得る。情報キー６
６を押すと、番組ガイドは情報スクリーン８２を表示する（工程１０４）。「ＴＶに戻る
」キー６２を押すことにより、ユーザが番組ガイドを終了して通常のテレビジョン視聴に
戻ることを可能にする（工程１０６）。
【００４５】
工程１０２においてユーザが強調表示領域８０を新しいチャンネルの番組リスト項目上に
位置決めした後に選択キー５８を押すと、工程１０８において番組ガイドはシステムをそ
の新しいチャンネルにチューニングする。新しいチャンネルの番組は、映像ウィンドウ７
６内に表示される。番組ガイドはまた、強調表示領域８０が新しいチャンネルの番組リス
ト項目上にある状態で番組リスト７４を表示し続けるので、映像ウィンドウ７６の内容は
強調表示された番組と同期状態にある。
【００４６】
工程１０２においてユーザがチャンネルキー５２を上または下に押すと、工程１１０にお
いて番組ガイドはシステムを工程１０２において映像ウィンドウ７６内に表示されていた
チャンネルとチャンネル番号が隣接する新しいチャンネルにチューニングする。さらに、
工程１１０において、番組ガイドはその新しい隣接チャンネルの番組リスト項目を強調表
示した状態で番組リスト７４を表示する。
【００４７】
上記は本発明の原理の単なる一例であり、本発明の範囲および意図を逸脱することなく様
々な改変が当業者により為され得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、強調表示領域と常時同期されている番組内容を含む強調表示領域およ
び映像ウィンドウを有する番組リストを備えた従来の番組ガイドのディスプレイスクリー
ンである。
【図２】　図２は、現在システムがチューニングしているチャンネル以外のチャンネルに
関する番組のタイトルをユーザが視聴し得るブラウズ機能を有する従来の番組ガイドのデ
ィスプレイスクリーンである。
【図３】　図３は、本発明によるインタラクティブなテレビジョン番組ガイドを実現した
システムの図である。
【図４】　図４は、本発明の番組ガイドシステムと共に用いられるリモコンの一例の図で
ある。
【図５】　図５は、ディスプレイスクリーンの一例であり、本発明により、映像ウィンド
ウを用いて強調表示されたチャンネルの番組を表示しながら強調表示領域を番組リストの
一番上の位置に最初に位置決めした状態を示す。
【図６】　図６は、ディスプレイスクリーンの一例であり、本発明により、映像ウィンド
ウ内に表示されている番組を変えることなく、強調表示領域を図５の番組リスト内の最初
の一番上の位置から同リスト内の他の場所へ移動した状態を示す。
【図７】　図７は、ディスプレイスクリーンの一例であり、本発明により、図６に示すよ
うにユーザが強調表示領域を再位置決めした後で、ユーザが映像ウィンドウの内容を強調
表示された番組と同期した状態を示す。
【図８】　図８は、ディスプレイスクリーンの一例であり、本発明により、リスト内の強
調表示された番組と映像ウィンドウとを、チャンネル上下キーを用いて同期させた状態を
示す。
【図９】　図９は、ディスプレイスクリーンの一例であり、本発明により、ユーザがペー
ジ上下キーを用いて番組リストをスクロールさせた状態を示す。
【図１０】　図１０は、ディスプレイスクリーンの一例であり、本発明により、チャンネ
ル上下キーを用いた同期動作によって、番組リストが、ディスプレイスクリーン上に表示
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されていない番組リスト項目を強調表示する場合に、強調表示領域をリストの一番上に再
位置決めした状態を示す。
【図１１】　図１１は、本発明による、情報スクリーンの一例である。
【図１２】　図１２は、本発明による、ブラウジングディスプレイスクリーンを提供する
際の工程のフローチャートである。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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