
JP 4610852 B2 2011.1.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１台のパーソナルビデオレコーダにつき複数の番組ガイドを提供する方法であって、
　前記パーソナルビデオレコーダを含むユーザ装置を提供する工程と、
　前記ユーザ装置の複数のユーザに、それぞれ異なる個人録画情報を関連付ける工程と、
を有し、
　前記個人録画情報は、録画済み番組に関する情報を含み、
　当該方法は、更に、
　各ユーザに、当該ユーザに関連付けられた前記個人録画情報に基づいて、前記パーソナ
ルビデオレコーダに関する複数の番組リストを含んだ個人用番組ガイドを提供する工程と
、
　前記複数のユーザのうちの１人の特定のユーザの前記個人用番組ガイドに含まれる前記
複数の番組リストの中から前記特定のユーザが選択した番組リストを受信する工程と、
　前記特定のユーザが選択した番組リストが受信されると、当該特定のユーザに該番組リ
ストに関連付けられた録画済み番組に関する情報表示画面を提供する工程と、を有し、
　前記情報表示画面は、前記番組リストに関連付けられた前記録画済み番組を消去するオ
プションを含み、
　当該方法は、更に、
　前記特定のユーザが前記録画済み番組を消去する前記オプションを選択したことが受信
されると、前記録画済み番組が前記特定のユーザにのみ関連付けられているときのみ当該
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録画済み番組を前記パーソナルビデオレコーダから消去した上で、前記特定のユーザの前
記個人用番組ガイドを前記番組リスト無しで表示する工程を有する、ことを特徴とする方
法。
【請求項２】
　請求項１記載の方法であって、
　前記各ユーザへの提供工程では、自分の番組ガイドを現在使用中のユーザごとに異なる
個人録画情報が表示される、ことを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１記載の方法であって、
　前記各ユーザへの提供工程では、各ユーザに自分の個人用番組ガイドへログインする機
会が提供される、ことを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１記載の方法であって、
　前記各ユーザへの提供工程では、各ユーザに自分の個人録画情報へアクセスするのにロ
グインが要求される、ことを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１記載の方法であって、
　前記各ユーザへの提供工程では、現在のユーザ向けにアレンジされた番組ガイド表示画
面が表示される、ことを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１記載の方法であって、
　前記各ユーザへの提供工程では、ユーザごとに異なる録画リストが表示される、ことを
特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１記載の方法であって、
　前記特定のユーザが前記録画済み番組を消去する前記オプションを選択したことが受信
されると、前記録画済み番組を前記特定のユーザに関連付けている個人録画情報を消去す
る工程を更に有する、ことを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１記載の方法であって、
　あるユーザが自身の個人用番組ガイドにログイン中に別のユーザのために番組を録画す
る工程を更に有する、ことを特徴とする方法。
【請求項９】
　１台のパーソナルビデオレコーダにつき複数の番組ガイドを提供するシステムであって
、
　前記パーソナルビデオレコーダを含むユーザ装置を提供する手段と、
　前記ユーザ装置の複数のユーザに、それぞれ異なる個人録画情報を関連付ける手段と、
を有し、
　前記個人録画情報は、録画済み番組に関する情報を含み、
　当該システムは、更に、
　各ユーザに、当該ユーザに関連付けられた前記個人録画情報に基づいて、前記パーソナ
ルビデオレコーダに関する複数の番組リストを含んだ個人用番組ガイドを提供する手段と
、
　前記複数のユーザのうちの１人の特定のユーザの前記個人用番組ガイドに含まれる前記
複数の番組リストの中から前記特定のユーザが選択した番組リストを受信する手段と、
　前記特定のユーザが選択した番組リストが受信されると、当該特定のユーザに該番組リ
ストに関連付けられた録画済み番組に関する情報表示画面を提供する手段と、を有し、
　前記情報表示画面は、前記番組リストに関連付けられた前記録画済み番組を消去するオ
プションを含み、
　当該システムは、更に、
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　前記特定のユーザが前記録画済み番組を消去する前記オプションを選択したことが受信
されると、前記録画済み番組が前記特定のユーザにのみ関連付けられているときのみ当該
録画済み番組を前記パーソナルビデオレコーダから消去した上で、前記特定のユーザの前
記個人用番組ガイドを前記番組リスト無しで表示する手段を有する、ことを特徴とするシ
ステム。
【請求項１０】
　請求項９記載のシステムであって、
　前記各ユーザへの提供手段は、自分の番組ガイドを現在使用中のユーザごとに異なる個
人録画情報を表示する手段を有する、ことを特徴とするシステム。
【請求項１１】
　請求項９記載のシステムであって、
　前記各ユーザへの提供手段は、各ユーザに自分の個人用番組ガイドへログインする機会
を提供する手段を有する、ことを特徴とするシステム。
【請求項１２】
　請求項９記載のシステムであって、
　前記各ユーザへの提供手段は、各ユーザに自分の個人録画情報へアクセスするのにログ
インを要求する手段を有する、ことを特徴とするシステム。
【請求項１３】
　請求項９記載のシステムであって、
　前記各ユーザへの提供手段は、現在のユーザ向けにアレンジされた番組ガイド表示画面
を表示する手段を有する、ことを特徴とするシステム。
【請求項１４】
　請求項９記載のシステムであって、
　前記各ユーザへの提供手段は、ユーザごとに異なる録画リストを表示する手段を有する
、ことを特徴とするシステム。
【請求項１５】
　請求項９記載のシステムであって、
　前記特定のユーザが前記録画済み番組を消去する前記オプションを選択したことが受信
されると、前記録画済み番組を前記特定のユーザに関連付けている個人録画情報を消去す
る手段を更に有する、ことを特徴とするシステム。
【請求項１６】
　請求項９記載のシステムであって、
　あるユーザが自身の個人用番組ガイドにログイン中に別のユーザのために番組を録画す
る手段を更に有する、ことを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　　（発明の背景）
　本発明は、双方向テレビ番組ガイド（「ＩＰＧ」）システム及びパーソナルビデオレコ
ーダ（「ＰＶＲ」）システムに係り、特に、エンハンストＰＶＲ－ＩＰＧ機能に関する。
【０００２】
　今日、双方向テレビ番組ガイド・システムなどの双方向テレビ・システムは、幅広く一
般大衆に市販されている。双方向テレビ番組ガイド・システムを用いると、ユーザがチャ
ンネルを番組に合わせることを可能にするサービス、ユーザがペアレンタル・ロックをセ
ットすることを可能にするサービス、ユーザが番組を録画することを可能にするサービス
、ユーザがリマインダをセットすることを可能にするサービス、などの双方向テレビサー
ビスを提供することができる。双方向番組ガイド・システムの一例は、例えば、Ｋｎｅｅ
らの米国特許第５、５８９、８９２号や１９９９年７月１６日に出願されたＫｎｕｄｓｏ
ｎらの米国特許出願第０９／３５７、９４１号などに記載されており、これらはここに参
考文献としてその全体が組み込まれる。
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【０００３】
　近年、ＴｉｖｏやＲｅｐｌａｙＴＶなどの会社によって供給されたＰＶＲなどのＰＶＲ
が入手可能になっている。これらシステム及び装置を用いると、ハードディスクなどのデ
ィジタル媒体上にテレビ番組を録画するサービスなどの双方向テレビサービスを提供する
ことができる。既知のシステムの１つにおいて、ＰＶＲは、ＭＰＥＧエンコーダを用いて
、テレビ放送をディジタル化し、このディジタル化されたテレビ放送を後で検索するため
にハードディスク・ドライブ上に記憶することができる。このようなシステムでは、ディ
ジタル化された放送を、テレビ上に表示するためのアナログＮＴＳＣ信号に変換すること
ができる。
【０００４】
　従来のＰＶＲでは、ユーザが見ているテレビ放送を一時停止、巻き戻し、又は再生でき
るように、通常、番組バッファが用いられる。ＰＶＲバッファは、通常、ユーザが見た番
組の最後の「ｎ」分間を記憶するサーキュラ・バッファである。このバッファリング技術
の１つの欠点は、このバッファでは、ユーザは、現在合わせられているチャンネル（最後
に合わせられたため）についてだけ、最後の「ｎ」分間のみしか一時停止又は巻き戻しで
きないことである。
【０００５】
　また、従来のＰＶＲシステムは、ユーザがテレビ・コンテンツを録画することを選択可
能にする機能などの他の機能も提供できる。このようなシステムでは、通常、生放送の（
ライブ）番組は、ユーザが該番組の録画をリクエストした時点から録画される。このシス
テムの１つの欠点は、以前にバッファされたライブ番組の一部が通常無視されることであ
る。
【０００６】
　このようなシステムにおいて、双方向テレビサービスは、通常、グラフィックス表示を
通じてユーザに提供される。このようなシステムの１つの欠点は、グラフィックス表示に
より、望ましくないことに、ユーザが視聴中のライブのテレビ・コンテンツを見逃すかも
しれないことである。
【０００７】
　既知のＰＶＲシステムの別の欠点は、それらシステムは、通常、ペイ・パー・ビューテ
レビ番組をサポートしていないことである。今日、ペイ・パー・ビュー（「ＰＰＶ」）テ
レビ番組は、ケーブルテレビサービス事業者を通じて幅広く利用可能であるが、通常、録
画を予約したり、他の種類のＰＶＲ関連機能を提供したりするＰＶＲによってはサポート
されていない。
【０００８】
　上記及び他の欠点を軽減し、追加的機能性をテレビ視聴者に提供しつつ、このようなシ
ステムの使用を簡素化するための、これらＩＰＧ及び／又はＰＶＲシステムに対する改善
が望まれる。したがって、パーソナルビデオレコーダ機能を備えた新しい双方向番組ガイ
ド・システム及び方法が提供される。
【０００９】
　　（発明の開示）
　本発明の原理によれば、強化されたＰＶＲ関連機能を提供する双方向テレビ・アプリケ
ーションが、テレビ・システム上で実現される。
【００１０】
　ＰＶＲ及びセットトップ・ボックスの番組ガイド機能、機能性、及び、情報を統合した
双方向テレビ・アプリケーションが実現される。例えば、ケーブル・セットトップ・ボッ
クス上で動く双方向テレビ番組ガイドなどの双方向テレビ番組ガイドにおいてＰＶＲ機能
、機能性、及び、情報を提供する双方向テレビ・アプリケーションが実現される。このよ
うな特徴を統合した他の構成が用いられてもよい。
【００１１】
　本双方向テレビ・アプリケーションは、番組一覧表オプション、ビデオ・オン・デマン
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ド・オプション、ペイ・パー・ビュー（ＰＰＶ）オプション、又は、現在の天気オプショ
ンなどの双方向サービスを行うオプションを含むメインメニュ・ディスプレイ画面を表示
する。メインメニュ・ディスプレイ画面は、録画オプション、録画予約オプション、及び
、消去優先度オプションなどのＰＶＲ関連オプションを含む。
【００１２】
　ユーザが録画オプションを選択すると、録画ディスプレイ画面が表示される。この録画
ディスプレイ画面は、ＰＶＲから利用可能な録画の一覧表を含む。この録画一覧表に含ま
れる番組は、ＰＶＲによって手動で又は自動的に録画された番組である。このディスプレ
イ画面におけるリストは選択可能であり、選択すると、ユーザは、選択されたリストに関
連する情報及び／又はオプションにアクセスすることができる。録画リストにアクセスす
るのに他の技術が提供されてもよい。
【００１３】
　ユーザがメインメニュ・ディスプレイ画面から録画予約オプションを選択すると、録画
予約ディスプレイ画面が表示される。録画予約ディスプレイ画面にアクセスするのに他の
技術が用いられてもよい。録画予約ディスプレイ画面は、（例えば、ＰＶＲによる録画が
予定された）録画予約された番組の一覧表を含む。この一覧表上の番組は、自動的に又は
手動で録画されることが予約されたものである。自動的に録画予約された又は自動的に録
画された番組は、本双方向テレビ・アプリケーションがユーザ・プリファレンスなどの何
らかの基準に基づいて録画するように選択した番組である。手動で録画された又は手動で
録画予約された番組は、ユーザが具体的に録画することを選択した番組である。また、ユ
ーザによって録画することが選択されたシリーズ記録も、手動録画であると考えることが
できる。録画予約ディスプレイ画面におけるリストは選択可能であり、選択すると、ユー
ザは、選択された番組リストと関連する情報及び／又はオプションにアクセスすることが
できる。シリーズ録画に関する情報は、録画予約ディスプレイ画面を通じてアクセスでき
る。
【００１４】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、番組一覧表画面、ブラウズ・オ
ーバーレイ、フリップ・オーバーレイ、視聴中の番組の映像、広告、又は、他の適切な場
所から、単発の及び／又はシリーズの録画を予約及びキャンセルできる。シリーズ録画は
、ある番組シリーズの一連のエピソードを予約及び録画するのに用いられる。ユーザには
、エピソード種類（例えば、封切、再放送、等）及び／又はチャンネルに基づいて、シリ
ーズ録画を設定する機会が与えられる。
【００１５】
　本双方向テレビ・アプリケーションは、ユーザに、録画予約された番組の周辺での録画
バッファを設定する機会を与える。また、ユーザは、録画の記録品質も選択することがで
きる。本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、番組ガイドの実際的にあら
ゆるところから録画を予約することができる。例えば、録画は、番組一覧表バー、番組情
報ディスプレイ画面、広告ディスプレイ画面、又は、番組ガイドにおける他の適切なとこ
ろから予約することができる。
【００１６】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ＰＰＶ番組を録画及び録画予約
することができる。本双方向テレビ・アプリケーションは、ユーザが録画予約したＰＰＶ
番組を自動的に注文できる。ユーザは、ＰＰＶ番組を録画予約すると、そのＰＰＶ番組を
購入するように促される。ユーザは、録画品質や録画バッファ時間などのＰＰＶ番組用の
録画設定条件を選択することができる。
【００１７】
　本双方向テレビ・アプリケーションは、一時停止、早送り、巻き戻し、停止、再生、及
び、録画、などの録画済番組を見るためのＶＣＲ機能を提供する。ライブ・コンテンツを
一時停止すると、本双方向テレビ・アプリケーションは、一時停止されたテレビ・コンテ
ンツの映像と、この一時停止された映像がライブ・コンテンツに対してどのくらい遅れて
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いるかを示すタイマとを表示する。再生オプション、巻き戻しオプション、早送りオプシ
ョン、及び、録画オプションなどの番組フロー制御オプションも表示される。
【００１８】
　必要に応じて、テレビ番組は、双方向テレビ・アプリケーション・ディスプレイ画面や
オーバーレイなどのグラフィックスを録画の一部として含めずに、録画されてもよい。必
要に応じて、テレビ番組は、ユーザが録画中に選択した音量設定の変更を録画に含めずに
、録画されてもよい。
【００１９】
　本双方向テレビ・アプリケーションは、ユーザとの相互作用中の適切なところで、様々
なＰＶＲ関連のオーバーレイを表示できる。例えば、録画がキャンセルされたとき、番組
の録画が開始されたとき、録画が完了したとき、又は、他のイベントが発生したとき、な
どにオーバーレイが表示される。ユーザは、進行中の録画をキャンセルすることができる
。例えば、ユーザは、リモコンの録画ボタンを押すことによって、又は、リモコン・ボタ
ンを押して現在のチャンネルを変えることによって、録画をキャンセルすることができる
。必要に応じて、ユーザが録画のキャンセルを肯定的に承認しない限り、ユーザは現在の
チャンネルを変えることができないようにしてもよい。
【００２０】
　本双方向テレビ・アプリケーションは、ユーザに、予約された録画が開始しようとして
いることのリマインダをユーザに提供することができる。リマインダは、録画予約開始前
の所定の時点で表示される。このリマインダは、録画予約された番組のタイトルを含む。
ユーザには、例えばリマインダ・オーバーレイにおいて特定の項目を選択することによっ
て、その番組が録画されるべきであることを承認する機会が与えられる。
【００２１】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、録画に対する消去優先度設定を
セットできる。ユーザは、特定の番組に対して消去優先度設定をセットすることができる
。ユーザは、包括的な消去優先度設定をセットすることもできる。本双方向テレビ・アプ
リケーションは、個々の録画が消去される順序を編集するためのユーザが選択可能なオプ
ションを提供する。消去優先度順序は、番組種類又は放送種類に基づいて、録画に対して
包括的にセットされる。消去優先度順序は、シリーズ録画の間にセットされる。所定期間
後及び番組視聴後に録画を消去するオプションも利用可能である。
【００２２】
　ＰＶＲ情報及び機能に関して複数の番組ガイドを提供する双方向テレビ・アプリケーシ
ョンが実現される。各番組ガイドは、例えば、世帯内の異なるユーザに対応する。特定の
ユーザに関連する情報は、そのユーザに対応した番組ガイドがアクセスされたときに、表
示及び／又は更新される。この番組ガイドは、ユーザごとに異なるやりとりを行うように
構成されてもよい。あるユーザについての録画一覧表及び／又は録画予約一覧表は、各自
自分の番組ガイドを利用している他のユーザは利用できない。現在のユーザを識別するた
めに、本双方向テレビ・アプリケーションは、ユーザに、自分の番組ガイドにログインす
ることを要求する。必要に応じて、ユーザは、ＰＶＲ関連機能及び／又情報にアクセスし
ようとする際にログインすることが要求されてもよい。各ユーザは、自分の番組ガイドを
用いて、異なる番組を録画するように選択することができる。ＰＶＲは、ユーザの選択に
基づいて、番組を録画する。録画は、いずれのユーザが現在本システムにログインしてい
るかにかかわらず、実行される。ユーザは、自分の録画一覧表から録画を削除することが
できる。本双方向テレビ・アプリケーションは、ユーザが消去するように選択した録画に
関連した情報を消去する。録画に関連した情報を消去すると、そのユーザの録画一覧表か
らその録画が消去される。本双方向テレビ・アプリケーションは、ユーザの選択に基づい
て、ＰＶＲから番組を消去する。ある録画が１以上のユーザに関連付けられている場合、
その録画に関連付けられたすべてのユーザがその番組を消去するように選択したときに、
本双方向テレビ・アプリケーションはその録画を消去できる。
【００２３】
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　ＰＶＲユーザは、ストレージ装置内の録画コンテンツに対して行われる変更について知
らされる。通知は、ある番組が録画されようとしている又は消去されようとしていること
をユーザに知らせるために送信される。番組ガイドが複数ある環境において、通知は、行
われようとしている変更に関係があるユーザに送られる。この通知は、ユーザに、行われ
ようとしている変更を承認又はキャンセルする機会を与える。この通知は、例えば、番組
ガイド・オーバーレイを通じて、電子メールを用いて、或いは、他の適切な技術を用いて
、送られる。通知は、ユーザによって以前に録画するように選択されたある番組が録画さ
れようとしていることを該ユーザに知らせることができる。通知は、自動的に録画が選択
された（例えば、ユーザ・プリファレンスに基づいて）番組が録画されようとしているこ
とをユーザに知らせることができる。通知は、ユーザが選択した消去優先度設定に基づい
てある番組が消去されようとしていることを該ユーザに知らせることができる。通知は、
自動消去設定に基づいてある番組が録画されようとしていることを該ユーザに知らせるこ
とができる。
【００２４】
　本双方向テレビ・アプリケーションは、ＰＶＲ上に現在記憶されている番組の総合リス
トを維持する。このリストは、録画されたすべての番組を含む。このリストは、（自動的
に又は手動で）消去されたが、依然としてＰＶＲの記憶媒体から利用可能である番組を含
む。例えば、一例として、録画を消去すると、ＰＶＲから録画の映像が実際には消去せず
に、その録画に関する特定の情報のみが消去されてもよい。
【００２５】
　番組を再録画しないように、本双方向テレビ・アプリケーションは、番組の総合リスト
をチェックし、録画するように選択された番組が既にＰＶＲから利用可能なものであるか
否かを判断する。本双方向テレビ・アプリケーションは、現在総合リスト上に存在する番
組を録画しない。ＰＶＲ上に現在記憶されている番組は、選択された録画の代わりに用い
ることができる。必要に応じて、ユーザに、総合リストを編集する機会が与えられてもよ
い。ユーザは、総合リストから番組を永久に削除することもできる。
【００２６】
　ＰＶＲなどのストレージ装置を用いて、記憶されたビデオ広告をユーザに提示すること
ができる。ビデオ広告は、フルスクリーン映像又は縮小版映像を用いて、提示できる。ビ
デオ広告は、例えば、ユーザが番組ガイドとのやりとりしているときに提示される。広告
の縮小版映像が、番組ガイド・ディスプレイ画面において提示されてもよい。ユーザが番
組ガイド・ディスプレイ画面において縮小版映像を選択すると、その広告のフルスクリー
ン映像が提示されてもよい。例えば、ユーザが番組ガイドに入ったとき（例えば、ユーザ
がライブのテレビを見ている間にリモコンのガイド・ボタンを選択したとき）に、記憶さ
れたビデオ広告が表示される。記憶されたビデオ広告は、ユーザに提示されているライブ
・ビデオ広告と連結されていてもよい。記憶されたビデオ広告は、例えば、このライブ・
ビデオが提示された後で、提示される。記憶されたビデオ広告は、ユーザ・プリファレン
スなどの基準に基づいて提示されてもよい。記憶されたビデオ広告が表示されたとき、現
在のテレビ・コンテンツはユーザのために一時停止されてもよい。記憶されたビデオ広告
を、ライブ・テレビ広告と差し替えることもできる。
【００２７】
　ＰＶＲなどのストレージ装置は、テレビ・コンテンツをバッファし、現在のテレビ・コ
ンテンツの流れを制御し、他のアクションを取る機会をユーザに提供するのに用いられる
。ユーザが新しいチャンネル又は番組に合わせると、ストレート・バッファが作成される
。このストレート・バッファは、現在見ている番組をバッファするために用いられる。必
要に応じて、現在の番組の残りを保持することに適したバッファ・サイズがそのバッファ
に割り当てられてもよい。ユーザが新しい番組を見始めるたびに、本双方向テレビ・アプ
リケーションは、新しいバッファを作成する。バッファ用のスペースは、ストレージ装置
上で利用可能な空きスペースを割り当てることによって、既存のバッファ（例えば、最も
古い現存バッファ）を消去することによって、或いは、既存のバッファの一部（例えば、
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最も古いバッファの最も古い部分）を消去することによって、割り当てることができる。
必要に応じて、バッファのサイズは、必要に応じて徐々に増加されてもよい。
【００２８】
　ユーザがある番組から離れて、再度戻ってきた場合、その番組のために作成されたバッ
ファは、ユーザがチャンネルを変える前にバッファされた映像と、ユーザがその番組に戻
ってきてからバッファされた映像とを結合できる。ユーザがチャンネルを変えていた前後
のその番組の別々の部分は、これら２つの部分を連結することによって、これら２つの部
分の間に空白映像を挿入することによって、これら２つの部分の間にテキストを挿入する
ことによって、これら２つの部分の間に他のコンテンツを挿入することによって、或いは
、これらの組み合わせによって、結合される。必要に応じて、これら２つの部分の間に挿
入されるコンテンツは、これら部分の間の中断期間の長さに相当する持続時間を有しても
よい。チューナが複数個ある環境においては、番組のバッファに、ユーザがチャンネルを
変えていたために見逃した映像部分が含まれるようにできる。複数のチューナにより、Ｐ
ＶＲは異なる番組を並列にバッファすることができる。また、複数のチューナを用いれば
、１つの番組を見ながら別の番組を録画できる、或いは、２以上の番組を同時に録画でき
る。
【００２９】
　ユーザは、バッファを用いて番組の流れを制御できる。ユーザは、番組バッファから再
生している番組を巻き戻すことができる。現在の番組を該番組の先頭へ巻き戻していると
き、ユーザが再度巻き戻しを選択すると、前の番組にスキップできる。番組の終わりに到
達するために早送りを用いると、番組が再生を停止してもよく、或いは、バッファから次
の番組が再生されてもよい。
【００３０】
　現在の番組についてのバッファは、ユーザがその番組を録画するように選択したとき、
録画の一部として用いることができる。バッファされている番組は、現在放送中のその番
組の映像を録画すると共に、バッファされたその番組の以前の部分を保存することによっ
て、録画することができる。本双方向テレビ・アプリケーションは、放送が終了した番組
についてのバッファを保持しておくことができる。ユーザは、現在番組バッファに記憶さ
れている番組一覧表を見ることができる。ユーザがその番組を録画するように選択すると
、本双方向テレビ・アプリケーションは、番組のバッファを録画として保存する。その番
組が終わった後でも、この選択は行うことができる。
【００３１】
　ストレージ装置のストレージ・スペースは、自動的に又は手動で番組をバッファするの
に割り当てられる。本双方向テレビ・アプリケーションは、ストレージ装置のストレージ
・スペースの全部又は一部を番組をバッファするのに自動的に割り当てる。必要に応じて
、バッファに用いられるトータルのサイズ、一度に使用可能なバッファ総数、各バッファ
のサイズ、及び、バッファが消去される頻度、をセットする機会がユーザに与えられても
よい。
【００３２】
　本双方向テレビ・アプリケーションは、ユーザが本双方向テレビ・アプリケーションと
やりとりしているとき、ユーザが見ているテレビ・コンテンツを自動的に一時停止する。
ユーザが見ている現在のテレビ番組又はコマーシャルは、番組ガイド・ディスプレイ画面
又は記憶されたビデオ広告が表示されたとき、一時停止される。テレビ・コンテンツは、
ユーザが本双方向テレビ・アプリケーションとやりとりしている間、或いは、記憶された
ビデオ広告を見ている間、一時停止されたままである。ユーザが本双方向テレビ・アプリ
ケーションから出ると、このテレビ・コンテンツの表示が再開される。このテレビ・コン
テンツの表示は、一時停止されたところから再開される。必要に応じて、本双方向テレビ
・アプリケーションが、テレビ・コンテンツが自動的に一時停止されたところから再開さ
れるべきか、或いは、現在の位置から再開されるべきか、を選択する機会をユーザに与え
てもよい。
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【００３３】
　他のＰＶＲ関連機能も提供される。本双方向テレビ・アプリケーションは、録画予約の
状態に基づいて変化する録画予約アイコンを表示する。本双方向テレビ・アプリケーショ
ンにより、ユーザは、キーワードによる録画を作成することができる。本双方向テレビ・
アプリケーションにより、ユーザは、番組に対して録画優先度を設定することができる。
録画優先度設定は、例えば、「見逃せない」優先度、「できれば見逃したくない」優先度
、「望ましくは見逃したくない」優先度、又は、「スペースが空いていれば録画したい」
優先度、などのあらゆる適切な録画優先度を含む。ユーザにその中から選べる３以上の異
なる録画優先度レベルを提供すると、ユーザはより柔軟に自分の録画プリファレンスを設
定することができる。本双方向テレビ・アプリケーションは、ブラウズ・オーバーレイ、
番組一覧表ディスプレイ画面、又は、他の一覧表画面内に、録画済番組を表示す。録画済
番組は、周期的に予定された番組の中にリストアップされる。
【００３４】
　本双方向テレビ・アプリケーションは、ＰＶＲ上のどのくらいのメモリが利用可能であ
るかを示すと共に、各録画優先度レベルにおいてどのくらいのメモリが利用可能であり、
現在の録画設定に基づくとメモリはいつ足りなくなるかを具体的に示す。
【００３５】
　再生制御は、番組を異なる速度で早送り及び巻き戻しする際に用いられる。異なるスピ
ードの範囲は、例えば、様々なスローモーション速度から様々な早送り速度までの範囲を
含む。本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ＶＯＤ番組の録画を予約す
ることができる。本双方向テレビ・アプリケーションは、ＶＯＤ番組が録画される時間を
候補を提案する。本双方向テレビ・アプリケーションは、録画の重複を回避するために、
現在の録画予約及びリマインダに基づいて、ＶＯＤ番組を録画する時間を提案する。ＶＯ
Ｄ又はＰＰＶ番組がコピープロテクトされたものとしてマークしてある場合、本双方向テ
レビ・アプリケーションは、ユーザがそのコピープロテクトされた番組に対して録画を予
約できるか否かを制限できる。
【００３６】
　ＶＯＤ及びＰＰＶ番組は、使用態様に応じて異なる料金を持つように値付けすることが
できる。例えば、ある番組を視聴する際の料金と、ある番組を録画する際の料金と、ある
録画を再生する度に掛かる料金とがそれぞれ異なってもよい。また、双方向テレビ・アプ
リケーションは、普通のコンテンツのペイ・パー・レコーディング（有料録画）及びペイ
・パー・プレイ（有料再生）をサポートすることもできる。また、双方向テレビ・アプリ
ケーションは、ユーザがリモート・サーバ上で利用しているストレージ・スペースの量に
応じて録画スペースに対する料金を支払う（例えば、リモート・サーバにおいてユーザの
個人的な映像を記憶しているストレージ量に対して料金を支払う）システムをサポートす
ることもできる。
【００３７】
　ローカルに記憶・表示されるテレビ広告及び他のコンテンツにプッシュする双方向テレ
ビ・アプリケーションが実現される。
【００３８】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、時間、日付、チャンネル、及び
、録画時間を指定することによって、手動録画をセットすることができる。本双方向テレ
ビ・アプリケーションがこの手動録画に合致するデータを特定すると、この手動録画は、
番組ベースの録画（単発録画）に変換される。
【００３９】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、録画済番組を編集することがで
きる。編集機能には、録画から一部を削除すること、録画からコマーシャルを削除するこ
と、録画済番組を結合すること、録画の再生リストを作成すること、又は、迅速な参照の
ために録画済番組内の位置にマークを付けること、などの適切な編集機能が含まれる。
【００４０】
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　本発明の原理及び利点は、図面と共に以下の詳細な説明を考察することによってより明
確となるであろう。
【００４１】
　本発明に係る双方向テレビ・システムの一例を図１に示す。便宜上、図１の双方向テレ
ビ・システムは、双方向テレビ番組ガイド・システムとの関連で主として説明される場合
もある。ここで図１を参照する。双方向テレビ番組ガイド・システムの一例であるシステ
ム１００は、主設備１０２、分配設備１１０、及び、ユーザ装置１２２を有する。この双
方向テレビ番組ガイド・システム１００は、複数の主設備１０２を含んでもよい。しかし
ながら、図を過度に複雑にしないために、図１には主設備１０２を１つしか図示しない。
【００４２】
　主設備１０２は、番組ガイドデータベース１０６からの双方向テレビ番組ガイド情報を
記憶・分配するサーバ１０４を備える。番組ガイドデータベース１０６は、テレビ番組一
覧表情報、サービス一覧表情報、番組関連情報、ペイ・パー・ビュー注文情報、又は、プ
ロモーション情報などのあらゆる適切な番組ガイド情報を記憶することができる。主設備
１０２は、この番組ガイド情報を通信パス１０８を通じて分配設備１１０に分配すること
ができる。
【００４３】
　通信パス１０８は、例えば、衛星リンク、ケーブルリンク、光ファイバリンク、マイク
ロ波リンク、電話網リンク、インターネットリンク、又はこれらリンクの組み合わせ、な
どのあらゆる適切な通信パスでよい。データ信号に加えて映像信号（例えばテレビ番組）
を通信パス１０８上で送信することが望まれる場合、衛星リンクなどの比較的高い帯域幅
リンクの方が、電話線などの比較的低い帯域幅リンクより好ましい。図を過度に複雑にし
ないために、図１には分配設備１１０を１つしか図示していない。双方向サービスの実行
に複数の分配設備が関与することも可能である。
【００４４】
　主設備１０２によって分配設備１１０へ送信される番組ガイド情報又はコンテンツは、
テレビ番組一覧表データ（例えば、番組時間、チャンネル、タイトル、概要、番組種類、
ジャンル、俳優、など）などのあらゆる適切なデータを含む。
【００４５】
　主設備１０２から分配設備１１０へ送信されるプロモーション情報は、様々なプロモー
ション・バナー、プロモーション広告、プロモーション・スローガン、又は、プロモーシ
ョン広告、などのあらゆる適切なプロモーション・マテリアルを含む。
【００４６】
　分配設備１１０は、テレビ放送用テレビ分配設備、ケーブルシステム・ヘッドエンド、
又は、衛星分配設備、などの視聴者に信号を分配するあらゆる適切な分配設備でよい。分
配設備１１０は、通信パス１１４を通じて、ユーザ装置１２２へ番組ガイド情報（又はコ
ンテンツ）を分配する。分配設備１１０は、番組ガイド情報を分配するサーバ１１２を備
える。また、サーバ１１２は、テレビ番組や音楽などのあらゆる適切な種類の媒体を分配
する通信も処理できる。サーバ１１２は、様々な番組ガイド情報を記憶するローカルデー
タベース１１６を備える。サーバ１１２は、録画された番組をリモートに記憶するために
ストレージ１１７を備える。番組及び／又は関連情報は、リモートに、又は、ユーザ装置
１２２ローカルに、録画及び／又は記憶することができる。また、ローカル及びリモート
でのストレージ及び／又は録画を組み合わせて用いることもできる。遠隔録画機能を備え
たクライアント／サーバ・ベースの双方向テレビ番組ガイド・システムは、例えば、１９
９９年６月１１日に出願されたＥｌｌｉｓらによる米国特許出願第０９／３３２，２４４
号に記載されている。この文献は、その全体が参考文献としてここに組み込まれる。番組
及び番組情報を記憶する追加的技術は、例えば、１９９８年９月１７日に出願されたＨａ
ｓｓｅｌｌらによる米国特許出願第０９／１５７，２５６号に記載されている。この文献
は、その全体が参考文献としてここに組み込まれる。加えて、サーバ１１２は、準ビデオ
・オン・デマンドやビデオ・オン・デマンドなどの他の双方向サービスを提供する能力を
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持つことも可能である。サーバ１１２は、１以上のコンピュータを備えてもよい。
【００４７】
　必要に応じて、分配設備１１０に分配される情報の一部又は全部を主設備１０２以外の
情報源を用いて提供できるようにしてもよい。例えば、分配設備１１０は、通信パス１２
０を通じてワイド・エリア・ネットワーク１１８（例えばインターネット）から情報を受
信することができる。通信パス１２０は、例えば、Ｔ１リンク、ディジタル加入者回線（
ＤＳＬ）リンク、ケーブルモデムリンク、又は、アナログモデムリンク、などのあらゆる
適切なリンクでよい。
【００４８】
　必要に応じて、主設備１０２及び分配設備１１０以外の設備を用いて、データをユーザ
装置１２２に提供できるようにしてもよい。例えば、ユーザ装置１２２は、通信パス６２
を通じて、ワイド・エリア・ネットワーク１１８から直接データを受信してもよい。通信
パス６２は、例えば、Ｔ１リンク、ディジタル加入者回線（ＤＳＬ）リンク、ケーブルモ
デムリンク、アナログモデムリンク、又は、ページングシステムにおける無線周波数など
の無線周波数リンク、などのあらゆる適切なリンクでよい。別の例として、衛星放送シス
テム（図示せず）などの別個の設備がユーザ装置１２２にデータを送信し、ユーザ装置１
２２が衛星受信システム（図示せず）を通じてデータを受信してもよい。
【００４９】
　通信パス１１４は、分配設備１１０がそれにより番組ガイド情報、テレビ番組、及び、
他のあらゆる適切な情報、データ、又は、媒体をユーザ装置１２２へ分配できるものであ
れば、あらゆる適切な種類のリンクでよい。各ユーザ装置１２２を分配設備１１０へつな
げる通信パス１１４は２以上存在してもよい。例えば、分配設備１１０がケーブルヘッド
エンドの場合、ユーザ装置１２２は、ケーブルリンクを通じて情報を受信し、ディジタル
シリアルリンクやダイヤルアップモデム接続などの適切なリンクを通じて、情報を分配設
備１１０に送信することができる。通信パス１１４の各々は、単方向でもよく、或いは、
双方向でもよい。
【００５０】
　ユーザ装置１２２は、通信パス６２、通信パス１１４、又は、通信パス１２０を通じて
、電子メールを送信又は受信するように設定することができる。ユーザ装置１２２は、分
配設備１１０又は他の設備によって送信された電子メールを受信することができる。
【００５１】
　ここに開示された実施形態に係る双方向テレビ・アプリケーションをユーザ装置１２２
上で実行し、ユーザに双方向サービスを提供することができる。双方向サービスにより、
ユーザは、例えば、特定のチャンネルをお気に入りに設定することによって、或いは、チ
ャンネルを変えることによって、或いは、ＰＰＶ映画を注文することによって、或いは、
録画する番組を選択することによって、或いは、録画された番組を再生することによって
、テレビ・アプリケーションとやりとりすることができる。
【００５２】
　双方向テレビ・アプリケーションは、双方向テレビ番組ガイド・アプリケーションでも
よく、或いは、双方向サービスのユーザへの提供を可能にする双方向パーソナルビデオレ
コーダ・アプリケーションでもよい。
【００５３】
　映像取扱可能装置１２４は、例えば、ビデオカメラやポータブル・コンピュータなどの
映像を生成又は記憶する能力を持った映像装置である。映像取扱可能装置１２４は、通信
接続１２６（例えば、ファイヤライン接続やＲＳ－２３２接続など）を通じてユーザ装置
１２２へ接続されてもよく、或いは、ユーザ装置１２２内に一体化されてもよい。双方向
テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、映像取扱可能装置１２４から映像を転送し
、ユーザ装置１２２に記憶することができる。転送された映像は、例えば、ユーザ装置１
２２の一部であるＰＶＲに記憶される。映像取扱可能装置１２４からの映像は、例えば、
ユーザ装置１２２に記憶され、後でユーザに提示される。
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【００５４】
　ユーザ装置１２２は、テレビ・プラットフォームをベースにしてもよく、及び／又は、
コンピュータ・プラットフォームをベースにしてもよい。例えば、ユーザ装置１２２は、
ユーザテレビ装置（例えば、テレビ、ＰＶＲ、及び、セットトップ・ボックス）を含んで
もよく、或いは、ユーザコンピュータ装置（例えば、デスクトップ・コンピュータ、ラッ
プトップ・コンピュータ、パーソナル・ディジタル・アシスタントや他の小型パーソナル
・コンピュータ装置などの手持ち式コンピュータ装置など）を含んでもよく、或いは、双
方向テレビ番組ガイドを実行する他の適切なユーザ設備を含んでもよい。ユーザコンピュ
ータ装置は、一体化されたセットトップ・ボックス回路又はパーソナル・コンピュータ・
テレビ（ＰＣ／ＴＶ）を有するコンピュータベースの受信器を含んでもよい。必要に応じ
て、ユーザテレビ装置は、電子メールを受信するコンピュータ装置を備えてもよい。
【００５５】
　図２Ａは、セットトップ・ボックス配置をベースとしたユーザテレビ装置の一例２００
を示す。ユーザテレビ装置２００は、セットトップ・ボックス２０２、録画装置２０４、
ディスプレイ装置２０６、及び、リモコン２１２を含む。図２Ａは、セットトップ・ボッ
クス２０２が録画装置２０４に接続されていること、及び、録画装置２０４がディスプレ
イ装置２０６に接続されていること、を示している。これら接続は、有線接続でもよく、
無線接続でもよい。また、図２Ａは、リモコン２１２が、無線リンク２１４を通じて、セ
ットトップ・ボックス２０２、録画装置２０４、及び、ディスプレイ装置２０６と通信で
きることも示している。当業者には明らかなように、セットトップ・ボックス２０２、録
画装置２０４、リモコン２１２、及び、ディスプレイ装置２０６は、図２Ａに示されたの
とは異なる形で相互接続されてもよく、また、構成要素が追加又は削除されてもよい。例
えば、録画装置２０４は、１つの装置としてセットトップ・ボックス２０２と一体化され
てもよい（例えば図２Ｂ参照）。
【００５６】
　セットトップ・ボックス２０２は、分配設備１１０（図１）によって送信された信号（
例えば、音声、映像、又は、双方向テレビ・アプリケーション・データ、など）を受信す
る。セットトップ・ボックス２０２は、ユーザの個人プリファレンス設定、ユーザが選択
したリマインダ、又は、他の情報を記憶するストレージ装置（例えば、ハード・ドライブ
）又はメモリを備える。便宜上、セットトップ・ボックス２０２を受信器又はチューナと
して用いるユーザテレビ装置２００との関連で、本発明を説明する。必要に応じて、ユー
ザテレビ装置２００は、１つの番組を見ながら同時に別の番組を録画することを可能にす
る複数のチューナを備えてもよい。視聴と録画を同時に行う能力を備えた双方向テレビ番
組ガイドの一例は、例えば、１９９９年６月１１日に出願されたＬｅｍｍｏｎｓらによる
米国特許出願第０９／３２９，８５０号に記載されている。この文献は、その全体が参考
文献としてここに組み込まれる。
【００５７】
　セットトップ・ボックス２０２は、録画装置２０４と接続される。録画装置２０４は、
ＰＶＲ２０８やＶＣＲ２１０などの適切な録画装置を有する。録画装置２０４は、ＰＶＲ
２０８及びＶＣＲ２１０の一方を備えてもよく、双方を備えてもよい。ユーザが番組を録
画したい場合には、セットトップ・ボックス２０２が手動で又は自動的に特定のチャンネ
ルに合わせられ、その番組を録画するための制御信号が録画装置２０４へ送信される。
【００５８】
　データリンク２０９は、ＰＶＲ２０８とＶＣＲ２１０とを接続するものであり、例えば
ケーブルリンクなどの適切なデータリンクである。データリンク２０９を用いれば、番組
用音声／映像信号をＰＶＲ２０８とＶＣＲ２１０との間で転送させることができる。
【００５９】
　セットトップ・ボックス２０２は、音声／映像信号及びグラフィックスを表す信号をユ
ーザに提示するためにディスプレイ装置２０６に送信する。必要に応じて、セットトップ
・ボックス２０２は、録画装置２０４を通じてディスプレイ装置２０６へ信号をルーティ
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ングしてもよい。必要に応じて、セットトップ・ボックス２０２によって生成されたグラ
フィックス及び録画装置２０４の録画中に行われた音量変更が録画の一部として保存され
ないように、セットトップ・ボックス２０２、録画装置２０４、及び、ディスプレイ装置
２０６を設定することも可能である。ディスプレイ装置２０６は、例えば、テレビ、コン
ピュータ・モニタ、モニタ及びスピーカを備えたコンピュータ・システム、又は、フラッ
トパネル・ディスプレイ、などの適切なディスプレイ装置でよい。
【００６０】
　セットトップ・ボックス２０２は、ＰＶＲ２０８とクライアント／サーバの関係を持つ
ように配置される。本発明の一実施形態において、セットトップ・ボックス２０２はサー
バとして機能し、ＰＶＲ２０８はクライアントとして機能する。リモコン２１２又は他の
入力装置から受信されたすべての情報リクエストは、最初にセットトップ・ボックス２０
２を通じてルーティングされる。例えば、ユーザがＰＶＲ情報又はＰＶＲ録画をリクエス
トした場合、そのリクエストは、まず、ＰＶＲ２０８と通信して情報又は録画を取得する
ことが可能なセットトップ・ボックス２０２によって処理される。セットトップ・ボック
ス２０２は、ＰＶＲ２０８との通信に基づいて、音声／映像信号及びグラフィックスを表
す信号をディスプレイ装置２０６へ送信する。ＰＶＲ２０８とセットトップ・ボックス２
０２との間で通信及びオペレーションを確立するのには他の配置を用いることもできる。
ディスプレイ装置２０６との通信及びオペレーションを確立するのにも他の配置を用いる
ことができる。
【００６１】
　セットトップ・ボックス２０２、パーソナルビデオレコーダ２０８、図１のサーバ１１
２、又は、これらの組み合わせ、などの適切な装置に、１人以上のユーザ向けの個人情報
を記憶することができる。個人情報は、例えば、ユーザ・プロファイル、プリファレンス
、視聴履歴、録画履歴、などを含む。個人情報を用いると、個人情報に一致する番組を自
動的に録画することができる。もうすぐ始まる番組に関する情報がユーザ・プリファレン
スなどのそのユーザの個人情報に一致したとき、或いは、もうすぐ始まる番組に関する情
報が記憶された個人情報に匹敵するとき、番組が録画される。個人化機能を有する双方向
テレビ番組ガイドの一例は、２００１年１０月９日に出願されたＴｈｏｍａｓらによる米
国特許出願第０９／９７４，６４６号に記載されている。この文献は、その全体が参考文
献としてここに組み込まれる。
【００６２】
　ユーザは、ユーザテレビ装置２００の構成要素のいずれともやりとりすることができ、
リモコン２１２などの１以上の入力装置を用いて、双方向テレビ・アプリケーションとや
りとりすることができる。リモコン２１２は、様々なボタンを有する。ユーザは、これら
ボタンを押して、双方向テレビ番組ガイドなどの双方向テレビ・アプリケーションの一部
とやりとりする。便宜上、本発明の多くの態様は、主としてリモコンである入力装置との
関連で説明される。従来のキーボード、ワイヤレス・キーボード、タッチスクリーン・デ
ィスプレイ・リモート、手持ち式コンピュータ、マウス、トラックボール、又は、タッチ
パッドなどの他の適切な入力装置を用いることもできる。
【００６３】
　双方向テレビ番組ガイド・アプリケーションなどの双方向テレビ・アプリケーションは
、ユーザ装置２００上でローカルに実行されてもよく、或いは、番組ガイド・アプリケー
ションの一部がユーザ装置２００上でローカルに実行されるクライアント／サーバ・アー
キテクチャ又は分配アーキテクチャを用いて実行されてもよい。クライアント／サーバ番
組ガイドの一例は、例えば、１９９９年８月１３日に出願されたＥｌｌｉｓらによる米国
特許出願第０９／３７４，０４３号に記載されている。この文献は、その全体が参考文献
としてここに組み込まれる。必要に応じて、ここで説明した特徴及び機能性を提供する双
方向テレビ・アプリケーションは、ＰＶＲ２０８及び／又はセットトップ・ボックス２０
２上で部分的に実行されてもよい。
【００６４】
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　図２Ｂは、パーソナルビデオレコーダがセットトップ・ボックスと一体化されたユーザ
テレビ装置９９００の別の実施形態を示す。ここで図２Ｂを参照する。ユーザ装置９９０
０は、ＰＶＲ一体化セットトップ・ボックス９９０２、ディスプレイ装置９９０４、及び
、リモコン９９０６を含む。ＰＶＲ一体化セットトップ・ボックス９９０２は、ディスプ
レイ装置９９０４に接続される。必要に応じて、ユーザテレビ装置９９００は、セットト
ップ・ボックス９９０２とディスプレイ装置９９０４との間に配置されたＶＣＲなどの録
画装置を含んでもよい。セットトップ・ボックス９９０２、ディスプレイ装置９９０４、
及び、録画装置を接続するのには他の配置を用いることもできる。
【００６５】
　ＰＶＲ一体化セットトップ・ボックス９９０２は、分配設備１１０（図１）によって送
信された信号を受信する。ＰＶＲ一体化セットトップ・ボックス９９０２は、ユーザの個
人プリファレンス設定、ユーザに選択されたリマインダ、録画、又は、番組情報、などの
情報を記憶するストレージ装置又はメモリを有する。必要に応じて、セットトップ・ボッ
クス９９０２の一部であるＰＶＲを、これら情報を記憶するのに用いてもよい。ＰＶＲハ
ードウェア及び／又はソフトウェアをセットトップ・ボックス・ハードウェア及び／又は
ソフトウェアと一体化して、セットトップ・ボックス９９０２とすることができる。ユー
ザが番組を録画したい場合、この一体化されたＰＶＲを用いて、セットトップ・ボックス
９９０２を特定のチャンネルに合わせ、その番組を録画させることができる。必要に応じ
て、ユーザが、双方向テレビ・アプリケーションを利用して、ＰＶＲが記録した音声／視
覚信号をセットトップ・ボックス９９０２とセットトップ・ボックス９９０２の外部装置
である録画装置との間で転送できるようにしてもよい。
【００６６】
　ユーザは、ユーザテレビ装置９９００の構成要素とやりとりすることができ、リモコン
９９０６などの１以上の入力装置を用いて、ワイヤレスリンク９９１０を通じて、双方向
テレビ・アプリケーションとやりとりすることができる。
【００６７】
　図２Ｃは、パーソナルビデオレコーダ・サービスを提供する別の配置を示す。この配置
では、遠隔サーバによりパーソナルビデオレコーダ・サービスが提供される。ここで、図
２Ｃを参照する。ユーザ装置９９２０は、セットトップ・ボックス９９２２、ディスプレ
イ装置９９２６、及び、リモコン９９３６を含む。ユーザ装置９９２０は、セットトップ
・ボックス９９２２などのサーバ９９０８と通信する装置を含む。サーバ９９０８は、パ
ーソナルビデオレコーダ・サービスをユーザ装置９９２０に提供するように構成される。
サーバ９９０８は、例えば、ユーザ装置９９２０のために自動的に番組を録画してもよく
、或いは、ユーザの選択に基づいて番組を録画してもよい。サーバ９９０８は、録画を再
生し、ディスプレイ装置９９２６上に表示する。他のＰＶＲに関連した機能を提供するこ
とも可能である。サーバ９９０８は、図１の分配設備１１０などの分配設備に配置された
サーバでもよく、或いは、他の適切な場所に配置されてもよい。
【００６８】
　必要に応じて、ユーザ装置は、パーソナルビデオレコーダ９９２８やビデオカセット・
レコーダ９９３０などの１以上の録画装置を含む録画装置９９２４を含んでもよい。録画
装置９９２４は、必要に応じて、追加的録画機能及び／又は能力をユーザに提供してもよ
い。例えば、録画装置９９２４は、サーバ９９０８から再生されている又はサーバ９９０
８上に記憶されている番組を録画又は転送するのに用いられてもよい。セットトップ・ボ
ックス９９２２は、分配設備１１０（図１）によって送信された信号を受信する。セット
トップ・ボックス９９２２は、ユーザの個人プリファレンス設定やユーザに選択されたリ
マインダなどの情報を記憶するストレージ装置又はメモリを含む。必要に応じて、サーバ
９９０８又は記録デバイス９９２４がこれら情報を記憶するのに用いられてもよい。
【００６９】
　セットトップ・ボックス９９２２は、音声／映像信号及びグラフィックスを表す信号を
ユーザに提示するために録画装置９９２４を通じてディスプレイ装置９９２６に送信する
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。
【００７０】
　ユーザは、ユーザ装置９９２０の構成要素のいずれともやりとりすることができ、リモ
コン９９３６などの１以上の入力装置を用いて、ワイヤレスリンク９９３４を通じて、双
方向テレビ・アプリケーションとやりとりすることができる。リモコン９９３６を用いれ
ば、セットトップ・ボックス９９２２を通じてサーバ９９０８とやりとりすることができ
る。これら及び他のオプションの一例は、１９９８年６月１６日に出願されたＲｕｄｎｉ
ｃｋらによる米国特許出願第０９／３３０，８６０号に記載されている。この文献は、そ
の全体が参考文献としてここに組み込まれる。
【００７１】
　図３は、様々なファンクション・ボタンを含むリモコンの一例３０８を示す。リモコン
３０８は、双方向テレビ・アプリケーションにおいて頻繁に使用されるアクションへのア
クセスをユーザに提供する主要オプション・ボタン３０２を有する。主要オプション・ボ
タン３０２は、電源ボタン３２０、メニュ・ボタン３３２、情報ボタン３１０、ロック・
ボタン３２２、終了ボタン３２４、音楽ボタン３１４、及び、編集ボタン３１６、を有す
る。ユーザは、メニュ・ボタン３３２を用いて、メニュ・ディスプレイ画面を表示させる
ことができる。ユーザは、情報ボタン３１０を用いて、情報ディスプレイ画面を表示させ
ることができる。ユーザは、ロック・ボタン３２２を用いて、特定の番組、チャンネル、
又は、他のテレビ・コンテンツへのアクセス権を修正することができる。ユーザは、終了
ボタン３２４を用いて、番組ガイド又は他のアプリケーションを終了させることができる
。ユーザは、音楽ボタン３１４を用いて、音声を搬送する音楽チャンネルを傾聴すること
ができる。ユーザは、編集ボタン３１６を用いて、コマーシャルの除去、番組の部分消去
、又は、他の編集機能の実行、などの記憶された番組コンテンツの編集を行うことができ
る。
【００７２】
　リモコン３０８は、英数字入力に用いられる英数字ボタン３０４を有する。英数字ボタ
ン３０４は、更に、ラスト・ボタン３３４を有する。ユーザは、ラスト・ボタン３３４を
用いて、最後に見たチャンネル又は最後の画面に戻ることができる。
【００７３】
　リモコン３０８は、ユーザ装置（例えば、図２Ａのユーザ装置２００）によって実行さ
れるタスクを指示する手段を提供するタスク・ボタン３０６を有する。タスク・ボタン３
０６は、例えば、再生ボタン３３８、一時停止ボタン３４０、停止ボタン３４２、巻き戻
しボタン３４４、早送りボタン３４６、録画ボタン３３６、又は、「ＯＫ」ボタン３１２
、などのあらゆる適切な制御ボタンを含む。
【００７４】
　リモコン３０８は、音量（ＶＯＬ）制御ボタン３２６、ナビゲーション・ボタン３３０
、及び、チャンネル（ＣＨ）制御ボタン３２８、を含む制御ボタン３８８を有する。ユー
ザは、ナビゲーション・ボタン３３０を用いて、所望のエレメント（例えば、カーソルや
ハイライト・ウィンドウ、など）をディスプレイ画面内で垂直方向又は水平方向に調整又
は移動させることができる。例えば、所望のエレメントが双方向テレビ・アプリケーショ
ンのディスプレイ画面におけるカーソルである場合、ナビゲーション・ボタン３３０を用
いて、該カーソルをディスプレイ画面内で動かすことができる。ユーザは、タスク・ボタ
ン３０６内のＯＫボタン３１２をナビゲーション・ボタン３３０と共に用いて、画面上で
の選択を行うことができる。ここでは、リモコンのボタンをリモコン・キーと呼ぶ場合も
ある。
【００７５】
　パーソナルビデオレコーダ機能には、例えば、双方向テレビ番組ガイドのメインメニュ
・ディスプレイ画面からアクセスすることができる。図４は、メインメニュ・ディスプレ
イ画面からＰＶＲ関連機能へアクセスするプロセスの一例４００を示す。ここで、図４を
参照する。ステップ４０２において、双方向テレビ・アプリケーションは、（図５に一例
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を示す）メインメニュ・ディスプレイ画面を表示する。ステップ４０２は、例えば、ユー
ザがリモコンのメニュ・ボタンを押したとき、或いは、ユーザが他の適切な行動をとった
とき、に実行される。ステップ４０２において、ユーザは、ＩＰＧアプリケーションを用
いて、番組一覧表ディスプレイ画面、録画ディスプレイ画面、又は、録画予約ディスプレ
イ画面、などの適切な画面又はオプションにメインメニュ・ディスプレイ画面からアクセ
スすることができる。
【００７６】
　ステップ４０４において、双方向テレビ・アプリケーションは、例えばユーザがメイン
メニュ・ディスプレイ画面に表示された番組一覧表オプションを選択したとき、番組一覧
表ディスプレイ画面を表示する。
【００７７】
　様々な種類の番組一覧表ディスプレイ画面を表示することができる。ステップ４１４に
おいて、双方向テレビ・アプリケーションは、例えばユーザが時間別番組一覧表オプショ
ンを選択したときに、時間別の番組一覧表ディスプレイ画面を表示する。ステップ４１６
において、双方向テレビ・アプリケーションは、例えばユーザがチャンネル別番組一覧表
オプションを選択したときに、チャンネル別番組一覧表ディスプレイ画面を表示する。ス
テップ４１８において、双方向テレビ・アプリケーションは、例えばユーザが種類別番組
一覧表オプションを選択したときに、種類別番組一覧表ディスプレイ画面を表示する。ス
テップ４２０で、双方向テレビ・アプリケーションは、例えばユーザによって選択された
検索からの検索結果が表示されたとき、検索番組一覧表ディスプレイ画面を表示する。ス
テップ４１４、４１６、４１８、及び、４２０に基づいて提供されるディスプレイ画面の
一例は、図７及び１３～１５に示す。
【００７８】
　ステップ４０５において、双方向テレビ・アプリケーションは、例えばユーザがメイン
メニュ・ディスプレイ画面に表示されたＰＶＲセットアップ・オプションを選択したとき
、ＰＶＲセットアップ・ディスプレイ画面を表示する。ステップ４０５を提供するのに関
連する複数のステップの一例は、図１７に示す。ステップ４０６において、双方向テレビ
・アプリケーションは、例えばユーザがメインメニュ・ディスプレイ画面に表示された録
画オプションを選択したとき、録画ディスプレイ画面を表示する。ステップ４０６を提供
するのに関連する複数のステップの一例は、図３５に示す。ステップ４０８において、双
方向テレビ・アプリケーションは、例えばユーザがメインメニュ・ディスプレイ画面に表
示された録画予約オプションを選択したとき、録画予約ディスプレイ画面を表示する。ス
テップ４０８を提供するのに関連する複数のステップの一例は、図４２に示す。ステップ
４１０において、双方向テレビ・アプリケーションは、例えばユーザがメインメニュ・デ
ィスプレイ画面に表示された消去優先度オプションを選択するとき、消去優先度ディスプ
レイ画面を表示する。ステップ４１２で、双方向テレビ・アプリケーションは、例えばユ
ーザがメインメニュ・ディスプレイ画面に表示された優先レベル情報オプションを選択し
たとき、優先レベル情報ディスプレイ画面を表示する。
【００７９】
　図５は、双方向テレビ・アプリケーションによって提供されるメインメニュ・ディスプ
レイ画面の一例５００を示す。ディスプレイ画面５００は、選択可能な広告５０２、選択
可能なＰＰＶ広告５０４、及び、選択可能な水平バー広告５２０を含む。また、ディスプ
レイ画面５００は、番組一覧表見出し５０８、ケーブルテレビ・ショーケース５１０、及
び、視聴者サービス見出し５１２、などの様々なメニュ見出しを含む。
【００８０】
　番組一覧表見出し５０８は、例えば、時間別オプション５０９、チャンネル別オプショ
ン５１１、スポーツ・オプション５１３、及び、検索オプション５１４、などの番組一覧
表を表示するオプション用の見出しである。ケーブルテレビ・ショーケース見出し５１０
は、例えば、ＰＰＶオプション５１６やＶＯＤオプション５１７などのケーブルテレビ事
業者によって展示されたオプション用の見出しである。視聴者サービス５１２は、ユーザ
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へのＰＶＲサービスなどの様々な双方向サービスを提供するオプション用の見出しである
。
これらオプションは、例えば、録画オプション５１８、録画予約オプション５２４、消去
優先度オプション５２６、ＰＶＲセットアップ・オプション５２８、及び、優先度情報オ
プション５３０などを含む。
【００８１】
　ディスプレイ画面５００は、ハイライト・ウィンドウ５２２を含む。双方向テレビ・ア
プリケーションにより、ユーザは、リモコンのナビゲーション・ボタンを用いて、ハイラ
イト・ウィンドウ５２２をディスプレイ画面５００内で移動させることができる。ユーザ
は、ハイライト・ウィンドウ５２２が選択する項目上に位置するときに、リモコンの「Ｏ
Ｋ」ボタンなどのデータ入力ボタンを押すことによって、ディスプレイ画面５００上でそ
の項目を選択することができる。
【００８２】
　必要に応じて、ディスプレイ画面５００において提供される双方向機能は、他の手段を
通じてアクセス可能であってもよい。
【００８３】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、一覧表画面、ブラウズ・オーバ
ーレイ、フリップ・オーバーレイ、番組映像、又は、広告、などの適切な場所からのＰＰ
Ｖ及び非ＰＰＶ番組についての録画を予約及び設定できる。図６は、録画される非ＰＰＶ
及び非ＶＯＤ番組を選択・設定するプロセスの一例６００を示す。ステップ６１２におい
て、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ある番組について録画ボタン
を選択することによって、録画する番組を選択することができる。この録画ボタンは、実
際には、ディスプレイ画面、オーバーレイ、又は、ユーザが見ている映像などのあらゆる
適切なものの中から選択することができる。この録画ボタンは、例えば、番組一覧表ディ
スプレイ画面、ブラウズ・オーバーレイ、フリップ・オーバーレイ、グリッド、又は、広
告、などのあらゆる適切な映像又はグラフィックにおいてリストアップされた番組につい
て押される。ユーザは、番組視聴中に録画ボタンを押すことによって、その番組を録画す
る番組として選択できる。ユーザは、オーバーレイ又はディスプレイ画面においてある番
組をハイライトし、録画ボタンを押して、その番組を録画する番組として選択する。ハイ
ライト・ウィンドウをサポートしていないディスプレイ画面では、ユーザは、単に、録画
又は「ＯＫ」ボタンを押して、録画機能を選択すればよい。例えば、番組一覧表上でハイ
ライト・ウィンドウを動かし、リモコンの情報ボタンを押すことによって、情報オプショ
ンを選択することができる。ステップ６１８では、ユーザが特定の番組に対してリモコン
の録画ボタンを押したことに応答して、双方向テレビ・アプリケーションがその番組につ
いてデフォルト設定での単発録画を予約する。
【００８４】
　ステップ６３２において、ユーザが特定の番組に対して情報オプションを選択すると、
番組情報ディスプレイ画面が表示される。この番組情報ディスプレイ画面は、その番組に
ついて述べた情報を含む。ステップ６３４において、ユーザは、双方向テレビ・アプリケ
ーションにより、関連番組ガイド・オプションを利用できる。関連番組ガイド・オプショ
ンは、最後、視聴／リマインド、ロック、及び、他の放送時間、などの適切な番組ガイド
・オプションを含む。これら及び他のオプションの例は、１９９９年７月１６日に出願さ
れたＲｕｄｎｉｃｋらによる米国特許出願第０９／３５６，２６８号に記載されている。
この文献は、その全体が参考文献としてここに組み込まれる。ステップ６３８において、
情報ディスプレイ画面に描写された番組に対してユーザが録画オプションを選択できるよ
うに、録画オプションが番組情報ディスプレイ画面に表示される。
【００８５】
　ユーザが録画オプションを選択した場合、双方向テレビ・アプリケーションは、ステッ
プ６０６へ進む。ステップ６０６において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、
ユーザは、録画をセットアップできる。ステップ６０６は、ステップ６４６、６４８、６
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５０、６５１、６５２、６５３、６５４、６５５、６５６、及び、６５７を含む。ステッ
プ６４８において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、その録画に用
いられる録画品質を選択できる。例えば、ユーザは、低品質、中品質、又は、高品質、な
どの適切な録画品質を選択できる。ステップ６５２及び６５４において、本双方向テレビ
・アプリケーションにより、ユーザは、録画する番組の放送予定時間前後のバッファ録画
の長さをそれぞれセットできる。バッファ録画の長さは、例えば、１分、又は、２分、な
どのあらゆる適切な時間の長さに設定できる。バッファ録画設定機能を備えた双方向テレ
ビ番組ガイドの例は、２００１年３月２９日に出願されたＥｌｌｉｓらによる米国特許出
願第０９／８２１，００５号に記載されている。この文献は、その全体が参考文献として
ここに組み込まれる。バッファ録画設定機能を備えた双方向テレビ番組ガイドの他の例は
、１９９７年９月５日に出願されたＥｌｌｉｓらによる米国特許出願第０８／９２４，２
３９号に記載されている。この文献は、その全体が参考文献としてここに組み込まれる。
【００８６】
　ステップ６５１において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、番組
に対して録画優先度を設定することができる。録画優先度オプションは、例えば、「見逃
せない（ｃａｎ’ｔ　ｍｉｓｓ）」優先度、「できれば見逃したくない（ｉｆ　ｐｏｓｓ
ｉｂｌｅ）」優先度、「望ましくは見逃したくない（ｄｅｓｉｒｅｄ）」優先度、又は、
「スペースが空いていれば録画したい（ｉｆ　ｓｐａｃｅ　ａｖａｉｌａｂｌｅ）」優先
度、などのあらゆる適切な録画優先度を含む。「見逃せない」優先度は、例えば、同時に
放送されている他のすべての番組に優先して録画されなければならず、その番組のための
スペースを空けるためであれば録画が消去されてもよい、ことを示す。「できれば見逃し
たくない」優先度は、例えば、その番組は、同時に放送されている「見逃せない」番組と
重ならない限り、或いは、録画されている「見逃せない」番組を消去しなくて済む限り、
可能であれば録画されるべきである、ことを示す。「望ましくは見逃したくない」優先度
は、例えば、「見逃せない」優先度の番組又は「できれば見逃したくない」優先度の番組
と重ならない限り、或いは、録画されている「見逃せない」優先度の番組又は「できれば
見逃したくない」優先度の番組を消去しなくて済む限り、ユーザはその番組を録画したい
、ことを示す。「スペースが空いていれば録画したい」優先度は、例えば、録画するスペ
ースがあり、且つ、より高い優先度の番組のいずれとも重ならない場合に、録画されるべ
きである、ことを示す。
【００８７】
　ステップ６５０において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、連続
セットアップ・オプションを選択することができる。シリーズ・セットアップ・オプショ
ンは、選択された番組がシリーズの一部である場合のみ利用できる。ステップ６４６にお
いて、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、現在選択されている番組を
録画予約し、録画設定をその録画に用いるために保存する保存オプションを選択すること
ができる。ステップ６４６における保存オプションの選択に応答して、双方向テレビ・ア
プリケーションは、その録画予約に対するリマインダをセットする。
【００８８】
　ステップ６５６において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、キャ
ンセルして前のディスプレイ画面に戻ることができる。ステップ６５３において、本双方
向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、その番組が実際にはシリーズ録画のため
に選択されたシリーズの一話（一放送回）でない場合には該番組を録画しないようにする
オプションを選択することができる。ステップ６５５において、本双方向テレビ・アプリ
ケーションにより、ユーザは、シリーズ録画のために選択されたシリーズの他の放送回（
エピソード）の録画は継続しつつ、該シリーズの中の特定の放送回を録画しないようにす
るオプションを選択することができる。ステップ６５７において、本双方向テレビ・アプ
リケーションにより、ユーザは、シリーズ録画するものとして選択したシリーズの今後の
放送回（エピソード）を録画しないように選択することができる。
【００８９】
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　ユーザがシリーズ・セットアップ・オプションを選択した場合、双方向テレビ・アプリ
ケーションは、ステップ６０８へ進む。ステップ６０８において、本双方向テレビ・アプ
リケーションにより、ユーザは、現在選択されている番組に基づいてシリーズ録画をセッ
トアップすることができる。シリーズ録画により、ユーザは、連続したエピソードを特定
の番組シリーズとして録画することができる。ステップ６０８は、ステップ６６２、６６
４、６６６、６６８、６７０、６７２、６７４、６７６、６７８、６８０、６８２、６８
４、６８６、及び、６８８を含む。ステップ６６４において、本双方向テレビ・アプリケ
ーションにより、ユーザは、双方向テレビ・アプリケーションにシリーズ録画を予約させ
ると共にユーザが選択したシリーズ・セットアップ設定を保存する保存オプションを選択
することができる。ステップ６６６において、双方向テレビ・アプリケーションは、ステ
ップ６８０、６８２、及び６８４を含むエピソード種類オプションを提供する。ステップ
６８０において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、双方向テレビ・
アプリケーションに以前に見た番組を録画させるか否か選択することができる。ステップ
６８２において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、双方向テレビ・
アプリケーションに繰り返されるシリーズ番組を録画させるか否かを選択することができ
る。ステップ６８４において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、シ
ンジケート・エピソード、封切（ｆｉｒｓｔ－ｒｕｎ）エピソード、又は、シンジケート
で且つ封切のエピソード、をシリーズ録画として録画することを選択することができる。
【００９０】
　ステップ６６８において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ＰＶ
Ｒ上に保存するシリーズ・エピソードの最大数を選択することができる。例えば、ユーザ
は、１エピソード、２エピソード、３エピソード、又は、全エピソード、などの保存する
エピソード数を適切に選択することができる。ユーザが保存するエピソード数として特定
の数を選択すると、双方向テレビ・アプリケーションは、保存されたエピソード総数がユ
ーザによって選択された数に維持されるように、新しいエピソードが録画されるときに以
前に録画されたエピソードを自動的に消去することができる。以前に録画されたエピソー
ドは、録画されてからの経過年数や、１人以上のユーザに関しての視聴状態などの基準に
基づいて消去されてもよい。ユーザがエピソード総数を全録画済みエピソードに選択する
と、録画用ストレージ空間確保のために最初にそのシリーズのエピソード以外の番組が消
去されるようにすることができる。
【００９１】
　ステップ６７０において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、シリ
ーズものの番組が録画されるチャンネルを制限することができる。例えば、ユーザは、シ
リーズ録画用の録画チャンネルとして、現在のシリーズ録画が予約されたときのチャンネ
ル、すべての利用可能なチャンネル、又は、ユーザが選択したチャンネル、などの適切な
チャンネルを選択することができる。ステップ６７２において、本双方向テレビ・アプリ
ケーションにより、ユーザは、シリーズもののエピソード又は番組のリストの視聴を選択
することができる。ユーザがシリーズものの番組のリストの視聴を選択すると、双方向テ
レビ・アプリケーションは、ステップ６７４に進み、番組リストを表示する。
【００９２】
　ステップ６７６において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、番組
が録画される曜日を制限することができる。例えば、ユーザは、選択されたエピソードと
同じ曜日に放送されるエピソードを録画させるようにしてもよく、或いは、何曜日に放送
されるエピソードでも録画させるようにしてもよく、或いは、複数の曜日に放送されるエ
ピソードを録画させるようにしてもよい。ステップ６７８において、本双方向テレビ・ア
プリケーションにより、ユーザは、番組が録画される時間を選択することができる。例え
ば、ユーザは、プライムタイム、深夜、早朝、日中、又は、選択されたエピソード（すな
わち、録画オプションが選択されたエピソード）と同じ時間、などの任意の時間に番組を
録画させることができる。ステップ６８６において、本双方向テレビ・アプリケーション
により、ユーザは、シリーズ・セットアップ・ディスプレイ画面を終了し、その番組を単



