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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メディアコンテンツへのアクセスを提供するための方法であって、該方法は、遠隔サー
バにより実行され、該方法は、
　メディアコンテンツが第１のユーザ機器上で追加または更新されたときに、該第１のユ
ーザ機器に格納された該追加または更新されたメディアコンテンツがユーザが選択した種
類のものであるかを自動的に決定することと、
　該第１のユーザ機器に格納された該追加または更新されたメディアコンテンツが該ユー
ザが選択した種類のものであると決定したことに基づいて、該遠隔サーバ上に第１のユー
ザ機器に格納された該追加または更新されたメディアコンテンツをミラーリングすること
であって、該遠隔サーバは、ネットワークを介して該第１のユーザ機器に連結されている
、ことと、
　該遠隔サーバ上において、該ミラーリングされた追加または更新されたメディアコンテ
ンツのコピーを第２のユーザ機器のために適切なメディアコンテンツフォーマットにトラ
ンスコードすることと、
　該ミラーリングされ、トランスコードされたメディアコンテンツを該第２のユーザ機器
に自動的にプッシュすることと
　を包含する、方法。
【請求項２】
　前記第１のユーザ機器は、モバイルユーザデバイスであり、前記第２のユーザ機器は、
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設置機器である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記自動的にプッシュすることは、前記ミラーリングされ、トランスコードされたメデ
ィアコンテンツを、ユーザが決定したスケジュールに基づいて、前記設置機器に自動的に
プッシュすることをさらに包含する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のユーザ機器は、設置機器であり、前記第２のユーザ機器は、モバイルユーザ
デバイスである、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のユーザ機器は、ホームネットワーク内にあり、前記第２のユーザ機器は、該
ホームネットワーク外にある、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のユーザ機器および前記第２のユーザ機器のうちの１つは、携帯電話、ラップ
トップコンピュータ、携帯端末、ハンドヘルドコンピュータ、携帯用テレビシステム、お
よび自動車テレビシステム、携帯用メディアプレイヤ、およびそれらの任意の組み合わせ
から成る群より選択されるモバイルユーザデバイスである、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記メディアコンテンツは、ビデオコンテンツ、オーディオコンテンツ、写真、音声メ
ッセージ、マルチメディアコンテンツ、およびそれらの任意の組み合わせから成る群から
選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のユーザ機器および前記第２のユーザ機器のうちの１つは、パーソナルコンピ
ュータ、セットトップボックス、デジタルビデオレコーダ、光ディスクレコーダ、デジタ
ルカメラ、家庭用電話、ラップトップコンピュータ、携帯端末、ハンドヘルドコンピュー
タ、メディアプレイヤ、およびそれらの任意の組み合わせから成る群から選択されるユー
ザ機器である、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のユーザ機器は、双方向メディアガイダンスアプリケーションを利用して、前
記メディアコンテンツにアクセスする、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第２のユーザ機器は、双方向メディアガイダンスアプリケーションを使用して、前
記メディアコンテンツにアクセスする、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記遠隔サーバによって、前記ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをトラ
ンスコードすることと、前記ミラーリングされ、トランスコードされたメディアコンテン
ツを前記第２のユーザ機器に自動的にプッシュすることとは、リアルタイムで行なわれる
、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記メディアコンテンツは、前記第１のユーザ機器上のテレビ番組シリーズの録画であ
る、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１のユーザ機器は、セットトップボックスである、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　近年の技術革新は、家庭用電化製品、特に、携帯用ユーザデバイス使用の急増へとつな
がった。無数のデバイス（携帯用ビデオデバイスから、携帯電話、ハンドヘルドコンピュ
ータ、およびセットトップボックスまで）上にメディアコンテンツを格納することは、ユ
ーザにとっては珍しいことではない。
【背景技術】