(20) JP 4610852 B2 2011.1.12

10

20

30

40

50

発録画として予約することができる。ステップ６８８において、本双方向テレビ・アプリ
ケーションにより、ユーザは、録画予約を一切行わずに、シリーズ録画用の設定をシリー
ズ・リマインダとして保存することができる。
【００９３】
　ＰＶＲに関連する機能は、番組一覧表ディスプレイ画面などの１以上の番組又は１以上
の番組に関する情報を示す任意の画面へ統合することが可能である。図７は、双方向テレ
ビ・アプリケーションによって提供される番組一覧表ディスプレイ画面の一例７００を示
す。ディスプレイ画面７００は、検索オプションが使用されると表示される。ディスプレ
イ画面７００は、リスト・バー７０２として提示された番組タイトルのリストを表示する
。リスト・バー７０２には、その番組の録画が現在再生可能であることを示す録画済コン
テンツ・アイコン７０４を表示することができる。録画済コンテンツ・アイコン７０４に
より、ユーザは、ＰＶＲから再生可能な番組と、これから放送される番組とを区別するこ
とができる。将来の番組には、ＶＯＤ番組、ＰＰＶ番組、テレビ放送番組、又は、ＰＶＲ
以外のソースを通じて利用可能な他の番組、などが含まれる。
【００９４】
　リスト・バー７０２には、そこに示された番組が録画予約済であることを示す録画予約
アイコン７０６を表示することができる。録画予約アイコン７０６は、例えば、ユーザが
特定の番組に対して録画オプションを選択したときに、或いは、双方向テレビ・アプリケ
ーションがユーザ・プロファイル情報に基づいてその番組を録画予約したときに、その番
組に対して表示される。リスト・バー７０２には、双方向テレビ・アプリケーションによ
って録画予約の重なりを解決するために録画優先度に基づいて録画予約がキャンセルされ
た番組であることを示すキャンセル録画優先度アイコン７０３を表示することができる。
優先度については、図９と共に詳述する。ディスプレイ画面７００には、番組コンテンツ
のレーティングを示すコンテンツ・レーティング・アイコン７０８を表示することができ
る。
【００９５】
　ディスプレイ画面７００には、番組がペアレンタル・ロックされていることを示すペア
レンタル・コントロール・アイコン７１０を表示することができる。ディスプレイ画面７
００において、番組「Ｃｏｓｂｙ」は、ペアレンタル・ロックされており、また、録画予
約されている。「Ｃｏｓｂｙ」のリスト・バーには、ペアレンタル・ロック・アイコン７
１０と、録画予約アイコン７０６とが双方表示されている。番組がロックされた状態であ
っても、双方向テレビ・アプリケーションは依然としてその番組を録画することができる
。ユーザが、ロックされた番組の録画中にそれを視聴したい場合、ユーザはペアレンタル
・コントロール・コードを入力する必要がある。ペアレンタル・ロックは、再生について
常に強要される。なぜなら、ペアレンタル・コントロール・コードは、ロックされたタイ
トル、レーティング、又は、チャンネルを持つあらゆる番組の再生について必要とされる
からである。ペアレンタル・コントロール・ロック及び他の関連するオプションの一例は
、２０００年８月９日に出願されたＨｅｒｒｉｎｇｔｏｎらによる米国特許出願第０９／
６３５、５９６号に記載されている。この文献は、その全体が参考文献としてここに組み
込まれる。
【００９６】
　リスト・バー７０２には、その番組についてシリーズ録画が設定されていることを示す
シリーズ録画アイコン７１４を表示することができる。録画予約及びシリーズ記録は、デ
ィスプレイ画面７００の他のリスト・バーと混ぜられてもよい。ディスプレイ画面７００
にリストアップされた特定の番組又はシリーズについて複数の録画済エピソード又は今後
のエピソードが存在する場合、その番組又はシリーズについてはリスト・バーが１つだけ
ディスプレイ画面７００に表示される。ディスプレイ画面７００においてその番組を選択
すると、その番組の最も古い録画済エピソードに対する情報ディスプレイ画面が表示され
、情報ディスプレイ画面に時間オプションが表示される。この時間オプションにより、ユ
ーザは、その番組の他の録画済エピソード及び今後のエピソードに関する情報へアクセス
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できる。
【００９７】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、特定の番組についてのリスト・
バー７０２などのリスト・バー上にハイライト・ウィンドウ７１２を動かし、リモコンの
録画ボタンを押すことによって、特定の番組について録画オプションを選択することがで
きる。録画オプションが選択されると、双方向テレビ・アプリケーションは、特定の番組
が録画されるように設定する。例えば、双方向テレビ・アプリケーションは、デフォルト
の録画設定を用いて、その番組について単発録画を予約する。ユーザが録画ボタンを２度
押した場合、双方向テレビ・アプリケーションは、現在ハイライトされている番組がシリ
ーズものの一部であるとき、現在ハイライトされている番組に基づいたシリーズ録画を予
約する。ユーザがリモコンの録画ボタンを３回押した場合、双方向テレビ・アプリケーシ
ョンは、シリーズ録画をキャンセルする。現在ハイライトされている番組がシリーズもの
の一部ではない場合にリモコンの録画ボタンが押されると、その番組に対する録画設定を
トグルできる。
【００９８】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、リスト・バー７０２などのリス
ト・バー上にハイライト・ウィンドウ７１２を移動させ、リモコンの情報ボタンを押すこ
とによって、特定のリスト・バーに対する情報オプションを選択することができる。図８
の番組情報ディスプレイ画面８００は、特定のリスト・バーに対して情報オプションが選
択されたときに表示される。
【００９９】
　本双方向テレビ・アプリケーションは、番組がＰＰＶ番組であるか否か、番組がＰＶＲ
から再生可能であるか否か、番組が録画予約されている番組であるか否か、番組が現在放
送中であるか否か、番組がＶＯＤ番組であるか否か、などに基づいて、番組ごとに様々に
構成された番組情報ディスプレイ画面を表示することができる。図８は、双方向テレビ・
アプリケーションによって提供される非ＰＰＶ番組用の番組情報ディスプレイ画面の一例
８００を示す。ここで図８を参照する。ディスプレイ画面８００には、タイトル表示バー
８０６と、合わせられているチャンネルで現在放送中の番組についての番組映像８４０と
を表示することができる。
　ディスプレイ画面８００は、録画オプション８３０を含む。録画オプション８３０が選
択されると、又は、ユーザがリモコンの録画ボタンを押すと、双方向テレビ・アプリケー
ションは、図９に示す番組録画セットアップ・ディスプレイ画面９００を表示する。
【０１００】
　図９は、双方向テレビ・アプリケーションによって提供される番組録画セットアップ・
ディスプレイ画面の一例９００を示す。ディスプレイ画面９００により、ユーザは、単発
録画の予約やシリーズ録画の予約などの様々な録画設定を設定又は修正することができる
。保存オプション９０２、品質オプション９０４、シリーズ・セットアップ・オプション
９１０、前バッファ時間オプション９１２、後バッファ時間オプション９１４、録画優先
度オプション９１６、非エピソード・オプション９２２、シリーズ録画一時一時停止オプ
ション９２４、及び、シリーズ録画中止オプション９２６が図６に一例を示したステップ
６４６、６４８、６５０、６５１、６５２、６５３、６５４、６５５、及び６５７に基づ
いて提供される。必要に応じて、他のオプションが表示されてもよい。シリーズ・セット
アップ・オプション９１０、非エピソード・オプション９２２、シリーズ録画一時一時停
止オプション９２４、及び、シリーズ録画中止オプション９２６は、ディスプレイ画面９
００がシリーズものの一部又はシリーズ録画の一部である番組のために表示されるときに
、表示される。図８の録画オプション８３０が選択された番組に対して録画予約するため
に、ユーザが保存オプション９０２を選択すると、デフォルトの録画設定で、又は、ディ
スプレイ画面９００においてユーザが選択した録画設定で、その録画が予約される。必要
に応じて、ユーザが、本アプリケーションを利用して、既に録画予約されている番組に対
して録画オプションを選択することができるようにしてもよい。この場合、本アプリケー
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ションは、ユーザがその録画を修正又はキャンセルできるようにするディスプレイ画面９
００などの画面を表示することができる。
【０１０１】
　必要に応じて、ユーザが、双方向テレビ・アプリケーションを利用して、チャンネル、
日時、及び、録画時間を指定することによって手動で録画予約できるようにしてもよい。
録画は、例えば、チャンネル、日時、及び、録画時間に入力することによって、少なくと
も２週間の間、前もって予約することができる。双方向テレビ・アプリケーションが手動
録画と一致するデータを特定すると、この手動録画は番組ベースの録画（単発録画）に変
換される。
【０１０２】
　また、双方向テレビ・アプリケーションは、録画中の番組に関連するコンテンツも保存
する。関連するコンテンツとは、例えば、番組情報、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｔｅｌｅｖｉｓ
ｉｏｎ　Ｆｏｒｕｍ（「ＡＴＶＥＦ」）コンテンツ、Ｗｉｎｋコンテンツ、Ａｄｖａｎｃ
ｅｄ　Ｃｏｍｐａｔｉｂｌｅ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ（「ＡＣＴＶ」）ストリーム、又は
、他の映像、グラフィックス、ソフトウェア、若しくは、テキスト・コンテンツ、などで
ある。ユーザは、双方向テレビ・アプリケーションにより、傾聴中のディジタル音楽チャ
ンネルを録音すること、或いは、日時、チャンネル、及び録音時間を手動で選択すること
によってディジタル音楽チャンネルを録音すること、ができる。双方向テレビ・アプリケ
ーションは、タイトル、トラック、及び、アーティストなどのディジタル音楽録音に関連
する音楽情報を記録することができる。
【０１０３】
　シリーズ・セットアップ・オプション９１０は、選択された番組がシリーズものの１エ
ピソードである場合だけ利用可能である。双方向テレビ・アプリケーションは、ＰＰＶ番
組に対してはシリーズ・セットアップ・オプションを提示しないため、ユーザはＰＰＶ番
組に対してシリーズ録画を設定できない。しかしながら、ＰＰＶ番組がパッケージ（例え
ば、繰り返されているＰＰＶ番組）の一部である場合、ユーザは、双方向テレビ・アプリ
ケーションにより、パッケージ内の全番組に対してシリーズ録画を設定することができる
。ＰＰＶパッケージに対してシリーズ録画を設定するために、双方向テレビ・アプリケー
ションは、ユーザに、シリーズ録画の設定前にパッケージを購入することを要求する。必
要に応じて、パッケージ購入オプションは、録画セットアップ画面の一部としてユーザに
提供されてもよい。
【０１０４】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ハイライト・ウィンドウ９１８
を品質オプション９０４上に動かし、品質設定をスクロールして、録画に用いられる録画
品質を設定することができる。品質レベルは、例えば、低品質、中品質、又は、高品質、
などの適切な品質にセットすることができる。双方向テレビ・アプリケーションにより、
ユーザは、ハイライト・ウィンドウ９１８を前バッファ時間オプション９１２上又は後バ
ッファ時間オプション９１４上に動かし、リモコンのナビゲーション・ボタンを用いて録
画される番組の放送予定時間前後のバッファ録画時間を設定することができる。バッファ
録画時間は、バッファ時間なし、１分、又は、２分、などの任意の適切な時間に設定する
ことができる。
【０１０５】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ハイライト・ウィンドウ９１８
を非エピソード・オプション９２２上に動かし、リモコンの「ＯＫ」ボタンを押すことに
よって、非エピソード・オプション９２２を選択することができる。非エピソード・オプ
ション９２２が選択されると、双方向テレビ・アプリケーションは、シリーズもののエピ
ソードである番組は録画するが、実際にはそのシリーズのエピソードでない番組は録画し
ない。例えばあるシリーズものと一致したタイトルを持つ番組が存在した場合、その番組
は、実際にはそのシリーズの一部ではないため、録画されない。双方向テレビ・アプリケ
ーションにより、ユーザは、ハイライト・ウィンドウ９１８をシリーズ録画一時停止オプ
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ション９２４上に動かし、リモコンの「ＯＫ」ボタンを押すことによって、シリーズ録画
一時一時停止オプション９２４を選択することができる。シリーズ録画一時停止オプショ
ン９２４が選択されると、双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、シリーズ
のうち今回のエピソードは録画しないが、他のエピソードの録画は継続することを選択す
ることができる。双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ハイライト・ウィ
ンドウ９１８をシリーズ録画中止オプション９２６上に動かし、リモコンの「ＯＫ」ボタ
ンを押すことによって、シリーズ録画中止オプション９２６を選択することができる。シ
リーズ録画中止オプション９２６が選択されると、双方向テレビ・アプリケーションは、
シリーズもののエピソードの今後の録画をキャンセルし、シリーズ録画をキャンセルする
。保存オプション９０２は、録画を予約し、そのユーザによって選択された録画設定を保
存するのに用いられる。
【０１０６】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ハイライト・ウィンドウ９１８
をシリーズ・セットアップ・オプション９１０上に動かし、リモコンの「ＯＫ」ボタンを
押すことによって、シリーズ・セットアップ・オプション９１０を選択することができる
。双方向テレビ・アプリケーションは、シリーズ・セットアップ・オプション９１０が選
択されると、シリーズ録画セットアップ・ディスプレイ画面を表示する。この画面上でオ
プションが変更されるたびに更新される使用可能スペース・インジケータ９２０が表示さ
れる。インジケータ９２０は、今後の番組に利用可能な録画時間はどのくらいかを表示又
は推定する。これは、必要に応じて、選択された番組の優先度に基づいてもよい。例えば
、それは、録画優先度オプション９１６において現在指定されている優先度（例えば、「
見逃せない」優先度、「できれば見逃したくない」優先度、「望ましくは見逃したくない
」優先度、「スペースが空いていれば録画したい」優先度、など）を友ウィンドウＳルー
ティング番組を録画するのに使用可能なスペースはどのくらいあるかを示す。
【０１０７】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ハイライト・ウィンドウ９１８
を録画優先度オプション９１６上に動かし、録画優先度設定をスクロールして、録画に対
する録画優先度を設定することができる。録画優先度は、例えば、「見逃せない」優先度
、「できれば見逃したくない」優先度、「望ましくは見逃したくない」優先度、「スペー
スが空いていれば録画したい」優先度、などの任意の適切な優先度に設定することができ
る。録画優先度オプション９１６は、指定した録画又はシリーズ録画に対して録画優先度
を設定することができる。
【０１０８】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ハイライト・ウィンドウ９１８
をシリーズ・セットアップ・オプション９１０上に動かし、リモコンの「ＯＫ」ボタンを
押すことによって、シリーズ・セットアップ・オプション９１０を選択することができる
。双方向テレビ・アプリケーションは、シリーズ・セットアップ・オプション９１０が選
択されると、シリーズ録画セットアップ・ディスプレイ画面を表示する。シリーズ・セッ
トアップ・オプションは、選択された番組がシリーズものの一部であるときだけ、ディス
プレイ画面９００に含まれる。図１０は、双方向テレビ・アプリケーションによって提供
されるシリーズ録画セットアップ・ディスプレイ画面の一例１０００を示す。ディスプレ
イ画面１０００により、ユーザは、シリーズ録画についての設定をセット又は修正するこ
とができる。図６に一例として示したステップ６６４、６６８、６７０、６７２、６７６
、６７８、６８０、６８２、６８４、６８６、及び、６８８に基づいて、保存セットアッ
プ・オプション１００２、エピソード数オプション１００４、録画チャンネル・オプショ
ン１００６、全エピソード視聴オプション１００８、録画日オプション１０１２、録画時
間オプション１０１４、以前に見た番組の録画オプション１０１６、再放送番組録画オプ
ション１０１８、エピソード種類オプション１０２０、単発としての保存オプション１０
２２、及び、リマインダとしての保存オプション１０２４、が提供される。必要に応じて
、他のオプションが表示されてもよい。