(3) JP 5965872 B2 2016.8.10

10

20

30

40

50

【０００２】
　ユーザデバイスが、所与のデバイス間で配信され得るメディアコンテンツの種類および
フォーマットに関する異なる一連の要件および制限を有する場合、問題が生じる。したが
って、種々のデバイス間でメディアコンテンツを共有することは、すぐに扱いにくくなる
可能性がある。携帯用デバイス等の家庭用電化製品は、故障または損失する傾向にあって
、重要、高価、かつ時として、復元不能なメディアコンテンツの損失につながる場合があ
るため、別の問題が生じる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、概して、システムおよびメディアコンテンツへのアクセスを提供するための
方法に関し、特に、メディアコンテンツをミラーリング（ｍｉｒｒｏｒｉｎｇ）およびト
ランスコードする（ｔｒａｎｓｃｏｄｉｎｇ）ことの提供に関する。とりわけ、本発明に
よって、有利には、ユーザは、ソースデバイス上に格納されるメディアコンテンツを遠隔
サーバにミラーリングし、次いで、ユーザが所有する他のデバイス、またはミラーリング
されたメディアコンテンツのコピーへのアクセスが認定された他のデバイスを使用して、
ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーに遠隔からアクセス可能となる。例えば
、典型的使用シナリオでは、ユーザは、付加的外部ハードウェアを伴わずに、ユーザのホ
ームネットワーク内のデジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）を使用して、テレビ番組または
映画を録画し、遠隔サーバ上に録画をミラーリングし、次いで、例えば、携帯用ビデオプ
レイヤ（携帯用テレビ等）を携帯用デバイスのために適切な録画のトランスコードフォー
マットで使用して、遠隔サーバから録画にアクセスし得る。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　いくつかの実施形態では、本発明は、有利には、ソースデバイスの故障または損傷の場
合、メディアコンテンツがミラーリングされたコピーから復元され得るように、ソースデ
バイス上に格納されたメディアコンテンツの容易かつ自動的バックアップを提供する。デ
ータ復元の目的のためのメディアコンテンツの付加的コピーを提供することに加え、ミラ
ーリングされたコピーはまた、いくつかの実施形態では、他のデバイスにメディアコンテ
ンツのアクセスを提供するために利用され得、そうでなければ、メディアコンテンツへの
アクセスのために、ソースデバイスに依存することになるであろう。そうすることによっ
て、ソースデバイスは、遠隔アクセス要求を提供する負担、特に、種々のデバイスフォー
マットおよび要求デバイスの仕様要件を満たすようにメディアコンテンツをトランスコー
ドする負担から解放される。さらに、ユーザによって使用される他のデバイスは、ソース
デバイス上に格納されるメディアコンテンツへのアクセスのために、ソースデバイスに直
接依存しないため、ソースデバイスの損傷または故障は、他のデバイスのメディアコンテ
ンツへのアクセスを妨害しない。既知のデバイスをベースとするトランスコードまたはバ
ックアップシステムと異なり、本発明は、ユーザに、システムのコストを大幅に追加し得
る付加的外部デバイスの取得、または効果的に通信するために、種々のデバイスの設定す
る複雑なプロセスの知識の習得を要求しない。また、いくつかの実施形態では、本発明の
ネットワークをベースとするアプローチは、有利には、デバイスをベースとするシステム
に厳しく制限され得る新しいおよび将来的なコーディングフォーマットのサポート等、サ
ービス向上を可能にし得る。
【０００５】
　本明細書で使用されるように、「トランスコード」とは、あるフォーマット（または、
仕様）から他のフォーマットに変換するために、デジタル的に圧縮され、符号化されたデ
ータ（例えば、映像情報）を操作することを指す。また、オリジナルの非圧縮ソースデー
タ（ソースデータのデジタル的に圧縮されたバージョンではなく）がトランスコーダに利
用される場合、「トランスコード」とは、本明細書で使用される場合、ソースデータのオ
リジナルの非圧縮フォーマットをソースデータの新しいアナログまたはデジタルフォーマ
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ットにエンコードすることを指し得る。本明細書で使用されるように、「メディアコンテ
ンツ」とは、任意の形態の電子情報を指し、アナログまたはデジタルフォーマットであり
得る。メディアコンテンツは、ビデオコンテンツ（例えば、テレビ番組、映画、ビデオ広
告、ビデオ録画等）、オーディオコンテンツ（例えば、音楽、音声メッセージ、オーディ
オ講義、他のオーディオ録音等）、画像、テキスト（例えば、レポート、プレゼンテーシ
ョン、手紙、書式等）、マルチメディアコンテンツ（例えば、テキスト、オーディオ、グ
ラフィック、アニメーション、ビデオ、他の双方向メディア等）、およびそれらの任意の
好適な組み合わせを含み得るが、それらに限定されない。本明細書で使用されるように、
「ミラーリング」とは、データセットの直接または間接的コピーを指し、典型的には、ミ
ラーリングをオリジナルのデータセットとの最新のミラー状態を保つために、ミラーリン
グされたコピーのその後の更新を含み得る。ミラーリングとは、「ライブ」的であり得、
その場合、コピーのミラーリングは、オリジナルのデータセットの更新に応答して、自動
的に更新される。しかしながら、いくつかの実施形態では、ミラーリングは、所定のスケ
ジュールに従って行われ得る。ミラーリングされるデータセットは、ユーザデバイス上の
ストレージドライブまたはディスク全体、あるいはストレージドライブ上のデータセット
の一部に対応し得る。
【０００６】
　本発明の一側面では、１つのユーザ機器（以下、「ソースデバイス」と称される）上に
格納されるメディアコンテンツは、ネットワークを介して、ユーザ機器に連結される遠隔
サーバ上にミラーリングされる。ユーザは、ユーザに関連付けられた複数のユーザデバイ
スからメディアコンテンツをミラーリングし得る。いくつかの実施形態では、ユーザは、
遠隔サーバ上にミラーリングされるソースデバイス上の１つ以上のストレージドライブを
指定し得る。代替として、ユーザは、ソースデバイスの１つ以上のストレージドライブ上
のメディアコンテンツの一部を指定し得、遠隔サーバは、指定された一部のみをミラーリ
ングするであろう。例えば、ユーザは、特定のファイルの種類（例えば、ＭＰＥＧ、ＭＰ
３、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標）　Ｍｅｄｉａ等）のみをミラーリングするように選択し
得る。また、ユーザは、ミラーリングされたコピーへのアクセスを認定ユーザ、認定デバ
イス、または認定要求デバイスを使用する認定ユーザに制限し得る。
【０００７】
　遠隔サーバ上にミラーリングされたメディアコンテンツは、オリジナルのメディアコン
テンツフォーマットまたはトランスコードされたメディアコンテンツフォーマットで他の
ユーザデバイスに提供され得る。いくつかの実施形態では、ミラーリングされたメディア
コンテンツのコピーは、デバイスから受信されたメディアコンテンツへのアクセス要求に
応答して、遠隔サーバによって、他のデバイスに提供され得る。いくつかの実施形態では
、ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーは、他のユーザデバイスに自動的に提
供され得る。本明細書で使用されるように、「要求デバイス」は、デバイスがメディアコ
ンテンツのために要求を伝送したかどうかにかかわらず、オリジナルまたはトランスコー
ドされたフォーマットでミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを受信する任意
のデバイスである。いくつかの実施形態では、メディアコンテンツにアクセスするために
、要求デバイスによって受信されたユーザ入力に応答して、遠隔サーバは、ミラーリング
されたメディアコンテンツのコピーを要求デバイスのために適切な第２のメディアコンテ
ンツフォーマットにトランスコードし、メディアコンテンツのミラーリングされ、トラン
スコードされたコピーを要求デバイスに提供する。いくつかの実施形態では、遠隔サーバ
は、要求デバイスの能力に基づいて、複数のメディアコンテンツフォーマットから要求デ
バイスのために適切なメディアコンテンツフォーマットを選択し得る。遠隔サーバによっ
て選択されるメディアコンテンツフォーマットに影響を及ぼし得る要求デバイスの能力は
、要求デバイスのストレージ、ディスプレイ、および帯域幅能力を含み得るが、それらに
限定されない。いくつかの実施形態では、遠隔サーバは、要求デバイスからのユーザ要求
の受信に先立って、ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを第２のメディアコ
ンテンツフォーマットにトランスコードし得る。
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【０００８】
　いくつかの実施形態では、ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーは、自動更
新を受信するユーザによって指定された全ユーザ機器に各指定されたデバイスのための適
切なメディアコンテンツフォーマットで自動的に提供され得る。例えば、ユーザは、パー
ソナルコンピュータ（ＰＣ）を指定して、ユーザの携帯端末（ＰＤＡ）からミラーリング
された全ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを受信し得る。いくつかの実施
形態では、これらの特定のソースデバイスからミラーリングされたコンテンツは、例えば
、ユーザ決定スケジュールに従って、指定されたユーザデバイスまたは複数のデバイスに
提供され得る。したがって、全ユーザデバイス上のメディアコンテンツのためのバックア
ップソリューションを提供することに加え、また、いくつかの実施形態では、本発明は、
互いのデバイスの物理的近接にかわかわらず、外部トランスコードハードウェアを必要と
せずに、種々のユーザ機器にわって、メディアコンテンツを同期させる機能を果たし得る
。このように、ユーザは、ユーザ所有または認定デバイスのいずれかから、ユーザの全メ
ディアコンテンツへの即時かつ自動的アクセスを提供され得る。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、遠隔サーバによって提供されるメディアコンテンツは、要求
デバイス上で遠隔サーバによって再生され得る。これらの実施形態では、遠隔サーバは、
メディアコンテンツストリームへのポインタを維持し、要求デバイス上に提供される種々
の再生制御の有効化に応答して、ポインタを調節し得る。いくつかの実施形態では、ユー
ザは、例えば、メディアコンテンツの再生、停止、巻き戻し、早送り、および一時停止能
力等、ＶＣＲのような特徴を提供され得る。ＶＣＲのような制御のいずれかを有効化する
ためのユーザ入力は、要求デバイスによって受信され、要求デバイスから遠隔サーバに伝
送され得る。要求デバイスからの制御を有効化するためのユーザ入力の受信に応じて、遠
隔サーバは、有効化された制御に従って、ポインタ位置を調節し得る。例えば、メディア
コンテンツを早送りするためのユーザ入力に応答して、遠隔サーバは、ポインタを進め、
早送り区間に対応するストリーミングメディアコンテンツの一部をスキップし得る。いく
つかの実施形態では、メディアコンテンツは、要求デバイスに提供され、要求デバイス上
に常駐するメディアプレイヤによって再生され得る。これらの実施形態では、要求された
メディアコンテンツは、受信されたメディアコンテンツを再生するための適切なメタデー
タ（例えば、字幕）とともに、要求デバイスによって受信され得る。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、メディアコンテンツのトランスコードは、要求デバイス上で
のメディアコンテンツの再生と同時に、リアルタイムで生じ得る。例えば、適切な場合、
遠隔サーバは、最初に、メディアコンテンツの冒頭に対応するメディアコンテンツの一部
をトランスコードし、要求デバイスに提供し得る。遠隔サーバは、その後、メディアコン
テンツの残りをトランスコードし、提供し得る一方、既に提供された部分は、要求デバイ
ス上で再生される。そうすることによって、メディアコンテンツは、該当する場合、最小
遅延のみ伴って、迅速かつ容易にアクセス可能となる。いくつかの実施形態では、（例え
ば、特定のメディアコンテンツが、同一要求デバイスまたは同一フォーマットにあるいく
つかの要求デバイスによって、頻繁に要求される場合）、ミラーリングされたメディアコ
ンテンツのコピーは、将来的要求を提供するために、そのフォーマットにトランスコード
され、遠隔サーバ上にキャッシュされ得る。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、複数の遠隔サーバを使用して、メディアコンテンツをミラー
リングし、トランスコードし、ユーザ機器に提供し得る。例えば、遠隔ミラーリングサー
バは、ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを格納し得、遠隔ミラーリングサ
ーバから離れた遠隔トランスコードサーバは、要求デバイスから要求を処理し、指定され
たデバイスに自動更新を提供し得る。これらの実施形態では、遠隔トランスコードサーバ
は、例えば、遠隔ミラーリングサーバから取得したミラーリングされたメディアコンテン
ツのコピーを使用して、メディアコンテンツのミラーリングされ、トランスコードされた
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コピーを要求デバイスに提供し得る。遠隔トランスコードサーバは、アクセス要求に応答
して、および／または将来的要求を予想して、ミラーリングされたメディアコンテンツの
コピーを取得し得る。例えば、遠隔トランスコードサーバは、メディアコンテンツに対す
る要求のアクセス頻度に基づいて、または、例えば、特定の時間帯の間に繰り返された過
去のアクセス要求等、アクセスを予測するためのいくつかの他の機構に基づいて、メディ
アコンテンツを取得および事前トランスコードし得る。いくつかの実施形態では、ミラー
リングおよびトランスコードは、同一遠隔サーバ上に常駐する第１および第２のアプリケ
ーションによって、それぞれ行われ得る。
【００１２】
　また、ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーは、トランスコードせずに、他
のデバイスに提供され得る。例えば、デバイスの故障のために、後に交換されるセットト