(24) JP 4610852 B2 2011.1.12

10

20

30

40

50

【０１０９】
　ユーザは、ディスプレイ画面１０００を用いて、シリーズ録画を設定することができる
。双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ハイライト・ウィンドウ１０１０
をエピソード数オプション１００４上に動かし、数をスクロールさせて、一度にＰＶＲ上
にシリーズ録画として保存されるエピソード数を設定することができる。双方向テレビ・
アプリケーションにより、ユーザは、ハイライト・ウィンドウ１０１０を録画チャンネル
・オプション１００６上に動かし、リモコンのナビゲーション・ボタンを用いてチャンネ
ルをスクロールさせ、シリーズ録画するチャンネルを選択することができる。シリーズ録
画するチャンネルとして選ばれるチャンネルには、例えば、シリーズ録画が設定された番
組の本来のチャンネルが含まれてもよく、すべての考えられるチャンネルが含まれてもよ
く、ユーザが選択したチャンネルが含まれてもよく、放送チャンネルやプレミアム・チャ
ンネルなどの特定の種類のチャンネルが含まれてもよく、或いは、他の適切な任意のチャ
ンネルが含まれてもよい。例えばハイライト・ウィンドウをオプション１００８上に動か
し、リモコンの「ＯＫ」キーを押すことによって、全エピソード視聴オプション１００８
が選択されると、双方向テレビ・アプリケーションは、シリーズ録画一覧表ディスプレイ
画面を表示する。双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ハイライト・ウィ
ンドウ１０１０を録画日オプション１０１２上に動かし、リモコンのナビゲーション・ボ
タンを用いてスクロールさせ、シリーズものの番組を録画する日を選択することができる
。ユーザは、具体的な日にちを選択してもよく、すべての日を選択してもよく、或いは、
他の適切な任意の日の組み合わせを選択してもよい。双方向テレビ・アプリケーションに
より、ユーザは、ハイライト・ウィンドウ１０１０を録画時間オプション１０１４上に動
かし、リモコンのナビゲーション・ボタンを用いてスクロールさせ、シリーズ録画におい
て番組が録画される時間を選択することができる。ユーザは、その番組を録画する時間を
、プライムタイム、深夜、早朝、日中、選択されたエピソードと同じ時刻、又は、他の任
意の時刻若しくは時刻の組み合わせ、などとして選択することができる。ユーザが時間を
選択しなかった場合、初期設定として、双方向テレビ・アプリケーションは、選択された
番組と同じ時間の間に放送中のエピソードのみを録画する。
【０１１０】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、以前に見た番組の録画オプショ
ン１０１６上にハイライト・ウィンドウ１０１０を動かし、「する」／「しない」の間で
スクロールさせ、双方向テレビ・アプリケーションにユーザが以前に見た番組を録画させ
るか否かを選択することができる。双方向テレビ・アプリケーションは、この判断を行う
ために、特定のユーザが視聴したすべての番組のログを保持する。双方向テレビ・アプリ
ケーションにより、ユーザは、再放送番組の録画オプション１０１８上にハイライト・ウ
ィンドウ１０１０を動かし、「する」／「しない」の間でスクロールさせ、双方向テレビ
・アプリケーションに再放送である番組を録画させるか否かを選択することができる。双
方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ハイライト・ウィンドウ１０１０をエ
ピソード種類オプション１０２０上に動かし、エピソード種類設定をスクロールさせて、
録画されるエピソードの種類を選択することができる。シリーズ録画におけるエピソード
の種類とは、例えば、シンジケート・エピソード、封切エピソード、又は、シンジケート
・エピソード及び封切エピソードの双方、などの任意の適切な種類のエピソードである。
また、エピソード種類は、所望のエピソードが当初放送されたのがいずれのシーズン中で
あったかを示す指定であってもよい。
【０１１１】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、単発として保存するオプション
１０２２上にハイライト・ウィンドウ１０１０を動かし、ディスプレイ画面１０００を出
て、その番組を単なる単発録画として予約することができる。このシリーズ録画から単発
録画への切替により、この番組に対するシリーズ録画機能は解除される。双方向テレビ・
アプリケーションにより、ユーザは、リマインダとして保存するオプション１０２４上に
ハイライト・ウィンドウ１０１０を動かし、ディスプレイ画面１０００を出て、録画予約
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せずにその設定された設定をシリーズ・リマインダとして保存することができる。ユーザ
は、セットアップ保存オプション１００２を選択し、ディスプレイ画面１０００において
ユーザが選択した設定を保存することができる。
【０１１２】
　本双方向テレビ・アプリケーションは、あるシリーズものののエピソードであるすべて
の予定された番組のリストを表示する。図１１は、双方向テレビ・アプリケーションによ
って提供されるシリーズ一覧表ディスプレイ画面の一例１１００を示す。ディスプレイ画
面１１００は、図１０のディスプレイ画面１０００において全エピソードを見るオプショ
ン１００８が選択されると表示される。ここで図１１を参照する。ディスプレイ画面１１
００には、このシリーズに属するすべての番組がリストアップされており、今後の番組、
録画済みの番組、又は、録画予約された番組、などが含まれる。録画予約リストの番組は
、図９及び１０においてユーザによって選択された録画オプション及びシリーズ・オプシ
ョンに基づいて録画が予約されているものである。シリーズ録画機能を備えた双方向テレ
ビ番組ガイドの一例は、１９９９年６月１１日に出願されたＫｎｕｄｓｏｎらによる米国
特許出願第０９／３３０、７９２号に記載されている。この文献はその全体が参考文献と
してここに組み込まれる。ディスプレイ画面１１００には、番組シリーズのエピソードに
対する録画予約についての日付、時刻、及び、チャンネルを含むバー１１０２などのリス
ト・バーが表示される。リスト・バー１１０２に含まれるアイコン１１０４は、その番組
がシリーズ録画として録画予約されていることを示している。ディスプレイ画面１１００
には、「このエピソードを消去」オプション１１０８が表示される。双方向テレビ・アプ
リケーションにより、ユーザは、「このエピソードを消去」オプション１１０８上にハイ
ライト・ウィンドウ１１０６を動かし、「このエピソードを消去」オプション１１０８に
関連付けられた特定のリストアップされたエピソードの消去を選択することができる。こ
の選択が行われると、そのエピソードに対する録画予約は消去される。
【０１１３】
　また、ユーザは、個々のエピソードを選択して、そのエピソードについての番組情報画
面を見ることができる。これら個々のエピソードは、この画面において、シリーズ録画か
ら削除することができる。また、ユーザは、録画予約されていないエピソードを選択し、
双方向テレビ・アプリケーションにそれらを同様に録画予約させることもできる。また、
双方向テレビ・アプリケーションは、この画面上で、ハイライトされたエピソード又は画
面上のすべてのエピソードに関する追加的な情報を表示する。この情報とは、例えば、シ
リーズ・エピソード・タイトル、エピソード概要、又は、ゲスト俳優、などのあらゆる興
味ある情報である。
【０１１４】
　図１２は、双方向テレビ・アプリケーションによって提供されるキーワードベース録画
ディスプレイ画面の一例１１５０を示す。ディスプレイ画面１１５０により、ユーザは、
キーワードによる録画を追加及び削除することができる。ディスプレイ画面１１５０には
、検索パラメータ１１５２、キーワード・オプション１１５４、キーワード・リスト１１
５６、及び、削除オプション１１６０、が表示される。双方向テレビ・アプリケーション
により、ユーザは、リモコンの英数字ボタンを用いて、検索パラメータ１１５２にキーワ
ードを入力することができる。
【０１１５】
　ディスプレイ画面１１５０により、ユーザは、キーワード追加オプション１１５４を選
択して、検索パラメータ１１５２に基づくキーワードによる録画をセットアップすること
ができる。キーワードが追加されると、双方向テレビ・アプリケーションは、そのキーワ
ードに基づいた録画を自動的に予約する。双方向テレビ・アプリケーションにより、ユー
ザは、キーワードがハイライト・ウィンドウ１１５８に位置するように、リスト１１５６
においてキーワードをスクロールさせることができる。リスト１１５６においてキーワー
ドがスクロールされ、ハイライト・ウィンドウ１１５８は静止したまま保たれる。ハイラ
イト・ウィンドウ１１５８の現在のキーワードを削除するためには、ユーザは、リモコン
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の右のナビゲーション・ボタンを押してハイライト・ウィンドウ１１５８を削除オプショ
ン１１６０上に位置させてから、リモコンの「ＯＫ」ボタンを押せばよい。また、双方向
テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、キーワード・リストの中からキーワードを
選択し、今後の番組のデータベース又は録画済み番組のデータベースから一致する番組の
リストを見ることができる。
【０１１６】
　図１３は、双方向テレビ・アプリケーションによって提供されるスポーツ一覧表ディス
プレイ画面の一例２３０を示す。ディスプレイ画面２３０は、図５のスポーツ・オプショ
ン５１３が選択されると表示される。ディスプレイ画面２３０は、スポーツ番組タイプの
ためのディスプレイ画面であるが、ディスプレイ画面２３０について以下に説明される特
性は、映画、子供、コメディ、ＰＰＶ、などのあらゆる種類の他の番組タイプに対して表
示される一覧表ディスプレイ画面にも当てはまる。必要に応じて、コメディ映画などの番
組のサブカテゴリ用に同様のスクリーンが表示されてもよい。ディスプレイ画面２３０に
は、リスト・バー２３２などのリスト・バーが表示される。ハイライト・ウィンドウ２３
６は、ディスプレイ画面２３０において選択を行うのに用いられる。リスト・バー２３２
には、そのリスト・バー２３２に示された番組がＰＶＲから利用可能であることを示す録
画済みコンテンツ・アイコン２３４が表示される。種類別一覧表ディスプレイ画面２３０
において、録画済み番組は、リスト上で他の番組（例えば、これから放送される番組）よ
り前に載せられる。必要に応じて、リスト上の録画済み番組は、最初に優先度によって、
次に録画された日付によって、並べられてもよい。
【０１１７】
　図１４は、双方向テレビ・アプリケーションによって提供されるチャンネル別一覧表デ
ィスプレイ画面の一例２４０を示す。ディスプレイ画面２４０は、図５のチャンネル・オ
プション５１１が選択されると表示される。ディスプレイ画面２４０は、特定のチャンネ
ルでの番組のリストを表示する。ディスプレイ画面２４０には、チャンネル変更オプショ
ン２４２が含まれる。このチャンネル変更オプション２４２により、ユーザは、ユーザの
テレビ・サービス・プロバイダから提供される様々なチャンネルをスクロールして、それ
らチャンネルについての一覧表を見ることができる。録画済番組のリストは、チャンネル
変更オプション２４２を用いて利用可能なチャンネル・リストに含まれるチャンネルのい
ずれかについてのものである。この録画済番組のリストは、最も高い番号のチャンネルと
最も低い番号のチャンネルの間のいずれかのチャンネルとして位置付けられる。ディスプ
レイ画面２４０は、リスト・バー２４４などのリスト・バー内に録画済番組をリストアッ
プする。録画済番組は、優先度によって、次に日時によって、並べられる。
【０１１８】
　別の実施形態として、録画済番組は、その番組が録画されたチャンネルについての一覧
表と共にリストアップされてもよい。録画済番組は、最初にリストアップされ、次いで、
現在の及び今後の番組が続く。ハイライト・ウィンドウ２４６は、ディスプレイ画面２４
０において選択を行うのに用いられる。
【０１１９】
　図１５は、双方向テレビ・アプリケーションによって提供される時間一覧表ディスプレ
イ画面の一例２５０を示す。ディスプレイ画面２５０は、図５の時間別オプション５０９
が選択されると表示される。ディスプレイ画面２５０は、特定の時間にユーザが見ること
ができる番組のリストを表示する。また、録画済番組は、このリストにおいて、最も高い
番号のチャンネルと最も低い番号のチャンネルの間に含まれる。
　ディスプレイ画面２５０には、時間変更オプション２５２が含まれる。この時間変更オ
プション２５２により、ユーザは、時間別一覧表をスクロールすることができる。ディス
プレイ画面２５０は、リスト・バー２５４などの録画済番組用のリスト・バーを含む。ハ
イライト・ウィンドウ２５９は、ディスプレイ画面２５０において選択を行うのに用いら
れる。必要に応じて、ユーザが時間変更オプション２５２を用いて様々な時間をスクロー
ルするとき、リストアップされた１又は複数の録画済番組が変更されてもよい。また、デ