ップボックスからミラーリングされるメディアコンテンツは、ミラーリングされたメディ
アコンテンツのコピーが、既に交換用セットトップボックスによってサポートされるメデ
ィアコンテンツフォーマットである場合、トランスコードせずに、交換用セットトップボ
ックスに提供され得る。同様に、ユーザは、トランスコードせずに、交換用携帯電話を使
用して、ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーにアクセスすることによって、
損失された携帯電話から、メディアコンテンツを復元し得る。
【００１３】
　トランスコードされたまたはオリジナルのフォーマットでミラーリングされたメディア
コンテンツのコピーを他のユーザ機器に提供することに加え、遠隔サーバはまた、ミラー
リングされたメディアコンテンツのコピーをソースデバイスに提供し得る。いくつかの実
施形態では、何らかの理由のため（メディアコンテンツの偶発的損失を含む）、ソースデ
バイスがもはやオリジナルのメディアコンテンツを格納していない場合、遠隔サーバは、
ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをソースデバイスに提供し、オリジナル
を修復し得る。例えば、遠隔サーバは、損失メディアコンテンツにアクセスするために、
ソースデバイスによる受信されたユーザ要求に応答して、ミラーリングされたコピーから
ソースデバイス上のメディアコンテンツを復元し得る。いくつかの実施形態では、ネット
ワークおよびサーバリソースの効率的使用を保証するために、遠隔サーバは、ソースデバ
イスが、依然として、要求されたメディアコンテンツのコピーを維持している場合、ソー
スデバイスによって受信されたメディアコンテンツにアクセスするための要求を処理しな
い場合がある。そのような場合、ソースデバイスは、ユーザ要求を処理し、ローカルコピ
ーからメディアコンテンツにアクセスし得る。
【００１４】
　ソースデバイスおよび要求デバイスはそれぞれ、クライアント／サーバ構成でサーバと
遠隔通信可能な任意の好適なユーザ機器であり得る。いくつかの実施形態では、ソースデ
バイスまたは要求デバイス（あるいは、両方）は、例えば、携帯電話、ラップトップコン
ピュータ、携帯端末、ハンドヘルドコンピュータ、携帯用テレビシステム、自動車テレビ
システム、携帯用メディアプレイヤ、またはこれらのデバイスの任意の組み合わせ等のモ
バイルユーザデバイスであり得る。いくつかの実施形態では、ソースデバイスまたは要求
デバイス（あるいは、両方）は、例えば、パーソナルコンピュータ、セットトップボック
ス、デジタルビデオレコーダ、光ディスクレコーダ、デジタルカメラ、家庭用電話、ラッ
プトップコンピュータ、メディアプレイヤ、他の設置機器、またはこれらのデバイスの任
意の組み合わせ等、設置あるいは標準的機器であり得る。いくつかの実施形態では、ソー
スデバイスまたは要求デバイス（あるいは、両方）は、双方向メディアガイダンスアプリ
ケーションを使用して、メディアコンテンツにアクセスし得る。
【００１５】
　本発明の上述および他の目的および利点は、添付図面と併せて、以下の発明を実施する
ための形態を考慮することによって、明白となるであろう（全体を通して、同一参照文字
は、同一部品を指す）。
　例えば、本発明は以下の項目を提供する。
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（項目１）
　メディアコンテンツへのアクセスを提供するための方法であって、
　ネットワークを介して第１のユーザ機器に連結された遠隔サーバ上に第１のユーザ機器
に格納されたメディアコンテンツをミラーリングするステップと、
　該遠隔サーバ上において、該ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを第２の
ユーザ機器のために適切なメディアコンテンツフォーマットにトランスコードするステッ
プと、
　該ミラーリングされ、トランスコードされたメディアコンテンツを該第２のユーザ機器
に提供するステップと、
　該メディアコンテンツにアクセスするために、該第１のユーザ機器によって受信された
ユーザ入力に応答して、該第１のユーザ機器から該メディアコンテンツを再生するステッ
プと、
　該メディアコンテンツにアクセスするために、該第２のユーザ機器によって受信された
ユーザ入力に応答して、該ミラーリングされ、トランスコードされたメディアコンテンツ
を該第２のユーザ機器上で再生するステップと
　を包含する、方法。
（項目２）
　前記ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをトランスコードするステップは
、前記メディアコンテンツにアクセスするために、前記第２のユーザ機器によって受信さ
れたユーザ入力に応答して、前記ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをトラ
ンスコードするステップを包含する、項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記ミラーリングされ、トランスコードされたメディアコンテンツを前記第２のユーザ
機器に提供するステップは、前記メディアコンテンツにアクセスするために、前記第２の
ユーザ機器によって受信されたユーザ入力に応答して、前記ミラーリングされ、トランス
コードされたメディアコンテンツを該第２のユーザ機器に提供するステップを包含する、
項目１に記載の方法。
（項目４）
　前記第１のユーザ機器は、モバイルユーザデバイスであって、前記第２のユーザ機器は
、設置機器である、項目１に記載の方法。
（項目５）
　前記ミラーリングされ、トランスコードされたメディアコンテンツを前記設置機器に自
動的に提供するステップをさらに包含する、項目４に記載の方法。
（項目６）
　ユーザ決定スケジュールに基づいて、前記ミラーリングされ、トランスコードされたメ
ディアコンテンツを前記設置機器に自動的に提供するステップをさらに包含する、項目４
に記載の方法。
（項目７）
　前記第１のユーザ機器は、設置機器であって、前記第２のユーザ機器は、モバイルユー
ザデバイスである、項目１に記載の方法。
（項目８）
　前記第１のユーザ機器は、ホームネットワーク内にあって、前記第２のユーザ機器は、
ホームネットワーク外にある、項目１に記載の方法。
（項目９）
　前記第１のユーザ機器および前記第２のユーザ機器のうちの１つは、携帯電話、ラップ
トップコンピュータ、携帯端末、ハンドヘルドコンピュータ、携帯用テレビシステム、お
よび自動車テレビシステム、携帯用メディアプレイヤ、およびそれらの任意の組み合わせ
から成る群より選択される、モバイルユーザデバイスである、項目１に記載の方法。
（項目１０）
　前記メディアコンテンツは、ビデオコンテンツ、オーディオコンテンツ、写真、音声メ
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ッセージ、マルチメディアコンテンツ、およびそれらの任意の組み合わせから成る群から
選択される、項目１に記載の方法。
（項目１１）
　前記第１のユーザ機器および前記第２のユーザ機器のうちの１つは、パーソナルコンピ
ュータ、セットトップボックス、デジタルビデオレコーダ、光ディスクレコーダ、デジタ
ルカメラ、家庭用電話、ラップトップコンピュータ、携帯端末、ハンドヘルドコンピュー
タ、メディアプレイヤ、およびそれらの任意の組み合わせから成る群から選択されるユー
ザ機器である、項目１に記載の方法。
（項目１２）
　前記第１のユーザ機器は、双方向メディアガイダンスアプリケーションを利用して、前
記メディアコンテンツにアクセスする、項目１に記載の方法。
（項目１３）
　前記第２のユーザ機器は、双方向メディアガイダンスアプリケーションを使用して、前
記メディアコンテンツにアクセスする、項目１に記載の方法。
（項目１４）
　前記遠隔サーバによって、前記ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをトラ
ンスコードするステップと、前記ミラーリングされ、トランスコードされたメディアコン
テンツを前記第２のユーザ機器に提供するステップは、リアルタイムで行なわれる、項目
１に記載の方法。
（項目１５）
　前記遠隔サーバ上にミラーリングされるメディアコンテンツのユーザ選択を受信するス
テップをさらに包含する、項目１に記載の方法。
（項目１６）
　前記遠隔サーバ上にミラーリングされるメディアコンテンツのユーザ選択を受信するス
テップは、前記第１のユーザ機器上のストレージドライブのユーザ指定を受信するステッ
プを包含し、
　前記第１のユーザ機器上に格納されたメディアコンテンツをミラーリングするステップ
は、該指定されたストレージドライブ上に格納されたメディアコンテンツを自動的にミラ
ーリングするステップを包含する、
　項目１５に記載の方法。
（項目１７）
　前記遠隔サーバ上にミラーリングされるメディアコンテンツのユーザ選択を受信するス
テップは、メディアコンテンツフォーマットのユーザ指定を受信するステップを包含し、
　前記第１のユーザ機器上に格納されたメディアコンテンツをミラーリングするステップ
は、前記第１のユーザ機器上の該指定されたメディアコンテンツフォーマットで格納され
たメディアコンテンツを自動的にミラーリングするステップを包含する、
　項目１５に記載の方法。
（項目１８）
　前記メディアコンテンツは、前記第１のユーザ機器上のテレビ番組シリーズの録画であ
る、項目１に記載の方法。
（項目１９）
　前記第１のユーザ機器は、セットトップボックスである、項目１に記載の方法。
（項目２０）
　モバイルユーザデバイスにメディアコンテンツへのアクセスを提供するための方法であ
って、
　ホームネットワーク内のユーザ機器上に第１のフォーマットで格納されたメディアコン
テンツに対する該モバイルユーザデバイスからの要求を受信するステップと、
　ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを格納している遠隔サーバによって、
該ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを受信するステップであって、該遠隔
サーバは、該ホームネットワーク外にある、ステップと、
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　該ミラーリングされたコピーを該モバイルユーザデバイスのために適切な該メディアコ
ンテンツの第２のフォーマットにトランスコードするステップと、
　該メディアコンテンツのトランスコードされ、ミラーリングされたコピーを該モバイル
ユーザデバイスに該第２のフォーマットで提供するステップと
　を包含する、方法。
（項目２１）
　前記モバイルユーザデバイスの能力に基づいて、複数のフォーマットから前記第２のフ
ォーマットを選択するステップをさらに含む、項目２０に記載の方法。
（項目２２）
　前記ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをトランスコードするステップは
、前記メディアコンテンツに対する前記要求が前記モバイルユーザデバイスから受信され
た後、前記ミラーリングされたコピーをトランスコードするステップを包含する、項目２
０に記載の方法。
（項目２３）
　前記ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをトランスコードするステップは
、前記メディアコンテンツに対する前記要求が前記モバイルユーザデバイスから受信され
る前に、前記ミラーリングされたコピーをトランスコードするステップを包含する、項目
２０に記載の方法。
（項目２４）
　前記メディアコンテンツのトランスコードされ、ミラーリングされたコピーを前記モバ
イルユーザデバイス上に格納するステップをさらに包含する、項目２０に記載の方法。
（項目２５）
　前記遠隔サーバは、第１の遠隔サーバであって、
　前記ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをトランスコードするステップは
、前記ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを第２の遠隔サーバ上でトランス
コードするステップを包含し、
　前記メディアコンテンツのミラーリングされ、トランスコードされたコピーを前記モバ
イルデバイスに提供するステップは、前記メディアコンテンツのミラーリングされ、トラ
ンスコードされたコピーを該第２の遠隔サーバから該モバイルユーザデバイスに提供する
ステップを包含する、
　項目２０に記載の方法。
（項目２６）
　前記モバイルユーザデバイスは、前記ホームネットワーク外にある、項目２０に記載の
方法。
（項目２７）
　前記モバイルユーザデバイスは、携帯電話、ラップトップコンピュータ、携帯端末、ハ
ンドヘルドコンピュータ、携帯用テレビシステム、自動車テレビシステム、携帯用メディ
アプレイヤ、およびそれらの任意の組み合わせから成る群より選択される、項目２０に記
載の方法。
（項目２８）
　前記メディアコンテンツは、ビデオコンテンツ、オーディオコンテンツ、写真、音声メ
ッセージ、マルチメディアコンテンツ、およびそれらの任意の組み合わせから成る群から
選択される、項目２０に記載の方法。
（項目２９）
　前記ユーザ機器は、パーソナルコンピュータ、セットトップボックス、デジタルビデオ
レコーダ、光ディスクレコーダ、デジタルカメラ、家庭用電話、ラップトップコンピュー
タ、携帯端末、ハンドヘルドコンピュータ、メディアプレイヤ、およびそれらの任意の組
み合わせから成る群から選択される、項目２０に記載の方法。
（項目３０）
　前記遠隔サーバは、該遠隔サーバ上に常駐する第１のアプリケーションおよび該遠隔サ
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ーバ上に常駐する第２のアプリケーションを備え、
　前記ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを受信するステップは、該第１の
アプリケーションから前記ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを受信するス
テップを包含し、
　前記ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをトランスコードするステップは
、該第２のアプリケーション上で該ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをト
ランスコードするステップを包含する、
　項目２０に記載の方法。
（項目３１）
　前記遠隔サーバ上に前記ユーザ機器に格納されたメディアコンテンツをミラーリングす
るステップをさらに備え、該遠隔サーバは、ネットワークを介して、該ユーザ機器に連結