(27) JP 4610852 B2 2011.1.12

10

20

30

40

50

ィスプレイ画面２５０は、番組リスト・バー２５８などの現在の又は今後の番組用のリス
ト・バーも含む。ディスプレイ画面２５０に示すように、録画済番組は、最も高い番号の
チャンネルと最も低い番号のチャンネルの間に載せられる。必要に応じて、チャンネル０
（ゼロ）が録画済番組一覧表へのアクセス用に指定されてもよい。例えば、チャンネル０
を選択すると、双方向テレビ・アプリケーションは、ディスプレイ画面２５０に録画済番
組についての一覧表を素早く示す。必要に応じて、全録画済番組についての完全なリスト
へのアクセスを提供するクイック・アクセス・オプションが存在してもよい。必要に応じ
て、時間別ディスプレイ画面は、例えばグリッド形式で、番組を３０分の倍数で示しても
よい。
【０１２０】
　図１６は、双方向テレビ・アプリケーションによって提供されるブラウズ又はフリップ
・オーバーレイの一例２６０を示す。ブラウズ及びフリップ機能を備えた双方向テレビ番
組ガイドの一例は、例えば、１９９９年６月１１日に出願されたＢｏｙｅｒらによる米国
特許出願第０９／３３０、７９３号に記載されている。この文献は、その全体が参考文献
としてここに組み込まれる。オーバーレイ２６０は、チャンネル変更オプション２６２を
含む。双方向テレビ・アプリケーションがブラウズ・モードのとき、双方向テレビ・アプ
リケーションにより、ユーザは、チャンネル変更オプション２６２を用いてチャンネルを
スクロールすることができる。チャンネルが変更されると、タイトル２６４は、新しいチ
ャンネル上の現在の番組のタイトルに変わる。録画済番組についてのタイトルは、ユーザ
がチャンネルを録画済番組に対して指定されたチャンネルに変えたときに、表示される。
録画済番組は、最も高い番号のチャンネルと最も低い番号のチャンネルの間に指定される
。
【０１２１】
　リモコンの右又は左矢印キーが押されると、双方向テレビ・アプリケーションは、現在
選択されているチャンネルが正規のテレビ・チャンネルであるとき、現在選択されている
チャンネル上の後の又は前の番組のタイトルをタイトル２６４に表示する。録画済番組の
タイトルが表示されているときに、リモコンの右又は左矢印キーが押されると、双方向テ
レビ・アプリケーションは他の録画済番組のタイトルを表示する。録画済番組のタイトル
は、優先度、又は、日付、などの任意の適切な基準によって並べられる。様々なチャンネ
ル上の現在の番組のタイトルが表示されたときに、リモコンの「ＯＫ」ボタンが押される
と、双方向テレビ・アプリケーションはそのチャンネルに変わる。録画済番組のタイトル
がタイトル２６４に表示されているとき、リモコンの「ＯＫ」ボタンが押されると、双方
向テレビ・アプリケーションはその録画済番組を再生する。リモコンの情報キーが押され
ると、双方向テレビ・アプリケーションは、タイトル２６４に示された番組についての情
報ディスプレイ画面を表示する。情報ディスプレイ画面は、現在放送中の番組、今後の番
組、又は、録画済番組について表示される。
【０１２２】
　本双方向テレビ・アプリケーションがフリップ・モードのとき、ユーザは、チャンネル
を変えることによって、表示されている現在のチャンネルを変えると共に、オーバーレイ
２６０におけるそのチャンネル上の現在の番組のタイトル２６４を変えることができる。
録画済番組についてのチャンネルは、フリップ・モードでは利用できない。代替的に、チ
ャンネルがフリップ・モード中でも録画済番組を見るためには利用可能であってもよい。
双方向テレビ・アプリケーションは、ユーザが録画済番組にフリップしたときにその録画
済番組の再生を開始する。その番組は以前に部分的に見たものであった場合、録画済番組
へフリップすると、双方向テレビ・アプリケーションは、一番最近見終えたところから番
組の再生を開始する。フリップ・モードは、ライブのテレビ番組をその番組用のバッファ
から再生して見ているときに利用可能となる。ここで、ライブのテレビ番組とは、放送さ
れているのと同時に視聴されている番組を指す。
【０１２３】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ＰＶＲセットアップ・オプショ
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ンをセットすることができる。図１７は、ＰＶＲセットアップ・オプションを設定するの
に用いられるプロセスの一例４３０を示す。ステップ４３２において、双方向テレビ・ア
プリケーションは、ＰＶＲセットアップ・ディスプレイ画面を表示する。ステップ４３２
において、ステップ４３４、４３６、４３８、４４０、４４２、４４４、４４６、４４８
、４５０、４５２、４５４、４５６、４５８、４６６、４６８、及び、４７０を含むＰＶ
Ｒセットアップ・オプションがユーザに提供される。
【０１２４】
　ステップ４３４において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、特定
のチャンネルで録画予約された又は特定の番組種類を持つ番組の前後で用いられるバッフ
ァ録画時間を編集することができる。ユーザが録画前後のバッファ時間の編集を選択した
場合、双方向テレビ・アプリケーションは、ステップ４６０において、チャンネル／種類
別時間前／後バッファ録画時間編集ディスプレイ画面を表示する。ステップ４３６におい
て、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、デフォルトの録画品質をセッ
トすることができる。ステップ４３８において、本双方向テレビ・アプリケーションによ
り、ユーザは、番組チャンネル又は番組種類に基づいて録画品質を編集することができる
。ユーザが録画品質のチャンネル別又は種類別編集を選択した場合、双方向テレビ・アプ
リケーションは、ステップ４６２において、チャンネル／種類別録画品質編集ディスプレ
イ画面を表示する。ステップ４４０において、本双方向テレビ・アプリケーションにより
、ユーザは、シリーズ録画の品質をセットすることができる。ステップ４４２及び４４４
において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、予約された録画に用い
られる時間前バッファ録画時間及び時間後バッファ録画時間のデフォルト値をそれぞれセ
ットすることができる。
【０１２５】
　ステップ４４６において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、番組
に対するデフォルトの録画優先度をセットすることができる。録画優先度オプションは、
例えば、「見逃せない」優先度、「できれば見逃したくない」優先度、「望ましくは見逃
したくない」優先度、「スペースが空いていれば録画したい」優先度、などの任意の適切
な優先度である。ステップ４４８において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、
ユーザは、バッファ・オプションをセットすることができる。これは、ステップ４６６、
４６８、及び、４７０を含む。明らかなように、本開示において、バッファという語は、
放送予定の変更による切断を防ぐために録画予約の前／後にテレビ・コンテンツを録画す
るのに用いられるバッファ録画を指す場合もあれば、生放送のテレビの一時停止などの機
能を可能にするライブ・テレビのバッファリングを指す場合もある。
【０１２６】
　ステップ４６６において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ライ
ブのテレビをバッファするのに用いられる最大サイズ（又は、最大時間）をセットするこ
とができる。ステップ４６８において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユー
ザは、ライブのテレビ用のバッファ品質をセットすることができる。必要に応じて、ユー
ザが、チャンネル、チャンネル種類、又は、番組種類ごとに異なるバッファ品質を選択で
きるようにしてもよい。ステップ４７０において、本双方向テレビ・アプリケーションに
より、ユーザは、バッファ録画時間の重複を解決するためのオプションを選択することが
できる。ユーザがバッファ録画時間の重複の解決を選択した場合、双方向テレビ・アプリ
ケーションは、ステップ４６４において、バッファ時間重複ディスプレイ画面を表示する
。
【０１２７】
　ステップ４５０において、双方向テレビ・アプリケーションは、ステップ４５２、４５
４、４５６、及び、４５８を含むデフォルト・シリーズ録画オプションを提供する。ステ
ップ４５２において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、デフォルト
として双方向テレビ・アプリケーションにユーザが以前に見た番組を録画させるか否かを
選択することができる。ステップ４５４において、本双方向テレビ・アプリケーションに
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より、ユーザは、デフォルトとして双方向テレビ・アプリケーションに再放送である番組
を録画させるか否かを選択することができる。ステップ４５６において、本双方向テレビ
・アプリケーションにより、ユーザは、デフォルトとして双方向テレビ・アプリケーショ
ンにシリーズ・エピソードを録画させるチャンネルを選択することができる。ステップ４
５８において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、デフォルトとして
シリーズ録画としてシンジケート・エピソード、封切エピソード、又は、シンジケート・
エピソード及び封切エピソードの双方、を選択することができる。このプロセスにおいて
セットされたすべてのオプションは、メモリに記憶され、新しい録画が予約されたときに
デフォルトとして用いられる。録画が予約されたときに、これらの設定のうちのいずれか
が無効にされてもよい。必要に応じて、ＰＶＲデフォルトの個々の設定は、ユーザごとに
入力できるようにしてもよい。
【０１２８】
　図１８は、双方向テレビ・アプリケーションによって提供されるＰＶＲセットアップ・
ディスプレイ画面の一例５４０を示す。ＰＶＲセットアップ・ディスプレイ画面５４０は
、ユーザが具体的な録画設定を選択したとき、又は、ユーザがデフォルト録画設定の設定
を選択したときに表示される。ディスプレイ画面５４０により、ユーザは、ＰＶＲに対す
る様々な設定をセットすることができる。必要に応じて、ＰＶＲセットアップ・ディスプ
レイ画面５４０は、システム・デフォルトを設定するオプションを含まずに、具体的な録
画を設定するオプションを含むように表示されてもよい。逆に、ＰＶＲセットアップ・デ
ィスプレイ画面５４０は、具体的な録画を設定するオプションを含まずに、システム・デ
フォルトを設定するオプションを含むように表示されてもよい。
【０１２９】
　ディスプレイ画面５４０は、図１７に一例として示したステップ４３４、４３６、４３
８、４４０、４４２、４４４、４４６、４５２、４５４、４５６、４５８、４６６、４６
８、及び、４７０に基づいて供給される、チャンネル／種類別前／後バッファ時間オプシ
ョン５４２、デフォルト品質オプション５４４、チャンネル／種類別品質オプション５４
６、シリーズ録画品質オプション５４８、デフォルト前バッファ時間オプション５５０、
デフォルト後バッファ時間オプション５５２、録画優先度オプション５５４、以前に見た
番組の録画オプション５５６、再放送番組の録画オプション５５８、シリーズ録画チャン
ネル選択オプション５６０、シリーズ録画種類オプション５６２、バッファ時間重複オプ
ション５６３、ライブ・テレビのバッファ・サイズ・オプション５７０、及び、ライブ・
テレビのバッファ品質オプション５７２、を含む。必要に応じて、他のセットアップ・オ
プションが提供されてもよい。
【０１３０】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、チャンネル／種類別前／後バッ
ファ時間オプション５４２上にハイライト・ウィンドウ５６８を動かし、リモコンの「Ｏ
Ｋ」ボタンを押すことによって、チャンネル／種類別前／後バッファ時間オプション５４
２を選択することができる。双方向テレビ・アプリケーションは、チャンネル／種類別前
／後バッファ時間オプション５４２が選択されると、チャンネル／種類別前／後バッファ
時間ディスプレイ画面を表示する。本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは
、ハイライト・ウィンドウ５６８をデフォルト品質オプション５４４上に動かし、品質設
定をスクロールして、デフォルト録画品質を選択することができる。このデフォルト録画
品質は、ユーザによって具体的に設定された録画を除き、或いは、オプション５４６及び
５４８などのオプションによって無効とされない限り、すべての録画について用いられる
。図２５のディスプレイ画面１４００は、例えば、具体的な録画に対して録画品質をセッ
トするのに用いられる。必要に応じて、ディスプレイ画面５４０は、具体的な録画に対し
て録画品質をセットするオプションを含んでもよい。
【０１３１】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、チャンネル／種類別品質オプシ
ョン５４６上にハイライト・ウィンドウ５６８を動かし、リモコンの「ＯＫ」ボタンを押
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すことによって、チャンネル／種類別品質オプション５４６を選択することができる。双
方向テレビ・アプリケーションは、チャンネル／種類別品質オプション５４６が選択され
ると、チャンネル／種類別品質編集ディスプレイ画面を表示する。
【０１３２】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、シリーズ録画品質オプション５
４８上にハイライト・ウィンドウ５６８を動かし、シリーズ録画に用いられるデフォルト
品質設定をスクロールすることができる。本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユ
ーザは、ハイライト・ウィンドウ５６８をデフォルト前バッファ時間オプション５５０又
はデフォルト後バッファ時間オプション５５２上に動かし、利用可能なバッファ時間設定
をスクロールして、予約された録画の前のデフォルト・バッファ録画時間及び予約された
録画の後のデフォルト・バッファ録画時間をそれぞれセットすることができる。本双方向
テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ハイライト・ウィンドウ５６８を録画優先
度オプション５５４上に動かし、優先度設定をスクロールして、録画に用いられるデフォ
ルト録画優先度をセットすることができる。録画優先度オプションは、例えば、「見逃せ
ない」優先度、「できれば見逃したくない」優先度、「望ましくは見逃したくない」優先
度、「スペースが空いていれば録画したい」優先度、などの任意の適切な優先度である。
【０１３３】
　必要に応じて、ある番組に対してセットされた録画優先度が、その番組の録画に対する
消去優先度に変換可能であってもよい。この変換の一例として、例えば、録画優先度が「
見逃せない」優先度にセットされた番組は、その番組が録画されたときに「絶対に消去し
てはならない（ｎｅｖｅｒ　ｄｅｌｅｔｅ）」消去優先度に変換される。残りの録画優先
度オプションも、対応する消去優先度オプションを有する。
【０１３４】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、以前に見た番組の録画オプショ
ン５５６上にハイライト・ウィンドウ５６８を動かし、する／しないの間でスクロールし
て、双方向テレビ・アプリケーションにユーザが以前に見た番組を録画させるか否かにつ
いてのデフォルト値を設定することができる。本双方向テレビ・アプリケーションにより
、ユーザは、再放送番組録画オプション５５８上にハイライト・ウィンドウ５６８を動か
し、する／しないの間でスクロールして、双方向テレビ・アプリケーションに再放送であ
る番組を録画させるか否かについてのデフォルト値を設定することができる。本双方向テ
レビ・アプリケーションにより、ユーザは、シリーズ録画チャンネル選択オプション５６
０上にハイライト・ウィンドウ５６８を動かし、シリーズ録画配給経路選択設定をスクロ
ールして、シリーズ録画を実行するのにデフォルトとして用いられるチャンネルを選択す
ることができる。このチャンネル選択は、例えば、オリジナル・チャンネルのみ、すべて
の考えられるチャンネル、又は、ユーザが選択したチャンネル、などの任意の適切なチャ
ンネルである。
【０１３５】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、シリーズ録画種類オプション５
６２上にハイライト・ウィンドウ５６８を動かし、シリーズ・エピソード種類をスクロー
ルして、デフォルトとして番組のどの種類のエピソードが録画されるかを設定することが
できる。シリーズ録画のエピソード種類とは、例えば、シンジケート・エピソード、封切
エピソード、シンジケート・エピソード及び封切エピソードの双方、或いは、すべてのシ
ーズンを録画するか、又は、現シーズンのみを録画するか、などの他のエピソード種類、
などの任意の適切なエピソード種類である。双方向テレビ・アプリケーションにより、ユ
ーザは、バッファ時間重複オプション５６３上にハイライト・ウィンドウ５６８を動かし
、リモコンの「ＯＫ」ボタンを押すことによって、バッファ時間重複オプション５６３を
選択することができる。双方向テレビ・アプリケーションは、バッファ時間重複オプショ
ン５６３が選択されると、バッファ時間重複ディスプレイ画面を表示する。バッファ時間
重複オプション５６３は、バッファ録画時間の重なりを解決するのに用いられる。保存オ
プション５６４は、ユーザがディスプレイ画面５４０において選択したあらゆるＰＶＲ設
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定を保存するのに用いられる。キャンセル・オプション５６６が選択されると、双方向テ
レビ・アプリケーションは、ユーザによる選択を何ら保存せずにディスプレイ画面５４０
を終了し、前のディスプレイ画面に戻る。
【０１３６】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ライブ・テレビ・バッファ・サ
イズ・オプション５７０上にハイライト・ウィンドウ５６８を動かし、サイズ・オプショ
ンをスクロールして、ＰＶＲ上の何時間分のストレージ・スペースをライブ・テレビの録
画に用いるかをセットすることができる。ライブ・テレビ・バッファ・オプション５７０
のサイズは、時間要素と、ＰＶＲ上のどのくらいのストレージ・スペースがライブ・テレ
ビをバッファするのに指定されるかを示すパーセント要素と、を含む。本双方向テレビ・
アプリケーションにより、ユーザは、ライブ・テレビ・バッファ品質オプション５７２上
にハイライト・ウィンドウ５６８を動かし、品質オプションをスクロールして、ライブ・
テレビをバッファするのにＰＶＲによって用いられるライブ・テレビ・バッファ品質を設
定することができる。
【０１３７】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ハイライト・ウィンドウ５６８
を再圧縮作動オプション５７４上に動かし、する／しないの間をスクロールして、録画済
番組に対する再圧縮を作動させるか否かを設定することができる。ユーザがオプション５
７４を選択すると、双方向テレビ・アプリケーションは、ＭＰＥＧ－４などのより効率的
なディジタル・ビデオ圧縮技術を用いて、バックグラウンド処理によって、録画済番組を
再度圧縮する。録画の再圧縮は、その特定の録画に対して消費されるストレージ・スペー
スを減少させる。
【０１３８】
　必要に応じて、ユーザが、本アプリケーションを利用して、チャンネル、チャンネル種
類、又は、番組種類、などの要因ごとに異なるバッファ・サイズを選択できるようにして
もよい。例えば、チャンネルごとに異なるライブ・テレビ・バッファ・サイズを割り当て
るオプション、番組種類（例えば、映画、スポーツ、ドキュメンタリ、トークショー、又
は、ニュース、などの番組カテゴリ又はジャンル）ごとに異なるライブ・テレビ・バッフ
ァ・サイズを割り当てるオプション、チャンネル種類（例えば、ケーブルテレビ・チャン
ネル、ネットワーク・チャンネル、又は、放送チャンネル、などのチャンネル種類）ごと
に異なるライブ・テレビ・バッファ・サイズを割り当てるオプション、などの要因ごとに
異なるライブ・テレビ・バッファ・サイズを割り当てるオプションを含む１以上のディス
プレイ画面又はオーバーレイが表示されてもよい。本双方向テレビ・アプリケーションに
より、ユーザは、ハイライト・ウィンドウをこれらディスプレイ画面又はオーバーレイ内
で動かし、ライブ・テレビ・バッファに対するデフォルト設定（例えば、バッファ・サイ
ズ）を選択することができる。図１９に示したデフォルト時間前／後バッファ録画時間を
設定するディスプレイ画面などのディスプレイ画面は、これらライブ・テレビ・バッファ
設定を実行するのに用いることができる。ユーザは、ＰＶＲセットアップ・ディスプレイ
画面又は他の適切な手段を通じて、これらオプションにアクセスすることができる。
【０１３９】
　必要に応じて、ユーザが、本アプリケーションを利用して、チャンネル、チャンネル種
類、又は、番組種類、などの要因ごとに異なるバッファ品質を選択できるようにしてもよ
い。例えば、チャンネルごとに異なるライブ・テレビ・バッファ品質を割り当てるオプシ
ョン、番組種類（例えば、映画、スポーツ、ドキュメンタリ、トークショー、又は、ニュ
ース、などの番組カテゴリ又はジャンル）ごとに異なるライブ・テレビ・バッファ品質を
割り当てるオプション、チャンネル種類（例えば、ケーブルテレビ・チャンネル、ネット
ワーク・チャンネル、又は、放送チャンネル、などのチャンネル種類）ごとに異なるライ
ブ・テレビ・バッファ品質を割り当てるオプション、などの要因ごとに異なるライブ・テ
レビ・バッファ品質を割り当てるオプションを含む１以上のディスプレイ画面又はオーバ
ーレイが表示されてもよい。本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ハイ
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ライト・ウィンドウをこれらディスプレイ画面又はオーバーレイ内で動かし、ライブ・テ
レビ・バッファに対するデフォルト設定（例えば、バッファ品質）を選択することができ
る。図２０に示したコンテンツ種類ごとにデフォルト録画品質を設定するディスプレイ画
面などのディスプレイ画面は、これらライブ・テレビ・バッファ設定を実行するのに用い
ることができる。ユーザは、ＰＶＲセットアップ・ディスプレイ画面又は他の適切な手段
を通じて、これらオプションにアクセスすることができる。
【０１４０】
　図１９は、双方向テレビ・アプリケーションによって提供されるチャンネル／種類別前
／後バッファ時間ディスプレイ画面の一例７２０を示す。ディスプレイ画面７２０により
、ユーザは、特定のチャンネルの番組又は特定の種類の番組の予約された録画の前後のデ
フォルト・バッファ録画時間を設定することができる。録画切断を低減する機能を備えた
双方向テレビ番組ガイドの一例は、例えば、２００１年３月２９日に出願されたＥｌｌｉ
ｓらによる米国特許出願第０９／８８１、００５号に記載されている。この文献は、その
全体が参考文献としてここに組み込まれる。
【０１４１】
　ユーザがチャンネルごと又は番組種類ごとの予約された録画前後のデフォルト・バッフ
ァ録画を手動でセットするまで、双方向テレビ・アプリケーションは、録画される番組の
前後のデフォルト・バッファ録画時間を設定するのに用いられる図１８のオプション５５
０及び５５２に基づいて、番組に対するバッファ録画時間をセットする。ディスプレイ画
面７２０において、ユーザは、例えば、スポーツ番組が予定より長く放送されるという傾
向を考慮して、スポーツ番組後のバッファ録画時間を１５分と設定することができる。
【０１４２】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、チャンネルごとの時間前バッフ
ァ録画時間オプション７２２上にハイライト・ウィンドウ７４２を動かし、チャンネルを
スクロールして、関心のある特定のチャンネルを選択することができる。ハイライト・ウ
ィンドウ７４２を前バッファ時間オプション７２４上に動かし、時間をスクロールして、
そのチャンネルの番組前のバッファ録画時間を設定することができる。本双方向テレビ・
アプリケーションにより、ユーザは、チャンネル別時間後バッファ録画時間オプション７
２６上にハイライト・ウィンドウ７４２を動かし、チャンネルをスクロールして、関心の
あるチャンネルを選択することができる。ハイライト・ウィンドウ７４２を後バッファ時
間オプション７２８上に動かし、時間をスクロールして、そのチャンネルの番組後のバッ
ファ録画時間を設定することができる。
【０１４３】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、番組種類別時間前バッファ録画
時間オプション７３０上にハイライト・ウィンドウ７４２を動かし、番組種類をスクロー
ルして、関心ある特定の番組種類を選択することができる。ハイライト・ウィンドウ７４
２を前バッファ時間オプション７３２上に動かし、時間をスクロールして、その前バッフ
ァ時間を特定の番組種類の番組に対して用いられるようにセットすることができる。本双
方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、番組種類別後バッファ時間オプション
７３４上にハイライト・ウィンドウ７４２を動かし、番組種類をスクロールして、関心あ
る特定の番組種類を選択することができる。ハイライト・ウィンドウ７４２を後バッファ
時間オプション７３６上に動かし、時間をスクロールして、特定の番組種類のすべての番
組に対して用いられる後バッファ時間を設定することができる。必要であれば、オプショ
ン７２４、７２８、７３２、及び、７３６のそれぞれが「デフォルト」設定を有してもよ
い。デフォルト設定により、その機能が図１８のオプション５５０及び５５２において選
ばれた関連するデフォルト設定を用いるように設定される。
【０１４４】
　ユーザは、双方向テレビ・アプリケーションにより、チャンネル種類に基づて、デフォ
ルト前バッファ時間及び後バッファ時間を定義することができる。本双方向テレビ・アプ
リケーションにより、ユーザは、チャンネル種類別前バッファ時間オプション６９１２上
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にハイライト・ウィンドウ７４２を動かし、チャンネル種類をスクロールして、関心ある
特定のチャンネル種類を選択することができる。ハイライト・ウィンドウ７４２を前バッ
ファ時間オプション６９１４上に動かし、時間をスクロールして、特定のチャンネル種類
上の番組に対して用いられるデフォルト前バッファ時間を設定することができる。
【０１４５】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、チャンネル種類別後バッファ時
間オプション６９１８上にハイライト・ウィンドウ７４２を動かし、チャンネル種類をス
クロールして、関心ある特定のチャンネル種類を選択することができる。ハイライト・ウ
ィンドウ７４２を、後バッファ時間オプション６９２０上に動かし、時間をスクロールし
て、特定のチャンネル種類上の番組に対して用いられるデフォルト後バッファ時間を設定
することができる。
【０１４６】
　保存オプション７３８を用いると、ディスプレイ画面７２０においてユーザによって選
択された前バッファ時間及び後バッファ時間に対する設定を保存することができる。キャ
ンセル・オプション７４０が選択されると、双方向テレビ・アプリケーションは、ユーザ
の選択を何ら保存せずにディスプレイ画面７２０から出て、前のディスプレイ画面に戻る
。
【０１４７】
　図２０は、双方向テレビ・アプリケーションによって提供されるチャンネル／種類別録
画品質ディスプレイ画面の一例７５０を示す。ディスプレイ画面７５０により、ユーザは
、特定のチャンネル上の番組又は番組種類に対するデフォルト録画品質を設定することが
できる。ユーザが手動で特定のチャンネル上の番組又は特定の番組種類に対するデフォル
ト録画品質を設定するまで、双方向テレビ・アプリケーションは、一般的なデフォルト録
画品質オプションである図１８のオプション５４４に基づいた各録画品質を設定すること
ができる。
【０１４８】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、チャンネル・オプション７５２
上にハイライト・ウィンドウ７６４を動かし、チャンネルをスクロールして、関心のある
特定のチャンネルを選択することができる。ハイライト・ウィンドウ７６４をチャンネル
品質オプション７５４の上に動かし、録画品質オプションをスクロールして、そのチャン
ネルに対する録画品質を選択することができる。本双方向テレビ・アプリケーションによ
り、ユーザは、番組種類オプション７５６上にハイライト・ウィンドウ７６４を動かし、
番組種類をスクロールして、関心ある特定の番組種類を選択することができる。ハイライ
ト・ウィンドウ７６４を番組種類品質オプション７５８上に動かし、録画品質オプション
をスクロールして、その番組種類に対する録画品質を設定することができる。必要に応じ
て、あらゆるチャンネル又は番組種類に対するデフォルト品質をその種類の番組又はその
チャンネル上の番組に対して、デフォルトとして、図１８のオプション５４４において選
ばれた設定が用いられる「デフォルト」に設定してもよい。また、必要に応じて、シリー
ズ録画（図１８のオプション５４８）に対するデフォルト録画品質も、画面７５０上で、
番組種類オプション７５６を「シリーズ」に設定し、番組種類品質オプション７５８を用
いて所望の録画品質を選択することによって設定されてもよい。
【０１４９】
　必要に応じて、ユーザは、双方向テレビ・アプリケーションにより、チャンネル種類に
基づいてデフォルト録画品質を定義できてもよい。本双方向テレビ・アプリケーションに
より、ユーザは、チャンネル種類オプション６８２４上にハイライト・ウィンドウ７６４
を動かし、チャンネル種類（例えば、スポーツ、映画、４大ネットワーク、視聴者制作、
プレミアム、ニュース等）をスクロールて、関心ある特定のチャンネル種類を選択するこ
とができる。ハイライト・ウィンドウ７６４をチャンネル種類品質オプション６８２６上
に動かし、録画品質オプションをスクロールして、チャンネル種類に基づいて使われるデ
フォルト録画品質を設定することができる。
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【０１５０】
　保存オプション７６０を用いると、ユーザによって選択された録画品質を保存すること
ができる。キャンセル・オプション７６２が選択されると、双方向テレビ・アプリケーシ
ョンは、ユーザによる選択を何ら保存せずにディスプレイ画面７５０から出て、前のディ
スプレイ画面に戻る。
【０１５１】
　図２１は、双方向テレビ・アプリケーションによって提供されるバッファ時間重複ディ
スプレイ画面の一例７７０を示す。ユーザは、ディスプレイ画面７７０により、バッファ
録画と番組との間及び異なるバッファ録画間の録画の重なりを解決するための設定を選択
することができる。ユーザは、双方向テレビ・アプリケーションにより、バッファ録画優
先度オプション７７４上にハイライト・ウィンドウ７７２を動かし、「する」／「しない
」の間でスクロールして、前後バッファ録画に録画される番組より低い優先度を持たせる
か否かを選択することができる。ユーザがオプション７７４に対して「する」を選択した
場合、番組とバッファ録画との間の重複は番組を優先することによって解決される。
【０１５２】
　また、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、オプション７７８及びオ
プション７８０を選択し、バッファ間での録画の重なりを解決することができる。ユーザ
がオプション７７８に対して「する」を選択すると、双方向テレビ・アプリケーションは
、バッファ間の重複を各バッファに関連する予約された録画の録画優先度に基づいて解決
する。
【０１５３】
　ユーザがオプション７７８に対して「しない」を選択すると、オプション７８０を用い
て、時間前バッファと時間後バッファに異なる優先度を割り当てることができる。例えば
、オプション７８０を用いて、時間後バッファに時間前バッファよりも高い優先度を割り
当てることができる。保存オプション７８４及びキャンセル・オプション７８６を用いる
と、それぞれ、ユーザによって選択された設定を保存する、又は、設定を保存せずに出る
、ことができる。
【０１５４】
　図２２は、双方向テレビ・アプリケーションによって提供される優先度レベル情報ディ
スプレイ画面の一例８７０を示す。ディスプレイ画面８７０は、ＰＶＲに残る空きメモリ
（トータル時間）の量を表示する。また、ディスプレイ画面８７０は、各優先度レベルに
対して使用できるメモリはどのくらい残っているかのリストを表示すると共に、録画用空
きメモリがいつ尽きるかを現在予約されている録画に基づいて示す。
【０１５５】
　ディスプレイ画面８７０は、メモリ使用情報セクション８７２を含む。メモリ使用情報
セクション８７２は、ＰＶＲの全メモリスペースと、使用済の全メモリと、メモリがどの
くらい残っているかとを示す。有効時間及び残り時間の時間数は、現在の録画の平均録画
品質、デフォルト録画品質、又は、今後の録画の録画品質、などの録画品質に関する任意
の適切な推定又は他の任意の適切な方法に基づく。ディスプレイ画面８７０は、優先度レ
ベル情報リスト８７４を含む。優先度レベル情報リスト８７４は、各優先度レベルのリス
ト、各優先度レベルのために現在どのくらいのメモリが使われるかのインジケータ、及び
、特定の優先度を持つ新しい録画予約のための空きを作るために番組の消去を開始するガ
イドがいつスタートするかの情報、を含む。
【０１５６】
　本双方向テレビ・アプリケーションにＰＰＶ番組に対するＰＶＲ機能を備えることも可
能である。図２３は、ＰＰＶ番組を選択・設定するのに用いられるプロセスの一例１２０
０を示す。ステップ１２１６では、例えば、ユーザが、一覧表画面から、或いは、ユーザ
が特定のＰＰＶ番組に対して関心を示すことができる他の任意の場所から、特定のＰＰＶ
番組についての情報オプションを選択したとき、双方向テレビ・アプリケーションはＰＰ
Ｖ情報ディスプレイ画面を表示する。双方向テレビ・アプリケーションは、ステップ１２
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１８において、関連する番組ガイド・オプションを提供する。関連番組ガイド・オプショ
ンは、最後、注文／視聴、リマインド、ロック、時間、及び、他の適切な番組ガイド・オ
プションを有する。ステップ１２２４において、本双方向テレビ・アプリケーションによ
り、ユーザは、ＰＰＶ録画をセット及び／又は設定する録画オプションを選択することが
できる。また、リモコン上の録画キーを用いても、ＰＰＶ番組を録画することをセットで
きる。
【０１５７】
　ＰＰＶ番組が前に注文されたものでなければ、ユーザは、双方向テレビ・アプリケーシ
ョンによって、録画予約の前に注文プロセスを通ることになる。ユーザは、そのＰＰＶ番
組に録画優先度を設定することができる。図６のステップ６５１などの録画優先度設定工
程がプロセス１２００にも含まれる。また、ステップ６０８、６５３、６５５、及び、６
５７などのシリーズ録画に関連するオプション又はステップも、例えば録画予約されたＰ
ＰＶ番組がパッケージの一部であるときには、プロセス１２００に含まれる。必要に応じ
て、封切／シンジケートなどのシリーズ・セットアップ・オプションの一部がＰＰＶパッ
ケージに対しては提供されないようにしてもよい。
【０１５８】
　ユーザがＰＰＶ番組を録画しようとすると、双方向テレビ・アプリケーションは、その
番組を録画予約する前にそのＰＰＶ番組を注文することをユーザに要求する。必要に応じ
て、双方向テレビ・アプリケーションは、ユーザがＰＰＶ番組の録画を選択したときには
、自動的にそのＰＰＶ番組を注文するようにしてもよい。別の実施形態として、双方向テ
レビ・アプリケーションは、録画セットアップ・プロセスの一部として、ＰＰＶ注文画面
を自動的に表示してもよい。ユーザが所望のＰＰＶ番組に対する注文を完了しなければ、
録画は予約されない。ＰＰＶ番組が衝動注文（ｉｍｐｕｌｓｅ　ｏｒｄｅｒ）ＰＰＶ番組
（例えば、自動番号識別ＰＰＶ番組）でなければ、本双方向テレビ・アプリケーションに
より、ユーザは、番組を注文する前に録画を予約できる。
【０１５９】
　ユーザがＰＰＶ番組に対する録画オプションを選択すると、双方向テレビ・アプリケー
ションはステップ１２０６に進む。ステップ１２０６において、ＰＰＶ録画に関連するオ
プションがユーザに提供される。ステップ１２０６は、ステップ１２３２、１２３４、１
２３６、１２３８、１２４０、及び、１２４２を含む。ステップ１２３４において、本双
方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ＰＰＶ番組録画時間を選択できる。例
えば、ユーザは、ＰＰＶ放送時間リストの中から特定の放送を選択することができる。ス
テップ１２３６において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、そのＰ
ＰＶ番組に対する録画品質を選択することができる。ステップ１２３８及び１２４０にお
いて、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、所望のＰＰＶ番組の予定さ
れた放送の前及び後のバッファ録画時間をそれぞれセットすることができる。ステップ１
２３２において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ＰＰＶ番組の録
画を予約し、ユーザによって選択された設定を保存する保存オプションを選択することが
できる。ステップ１２４２において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザ
は、録画を予約せずにキャンセルして前のディスプレイ画面に戻ることができる。
【０１６０】
　図２４は、いまだ録画予約されていないＰＰＶ番組についての番組情報ディスプレイ画
面の一例１３００を示す。ディスプレイ画面１３００は、例えば、図７のディスプレイ画
面７００のリスト・バー７０２がＰＰＶ番組の上に位置するときに、リモコンの情報ボタ
ンが選択されることによって表示される。ここで図２４を参照する。ディスプレイ画面１
３００は、タイトル表示バー１３０６を含む。ディスプレイ画面１３００は、合わせられ
ているチャンネル上で現在放送中の番組についての番組映像１３４０を含む。ディスプレ
イ画面１３００は、表示バー１３０６にリストアップされたＰＰＶ番組に関する情報を含
むと共に、ＰＰＶ番組に関連する番組ガイド・オプションも含む。
【０１６１】
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　ディスプレイ画面１３００は、録画オプション１３３０を含む。ユーザが録画オプショ
ン１３３０を選択すると、双方向テレビ・アプリケーションは、図２５に示すＰＰＶ録画
セットアップ・ディスプレイ画面１４００を表示する。
【０１６２】
　ここで図２５を参照する。ＰＰＶ録画セットアップ・ディスプレイ画面１４００は、保
存オプション１４０２、時間選択オプション１４１０、品質オプション１４０４、前バッ
ファ時間オプション１４１２、後バッファ時間オプション１４１４、録画キャンセル・オ
プション１４１６、及び、録画優先度オプション１４２０を含む。これらのオプションは
、図２３に一例として示されたステップ１２３２、１２３４、１２３６、１２３８、１２
４０、及び、１２４２に基づいて提供される。本双方向テレビ・アプリケーションにより
、ユーザは、ハイライト・ウィンドウ１４１８を時間選択オプション１４１０上に動かし
、特定のＰＰＶ番組の予定された時間をスクロールして、録画時間を選択することができ
る。本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、品質オプション１４０４上に
ハイライト・ウィンドウ１４１８を動かし、リモコンのナビゲーション・ボタンを用いて
録画品質設定をスクロールして、録画に対する品質を選択することができる。本双方向テ
レビ・アプリケーションにより、ユーザは、前バッファ時間オプション１４１２上に又は
後バッファ時間オプション１４１４上にハイライト・ウィンドウ１４１８を動かし、リモ
コンのナビゲーション・ボタンを用いて、録画に用いられる前後のバッファ時間を設定す
ることができる。本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ハイライト・ウ
ィンドウ１４１８を録画優先度オプション１４２０上に動かし、リモコンのナビゲーショ
ン・ボタンを用いて、録画に対する録画優先度を設定することができる。保存オプション
１４０２を選択すると、所望の録画及び関連する録画設定を予約することができる。キャ
ンセル・オプション１４１６が選択されると、双方向テレビ・アプリケーションは、ＰＰ
Ｖ番組の録画を予約せずに、現在のディスプレイ画面から出て、前のディスプレイ画面に
戻る。他の適切なオプションが設けられてもよい。必要に応じて、ユーザが、本アプリケ
ーションを利用して、既に録画予約されたＰＰＶ番組に対して録画オプションを選択でき
てもよい。この場合、本アプリケーションは、ディスプレイ画面１４００などの画面を表
示する。この画面により、ユーザは、その録画設定を修正したり、その録画予約をキャン
セルしたりすることができる。このように、ＰＶＲの機能性はＰＰＶ番組に対しても提供
することができる。
【０１６３】
　本双方向テレビ・アプリケーションにＶＯＤ番組に対するＰＶＲ機能を備えることも可
能である。図２６は、ＶＯＤ番組の録画を選択・設定する際に用いられるプロセスの一例
１２５０を示す。ステップ１２５２において、例えば、ユーザが、一覧表画面から、或い
は、ユーザが特定のＶＯＤ番組に対して関心を示すことができる他の任意の場所から、特
定のＶＯＤ番組についての情報オプションを選択したとき、双方向テレビ・アプリケーシ
ョンはＶＯＤ情報ディスプレイ画面を表示する。双方向テレビ・アプリケーションは、ス
テップ１２５４において、関連する番組ガイド・オプションを提供する。関連番組ガイド
・オプションは、最後、注文、リマインド、ロック、及び、他の適切な番組ガイド・オプ
ションを有する。ステップ１２５６において、双方向テレビ・アプリケーションにより、
ユーザは、録画オプション、リモコンの録画ボタン、又は、ライブ制御オーバーレイの録
画オプションを選択して、ＶＯＤ録画をセット及び／又は設定することができる。
【０１６４】
　ユーザがＶＯＤ番組を録画しようとすると、双方向テレビ・アプリケーションは、その
番組を録画予約する前にそのＶＯＤ番組を注文することをユーザに要求する。必要に応じ
て、双方向テレビ・アプリケーションは、ユーザがＶＯＤ番組の録画を選択したときには
、自動的にそのＶＯＤ番組を注文するようにしてもよい。別の実施形態として、双方向テ
レビ・アプリケーションは、録画セットアップ・プロセスの一部として、ＶＯＤ注文画面
を自動的に表示してもよい。ユーザがＶＯＤ番組に対する注文を完了しなければ、録画は
セットアップされない。
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【０１６５】
　ユーザがＶＯＤ番組に対する録画オプションを選択すると、双方向テレビ・アプリケー
ションはステップ１２５８に進む。ステップ１２５８において、ＶＯＤ録画に関連するオ
プションがユーザに提供される。ステップ１２５８は、ステップ１２６０、１２６２、１
２６４、１２６６、１２６８、及び、１２７０を含む。ステップ１２６２において、双方
向テレビ・アプリケーションは、ＶＯＤ番組の録画時間を提案する。双方向テレビ・アプ
リケーションは、現在予約されている録画及び録画の重複を回避するためのリマインダに
基づいた時間を提案する。双方向テレビ・アプリケーションは、録画時間を提案し、ユー
ザが他の可能な録画時間をスクロールできるようにする。ステップ１２６４において、本
双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ＶＯＤ番組に対する録画品質を選択
することができる。ステップ１２６６及び１２６８において、本双方向テレビ・アプリケ
ーションにより、ユーザは、ＶＯＤ番組の録画予約の前及び後のバッファ録画時間をそれ
ぞれセットすることができる。ＶＯＤ番組の録画に対する前バッファ時間又は後バッファ
時間を選択することは、例えばＶＯＤ番組の再生がその番組について規定された時間を越
えて延びた場合などに、有益的である。ＶＯＤ番組の再生は、例えばＶＯＤ番組の伝送中
に中断が生じた場合などに、規定された時間を越えて延びる可能性がある。しかしながら
、ＶＯＤ番組前／後のバッファ録画時間は、通常、必要でない。ステップ１２６０におい
て、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ＶＯＤ番組の録画を予約し、
ユーザによって選択された設定を保存する保存オプションを選択することができる。ユー
ザは、ＶＯＤ番組に対して録画優先度を設定することができる。ユーザがＶＯＤ番組に対
して録画優先度を設定できるように、図６のステップ６５１などの録画優先度を設定する
ステップもプロセス１２５０に含まれる。また、図６のプロセス６００の中の他のオプシ
ョンも、必要に応じて含まれてもよい。ステップ１２７０において、本双方向テレビ・ア
プリケーションにより、ユーザは、録画を予約せずにキャンセルして前のディスプレイ画
面に戻ることができる。
【０１６６】
　ＶＯＤ又はＰＰＶ番組にコピープロテクトされたものとしてマークされている場合、双
方向テレビ・アプリケーションは、その著作権で保護された番組に対する録画予約をユー
ザに許す場合を制限する。必要に応じて、双方向テレビ・アプリケーションは、コピープ
ロテクトされたＰＰＶ又はＶＯＤ番組のライブ映像を自動的にバッファするのを禁止する
。
【０１６７】
　ＶＯＤ及びＰＰＶ番組は、使用態様に応じて異なる料金を持つように値付けすることが
できる。例えば、一番組を視聴する際の料金と一番組を録画する際の料金とが異なっても
よい。番組録画料金は、ユーザが番組の録画を選択したときに表示される。必要に応じて
、ＶＯＤ及びＰＰＶ番組には３つの異なる料金（最初の２つの料金は上述の２つの料金と
同じ種類の料金であり、第三の料金は録画されたものを再生する度に掛かる料金）が付け
られてもよい。また、双方向テレビ・アプリケーションは、普通のコンテンツのペイ・パ
ー・レコーディング（有料録画）及びペイ・パー・プレイ（有料再生）をサポートするこ
ともできる。また、双方向テレビ・アプリケーションは、ユーザがリモート・サーバ上で
利用しているストレージ・スペースの量に応じて録画スペースに対する料金を支払う（例
えば、リモート・サーバにおいてユーザの個人的な映像を記憶しているストレージ量に対
して料金を支払う）システムをサポートすることもできる。
【０１６８】
　図２７は、いまだ録画予約されていないＶＯＤ番組についての番組情報ディスプレイ画
面の一例１２８０を示す。ディスプレイ画面１２８０は、例えば、図７のディスプレイ画
面７００のリスト・バー７０２がＶＯＤ番組の上に位置するときに、リモコンの情報ボタ
ンが選択されることによって表示される。ここで図２７を参照する。ディスプレイ画面１
２８０は、タイトル表示バー１２８２を含む。ディスプレイ画面１２８０は、表示バー１
２８２にリストアップされたＶＯＤ番組に関する情報を含むと共に、ＶＯＤ番組に関連す
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る番組ガイド・オプションも含む。
【０１６９】
　ディスプレイ画面１２８０は、録画オプション１２８４を含む。ユーザが録画オプショ
ン１２８４を選択すると、双方向テレビ・アプリケーションは、図２８に示すＶＯＤ録画
セットアップ・ディスプレイ画面１３５０を表示する。
【０１７０】
　ここで図２８を参照する。ＶＯＤ録画セットアップ・ディスプレイ画面１３５０は、保
存オプション１３５２、録画時間案オプション１３６２、品質オプション１３５４、前バ
ッファ時間オプション１３５６、後バッファ時間オプション１３５８、録画キャンセル・
オプション１３６０、及び、録画優先度オプション１３６６を含む。これらのオプション
は、図２６に一例として示されたステップ１２６０、１２６２、１２６４、１２６６、１
２６８、及び、１２７０に基づいて提供される。
【０１７１】
　上述のように、ＶＯＤ番組の録画に際し、前バッファ時間オプション１３５６及び後バ
ッファ時間オプション１３５８は必ずしも必要ではなく、ユーザが選択できないものとし
てもよい。
【０１７２】
　本双方向テレビ・アプリケーションは、現在予約されている録画及びリマインダに基づ
いて、ＶＯＤ番組を録画する時間を提案する。また、双方向テレビ・アプリケーションは
、そのＶＯＤ番組を録画するのに利用可能な録画時間がいつかを判断すると共に、録画時
間案のリストを作成する。
【０１７３】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ハイライト・ウィンドウ１３６
４を録画時間案オプション１３６２上に動かし、リモコンのナビゲーション・ボタンを用
いて時間案をスクロールして、録画時間を選択することができる。時間案には、即時のＶ
ＯＤ番組録画を可能にするために、現在時刻が含まれる。本双方向テレビ・アプリケーシ
ョンにより、ユーザは、品質オプション１３５４上にハイライト・ウィンドウ１３６４を
動かし、リモコンのナビゲーション・ボタンを用いて録画品質設定をスクロールして、録
画に対する品質を選択することができる。本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユ
ーザは、ハイライト・ウィンドウ１３６４を録画優先度オプション１３６６上に動かし、
リモコンのナビゲーション・ボタンを用いて、録画に対する録画優先度を設定することが
できる。保存オプション１３５２が選択されると、ユーザによってセットされた関連する
録画設定に基づいて、所望の録画が予約される。キャンセル・オプション１３６０が選択
されると、双方向テレビ・アプリケーションは、ＶＯＤ番組の録画を予約せずに、現在の
ディスプレイ画面を出て、前のディスプレイ画面に戻る。あるいは、必要に応じて、キャ
ンセル・オプション１３６０を用いて、ＶＯＤ番組の録画予約のキャンセルができるよう
にしてもよい。ユーザが本アプリケーションを利用して録画設定の修正又は録画予約のキ
ャンセルができる場合、必要に応じて、ユーザが既に録画予約されたＶＯＤ番組に対して
録画オプションを選択した場合に、ディスプレイ画面１３５０が示されてもよい。
【０１７４】
　ＶＯＤ番組の録画中、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、通常のＰ
ＶＲフロー制御オプションを用いたローカルでのＶＯＤ番組の再生しか制御できない。例
えば、ユーザは、ＶＯＤ番組の録画中に、ＶＯＤサーバからの再生を制御することはでき
ない。しかしながら、ユーザは、ユーザのローカルのＰＶＲを通じて、ＶＯＤ番組の再生
は制御することができる。ＶＯＤ番組に対するユーザの再生制御は、ＰＶＲによって録画
されたＶＯＤ番組に至るまで利用可能である。
【０１７５】
　ＰＶＲを用いて、テレビ・コンテンツを録画、再生、又は、バッファすることができる
。図２９は、ＰＶＲを用いる際に必要なプロセスの一例１５００を示す。ステップ１５２
０において、双方向テレビ・アプリケーションは、予約された録画の前に短い時間表示さ
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れる録画予約に関するリマインダ・オーバーレイを表示する。この録画は、ユーザによっ
て予約されたものであってもよく、或いは、双方向テレビ・アプリケーションによって予
約されたものであってもよい。リマインダ・オーバーレイは、１以上のオプションを含む
。ユーザは、このオーバーレイを利用して、その録画をキャンセルすることができる（シ
リーズ録画が設定されていれば、これは１エピソードの録画キャンセルに過ぎない）。ま
た、ユーザは、このオーバーレイを利用して、現在の番組を見終わってから予約された時
刻に録画を開始できるように、このオーバーレイを隠すこともできる。また、ユーザは、