される、項目２０に記載の方法。
（項目３２）
　前記ユーザ機器上に格納されたメディアコンテンツをミラーリングするステップは、メ
ディアコンテンツを更新するために、前記ユーザ機器を周期的にポーリングするステップ
を包含する、項目３１に記載の方法。
（項目３３）
　前記ユーザ機器上に格納されたメディアコンテンツをミラーリングするステップは、ユ
ーザ決定スケジュールに従って、前記ユーザ機器上に格納されたメディアコンテンツをミ
ラーリングするステップを包含する、項目３１に記載の方法。
（項目３４）
　双方向メディアガイダンスアプリケーションから前記ユーザ決定スケジュールのユーザ
選択を受信するステップをさらに包含する、項目３３に記載の方法。
（項目３５）
　前記ユーザ機器からの前記メディアコンテンツに対する要求の受信に応答して、該メデ
ィアコンテンツの前記第１のフォーマットでミラーリングされたコピーを該ユーザ機器に
提供するステップをさらに包含する、項目２０に記載の方法。
（項目３６）
　前記ユーザ機器から前記メディアコンテンツに対する要求を受信するステップは、該メ
ディアコンテンツがもはや該ユーザ機器上に格納されていない場合のみ、該ユーザ機器か
ら該メディアコンテンツに対する要求を受信するステップを包含する、項目３５に記載の
方法。
（項目３７）
　前記モバイルユーザデバイスは、双方向メディアガイダンスアプリケーションを利用し
て、前記メディアコンテンツにアクセスする、項目２０に記載の方法。
（項目３８）
　前記ユーザ機器は、双方向メディアガイダンスアプリケーションを利用して、前記メデ
ィアコンテンツにアクセスする、項目２０に記載の方法。
（項目３９）
　前記ミラーリングされたコピーを前記第２のフォーマットにトランスコードするステッ
プと、前記トランスコードされ、ミラーリングされたコピーを前記モバイルユーザデバイ
スに提供するステップは、リアルタイムに行なわれる、項目２０に記載の方法。
（項目４０）
　前記メディアコンテンツは、テレビ番組シリーズの録画である、項目２０に記載の方法
。
（項目４１）
　メディアコンテンツへのアクセスを提供するためのシステムであって、
　ネットワークを介して該第１のユーザ機器に連結された遠隔サーバ上に第１のユーザ機
器に格納されたメディアコンテンツをミラーリングし、
　該遠隔サーバ上において、該ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを第２の
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ユーザ機器のために適切なメディアコンテンツフォーマットにトランスコードし、
　該ミラーリングされ、トランスコードされたメディアコンテンツを該第２のユーザ機器
に提供し、
　該第１のユーザ機器に、該メディアコンテンツにアクセスするために、該第１のユーザ
機器によって受信されたユーザ入力に応答して、該第１のユーザ機器からの該メディアコ
ンテンツを再生させ、
　該第２のユーザ機器に、該メディアコンテンツにアクセスするために、該第２のユーザ
機器によって受信されたユーザ入力に応答して、ミラーリングされ、トランスコードされ
たメディアコンテンツを該第２のユーザ機器上で再生させる
　ように構成された、プロセッサ
　を備える、システム。
（項目４２）
　前記プロセッサは、前記メディアコンテンツにアクセスするために、前記第２のユーザ
機器によって受信されたユーザ入力に応答して、前記ミラーリングされたメディアコンテ
ンツのコピーをトランスコードするように構成される、項目４１に記載のシステム。
（項目４３）
　前記プロセッサは、前記メディアコンテンツにアクセスするために、前記第２のユーザ
機器によって受信されたユーザ入力に応答して、前記ミラーリングされ、トランスコード
されたメディアコンテンツを前記第２のユーザ機器に提供するように構成される、項目４
１に記載のシステム。
（項目４４）
　前記第１のユーザ機器は、モバイルデバイスであり、前記第２のユーザ機器は、設置機
器である、項目４１に記載のシステム。
（項目４５）
　前記プロセッサは、前記ミラーリングされ、トランスコードされたメディアコンテンツ
を前記設置機器に自動的に提供するようにさらに構成される、項目４４に記載のシステム
。
（項目４６）
　前記プロセッサは、ユーザ決定スケジュールに基づいて、前記ミラーリングされ、トラ
ンスコードされたメディアコンテンツを前記設置機器に自動的に提供するようにさらに構
成される、項目４４に記載のシステム。
（項目４７）
　前記第１のユーザ機器は、設置機器であって、前記第２のユーザ機器は、モバイルユー
ザデバイスである、項目４１に記載のシステム。
（項目４８）
　前記第１のユーザ機器は、ホームネットワーク内にあって、前記第２のユーザ機器は、
ホームネットワーク外にある、項目４１に記載のシステム。
（項目４９）
　前記第１のユーザ機器および前記第２のユーザ機器のうちの１つは、携帯電話、ラップ
トップコンピュータ、携帯端末、ハンドヘルドコンピュータ、携帯用テレビシステム、自
動車テレビシステム、携帯用メディアプレイヤ、およびそれらの任意の組み合わせから成
る群より選択されるモバイルユーザデバイスである、項目４１に記載のシステム。
（項目５０）
　前記メディアコンテンツは、ビデオコンテンツ、オーディオコンテンツ、写真、音声メ
ッセージ、マルチメディアコンテンツ、およびそれらの任意の組み合わせから成る群から
選択される、項目４１に記載のシステム。
（項目５１）
　前記第１のユーザ機器および前記第２のユーザ機器のうちの１つは、パーソナルコンピ
ュータ、セットトップボックス、デジタルビデオレコーダ、光ディスクレコーダ、デジタ
ルカメラ、家庭用電話、ラップトップコンピュータ、携帯端末、ハンドヘルドコンピュー
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タ、メディアプレイヤ、およびそれらの任意の組み合わせから成る群から選択されるユー
ザ機器である、項目４１に記載のシステム。
（項目５２）
　前記第１のユーザ機器は、双方向メディアガイダンスアプリケーションを利用して、前
記メディアコンテンツにアクセスする、項目４１に記載のシステム。
（項目５３）
　前記第２のユーザ機器は、双方向メディアガイダンスアプリケーションを利用して、前
記メディアコンテンツにアクセスする、項目４１に記載のシステム。
（項目５４）
　前記プロセッサは、前記遠隔サーバ上に前記ミラーリングされたメディアコンテンツの
コピーをトランスコードし、該ミラーリングされ、トランスコードされたメディアコンテ
ンツを前記第２のユーザ機器にリアルタイムで提供するように構成される、項目４１に記
載のシステム。
（項目５５）
　前記遠隔サーバ上にミラーリングされるメディアコンテンツのユーザ選択を受信する受
信機をさらに備える、項目４１に記載のシステム。
（項目５６）
　前記ユーザ選択は、前記第１のユーザ機器上のストレージドライブのユーザ指定を備え
、前記プロセッサは、該指定されたストレージドライブ上に格納されたメディアコンテン
ツを自動的にミラーリングするようにさらに構成される、項目５５に記載のシステム。
（項目５７）
　前記ユーザ選択は、メディアコンテンツフォーマットのユーザ指定を備え、前記プロセ
ッサは、前記第１のユーザ機器上に該指定されたメディアコンテンツフォーマットで格納
されたメディアコンテンツを自動的にミラーリングするように構成される、項目５５に記
載のシステム。
（項目５８）
　前記メディアコンテンツは、テレビ番組シリーズの録画である、項目４１に記載のシス
テム。
（項目５９）
　前記第１のユーザ機器は、セットトップボックスである、項目４１に記載のシステム。
（項目６０）
　モバイルユーザデバイスにメディアコンテンツへのアクセスを提供するためのシステム
であって、
　ホームネットワーク内のユーザ機器上に第１のフォーマットで格納されたメディアコン
テンツに対する該モバイルユーザデバイスからの要求を受信し、
　ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを格納している、該ホームネットワー
ク外にある遠隔サーバによって、該ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを受
信し、
　該ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを該モバイルユーザデバイスのため
に適切な該メディアコンテンツの第２のフォーマットにトランスコードし、
　該メディアコンテンツのトランスコードされ、ミラーリングされたコピーを該第２のフ
ォーマットで該モバイルユーザデバイスに提供する
　ように構成された、プロセッサ
　を備える、システム。
（項目６１）
　前記プロセッサは、前記モバイルユーザデバイスの能力に基づいて、複数のフォーマッ
トから前記メディアコンテンツの第２のフォーマットを選択するようにさらに構成される
、項目６０に記載のシステム。
（項目６２）
　前記プロセッサは、前記メディアコンテンツにアクセスするための要求が、前記モバイ
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ルユーザデバイスから受信された後、前記ミラーリングされたメディアコンテンツのコピ
ーをトランスコードするように構成される、項目６０に記載のシステム。
（項目６３）
　前記プロセッサは、前記メディアコンテンツにアクセスするための要求が、前記モバイ
ルユーザデバイスから受信される前に、前記ミラーリングされたメディアコンテンツのコ
ピーをトランスコードするようにさらに構成される、項目６０に記載のシステム。
（項目６４）
　前記メディアコンテンツのトランスコードされ、ミラーリングされたコピーを格納する
ストレージデバイスをさらに備える、項目６０に記載のシステム。
（項目６５）
　前記遠隔サーバは、第１の遠隔サーバであって、前記プロセッサは、
第２の遠隔サーバ上で前記ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをトランスコ
ードし、
　前記メディアコンテンツのミラーリングされ、トランスコードされたコピーを該第２の
遠隔サーバから前記モバイルユーザデバイスに提供する
　ように構成される、項目６０に記載のシステム。
（項目６６）
　前記モバイルユーザデバイスは、前記ホームネットワーク外にある、項目６０に記載の
システム。
（項目６７）
　前記モバイルユーザデバイスは、携帯電話、ラップトップコンピュータ、携帯端末、ハ
ンドヘルドコンピュータ、携帯用テレビシステム、自動車テレビシステム、携帯用メディ
アプレイヤ、およびそれらの任意の組み合わせから成る群より選択される、項目６０に記
載のシステム。
（項目６８）
　前記メディアコンテンツは、ビデオコンテンツ、オーディオコンテンツ、写真、音声メ
ッセージ、マルチメディアコンテンツ、およびそれらの任意の組み合わせから成る群から
選択される、項目６０に記載のシステム。
（項目６９）
　前記ユーザ機器は、パーソナルコンピュータ、セットトップボックス、デジタルビデオ
レコーダ、光ディスクレコーダ、デジタルカメラ、家庭用電話、ラップトップコンピュー
タ、携帯端末、ハンドヘルドコンピュータ、メディアプレイヤ、およびそれらの任意の組
み合わせから成る群から選択される、項目６０に記載のシステム。
（項目７０）
　前記遠隔サーバは、該遠隔サーバ上に常駐する第１のアプリケーションおよび該遠隔サ
ーバ上に常駐する第２のアプリケーションを備え、前記プロセッサは、
　該第１のアプリケーションから前記ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを
受信し、
　該第２のアプリケーション上で該ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをト
ランスコードする
　ようにさらに構成される、項目６０に記載のシステム。
（項目７１）
　前記遠隔サーバは、ネットワークを介して、前記ユーザ機器に連結され、前記プロセッ
サは、該遠隔サーバ上に前記ユーザ機器に格納されたメディアコンテンツをミラーリング
するようにさらに構成される、項目６０に記載のシステム。
（項目７２）
　前記プロセッサは、メディアコンテンツを更新するために、前記ユーザ機器を周期的に
ポーリングするようにさらに構成される、項目７１に記載のシステム。
（項目７３）
　前記プロセッサは、ユーザ決定スケジュールに従って、前記メディアコンテンツをミラ
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ーリングするようにさらに構成される、項目７１に記載のシステム。
（項目７４）
　前記プロセッサは、双方向メディアガイダンスアプリケーションから、前記ユーザ決定
スケジュールのユーザ選択を受信するようにさらに構成される、項目７３に記載のシステ
ム。
（項目７５）
　前記プロセッサは、
　前記ユーザ機器から、前記メディアコンテンツにアクセスするためのユーザ入力を受信
し、
　該ユーザ入力の受信に応答して、前記第１のフォーマットでミラーリングされた該メデ
ィアコンテンツのコピーを該ユーザ機器に提供する
　ようにさらに構成される、項目６０に記載のシステム。
（項目７６）
　前記プロセッサは、前記メディアコンテンツがもはや前記ユーザ機器上に格納されてい
ない場合のみ、該ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを該ユーザ機器に提供
するように構成される、項目７５に記載のシステム。
（項目７７）
　前記モバイルユーザデバイスは、双方向メディアガイダンスアプリケーションを利用し
て、前記メディアコンテンツにアクセスする、項目６０に記載のシステム。
（項目７８）
　前記ユーザ機器は、双方向メディアガイダンスアプリケーションを使用して、前記メデ
ィアコンテンツにアクセスする、項目６０に記載のシステム。
（項目７９）
　前記プロセッサは、前記ミラーリングされたコピーを前記第２のフォーマットにトラン
スコードし、該トランスコードされ、ミラーリングされたコピーを前記モバイルユーザデ
バイスにリアルタイムで提供するようにさらに構成される、項目６０に記載のシステム。
（項目８０）
　前記メディアコンテンツは、テレビ番組シリーズの録画である、項目６０に記載のシス
テム。
（項目８１）
　メディアコンテンツへのアクセスを提供するためのシステムであって、
　ネットワークを介して該第１のユーザ機器に連結された遠隔サーバ上に第１のユーザ機
器に格納されたメディアコンテンツをミラーリングする手段と、
　該遠隔サーバ上において、該ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを第２の
ユーザ機器のために適切なメディアコンテンツフォーマットにトランスコードする手段と
、
　該ミラーリングされ、トランスコードされたメディアコンテンツを該第２のユーザ機器
に提供する手段と、
　該メディアコンテンツにアクセスするために、該第１のユーザ機器によって受信された
ユーザ入力に応答して、該第１のユーザ機器から該メディアコンテンツを再生する手段と
、
　該メディアコンテンツにアクセスするために、該第２のユーザ機器によって受信された
ユーザ入力に応答して、該第２のユーザ機器上でミラーリングされ、トランスコードされ
たメディアコンテンツを再生する手段と
　を備える、システム。
（項目８２）
　前記ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをトランスコードする手段は、前
記メディアコンテンツにアクセスするために、前記第２のユーザ機器によって受信された
ユーザ入力に応答して、該ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをトランスコ
ードする手段を備える、項目８１に記載のシステム。
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（項目８３）
　前記ミラーリングされ、トランスコードされたメディアコンテンツを前記第２のユーザ
機器に提供する手段は、前記メディアコンテンツにアクセスするために、該第２のユーザ
機器によって受信されたユーザ入力に応答して、前記ミラーリングされ、トランスコード
されたメディアコンテンツを該第２のユーザ機器に提供する手段を備える、項目８１に記
載のシステム。
（項目８４）
　前記第１のユーザ機器は、モバイルユーザデバイスであって、前記第２のユーザ機器は
、設置機器である、項目８１に記載のシステム。
（項目８５）
　前記ミラーリングされ、トランスコードされたメディアコンテンツを前記設置機器に自
動的に提供する手段をさらに備える、項目８４に記載のシステム。
（項目８６）
　ユーザ決定スケジュールに基づいて、前記ミラーリングされ、トランスコードされたメ
ディアコンテンツを前記設置機器に自動的に提供する手段をさらに備える、項目８４に記
載のシステム。
（項目８７）
　前記第１のユーザ機器は、設置機器であって、前記第２のユーザ機器は、モバイルユー
ザデバイスである、項目８１に記載のシステム。
（項目８８）
　前記第１のユーザ機器は、ホームネットワーク内にあって、前記第２のユーザ機器はホ
ームネットワーク外ある、項目８１に記載のシステム。
（項目８９）
　前記第１のユーザ機器および前記第２のユーザ機器は、携帯電話、ラップトップコンピ
ュータ、携帯端末、ハンドヘルドコンピュータ、携帯用テレビシステム、自動車テレビシ
ステム、携帯用メディアプレイヤ、およびそれらの任意の組み合わせから成る群より選択
されるモバイルユーザデバイスである、項目８１に記載のシステム。
（項目９０）
　前記メディアコンテンツは、ビデオコンテンツ、オーディオコンテンツ、写真、音声メ
ッセージ、マルチメディアコンテンツ、およびそれらの任意の組み合わせから成る群から
選択される、項目８１に記載のシステム。
（項目９１）
　前記第１のユーザ機器および前記第２のユーザ機器のうちの１つは、パーソナルコンピ
ュータ、セットトップボックス、デジタルビデオレコーダ、光ディスクレコーダ、デジタ
ルカメラ、家庭用電話、ラップトップコンピュータ、携帯端末、ハンドヘルドコンピュー
タ、メディアプレイヤ、およびそれらの任意の組み合わせから成る群から選択されるユー
ザ機器である、項目８１に記載のシステム。
（項目９２）
　前記第１のユーザ機器は、双方向メディアガイダンスアプリケーションを利用して、前
記メディアコンテンツにアクセスする、項目８１に記載のシステム。
（項目９３）
　前記第２のユーザ機器は、双方向メディアガイダンスアプリケーションを利用して、前
記メディアコンテンツにアクセスする、項目８１に記載のシステム。
（項目９４）
　前記遠隔サーバによって、前記ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをトラ
ンスコードし、該ミラーリングされ、トランスコードされたメディアコンテンツを前記第
２のユーザ機器に提供する手段は、該遠隔サーバによって、該ミラーリングされたメディ
アコンテンツのコピーをトランスコードし、該ミラーリングされ、トランスコードされた
メディアコンテンツを該第２のユーザ機器にリアルタイムで提供する手段を備える、項目
８１に記載のシステム。
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（項目９５）
　前記遠隔サーバ上にミラーリングされるメディアコンテンツのユーザ選択を受信する手
段をさらに備える、項目８１に記載のシステム。
（項目９６）
　前記遠隔サーバ上にミラーリングされるメディアコンテンツのユーザ選択を受信する手
段は、前記第１のユーザ機器上のストレージドライブのユーザ指定を受信する手段を備え
、
　該第１のユーザ機器上に格納されるメディアコンテンツをミラーリングする手段は、該
指定されたストレージドライブに格納されたメディアコンテンツを自動的にミラーリング
する手段を備える、
　項目９５に記載のシステム。
（項目９７）
　前記遠隔サーバ上にミラーリングされるメディアコンテンツのユーザ選択を受信する手
段は、メディアコンテンツフォーマットのユーザ指定を受信する手段を備え、
　前記第１のユーザ機器上に格納されたメディアコンテンツをミラーリングする手段は、
前記第１のユーザ機器上に該指定されたメディアコンテンツフォーマットで格納されたメ
ディアコンテンツを自動的にミラーリングする手段を備える、
　項目９５に記載のシステム。
（項目９８）
　前記メディアコンテンツは、前記第１のユーザ機器上のテレビ番組シリーズの録画であ
る、項目８１に記載のシステム。
（項目９９）
　前記第１のユーザ機器は、セットトップボックスである、項目８１に記載のシステム。
（項目１００）
　モバイルユーザデバイスにメディアコンテンツへのアクセスを提供するためのシステム
であって、
　ホームネットワーク内のユーザ機器上に第１のフォーマットで格納されたメディアコン
テンツに対する該モバイルユーザデバイスからの要求を受信する手段と、
　ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを格納している遠隔サーバによって、
該ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを受信する手段であって、該遠隔サー
バは、該ホームネットワーク外にある、手段と、
　該ミラーリングされたコピーを該モバイルユーザデバイスのために適切な該メディアコ
ンテンツの第２のフォーマットにトランスコードする手段と、
　該メディアコンテンツのトランスコードされ、ミラーリングされたコピーを該第２のフ
ォーマットで該モバイルユーザデバイスに提供する手段と
　を備える、システム。
（項目１０１）
　前記モバイルユーザデバイスの能力に基づいて、複数のフォーマットから前記第２のフ
ォーマットを選択する手段をさらに備える、項目１００に記載のシステム。
（項目１０２）
　前記ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをトランスコードする手段は、前
記メディアコンテンツに対する前記要求が前記モバイルユーザデバイスから受信された後
、該ミラーリングされたコピーをトランスコードする手段を備える、項目１００に記載の
システム。
（項目１０３）
　前記ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをトランスコードする手段は、前
記メディアコンテンツに対する前記要求が前記モバイルユーザデバイスから受信される前
に、該ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをトランスコードする手段を備え
る、項目１００に記載のシステム。
（項目１０４）
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　前記メディアコンテンツのトランスコードされ、ミラーリングされたコピーを格納する
手段をさらに備える、項目１００に記載のシステム。
（項目１０５）
　前記遠隔サーバは、第１の遠隔サーバであって、
　前記ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをトランスコードする手段は、第
２の遠隔サーバ上で該ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをトランスコード
する手段を備え、
　前記メディアコンテンツのミラーリングされ、トランスコードされたコピーを前記モバ
イルデバイスに提供する手段は、該メディアコンテンツのミラーリングされ、トランスコ
ードされたコピーを該第２の遠隔サーバから前記モバイルユーザデバイスに提供する手段
を備える、
　項目１００に記載のシステム。
（項目１０６）
　前記モバイルユーザデバイスは、前記ホームネットワーク外にある、項目１００に記載
のシステム。
（項目１０７）
　前記モバイルユーザデバイスは、携帯電話、ラップトップコンピュータ、携帯端末、ハ
ンドヘルドコンピュータ、携帯用テレビシステム、自動車テレビシステム、携帯用メディ
アプレイヤ、およびそれらの任意の組み合わせから成る群より選択される、項目１００に
記載のシステム。
（項目１０８）
　前記メディアコンテンツは、ビデオコンテンツ、オーディオコンテンツ、写真、音声メ
ッセージ、マルチメディアコンテンツ、およびそれらの任意の組み合わせから成る群から
選択される、項目１００に記載のシステム。
（項目１０９）
　前記ユーザ機器は、パーソナルコンピュータ、セットトップボックス、デジタルビデオ
レコーダ、光ディスクレコーダ、デジタルカメラ、家庭用電話、ラップトップコンピュー
タ、携帯端末、ハンドヘルドコンピュータ、メディアプレイヤ、およびそれらの任意の組
み合わせから成る群から選択される、項目１００に記載のシステム。
（項目１１０）
　前記遠隔サーバは、該遠隔サーバ上に常駐する第１のアプリケーションおよび該遠隔サ
ーバ上に常駐する第２のアプリケーションを備え、
　前記前記ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを受信する手段は、該第１の
アプリケーションから該ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを受信する手段
を備え、
　前記ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをトランスコードする手段は、該
第２のアプリケーション上で該ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをトラン
スコードする手段を備える、
　項目１００に記載のシステム。
（項目１１１）
　前記遠隔サーバ上に前記ユーザ機器に格納されたメディアコンテンツをミラーリングす
る手段をさらに備え、該遠隔サーバは、ネットワークを介して該ユーザ機器に連結される
、項目１００に記載のシステム。
（項目１１２）
　前記メディアコンテンツをミラーリングする手段は、メディアコンテンツを変更するた
めに、前記ユーザ機器を周期的にポーリングする手段を備える、項目１１１に記載のシス
テム。
（項目１１３）
　前記メディアコンテンツをミラーリングする手段は、ユーザ決定スケジュールに従って
、前記ユーザ機器上に格納されたメディアコンテンツをミラーリングする手段を備える、
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項目１１１に記載のシステム。
（項目１１４）
　双方向メディアガイダンスアプリケーションから前記ユーザ決定スケジュールのユーザ
選択を受信する手段をさらに備える、項目１１３に記載のシステム。
（項目１１５）
　前記メディアコンテンツへのアクセスのために、前記ユーザ機器から要求を受信する手
段と、
　該ユーザ機器からの該メディアコンテンツへのアクセスのための要求の受信に応答して
、ミラーリングされた該メディアコンテンツのコピーを該第１のフォーマットで該ユーザ
機器に提供する手段と
　をさらに備える、項目１００に記載の方法。
（項目１１６）
　前記ユーザ機器から前記メディアコンテンツに対する要求を受信する手段は、該メディ
アコンテンツがもはや該ユーザ機器上に格納されていない場合のみ、該ユーザ機器から前
記メディアコンテンツに対する要求を受信する手段を備える、項目１１５に記載のシステ
ム。
（項目１１７）
　前記モバイルユーザデバイスは、双方向メディアガイダンスアプリケーションを利用し
て、前記メディアコンテンツにアクセスする、項目１００に記載のシステム。
（項目１１８）
　前記ユーザ機器は、双方向メディアガイダンスアプリケーションを利用して、前記メデ
ィアコンテンツにアクセスする、項目１００に記載のシステム。
（項目１１９）
　前記ミラーリングされたコピーを前記第２のフォーマットにトランスコードし、該トラ
ンスコードされ、ミラーリングされたコピーを前記モバイルユーザデバイスに提供する手
段は、該ミラーリングされたコピーを該第２のフォーマットにトランスコードし、該トラ
ンスコードされ、ミラーリングされたコピーを該モバイルユーザデバイスにリアルタイム
で提供する手段を備える、項目１００に記載のシステム。
（項目１２０）
　前記メディアコンテンツは、テレビ番組シリーズの録画である、項目１００に記載のシ
ステム。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１および２は、本発明の一実施形態による、メディアガイダンスアプリケーシ
ョンリストを提供するために使用され得る、例示的な表示画面を示す。
【図２】図１および２は、本発明の一実施形態による、メディアガイダンスアプリケーシ
ョンリストを提供するために使用され得る、例示的な表示画面を示す。
【図３】図３は、本発明の一実施形態による、例示的なユーザ機器デバイスを示す。
【図４】図４は、本発明の一実施形態による、ミラーリングおよびミラーリングされたメ
ディアコンテンツへのアクセスを提供するための例示的双方向メディアシステムの図であ
る。
【図５】図５は、本発明の一実施形態による、ユーザ機器によって、設定、ミラーリング
、およびテレビ番組の録画を共有するための例示的表示画面５００を示す。
【図６】図６は、本発明の一実施形態による、ミラーリングされたメディアコンテンツの
コピーにアクセスするための例示的画面６００を示す
【図７】図７は、本発明の一実施形態による、ミラーリングおよびミラーリングされたメ
ディアコンテンツへのアクセスを提供するための例示的プロセス７００を示す。
【図８】図８は、本発明の一実施形態による、ユーザ機器上に格納されるメディアコンテ
ンツを遠隔ミラーリングサーバにミラーリングするための例示的プロセス８００を示す。
【図９】図９は、本発明の一実施形態による、遠隔ミラーリングサーバ上にミラーリング