このオーバーレイを利用して、現在の番組を見るのをやめて、直ちにその番組の録画を開
始することもできる。さらに、ユーザは、このオーバーレイを利用して、複製を保存せず
にその番組を視聴するために、その番組にチャンネルを合わせると共に録画をキャンセル
することもできる。ユーザが何も行為を行わない場合、そのオーバーレイは所定時間後に
除去され、双方向テレビ・アプリケーションは、チャンネルを予約された番組を放送して
いるチャンネルに合わせると共に録画を開始する。ステップ１５１０において、双方向テ
レビ・アプリケーションは、番組の録画を開始し、録画開始オーバーレイを表示する。
【０１７６】
　ステップ１５１０に続くステップ１５１２において、双方向テレビ・アプリケーション
は、録画中の番組のライブ映像を表示すると共に、ユーザの行為を監視し、ユーザがその
録画のキャンセルを選択したか否かを判断する。例えば、ユーザは、リモコンの録画ボタ
ンを押して又は別のリモコン・ボタンを押して録画のキャンセルを選択し、録画中に現在
のチャンネル（録画しているチャンネル）を変えることもできる。ユーザが録画のキャン
セルを選択しない場合、双方向テレビ・アプリケーションはステップ１５１４に進む。そ
うでない場合、ユーザが録画のキャンセルを選択したときにステップ１５１６が実行され
る。ステップ１５１６において、双方向テレビ・アプリケーションは、録画キャンセル・
オーバーレイを表示する。必要に応じて、ユーザが、録画キャンセル・オーバーレイを利
用して、その録画がキャンセルされたことを確認することを選択できてもよい。ユーザが
録画をキャンセルしないことを選ぶと、双方向テレビ・アプリケーションはステップ１５
１２に戻る。ユーザが録画をキャンセルすることを選ぶと、双方向テレビ・アプリケーシ
ョンはステップ１５１８に進む。録画中、ユーザは、番組の録画に影響を与えずに、一時
停止、巻き戻し、早送り、又は、他の再生制御動作を行うことができる。ユーザは、新し
いコンテンツが現在録画されている番組の「ライブ（放送中）の」時点まで早送りするこ
とができる。必要に応じて、ユーザが、本アプリケーションを利用して、現在の番組の録
画中に、以前に録画された番組を見ることができてもよい。
【０１７７】
　本双方向テレビ・アプリケーションは、ステップ１５１４の後、ステップ１５１８に進
む。ステップ１５１４において、双方向テレビ・アプリケーションは、録画が完了したこ
とを伝えるメッセージを示す録画完了オーバーレイを表示する。ユーザは、録画が完了し
たか或いは（例えばユーザが録画をキャンセルしたために）部分的に完了したかを問わず
、例えば録画一覧表ディスプレイ画面（図３６参照）から、録画したものを再生させるこ
とができる。
【０１７８】
　録画がキャンセルされると、或いは、録画が完了すると、ライブのテレビ番組がバッフ
ァされる。例えば、録画に使われていたチューナが、その録画がキャンセルされたとき又
は完了したときに、ＰＶＲ上にライブのテレビ番組をバッファするために用いられる。必
要に応じて、本システムは、複数の番組を同時に録画できるように、或いは、ユーザが１
以上の番組の録画中に一番組を視聴できるように、複数のチューナを用いてもよい。ステ
ップ１５１８において、双方向テレビ・アプリケーションは、ライブのフルスクリーン映
像を表示・バッファする。また、ステップ１５１８において、ユーザがライブ制御オーバ
ーレイを呼び出すと、双方向テレビ・アプリケーションは該オーバーレイを表示する。こ
のライブ制御オーバーレイは、例えば、再生ボタン、巻き戻しボタン、一時停止ボタン、
早送りボタン、又は、停止ボタンなどの特定のリモコンのボタンを押すことによって呼び
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出される。また、このオーバーレイを呼び出すための専用ボタンが用いられてもよい。ラ
イブ制御オーバーレイは、再生、一時停止、巻き戻し、早送り、及び、録画、などのＰＶ
Ｒに関連する適切なタスク・オプションを含む。このライブ制御オーバーレイは、所定時
間使用されなければ、自動的に消える。双方向テレビ・アプリケーションは、録画オプシ
ョンがライブのテレビ番組に対して選択されるまで、又は、ステップ１５２０まで、ステ
ップ１５１８に留まる。
【０１７９】
　本双方向テレビ・アプリケーションが別の録画予約に対するリマインダ／録画オーバー
レイを表示すると、プロセス１５００を開始させるためにステップ１５２０が繰り返され
る。ステップ１５１０は、例えばユーザがライブのテレビ番組を見ているときに録画オプ
ションが選択されたときに、プロセス１５００を開始するために繰り返される。必要に応
じて、何らオーバーレイが表示されずに録画が行われてもよい。例えば、録画の開始が予
約されたときに、セットトップ・ボックスの電源が切られてもよい。本アプリケーション
は、ユーザ装置に電源を入れずに、選択された番組にチャンネルを合わせ、ローカル・ス
トレージへの録画を開始することができる。別の方法として、ユーザへの何らの通知もな
しに、リモート・サーバ上に番組が録画されてもよい。
【０１８０】
　ＰＶＲが番組の録画を開始するとき、録画開始オーバーレイが表示される。図３０は、
双方向テレビ・アプリケーションによって提供される録画開始オーバーレイの一例１６０
２を示す。オーバーレイ１６０２は、双方向テレビ・アプリケーションが（例えば、図２
９のステップ１５１０において）番組の録画を開始するときに、双方向テレビ・アプリケ
ーションによって表示される。オーバーレイ１６０２は、現在の番組が現在録画されてい
ることを示す。オーバーレイ１６０２は、バックグラウンドにおいて再生中の現在の番組
についての映像１６０４上に表示される。オーバーレイ１６０２は、所定時間後に、或い
は、ユーザがリモコンの戻るボタンを選択したときに、視界から消える。双方向テレビ・
アプリケーションは、オーバーレイ１６０２を録画の一部として含ませずに、現在の番組
を録画する。必要に応じて、テレビ番組は、ディスプレイ画面及びオーバーレイを録画の
一部として含ませずに、録画されてもよい。
【０１８１】
　また、ユーザは、番組の視聴・録画中に、その録画に反映されるやり取り無しで、他の
行動もとることができる。例えば、ユーザは、録画している番組の音量を、その変化が録
画された番組の音声の一部として含まれないように、消す又は変えることができる。ユー
ザは、ある番組を録画しているとき、その番組の録画に影響を与えずに、一時停止、巻き
戻し、又は、他の番組フロー制御オプションを行うことができる。ユーザは、新しい番組
の録画中に、その新しい番組の録画に影響を与えずに、以前に録画した番組を見ることが
できる。
【０１８２】
　図３１は、双方向テレビ・アプリケーションによって提供される録画中止オーバーレイ
の一例１７０２を示す。オーバーレイ１７０２は、ある番組について現在の映像１７０４
の録画中にユーザが現在のチャンネルを変えようとしたときに、その映像１７０４上に表
示される。オーバーレイ１７０２は、図２９のプロセス１５００のステップ１５１６の一
例である。必要に応じて、例えば、本システムが複数のチューナを有する場合、又は、番
組がリモート・サーバに録画されている場合、ユーザが、本アプリケーションを利用して
、進行中である録画に影響を与えずにチャンネルを変えることができてもよい。
【０１８３】
　オーバーレイ１７０２は、「いいえ」オプション１７０６と「はい」オプション１７０
８とを含む。双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ハイライト・ウィンド
ウ１７１０を用いて、「いいえ」オプション１７０６又は「はい」オプション１７０８を
選択することができる。「いいえ」オプション１７０６が選択されると、双方向テレビ・
アプリケーションは、現在の番組についての現在の映像１７０４の録画・表示を続ける。
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「はい」オプション１７０８が選択されると、双方向テレビ・アプリケーションは録画を
中止し、ユーザはチャンネルを変えることができるようになる。オーバーレイ１７０２に
対する応答がない場合、双方向テレビ・アプリケーションは、オーバーレイ１７０２を消
し、録画を続ける。必要に応じて、ユーザが現在の録画のキャンセルを選択したときに、
受動的録画中止オーバーレイ又は録画キャンセル・オーバーレイが表示されてもよい。
【０１８４】
　図３２は、双方向テレビ・アプリケーションによって提供される録画完了オーバーレイ
の一例１８０４を示す。オーバーレイ１８０４は、予定されていた録画が完了したときに
、表示される。オーバーレイ１８０４は、録画保持オプション１８０６と録画消去オプシ
ョン１８０８とを含む。本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、録画保持
オプション１８０６上にハイライト・ウィンドウ１８１０を動かし、該オプションを選択
することができる。ユーザは、オプション１８０６を選択して、オーバーレイ１８０４を
消し、その番組の録画をＰＶＲ上に保持させることができる。本双方向テレビ・アプリケ
ーションにより、ユーザは、録画消去オプション１８０８上にハイライト・ウィンドウ１
８１０を動かし、（例えばリモコンの「ＯＫ」ボタンを押すことによって）そのオプショ
ンを選択することができる。ユーザは、オプション１８０８を選択して、オーバーレイ１
８０４を消し、その番組の録画をＰＶＲ上から消去させることができる。所定時間が経過
してもユーザからのアクションが無い場合、双方向テレビ・アプリケーションは、録画保
持を自動的に選択し、オーバーレイ１８０４を消す。オーバーレイ１８０４は、特定の番
組に対して、現在の映像１８０２上で表示される。例えば録画又はリマインダが完了した
ばかりの録画の直後に予定されている場合、必要に応じて、オーバーレイ１８０４は表示
されなくてもよい。
【０１８５】
　ＰＶＲを用いて、ライブのテレビ番組をバッファし、ライブのテレビ番組の流れを制御
する（例えば、ライブの番組を一時停止する）ことができる。図３３は、双方向テレビ・
アプリケーションによって提供されるライブ制御オーバーレイの一例１９０４を示す。オ
ーバーレイ１９０４は、例えば、一時停止ボタン、巻き戻しボタン、又は、このオーバー
レイを呼び出す専用ボタン、などの特定のリモコンのボタン、或いは、他の適切なリモコ
ンのボタンを押すことによって、ユーザが番組フロー制御オプションを呼び出したときに
、表示される。オーバーレイ１９０４は、ライブのテレビ番組の流れを制御するオプショ
ンを含む。オーバーレイ１９０４は、図２９のプロセス１５００のステップ１５１８に基
づいて提供される。オーバーレイ１９０４は、特定の番組に対して、現在の映像１９０２
上に表示される。オーバーレイ１９０４は、選択可能な広告１９０６、巻き戻しオプショ
ン１９０８、再生オプション１９１０、録画オプション１９１２、一時停止オプション１
９１４、番組タイトル１９１６、及び、早送りオプション１９１８、を含む。
【０１８６】
　ユーザが巻き戻しオプション１９０８を選択すると、双方向テレビ・アプリケーション
は、巻き戻しているバッファされた映像１９０２を表示する。一時停止オプション１９１
４が選択されると、双方向テレビ・アプリケーションは、一時停止されている現在の番組
のバッファされた映像１９０２を表示する。再生オプション１９１０が選択されると、バ
ッファされた映像１９０２は、通常の速度での再生を再開する。また、オーバーレイ１９
０４は、（例えば、一時停止オプション１９１４を繰り返し選択することによって）映像
１９０２をフレームごとに進めるオプションも提供する。早送りオプション１９１８が選
択されると、双方向テレビ・アプリケーションは、早送りされている現在の番組のバッフ
ァされた映像１９０２を表示する。録画オプション１９１２が選択されると、双方向テレ
ビ・アプリケーションは、現在の番組を録画する。巻き戻しオプション１９０８及び早送
りオプション１９１８を用いて、様々な速度での番組の早送り及び巻き戻しが可能でもよ
い。この様々な速度の範囲は、例えば、様々なスローモーション速度から様々な早送り速
度までの範囲である。異なる速度間での切替は、同じオプションの連続的な選択（例えば
、早送りオプション１９０８の連続的な選択、又は、巻き戻しオプション１９０８の連続
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的な選択）によって行われる。双方向テレビ・アプリケーションに現在の番組の録画又は
録画されたものの再生を停止させるには、ユーザは、リモコンの停止ボタンを、１回、又
は、所望の動作であることを確認するために２回以上、押さなければならない。ＰＶＲに
録画をやめさせると、その予定された録画はキャンセルされる。必要に応じて、停止オプ
ションを適切な場合にオーバーレイ１９０４に表示してもよい。
【０１８７】
　リモコンの停止ボタンは、更に、ユーザがライブのテレビを見ているときに一時停止オ
プションと同じように機能してもよい（すなわち、録画中でないライブのテレビ番組がバ
ッファされている）。
【０１８８】
　番組をバッファ・録画する技術については以下で更に説明する。オーバーレイ１９０４
が表示されると、ユーザは、ＰＶＲから再生している録画の流れを制御することもできる
。オーバーレイ１９０４は、録画されたものを制御するために用いられているとき、録画
オプション１９１２を含まずに表示されてもよい。例えば図３９参照。
【０１８９】
　図３４は、双方向テレビ・アプリケーションによって提供される録画リマインダ・オー
バーレイの一例２００４を示す。オーバーレイ２００４は、図２９のプロセス１５００の
ステップ１５２０に基づいて提供される。オーバーレイ２００４は、特定の番組に対して
は、現在の映像２００２上に表示される。オーバーレイ２００４は、リマインダ・タブ２
００８、リマインダ情報２０１０、録画オプション２０１２、ハイド・オプション２０１
４、キャンセル・オプション２０１６、及び、「キャンセルして視聴」オプション２０１
８を含む。
【０１９０】
　オーバーレイ２００４は、予定された録画の前に所定時間表示される。この所定時間は
、本アプリケーションによって固定されてもよく、或いは、セットアップ画面においてユ
ーザによって定義されてもよく、或いは、個々の録画に対してその録画が予約されるとき
にユーザによって設定されてもよい。リマインダ・タブ２００８は、予約された録画につ
いての他のリマインダのリストを含んでもよい。録画オプション２０１２が選択されると
、双方向テレビ・アプリケーションは、現在の番組の視聴を終え、予定された録画を直ち
に開始する。双方向テレビ・アプリケーションは、ハイド・オプション２０１４が選択さ
れると、リマインダ・オーバーレイ２００４を消し、録画時間を予定通りに維持する。必
要に応じて、ハイド・オプション２０１４を用いてリマインダ・オーバーレイ２００４を
隠した後に、ユーザがリモコンのボタンを押して本アプリケーションにリマインダ・オー
バーレイ２００４を再表示させることができるようにしてもよい。双方向テレビ・アプリ
ケーションは、キャンセル・オプション２０１６が選択されると、録画をキャンセルする
。「キャンセルして視聴」オプション２０１８が選択されると、双方向テレビ・アプリケ
ーションは、その番組にチャンネルを合わせるが、録画はキャンセルするため、ユーザは
、その番組を見ることはできるが、複製は保存されない。ユーザからの行為が無い場合、
オーバーレイ２００４は自動的に消え、双方向テレビ・アプリケーションは、その録画が
予定されたチャンネルにチャンネルを合わせて、録画を開始する。予定された録画が一旦
開始されると、図３０の録画開始オーバーレイ１６０２が表示され、その番組が録画中で
あることが示される。
【０１９１】
　本双方向テレビ・アプリケーションは、ＰＶＲから再生可能な番組に対して、特定の番
組情報ディスプレイ画面を表示する。図３５は、ＰＶＲ録画情報ディスプレイ画面を表示
するのに用いられるプロセスの一例２１００を示す。ステップ２１１０において、双方向
テレビ・アプリケーションにより、ＰＶＲ録画一覧表ディスプレイ画面が表示され、ユー
ザは、この一覧表ディスプレイ画面にリストアップされた録画の再生、又は、特定の録画
についての情報オプションの選択、を選択することができる。必要に応じて、ユーザは、
あらゆる場所からの録画済番組（例えば、番組種類一覧表ディスプレイ画面、検索一覧表
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ディスプレイ画面、時間別一覧表ディスプレイ画面、チャンネル別一覧表ディスプレイ画
面、ブラウズ・オーバーレイ、又は、フリップ・オーバーレイ、などの適切な画面にリス
トアップされた番組）の再生及びそれに関する情報の閲覧を選択することができる。ユー
ザが、例えばリモコンの「ＯＫ」ボタン又は再生ボタンを押すことによって録画されたも
のの再生を選択した場合、双方向テレビ・アプリケーションはステップ２１３６に進む。
ユーザが録画されたものについての情報オプションを選択した場合、双方向テレビ・アプ
リケーションはステップ２１２０に進む。
【０１９２】
　ステップ２１２０において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、特
定の録画についての情報を閲覧することができる。ステップ２１２２において、本双方向
テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、最後に表示された画面に戻ることができる
。ステップ２１２４において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、録
画（例えば、録画された番組）を再生することができる。ユーザが録画の再生を選択する
と、双方向テレビ・アプリケーションは、ステップ２１３６において、その録画を再生す
る。必要に応じて、例えば、最後に再生を終えたところから再生を再開する、或いは、録
画された番組の冒頭から再生を再スタートさせる、などの複数の再生オプションが存在し
てもよい。ステップ２１２５において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユー
ザは、ＰＶＲ録画を消去する。ステップ２１２６において、本双方向テレビ・アプリケー
ションにより、ユーザは、録画に対する消去優先度設定を編集することができる。ユーザ
が消去優先度設定の編集を選択すると、双方向テレビ・アプリケーションはステップ２１
３２に進む。ステップ２１３２において、双方向テレビ・アプリケーションは、ＰＶＲ録
画に対する消去優先度設定を設定する消去優先度ディスプレイ画面を表示する。
【０１９３】
　ステップ２１２８において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、録
画に対するアクセス権を修正する（例えば、録画をロックする）ことができる。ステップ
２１３０において、ユーザは、選択により、録画されたものをＶＣＲ又は他の外部録画装
置にコピーすることができる。双方向テレビ・アプリケーションは、ユーザがＰＶＲ録画
をＶＣＲにコピーすることを選択したとき、ステップ２１３４において、ＶＣＲセットア
ップ・ディスプレイ画面を表示する。必要に応じて、ステップ２１３４において、双方向
テレビ・アプリケーションが、ＶＣＲセットアップ・ディスプレイ画面におけるユーザ選
択に基づいてＰＶＲ録画をＶＣＲにコピーしてもよい。ＰＶＲ録画が継続中のシリーズ録
画の一部である場合、ステップ２１３５において、本双方向テレビ・アプリケーションに
より、ユーザは、シリーズ録画設定を修正することができる。ＰＶＲ録画がシリーズ録画
の一部として録画されなかった場合、又は、現在継続中のシリーズ録画の一部ではない場
合、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、そのＰＶＲ録画に基づいて新
しい録画又は新しいシリーズ録画を予約することができる。また、録画済番組情報ディス
プレイ画面は、プレビュー・オプションも含む。このオプションを選択すると、番組情報
ディスプレイ画面に埋め込まれた、その番組の部分画面スケール・バージョンの映像が表
示される。
【０１９４】
　ステップ２１３６において、双方向テレビ・アプリケーションは、ユーザが再生を選択
した録画のフルスクリーン映像を表示する。また、ＰＶＲの再生に関連するタスク・オプ
ションを含んだＰＶＲ制御オーバーレイも表示される。
【０１９５】
　図３６は、双方向テレビ・アプリケーションによって提供されるＰＶＲ録画一覧表ディ
スプレイ画面の一例２２００を示す。ディスプレイ画面２２００は、図５のディスプレイ
画面５００において録画オプション５１８が選択されると表示される。ディスプレイ画面
２２００は、リスト・バー２２０２などのリスト・バー内に番組タイトルを含む。ディス
プレイ画面２２００は、リスト・バー内に消去アイコン２２０６を含む。この消去アイコ
ン２２０６は、このアイコン２２０６が関連付けられた番組はアイコン２２０６内に指定
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された時間経過後に消去されることを示す。消去アイコン２２０６は、ディスプレイ画面
２２００に表示されてもよく、或いは、他の適切なディスプレイ画面又はオーバーレイに
表示されてもよい。必要に応じて、リスト・バー２２０２は、ＰＶＲ録画がリスト・バー
２２０２に示された番組と関連付けられていることを明白に示す録画済コンテンツ・アイ
コン（例えば、図７の録画済コンテンツ・アイコン７０４）を明白に含んでもよい。
【０１９６】
　ユーザは、ハイライト・ウィンドウ２２１２をリスト・バー２２０２上に動かし、リモ
コンの「ＯＫ」ボタン又はリモコンの再生ボタンを押すことによって、録画の再生を選択
することができる。必要に応じて、双方向テレビ・アプリケーションは、録画された番組
を、初めから又は現在の再生場所から再生する。リモコンの「ＯＫ」ボタン又はリモコン
の再生ボタンが選択されると、双方向テレビ・アプリケーションはＰＶＲ再生映像オーバ
ーレイを表示する。例えば図３９参照。
【０１９７】
　ユーザがハイライト・ウィンドウ２２１２を特定の録画リスト上に動かし、リモコンの
情報ボタンを押すと、双方向テレビ・アプリケーションは録画情報ディスプレイ画面を表
示する。
【０１９８】
　リスト・バー２２０２に示された録画などの録画は、シリーズ録画の一部として又はキ
ーワード録画として、自動的に録画されてもよい。特定の録画がシリーズ録画及びキーワ
ード録画の双方によって録画予約された場合、双方向テレビ・アプリケーションはその録
画のコピーを１つだけ保存する。この画面上の録画は、あらゆる適切な基準に基づいて並
べられる。例えば、アルファベット順、録画日順、録画優先度順、消去優先度順、視聴状
態順、自動的に録画されたかユーザによって指定されたか、などのあらゆる基準又は基準
の組み合わせが考えられる。
【０１９９】
　図３７は、双方向テレビ・アプリケーションによって提供される録画済番組情報ディス
プレイ画面の一例２３００を示す。ディスプレイ画面２３００は、録画済コンテンツ・ア
イコン２３１２を含むタイトル表示バー２３０６を含む。録画済コンテンツ・アイコン２
３１２は、タイトル表示バー２３０６に示された番組がＰＶＲ録画可能であることを示す
。再生カウンタ２３１４は、ユーザがその番組をどの位置まで見たかを示す。
【０２００】
　ディスプレイ画面２３００は、再生オプション２３２６、消去オプション２３２８、消
去優先度オプション２３３０、ＶＣＲ行きオプション２３３４、シリーズ・セットアップ
・オプション２３３６、及び、時間オプション２３３８、を含む。これらオプションは、
図３５に一例として示したステップ２１２４、２１２５、２１２６、２１３０、及び、２
１３５に基づいて提供される。再生オプション２３２６が選択されると、双方向テレビ・
アプリケーションは、タイトル表示バー２３０６に示された番組の録画を再生する。必要
に応じて、録画済番組をその初めから再生させる、或いは、再生カウンタ２３１４の位置
から録画を再生させる、などの２以上の再生オプションが存在してもよい。消去オプショ
ン２３２８が選択されると、双方向テレビ・アプリケーションは、その番組の録画を消去
する、及び／又は、その特定の録画に関する情報を消去する。消去優先度オプション２３
３０が選択されると、双方向テレビ・アプリケーションにより消去優先度ディスプレイ画
面が表示され、ユーザは消去優先度設定を設定することができる。
【０２０１】
　ＶＣＲ行きオプション２３３４が選択されると、双方向テレビ・アプリケーションによ
りＶＣＲ行きセットアップ・ディスプレイ画面が表示され、ユーザはＰＶＲからＶＣＲ又
は他の装置へ録画された番組を転送することができる。ＶＣＲ行きセットアップ・ディス
プレイ画面により、ユーザは、ＰＶＲからＶＣＲへの録画済番組の転送を設定することが
できる。シリーズ・セットアップ・オプション２３３６が選択されると、双方向テレビ・
アプリケーションは、図１０に示すようなシリーズ・セットアップ・ディスプレイ画面を
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表示する。ユーザは、シリーズ・セットアップ・ディスプレイ画面を利用して、選択され
た番組に対応する継続中のシリーズ録画についての録画設定を修正すること、選択された
番組に対応するシリーズ録画がなければ新しいシリーズ録画を作成すること、ができる。
時間オプション２３３８が選択されると、双方向テレビ・アプリケーションは、その番組
の他の録画リスト、及び、その番組の今後のエピソード・リスト、を表示する。双方向情
報ディスプレイ画面を備えた双方向テレビ番組ガイドの一例は、上述の１９９９年７月１
６日に出願されたＲｕｄｎｉｃｋらによる米国特許出願番号０９／３５６，２６８号に記
載されている。
【０２０２】
　ディスプレイ画面２３００は、プレビュー・オプション２３４０を含む。プレビュー・
ボタン２３４０が選択されると、双方向テレビ・アプリケーションは、映像ウィンドウ２
３４２に録画済番組の縮小版映像を再生する。必要に応じて、本アプリケーションは、停
止、早送り、一時停止、巻き戻し、などの制御キーを備えた制御パネルを表示してもよく
、或いは、ユーザはリモコン上のキーを用いてその映像を制御してもよい。この制御パネ
ルは、ディスプレイ画面２３００内に又はディスプレイ画面２３００上に表示される。必
要に応じて、映像ウィンドウ２３４２において再生中の現在の番組が、録画済番組がプレ
ビューされているときは自動的に一時停止されるようにしてもよい。
【０２０３】
　本双方向テレビ・アプリケーションは、ストレージ・スペースを管理するために番組を
自動的に消去する場合もある。消去優先度設定は、いずれの録画が双方向テレビ・アプリ
ケーションによって消去されるかを管理するのに用いられる。図３８は、双方向テレビ・
アプリケーションによって提供される消去優先度セットアップ・ディスプレイ画面９３０
を示す。ディスプレイ画面９３０により、ユーザは、１つの番組に対して消去優先度設定
をセットすることができる。ディスプレイ画面９３０は、図３７の消去優先度オプション
２３３０がユーザによって選択されると表示される。ディスプレイ画面９３０は、消去プ
リファレンス・オプション９３２と、消去順序編集オプション９４２とを含む。
【０２０４】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、消去プリファレンス・オプショ
ン９３２を用いて、録画に対する消去プリファレンスを選択することができる。ユーザは
、オプション９３２を用いて、様々な消去プリファレンス設定をスクロールすることがで
きる。録画に対してセットできる消去プリファレンス設定は、決して消去しない設定、好
ましい録画として録画された録画用の設定、スペースが必要であれば消去する設定、見た
ら消去する設定、などの設定が考えられる。決して消去しない設定が選択されると、双方
向テレビ・アプリケーションは、ユーザが具体的にその録画の消去を要求しない限り、そ
の録画を消去しない。好ましい録画設定が選択されると、双方向テレビ・アプリケーショ
ンは、好ましい録画設定を有する録画を消去する前に好ましい録画設定を持たない録画を
消去する。スペースが必要であれば消去する設定が選択されると、双方向テレビ・アプリ
ケーションは、番組を録画するスペースが必要なとき、その番組を消去できる。必要に応
じて、双方向テレビ・アプリケーションが、いずれの番組を消去するか判断する際に、最
初に録画に対する優先度をチェックし、次いで、録画されてからの経過年数をチェックし
てもよい。必要に応じて、番組は２つの消去優先度を持ってもよい。一方は番組を見る前
に用いられるもの、他方は番組を見た後に用いられるものである。
【０２０５】
　日付による番組消去オプション９３４は、現在の番組に対して「決して消去しない」設
定以外の消去プリファレンスが選択されているときに、利用可能となる。日付による番組
消去オプション９３４は、消去月オプション９３６、消去日オプション９３８、及び、消
去年オプション９４０を含む。双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、消去
月オプション９３６、消去日オプション９３８、及び、消去年オプション９４０上にハイ
ライト・ウィンドウ９４２を動かし、それぞれ月、日、及び、年をスクロールして、番組
を消去する日付を選択することができる。ユーザが消去順序編集オプション９４４を選択
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すると、双方向テレビ・アプリケーションは、現在記憶されている録画が消去される順序
を示すリストを表示する。例えば図５３のディスプレイ画面３６００参照。
【０２０６】
　図３９は、双方向テレビ・アプリケーションがＰＶＲ上の録画から再生している番組の
映像２４０２上に表示されたＰＶＲ再生映像オーバーレイの一例２４０４を示す。オーバ
ーレイ２４０４は、図３５のプロセス２１００のステップ２１３６の一例である。
【０２０７】
　オーバーレイ２４０４を用いて、映像２４０２の流れを制御することができる。オーバ
ーレイ２４０４は、巻き戻しオプション２４０８、再生オプション２４１０、早送りオプ
ション２４１２、一時停止オプション２４１４、停止オプション２４１６、番組タイトル
２４１８、及び、再生時間２４２０、を含む。再生時間２４２０は、ユーザに、録画の長
さと映像２４０２がどの程度視聴済みかとをユーザに通知する。再生映像オーバーレイ２
４０４及びそこに含まれるフロー制御オプションは、図３３のライブ制御オーバーレイ１
９０４及びそこに含まれるオプションと同様である。停止オプション２４１６は、録画さ
れていないライブのテレビを見ている間は、一時停止オプションと同じように機能する。
予約された録画の録画中、停止オプション２４１６は、その録画予約をキャンセルする機
能を有する。
【０２０８】
　必要に応じて、双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザが、通常リモコンに含
まれるページアップ・ボタン又はページダウン・ボタンなどの特定のリモコン・ボタンを
押すことによって、録画されたもの又はバッファされたテレビ番組の映像２４０２を前方
又は後方に所定期間スキップさせることができてもよい。
【０２０９】
　映像２４０２の再生中にユーザがチャンネルを変えようとすると、メッセージを含んだ
オーバーレイが現れる。図４０は、双方向テレビ・アプリケーションがＰＶＲ上の録画か
ら再生している番組の映像９５０上に表示されたメッセージ・オーバーレイの一例９５２
を示す。オーバーレイ９５２は、オーバーレイ９５２を消すための「ＯＫ」オプション９
５４を含む。また、オーバーレイ９５２は、所定時間経過後、双方向テレビ・アプリケー
ションによって自動的に消される。オーバーレイ９５２内のメッセージは、チャンネルを
変えるには、リモコンの停止ボタンを押して、この映像の再生をキャンセルしなければな
らない、ことを示す。必要に応じて、ユーザが別の録画された番組を見ること又はライブ
のテレビにチャンネルを変えることを決定したときに、映像９５０が自動的に一時停止さ
れてもよい。映像９５０は、後でオーバーレイ無しで再開させるために、一時停止されて
もよい。
【０２１０】
　図４１は、録画されたものを見ている間に双方向テレビ・アプリケーションのオプショ
ンにアクセスする際に必要なステップを含むプロセスの一例９６０を示す。ステップ９６
２において、双方向テレビ・アプリケーションは、録画された番組を再生する。ステップ
９６４において、ユーザが録画されたものを見ている間、双方向テレビ・アプリケーショ
ンは、ブラウズ、メニュ、ガイド、又は、他のオプション、などの番組ガイド機能を提供
する。例えば、双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、録画された番組の映
像再生中にリモコンのメニュ・ボタンを押して、メインメニュ・ディスプレイ画面を表示
させることができる。必要に応じて、双方向テレビ・アプリケーションが、ユーザがメイ
ンメニュ・ディスプレイ画面にアクセスしたとき、或いは、他のディスプレイ画面又はオ
ーバーレイが表示されたときに、録画の再生を自動的に一時停止してもよい。
【０２１１】
　ユーザは、録画予約された番組を録画する際の設定にアクセスすること又は該設定を修
正することができる。図４２は、録画予約された番組についての情報ディスプレイ画面を
表示させる際に必要なステップの一例を示すプロセスの一例２５００を示す。ステップ２
５０２は、録画予約ディスプレイ画面における一覧表に関してユーザがタスクを実行でき
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るようにする際に必要なステップの一例を示す。
【０２１２】
　ステップ２５１４において、双方向テレビ・アプリケーションは、録画予約ディスプレ
イ画面、或いは、ブラウズ・オーバーレイ、時間別一覧表ディスプレイ画面、チャンネル
別一覧表ディスプレイ画面、種類別一覧表ディスプレイ画面、又は、検索一覧表ディスプ
レイ画面、などの一覧表を含む他のグラフィック、を表示する。双方向テレビ・アプリケ
ーションにより、ユーザは、一覧表についての情報オプションを選択することによって一
覧表に関する情報を見ることができる。また、ステップ２５１４において、双方向テレビ
・アプリケーションにより、ユーザは、リストアップされたある番組に対してリモコンの
録画ボタンを押すことによって、その番組の録画予約をキャンセルすることができる。そ
うすると、ステップ２５２２において、録画キャンセル・オーバーレイが表示される。そ
の番組がシリーズものの１エピソードである場合、必要に応じて、録画ボタンを１回押す
ことによって、単発録画がデフォルト設定によるシリーズ録画に変換されてもよい。この
変換をユーザに通知するオーバーレイが表示されてもよい。
【０２１３】
　ユーザが、例えばリモコンの「ＯＫ」ボタン又はリモコンの情報ボタンを用いて、情報
オプションを選択すると、双方向テレビ・アプリケーションは、録画予約された番組につ
いての情報ディスプレイ画面を表示する。
【０２１４】
　ＰＰＶ又はＶＯＤ番組である番組に対して情報オプションが選択されると、双方向テレ
ビ・アプリケーションは、ステップ２５２８において、その番組が現在録画中であるか否
かについて判断する。その番組が現在録画中のＰＰＶ又はＶＯＤ番組である場合、双方向
テレビ・アプリケーションはステップ２５１０に進む。ユーザはＶＯＤ番組についての録
画を現在時刻に予約することもできるため、録画予約されたＶＯＤ番組は現在録画中であ
る可能性もある。その番組が現在録画中でないＰＰＶ又はＶＯＤ番組である場合、双方向
テレビ・アプリケーションはステップ２５０８に進む。その番組がＰＰＶ番組でもＶＯＤ
番組でもない場合、双方向テレビ・アプリケーションはステップ２５０６に進む。
【０２１５】
　ＰＰＶ又はＶＯＤ番組が録画中のとき、ステップ２５１０がそのＰＰＶ又はＶＯＤ番組
に対して実行される。ステップ２５１０は、現在録画中のＰＰＶ又はＶＯＤ番組について
予約番組情報ディスプレイ画面を提供するステップ２５３０、２５３２、２５３６、及び
、２５４０を含む。ステップ２５３０において、双方向テレビ・アプリケーションは、予
約番組情報ディスプレイ画面を表示する。双方向テレビ・アプリケーションは、ステップ
２５３２において、関連する番組ガイド・オプションを提供する。関連する番組ガイド・
オプションは、最後、視聴、ロック、及び、他の適切な番組ガイド・オプションを含む。
ステップ２５３６において、双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、録画中
止オプションを選択することができる。録画中止ボタンが選択されると、双方向テレビ・
アプリケーションは、そのＰＰＶ又はＶＯＤ番組の録画を中止し、ステップ２５４０にお
いて録画中止オーバーレイを表示する。
【０２１６】
　ステップ２５０８は、現在録画中でないＰＰＶ又はＶＯＤ番組についての予約番組情報
ディスプレイ画面を提供するステップ２５４２、２５４４、２５４６、２５５０、及び、
２５５４を含む。ステップ２５４２において、現在録画中でないＰＰＶ又はＶＯＤ番組に
ついての予約番組情報ディスプレイ画面が表示される。本双方向テレビ・アプリケーショ
ンは、ステップ２５４４において、関連する番組ガイド・オプションを提供する。関連す
る番組ガイド・オプションは、最後、及び、ロック、などの適切な番組ガイド・オプショ
ンを含む。ステップ２５４６において、ユーザは、本双方向テレビ・アプリケーションに
より、注文キャンセル・オプションを選択することができる。注文キャンセル・オプショ
ンが選択されると、本双方向テレビ・アプリケーションは、現在の予約番組ディスプレイ
画面から出て、ステップ２５５４において録画キャンセル・オーバーレイを表示する。必
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要に応じて、ＰＰＶ又はＶＯＤ番組の注文は、ユーザがステップ２５４６において予約さ
れたＰＰＶ又はＶＯＤの録画のキャンセルを選択したときに、自動的にキャンセルされて
もよい。ステップ２５５０において、ユーザは、本双方向テレビ・アプリケーションによ
り、録画設定の編集を選択することができる。
【０２１７】
　ステップ２５０６は、録画予約された非ＰＰＶ及び非ＶＯＤ番組についての番組情報デ
ィスプレイ画面を提供するステップ２５７２、２５７４、２５７８、２５８０、２５８２
、２５８６、２５８８、及び、２５９０を含む。
【０２１８】
　ステップ２５７２において、非ＰＰＶ及び非ＶＯＤ番組についての予約番組情報ディス
プレイ画面が表示される。本双方向テレビ・アプリケーションは、ステップ２５７４にお
いて、関連する番組ガイド・オプションを提供する。関連する番組ガイド・オプションは
、最後、視聴（その番組が現在放送中であれば）、及び、ロック、などの適切な番組ガイ
ド・オプションを含む。ステップ２５７８において、ユーザは、本双方向テレビ・アプリ
ケーションにより、録画中止オプションを選択することができる。録画中止オプションが
選択されると、本双方向テレビ・アプリケーションは、ステップ２５８６において、その
予定された録画が現在録画中であるか否かを判断する。その番組が録画中であれば、本双
方向テレビ・アプリケーションは、ステップ２５８８において、ユーザがその番組の録画
を中止することを望むか否かを問うオーバーレイを表示する。その番組が現在録画中でな
ければ、本双方向テレビ・アプリケーションは、その録画予約をキャンセルし、ステップ
２５９０において、録画キャンセル・オーバーレイを表示する。ステップ２５８０におい
て、ユーザは、シリーズ録画を選択・設定できる。ステップ２５８２において、ユーザは
、その録画予約に用いられる録画設定を編集することができる。ステップ２５８２は、プ
ロセス６００のステップ６０６と同じである。
【０２１９】
　本双方向テレビ・アプリケーションは、予約された録画のリストを録画予約一覧表ディ
スプレイ画面として表示することができる。図４３は、本双方向テレビ・アプリケーショ
ンによって提供される録画予約一覧表ディスプレイ画面の一例２６００を示す。ディスプ
レイ画面２６００は、図５のディスプレイ画面５００において録画予約オプション５２４
を選択すると表示される。ディスプレイ画面２６００は、図４２のプロセス２５００のス
テップ２５１４の一例である。
【０２２０】
　ディスプレイ画面２６００は、リスト・バー２６０２などのリスト・バーと日付バー２
６０４などの日付バーとを含む。ディスプレイ画面２６００は、録画が予約された番組の
タイトルのリストを表示する。ディスプレイ画面２６００は、日付バー２６０４を用いて
、予約された番組をそれらの予定された開始時刻に基づいて並べ、予定された日に応じて
番組を分類することができる。ディスプレイ画面２６００を用いると、現在録画予約され
ている各番組をリストアップすることができる。このリストには、シリーズ録画の一部で
ある録画だけでなく、単発録画も含まれる。シリーズ録画には複数のリスト・バーが用い
られてもよい。必要に応じて、リマインダが予約された番組のエピソードもディスプレイ
画面２６００にリストアップされてもよい。
【０２２１】
　ユーザは、本双方向テレビ・アプリケーションにより、リスト・バー２６０２上にハイ
ライト・ウィンドウ２６１０を動かし、リモコンの情報ボタン、リモコンの「ＯＫ」ボタ
ン、又は、リモコンの録画ボタン、などの適切なリモコン・ボタンを選択して、その番組
に対する録画／リマインダ設定を修正することができる。ディスプレイ画面２６００は、
エピソード消去オプション２６０６、全エピソード消去オプション２６０８、及び、「他
の録画予約を見る」オプション２６１２、を含む。ユーザは、リモコンの上下ナビゲーシ
ョン・キーを用いて、録画予約一覧表をスクロールし、リモコンの左右ナビゲーション・
キーを用いて、該一覧表と、オプション２６０６、２６０８、及び、２６１２との間を移
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動できる。例えば、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、リスト・バー
２６０２上にハイライト・ウィンドウ２６１０を動かして、所定のリモコン・ボタンを押
すことによって、そのリストをマークすることができる。そのとき、リモコンの左右ナビ
ゲーション・キーを用いて、ハイライト・ウィンドウ２６１０をエピソード消去オプショ
ン２６０６上に動かすことができる。このとき、リモコンの「ＯＫ」ボタンを押すことに
よって、マークされたリストはディスプレイ画面２６００から消去され、そのリストに対
する録画予約はキャンセルされる。また、エピソード消去機能が、例えば、リモコンの録
画キーを押して単発録画をシリーズ録画に変換し、それからリモコンの録画キーを再度押
して録画予約を消去することによって実現されてもよい。また、エピソード消去オプショ
ン又はシリーズ録画消去オプションが、番組情報ディスプレイ画面から利用可能であって
もよい。ユーザは、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ハイライト・ウィンドウ
２６１０を（例えば、左／右の矢印ボタンを用いて）全エピソード消去オプション２６０
８上に動かし、リモコンの「ＯＫ」ボタンを押すことによって、予定されているすべての
エピソードを消去することができる。
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ハイライト・ウィンドウ２６１
０を（例えば、リモコンの左／右のナビゲーション・キーを用いて）「他の録画予約を見
る」オプション２６１２上に動かすことができる。ユーザがマークされたリストに関連し
て「他の録画予約を見る」オプション２６１２を選択すると、本双方向テレビ・アプリケ
ーションは、マークされたリストの番組名と一致する他の録画予約のリストを表示する。
この他の録画のリストは、シリーズ録画、キーワードベースの録画、又は、放送中の時間
及びチャンネルを用いて定義された録画、を含む。また、シリーズもののエピソードのリ
ストは、図１０のシリーズ録画セットアップ・ディスプレイ画面の「全エピソードを見る
」オプション１００８からも表示させることができる。
【０２２２】
　予約された録画がＶＯＤ番組である場合、ディスプレイ画面２６００は、録画されるＶ
ＯＤ番組に関連した日時に定期的に予定された番組と同じように、そのＶＯＤ番組に対す
るリストを録画予約リストに表示する。ディスプレイ画面２６００により、ユーザは、予
約されたＶＯＤ録画を選択することができる。予約されたＶＯＤ録画が選択されると、ユ
ーザは、本双方向テレビ・アプリケーションにより、図２８に示したディスプレイ画面な
どのディスプレイ画面を用いて、番組情報を閲覧し、録画情報を編集することができる。
【０２２３】
　図４４は、現在録画中のＰＰＶ番組についての情報ディスプレイ画面の一例２７００を
示す。ディスプレイ画面２７００は、図４３において、或いは、ＰＰＶ番組にアクセス可
能な他の任意の画面上で、ＰＰＶリストに対してユーザがリモコンの情報ボタン又はリモ
コンの「ＯＫ」ボタンを押したときに、表示される。ディスプレイ画面２７００は、図４
２のプロセス２５００のステップ２５１０に基づいて提供される。
【０２２４】
　ディスプレイ画面２７００は、図４２に示したステップ２５３６に基づいて提供される
録画中止オプション２７３０を含む。ユーザが録画中止オプション２７３０を選択すると
、本双方向テレビ・アプリケーションは、図３１の録画中止オーバーレイ１７０２を表示
する。
【０２２５】
　図４５は、現在録画中でないＰＰＶ番組についての情報ディスプレイ画面の一例２８０
０を示す。ディスプレイ画面２８００は、録画予約されているが、まだ放送されていない
ＰＰＶ番組のリストに対して、ユーザがリモコンの情報ボタン又はリモコンの「ＯＫ」ボ
タンを押すと、表示される。ディスプレイ画面２８００は、図４２のプロセス２５００の
ステップ２５０８に基づいて提供される。
【０２２６】
　ディスプレイ画面２８００は、図４２のステップ２５４６及び２５５０に基づいて提供
される録画キャンセル・オプション２８２８、注文キャンセル・オプション２８３０、及
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び、編集オプション２８３２を含む。録画キャンセル・オプション２８２８が選択される
と、本双方向テレビ・アプリケーションは、図４８の録画キャンセル・オーバーレイ３１
１０を表示する。注文キャンセル・オプション２８３０が選択されると、本双方向テレビ
・アプリケーションは、このＰＰＶの注文をキャンセルする。必要に応じて、ＰＰＶの注
文がキャンセルされると、録画もキャンセルされるようにしてもよい。編集オプション２
８３２を用いると、ユーザが既に予約された録画を修正することができるディスプレイ画
面にアクセスすることができる。
【０２２７】
　編集オプション２８３２が選択されると、本双方向テレビ・アプリケーションは、図４
６のＰＰＶ録画セットアップ・ディスプレイ画面２９００を表示する。図４６は、本双方
向テレビ・アプリケーションによって提供されるＰＰＶ録画セットアップ修正ディスプレ
イ画面の一例２９００を示す。ディスプレイ画面２９００により、ユーザは、特定の録画
予約について録画オプションを編集することができる。ディスプレイ画面２９００は、保
存オプション２９１０、時間オプション２９１２、品質オプション２９１６、前バッファ
時間オプション２９１６、後バッファ時間オプション２９１８、及び、キャンセル・オプ
ション２９２０を含む。時間変更オプション２９１２により、ユーザは、ＰＰＶ番組の異
なる放送を用いてその予約された録画を行わせることができる。これらオプションは、図
２３に一例として示されたステップ１２３２、１２３４、１２３６、１２３８、１２４０
、及び、１２４２に基づいて提供される。保存オプション２９１０を選択すると、ユーザ
によって選択された新しい設定を保存することができる。ユーザによって選択された変更
がＰＰＶ番組の時間の変更を含む場合、保存オプション２９１０を選択すると、その新し
い時間について録画が予約され、その新しい時間に放送されるＰＰＶが注文される。オプ
ション２９１２、２９１４、２９１６、２９１８、及び、２９２０は、図２５のオプショ
ン１４１０、１４０４、１４１２、１４１４、及び、１４１６と同じように働く。必要に
応じて、図２５のディスプレイ画面１４００がディスプレイ画面２９００の代わりに表示
されてもよい。
【０２２８】
　図４６のディスプレイ画面２９００などのＰＰＶ番組との関連で説明してきたディスプ
レイ画面及びオプションの例は、ＶＯＤ番組に対しても用いることができる。
【０２２９】
　図４７は、本双方向テレビ・アプリケーションによって提供される録画予約番組情報デ
ィスプレイ画面の一例３０００を示す。ディスプレイ画面３０００は、図４３において又
はその番組にアクセス可能な他の任意の画面上において、非ＰＰＶ及び非ＶＯＤ番組の録
画予約のリストに対してユーザがリモコンの情報ボタンを押すと、表示される。ディスプ
レイ画面３０００は、図４２のプロセス２５００のステップ２５７２に基づいて提供され
る。
【０２３０】
　録画中止オプション３０３０、セットアップ・オプション３０３２、及び、シリーズ・
オプション３０２８は、図４２に一例として示したステップ２５７８、２５８２、及び、
２５８０に基づいて提供される。その番組が現在録画中の場合、録画中止オプション３０
３０が選択されると、本双方向テレビ・アプリケーションは、録画中止オーバーレイを表
示する。この録画中止オーバーレイは、ユーザがその番組の録画中止を望むか否かを問う
。セットアップ・オプション３０３２が選択されると、本双方向テレビ・アプリケーショ
ンは、図９の番組録画ディスプレイ画面９００を表示する。
【０２３１】
　図４８は、本双方向テレビ・アプリケーションによって提供される録画キャンセル・オ
ーバーレイの一例３１１０を示す。オーバーレイ３１１０は、ユーザが録画予約のキャン
セルを選択したときに表示される。録画キャンセル・オーバーレイ３１１０が、ディスプ
レイ画面３１００上に表示される。
【０２３２】
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　図４９は、本双方向テレビ・アプリケーションによって提供される番組映像上に表示さ
れたライブ制御オーバーレイの一例３２０４を示す。オーバーレイ３２０４は、ある番組
のバッファされた映像３２０２が背景において再生されている間、表示される。図１９の
ライブ制御オーバーレイ１９０４と同じように、オーバーレイ３２０４も、巻き戻しオプ
ション３２０８、再生オプション３２１０、録画オプション３２１２、一時停止オプショ
ン３２１４、早送りオプション３２２２、及び、番組タイトル３２１６、を含む。オーバ
ーレイ３２０４は、更に、ライブ・テレビ・オプション３２１８と、ライブ・テレビへの
遅れ時間インジケータ３２２０と含む。
【０２３３】
　ライブ・テレビへの遅れ時間インジケータ３２２０は、バッファされた映像３２０２が
ライブのテレビに対してどのくらい遅れているかを示す。本双方向テレビ・アプリケーシ
ョンにより、ユーザは、ライブＴＶオプション３２１８を選択して現在放送中のライブ映
像に戻ることができる。
【０２３４】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ライブのテレビを一時停止する
ためのバッファ・サイズを図１８のライブＴＶバッファ・オプション５７０のサイズにセ
ットすることができる。必要に応じて、本アプリケーションにより、ユーザが、チャンネ
ルごと、チャンネル種類ごと、及び、番組種類ごとに、異なるバッファ・サイズ及び録画
品質をセットすることが可能であってもよい。図５０は、本双方向テレビ・アプリケーシ
ョンによって提供された番組の一時停止された映像上に表示された一時停止残り時間イン
ジケータ３３０６を含むライブ制御オーバーレイの一例３３０４を示す。オーバーレイ３
３０４は、現在の番組についての一時停止された映像３３０２上に表示される。オーバー
レイ３３０４は、ライブのテレビを一時停止するためのバッファがどのくらいの時間分残
っているかを示す一時停止残り時間インジケータ３３０６を含む。バッファ・サイズが現
在の番組の残り全部を保持できる程度に十分大きい場合、必要に応じて、一時停止残り時
間インジケータ３３０６が表示されなくてもよい。
【０２３５】
　ユーザは、録画に対する消去優先度設定を一般的にセットすることができる。例えば、
ここで図５１を参照すると、消去優先度セットアップ・ディスプレイ画面の一例３４００
が本双方向テレビ・アプリケーションによって表示され、ユーザは消去優先度設定を選択
できるようになる。ディスプレイ画面３４００は、ユーザが図５のメインメニュ・ディス
プレイ画面５００の消去優先度オプション５２６を選択すると表示される。あるいは、代