(19) JP 5965872 B2 2016.8.10

10

20

30

40

50

されるメディアコンテンツへのアクセスを提供するための例示的プロセス９００を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　任意の所与のメディア配信システムにおいて、ユーザに利用可能なメディアの量は、膨
大になる可能性がある。結果として、多くのユーザは、ユーザがメディアの選択肢を効率
的にナビゲートし、所望し得るメディアを容易に識別することを可能にする、インターフ
ェースを通したメディアガイダンスの形態を所望している。そのようなガイダンスを提供
するアプリケーションは、本明細書では、双方向メディアガイダンスアプリケーションと
呼ばれるが、メディアガイダンスアプリケーションまたはガイダンスアプリケーションと
呼ばれることもある。
【００１８】
　双方向メディアガイダンスアプリケーションは、ガイダンスを提供するためのメディア
に応じて、種々の形態をとり得る。メディアガイダンスアプリケーションの典型的な種類
の１つは、双方向テレビ番組ガイドである。双方向テレビ番組ガイド（電子番組ガイドと
呼ばれることもある）は、とりわけ、従来のテレビ番組（従来の放送、ケーブル、衛星、
インターネット、または他の手段を介して提供される）、有料番組、オンデマンド番組（
ビデオオンデマンド（ＶＯＤ）システムのような）、インターネットコンテンツ（例えば
、ストリーミングメディア、ダウンロード可能なメディア、ウェブキャスト等）、および
他の種類のメディアまたはビデオコンテンツを含む、多くの種類のメディアコンテンツ間
を、ユーザがナビゲートおよび検索することを可能にする、周知のガイダンスアプリケー
ションである。また、ガイダンスアプリケーションは、例えば、ビデオクリップ、記事、
広告、チャットセッション、ゲーム等を含む、ビデオコンテンツに関係したコンテンツ間
を、ユーザがナビゲーショトおよび検索することも可能にする。
【００１９】
　インターネット、モバイルコンピューティング、および高速無線ネットワークの登場に
伴い、ユーザは、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）や、ハンドヘルドコンピュータ、携帯
端末（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｄｉｇｉｔａｌ　ａｓｓｉｓｔａｎｔ：ＰＤＡ）、携帯電話、
自動車テレビシステム、モバイルテレビ、または他のモバイルデバイス等、従来はアクセ
スしなかった他のデバイス上でのメディアへのアクセスが増えつつある。これらのデバイ
ス上では、ユーザは、望ましいビデオクリップ、フルモーションビデオ（テレビ番組を含
み得る）、画像、音楽ファイル、および他の好適なメディア間をナビゲートおよび検索す
ることを所望することが増えつつある。その結果として、メディアガイダンスは、これら
のデバイス上でも必要である。例えば、メディアガイダンスアプリケーションは、テレビ
のみを通して利用可能なメディアコンテンツ、これらのデバイスのうちの１つ以上のみを
通して利用可能なメディアコンテンツ、またはテレビおよびこれらのデバイスのうちの１
つ以上の両方を通して利用可能なメディアコンテンツに対して提供され得る。メディアガ
イダンスアプリケーションは、オンラインアプリケーション（すなわち、ウェブサイト上
で提供される）として、またはハンドヘルドコンピュータ、ＰＤＡ、携帯電話、あるいは
例えば、メディアガイダンスアプリケーションを動作させるための回路によって拡張され
た従来の受動的デバイス（例えば、腕時計、電話の送受話器、電化製品（台所または浴室
用電化製品を含む）等）等の他のモバイルデバイス上のスタンドアロン型アプリケーショ
ンもしくはクライアントとして提供され得る。いくつかのシステムでは、ユーザは、メデ
ィアガイダンスアプリケーションを介して、遠隔から機器を制御し得る。例えば、ユーザ
は、オンラインメディアガイドにアクセスし、家庭内機器上で録画または他の設定を設定
し得る。これは、直接ユーザ機器をオンラインガイド制御することによって、またはユー
ザの機器上で実行する別のメディアガイドを介して達成され得る。双方向メディアガイダ
ンスアプリケーションの遠隔アクセスは、２００５年１０月７日出願の米国特許出願第１
１／２４６，３９２号に詳述されており、その開示は、全体として参照することにより本
明細書に組み込まれる。
【００２０】
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　メディアガイダンスアプリケーションの機能の１つは、メディアリストおよびメディア
情報をユーザに提供することである。図１－２および５－６は、メディアガイダンスを、
特定に、メディアリストを提供するために使用され得る例示的表示画面を示す。図１－２
および５－６に示された表示画面は、任意の好適なデバイスまたはプラットフォーム上に
実装され得る。図１－２および５－６の表示は、全画面の表示として例示されているが、
表示されているメディアコンテンツ上に完全または部分的にオーバーレイされ得る。ユー
ザは、表示画面内に提供された選択可能なオプション（例えば、メニューオプション、リ
ストオプション、アイコン、ハイパーリンク等）を選択することによって、あるいはリモ
ートコントロールまたは他のユーザ入力インターフェースあるいはデバイス上の専用ボタ
ン（例えば、「ガイド」ボタン）を押下することによって、メディア情報へのアクセスを
所望することを示し得る。ユーザの指示に応答して、メディアガイダンスアプリケーショ
ンは、グリッド内の時間およびチャンネル別、時間別、チャンネル別、メディアの種類別
、カテゴリ別（例えば、映画、スポーツ、ニュース、子供向け、または他の番組カテゴリ
）、あるいは、他の所定、ユーザ定義、もしくは他の体系化基準等、いくつかの方法のう
ちの１つで体系化されたメディア情報を伴う表示画面を提供し得る。
【００２１】
　図１は、時間およびチャンネル別に配列された例示的なグリッド番組リスト表示１００
を示しているが、単一の表示内に異なる種類のメディアコンテンツにアクセスすることも
可能である。表示１００は、（１）チャンネル／メディア種類識別子１０４のコラム（各
チャンネル／メディア種類識別子（縦列内のセル）は利用可能な異なるチャンネルまたは
メディアの種類を識別する）、および（２）時間識別子１０６の横列（各時間識別子（横
列内のセル）は番組の時間帯を識別する）を備えるグリッド１０２を含み得る。また、グ
リッド１０２は、番組リスト１０８等の番組リストのセルも含み、各リストは、リストの
関連するチャンネルおよび時間上に提供される、番組のタイトルを提供する。ユーザ入力
デバイスによって、ユーザは、ハイライト領域１１０を移動させることによって、番組リ
ストを選択することが可能である。ハイライト領域１１０によって選択された番組リスト
に関連する情報は、番組情報領域１１２内に提供され得る。領域１１２は、例えば、番組
タイトル、番組内容、番組が提供される時刻（該当する場合）、番組が放送されるチャン
ネル（該当する場合）、番組の評価、および他の望ましい情報を含み得る。
【００２２】
　スケジュールに従って提供される定時番組（ｌｉｎｅａｒ　ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ）
へのアクセスを提供することに加えて、メディアガイダンスアプリケーションはまた、ス
ケジュールに従って提供されない非定時番組（ｎｏｎ－ｌｉｎｅａｒ　ｐｒｏｇｒａｍｍ
ｉｎｇ）へのアクセスも提供する。非定時番組は、オンデマンドメディアコンテンツ（例
えば、ＶＯＤ）、インターネットコンテンツ（例えば、ストリーミングメディア、ダウン
ロード可能なメディア等）、ローカルに格納したメディアコンテンツ（例えば、デジタル
ビデオレコーダ（ＤＶＲ）、デジタルビデオディスク（ＤＶＤ）、ビデオカセット、コン
パクトディスク（ＣＤ）に格納されたビデオコンテンツ等）、または時間的制約のない他
のメディアコンテンツを含む、異なるメディアソースからのコンテンツを含み得る。オン
デマンドコンテンツは、映画、および特定のメディアプロバイダによって提供されるオリ
ジナルのメディアコンテンツの両方を含み得る（例えば、「Ｔｈｅ　Ｓｏｐｒａｎｏｓ」
や「Ｃｕｒｂ　Ｙｏｕｒ　Ｅｎｔｈｕｓｉａｓｍ」を提供するＨＢＯ　Ｏｎ　Ｄｅｍａｎ
ｄ）。ＨＢＯ　ＯＮ　ＤＥＭＡＮＤは、Ｔｉｍｅ　Ｗａｒｎｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｌ．
Ｐ．らのサービスマークであって、ＴＨＥ　ＳＯＰＲＡＮＯＳおよびＣＵＲＢ　ＹＯＵＲ
　ＥＮＴＨＵＳＩＡＳＭは、Ｈｏｍｅ　Ｂｏｘ　Ｏｆｆｉｃｅ，Ｉｎｃの登録商標である
。インターネットコンテンツは、チャットセッションまたはウェブキャスト等のウェブイ
ベント、あるいはインターネットウェブサイトまたは他のインターネットアクセス（例え
ば、ＦＴＰ）を介して、ストリーミングメディアまたはダウンロード可能なメディアとし
てオンデマンドで利用可能なコンテンツを含み得る。
【００２３】
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　グリッド１０２は、オンデマンドリスト１１４、録画メディアリスト１１６、およびイ
ンターネットコンテンツリスト１１８を含む、非定時番組のためのリストを提供し得る。
異なる種類のメディアソースからのコンテンツのための表示組み合わせリストは、「混合
型メディア」表示と称されることがある。表示１００とは異なる、表示され得るリストの
種類の種々の順列は、ユーザ選択またはガイダンスアプリケーション定義に基づき得る例
えば、録画および放送リストのみの表示、オンデマンドおよび放送のリストのみの表示等
）。図示されるように、リスト１１４、１１６、および１１８は、これらのリストの選択
が、それぞれ、オンデマンドリスト、録画リスト、またはインターネットリスト専用の表
示へのアクセスを提供し得ることを示すように、グリッド１０２内に表示される時間帯全
体に及ぶものとして示されている。他の実施形態では、これらメディア種類のためのリス
トは、グリッド１０２内に直接含まれ得る。さらなるリストが、ナビゲーションアイコン
１２０のうちの１つのユーザ選択に応答して表示され得る（ユーザ入力デバイス上の矢印
キーを押下すると、ナビゲーションアイコン１２０を選択するのと同じように表示に影響
を及ぼし得る）。
【００２４】
　また、表示１００は、ビデオ領域１２２、広告１２４、およびオプション領域１２６を
含み得る。ビデオ領域１２２は、ユーザに、ユーザが現在利用可能、利用可能になる予定
、または、利用可能であった番組を視聴および／またはプレビューさせ得る。ビデオ領域
１２２のコンテンツは、グリッド１０２内に表示されるリストのうちの１つに対応、また
はそれらから独立し得る。ビデオ領域を含むグリッド表示は、ピクチャインガイド（ＰＩ
Ｇ）表示と称される場合がある。ＰＩＧ表示およびそれらの機能は、２００３年５月１３
日発行のＳａｔｔｅｒｆｉｅｌｄらの米国特許第６，５６４，３７８号、および２００１
年５月２９日発行のＹｕｅｎらの米国特許第６，２３９，７９４号にさらに詳細に説明さ
れており、参照することによって、全体として本明細書に組み込まれる。ＰＩＧ表示は、
本発明の他のメディアガイダンスアプリケーション表示画面内に含まれ得る。
【００２５】
　広告１２４は、視聴者のアクセス権（例えば、有料番組）に応じて、現在視聴が可能、
今後視聴が可能、または視聴が可能になることはない、メディアコンテンツのための広告
を提供し得、さらに、グリッド１０２内のメディアリストのうちの１つ以上に対応または
無関係であり得る。また、広告１２４は、グリッド１０２内に表示されるメディアコンテ
ンツに関連または非関連製品またはサービスのためのものであり得る。広告１２４は、選
択可能であって、メディアコンテンツに関するさらなる情報を提供し、製品またはサービ
スに関する情報を提供し、メディアコンテンツ、製品、またはサービスの購入を可能にし
、広告に関するメディアコンテンツを提供等し得る。広告１２４は、ユーザのプロファイ
ル／選好、モニタリングされたユーザ活動、提供される表示の種類、または他の好適な標
的化された広告ベースに基づいて、標的化され得る。
【００２６】
　広告１２４は、四角またはバナー形状として示されているが、広告は、ガイダンスアプ
リケーション表示内で、任意の好適なサイズ、形状、および場所に提供され得る。例えば
、広告１２４は、グリッド１０２に対して水平方向に隣接する四角形として提供され得る
。これは、パネル広告と称されることがある。加えて、広告は、メディアコンテンツまた
はガイダンスアプリケーション表示上にオーバーレイされるか、または表示内に埋め込ま
れ得る。また、広告は、テキスト、画像、回転画像、ビデオクリップ、または他の種類の
メディアコンテンツを含み得る。広告は、ガイダンスアプリケーションを伴うユーザ機器
内、ユーザ機器に接続されたデータベース内、遠隔場所（ストリーミングメディアサーバ
を含む）内、または他の格納手段上、あるいはこれらの場所の組み合わせ上に格納され得
る。メディアガイダンスアプリケーションに広告を提供することは、例えば、２００３年
１月１７日出願のＫｎｕｄｓｏｎらの米国特許出願第１０／３４７，６７３号、２００４
年６月２９日発行のＷａｒｄ，ＩＩＩらの米国特許第６，７５６，９９７号、および２０
０２年５月１４日発行のＳｃｈｅｉｎらの米国特許第６，３８８，７１４号にさらに詳細
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に論議されており、参照することによって、全体として本明細書に組み込まれる。広告は
、本発明の他のメディアガイダンスアプリケーション表示画面内に含まれ得ることが理解
されるであろう。
【００２７】
　オプション領域１２６は、ユーザに、異なる種類のメディアコンテンツ、メディアガイ
ダンスアプリケーション表示、および／またはメディアガイダンスアプリケーション機能
にアクセスさせ得る。オプション領域１２６は、表示１００（および、本発明の他の表示
画面）の一部であり得、あるいは画面上のオプションを選択するか、またはユーザ入力デ
バイス上の専用または割当可能ボタンを押下することにより、ユーザによって呼び出され
得る。オプション領域１２６内の選択可能なオプションは、グリッド１０２内の番組リス
トに関連する機能に関係するか、またはメインメニュー表示から利用可能なオプションを
含み得る。番組リストに関連する機能は、他の放送時間または番組の受信方法の検索、番
組の録画、番組の連続録画の有効化、番組および／またはチャンネルのお気に入りとして
の設定、番組の購入、あるいは他の機能を含み得る。メインメニュー表示から利用可能な
オプションは、検索オプション、ＶＯＤオプション、ペアレンタルコントロールオプショ
ン、種々の種類のリスト表示へのアクセス、プレミアムサービスへの加入、ユーザのプロ
ファイルの編集、ブラウザオーバーレイへのアクセス、または他のオプションを含み得る
。
【００２８】
　メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザの選好に基づいて個人化され得る。個
人化されたメディアガイダンスアプリケーションは、ユーザが、メディアガイダンスアプ
リケーションによって個人化された「環境（ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ）」を生成するように
、表示および機能をカスタマイズすることを可能にする。この個人化された環境は、ユー
ザがこれらのカスタマイズを入力できるようにすることによって、および／または種々の
ユーザ選好を判断するようにメディアガイダンスアプリケーションがユーザ活動をモニタ
リングすることによって、生成され得る。ユーザは、ログインすることによって、または
別様にガイダンスアプリケーションに対して自身を識別することによって、個人化された
ガイダンスアプリケーションにアクセスし得る。メディアガイダンスアプリケーションの
カスタマイズは、ユーザプロファイルに従って生成され得る。カスタマイズは、提示スキ
ーム（例えば、表示のカラースキーム、テキストのフォントサイズ等）、表示されるメデ
ィアコンテンツリストの側面（例えば、ＨＤＴＶ番組のみ、お気に入りチャンネル選択に
基づいたユーザ指定の放送チャンネル、チャンネルの表示の並び替え、推奨メディアコン
テンツ等）、所望の録画機能（例えば、特定のユーザに対する録画または連続録画、録画
の質等）、ペアレンタルコントロール設定、および他の所望のカスタマイズを変動させる
ことを含み得る。
【００２９】
　メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザに、ユーザプロファイル情報を提供さ
せ得、またはユーザプロファイル情報を自動的にコンパイルし得る。メディアガイダンス
アプリケーションは、例えば、ユーザがアクセスするメディア、および／またはユーザが
もったことがあるガイダンスアプリケーションとの他の対話をモニタリングし得る。加え
て、メディアガイダンスアプリケーションは、特定のユーザに関連する他のユーザプロフ
ァイルの全部または一部を取得し（例えば、ｗｗｗ．ｔｖｇｕｉｄｅ．ｃｏｍ等のユーザ
がアクセスするインターネット上の他のウェブサイトから、ユーザがアクセスする他のメ
ディアガイダンスアプリケーションから、ユーザがアクセスする他の双方向アプリケーシ
ョンから、ユーザのハンドヘルドデバイスから等）、および／またはメディアガイダンス
アプリケーションがアクセスし得る他のソースから、ユーザに関する情報を取得し得る。
結果として、ユーザの異なるデバイス間で統一されたガイダンスアプリケーション環境を
ユーザに提供することが可能になる。この種のユーザ環境は、図１を参照して以下に詳細
に説明される。さらなる個人化メディアガイダンスアプリケーション機能は、２００５年
７月１１日出願のＥｌｌｉｓらの米国特許出願第１１／１７９，４１０号、１９９９年１
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１月９日出願のＢｏｙｅｒらの米国特許出願第０９／４３７，３０４号、および２００２
年２月２１日出願のＥｌｌｉｓらの米国特許出願第１０／１０５，１２８号に詳細に説明
されており、参照することによって、全体として本明細書に組み込まれる。
【００３０】
　メディアガイダンスを提供するための別の表示配列が、図２に示される。ビデオモザイ
ク表示２００は、メディアの種類、ジャンル、および／または他の体系化条件に基づいて
体系化されたメディアコンテンツ情報のための選択可能オプション２０２を含む。表示２
００では、テレビリストオプション２０４が選択されているため、放送番組リストとして
、リスト２０６、２０８、２１０、および２１２を提供している。いくつかの実施形態で
は、表示２００は、ユーザによって選択され、遠隔サーバ上のミラーリングされたメディ
アコンテンツのコピーのディレクトリにアクセスし得る、選択可能機能２２０を含み得る
。選択可能機能２２０およびユーザディレクトリの詳細な説明は、図６の画面６００を参
照して以下に提供される。
【００３１】
　図１のリストとは異なり、表示２００内のリストは、単純なテキスト（例えば、番組の
タイトル）およびメディアを説明するアイコンに限定されない。むしろ、表示２００では
、リストは、カバーアート、メディアコンテンツからの静止画像、ビデオクリップのプレ
ビュー、メディアコンテンツからのライブビデオ、またはリストによって説明されている
メディアコンテンツをユーザに示す他の種類のメディアを含む、グラフィック画像を提供
し得る。また、グラフィックリストはそれぞれ、リストと関係付けられたメディアコンテ
ンツに関するさらなる情報を提供するように、テキストを伴い得る。例えば、リスト２０
８は、メディア部分２１４とテキスト部分２１６とを含む、２つ以上の部分を含み得る。
メディア部分２１４および／またはテキスト部分２１６は、ビデオを全画面で視聴するよ
うに、あるいはメディア部分２１４内に表示されるビデオに関連する番組リストが見られ
るように、選択可能であり得る（例えば、ビデオが表示されるチャンネルのリストを見る
）。
【００３２】
　表示２００内のリストは、サイズが異なる（すなわち、リスト２０６は、リスト２０８
、２１０および２１２より大きい）が、所望に応じて、全リストが同一サイズであり得る
。リストは、メディアプロバイダの所望に応じて、またはユーザ選好に基づいて、ユーザ
に関心の度合いを示すか、または特定のコンテンツを強調するように、異なるサイズであ
るか、あるいはグラフィックが強調され得る。メディアリストのグラフィックを強調する
ための種々のシステムおよび方法は、例えば、２００５年１２月２９日出願のＹａｔｅｓ
の米国特許出願第１１／３２４，２０２号に議論されており、参照することによって、全
体として本明細書に組み込まれる。
【００３３】
　ユーザは、ユーザ機器デバイスのうちの１つ以上から、メディアコンテンツおよびメデ
ィアガイダンスアプリケーション（ならびに、上述および後述のその表示画面）にアクセ
スし得る。図３は、例示的ユーザ機器デバイス３００の一般化された実施形態を示す。ユ
ーザ機器デバイスのより具体的実装は、図１を参照して以下に論じられる。ユーザ機器デ
バイス３００は、入力／出力（以下、「Ｉ／Ｏ」）経路３０２を介して、メディアコンテ
ンツおよびデータを受信し得る。I／Ｏ経路３０２は、処理回路３０６およびストレージ
３０８を含む制御回路３０４に、メディアコンテンツ（例えば、放送番組、オンデマンド
番組、インターネットコンテンツ、および他のビデオまたはオーディオ）、ならびにデー
タを提供し得る。制御回路３０４は、Ｉ／Ｏ経路３０２を使用して、コマンド、要求、お
よび他の好適なデータを送受信するために使用され得る。I／Ｏ経路３０２は、制御回路
３０４（具体的には、処理回路３０６）を１つ以上の通信経路（後述）に接続し得る。I
／Ｏ機能は、これらの通信経路につき１つ以上のものによって提供され得るが、図面が複
雑になり過ぎないように、図３では単一経路として示されている。
【００３４】
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　制御回路３０４は、１つ以上のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル
信号プロセッサ、プログラム可能なロジックデバイス等に基づく制御回路等、任意の好適
な処理回路３０６に基づき得る。いくつかの実施形態では、制御回路３０４は、メモリ（
すなわち、ストレージ３０８）内に格納されたメディアガイダンスアプリケーションのた
めの命令を実行する。クライアントサーバベースの実施形態では、制御回路３０４は、ガ
イダンスアプリケーションサーバあるいは他のネットワークまたはサーバとの通信に好適
な通信回路を含み得る。通信回路は、ケーブルモデム、総合デジタル通信網（ＩＳＤＮ）
モデム、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）モデム、電話モデム、または他の機器との通信用
無線モデムを含み得る。そのような通信は、インターネットまたは任意の他の好適な通信
ネットワークまたは経路を伴い得る（図１を参照してさらに詳述）。加えて、通信回路は
、ユーザ機器デバイスのピアツーピア通信、または互いに遠隔場所にあるユーザ機器の通
信を可能にする回路を含み得る（以下に詳述）。
【００３５】
　メモリ（例えば、ランダムアクセスメモリ、読み取り専用メモリ、または他任意の好適
なメモリ）、ハードドライブ、光学ドライブ、あるいは他の任意の好適な固定または取り
外し可能な格納デバイス（例えば、ＤＶＤレコーダ、ＣＤレコーダ、ビデオカセットレコ
ーダ、または他の好適な記録デバイス）は、制御回路３０４の一部であるストレージ３０
８として提供され得る。ストレージ３０８は、上述の種類の格納デバイスのうちの１つ以
上含み得る。例えば、ユーザ機器デバイス３００は、ＤＶＲ（パーソナルビデオレコーダ
またはＰＶＲと呼ばれることもある）用のハードドライブおよび２次格納デバイスとして
のＤＶＤレコーダを含み得る。ストレージ３０８は、番組情報、ガイダンスアプリケーシ
ョン設定、ユーザ選好またはプロファイル情報、あるいはガイダンスアプリケーションを
操作する際に使用される他のデータを含む、本明細書に記載される種々の種類のメディア
およびガイダンスアプリケーションデータを格納するために使用され得る。また、非揮発
性メモリが使用され得る（例えば、ブートアップルーチンや他の命令を起動するために）
。
【００３６】
　制御回路３０４は、１つ以上のアナログチューナ、１つ以上のＭＰＥＧ－２デコーダま
たは他のデジタルデコード回路、高解像度チューナ、あるいは任意の他の好適な同調また
はビデオ回路、もしくはそのような回路の組み合わせ等、ビデオ生成回路および同調回路
を含み得る。また、エンコード回路（例えば、格納のために、無線、アナログ、またはデ
ジタル信号をＭＰＥＧ信号に変換するため）が提供され得る。また、制御回路３０４は、
メディアをユーザ機器３００の好ましい出力フォーマットにアップコンバートまたはダウ
ンコンバートするためのスケーラ回路を含み得る。また、回路３０４は、デジタルとアナ
ログ信号間を変換するためのデジタル／アナログ変換回路およびアナログ／デジタル変換
回路を含み得る。同調およびエンコード回路は、メディアコンテンツを受信して表示する
、再生する、または録画するために、ユーザ機器によって使用され得る。また、同調およ
びエンコード回路は、ガイダンスデータを受信するために使用され得る。本明細書に説明
される回路は、例えば、同調、ビデオ生成、エンコード、デコード、スケーラ、およびア
ナログ／デジタル回路を含め、１つ以上の汎用目的または専門プロセッサ上で実行するソ
フトウェアを使用して実装され得る。複数のチューナが、同時同調機能に対処するように
提供され得る（例えば、視聴および録画機能、ピクチャインピクチャ（ＰＩＰ）機能、多
重チューナ録画機能等）。ストレージ３０８がユーザ機器３００とは別のデバイスとして
提供される場合、同調およびエンコード回路（複数のチューナを含む）は、ストレージ３
０８に関連付けられ得る。
【００３７】
　ユーザは、ユーザ入力インターフェース３１０を使用して、制御回路３０４を制御し得
る。ユーザ入力インターフェース３１０は、リモートコントロール、マウス、トラックボ
ール、キーパッド、キーボード、タッチ画面、タッチパッド、スタイラス入力、ジョイス
ティック、音声認識インターフェース、または他のユーザ入力インターフェース等、任意
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の好適なユーザインターフェースであり得る。ディスプレイ３１２は、スタンドアロン型
デバイスとして提供されるか、またはユーザ機器デバイス３００の他の要素と統合され得
る。ディスプレイ３１２は、モニタ、テレビ、モバイルデバイス用液晶画面（ＬＣＤ）、
または視覚的画像を表示するための任意の他の好適な機器のうちの１つ以上であり得る。
いくつかの実施形態では、ディスプレイ３１２は、ＨＤＴＶ対応型であり得る。スピーカ
３１４は、ユーザ機器デバイス３００の他の要素と統合されて提供され得、またはスタン
ドアロン型ユニットであり得る。ディスプレイ３１２上に表示されるビデオおよび他のメ
ディアコンテンツのオーディオ成分は、スピーカ３１４を介して再生され得る。いくつか
の実施形態では、オーディオは、受信機（図示せず）に配信され得、スピーカ３１４を介
してオーディオを処理および出力する。
【００３８】
　図３のユーザ機器デバイス３００は、ユーザテレビ機器４０２、ユーザコンピュータ機
器４０４、無線ユーザ通信デバイス４０６、または非携帯型ゲーム機等、メディアにアク
セスするために好適な任意の他の種類のユーザ機器として、図４のシステム４００内に実
装することが可能である。簡単にするために、これらのデバイスは、本明細書では総称し
て、ユーザ機器、ユーザ機器デバイス、またはユーザデバイスと称される場合がある。メ
ディアガイダンスアプリケーションが実装されるユーザ機器デバイスは、スタンドアロン
型デバイスとして機能し得、またはデバイスのネットワークの一部であり得る。デバイス
の種々のネットワーク構成が実装され得、以下に詳述される。
【００３９】
　図４に示されるシステム４００は、本発明の一側面における、メディアコンテンツへの
アクセスを提供するための例示的双方向メディア配信システムである。例示的システム４
００は、メディアコンテンツソース４１６、メディアガイダンスデータソース４１８、ユ
ーザ機器４０２、４０４、および４０６、遠隔ミラーリングおよびトランスコードサーバ
４４０（ミラーリングサーバ４３０およびトランスコードサーバ４５０を含み得る）、な
らびに種々の通信ネットワークおよびデータリンクを含む。
【００４０】
　システム４００内のユーザテレビ機器４０２は、セットトップボックス、衛星放送用受
信機（ＩＲＤ）、テレビセット、デジタル格納デバイス、ＤＶＤレコーダ、ビデオカセッ
トレコーダ（ＶＣＲ）、デジタルビデオレコーダ、ローカルメディアサーバ、または他の
ユーザテレビ機器を含み得る。これらのデバイスのうちの１つ以上は、所望に応じて、単
一デバイスに統合され得る。ユーザコンピュータ機器４０４は、ＰＣ、ラップトップ、タ
ブレット、ＷｅｂＴＶボックス、パーソナルコンピュータテレビ（ＰＣ／ＴＶ）、ＰＣメ
ディアサーバ、ＰＣメディアセンタ、または他のユーザコンピュータ機器を含み得る。Ｗ
ＥＢＴＶは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐの登録商標である。無線ユーザ通信デバイス
４０６は、ＰＤＡ、携帯電話、携帯用ビデオプレイヤ、携帯用音楽プレイヤ、携帯用ゲー
ム機、自動車テレビシステム、拡張型受動デバイス、または他の無線デバイスを含み得る
。
【００４１】
　ＰＣ、ＷｅｂＴＶ、および他のユーザ機器デバイス内にビデオを統合するためのテレビ
チューナカードの出現に伴い、デバイスを上述デバイスの１つとして分類しようとすると
、明確に区分できなくなることを理解されたい。事実、ユーザテレビ機器４０２、ユーザ
コンピュータ機器４０４、および無線ユーザ通信デバイス４０６はそれぞれ、図３に記載
のシステム機能のうちの少なくとも一部を利用し得、その結果、デバイス上で利用可能な
メディアコンテンツの種類に関して柔軟性を具備する。例えば、ユーザテレビ機器４０２
は、インターネットコンテンツへのアクセスを可能にするインターネット対応型であり得
る一方で、ユーザコンピュータ機器４０４は、テレビ番組へのアクセスを可能にするチュ
ーナを含み得る。また、メディアガイダンスアプリケーションは、種々の異なる種類のユ
ーザ機器上で同一レイアウトを有し得、またはユーザ機器の表示能力に合わせられ得る。
例えば、ユーザコンピュータ機器上では、ガイダンスアプリケーションは、ウェブブラウ
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ザによってアクセスされるウェブサイトとして提供され得る。別の実施例では、ガイダン
スアプリケーションは、無線ユーザ通信デバイス用に縮小され得る。システム４００は、
典型的には、各種のユーザ機器デバイスにつき２つ以上のものを含むが、図面が複雑にな
り過ぎないように、それぞれのうちの１つのみが図４に示される。
【００４２】
　ユーザ機器デバイスは、通信ネットワーク４１４に連結され得る。すなわち、ユーザテ
レビ機器４０２、ユーザコンピュータ機器４０４、および無線ユーザ通信デバイス４０６
はそれぞれ、通信経路４０８、４１０、および４１２を介して、通信ネットワーク４１４
に連結される。通信ネットワーク４１４は、インターネット、携帯電話ネットワーク、モ
バイルデバイス（例えば、Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ）ネットワーク、ケーブルネットワーク
、公衆交換回線ネットワーク、または他の種類の通信ネットワーク、あるいは通信ネット
ワークの組み合わせを含む、１つ以上のネットワークであり得る。ＢＬＡＣＫＢＥＲＲＹ
は、Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｉｎ　Ｍｏｔｉｏｎ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　Ｃｏｒｐの登録商標であ
る。経路４０８、４１０、および４１２は、別々または一緒に、衛星放送経路、光ファイ
バ経路、ケーブル経路、インターネット通信をサポートする経路（例えば、ＩＰＴＶ）、
フリースペース接続（例えば、放送または他の無線信号用）、あるいは他の任意の好適な
有線または無線通信経路、もしくはこれらの経路の組み合わせ等、１つ以上の通信経路を
含み得る。経路４１２は、図４に示される例示的な実施形態において、無線経路であるこ
とを示すように破線で描かれ、経路４０８および４１０は、有線経路であることを示すよ
うに実線で描かれている（しかし、これらの経路は、所望に応じて、無線経路であり得る
）。ユーザ機器デバイスとの通信は、これらの通信経路につき１つ以上のものによって提
供され得るが、図４では、図面が複雑になり過ぎないように、単一経路として示されてい
る。
【００４３】
　通信経路は、ユーザ機器デバイス間には描かれていないが、これらのデバイスは、経路
４０８、４１０および４１２に関した上述のように、ＵＳＢケーブル、ＩＥＥＥ１３９４
ケーブル、無線経路（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、赤外線、ＩＥＥＥ８０２－１１ｘ等
）等の他の短距離ポイントツーポイント通信経路、あるいは有線または無線の経路を介す
る他の短距離通信等の通信経路を介して、互いに直接もしくは間接的に通信し得る。ＢＬ
ＵＥＴＯＯＴＨは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＳＩＧ，ＩＮＣの登録商標である。また、ユー
ザ機器デバイスは、通信ネットワーク４１４を介する間接的経路を通して、直接互いに通
信し得る。
【００４４】
　システム４００はそれぞれ、通信経路４２０および４２２を介して通信ネットワーク４
１４に連結される、メディアコンテンツソース４１６およびメディアガイダンスデータソ
ース４１８を含む。経路４２０および４２２は、経路４０８、４１０、および４１２に関
した上述の通信経路のいずれかを含み得る。メディアコンテンツソース４１６およびメデ
ィアガイダンスデータソース４１８との通信は、１つ以上の通信経路上でやりとりされ得
るが、図４では、図面が複雑になりすぎないように、単一経路として示されている。加え
て、メディアコンテンツソース４１６およびメディアガイダンスデータソース４１８のそ
れぞれに２つ以上のものがあり得るが、図４では、図面が複雑になり過ぎないように、そ
れぞれのうちの１つのみが示されている（これらのソースのそれぞれの異なる種類は、後
述される）。所望に応じて、メディアコンテンツソース４１６およびメディアガイダンス
データソース４１８は、１つのソースデバイスとして統合され得る。ソース４１６および
４１８と、ユーザ機器４０２、４０４、および４０６との間の通信は、通信ネットワーク
４１４を介するものとして示されているが、いくつかの実施形態では、ソース４１６およ
び４１８は、経路４０８、４１０、および４１２に関した上述のような通信経路（図示せ
ず）を介して、ユーザ機器デバイス４０２、４０４、および４０６と直接通信し得る。
【００４５】
　メディアコンテンツソース４１６は、テレビ配信設備、ケーブルシステムヘッドエンド