替的に、ディスプレイ画面３４００は、図１８のＰＶＲセットアップ画面５４０からアク
セス可能であってもよい。ディスプレイ画面３４００により、ユーザは、様々な消去優先
度設定をセットすることができる。ディスプレイ画面３４００は、単発録画消去優先度編
集オプション３４０２、シリーズ録画消去優先度編集オプション３４０４、番組種類別消
去オプション３４０６、放送種類別消去オプション３４０８、チャンネル別消去オプショ
ン３４０９、録画終了オプション３４１０、及び、視聴後消去オプション３４１４、を含
む。
【０２３６】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、単発録画消去優先度編集オプシ
ョン３４０２を選択することができる。これが選択されると、本双方向テレビ・アプリケ
ーションは、単発録画消去優先順位ディスプレイ画面（図５３参照）を表示する。単発録
画消去優先度ディスプレイ画面により、ユーザは、個々の録画が消去される順序を変える
ことができる。
【０２３７】
　シリーズ録画の一部である個々の録画について消去優先度設定を管理することは時間の
浪費である。シリーズ録画消去優先順序ディスプレイ画面（図５２参照）を用いれば、シ
リーズ録画に対する消去優先度の設定プロセスを速めることができる。シリーズ録画消去
優先順序ディスプレイ画面は、シリーズ録画消去優先度編集オプション３４０４が選択さ
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れると、表示される。
【０２３８】
　消去優先度設定をセットするのに他の種類のパラメータを用いることもできる。ユーザ
が番組種類別消去オプション３４０６を選択した場合、本双方向テレビ・アプリケーショ
ンは、番組種類別消去ディスプレイ画面（図５４参照）を表示する。ユーザが放送種類別
消去オプション３４０８を選択した場合、本双方向テレビ・アプリケーションは、放送種
類別消去ディスプレイ画面（図５５Ａ参照）を表示する。ユーザがチャンネル別消去オプ
ション３４０９を選択した場合、本双方向テレビ・アプリケーションは、チャンネル別消
去ディスプレイ画面（図５５Ｂ参照）を表示する。
【０２３９】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、録画期限オプション３４１０上
にハイライト・ウィンドウ３４１６を動かし、リモコンのナビゲーション・ボタンを用い
て、ＰＶＲ上に録画を記憶しておく期間を選択することができる。このオプション用の設
定としては、決して消去しない、１週間、又は、２週間、などの適切な時間が考えられる
。
【０２４０】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、視聴後消去オプション３４１４
上にハイライト・ウィンドウ３４１６を動かし、リモコンのナビゲーション・ボタンを用
いて、録画が視聴された後に消去されることを選択することができる。このオプションを
選択すると、録画は視聴後直ちに消去される。あるいは、代替的に、このオプションを選
択すると、視聴済番組の優先度が下がり、まだ視聴されていない録画よりも優先的に消去
される、ようにしてもよい。
【０２４１】
　図５２は、本双方向テレビ・アプリケーションによって提供されるシリーズ録画消去優
先度ディスプレイ画面の一例３５００を示す。ディスプレイ画面３５００は、図５１のシ
リーズ録画消去優先度オプション３４０４が選択されると表示される。ディスプレイ画面
３５００に到達するための他の手段が設けられてもよい。ここで図５２を参照すると、デ
ィスプレイ画面３５００は、あるシリーズものの録画に別のシリーズものの録画より上の
順位が与えられる優先順序として表示されるリスト・バー３５０２などの録画についての
リスト・バーを表示する。リスト・バーは、予約されたシリーズ録画ごとに表示される。
必要に応じて、キーワードベースの録画も、この画面に含まれてもよい。ディスプレイ画
面３５００は、「上に移動」オプション３５０８と、「下に移動」オプション３５１０と
を含む。本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、「上に移動」オプション
３５０８又は「下に移動」オプション３５１０を用いて、シリーズに対する消去優先度を
変更することができる。本双方向テレビ・アプリケーションは、ディスプレイ画面３５０
０の消去優先順序を用いて、すべての録画に対する個々のシリーズ録画の優先度を判断す
る。
【０２４２】
　図５２～５５Ｂにおいて、ユーザは、リモコンの左／右のナビゲーション・キーを用い
て、リストと上方／「下に移動」オプションアップとの間を切り替えることができる。例
えば、ユーザがハイライト・ウィンドウを所望のリスト上に移動させたとき、ユーザは、
左／右のナビゲーション・キーを押して、上方移動又は「下に移動」オプションにアクセ
スすることができ、ユーザは、この上方移動又は「下に移動」オプションを例えばリモコ
ンの「ＯＫ」キーを押すことによって選択できる。上方移動又は「下に移動」オプション
にアクセスする前のリストは、ユーザが上方又は「下に移動」オプションを選択すると、
消去優先度リストにおける優先度が上下に移動する。
【０２４３】
　図５２～５５Ｂに示した画面と類似した画面を用いて、シリーズ、個々の番組、番組種
類、及び、チャンネル種類について相対的なデフォルト録画優先度をセットすることがで
きる。必要に応じて、録画優先度は、番組録画後に消去優先度に変換されてもよい。
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【０２４４】
　図５３は、本双方向テレビ・アプリケーションによって提供される単発録画消去優先度
ディスプレイ画面の一例３６００を示す。ディスプレイ画面３６００は、図５１の単発録
画消去優先度編集オプション３４０２が選択されると、表示される。ここで図５３を参照
すると、ディスプレイ画面３６００は、録画を消去する順序でリスト・バー３６０２など
のリスト・バーを表示す。録画消去順序は、ユーザが具体的な番組に対して選択した消去
優先度設定（例えば、決して消去しない、好ましい録画、など）に基づいて決定されても
よく、或いは、ユーザが録画に対して包括的に選択した消去優先度設定（例えば、シリー
ズ録画に対する消去優先度、番組種類別の消去優先度、放送種類別の消去優先度、など）
に基づいて決定されてもよい。この画面は、予約された単発録画ごとにリスト・バーを含
む。ディスプレイ画面３６００は、「上に移動」オプション３６０６と、「下に移動」オ
プション３６０８とを含む。本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、「上
に移動」オプション３６０６又は「下に移動」オプション３６０８を用いて、リストアッ
プされた録画が消去される順序を変更することができる。録画の位置を上下に動かすこと
によって、ユーザは、残りの録画に対するその録画の消去優先度を手動で変更することが
できる。
【０２４５】
　図５４は、本双方向テレビ・アプリケーションによって提供される番組種類別消去優先
度ディスプレイ画面の一例３７００を示す。ディスプレイ画面３７００は、図５１の番組
種類別消去オプション３４０６が選択されると表示される。ここで図５４を参照すると、
ディスプレイ画面３７００は、リスト・バー３７０２などのリスト・バーを表示する。リ
スト・バーの順序は、本双方向テレビ・アプリケーションが消去する番組を選択する際に
番組種類毎に与える異なる優先度を示す。番組種類としては、例えば、スポーツ、映画、
子供向け、成人向け、又は、ホームコメディ、などの適切な番組種類が考えられる。リス
ト・バーは、本アプリケーションによってサポートされた番組種類ごとに設けられる。デ
ィスプレイ画面３７００は、「上に移動」オプション３７０６と、「下に移動」オプショ
ン３７０８とを含む。本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、「上に移動
」オプション３７０６又は「下に移動」オプション３７０８を用いて、その番組種類の消
去優先度を変更することができる。本双方向テレビ・アプリケーションは、個々の録画が
消去される順序を指定する際にこの消去優先順序を用いる。
【０２４６】
　図５５Ａは、本双方向テレビ・アプリケーションによって提供される放送種類別消去優
先度ディスプレイ画面の一例３８００を示す。ディスプレイ画面３８００は、図５１の放
送種類別消去オプション３４０８が選択されると表示される。ここで図５５Ａを参照する
と、ディスプレイ画面３８００は、録画に用いられた放送種類に基づいて録画に与えられ
た消去優先度をリストアップしたリスト・バー３８０２などのリスト・一覧表バーを表示
する。放送の種類には、ＰＰＶ、ＶＯＤ、放送、ケーブル、及び、ローカル・アクセス、
などの適切な放送種類が考えられる。ディスプレイ画面３８００は、放送種類に関連付け
られた消去優先度を変更するのに用いられる「上に移動」オプション３８０６及び「下に
移動」オプション３８０８を含む。この消去優先順序は、個々の録画が消去される順序を
選択する際にも用いられる。
【０２４７】
　図５５Ｂは、本双方向テレビ・アプリケーションによって提供されるチャンネル別消去
優先度ディスプレイ画面の一例３８１０を示す。ディスプレイ画面３８１０は、図５１の
チャンネル別消去オプション３４０９が選択されると表示される。ここで図５５Ｂを参照
すると、ディスプレイ画面３８１０は、番組が録画されたチャンネルに基づいて録画に与
えられた消去優先度をリストアップしたリスト・バー３８１２などのリスト・一覧表バー
を表示する。ディスプレイ画面３８００は、そのチャンネルの消去優先度を変更するのに
用いられる「上に移動」オプション３８１６及び「下に移動」オプション３８１８を含む
。この消去優先順序は、個々の録画が消去される順序を選択する際にも用いられる。
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【０２４８】
　本双方向テレビ・アプリケーションを、テレビ広告及びローカルに記憶・表示された他
のコンテンツをプッシュするように実現することも可能である。図５６は、テレビ広告及
び他のコンテンツをユーザ装置にプッシュする際に必要なプロセスの一例９５００を示す
。本双方向テレビ・アプリケーションは、番組一覧表情報などの情報を量に限りはあるが
セットトップ・ボックス上及び／又はＰＶＲ上に記憶することができる。ここで図５６を
参照すると、ステップ９５０２において、本双方向テレビ・アプリケーションは、１日の
うちどの時間帯にユーザが普段テレビを見ないかを判断する。これは、ユーザに普段テレ
ビを見ない時間帯を指定するように要求することによって実行されてもよく、或いは、ユ
ーザがいつテレビを見るかを監視することによって実行されてもよい。ステップ９５０４
において、本双方向テレビ・アプリケーションは、ビデオ広告（例えば、短いビデオ広告
）及び他のビデオ・コンテンツ（編集コンテンツなどの）をユーザのセットトップ・ボッ
クスにプッシュする。広告及び他のコンテンツは、ユーザに指定された又は自動的に生成
されたプロファイル情報に基づく。コンテンツの転送は、ユーザが普段テレビを見ない時
間帯に行われる。ユーザ装置に複数のチューナが備えられた構成においては、ビデオ・コ
ンテンツはその装置がすべてのチューナを使っていないときにプッシュされる。
【０２４９】
　本双方向テレビ・アプリケーションがユーザ装置にコンテンツをプッシュしている間に
ユーザがテレビを見ようとすると、本双方向テレビ・アプリケーションはステップ９５０
６へ進む。ステップ９５０６において、本双方向テレビ・アプリケーションは、ユーザの
ローカル装置へのコンテンツのプッシュをキャンセルする。そのとき、本双方向テレビ・
アプリケーションは、別のユーザ普段テレビを見ない時間帯にコンテンツのプッシュの再
開を試みてもよく、或いは、翌日の同じ時間帯に再開を試みてもよい。必要に応じて、本
双方向テレビ・アプリケーションがコンテンツのプッシュをキャンセルする前に完全に又
は部分的にダウンロードされたコンテンツは、次の試行まで保持されてもよい。広告及び
他のコンテンツがユーザのローカル装置へ転送された後、ユーザは、ステップ９５０８に
おいて、本双方向テレビ・アプリケーションの事実上あらゆる場所から、これら双方向広
告にアクセスすることができる。
【０２５０】
　図５７は、本双方向テレビ・アプリケーションによって提供されるオンライン録画予約
番組ガイド・ウィンドウの一例９５３０を示す。オンライン番組ガイド・システムの一例
は、例えば、１９９７年９月１８日に出願されたＢｏｙｅｒらによる米国特許出願第０８
／９３８、０２８号に記載されている。この文献は、その全体が参考文献としてここに組
み込まれる。ウィンドウ９５３０は、予定されたイベント及びユーザのＰＶＲについての
他のシステム情報に関する情報にアクセスするためのオンライン番組ガイド・ウィンドウ
である。必要に応じて、オンライン番組ガイドが、ここでは一例としてケーブルテレビを
ベースとした主に説明された番組ガイドと同じ機能性をインターネットを通じても提供さ
れてもよい。
【０２５１】
　オンライン録画予約番組ガイド・ウィンドウ９５３０により、ユーザは、自身の録画予
約へオンライン・アクセスできる。ウィンドウ９５３０は、オンライン番組ガイドから利
用可能な機能のメニュを含むメニュ・バー９５３２を含む。メニュ・バー９５３２は、図
５のメインメニュ・ディスプレイ画面５００と同様の機能を有する。
【０２５２】
　また、ウィンドウ９５３０は、図４３の録画予約ディスプレイ画面２６００と同じ機能
性をすべて有する。オンライン番組ガイド・ウィンドウ９５３０は、日付領域９５３４、
番組一覧表９５３６、及び、チェック・ボックス９５３８を含む。ウィンドウ９５３０に
リストアップされた録画予約ごとに１つのチェック・ボックスが表示される。また、本オ
ンライン番組ガイドは、情報ボタン９５４０、録画ボタン９５４２、シリーズボタン９５
４４、エピソード消去ボタン９５４６、及び、全エピソード消去ボタンて９５４８、など
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のオプション・ボタン９５５０を含む。オプション・ボタン９５５０は、図４３の録画予
約ディスプレイ画面２６００などの録画予約ディスプレイ画面における一覧表に対して利
用可能なリモコンのボタン又はオプションと同じ機能を実行する。このオンライン番組ガ
イドにより、ユーザは、チェック・ボックス９５３８などの録画予約についてのチェック
・ボックスを選択し、複数のオプション・ボタン９５５０の中の１つを選択して特定の機
能を実行することができる。このオンライン・ガイドにより、ユーザは、一度に１つの録
画予約しか選択できず、現在選択されている録画予約に対してのみオプション・ボタン９
５５０を選択できる。
【０２５３】
　本オンライン番組ガイドにより、番組がサーバに録画され、ユーザは、その番組を本オ
ンライン番組ガイドを通じて録画後に見ることができる。本オンライン番組ガイドにより
、ユーザは、パーソナル・コンピュータにおけるチューナ・カードを通じて、番組にチャ
ンネルを合わせることができる。さらに、本オンライン番組ガイドにより、ユーザは、そ
の番組をパーソナル・コンピュータに接続されたハードディスク上に記憶させることがで
きる。本オンライン番組ガイドは、セットトップ・ボックス又はパーソナルビデオレコー
ダなどのユーザ装置に対して命令を送り、番組を録画させることができる。本オンライン
番組ガイドは、サーバ上又はパーソナル・コンピュータ上に録画された番組を、セットト
ップ・ボックスやパーソナルビデオレコーダなどのユーザ装置へ送ることができる。リモ
ート・アクセス可能な双方向番組ガイドの一例は、例えば、１９９９年７月１６日に出願
されたＥｌｌｉｓらによる米国特許出願第０９／３５４、３４４号に記載されている。こ
の文献は、その全体が参考文献としてここに組み込まれる。
【０２５４】
　図５８は、ユーザが保存された番組を編集できるようにするプロセスの一例９５５２を
示す。上記及び他のオプションの一例は、例えば、１９９８年９月１７日に出願されたＲ
ｕｄｎｉｃｋらによる米国特許出願第０９／１５７、２５６号に記載されている。この文
献は、その全体が参考文献としてここに組み込まれる。ステップ９５５４において、本双
方向テレビ・アプリケーションは、例えば、ユーザがリモコンの編集ボタン又は画面上の
編集オプションを録画に関連して選択したとき、記憶番組編集ディスプレイ画面を表示す
る。録画の編集は、本双方向テレビ・アプリケーションの事実上あらゆる場所から、選択
できる。
【０２５５】
　ステップ９５５６において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、録
画からコマーシャルを取り除くことができる。ステップ９５５８において、本双方向テレ
ビ・アプリケーションにより、ユーザは、選択された録画を他の録画と結合することがで
きる。ユーザが録画の結合を選択した場合、本双方向テレビ・アプリケーションは、ステ
ップ９５６０において、「他の録画との結合」ディスプレイ画面を表示する。
【０２５６】
　ステップ９５６８において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、選
択された録画の一部を消去することができる。ユーザが録画の一部消去を選択した場合、
本双方向テレビ・アプリケーションは、ステップ９５７０において、映像上に、時間バー
・インジケータを備えた消去オーバーレイを表示する。ステップ９５７０は、ステップ９
５７２、９５７４、及び、９５７６を含む。ステップ９５７２において、本双方向テレビ
・アプリケーションにより、ユーザは、時間バー・インジケータにマーカを置くことがで
きる。ユーザが１以上のマーカを置くことを選択した場合、第一のマーカを先頭マーカと
して機能させ、第二のマーカを終端マーカとして機能させてもよい。ステップ９５７４に
おいて、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、先頭マーカと終端マーカ
との間の部分、或いは、単独のマーカより前又は後ろの部分、である録画の一部を消去す
ることができる。ステップ９５７６において、本双方向テレビ・アプリケーションにより
、ユーザは、時間バー・インジケータ上の一切のマーカをクリアできる。
【０２５７】
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　ステップ９５７８において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、選
択された録画を再生リストに加えることができる。ユーザが選択された録画をプレイリス
トに加えることを選択した場合、本双方向テレビ・アプリケーションは、ステップ９５８
０において、再生リスト・ディスプレイ画面を表示する。ステップ９５８０は、ステップ
９５８２、９５８４、９５８６、９５８８、及び、９５９０を含む。ステップ９５８２に
おいて、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、再生リストに加えられる
録画にマークを付けたり外したりすることができる。ステップ９５８４において、本双方
向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、より多くの録画を再生リストに加えるこ
とができる。ステップ９５８６において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユ
ーザは、新しい再生リストを作成することができる。ユーザが新しい再生リストを作成す
ることを選択した場合、本双方向テレビ・アプリケーションは、ステップ９５８８におい
て、「新しい再生リストの作成」オーバーレイを表示する。ステップ９５９０において、
本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、再生リストに命令し、録画を再生
リストから外すことができる。
【０２５８】
　ステップ９５９２において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、選
択された録画に対して、参照位置にマークを付けると共に、以前にマークが付けられた参
照を呼び出すことができる。ユーザが参照位置にマークを付けること又は以前にマークが
付けられた参照を呼び出すことを選択した場合、本双方向テレビ・アプリケーションは、
ステップ９５９４において、時間バー・インジケータを備えた位置オーバーレイを表示す
る。ステップ９５９４は、ステップ９５９６、９５９８、及び、９６００を含む。ステッ
プ９５９６において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、マーカを時
間バー・インジケータに置くことができる。ステップ９５９８において、本双方向テレビ
・アプリケーションにより、ユーザは、次のマーカ又は前のマーカまでスキップすること
ができる。ステップ９６００において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユー
ザは、時間バー・インジケータの全マーカをクリアすることができる。
【０２５９】
　図５９は、本双方向テレビ・アプリケーションによって提供される「保存された録画の
編集」ディスプレイ画面の一例９６０２を示す。ディスプレイ画面９６０２は、録画ディ
スプレイ画面又は他の適切なディスプレイ画面又はオーバーレイにおいて録画（ここでは
「選択された録画」を指す）が選択されているときに、リモコンの編集ボタンが選択され
ると、表示される。あるいは、代替的に、ディスプレイ画面９６０２は、例えば、録画済
番組情報画面に示された編集オプションが選択されると、表示されてもよい。ディスプレ
イ画面９６０２は、「録画からコマーシャルを除去する」オプション９６０４、「他の録
画との結合」オプション９６０６、「録画の一部消去」オプション９６０８、「再生リス
トへの追加」オプション９６１０、及び、位置マーク及び呼び出しオプション９６１２、
を含む。これらオプションは、図５８に一例として示したステップ９５５６、９５５８、
９５６８、９５７８、及び、９５９２に基づいて提供される。
【０２６０】
　ここで図５９を参照すると、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、「
録画からコマーシャルを除去する」オプション９６０４上にハイライト・ウィンドウ９６
１４を動かし、選択された録画からコマーシャルを除去することができる。本双方向テレ
ビ・アプリケーションにより、ユーザは、「他の録画との結合」オプション９６０６上に
ハイライト・ウィンドウ９６１４を動かし、（例えばリモコンの「ＯＫ」ボタンを押すこ
とによって）そのオプションを選択することができる。本双方向テレビ・アプリケーショ
ンは、「他の録画との結合」オプション９６０６が選択されると、「他の録画との結合」
ディスプレイ画面を表示する。本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、「
録画の一部消去」オプション９６０８上にハイライト・ウィンドウ９６１４を動かし、（
例えばリモコンの「ＯＫ」ボタンを押すことによって）そのオプションを選択することが
できる。本双方向テレビ・アプリケーションは、「録画の一部消去」オプション９６０８
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が選択されると、「録画の一部消去」ディスプレイ画面を表示する。本双方向テレビ・ア
プリケーションにより、ユーザは、「再生リストへの追加」オプション９６１０上にハイ
ライト・ウィンドウ９６１４を動かし、（例えばリモコンの「ＯＫ」ボタンを押すことに
よって）そのオプションを選択することができる。本双方向テレビ・アプリケーションは
、「再生リストへの追加」オプション９６１０が選択されると、「再生リストへの追加」
ディスプレイ画面を表示する。本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、位
置マーク及び呼び出しオプション９６１２上にハイライト・ウィンドウ９６１４を動かし
、（例えばリモコンの「ＯＫ」ボタンを押すことによって）そのオプションを選択するこ
とができる。本双方向テレビ・アプリケーションは、位置マーク及び呼び出しオプション
９６１２が選択されると、位置マーク及び呼び出しディスプレイ画面を表示する。また、
ディスプレイ画面９６０２は、タイトル及び長さなどの選択された番組に関する情報も含
む。表示される長さは、録画が編集されるに従って変わる。
【０２６１】
　図６０は、本双方向テレビ・アプリケーションによって提供される「他の録画との結合
」ディスプレイ画面の一例９６１６を示す。ディスプレイ画面９６１６は、図５９の「他
の録画との結合」オプション９６０６が選択されると表示される。ここで図６０を参照す
ると、ディスプレイ画面９６１６は、選択された録画を他の録画と結合することができる
。また、ディスプレイ画面９６１６により、ユーザは、どのような順序で録画を結合する
か（例えば、番組Ａの位置は番組Ｂの前か後ろか）を決定することができる。
【０２６２】
　ディスプレイ画面９６１６は、ＰＶＲ録画リストを含む録画一覧表９６１８を含む。デ
ィスプレイ画面９６１６は、「後ろに結合」オプション９６２０と、「前に結合」オプシ
ョン９６２２とを含む。ディスプレイ画面９６１６により、ユーザは、録画一覧表９６１
８のリスト・バー上にハイライト・ウィンドウ９６３２を動かし、そのリスト・バーに示
された録画に対して「後ろに結合」オプション９６２０又は「前に結合」オプション９６
２２を選択することができる。
【０２６３】
　ユーザは、リモコンの左右のナビゲーション・キーを用いて、ハイライト・ウィンドウ
を一覧表９６１８とオプション９６２０及び９６２２との間で動かすことができる。ユー
ザは、特定のリスト（例えば、Ｓｐｏｒｔｓ　Ｃｅｎｔｅｒ）上にハイライト・ウィンド
ウ９６３２を動かし、その特定のリストの録画の前又は後に現在選択されている録画を加
えることによって、その特定のリストの録画と現在選択されている録画とを結合すること
ができる。リモコンの左右のナビゲーション・キー用いることによって、ユーザは、その
特定のリストに対する「後ろに結合」オプション９６２０又は「前に結合」オプション９
６２２にアクセスすることができる。そのとき、リモコンの「ＯＫ」キーを押すと、その
特定のリストについての録画が現在選択されている録画と結合される。また、ディスプレ
イ画面９６１６は、現在選択されている録画に関するタイトル及び長さなどの情報も含む
。結合された録画は、当初選択されていた番組の名前を持ってもよく、当初選択されてい
た番組と結合するように選択された番組の名前を持ってもよく、ユーザがいずれの名前を
使うか選んでもよく、或いは、ユーザがその結合物に対して新しい名前を入力できてもよ
い。必要に応じて、結合後、結合前の元の録画は、いずれもが消去されなくてもよく、い
ずれかが消去されてもよく、或いは、いずれもが消去されてもよい。
【０２６４】
　図６１は、ＰＶＲから再生中の映像９６３４上に表示された「録画の一部消去」オーバ
ーレイの一例９６３６を示す。オーバーレイ９６３６は、選択された録画に対して図５９
の「録画の一部消去」オプション９６０８が選択されると、表示される。ここで図６１を
参照する。オーバーレイ９６３６により、ユーザは、録画の一部を消去することができる
。オーバーレイ９６３６は、選択された録画の再生位置を数値で及び視覚的に表示する番
組カウンタ９６３８及び時間バー・インジケータ９６４０を含む。本双方向テレビ・アプ
リケーションにより、ユーザは、リモコンの早送りボタン、巻き戻しボタン、再生ボタン
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、一時停止ボタン、前スキップボタン、後スキップボタン、又は、マーカ９６４６又は９
６４８などのマーカを選択することによって上記のいずれかを実行するオンスクリーン・
オプション、などの適切なリモコン・ボタン又はアクションを用いて、録画中の至るとこ
ろに移動することができる。番組カウンタ９６３８及び時間バー・インジケータ９６４０
は、選択された録画におけるユーザの動きを反映する。
【０２６５】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、消去したい録画の一部分の先頭
位置としてマークしたい録画内の位置へ辿り着くことができる。ユーザが所望の位置に達
したとき、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、「マーカを置く」オプ
ション９６５０を選択することができる。「マーカを置く」オプション９６５０が選択さ
れると、本双方向テレビ・アプリケーションは、その選択された位置に先頭マーカ９６４
６と、該先頭マーカ９６４６の正確な時間位置を示すタイムスタンプとを置く。
【０２６６】
　本双方向テレビ・アプリケーションは、時間バー・インジケータ９６４０の先頭マーカ
９６４６より前の再生セクション９６４２を十字フィル・パターンで塗りつぶす。再生セ
クション９６４２は、経過した再生時間を示すパターンで塗りつぶされる。先頭マーカ９
６４６が所望の位置に一旦置かれると、本双方向テレビ・アプリケーションは、その番組
のうちのどのくらいがユーザによって消去されるかを示す斜線のフィル・パターンを含む
ように、時間バー・インジケータ９６４０を修正する。そのとき、ユーザは、リモコンの
早送りボタン、再生ボタン、一時停止ボタン、又は、オンスクリーン・オプション、矢印
キー、などのあらゆる適切なリモコン・ボタンを用いて、ユーザが終端マーカを置く録画
中の別の位置まで辿り着くことができる。「マーカを置く」オプション９６５０が選択さ
れると、本双方向テレビ・アプリケーションは、その選択された位置に終端マーカ９６４
８と、該終端マーカ９６４８の正確な時間位置を示すタイムスタンプとを置く。
【０２６７】
　このようにして終端マーカ９６４８が置かれると、ユーザがその録画から消去すると選
択したセクション９６４４が定義される。本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユ
ーザは、消去オプション９６５２を選択し、セクション９６４４を消去することができる
。ユーザがセクション９６４４の消去を望まない場合、或いは、ユーザが消去するセクシ
ョンを編集したい場合、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、「マーカ
をクリア」オプション９６５４を選択することができる。「マーカをクリア」オプション
９６５４が選択されると、先頭マーカ９６４６及び終端マーカ９６４８はオーバーレイ９
６３６から消去される。
【０２６８】
　必要に応じて、ユーザが先頭マーカのみを入力して、先頭マーカより後ろのすべてのコ
ンテンツを消去できるようにしてもよい。同様に、ユーザが終端マーカのみを入力して、
終端マーカより前のすべてのコンテンツを消去できるようにしてもよい。
【０２６９】
　ユーザは、再生リストなどの所望の順番に並べられた録画リストを作成することができ
る。図６２は、本双方向テレビ・アプリケーションによって提供される再生リスト・ディ
スプレイ画面の一例９６５６を示す。
【０２７０】
　ディスプレイ画面９６５６により、ユーザは、再生リスト・リスト・バー９６６０上に
ハイライト・ウィンドウ９６５８を動かし、録画を加える再生リストを選択することがで
きる。ディスプレイ画面９６５６は、録画一覧表９６６２を含む。ユーザは、現在の再生
リストに追加したい録画のリストに隣接して配置された「再生リストに追加」オプション
９６７０の１つの上にハイライト・ウィンドウ９６５８を動かし、リモコンの「ＯＫ」ボ
タンを押すことによって、再生リスト・バー９６６０に示された現在の再生リストにその
録画を加えることができる。
【０２７１】
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　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、「再生リストの編集」オプショ
ン９６７２を選択して、再生リスト内の録画の順序を変えたり、再生リストから録画を消
去したりすることができる。
【０２７２】
　「再生リストの編集」オプション９６７２が選択されると、本双方向テレビ・アプリケ
ーションは、再生リスト編集ディスプレイ画面を表示する（図６３参照）。本双方向テレ
ビ・アプリケーションにより、ユーザは、「新しい再生リストの作成」オプション９６７
４を選択して、新しい再生リストを作成することができる。「新しい再生リストの作成」
オプション９６７４が選択されると、本双方向テレビ・アプリケーションは、新再生リス
ト作成オーバーレイを表示する（図６４参照）。
【０２７３】
　図６３は、本双方向テレビ・アプリケーションによって提供される再生リスト編集ディ
スプレイ画面の一例９６７６を示す。ディスプレイ画面９６７６により、ユーザは、再生
リスト内での録画の順序を変えること、及び、再生リストから録画を消去すること、がで
きる。ディスプレイ画面９６７６は、再生リスト録画一覧表９６７８、「上に移動」オプ
ション９６８０、「下に移動」オプション９６８２、消去オプション９６８４、及び、キ
ャンセル・オプション９６８８を含む。ユーザは、ハイライト・ウィンドウ９６９０が一
覧表９６７８内の特定のリスト上に位置するときにリモコンの右又は左のナビゲーション
・ボタンを押すことによって、その特定のリストに対するオプション９６８０、９６８２
、及び、９６８４にアクセスすることができる。この右又は左のナビゲーション・ボタン
により、ハイライト・ウィンドウ９６９０はその特定のリストからオプション９６８０、
９６８２、及び、９６８４へ移動し、ユーザは、そのリストに対して上記オプションのい
ずれか１つを選択することができる。「上に移動」オプション９６８０又は下方移動９６
８２が選択されると、録画が再生リスト内で上に又は下に移動する。特定のリストに対し
て消去オプション９６８４が選択されると、その録画は再生リストから削除されるが、録
画自体は消去されない。キャンセル・オプション９６８８が選択されると、本双方向テレ
ビ・アプリケーションは、再生リストに対する変更をキャンセルし、ディスプレイ画面９
６７６を出る。
【０２７４】
　図６４は、本双方向テレビ・アプリケーションによって提供される再生リスト・ディス
プレイ画面９７００上に表示された新再生リスト作成オーバーレイの一例９７０２を表示
する。オーバーレイ９７０２により、ユーザは、新しい再生リストを作成し、その再生リ
ストの名前を編集することができる。オーバーレイ９７０２は、再生リスト名９７０４、
名前編集オプション９７０６、「ＯＫ」オプション９７０８を含む。オーバーレイ９７０
２により、ユーザは、名前編集オプション９７０６を選択して、新しい再生リストの名前
を編集することができる。ユーザは、リモコンの英数字キーを用いて、再生リストの名前
を編集することができる。ユーザが再生リスト名９７０４に一旦満足すると、本双方向テ
レビ・アプリケーションにより、ユーザは、「ＯＫ」オプション９７０８を選択すること
ができる。
【０２７５】
　図６５は、本双方向テレビ・アプリケーションがＰＶＲから再生中の選択された録画の
映像９８０２上に表示されたマーク及び呼び出しオーバーレイの一例９８０４を示す。オ
ーバーレイ９８０４は、選択された録画に対して図５９の「位置をマーク」オプション９
６１２が選択されると、表示される。また、このオーバーレイのファンクションは、図３
９のオーバーレイ２４０４などの制御オーバーレイからも利用可能である。ここで図６５
を参照すると、オーバーレイ９８０４により、ユーザは、録画内の位置をマークしたり、
呼び出したりすることができる。オーバーレイ９８０４は、番組カウンタ９８０６と、時
間バー・インジケータ９８０８とを含む。
【０２７６】
　本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、参照点としてマークしたい録画
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中の位置に辿り着くことができる。ユーザが所望の位置に到達したとき、本双方向テレビ
・アプリケーションにより、ユーザは、「マーカを置く」オプション９８１２を選択する
ことができる。「マーカを置く」オプション９８１２が選択されると、本双方向テレビ・
アプリケーションは、その位置にマーカ９８１０と該マーカ９８１０の正確な位置を示す
タイムスタンプとを置く。オーバーレイ９８０４は、「前のマーカへスキップ」オプショ
ン９８１４、「次のマーカへスキップ」オプション９８１６、及び、「マーカをクリア」
オプション９８１８を含む。本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、ハイ
ライト・ウィンドウ９８２０を「前のマーカへスキップ」オプション９８１４及び「次の
マーカへスキップ」オプション９８１６上に動かすことができる。「前のマーカへスキッ
プ」オプション９８１４が選択されると、インジケータ９８０８に示された現在の再生位
置が（存在すれば）前のマーカへ移動し、本アプリケーションはその位置に対応した映像
を映像９８０２において再生する。「次のマーカへスキップ」オプション９８１６が選択
されると、インジケータ９８０８に示された現在の再生位置が（存在すれば）次のマーカ
へ移動し、本アプリケーションはその位置に対応した映像を映像９８０２において再生す
る。本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、「マーカをクリア」オプショ
ン９８１８を選択することができる。「マーカをクリア」オプション９８１８が選択され
ると、本双方向テレビ・アプリケーションは、選択された録画に関連付けられたすべての
マーカを消去する。本双方向テレビ・アプリケーションは、ユーザがオーバーレイ９８０
４から出るときに存在するすべてのマーカを保存し、ユーザが次にその選択された録画に
対するこのオプションにアクセスしたときにそれらマーカを呼び出すことができる。必要
に応じて、ユーザが、番組内の個々のマーカに名前又は番号を付けて、名前又は番号によ
ってマーカへジャンプできるようにしてもよい。必要に応じて、オーバーレイを表示しな
くても、録画を見ている間に、（ページアップ及びページダウンなどの）リモコン上のキ
ーを用いてマーカに素早く辿り着けるようにしてもよい。録画が結合されるとき、録画の
一部が消去されるとき、及び、再生リストが作成されるとき、マーカは維持される。
【０２７７】
　本双方向テレビ・アプリケーションによれば、ＰＶＲが複数のユーザ・アカウントを持
つことも可能である。図６６は、家庭内のＰＶＲユーザに複数の番組ガイドを提供するの
に必要なステップの一例を示す。ここで図６６を参照すると、ステップ３９０２において
、ＰＶＲを含むユーザ装置が家庭内に設けられる。必要に応じて、機能の一部が、ユーザ
の家庭内に存在しない装置を用いて提供されてもよい。例えば、番組は、分配設備内のサ
ーバに録画されてもよい。ステップ３９０４において、本双方向テレビ・アプリケーショ
ンがユーザ装置上で実行され、複数の番組ガイドが提供される。各番組ガイドは、家庭の
メンバの１人に対応する。
【０２７８】
　ステップ３９０６において、本双方向テレビ・アプリケーションは、個々の世帯員に固
有のＰＶＲ情報を個々の世帯員と関連付ける。各世帯員のメンバ固有ＰＶＲ情報は、その
ユーザの番組ガイドに関連付けられる。ＰＶＲ情報は、録画設定、ユーザ・プリファレン
ス情報、録画予約情報、録画情報、又は、他のＰＶＲ関連情報、を含む。必要に応じて、
ステップ３９０４及び３９０６が組み合わせられてもよい。必要に応じて、設定、ユーザ
・プリファレンス、番組情報、バッファ、記憶された番組、及び、他のユーザ固有データ
、に用いられるストレージ・スペースのサイズが、これら複数の番組ガイド用に指定され
てもよい。あるいは、代替的に、ストレージ・スペースは予め割り当てられず、各ユーザ
がメモリを必要とするときに利用可能なメモリの中からメモリが割り当てられるようにし
てもよい。ステップ３９０８において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、世帯
員は、彼ら自身の番組ガイドを用いて、ＰＶＲ及び／又はＰＶＲ情報とやりとりできる。
例えば、世帯員は、自身の番組ガイドを用いて、ＰＶＲ上に番組を録画すること、ＰＶＲ
に録画予約すること、又は、自分のＰＶＲ録画のリストを閲覧又は操作すること、ができ
る。
【０２７９】
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　ステップ３９０８は、ステップ３９１０を含む。ステップ３９１０において、本双方向
テレビ・アプリケーションは、世帯員が自分の番組ガイドを用いるとき、その世帯員に関
連付けられたＰＶＲ情報を表示する。ステップ３９１２において、本双方向テレビ・アプ
リケーションにより、ＰＶＲは、その世帯員に関連付けられたＰＶＲ情報に基づいて、番
組を録画又は消去できる。このＰＶＲ情報は、番組が録画又は消去されたときに、更新さ
れる。このように、本双方向テレビ・アプリケーションは、世帯の各人にユニークな番組
ガイドを提供する。
【０２８０】
　世帯員は、自分の番組ガイドにログインすることによって、自分の番組ガイドの使用を
開始することができる。例えば、ここで図６７を参照すると、本双方向テレビ・アプリケ
ーションは、ユーザ・ログイン・ディスプレイ画面４００２を表示する。ユーザ・ログイ
ン・ディスプレイ画面４００２は、ユーザにログインＩＤの選択を可能にするオプション
４００４を含む。また、ユーザ・ログイン・ディスプレイ画面４００２は、データ入力エ
リア４００６も含む。エリア４００６は、ログインＩＤに関連付けられた個人ＩＤコード
を入力するのに用いられる。ユーザが１つの機能にアクセスするために一旦ログインする
と、ユーザは別の機能にアクセスするのにログインする必要がない。例えば、メインメニ
ュ画面上に「ユーザ変更」又は「ログイン」ボタンが、或いは、リモコン上にキーが、存
在してもよい。必要に応じて、ユーザは、所定時間操作が無い場合に自動的にログアウト
されてもよく、或いは、システムの電源が切られたときに自動的にログアウトされてもよ
い。
【０２８１】
　ユーザが、オプション４００４を用いて特定のログインＩＤを選択し、正当な個人ＩＤ
コードを入力すると、個人別メインメニュ・ディスプレイ画面４００８が表示される。メ
インメニュ・ディスプレイ画面４００８は、現在のユーザを示すテキスト４０１４と、双
方向サービスを提供するオプションとを含む。例えば、メインメニュ・ディスプレイ画面
４００８は、ユーザがＰＶＲ関連情報及び機能にアクセスする際に選択する録画オプショ
ン４０１０及び録画予約オプション４０１２を含んでもよい。このメインメニュ画面から
アクセスされたユーザ・プリファレンス及びＰＶＲセットアップ・オプションは、ログイ
ンしたユーザに固有のものである。
【０２８２】
　ユーザは、自分の番組ガイドにログインしているとき、自分の録画予約リストにアクセ
スできる。例えば、ここで図６８を参照すると、ユーザ・ログイン・ディスプレイ画面４
１０２が表示され、ユーザにログインする機会が提供される。本例では、ディスプレイ画
面４１０２は、ユーザとしてＴｏｍとＪｅｒｒｙを示している。
【０２８３】
　ユーザが、自分の番組ガイドにログインし、自分の録画予約リストにアクセスすること
を選択すると、録画予約ディスプレイ画面４１０４が表示される。上述のように、ユーザ
は、ユーザ・ログインを選択し、個人ＩＤコードを入力することによって、ログインする
ことができる。録画予約ディスプレイ画面４１０４は、Ｊｅｒｒｙが録画する番組として
選択した番組のリストを含んだ一覧表４１０６を含む。Ｔｏｍが自分の番組ガイドにログ
インした後、ユーザから要求があれば、トムの録画予約リストが録画予約ディスプレイ画
面４１０８に表示される。録画予約ディスプレイ画面４１０８は、トムが録画する番組と
して選択した番組のリストを含んだ一覧表４１１０を含む。本双方向テレビ・アプリケー
ションは、録画する番組をユーザごとに関連付けることができる。例えば、図示するよう
に、Ｔｏｍ用に表示されたリスト４１１０は、Ｊｅｒｒｙ用に表示されたリスト４１０６
と異なる。
【０２８４】
　必要に応じて、ユーザがＰＶＲ関係情報及び／又は機能にアクセスすることを選択した
ときに、ユーザにログインが要求されてもよい。例えば、ここで図６９を参照すると、メ
インメニュ・ディスプレイ画面４２０２は、例えばユーザがリモコンのメインメニュ・ボ
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タンを押したときに、表示される。メインメニュ・ディスプレイ画面４２０２へのアクセ
スは、ユーザ・ログインを要求せずに提供される。メインメニュ・ディスプレイ画面４２
０２から、ユーザは、番組一覧表、天気情報、などの一般的な番組ガイド機能にアクセス
することもできる。
【０２８５】
　メインメニュ・ディスプレイ画面４２０２は、録画オプション４２０４及び録画予約オ
プション４２０６を含む。ユーザ・ログイン・ディスプレイ画面４２０８は、ユーザがメ
インメニュ・ディスプレイ画面４２０２において録画予約オプション４２０６を選択する
と、表示される。必要に応じて、ユーザ・ログイン・ディスプレイ画面４２０８は、オー
バーレイとして提示されてもよい。ユーザ・ログイン・ディスプレイ画面４２０８は、ロ
グインＩＤオプション４２１０及びデータ入力エリア４２１２を含む。
【０２８６】
　特定のユーザ（本例ではＪｅｒｒｙ）が自分の番組ガイドにログインしたとき、個人別
録画予約ディスプレイ画面４２１４が表示される。録画予約ディスプレイ画面４２１４は
、２００２年１月１８日のＪｅｒｒｙの録画予約リストについてのリスト４２１６と、２
００２年１月２０日のＪｅｒｒｙの録画予約リストについてのリスト４２１８とを含む。
録画予約ディスプレイ画面４２１２は、双方向広告４２２０を含む。双方向広告を備えた
双方向テレビ番組ガイド・システムの一例は、例えば、後述するＫｎｕｄｓｏｎらによっ
て示されている。
【０２８７】
　録画を管理する機能は、同様の方法で実現することができる。例えば、ここで図７０を
参照すると、ユーザがリモコンのメニュ・ボタンを押すと、メインメニュ・ディスプレイ
画面４３０２が表示される。メインメニュ・ディスプレイ画面４３０２は、録画オプショ
ン４３０４を含む。ユーザ・ログイン・ディスプレイ画面４３０７は、ユーザが録画オプ
ション４３０４を選択すると、表示される。ユーザ・ログイン・ディスプレイ画面４３０
６において、ユーザは、オプション４３０８を用いて自分のログインＩＤを選択し、デー
タ入力エリア４３１０を用いて個人ＩＤコードを入力する。個人別録画済番組ディスプレ
イ画面４３１２は、ユーザ（本例ではＣａｌｖｉｎ）がディスプレイ画面４３０７を用い
てシステムにログインしたときに、表示される。録画済番組ディスプレイ画面４３１２は
、Ｃａｌｖｉｎのために録画された番組をリストアップしたリスト４３１４を含む。
【０２８８】
　複数の番組ガイド環境下で番組を録画する際に必要なステップの一例を図７１に示す。
ここで図７１を参照すると、ステップ４４０２において、ユーザは、自分の番組ガイドに
ログインすることができる。それぞれが各ユーザに対応した複数の番組ガイドが提供され
る。これら複数の番組ガイドは、ローカルのユーザ装置（例えば、家庭において世帯員に
よって用いられるユーザ装置、など）を通じて利用可能であると共に、リモート・サーバ
などの遠隔装置を用いても利用可能である。ユーザ装置又はサーバは、ＰＶＲなどのスト
レージ装置を含む。ユーザは、番組ガイドにログインして、ストレージ装置とやりとりす
ることができる。ステップ４４０４において、現在自分の番組ガイドにログインしている
ユーザは、ストレージ装置（例えば、ローカルの録画装置又はサーバ）上に録画される番
組を選択することができる。ステップ４４０６において、ユーザ装置は、ユーザが自分の
番組ガイドにいる間に録画する番組として選択した番組に基づいて、番組を録画する。複
数の番組ガイドを提供する本双方向テレビ・アプリケーションは、ユーザが現在自分の番
組ガイドにログインしているか否かに関わらず、ユーザの選択に基づいて番組を録画する
。したがって、あるユーザ用の番組ガイドが使用中であっても、別のユーザのために番組
が録画される。ステップ４４０６では、ユーザがシステムにログインしたときに新しい情
報が反映されるように、録画に関するユーザ固有の情報が更新される。複数のユーザが同
じ番組の録画を選択した場合、システムは１コピーのみ録画する。
【０２８９】
　複数番組ガイド環境下でユーザに録画する番組を選択できるようにすることは別の技術
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によっても可能である。例えば、ここで図７２を参照すると、ある湯が自分の番組ガイド
にログインし、番組一覧表へのアクセスを選択すると、番組一覧表ディスプレイ画面４５
０２が表示される。必要に応じて、番組一覧表ディスプレイ画面４５０２は、現在のユー
ザ（本例ではＪｅｒｒｙ）を示すテキストを含む。ディスプレイ画面４５０２は、番組一
覧表４５１０を含む。現在のユーザは、番組Ａ用のリストなどの番組リスト上にハイライ
ト・ウィンドウ４５０４を動かし、リモコンの録画キーを押すことによって、録画する番
組を選択することができる。ユーザが番組Ａの録画を選択したとき、アイコン４５０６は
、番組Ａに関連して表示される。このように、アイコン４５０６は、Ｊｅｒｒｙが番組Ａ
の録画を選択したこと、及び、番組ＡがＪｅｒｒｙの録画予約リストの一部であること、
を示す。
【０２９０】
　録画される番組を選択する別の技術は、現在のユーザが録画に関連するアクションを取
ろうとしたときに、ユーザＩＤを要求することを伴う。例えば、ここで図７３を参照する
と、ユーザがある番組に関する情報の取得を選択したときに、番組情報ディスプレイ画面
４６０２が表示される。ユーザは、自分の番組ガイドにログインしなくても、情報ディス
プレイ画面４６０２にアクセスすることができる。情報ディスプレイ画面４６０２は、ユ
ーザが現在の番組を（例えば、ＰＶＲを用いて）録画させることが可能な録画オプション
４６０４を含む。現在のユーザが録画オプション４６０４を選択すると、オーバーレイ４
６０６が表示される。オーバーレイ４６０６は、ユーザが自分のログインＩＤを選択する
ためにスクロールさせることができるＩＤオプション４６０８と、個人ＩＤ番号（ＰＩＮ
）を入力するのに用いられるデータ入力エリア４６１０と、ログインするために用いられ
るＯＫオプション４６１８と、オーバーレイ４６０６をキャンセルする場合に選択される
キャンセル・オプション４６１６と、を含む。
【０２９１】
　現在のユーザが適切な情報をオーバーレイ４６０６に入力すると、アイコン４６１２が
情報ディスプレイ画面４６０２に表示される。アイコン４６１２は、その番組が録画する
ものとして選択されたことを示す。ここで、情報ディスプレイ画面４６０２は、ユーザが
録画予約をキャンセルする場合に選択する録画キャンセル・オプション４６１４を含む。
録画のキャンセルは、ユーザに、ログインＩＤを選択し、ＰＩＮを再度入力することを要
求する。
【０２９２】
　複数番組ガイド環境において、個々のユーザは手動で録画を消去することができる。録
画を消去する際に必要なステップの一例を図７４に示す。ここで図７４を参照すると、ス
テップ４７０２において、本双方向テレビ・アプリケーションは、録画を１以上のユーザ
と関連付ける。２以上のユーザが各自のガイド内から同じ番組を録画するものとして選択
したとき、２以上のユーザがその録画に関連付けられる。ステップ４７０４において、録
画が関連付けられているユーザは、自分の番組ガイドからその録画を削除できる。ステッ
プ４７０６において、録画は、その録画が関連付けられたすべてのユーザが該録画の消去
を選択したときに、消去される。ステップ４７０６は、ステップ４７０８を含む。ステッ
プ４７０８において、録画をユーザに関連付ける情報は、ユーザがその録画の消去を選択
したときに、消去される。ステップ４７０８は、ユーザと該ユーザが消去しようとする番
組との関係を消去する（例えば、そのユーザの録画リストからその録画の番組名を外す）
のに用いられる。番組に関する情報は、例えば他のユーザがその番組を録画しようとして
いる場合、録画自体を実際に消去せずに削除される。
【０２９３】
　図７５及び７６は、図７４に示したステップの一例に基づいて提供されるディスプレイ
画面のシーケンスの一例を示す。ここで図７５を参照すると、ユーザが自分の番組ガイド
にログインしようとすると、ログイン・ディスプレイ画面４８０２が表示される。必要に
応じて、ログイン・ディスプレイ画面４８０２は、オーバーレイであってもよい。本例で
は、ディスプレイ画面４８０２にＴｏｍ及びＪｅｒｒｙとして示された２人のユーザが存



(64) JP 4610852 B2 2011.1.12

10

20

30

40

50

在する。Ｊｅｒｒｙがログイン・ディスプレイ画面４８０２を用いて自分の番組ガイドへ
ログインし、自分の録画リストへのアクセスを選択すると、録画ディスプレイ画面４８０
４が表示される。Ｔｏｍの録画についての録画ディスプレイ画面４８１０は、Ｔｏｍがロ
グイン・ディスプレイ画面４８０２を用いて自分の番組ガイドへログインし、自分の録画
リストへのアクセスを選択すると、表示される。図示するように、Ｊｅｒｒｙ用のディス
プレイ画面４８０４のリスト４８０６に含まれる録画は、１番組を除き、Ｔｏｍ用のディ
スプレイ画面４８１０のリスト４８１２に含まれる録画と異なる。番組「Ｌｉｖｉｎｇ　
ｉｎ　Ｐｅａｃｅ」は、両リスト４８０６及び４８１２にリストアップされている。
【０２９４】
　番組「Ｌｉｖｉｎｇ　ｉｎ　Ｐｅａｃｅ」についての情報及びオプションを含む情報デ
ィスプレイ画面４８１４は、Ｊｅｒｒｙが録画ディスプレイ画面４８０４において番組「
Ｌｉｖｉｎｇ　ｉｎ　Ｐｅａｃｅ」のリスト上にハイライト・ウィンドウ４８０８を動か
し、リモコンの「ＯＫ」キーを押すと、表示される。情報ディスプレイ画面４８１４は、
消去オプション４８１６を含む。本番組ガイドにより、Ｊｅｒｒｙは、消去オプション４
８１６を選択して、録画ディスプレイ画面４８１８に表示される更新された自分の番組リ
ストに戻ることができる。図示するように、番組「Ｌｉｖｉｎｇ　ｉｎ　Ｐｅａｃｅ」に
ついてのリストは、もはやＪｅｒｒｙの録画リスト４８０６には含まれていない。Ｔｏｍ
の録画についての録画ディスプレイ画面４８２０は、番組「Ｌｉｖｉｎｇ　ｉｎ　Ｐｅａ
ｃｅ」がＪｅｒｒｙによって消去されるものとして選択された後でも、表示される。録画
ディスプレイ画面４８２０は、番組「Ｌｉｖｉｎｇ　ｉｎ　Ｐｅａｃｅ」についてのリス
ト４８２２を依然として含んだＴｏｍの録画のリスト４８１２を含む。このように、１人
のユーザは、他のユーザの番組ガイドを変更することなく、自分のガイドから番組の録画
を削除することができる。
【０２９５】
　図７６は、図７５に示したシーケンスの続きのディスプレイ画面シーケンスの一例を示
す。ここで図７６を参照すると、録画ディスプレイ画面４９１８は、図７５の録画ディス
プレイ画面４８１８及び４８２０の繰り返しである。Ｔｏｍの録画についてのディスプレ
イ画面４９２０は、番組「Ｌｉｖｉｎｇ　ｉｎ　Ｐｅａｃｅ」についてのリスト４９２６
を含む。番組「Ｌｉｖｉｎｇ　ｉｎ　Ｐｅａｃｅ」についての情報及びオプションを含ん
だ情報ディスプレイ画面４９２８は、現在のユーザ（Ｔｏｍ）がリスト４９２６を選択す
ると表示される。情報ディスプレイ画面４９２８は、消去オプション４９３０を含む。消
去オプション４９３０が選択されると、番組「Ｌｉｖｉｎｇ　ｉｎ　Ｐｅａｃｅ」の録画
及び／又は該番組に関する情報が消去される。番組「Ｌｉｖｉｎｇ　ｉｎ　Ｐｅａｃｅ」
に対して消去オプション４９３０が選択されると、本双方向テレビ・アプリケーションは
、消去された番組がもはやＴｏｍの録画リストに存在しないことを示す録画ディスプレイ
画面４９３２を表示する。
【０２９６】
　本双方向テレビ・アプリケーションは、２人の異なるユーザが同じ番組を録画するのに
選択した録画設定間の差異を処理する機能を含む。本双方向テレビ・アプリケーションは
、両方の設定に基づいて（例えば、各ユーザによってセットされた最も高い設定を用いて
）、その番組を録画する。例えば、２人のユーザが異なる前／後バッファ時間を選択した
場合、本アプリケーションはこれら２つのうちより長い方を用いる。２人のユーザが異な
る録画品質を選択した場合、本アプリケーションは指定された品質の中で最も高いものを
選択する。２人のユーザが異なる録画優先度を選択した場合、本アプリケーションは指定
された優先度の中で最も高いものを用いる。
【０２９７】
　したがって、同じユーザ装置を共有する複数のユーザごとに対応した複数の番組ガイド
が提供される。
【０２９８】
　通知機能は、録画行為に関して設けられる別の機能である。録画コンテンツへの今度の
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変更について通知を提供する際に必要なステップの一例を図７７に示す。ステップ５００
２において、本双方向テレビ・アプリケーションにより、ユーザは、録画する番組を選択
することができる。ステップ５００４において、ユーザは、特定の録画についての消去優
先度設定を選択することができる。
【０２９９】
　ステップ５００６において、本双方向テレビ・アプリケーションは、録画する又は消去
する番組を自動的に選択する。記憶されたユーザ・プリファレンス又は他の適切な基準に
基づいて、録画される番組が自動的に選択される。録画は、例えば、作成から所定日数が
経過したものであるとき又は所定期間視聴されていないものであるとき、自動的に消去さ
れる。
【０３００】
　ステップ５００８において、録画コンテンツに対して行われる変更について述べた通知
が送られる。例えば、通知は、特定の番組が録画されようとしていること又は消去されよ
うとしていることを述べる。行われる変更は、ステップ５００２、５００４、及び、５０
０６に基づいて決定される。ステップ５００８は、ステップ５０１０を含む。ステップ５
０１０において、番組ガイドが複数ある環境において、通知は、その通知のコンテンツに
関係する特定のユーザに送られる。例えば、通知は、自分の番組ガイドを用いて特定の番
組を録画するものとして選択したユーザにのみ送られる。これは、一の通知を電子メール
を用いて送り、別の通知を番組ガイド・オーバーレイを通じて送ることによって実現でき
る。他の技術では、ユーザが自身の番組ガイドにログインするまで、そのユーザへ通知を
送るのが待機される。ステップ５０１４において、通知の受取人は、その通知に示された
変更をキャンセル又は承認できる。
【０３０１】
　番組ガイドが複数ある環境において、録画済コンテンツへの変更を通知された各ユーザ
は、ステップ５０１２において、変更を確認又はキャンセルできる。各ユーザの番組ガイ
ドに関連付けられた情報に、そのユーザがその変更を確認したか或いはキャンセルしたか
が反映される。ステップ５０１２は、ステップ５０１４のサブステップである。
【０３０２】
　図７８は、図７７に示したステップの一例に基づいて提供されるディスプレイ・シーケ
ンスの一例を示す。ここで図７８を参照すると、情報ディスプレイ画面５１０２は、今度
の番組について述べた情報５１０４と、録画オプション５１０６などの関連する番組ガイ
ド・オプションとを含む。今度の番組とは、例えば、約１週間のうちに放送される将来の
番組である。録画オプション５１０６が選択されると、その番組に対して録画をセットす
ることができる。その番組に録画がセットされた場合、その番組の放送が始まる前に、短
い時間、映像５１１０又は他のコンテンツ上に通知オーバーレイ５１０８が表示される。
通知オーバーレイ５１０８は、選択された番組が録画されようとしていることをユーザに
通知するテキストを含む。通知５１０８は、ユーザがその番組の録画の承認又はキャンセ
ルを選択できるように、承認オプション５１１２及びキャンセル・オプション５１１４を
含む。映像５１１０は、例えば、録画されることが選択された番組の放送時間前に短い時
間放送されるその番組の映像である。
【０３０３】
　通知は、番組ガイド・オーバーレイ、又は、電子メール・メッセージ、などの複数の異
なる通信技術を用いて送信することができる。通知は、行われるべき特定の変更に関する
情報を指定することができる。図７９～８６は、様々な通知技術の一例である。図７９は
、本双方向テレビ・アプリケーションによって生成された映像又はグラフィック５４０４
上に表示された通知オーバーレイ５２０２の一例を示す。通知オーバーレイ５２０２は、
視聴者に番組ＸＹＺが録画されようとしていることを知らせると共に、番組ＸＹＺが手動
で録画するように選択された番組であること（すなわち、その番組は、ユーザによって録
画するように具体的に選択されたものであること）を視聴者に知らせるテキスト５２０６
を含む。
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【０３０４】
　図８０は、映像又はグラフィック５３０４上に表示された通知オーバーレイ５３０２を
示す。オーバーレイ５３０２は、視聴者に番組ＸＹＺが消去されようとしていることを知
らせると共に、番組ＸＹＺは消去優先度設定に基づいて消去されようとしていることを視
聴者に知らせるテキスト５３０６を含む。オーバーレイ５３０２は、選択されると番組Ｘ
ＹＺの消去が承認される消去承認オプション５３０８と、選択されると番組ＸＹＺの消去
がキャンセルされる消去キャンセル・オプション５３１０とを含む。
【０３０５】
　図８１は、オーバーレイ５４０２に含まれるテキスト情報が異なるという点を除けば図
７９の通知オーバーレイ５２０２と同じ通知オーバーレイ５４０２を示す。図８１のオー
バーレイ５４０６のテキスト５４０６は、番組ＸＹＺが録画されようとしていること、及
び、番組ＸＹＺは自動的に録画するように選択されたものであること、を通知する。この
番組は、例えば、ユーザ・プリファレンスに基づいて、自動的に選択されたものである。
ユーザ・プリファレンス機能を備えた双方向テレビ番組ガイド・システムの一例は、例え
ば、１９９８年３月４日に出願されたＥｌｌｉｓらによる米国特許出願第０９／０３４、
９３４号に記載されている。この文献は、その全体が参考文献としてここに組み込まれる
。また、上記番組は、監視されていたユーザの視聴行動又は録画行動に基づいて自動的に
録画するものとして選択されてもよく、或いは、他の基準に基づいて自動的に選択されて
もよい。
【０３０６】
　図８２は、オーバーレイ５５０２に含まれるテキスト情報が異なるという点を除けば図
８０の通知オーバーレイ５３０２と同じ通知オーバーレイ５５０２を示す。図８２のオー
バーレイ５５０２のテキスト５５０６は、番組ＸＹＺが消去されようとしていること、及
び、番組ＸＹＺがシステムの自動消去設定に基づいて自動的に消去されるものとして選択
されたこと、を通知する。自動消去設定は、例えば、ユーザの制御下にない設定である。
自動消去設定は、例えば、番組が録画された日付に基づいて番組を消去するように構成さ
れる。他の技術を用いることも可能である。図７８～８２に例として挙げたような通知は
、特定のユーザに対して表示される。番組ガイドが複数ある環境においては、そのユーザ
がそのとき自分のガイドにログインしているときにされる。そのユーザが現在自分のガイ
ドにログインしていない場合、本双方向テレビ・アプリケーションは、そのユーザが自分
のガイドにログインするまで通知を送るのを遅らせる。必要に応じて、本双方向テレビ・
アプリケーションは、電子メール通知をそのユーザに送ることによって、そのような遅延
を回避してもよい。
【０３０７】
　図８３～８６は、図７９～８２に示した通知の電子メール版の実例を一例として示した
ものである。図８３は、受信者情報５６０４、発信者情報５６０６、件名情報フィールド
５６１０、メッセージ領域５６０８、及び、リプライ領域５６１２、を含む電子メール５
６０２を示す。受信者情報５６０４は、電子メール５６０２の受取人の電子メール・アド
レスを示す。この電子メール・アドレスは、番組ガイド・アクティビティに関する電子メ
ール通知を受信するために一世帯によって用いられている代表電子メール・アドレスであ
ってもよく、或いは、世帯内の特定のユーザが自分の番組ガイドに関する電子メールを受
信するためにそのユーザによって用意された電子メール・アドレスであってもよい。発信
者情報５６０６は、電子メール５６０２を送信した設備のアドレスを示す。件名情報フィ
ールド５６１０は、電子メール５６０２の一般的な性質をユーザに知らせてもよく、或い
は、行われようとしているアクティビティについて述べた具体的な情報を提供するもので
もよい。メッセージ領域５６０８は、特定の番組が録画されることを受取人に知らせると
共に、その番組は手動で録画するように選択されたものであることを受取人に知らせるテ
キストを含む。必要に応じて、メッセージ領域５６０８は、リプライ領域５６１２を含ん
でもよい。リプライ領域５６１２は、受取人がその番組の録画の承認又はキャンセルを選
択できる双方向電子メール・コンテンツを含む（例えば、特定のインターネット・ウェブ
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ページへのリンクが表示される）。必要に応じて、リプライ領域５６１２は、受取人がど
のようにすれば示されたアクティビティを承認又はキャンセルできるかの説明を含んでも
よい（例えば、録画をキャンセルするためには特定のアドレスに電子メールを送ればよい
ことを受取人に知らせる）。
【０３０８】
　図８４は、電子メールの受取人に特定の番組が消去優先度設定に基づいて消去されるこ
とを知らせる電子メール５７０２が送信される、という電子メールを用いた実施形態の一
例を示す。電子メール５７０２の内容には、受取人がその消去を承認又はキャンセルする
のに用いることができる双方向コンテンツを含むリプライ領域５７０４が含まれる。図８
５は、電子メールの受取人にある番組がある時間に録画されること及びその番組は自動的
に録画するものとして選択されたことを知らせる電子メール５８０２が送信される、とい
う電子メールを用いた実施形態の一例を示す。電子メール５８０２は、電子メール５８０
２に返答するのに用いられるリプライ領域５８０４を含む。リプライ領域５８０４は、そ
の番組の録画を承認又はキャンセルするのに用いられる。図８６は、電子メールの受取人
にある番組が自動消去設定に基づいて消去されることを知らせる電子メール５９０２が送
信される、という電子メールを用いた実施形態の一例を示す。ユーザがその番組の消去を
承認又はキャンセルできるようにする双方向リプライ領域が電子メール５９０２に含まれ
る。
【０３０９】
　番組ガイドが１つ又は複数ある環境において、本双方向テレビ・アプリケーションは、
ＰＶＲから利用可能な番組の総合リストを維持する。例えば、ここで図８７を参照すると
、ステップ６００２において、その時点でＰＶＲ上に記憶されている番組の総合リストは
、ユーザ装置上で生成・記憶されてもよく、或いは、リモート・サーバ上で生成・記憶さ
れてもよい。この総合リストは、その時点でのユーザの１以上の録画リストに含まれてい
る番組を含む。録画は、手動で録画されたものも、自動的に録画されたものも、この総合
リストに含まれる。ステップ６００４において、ユーザが消去したが依然としてＰＶＲか
ら利用可能である番組は、総合リスト上に保持される。ステップ６００４は、ステップ６
００２のサブステップである。必要に応じて、消去され、もはや利用可能でない番組が、
該リストに含まれてもよい。
【０３１０】
　ステップ６００６において、本双方向テレビ・アプリケーションは、自動的に又は手動
で録画されるものとして選択された番組が既に総合リスト上に存在する場合、その番組を
録画しない。必要に応じて、ステップ６００８において、ユーザが該リストを編集できる
ようにしてもよい。例えば、ユーザに、不快な題材を含む番組を永久に削除する機会が提
供されてもよい。別の例として、ユーザが、過去に録画、視聴、及び、消去した番組を該
リストから削除し、その番組の別のコピーが録画され、視聴されるようにしてもよい。
【０３１１】
　ＰＶＲ又は一体型ＰＶＲ－ＩＰＧは、様々なプラットフォームからのコンテンツをまと
めることができる。例えば、ＰＶＲは、テレビ放送、ペイ・パー・ビュー、ビデオ・オン
・デマンド、インターネット、ラジオ、マルチメディア装置（例えば、ビデオ、スチール
カメラなど）、パーソナル・コンピュータ、などからのコンテンツを記憶することができ
る。このコンテンツは、１以上の同じ基準に基づいて集められる。視聴は、番組ガイドな
どのあらゆる適切な双方向テレビ・アプリケーションにより、そのコンテンツを利用する
ことができる。コンテンツをまとめる双方向テレビ番組ガイドの一例は、例えば、２００
１年４月１０日に出願されたＷａｌｋｅｒらによる米国特許出願第０９／８２９、８５６
号に記載されている。この文献は、その全体が参考文献としてここに組み込まれる。
【０３１２】
　ＰＶＲは、リモート・アクセス及び／又は遠隔制御することができる。ＰＶＲ又は一体
型ＰＶＲ－ＩＰＧは、ＰＶＲの制御を可能にするために、及び／又は、ＰＶＲからのコン
テンツへの他の装置からのアクセスを可能にするために、有線又は無線のネットワークな
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どのあらゆる適切な接続を通じて、他のＰＶＲ（又は、一体型ＰＶＲ－ＩＰＧ）などの他
の装置に接続される。他の装置とは、例えば、ウェブ電話、パーソナル・ディジタル・ア
シスタンス、双方向ページャ、ｅｂｏｏｋ、などである。リモート・アクセスを提供する
双方向テレビ番組ガイドの一例は、例えば、１９９９年７月１６日に出願されたＥｌｌｉ
ｓらによる米国特許出願第０９／３５４、３４４号に記載されている。この文献は、その
全体が参考文献としてここに組み込まれる。
【０３１３】
　広告などのプロモーションを、ユーザに提示されるために、ＰＶＲ上に記憶することが
できる。このような記憶された広告は、テレビ視聴者が見る放送中の広告に関連している
。例えば、ここで図８８を参照すると、ステップ６１０２において、ライブ・ビデオ広告
（例えば、ローカル局のブレーク中に放送される広告）は、ユーザへの提示のために受信
されるか、及び／又は、ユーザに提示される。ステップ６１０４において、ローカルに記
憶された、ライブの広告に関連する広告が、ユーザに提示される。この記憶された広告は
、ユーザ・プリファレンスに基づいて自動的に選択・表示されてもよく、或いは、ユーザ
の選択に基づいて選択・表示されてもよい。ステップ６１０６において、ユーザに提示さ
れようとしているライブ・ビデオ広告は、特定の録画済ビデオ広告と置き換えられる。こ
の録画済ビデオ広告は、ユーザ情報に基づいて自動的に選択・表示される。
【０３１４】
　例えば、ここで図８９を参照すると、映像６２０４は、自動車広告のライブ映像６２０
２を延長する又は差し替えるために用いられる。自動車メーカの広告を含むライブ映像６
２０２は、局のブレーク中に表示される。そのメーカによって製造されたある自動車のモ
デルについての広告を提示する映像６２０４が、映像６２０２の提示後に、ローカルのＰ
ＶＲからユーザに表示される。この記憶された広告は、ユーザ・プリファレンスに基づい
て、選択・提示される。この記憶された広告は、複数の異なる広告の中から選択されたも
のである。
【０３１５】
　必要に応じて、ユーザが、現在の広告のライブ映像６２０２の続きを見ることができる
ようにしてもよい。本双方向テレビ・アプリケーションは、ライブ映像６２０２上にオー
バーレイ６２０６を表示する。このオーバーレイ６２０６により、ユーザは、現在の広告
続きを見ることができる。現在の広告の続きである関連広告映像６２０４は、ユーザが現
在の広告の続きを見ることをオーバーレイ６２０６から選択したときに、表示される。別
の手法として、本双方向テレビ・アプリケーションが、現在のライブ広告をＰＶＲからの
録画済広告映像６２０４と差し替えてもよい。この録画済広告は、現在のライブ広告と関
連するものであり、ユーザ情報に基づいて選択・表示される。必要に応じて、ＰＶＲは、
映像６２０４がユーザに表示されているとき、ライブのテレビ・コンテンツを一時停止さ
せてもよい。
【０３１６】
　ＰＶＲ上に記憶されたビデオ広告を、ユーザが番組ガイドに入ったときに、ユーザに対
して提示することもできる。図９０は、番組ガイドにビデオ広告を表示する際に必要なス
テップの一例を示す。ここで図９０を参照すると、ステップ６３０２において、ビデオ広
告が、後で本双方向テレビ・アプリケーションにおいて提示されるために、ＰＶＲなどの
録画装置上に記憶される。このビデオ広告は、ユーザ装置が使用されている可能性が高く
ないオフタイム中にロードされてもよく、或いは、他の適切な手法を用いてロードされて
もよい。ステップ６３０４において、ユーザの番組ガイド利用中にステップ６３０２にお
いて記憶された広告が表示される。
【０３１７】
　図９１は、ビデオ広告を提示する２つの異なるシーケンスの例を示す。ここで図９１を
参照すると、本双方向テレビ・アプリケーションは、ビデオ広告６４０４及び双方向グラ
フィック広告６４０６を含む番組一覧表ディスプレイ画面６４０２を表示する。ビデオ広
告６４０４は、ＰＶＲを用いて提示されている広告映像の縮小版を含む。映像６４１２は
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、ユーザがビデオ広告６４０４を選択すると、表示される。映像６４１２は、ビデオ広告
６４０４をフルスクリーンで表示する。
【０３１８】
　双方向グラフィック広告６４０６は、特定の広告を提示するために本双方向テレビ・ア
プリケーションによって生成されたグラフィックである。双方向グラフィック広告を含む
双方向テレビ番組ガイドの一例は、例えば、１９９８年３月４日に出願されたＫｎｕｄｓ
ｏｎらによる米国特許出願第０９／０３４、９３９号に記載されている。この文献は、そ
の全体が参考文献としてここに組み込まれる。ユーザがグラフィック広告６４０６を選択
すると、グラフィック広告６４０６に関連するビデオ広告を提示する映像６４０８が表示
される。必要に応じて、ユーザに該広告に関する更なるやりとりを可能にする「関連オプ
ション」オーバーレイ６４１０が、映像６４０８上に表示されてもよい。
【０３１９】
　ユーザが番組ガイドに入ると、記憶されている広告が表示される。例えば、ここで図９
２を参照すると、ＰＶＲ上に記憶された広告を提示する映像６５０４は、映像６５０２を
見ているユーザがリモコンのガイド・ボタンを押したときに、表示される。広告の映像６
５０４が終わると、メインメニュ・ディスプレイ画面６５０６が表示される。必要に応じ
て、映像６５０４に、テキスト、グラフィックス、双方向オプション、又は、他の映像が
追加されてもよい。
【０３２０】
　このようなビデオ広告は、ローカルのＰＶＲからだけでなく、クライアント／サーバ・
ベースの番組ガイド・システムにおいて利用可能なリモート・ストレージ装置などのリモ
ート・ストレージ装置からも利用可能である。クライアント／サーバ・ベースの番組ガイ
ド・システムの一例は、例えば、上述のＥｌｌｉｓらによる米国特許出願第０９／３３２
、２４４号に記載されている。リモートに記憶された広告は、要求があれば、カルーセル
の一部として、連続的に、又は、これらの組み合わせで、送信される。
【０３２１】
　ユーザが利用できる双方向サービスを強化するためのバッファ管理手法がテレビ番組に
対して実行される。現在のユーザの行動に基づいて新しいバッファを作成するバッファ管
理手法が実現される。例えば、ここで図９３を参照すると、ステップ６６０２において、
ＰＶＲを含むユーザ装置が用意される。また、このＰＶＲは、リモート・サーバにも基づ
く。ステップ６６０４において、現在のユーザが新しいチャンネル又は新しい番組を見る
とき、新しいストレート・バッファがＰＶＲ上に作成される。
【０３２２】
　新しいバッファが作成されると、本双方向テレビ・アプリケーションは、ＰＶＲ上のス
トレージ・スペースの一部をそのバッファに割り当てる。必要に応じて、ステップ６６０
６において、本双方向テレビ・アプリケーションが、バッファ・サイズとして、その番組
のサイズを保持するのに適切なサイズを割り当ててもよい。必要に応じて、バッファ・サ
イズを、バッファされている番組に合わせて徐々に増やしてもよい。ステップ６６０８に
おいて、現在合わせられている番組又はチャンネルからの映像及び／又は音声は、そのチ
ャンネル又は番組に最初に合わせられたときに作成されたバッファに記憶される。明確且
つ簡単に言うと、バッファされたテレビ・コンテンツは、ここでは主として映像と呼ぶ。
バッファされたテレビ・コンテンツは、映像のみならず、音声、グラフィックス、データ
、及び、他のマテリアルも含み得る。
【０３２３】
　ここで図９４を参照すると、第一の番組の映像６７０４を見るためにユーザが最初に第
一のチャンネルに合わせたとき、第一のバッファ６７０２が作成される。第一のバッファ
６７０２には、第一の番組の残りを保持するのに適切なサイズ（例えば、５０分）が割り
当てられる。第二の番組の映像６７０８を見るためにユーザが第二のチャンネルに合わせ
たとき、第二のバッファ６７０６が作成される。第二のチャンネルは、例えば、ユーザが
第一の番組を１０分間見た後で合わせられたものとする。第一のバッファ６７０２におい
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て示された斜線領域６７１０は、第一の番組が視聴された１０分間にバッファされた部分
を示す。第二の番組が最後まで視聴され、ユーザは次の番組を視聴するために同じチャン
ネルに留まったものとする。における斜線６７１６は、第二のバッファ６７０６がユーザ
によって視聴された第二の番組の一部を保持することを示す。第二の番組終了後に第三の
番組の映像６７１４が始まると、第三のバッファ６７１２が作成される。第三のバッファ
６７１２には、第三の番組の長さを保持するのに適切なサイズが割り当てられる。
【０３２４】
　ＰＶＲ上のストレージ・スペースは、様々な方法で、バッファに選択・割当される。例
えば、ここで図９５を参照すると、本双方向テレビ・アプリケーションは、ステップ６８
０２において、新しいバッファ（例えば、ストレート・バッファ）の作成を促される。ス
テップ６８０４において、現存するバッファに割り当てられない又は録画に割り当てられ
ないストレージ・スペースが、新しいバッファを作成するのに割り当てられる。必要に応
じて、ステップ６８０６において、１以上の現存するバッファ（例えば、現存する最も古
いバッファ）が、新しいバッファ用の空きを作るために消去されてもよい。ステップ６８
０８において、消去された１以上のバッファからのスペースは、新しいバッファを作成す
るのに割り当てられる。新しいバッファにスペースを割り当てると現存するバッファが消
去されるかもしれないので、ステップ６８０６及び６８０８は同時に実行されてもよい。
必要に応じて、ステップ６８１０において、現存するバッファの一部（例えば、最も古い
バッファの最も古い部分）が、新しいバッファ用の空きを作るために消去されてもよい。
ステップ６８１２において、この消去された部分からのスペースは、新しいバッファに割
り当てられる。ステップ６８１０及び６８１２は、新しく作成されたバッファのサイズを
増やすために繰り返される。例えば、場合によっては、新しいバッファには、当初、固定
長が割り当てられ、その後長さが増加されてもよい。
【０３２５】
　必要に応じて、同じ番組に関する別々のバッファが１つのバッファに結合されてもよい
。このようなバッファを結合する際に必要なステップの一例を図９６に示す。ここで図９
６を参照すると、ステップ６９０２において、ユーザが現在のチャンネルを変えたとき、
新しいバッファが作成される。ステップ６９０４において、別々のバッファが同じ番組か
らの映像を含むとき、それら別々のバッファが結合される。別の実施例として、バッファ
が既に存在する番組をユーザが再び見始めたときには、本双方向テレビ・アプリケーショ
ンは新しいバッファを作成しない。本双方向テレビ・アプリケーションは、その番組を単
に現存するバッファに記憶する。
【０３２６】
　図９７は、図９６に示したステップに基づいて提供されるバッファリング・シーケンス
の一例を示す。ここで図９７を参照すると、ユーザが第一のチャンネル上の第一の番組の
映像７００４を見るために現在のチャンネルを変えると、第一のバッファ７００２が作成
される。ユーザが第二のチャンネル上の映像７００８を見るためにチャンネルを変えると
、第二のバッファ７００６が作成される。ユーザが第一の番組を１０分間見た後、チャン
ネルを変えたものとする。第一のバッファ７００２によってバッファされた１０分間の映
像７００４を斜線領域７０１０で表す。第二の番組の映像７００８を最後まで見た後、ユ
ーザが第一のチャンネルに戻り、第一の番組の映像７００２を見たものとする。第一のバ
ッファ７００２の斜線領域７０１２は、ユーザが再び第一の番組を見始めて以降にバッフ
ァされた第一の番組の映像７００４を表す。このように、ユーザが最近見た番組を再び見
始めたときにバッファされる映像は、ユーザが最初にその番組を見たときにバッファされ
たものと結合される。第一のバッファ７００２のライン７０１４は、斜線領域７０１２の
バッファされた映像が第一のバッファ７００２に加えられた点をマークしたものである。
必要に応じて、第一のバッファ７００２は、ユーザが現在の番組から離れていた時間の長
さに相当するギャップをライン７０１４において含む。
【０３２７】
　同じ番組に対するバッファは、様々な方法で結合させることができる。例えば、ここで
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図９８を参照すると、ステップ７１０２において、本双方向テレビ・アプリケーションは
、同じ番組の別々に視聴された又は合わせられた部分をバッファする。例えば、１つの番
組の２つの別々の部分は、ユーザが特定の番組を見ているときに一旦チャンネルを変え、
再度その番組に戻ってきたときに、バッファされる。ステップ７１０４において、その番
組のバッファされた各部分を連結する。連結されたバッファは、バッファされたビデオに
中断期間が存在することを示すインジケータを何ら含まない。必要に応じて、ステップ７
１０６において、バッファされた各部分は、これら各部分の間に空白映像又は他のコンテ
ンツを挿入することによって、結合されてもよい。ステップ７１０６は、ステップ７１０
８を含む。ステップ７１０８において、本双方向テレビ・アプリケーションは、１番組の
映像中のギャップの長さに相当する空白映像、記憶されている広告、又は、他のコンテン
ツ、を別々にバッファされた部分間に挿入する。必要に応じて、（空白映像、テキスト、
又は、グラフィックなどの）短いコンテンツが、該コンテンツの表示時間の長さの表示と
共にギャップ間へ挿入されてもよい。
【０３２８】
　図９９は、図９８に示したステップに基づいて実行される３つの映像提示シーケンスの
一例を示す。各シーケンスは、番組の隣り合わない部分についてのバッファされた映像が
どのようにしてユーザに提示されるかについて対処するものである。ユーザは、バッファ
から番組を巻き戻すことができる。ユーザが特定の番組の最初にバッファされた部分へ該
番組を巻き戻した後でその番組を再生するように選択すると、映像７２０２がユーザに提
示される。最初にバッファされた部分が終わると、空白映像７２０４が表示される。また
、ＰＶＲ上に記憶された広告などの他のコンテンツが用いられてもよい。空白映像７２０
４は、バッファ内の中断部分を埋めるために挿入される。その番組の二番目にバッファさ
れた部分を含む映像７２０６は、空白映像７２０４が所定期間（例えば、これら２つの部
分間の番組ギャップの長さに等しい時間）表示される。
【０３２９】
　図９９に示した次のシーケンスにおいて、本双方向テレビ・アプリケーションは、最初
にバッファされた部分の映像７２０２が終わると、バッファされた映像部分の中断部分の
存在をユーザに知らせるテキスト７２０８を表示する。テキスト７２０８は、空白映像上
に提示されてもよく、或いは、グラフィックの一部として提示されてもよい。テキスト７
２０８は、短時間だけ表示されてもよく、或いは、番組間のギャップに相当する期間、表
示されてもよい。図９９に示す最後のシーケンスにおいて、番組の二番目にバッファされ
た部分の映像７２１０は、最初にバッファされた部分の映像７２１２に続けてすぐに表示
される（例えば、これらの部分は連結される）。この場合、映像７２１０及び７２１２の
双方は、バッファ内の中断部分についてユーザに知らせる空白映像又はテキストを表示せ
ずに、表示される。
【０３３０】
　番組バッファ内のギャップは、番組を並列的にバッファすることによって回避できる。
ここで図１００を参照すると、ステップ７３０２において、ユーザは、チャンネルを変え
て、異なる番組を見ることができる。ステップ７３０４において、複数のチューナに２つ
の番組を同時にバッファさせることによって、番組は並列的にバッファされる。複数のチ
ューナは、ユーザのローカル・ユーザ装置の一部として実現できる。必要に応じて、複数
のチューナのうちの１つ以上がリモートで実現されてもよい。ステップ７３０６において
、現在のユーザが異なるチャンネル上で異なる番組を見ている間、本双方向テレビ・アプ
リケーションは、ストレージ装置（例えば、ＰＶＲ）上に１番組を録画できる。複数のチ
ューナが実現されると、この同時視聴／録画機能が提供される。また、これら複数のチュ
ーナにより、本双方向テレビ・アプリケーションは、２つの番組を同時に録画することが
できる。加えて、この実施例では、ユーザが、例えば、２つの番組間でチャンネルを切り
替え、チャンネル変更時に番組の見逃した部分を見るために巻き戻しを行うことによって
、２以上の番組を同時に見ることができる。
【０３３１】
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　図１０１は、図１００に示したステップに基づいて提供される映像シーケンス及びバッ
ファ管理イベントの一例を示す。ユーザが第一のチャンネルで放送中の第一の番組の映像
７４０４を見るためにチャンネルを変えると、第一の番組用に第一のバッファ７４０２が
作成される。ユーザが第二の番組の映像７４０８を見るためにチャンネルを変えると、第
二の番組用に第二のバッファ７４０６が作成される。第一のバッファ７４０２の斜線領域
７４１０は、ユーザがチャンネルを変える前にバッファされた映像７４０４を表す。第二
の番組を１０分間見た後、ユーザが、チャンネルを第一のチャンネルに変え、第一の番組
に戻り、第一の番組のバッファされた映像を巻き戻すために巻き戻しキーを押したものと
する。ユーザが第二のチャンネルを見ていた間、ユーザが見逃した第一の番組の一部分は
、バッファされている。２つのチューナを用いて、双方の番組をバッファする。第一のバ
ッファ７４０２の斜線領域７４１２は、本双方向テレビ・アプリケーションが、ユーザの
チャンネル変更後も第一の番組のバッファを継続していることを示す。このように、ユー
ザが第一の番組に戻り、第一の番組を巻き戻すと、第一の番組の見逃した部分を含む映像
７４１０がユーザに提示される。
【０３３２】
　ユーザは、現在のバッファをバッファの先頭まで巻き戻したとき、追加的バッファ・コ
ンテンツにアクセスすることができる。バッファの先頭は、その番組について最も初期に
録画されたコンテンツを参照する。例えば、ここで図１０２を参照すると、ステップ７５
０２において、ユーザは、ある番組の映像をその番組用に作成されたバッファを用いて、
巻き戻すことができる。ステップ７５０４において、ユーザがバッファ先頭まで巻き戻す
とき、その巻き戻しを停止し、その番組を自動的に再生させてもよい。この点において、
ユーザは、現在のバッファの先頭から再度巻き戻すことを選択できる。これに応じて、本
双方向テレビ・アプリケーションは、前の番組の終わりへスキップし、前の番組をその番
組の終わりから巻き戻す。前の番組とは、ユーザが以前に見た番組である。別の例として
、前の番組は、本システムによって以前に録画されたが、ユーザがまだ見ていない番組で
ある。
あるいは、代替的に、ステップ７５０８において、本双方向テレビ・アプリケーションは
、ユーザが現在の番組をその番組のバッファ先頭まで巻き戻した後、再び巻き戻しを選択
したときに、前の番組の先頭にスキップし、その番組の再生を始めてもよい。
【０３３３】
　番組バッファから利用可能な番組間を移動する際、この移動は番組バッファが作成され
た年代順に基づく。
【０３３４】
　図１０３は、図１０２に示したステップに基づいて提供される映像提示シーケンスの一
例を示す。ここで図１０３を参照すると、ユーザが現在の番組の巻き戻しを選択すると、
巻き戻している番組の映像７６０２が表示される。ユーザが現在の番組を該現在の番組の
バッファの先頭まで巻き戻すと、本双方向テレビ・アプリケーションは、巻き戻しを停止
し、現在の番組の映像７６０４を再生する。ユーザが現在の番組又はバッファの先頭から
再び巻き戻すことを選択した場合、本双方向テレビ・アプリケーションは、巻き戻してい
る前の番組の映像７６０６を表示する。あるいは、代替的に、本双方向テレビ・アプリケ
ーションは、前の番組の映像７６０８を、該前の番組のバッファの先頭から、再生しても
よい。
【０３３５】
　ユーザは、バッファされている番組を早送りすることができる。ここで図１０４を参照
すると、ステップ７７０２において、ユーザは、バッファされている番組の映像を早送り
することができる。ステップ７７０４において、ユーザが早送りすると選択した番組の映
像は、その番組の終わり又はその番組のバッファの終わりに到達したとき、自動的に停止
する。あるいは、代替的に、ステップ７７０６において、番組を早送りしたことによって
その番組の終わり又はその番組のバッファの終わりに到達したとき、本双方向テレビ・ア
プリケーションは、次の番組のバッファを用いて該次の番組の再生を始める。別の代替例
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として、最初の番組の終わりに到達したときに、次の番組の映像が早送りされてもよい。
ここで述べた早送り及び巻き戻しの手法は、前の番組、現在の番組、又は、次の番組のバ
ッファが、番組全体を含んでおらず、その一部しか含んでいない場合であっても適用でき
る。
【０３３６】
　図１０５は、図１０４のステップに基づいて提供される、ビデオを提示するため双方向
シーケンスの一例を示す。図示したように、映像７８０２は、ユーザの選択に基づいて早
送り再生中の現在の番組の映像を含む。現在の番組用の番組バッファは、映像７８０２を
提示するために用いられる。現在の番組の終わりに到達すると、本双方向テレビ・アプリ
ケーションは、映像７８０２の再生を停止する。映像７８０２が停止させられると、現合
わせられているチャンネルからの映像７８０４又は停止された番組からの制止フレームが
表示される。あるいは、代替的に、現在の番組の終わりに到達すると、次の番組の映像を
含む映像７８０６が表示されてもよい。映像７８０６は、バッファから提示される映像で
ある。映像７８０６は、早送り再生される。
【０３３７】
　ユーザは、バッファされた番組映像を見ているときに前方スキップすることができる。
例えば、ここで図１０６を参照すると、ステップ７９０２において、番組バッファからプ
再生中の番組を見ているユーザは、次の番組まで前方スキップすることができる。ステッ
プ７９０４において、ユーザが前方スキップを選択すると、本双方向テレビ・アプリケー
ションは、次の番組の先頭までスキップする。同様に、ユーザは、番組バッファ間で後方
スキップすることもできる。ここで図１０７を参照すると、映像８００２は、現在の番組
の番組バッファから提示されているその番組の映像を含む。ユーザが前方スキップを選択
すると、現在の番組の映像８００２を越えて、バッファ・スペースの次の番組の映像８０
０４が表示される。
【０３３８】
　バッファされた番組は、録画の一部として保存することができる。図１０８は、現在の
番組を録画する際に必要なステップの一例を示す。例えば、ここで図１０８を参照すると
、ステップ８１０２において、ユーザが見ている現在の番組がバッファされる。ステップ
８１０４において、ユーザは、現在の番組の録画を選択することができる。ステップ８１
０６において、現在の番組は、現在放送中の映像及びその番組について放送予定の映像を
録画すると共に、録画済でバッファから利用可能なその番組の映像を録画の一部として保
存することによって、録画することができる。
【０３３９】
　図１０９は、図１０８のステップに基づいて提供される現在の番組を録画するイベント
・シーケンスの一例を示す。ここで図１０９を参照すると、ユーザがチャンネルの変更を
選択し、チャンネル５上で見ていた番組から離れたときに、チャンネル２上の現在の番組
の映像を含む映像８２０２が表示されたものとする。ユーザがチャンネルをチャンネル２
に変えても、チャンネル５上のその番組用のバッファは存続する。しばらくの間映像８２
０２を見た後で、ユーザが、チャンネル５に戻ることを決心したものとする。ユーザがチ
ャンネルを再びチャンネル５に変えると、チャンネル５上の番組の現在の映像を含む映像
８２０４が表示される。
【０３４０】
　ユーザがチャンネル５上の現在の番組の録画を選択すると、オーバーレイ８２０６が表
示される。ユーザは、チャンネル５上の番組の映像８２０４を見ているときにリモコンの
録画キーを押すことによって、その番組の録画を選択することができる。オーバーレイ８
２０６は、チャンネル５上の現在の番組が録画中であること、及び、この番組の録画はそ
の番組の以前に見た部分を含むこと、をユーザに知らせる。チューナが複数個ある環境に
おいては、その録画は、以前に見た部分と、（例えば、ユーザが別の番組を見るためにチ
ャンネルを変えたので）ユーザが見逃した部分とを双方含むことができる。必要に応じて
、オーバーレイ８２０６の情報は、チューナが複数個ある環境において録画される追加的
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コンテンツを反映してもよい。
【０３４１】
　バッファされた番組は、その番組が終わった後であっても、録画として保存できる。図
１１０は、バッファされた番組を録画として保存する際に必要なステップの一例を示す。
ここで図１１０を参照すると、本双方向テレビ・アプリケーションは、番組終了後、その
番組のバッファを保持する。ステップ８３０４において、ユーザに、その番組を録画とし
て保存する機会を与える。ステップ８３０６において、その番組は、バッファから、録画
として保存される。
【０３４２】
　図１１１は、図１１０に示したステップに基づいて提示されるディスプレイ画面シーケ
ンスの一例を示す。ユーザが番組ガイドの適切なディスプレイ画面（例えば、メインメニ
ュ・ディスプレイ画面）からバッファ一覧表オプションを選択すると、番組バッファ・デ
ィスプレイ画面８４０２が表示される。番組バッファ・ディスプレイ画面８４０２は、バ
ッファから現在利用可能である番組を示す一覧表８４０４を含む。
【０３４３】
　ユーザが一覧表８４０４からドキュメンタリのリスト８４０６を選択すると、情報ディ
スプレイ画面８４０８が表示される。情報ディスプレイ画面８４０８は、ドキュメンタリ
に関する情報と、録画オプション８４１０などの番組関連オプションとを含む。録画オプ
ション８４１０が選択されると、ドキュメンタリの番組バッファが録画として保存される
。ユーザが、後に、現在利用可能な録画一覧表にアクセスすると、録画ディスプレイ画面
８４１６が表示される。録画ディスプレイ画面８４１６の一覧表８４１２は、ユーザが録
画として保存することを選択したバッファされた番組（ドキュメンタリ）のリスト８４１
４を含む。必要に応じて、番組バッファ・ディスプレイ画面８４０２のリスト８４０４が
、特定の番組がどのくらいバッファされているかを示してもよい。必要に応じて、番組バ
ッファ・ディスプレイ画面８４０２の一覧表８４０４が、ユーザがある番組をバッファか
ら録画すると選択したときに、その番組のリスト８４０６を削除するように修正されても
よい。バッファ・メモリは番組録画メモリに転換される。すなわち、番組は番組録画メモ
リにコピーされる。
【０３４４】
　終了した番組の録画の別の例として、本ガイドにより、ユーザが、上述のように、前の
番組まで巻き戻し又は後方スキップできるようにしてもよい。前の番組を見ている間、ユ
ーザは、リモコンの情報キーを押して番組情報スクリーン８４０８を表示させること、或
いは、リモコンの録画キーを押してバッファから番組を録画すること、ができる。
【０３４５】
　番組をバッファするのに用いられるストレージ・スペースのサイズは、手動でセットで
きてもよく、自動的にセットされてもよい。例えば、ここで図１１２を参照すると、ステ
ップ８５０２において、ＰＶＲなどのストレージ装置が、ユーザのローカル装置の一部と
して用意される。ステップ８５０４において、ストレージ装置上のストレージ・スペース
の一部（又は、全部）が、テレビ・コンテンツをバッファすることに割り当てられる。ス
テップ８５０４は、チューナが１つの環境にも複数個の環境にも適用できる。ステップ８
５０４において、バッファ・スペースのサイズは、本システムがシステム・オペレータに
よって設定されるときに自動的にセットされてもよく、或いは、ユーザによって手動でセ
ットされてもよい。バッファ・スペース・サイズの自動設定の一例として、番組バッファ
用のすべての空きストレージ・スペースが自動的に用いられてもよい。必要に応じて、バ
ッファ・スペースの最小サイズが、たとえそれにより録画できる番組量が減る場合であっ
ても、自動的に割り当てられるようにしてもよい。
【０３４６】
　ここで図１１３を参照すると、ユーザが、メインメニュ・ディスプレイ画面又はＰＶＲ
セットアップ・ディスプレイ画面などの適切なディスプレイ画面からバッファ・セットア
ップ・オプションを選択すると、バッファ設定ディスプレイ画面８６０２が表示される。
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バッファ設定ディスプレイ画面８６０２は、バッファ・スペース・オプション８６０４を
含む。ユーザは、このオプションを用いて、バッファ作成に割り当てられるトータルのス
トレージ・スペースを選択することができる。また、バッファ設定ディスプレイ画面８６
０２は、同時にアクティブであるバッファの最大数を選択するのに用いられるバッファ・
オプション８６０６と、固定した又は最大のバッファ・サイズを指定するのに用いられる
バッファ・サイズ・オプション８６０８と、バッファが消去される時期（例えば、毎日、
毎週、毎月、等）を選択するオプション８６１０と、を含む。必要に応じて、新しいバッ
ファのためにスペースが必要なときは古いバッファから消去されるとき、バッファが消去
される時期を選択するオプションはなくてもよい。各バッファのバッファ・サイズは、固
定サイズにセットされてもよく、番組サイズに基づいて自動的にセットされてもよく、或
いは、他の適切な手法を用いてセットされてもよい。
【０３４７】
　ユーザが本双方向テレビ・アプリケーションとやりとりしているとき、ＰＶＲなどの録
画装置を用いて、テレビ・コンテンツが自動的に一時停止される。テレビ・コンテンツを
一時停止するのに必要なステップの一例を図１１４に示す。ここで図１１４を参照すると
、ステップ８７０２において、番組又はコマーシャルの映像などのテレビ・コンテンツが
ユーザに提示される。このテレビ・コンテンツは、現在放送中のコンテンツであってもよ
く、以前に録画されたコンテンツであってもよく、或いは、バッファから再生中のコンテ
ンツであってもよい。ステップ８７０４において、ユーザには、本双方向テレビ・アプリ
ケーションとやりとりする機会が与えられる。この双方向テレビ・アプリケーションは、
例えば、テレビ・システム上で実現され、ユーザに双方向サービスを提供する双方向テレ
ビ・アプリケーションである。ステップ８７０６において、ユーザが本双方向テレビ・ア
プリケーションとのやりとりを始めると、ユーザが見ている現在のテレビ・コンテンツが
自動的に一時停止される。この現在のテレビ・コンテンツは、ライブのテレビ・コンテン
ツであってもよく、或いは、ユーザが視聴中の録画済番組やＶＯＤ番組などの他のテレビ
・コンテンツでもよい。ユーザは、例えばリモコンのボタンを押すことによって、本双方
向テレビ・アプリケーションとのやりとりを開始することができる。ステップ８７０８に
おいて、ユーザが本双方向テレビ・アプリケーションから出ると、テレビ・コンテンツの
表示が再開される。テレビ・コンテンツは、自動的に一時停止したところから再開される
。
【０３４８】
　図１１５～１２０は、図１１４示すステップに基づいて提供される映像及びディスプレ
イ画面シーケンスの一例を示す。ここで図１１５を参照すると、ユーザがリモコンのガイ
ド・ボタンを選択して番組ガイドに入り、番組一覧表ディスプレイ画面８８０４を表示さ
せると、ユーザが現在見ているテレビ番組の映像８８０２が自動的に一時停止される。番
組一覧表ディスプレイ画面８８０４は、リストを見つけるためにスクロール可能な一覧表
８８０６を含む。必要に応じて、ユーザは、番組一覧表ディスプレイ画面８８０４が表示
された後、他のディスプレイ画面を表示させるために更なる行動を取ってもよい。ユーザ
が本番組ガイドに入る前に見ていたテレビ番組の映像８８０８は、それが一時停止された
ところから再開される。ユーザが本番組ガイドから出ると、テレビ番組が再開される。こ
のように、ＰＶＲなどの録画装置を用いて、ユーザが本双方向テレビ・アプリケーション
とやりとりしているときに、コンテンツを自動的に一時停止することができる。
【０３４９】
　ここで図１１６を参照すると、ユーザが情報ボタンなどのリモコン・ボタンを選択して
広告情報ディスプレイ画面８９０４を表示させたとき、ユーザが現在見ているテレビ・コ
マーシャルの映像８９０２が自動的に一時停止される。広告情報ディスプレイ画面８９０
４は、ユーザが見ていたコマーシャルに関する情報を含む。ユーザは、映像８９０６へ戻
る前に、ディスプレイ画面８９０４とやりとりすることができ、更に本双方向テレビ・ア
プリケーションの他の機能を使うこともできる。映像８９０６は、広告情報ディスプレイ
画面８９０４が表示されたとき、ユーザが見ていたコマーシャル映像を含む。映像８９０
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６は、本双方向テレビ・アプリケーションを用いて情報ディスプレイ画面８９０４が表示
されたところからそのコマーシャルの再生を再開する。
【０３５０】
　ここで図１１７を参照すると、例えばユーザがテレビ・コマーシャルの映像９００２を
見ている間にリモコンの情報キーを押すと、双方向広告ディスプレイ画面９００４が表示
される。双方向広告ディスプレイ画面９００４は、ユーザが見ていたテレビ・コマーシャ
ルに関連する情報９００８と、該広告に関連する選択可能なオプションとを含む。双方向
広告ディスプレイ画面９００４は、ユーザが見ていたテレビ・コマーシャルの再生を、該
コマーシャルの縮小版映像９００６を用いて、継続する。ユーザが双方向広告ディスプレ
イ画面９００４を出ると、映像９０１０が表示され、双方向広告ディスプレイ画面９００
４が表示されたところから該コマーシャルをフルスクリーンで再開する。この映像は、よ
り前の時点から再開されてもよい。なぜなら、ユーザは、双方向広告ディスプレイ画面９
００４とやりとりしているとき、該映像に十分な注意を向けていない可能性があるからで
ある。
【０３５１】
　ここで図１１８を参照すると、ユーザが、特定のリモコン・ボタンを押して、自分は現
在どの録画を利用可能であるかを見るとき、録画ディスプレイ画面９１０４が表示される
。ユーザが、現在のテレビ番組の映像９１０２を見ている間に、録画ディスプレイ画面９
１０４を見ることを選択したものとする。録画ディスプレイ画面９１０４は、見るために
ユーザがユーザがいつを選択したかを見る予定であった番組の測定されたビデオ９１０６
を含み得るスクリーン９１０４を表示する。録画ディスプレイ画面９１０４は、ユーザが
ディスプレイ画面９１０４を見ることを選択したときに見ていた番組の縮小版映像９１０
６を含む。録画ディスプレイ画面９１０４は、現在そのユーザが再生可能な録画を示す一
覧表９１０８を含む。ユーザが録画ディスプレイ画面９１０８を出ると、映像９１１０が
表示される。映像９１１０は、ユーザが見ていた、ディスプレイ画面９１０４が表示され
たところで一時停止されたテレビ番組の映像である。ユーザは、リモコンのキーを押し、
テレビ番組を再生させることができる。
【０３５２】
　ここで図１１９を参照すると、ユーザがあるテレビ番組の映像９２０２を見ている間に
番組ガイドに入ることを選択すると、ローカルに記憶されたビデオ・コマーシャルの映像
９２０４が表示される。ユーザが本番組ガイドから出ると、そのテレビ番組の映像９２０
６が、映像９２０２の提示が映像９２０４の表示によって停止されたところから自動的に
再開される。図１２０は、映像９３０２が、自動的に一時停止され、ユーザが本番組ガイ
ドを出たときに映像９３０６を表示することによって後で再開されるテレビ・コマーシャ
ルの映像であるという点を除いて、図１１９に示したシーケンスと同じシーケンスの一例
を示す。
【０３５３】
　ユーザは、そのテレビ・コンテンツを、それが自動的に一時停止されたところから再開
するか、又は、現在の位置から再開するか、を選べる。例えば、ここで図１２１を参照す
ると、ユーザが本番組ガイドを入ったところからテレビ・コンテンツが再開されるべきで
あるか否かをリクエストするオーバーレイ又はディスプレイ画面９４０２が表示される。
オーバーレイ又はディスプレイ画面９４０２は、承認オプション９４０４及びキャンセル
・オプション９４０６を含む。ユーザがキャンセル・オプション９４０６を選択すると、
テレビ・コンテンツの映像９４０８の現在の位置（例えば、ライブのテレビ）が表示され
る。承認オプション９４０４が選択されると、ユーザが本番組ガイドに入ったところから
テレビ・コンテンツが再開される。
【０３５４】
　番組が一時停止されたとき、映像又は他の記憶されたコンテンツを表示することもでき
る。例えば、ここで図１２２を参照すると、ユーザが、提示されている番組の映像９４２
０の一時停止を選択したものとする。その番組が一時停止されたとき、録画済番組又は他
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のコンテンツ９４２２が（例えば、ＰＶＲから）表示される。録画済映像又は他のコンテ
ンツ９４２２は、フルスクリーン・タイプの表示として表示される。必要であれば、録画
済コンテンツ又は他のコンテンツ９４２６は、ユーザが現在の番組の一時停止を選択した
ときに、一時停止された映像９４２４上に表示されてもよい。録画済コンテンツ又は他の
コンテンツ９４２６は、例えば、オーバーレイとして表示される。録画済映像は、ビデオ
広告でもよく、他の映像コンテンツでもよい。静止コンテンツ、アニメーション、静止画
像、などの他のコンテンツも表示できる。
【０３５５】
　ユーザは、録画、リマインダ、又は、録画要求を別のユーザ（例えば、同じ世帯の別の
ユーザや、他の世帯の他のユーザ）に送信することができる。例えば、図１２３を参照す
ると、ユーザがある番組に関する情報の受信を選択すると、情報ディスプレイ画面９４４
０が表示される。情報ディスプレイ画面は、これから放送される番組に関するものでもよ
く、既に放送され、録画（少なくとも部分的に録画）された番組に関するものでもよい。
情報ディスプレイ画面９４４０は、送信オプション９４４２含む。送信オプション９４４
２が選択されると、送信ディスプレイ画面９４４６が表示される。送信ディスプレイ画面
９４４６により、ユーザには、録画、リマインダ、又は、番組の録画要求を別のユーザに
送信する機会が与えられる。送信ディスプレイ画面９４４６により、ユーザは、関連する
録画を有する番組について情報ディスプレイ画面９４４０が表示されたとき、その録画を
送信することができる。送信ディスプレイ画面９４４６により、ユーザは、これから放送
される番組について情報ディスプレイ画面９４４６が表示されたときに、リマインダ又は
録画要求を送信することができる。送信ディスプレイ画面９４４６は、情報ディスプレイ
画面９４４０が表示された特定の番組に対して具体的に表示される。送信ディスプレイ画
面９４４６は、ユーザが録画、リマインダ、又は録画要求の宛先の受取人の名前又はアド
レスを入力できるデータ入力エリア９４４８を含む。送信オプション９４５０は、ユーザ
が特定のユーザに録画、リマインダ、又は、録画要求を送信することを選択した送信ディ
スプレイ画面９４４６に含まれる。必要に応じて、送信ディスプレイ画面９４４６は、ユ
ーザが用いられるメッセージ送信技術（例えば、電子メール・メッセージ）を選択できる
ようにするオプションを含んでもよい。
【０３５６】
　図１２４は、特定のユーザへの電子メール９４６０を示す。この電子メール９４６０は
、電子メール９４６０の件名の番組が録画かこれから放送される番組かに応じて、添付さ
れた録画、これから放送される番組についてのリマインダ、又は、これから放送される番
組についての録画要求、を該ユーザに提供する。電子メール９４６０は、インターネット
などのワイド・エリア・ネットワークを用いて送信される。図１２５は、ユーザがガイド
内からアクセスしたメッセージ一覧表ディスプレイ画面９４６２を示す。メッセージ一覧
表ディスプレイ画面９４６２は、現在のユーザのために受信されたメッセージのリストを
提供する。リスト９４６２は、送信者ＸＹＺからの録画が現在のユーザのために受信され
たことを示す。リスト９４６６は、現在のユーザが送信者ＸＹＺから特定の番組について
リマインダを受信したことを示す。リスト９４６８は、現在のユーザが送信者ＸＹＺから
特定の番組の録画要求を受信したことを示す。現在のユーザは、各リストを選択して、そ
のメッセージに関連する追加的情報を見ることができる。図１２６は、現在のユーザへ送
信されてきたリマインダ又は録画要求について現在のユーザに知らせるために表示される
オーバーレイ９４７０を示す。オーバーレイ９４７０は、そのリマインダ又は録画リクエ
ストに関連してユーザが特定の行動を取れるようにする関連オプション９４７２を含む。
関連オプション９４７２により、ユーザは、オーバーレイ９４７０を選択し、その件名と
なっている番組を録画又は視聴することができる。必要に応じて、本双方向テレビ・アプ
リケーションは、メッセージのコンテンツを自動的に処理してもよい。例えば録画が受信
されると、その録画が受信者であるユーザが利用可能な録画リストに加えるようにしても
よい。リマインダを受信すると、本双方向テレビ・アプリケーションが、リマインダをロ
ーカルにセットしてもよい。録画要求を受信すると、本双方向テレビ・アプリケーション
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が、その番組のローカルでの録画を自動的に予約してもよい。テレビ・メッセージング・
システムの一例は、例えば、１９９９年７月１６日に出願されたＭｃＫｉｓｓｉｃｋらに
よる米国特許出願第０９／３５６、２４５号に記載されている。この文献は、その全体が
参考文献としてここに組み込まれる。必要に応じて、上述のように、ＰＶＲを持つユーザ
にコピー・プロテクト・スキームが提供されてもよい。ユーザ装置上で表示可能な番組又
は他のコンテンツがコピープロテクトされる。番組又は他のコンテンツと関連付けられた
コピープロテクト情報は、コピー・プロテクト・スキームをサポートするユーザ装置に提
供される。ユーザが権限無く番組又は他のコンテンツをコピーすることを防止するのにコ
ピープロテクト情報を用いるコピー・プロテクト・スキームを実現可能である。例えば、
本双方向テレビ・アプリケーションは、番組がコピープロテクトされたものであるとき、
その番組がＰＶＲに録画されるのを防止することができる。番組の録画は、その録画を予
約できないようにすることによって防止されてもよい。録画するように選択された特定の
番組又は他のコンテンツが著作権保護のために録画できないことを視聴者に知らせるグラ
フィック（例えば、オーバーレイ、又は、ディスプレイ画面）が表示されてもよい。ＭＰ
ＥＧ－４規格を用いれば、著作権保護に関する情報と共に番組を送信することができる。
このようなアクティビティをサポートする他の規格が用いられてもよい。
【０３５７】
　上述のように、ＰＶＲは、ユーザ・プリファレンスに基づいて番組を自動的に録画する
ことができる。他の推論エンジンが、ユーザの人口統計（ｄｅｍｏｇｒａｐｈｉｃｓ）や
キーワード検索（上述）などの銃オブジェクト法を用いて、自動的に録画する番組を選択
してもよい。人口統計を用いる双方向テレビ番組ガイドの一例は、例えば、１９９８年８
月２５日に出願されたＫｎｅｅらによる米国特許出願第０９／１３９、７７７号に記載さ
れている。この文献は、その全体が参考文献としてここに組み込まれる。番組は、ユーザ
がシステムに入力したキーワードに基づいて、自動的に録画されてもよい。
【０３５８】
　必要に応じて、上述のように、予約の重複を解決するためのメカニズムをサポートする
重複解決スキームが視聴者に提供されてもよい。本双方向テレビ・アプリケーションは、
ユーザが予約の重複を解決するためにユーザが用いることができるオプション、設定条件
、又は、プロンプト、を提示することができる。ユーザが本双方向テレビ・アプリケーシ
ョンとやりとりし、各重複が発生したときにそれを解決できるようにすることによって、
重複は解消される。また、本双方向テレビ・アプリケーションは、ユーザが重複解決スキ
ームをセットできるようにしてもよい（例えば、シリーズ録画などの１種類の録画を優先
することによって予約重複を解決するように本双方向テレビ・アプリケーションを設定す
る）。
【０３５９】
　上述のように、パーソナルビデオレコーダ、及び、他のディジタル録画装置は、ハード
ディスクなどのディジタル媒体上にテレビ番組を録画する。このような装置が記憶できる
番組の量は、ストレージ媒体の容量によって制限される。典型的なユニットであれば、最
大レベルで圧縮して、３０時間の映像番組を記憶できるであろう。
【０３６０】
　今日のシステムは、実質的にリアルタイムであるＭＰＥＧ－２などのディジタル映像圧
縮方法を用いる。信号が受信されると、入ってきた音声／映像番組は、ディジタル化され
、圧縮され、そして、記憶される。ＭＰＥＧ－４などのより高効率の圧縮方法も利用可能
である。しかしながら、これらの方法は更に計算集約的である。幅広く展開されるほど十
分に安いハードウェアは、より高効率な圧縮方法を用いて（例えば、ＭＰＥＧ－４規格を
用いて使う）リアルタイムに映像を圧縮することはできない。
【０３６１】
　ディジタル映像録画機に関連する計算タスクは、一般的に、過剰ではない。このような
装置のプロセッサは、通常、利用可能な予備のプロセッサ・サイクルを有する。これら予
備のサイクルは、記憶された音声／映像番組をより高効率に圧縮するのに用いることがで
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きる。
【０３６２】
　例えば、本システムは、既存の他のシステムと同じように、ＭＰＥＧ－２規格を用いて
番組を録画することができる。しかしながら、バックグラウンドにおいて、番組を記憶し
、管理し、検索するのに必要でないプロセッサ・サイクルを用いると、プロセッサは、前
に記憶された番組をスキャンして、それらをより高効率の形式に圧縮することができる。
番組をＭＰＥＧ－４などのより高効率な形式に圧縮した後、より低効率のバージョンを消
去すれば、更なる番組のためのストレージ・スペースを空けることができる。
【０３６３】
　また、番組は、複数のパスで圧縮されてもよい。例えば、１つのパスは通った音声／映
像ファイルを１つの方法で削減し、別のパスを通ったものを更に削減する、ようにできる
。例えば、各パスは、特定のタイプの冗長を除去する。各圧縮パスが完了すると、前のバ
ージョンは消去される。
【０３６４】
　ユーザ、ネットワーク・オペレータ、又は、プログラマが、一般的に又は特定の番組に
対してどのタイプの圧縮が許容されるかについてのパラメータを設定できるようにしても
よい。例えば、特定の「損失の多い」タイプの圧縮は、任意とすることができる。また、
より損失が多いタイプの圧縮を、例えば、より長い期間保管されている番組用に、又は、
既に視聴された番組用に、確保しておいてもよい。
【０３６５】
　この技術の利点は、同じストレージ量に記憶される番組時間をより多くできることであ
る。例えば、現在進行中のほとんどの又はすべての番組は最も効率的でない形式で記憶さ
れ、最近録画された番組はより高効率な形式で記憶され、より長い期間記憶されている番
組は最も高効率な形式で記憶される、ようにしてもよい。
【０３６６】
　また、ＭＰＥＧ－４などのより進化した圧縮規格は、新しい機能を可能にする。例えば
、ＭＰＥＧ－４は、映像中のオブジェクトを明確に提示することを可能にする。ウェブ・
アドレスやコマース・アプリケーションを、これらオブジェクトの１つと連結させること
ができる。ＭＰＥＧ－４は、知的財産の管理をサポートする。これら新しい機能は、元よ
りＭＰＥＧ－４規格で放送された番組に限定してもよく、或いは、受信した情報をＭＰＥ
Ｇ－４に変換することによって他の形式に提供されてもよい。
【０３６７】
　必要に応じて、フロッピー（登録商標）ディスクや光ディスクなどのコンピュータ可読
媒体を用いて、ＰＶＲ及び／又はＩＰＧ機能を提供する双方向テレビ・アプリケーション
を実現する機械実行可能コードを記憶してもよい。必要に応じて、図１～２Ｃで述べた装
置などの装置が、ここに例として記載した機能、オプション、又は、手法を提供するよう
に構成されてもよい。
【０３６８】
　このように、機能強化されたＰＶＲ及び双方向テレビ・アプリケーション機能を提供す
る双方向テレビ・システム及び方法が提供される。当業者には明らかなように、本発明は
、記載された以外の実施形態によっても実現可能である。記載された実施形態は、説明の
ためのものであり、限定するものではない。本発明は、以下の請求項によってのみ制限さ
れる。
【図面の簡単な説明】
【０３６９】
【図１】本発明の一実施形態に係る双方向テレビ番組ガイド・システムの一例を示す図で
ある。
【図２Ａ】本発明に係るユーザ・テレビ装置の一例を示す図である。
【図２Ｂ】本発明の一実施形態に係るパーソナルビデオレコーダが一体化されたセットト
ップ・ボックスを含むユーザ装置の一例を示す図である。
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【図２Ｃ】録画されたコンテンツを記憶するリモート・サーバを備えた本発明の一実施形
態に係るユーザ装置の一例を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るリモコンを示す図である。
【図４】本発明の一実施形態に係るメインメニュ・ディスプレイ画面からＰＶＲ関連番組
ガイド機能へのアクセスを可能にする複数の工程を含むプロセスの一例を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態に係るメインメニュ・ディスプレイ画面の一例を示す図であ
る。
【図６】本発明の一実施形態に係る番組録画の選択及び設定を可能にするプロセスの一例
を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る検索番組一覧表ディスプレイ画面の一例を示す図であ
る。
【図８】ユーザが録画することを選択した非ＰＰＶ及び非ＶＯＤ番組についての本発明の
一実施形態に係る番組情報ディスプレイ画面の一例を示す図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る非ＰＰＶ及び非ＶＯＤ番組用の番組録画セットアップ
・ディスプレイ画面の一例を示す図である。
【図１０】本発明の一実施形態に係るシリーズ録画セットアップ・ディスプレイ画面の一
例を示す図である。
【図１１】本発明の一実施形態に係るシリーズ録画一覧表ディスプレイ画面の一例を示す
図である。
【図１２】本発明の一実施形態に係るキーワードベース録画ディスプレイ画面の一例を示
す図である。
【図１３】本発明の一実施形態に係るスポーツ一覧表ディスプレイ画面の一例を示す図で
ある。
【図１４】本発明の一実施形態に係るチャンネル別一覧表ディスプレイ画面の一例を示す
図である。
【図１５】本発明の一実施形態に係る時間別一覧表ディスプレイ画面の一例を示す図であ
る。
【図１６】現在の映像上で表示される本発明の一実施形態に係るブラウズ又はフリップ・
オーバーレイの一例を示す図である。
【図１７】本発明の一実施形態に係るＰＶＲデフォルト・セットアップ・オプションの設
定を可能にするプロセスの一例を示す図である。
【図１８】本発明の一実施形態に係るＰＶＲセットアップ・ディスプレイ画面の一例を示
す図である。
【図１９】本発明の一実施形態に係るチャンネル別／種類別前後バッファ時間ディスプレ
イ画面の一例を示す図である。
【図２０】本発明の一実施形態に係るチャンネル別／種類別録画品質ディスプレイ画面の
一例を示す図である。
【図２１】本発明の一実施形態に係るバッファ時間重複ディスプレイ画面の一例を示す図
である。
【図２２】本発明の一実施形態に係る優先度レベル情報ディスプレイ画面の一例を示す図
である。
【図２３】本発明の一実施形態に係るＰＰＶ番組録画の選択及び設定を可能にするプロセ
スの一例を示す図である。
【図２４】本発明の一実施形態に係るＰＰＶ番組関連情報ディスプレイ画面の一例を示す
図である。
【図２５】本発明の一実施形態に係るＰＰＶ番組録画予約設定用のＰＰＶ録画セットアッ
プ・ディスプレイ画面の一例を示す図である。
【図２６】本発明の一実施形態に係るＶＯＤ番組録画の選択及び設定を可能にするプロセ
スの一例を示す図である。
【図２７】本発明の一実施形態に係るＶＯＤ番組情報ディスプレイ画面の一例を示す図で
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ある。
【図２８】本発明の一実施形態に係るＶＯＤ番組録画予約設定用のＶＯＤ録画セットアッ
プ・ディスプレイ画面を示す図である。
【図２９】番組録画中に利用可能な本発明の一実施形態に係るプロセスの一例を示す図で
ある。
【図３０】現在の番組映像上に表示される本発明の一実施形態に係る録画開始オーバーレ
イの一例を示す図である。
【図３１】現在の番組映像上に表示される本発明の一実施形態に係る録画キャンセル・オ
ーバーレイの一例を示す図である。
【図３２】現在の番組映像上に表示される本発明の一実施形態に係る録画完了オーバーレ
イの一例を示す図である。
【図３３】現在のチャンネルの現在の番組映像上に表示される本発明の一実施形態に係る
ライブ制御オーバーレイの一例を示す図である。
【図３４】現在の番組映像上に表示される本発明の一実施形態に係る録画リマインダ・オ
ーバーレイの一例を示す図である。
【図３５】本発明の一実施形態に係る録画情報ディスプレイ画面の表示を可能にするプロ
セスの一例を示す図である。
【図３６】本発明の一実施形態に係るＰＶＲ録画一覧表ディスプレイ画面の一例を示す図
である。
【図３７】本発明の一実施形態に係る特定の番組録画についての録画済番組情報ディスプ
レイ画面の一例を示す図である。
【図３８】本発明の一実施形態に係る番組消去優先度セットアップ・ディスプレイ画面の
一例を示す図である。
【図３９】録画された番組の映像上に表示される本発明の一実施形態に係るＰＶＲ再生映
像オーバーレイの一例を示す図である。
【図４０】番組映像上に表示される本発明の一実施形態に係るメッセージ・オーバーレイ
の一例を示す図である。
【図４１】録画された番組の再生中に番組ガイド・オプションへのアクセスを可能にする
本発明の一実施形態に係るプロセスの一例を示す図である。
【図４２】本発明の一実施形態に係る録画予約情報ディスプレイ画面の表示を可能にする
プロセスの一例を示す図である。
【図４３】本発明の一実施形態に係る録画予約一覧表ディスプレイ画面の一例を示す図で
ある。
【図４４】本発明の一実施形態に係る録画中の現在のＰＰＶ番組についてのＰＰＶ番組情
報のディスプレイ画面の一例を示す図である。
【図４５】本発明の一実施形態に係る録画予約された将来のＰＰＶ番組についてのＰＰＶ
番組情報のディスプレイ画面の一例を示す図である。
【図４６】本発明の一実施形態に係るＰＰＶ録画予約設定変更用の録画セットアップ・デ
ィスプレイ画面の一例を示す図である。
【図４７】本発明の一実施形態に係る録画中の現在の非ＰＰＶ及び非ＶＯＤ番組について
の番組情報のディスプレイ画面の一例を示す図である。
【図４８】ディスプレイ画面上に表示される本発明の一実施形態に係る録画キャンセル・
オーバーレイの一例を示す図である。
【図４９】ＰＶＲから再生している番組映像上に表示されるライブ・テレビ・オプション
を有する本発明の一実施形態に係るフロー制御オーバーレイの一例を示す図である。
【図５０】本発明の一実施形態に係る一時停止された番組映像上に表示される一時停止残
り時間インジケータを備えたライブ制御オーバーレイの一例を示す図である。
【図５１】本発明の一実施形態に係る消去優先度セットアップ・ディスプレイ画面の一例
を示す図である。
【図５２】本発明の一実施形態に係るシリーズ録画消去優先度ディスプレイ画面の一例を
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示す図である。
【図５３】本発明の一実施形態に係る単発録画消去優先度ディスプレイ画面の一例を示す
図である。
【図５４】本発明の一実施形態に係る番組種類別消去優先度ディスプレイ画面の一例を示
す図である。
【図５５Ａ】本発明の一実施形態に係る放送種類別消去優先度ディスプレイ画面の一例を
示す図である。
【図５５Ｂ】本発明の一実施形態に係るチャンネル別消去優先度ディスプレイ画面の一例
を示す図である。
【図５６】ユーザのローカルテレビ装置への広告映像及び他のコンテンツのプッシュを可
能にする本発明の一実施形態に係るプロセスの一例を示す図である。
【図５７】本発明の一実施形態に係るオンライン録画予約番組ガイド・ウィンドウの一例
を示す図である。
【図５８】保存された番組のユーザによる編集を可能にする本発明の一実施形態に係るプ
ロセスの一例を示す図である。
【図５９】本発明の一実施形態に係る保存された録画を編集するためのディスプレイ画面
の一例を示す図である。
【図６０】本発明の一実施形態に係る他の録画と結合するためのディスプレイ画面の一例
を示す図である。
【図６１】本発明の一実施形態に係るＰＶＲから再生している映像上に表示される録画部
分消去オーバーレイの一例を示す図である。
【図６２】本発明の一実施形態に係る再生リスト・ディスプレイ画面の一例を示す図であ
る。
【図６３】本発明の一実施形態に係る再生リストを編集するためのディスプレイ画面の一
例を示す図である。
【図６４】本発明の一実施形態に係る再生リスト・ディスプレイ画面の一例の上に表示さ
れた新プレイリスト作成オーバーレイの一例を示す図である。
【図６５】本発明の一実施形態に係る選択された録画の映像上に表示されたマーク及び呼
び出しオーバーレイの一例を示す図である。
【図６６】本発明の一実施形態に係る複数の番組ガイドを提供するプロセスの一例を示す
図である。
【図６７】番組ガイドへのログインのために表示される本発明の一実施形態に係る一連の
ディスプレイ画面の例を示す図である。
【図６８】異なる番組ガイドの録画予約を見るために表示される本発明の一実施形態に係
る一連のディスプレイ画面の例を示す図である。
【図６９】ユーザが自分の番組ガイドを用いて自分の録画予約を見るために表示される本
発明の一実施形態に係る一連のディスプレイ画面の例を示す図である。
【図７０】ユーザが自分の番組ガイドを用いて自分の録画リストを見るために表示される
本発明の一実施形態に係る一連のディスプレイ画面の例を示す図である。
【図７１】ユーザの選択に基づいて番組を録画する本発明の一実施形態に係るプロセスの
一例を示す図である。
【図７２】ユーザが録画する番組を選択したときに表示される本発明の一実施形態に係る
一連のディスプレイ画面の一例を示す図である。
【図７３】ユーザが情報ディスプレイ画面から録画する番組を選択したときに表示される
本発明の一実施形態に係る一連のディスプレイ画面の例を示す図である。
【図７４】本発明の一実施形態に係る録画又は録画関連情報を削除するプロセスの一例を
示す図である。
【図７５】本発明の一実施形態において、２人の異なるユーザが同じユーザ装置にローカ
ルである彼らの番組ガイドにアクセスしているときに表示される一連のディスプレイ画面
の例を示す図である。
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【図７６】本発明の一実施形態に係る、２人の異なるユーザが同じユーザ装置にローカル
である彼らの番組ガイドにアクセスしているときに表示され得る一連のディスプレイ画面
の例を示す図である。
【図７７】本発明の一実施形態において、録画コンテンツにおける変更をユーザに通知す
るプロセスの一例を示す図である。
【図７８】本発明の一実施形態において、番組が録画コンテンツに加えられようとしてい
ることをユーザに通知する際に表示される一連のディスプレイ画面の例を示す図である。
【図７９】本発明の一実施形態において、映像又はグラフィックス上で表示される通知オ
ーバーレイの一例を示す図である。
【図８０】本発明の一実施形態において、映像又はグラフィックス上で表示される通知オ
ーバーレイの一例を示す図である。
【図８１】本発明の一実施形態において、映像又はグラフィックス上で表示される通知オ
ーバーレイの一例を示す図である。
【図８２】本発明の一実施形態において、映像又はグラフィックス上で表示される通知オ
ーバーレイの一例を示す図である。
【図８３】本発明の一実施形態に係る通知電子メールの一例を示す図である。
【図８４】本発明の一実施形態に係る通知電子メールの一例を示す図である。
【図８５】本発明の一実施形態に係る通知電子メールの一例を示す図である。
【図８６】本発明の一実施形態に係る通知電子メールの一例を示す図である。
【図８７】本発明の一実施形態に係る全録画リストを生成及び使用するプロセスの一例を
示す図である。
【図８８】本発明の一実施形態において、ライブ広告映像に関連する記憶された広告映像
を表示するプロセスの一例を示す図である。
【図８９】本発明の一実施形態において、図８８に示したプロセスの一例に基づいて提供
される映像表示シーケンスの一例を示す図である。
【図９０】本発明の一実施形態において、ユーザの番組ガイド利用中に記憶された広告映
像を表示するプロセスの一例を示す図である。
【図９１】本発明の一実施形態において、図９０に示したプロセスの一例に基づいて提供
される記憶された広告映像を表示する一連のイベントの一例を示す図である。
【図９２】本発明の一実施形態において、図９０に示したプロセスの一例に基づいて提供
される一連のイベントの一例を示す図である。
【図９３】本発明の一実施形態において、テレビ・コンテンツをバッファするプロセスの
一例を示す図である。
【図９４】本発明の一実施形態において、図９３に示したプロセスの一例に基づいて提供
される一連のディスプレイ画面の例及びバッファの例を示す図である。
【図９５】本発明の一実施形態において、新しいバッファにスペースを割り当てるプロセ
スの一例を示す図である。
【図９６】本発明の一実施形態において、別々のバッファを結合するプロセスの一例を示
す図である。
【図９７】本発明の一実施形態において、図９６に示したプロセスの一例に基づいて提供
される一連のディスプレイ画面の例及びバッファの例を示す図である。
【図９８】本発明の一実施形態において、別々にバッファされた一番組の一部分同士の間
にコンテンツを挿入するプロセスの一例を示す図である。
【図９９】本発明の一実施形態において、図９８に示したプロセスの一例に基づいて提供
される映像表示シーケンスの一例を示す図である。
【図１００】本発明の一実施形態において、２つの番組を並行してバッファするプロセス
の一例を示す図である。
【図１０１】本発明の一実施形態において、図１００に示したプロセスの一例に基づいて
提供される一連のディスプレイ画面の一例及びバッファの一例を示す図である。
【図１０２】本発明の一実施形態において、バッファされたコンテンツ間を移動するため
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【図１０３】本発明の一実施形態において、図１０２に示したプロセスの一例に基づいて
提供される映像表示シーケンスの一例を示す図である。
【図１０４】本発明の一実施形態において、バッファされたコンテンツ間を移動するため
の早送りプロセスの一例を示す図である。
【図１０５】本発明の一実施形態において、図１０４に示したプロセスの一例に基づいて
提供される映像表示シーケンスの一例を示す図である。
【図１０６】本発明の一実施形態において、スキップ機能を使うプロセスの一例を示す図
である。
【図１０７】本発明の一実施形態において、図１０６に示したプロセスの一例に基づいて
提供される映像表示シーケンスの一例を示す図である。
【図１０８】本発明の一実施形態に係る番組録画プロセスの一例を示す図である。
【図１０９】本発明の一実施形態において、図１０８に示したプロセスの一例に基づいて
提供される一連のイベントの一例を示す図である。
【図１１０】本発明の一実施形態において、番組終了後に該番組を録画するプロセスの一
例を示す図である。
【図１１１】本発明の一実施形態において、図１１０に示したプロセスの一例に基づいて
提供される一連のディスプレイス画面の一例を示す図である。
【図１１２】本発明の一実施形態において、ストレージ・スペースの一部を番組バッファ
用に割り当てるプロセスの一例を示す図である。
【図１１３】本発明の一実施形態に係るバッファ設定ディスプレイ画面の一例を示す図で
ある。
【図１１４】本発明の一実施形態において、テレビ・コンテンツを自動的に一時停止する
プロセスの一例を示す図である。
【図１１５】本発明の一実施形態において、図１１４に示したプロセスの一例に基づいて
提供される一連の映像及び／又はグラフィック表示の一例を示す図である。
【図１１６】本発明の一実施形態において、図１１４に示したプロセスの一例に基づいて
提供される一連の映像及び／又はグラフィック表示の一例を示す図である。
【図１１７】本発明の一実施形態において、図１１４に示したプロセスの一例に基づいて
提供される一連の映像及び／又はグラフィック表示の一例を示す図である。
【図１１８】本発明の一実施形態において、図１１４に示したプロセスの一例に基づいて
提供される一連の映像及び／又はグラフィック表示の一例を示す図である。
【図１１９】本発明の一実施形態において、図１１４に示したプロセスの一例に基づいて
提供される一連の映像及び／又はグラフィック表示の一例を示す図である。
【図１２０】本発明の一実施形態において、図１１４に示したプロセスの一例に基づいて
提供される一連の映像及び／又はグラフィック表示の一例を示す図である。
【図１２１】本発明の一実施形態において、図１１４に示したプロセスの一例に基づいて
提供される一連の映像及び／又はグラフィック表示の一例を示す図である。
【図１２２】本発明の一実施形態において、現在の番組が一時停止されたときに録画され
た映像を表示するシーケンスの一例を示す図である。
【図１２３】本発明の一実施形態において、録画、リマインダ、又は録画要求を送信する
一連のディスプレイ画面の一例を示す図である。
【図１２４】本発明の一実施形態において、ユーザによる録画、リマインダ、又は録画要
求の受信を可能にする技術の一例を示す図である。
【図１２５】本発明の一実施形態において、ユーザによる録画、リマインダ、又は録画要
求の受信を可能にする技術の一例を示す図である。
【図１２６】本発明の一実施形態において、ユーザによる録画、リマインダ、又は録画要
求の受信を可能にする技術の一例を示す図である。
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