(27) JP 5965872 B2 2016.8.10

10

20

30

40

50

、衛星放送配信設備、番組ソース（例えば、ＮＢＣ、ＡＢＣ、ＨＢＯ等のテレビ放送会社
）、中間配信設備、および／またはサーバ、インターネットプロバイダ、オンデマンドメ
ディアサーバ、ならびに他のメディアコンテンツプロバイダを含む、１つ以上の種類のメ
ディア配信機器を含み得る。ＮＢＣは、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ　
Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｉｎｃ．の登録商標、ＡＢＣは、ＡＢＣ，ＩＮＣ．の登録商標、および
ＨＢＯは、Ｈｏｍｅ　Ｂｏｘ　Ｏｆｆｉｃｅ，Ｉｎｃ．の登録商標である。メディアコン
テンツソース４１６は、メディアコンテンツの発信者であり得（例えば、テレビ放送会社
、ウェブキャストプロバイダ等）、あるいはメディアコンテンツの発信者でないこともあ
る（例えば、オンデマンドメディアコンテンツプロバイダ、ダウンロード用放送番組のビ
デオコンテンツのインターネットプロバイダ等）。メディアコンテンツソース４１６は、
ケーブルソース、衛星プロバイダ、オンデマンドプロバイダ、インターネットプロバイダ
、または他のメディアコンテンツプロバイダを含み得る。また、メディアコンテンツソー
ス４１６は、ユーザ機器デバイスのうちのいずれかからの遠隔場所にある、異なる種類の
メディアコンテンツ（ユーザによって選択されるビデオコンテンツを含む）を格納するた
めに使用される、遠隔メディアサーバを含み得る。
【００４６】
　メディアガイダンスデータソース４１８は、メディアリスト、メディア関連情報（例え
ば、放送時間、放送チャンネル、メディアのタイトル、メディア詳細、評価情報（例えば
、ペアレンタル管理評価、批評家の評価等）、ジャンルまたはカテゴリ情報、俳優情報、
放送会社のロゴまたはプロバイダのロゴ等）、メディアフォーマット（例えば、標準解像
度、高解像度等）、広告情報（例えば、テキスト、画像、メディアクリップ等）、オンデ
マンド情報、ならびにユーザが所望のメディア選択肢間をナビゲートおよび検索するのに
役立つ、任意の他の種類のガイダンスデータ等、メディアガイダンスデータを提供し得る
。
【００４７】
　メディアガイダンスアプリケーションデータは、任意の好適なアプローチを使用して、
ユーザ機器デバイスに提供され得る。いくつかの実施形態では、ガイダンスアプリケーシ
ョンは、データフィード（例えば、連続フィード、トリクルフィード、またはチャンネル
の垂直帰線消去間隔内のデータ）を介して番組ガイドデータを受信する、スタンドアロン
型双方向テレビ番組ガイドであり得る。番組スケジュールデータおよび他のガイダンスデ
ータは、テレビチャンネルのサイドバンド上で、テレビチャンネルの垂直帰線消去間隔内
で、帯域内デジタル信号を使用して、帯域外デジタル信号を使用して、または任意の他の
好適なデータ伝送技術によって、ユーザ機器に提供され得る。番組スケジュールデータお
よび他のガイダンスデータは、複数のアナログまたはデジタルテレビチャンネル上でユー
ザ機器に提供され得る。番組スケジュールデータおよび他のガイダンスデータは、任意の
好適な頻度で（例えば、連続、毎日、ユーザ指定の期間、システム指定の期間、ユーザ機
器からの要求に応じて等）ユーザ機器に提供され得る。いくつかのアプローチでは、メデ
ィアガイダンスデータソース４１８からのガイダンスデータは、クライアントサーバアプ
ローチを使用して、ユーザの機器に提供され得る。例えば、ユーザの機器上に存在するガ
イダンスアプリケーションクライアントは、必要時、ガイダンスデータを取得するように
、ソース４１８とのセッションを開始し得る。メディアガイダンスデータソース４１８は
、ユーザ機器４０２、４０４、および４０６に、メディアガイダンスアプリケーション自
体、またはメディアガイダンスアプリケーションのためのソフトウェア更新を提供し得る
。
【００４８】
　メディアガイダンスアプリケーションは、例えば、ユーザ機器デバイス上に実装された
スタンドアロン型のアプリケーションであり得る。他の実施形態では、メディアガイダン
スアプリケーションは、クライアントのみがユーザ機器デバイス上に存在する、クライア
ントサーバアプリケーションであり得る。例えば、メディアガイダンスアプリケーション
は、部分的にユーザ機器デバイス３００の制御回路３０４上のクライアントアプリケーシ
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ョンとして、および、部分的にリモートサーバ上のサーバアプリケーションとして（例え
ば、メディアガイダンスデータソース４１８）、実装され得る。ガイダンスアプリケーシ
ョン表示は、メディアガイダンスデータソース４１８によって生成され、ユーザ機器デバ
イスに伝送され得る。また、メディアガイダンスデータソース４１８は、ユーザ機器上で
の格納のためにデータを伝送し得、次いで、制御回路によって処理される命令に基づいて
、ガイダンスアプリケーション表示を生成する。
【００４９】
　また、システム４００は、ユーザ機器のいずれかから遠隔の場所において、ユーザ機器
４０２、４０４、または４０６のいずれか上に格納されるメディアコンテンツをミラーリ
ングするために使用される、遠隔ミラーリングおよびトランスコードサーバ４４０を含み
得る。また、遠隔ミラーリングおよびトランスコードサーバ４４０を使用して、オリジナ
ルまたはトランスコードされたメディアコンテンツフォーマットで、ミラーリングされた
メディアコンテンツのコピーを要求デバイスに提供し得る。遠隔ミラーリングおよびトラ
ンスコードサーバ４４０上でミラーリングされ得るメディアコンテンツは、ビデオ、音楽
、画像、他のオーディオコンテンツ（例えば、音声メッセージ）、マルチメディアコンテ
ンツ、テキスト、または他の好適なメディアコンテンツを含むが、それらに限定されない
。必要に応じて、ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーは、メディアコンテン
ツに関連付けられたメタデータを含み得る。例えば、いくつかの実施形態では、遠隔ミラ
ーリングおよびトランスコードサーバ４４０は、ミラーリングされたメディアコンテンツ
のコピーを要求デバイス上で完全に再生するために必要とされるメタデータを格納し得る
。メディアコンテンツとともにミラーリングされ得るメタデータの実施例は、字幕、テキ
ストトラック、音楽情報トラック、付加的ビデオフォーマット、付加的言語、または他の
付加的データを含むが、それらに限定されない。いくつかの実施形態では、遠隔ミラーリ
ングおよびトランスコードサーバ４４０は、通信経路４６０を通して、通信ネットワーク
４１４に連結され得る。通信経路４６０は、例えば、通信経路４２０に関連した上述のよ
うな任意の好適な通信経路であり得る。遠隔ミラーリングおよびトランスコードサーバ４
４０は、メディアコンテンツソース４１６とともに存在し得るが、明確にするために、別
個の要素として描かれている。
【００５０】
　遠隔ミラーリングおよびトランスコードサーバ４４０は、メディアコンテンツをミラー
リングするためのミラーリングサーバ４３０と、メディアコンテンツのオリジナルまたは
トランスコードされたフォーマットでミラーリングされたメディアコンテンツを要求デバ
イスに提供するためのトランスコードサーバ４５０とを含み得る。
【００５１】
　ミラーリングサーバ４３０は、例えば、ユーザ機器４０２、４０４、または４０６等の
ソースデバイスとのクライアント／サーバベースの相互作用が可能なハードウェアおよび
ソフトウェアの任意の好適な組み合わせに基づき得る。図４の簡略化された実施形態では
、ミラーリングサーバ４３０は、１つ以上の制御回路４３２、ストレージ４３４、通信デ
バイス（図示せず）、およびアプリケーションプログラムインターフェース（ＡＰＩ）４
３６（制御回路４３２によって実行され、ストレージ４３４上に格納されるアプリケーシ
ョンであり得るが、明確にするために、別個の要素として描かれている）を含む。ミラー
リングサーバ４３０は、例えば、ユーザ機器４０２、４０４、または４０６のいずれかか
らミラーリング要求を受信し、要求を処理し、それぞれのデバイス上に格納されている適
切なメディアコンテンツのミラーリングされたコピーを生成および格納し得る。いくつか
の実施形態では、ミラーリングサーバ４３０は、ＳＱＬサーバまたはＯｒａｃｌｅ　ＤＢ
等の好適なデータベースエンジンを実行し、データベースエンジンによって実行されるク
エリに基づいて、ミラーリングされたコンテンツを提供し得る。
【００５２】
　ミラーリングサーバ４３０の処理回路４３２は、１つのマイクロプロセッサまたは一群
のマイクロプロセッサ等の任意の好適なプロセッサと、キャッシング回路、ダイレクトメ
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モリアクセス（ＤＭＡ）回路、および入／出力（Ｉ／Ｏ）回路等の他の処理回路とを含み
得る。また、いくつかの実施形態では、制御回路４３２は、アクセス要求に応答して、ス
トレージ４３４上に格納される番組およびデータファイルをデコードし、種々の種類のユ
ーザ機器上でミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを再生するための好適な回
路を含み得る。
【００５３】
　ミラーリングサーバ４３０のストレージ４３４は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、およびメディアコンテンツのミラ
ーリングされたコピーを格納するために好適なハードディスクドライブ等、メモリまたは
他のストレージを含む、任意の好適なストレージを含み得る。メディアコンテンツは、任
意の適切なフォーマット（例えば、Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　Ｑｕｅｒｙ　Ｌａｎｇｕａｇ
ｅ（ＳＱＬ）データベース）でストレージ４３４上に格納され得る。また、ストレージ４
３４は、ユーザをそれぞれのユーザ機器デバイスおよびミラーリングされたコンテンツと
相関させるためのユーザプロファイル情報を格納し得る。ストレージ４３４は、いくつか
のレベルの１次、２次、および補助ストレージを含み得る。例えば、いくつかの実施形態
では、所与のメディアコンテンツのミラーリングされたコピーのためのストレージレベル
は、ミラーリングされたコンテンツのアクセス頻度または最終アクセス日時等の他の特性
に基づいて、決定され得る。いくつかの実施形態では、多レベルのストレージが採用され
る場合、最も最近アクセスされたまたは最も頻繁にアクセスされるミラーリングされたコ
ンテンツは、１次レベルのストレージ内に格納され得、典型的には、最速メモリレベルで
ある。ストレージ４３４は、処理回路４３２と直接接続して示されているが、いくつかの
実施形態では、ストレージ４３４の少なくとも一部分は、別個のデータサーバ上に位置し
得る。例えば、いくつかの実施形態では、別個のデータサーバが、ミラーリングサーバ４
３０上でミラーリングされる各種のメディアコンテンツ（例えば、オーディオ、ビデオ、
画像、テキスト等）のために使用され得る。
【００５４】
　ミラーリングサーバ４３０によって採用される通信デバイス（図示せず）は、通信ポー
ト（例えば、シリアルポート、パラレルポート、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポ
ート等）、モデム（例えば、任意の適切なアナログまたはデジタル標準モデム、またはセ
ルラモデム）、ネットワークインターフェースカード（例えば、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録
商標）カード、トークンリングカード等）、無線トランシーバ（例えば、赤外線、無線、
または他の好適なアナログまたはデジタルトランシーバ）、あるいは他の好適な通信デバ
イス等、ミラーリングサーバ４３０、トランスコードサーバ４５０、および通信ネットワ
ーク４１４の間の通信のために好適な任意のデバイスであり得る。
【００５５】
　メディアシステム４００は、複数のミラーリングサーバ４３０を含み得るが、図面が複
雑になり過ぎないように、１つのみ示される。例えば、いくつかの実施形態では、所与の
メディアコンテンツのミラーリングされたコピーを格納する特定のミラーリングサーバ４
３０は、格納されるメディアコンテンツ（例えば、ビデオ、オーディオ、テキスト等）の
種類に基づいて、複数のミラーリングサーバ４３０から選択され得る。いくつかの実施形
態では、ミラーリングサーバ４３０は、物理的サーバではなく、遠隔ミラーリングおよび
トランスコードサーバ４４０上に常駐するアプリケーション（例えば、ウェブサーバアプ
リケーション）であり得る。
【００５６】
　また、遠隔ミラーリングおよびトランスコードサーバ４４０は、通信経路４６０を通し
て、ミラーリングサーバ４３０、ユーザ機器４０２、４０４、および４０６、ならびに通
信ネットワーク４１４に連結されるトランスコードサーバ４５０を含み得る。また、いく
つかの実施形態では、トランスコードサーバ４５０は、通信リンク４４２を通して、ミラ
ーリングサーバ４３０と直接通信し得る。
【００５７】
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　トランスコードサーバ４５０は、ミラーリングサーバ４３０上でミラーリングされたメ
ディアコンテンツを要求デバイスに提供し得る。いくつかの実施形態では、トランスコー
ドサーバ４５０は、メディアコンテンツにアクセスするために、要求デバイスから受信さ
れた要求に応答して、要求デバイスによって、オンデマンドで再生されるメディアコンテ
ンツを提供し得る。また、いくつかの実施形態では、トランスコードサーバ４５０は、ユ
ーザによって選択される指定されたデバイスにメディアコンテンツを自動的に提供し、そ
のような自動更新を受信し得る。メディアコンテンツが、トランスコードサーバ４５０に
よって、自動的または要求に応答してに提供されるかどうかにかかわらず、トランスコー
ドサーバ４５０は、例えば、要求または受信デバイスの能力に基づいて、オリジナルまた
はトランスコードされたメディアコンテンツフォーマットでメディアコンテンツを提供し
得る。
【００５８】
　トランスコードサーバ４５０は、要求デバイスとのクライアント／サーバベースの相互
作用、必要に応じて、ミラーリングサーバ４３０とのサーバ／サーバ相互作用が可能なハ
ードウェアおよびソフトウェアの任意の好適な組み合わせ（ミラーリングサーバ４３０に
関連して上述のような）に基づき得る。システム４００の簡略化された実施形態では、ト
ランスコードサーバ４５０は、１つ以上の制御回路４５２、ストレージ４５４、通信デバ
イス（図示せず）、およびアプリケーションプログラムインターフェース（ＡＰＩ）４５
６（制御回路４５２によって実行され、ストレージ４５４上に格納されるアプリケーショ
ンであり得るが、明確にするために、別個の要素として描かれている）を含む。制御回路
４５２、ストレージ４５４、およびＡＰＩ４５６は、ミラーリングサーバ４３０のそれぞ
れ制御回路４３２、ストレージ４３４、およびＡＰＩ４３６に関連した上述のような任意
の好適なハードウェアおよび／またはソフトウェアの組み合わせに基づき得る。加えて、
制御回路４５２は、種々のメディアコンテンツフォーマットをデコードするための論理を
含み得る。例えば、ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーが、Ｍｏｖｉｎｇ　
Ｐｉｃｔｕｒｅｓ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ（ＭＰＥＧ）ＭＰＥＧ－２ファイルとし
て格納される場合、制御回路４５２は、メディアコンテンツをデコードし、それらをＮａ
ｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｖｉｓｏｎ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ（ＮＴＳ
Ｃ）ビデオに変換するためのＭＰＥＧ－２デコーダを含み得る。また、ＭＰＥＧ－４、Ｈ
．２６４、および他の好適なメディアフォーマットのためのデコードが提供され得る。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、トランスコードサーバ４５０は、要求デバイスのための適切
なメディアコンテンツフォーマットを検出または判断するための論理を含み得る。例えば
、要求デバイスのための適切なメディアコンテンツフォーマットは、要求デバイスのスト
レージ、帯域幅、および／または表示能力、あるいは要求デバイスまたはユーザに関連付
けられた任意の他の好適なフォーマット要件もしくは選好に基づいて、判断され得る。要
求デバイスのための適切なメディアコンテンツフォーマットを判断するために使用される
機構にかかわらず、トランスコードサーバ４５０は、ミラーリングされたメディアコンテ
ンツのコピーをそのメディアコンテンツフォーマットにトランスコードし、メディアコン
テンツのミラーリングされ、トランスコードされたコピーを要求デバイスに提供し得る。
トランスコードサーバ４５０の制御回路４５２は、ミラーリングされたメディアコンテン
ツのコピーを第１のフォーマットから第２のフォーマットにトランスコードするための１
つ以上のトランスコーダ４５８を含み得る。制御回路４５２が複数のトランスコーダ４５
８を含む場合、トランスコードサーバ４５０は、例えば、メディアコンテンツの種類、ミ
ラーリングされたコピーの入力フォーマット、または要求されたメディアコンテンツのた
めの出力フォーマットに基づいて、任意の所与のトランスコードタスクのために１つ以上
のトランスコーダを選択するための回路または他の好適な手段（例えば、ハンドラ）を含
み得る。いくつかの実施形態では、トランスコードサーバ４５０は、トランスコードされ
、ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをストレージ４５４上に格納し得る。
【００６０】
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　メディアシステム４００は、複数のトランスコードサーバ４５０を含み得るが、図面が
複雑になり過ぎないように、１つのみ示される。いくつかの実施形態では、メディアコン
テンツをトランスコードし、要求デバイスに配信する特定のトランスコードサーバ４５０
は、例えば、トランスコードされるメディアコンテンツ（例えば、ビデオ、オーディオ、
テキスト等）の種類に基づいて、複数のトランスコードサーバ４５０から選択され得る。
いくつかの実施形態では、トランスコードサーバ４５０は、物理的サーバではなく、遠隔
ミラーリングおよびトランスコードサーバ４４０上に常駐するアプリケーション（例えば
、ウェブサーバアプリケーション）であり得る。いくつかの実施形態では、トランスコー
ドサーバ４５０およびミラーリングサーバ４３０は、同一サーバであり得るが、明確にす
るために、別個の要素として描かれる。これらの実施形態では、例えば、同一遠隔サーバ
４４０（複数の遠隔サーバ４４０のうちの１つであり得る）は、ミラーリングされたメデ
ィアコンテンツのコピーを格納し、要求デバイスから要求を受信し、ミラーリングされた
コピーをオリジナルまたはトランスコードされたフォーマットで要求デバイスに提供し得
る。また、トランスコードサーバ４５０およびミラーリングサーバ４３０は、遠隔ミラー
リングおよびトランスコードサーバ４４０上に常駐するそれぞれのアプリケーション（例
えば、サーバアプリケーション）であり得る。メディアコンテンツの遠隔ストレージおよ
び格納されたメディアコンテンツをユーザ機器に遠隔から提供するためのシステムおよび
方法は、１９９９年６月１１日出願のＥｌｌｉｓらの米国特許出願第０９／３３２，２４
４号に詳述されており、参照することによって、全体として本明細書に組み込まれる。
【００６１】
　システム４００は、いくつかのアプローチまたはネットワーク構成を図示することを目
的とし、それにより、ユーザ機器デバイスならびにメディアコンテンツおよびガイダンス
データのソースは、メディアにアクセスする目的で、およびホームネットワーク内または
外部通信ネットワーク上でメディアガイダンスを提供する目的で、互いに通信し得る。双
方向メディアシステム４００は、典型的には、各種のユーザ機器につき２つ以上のものを
含み得る。加えて、各ユーザは、２つ以上の種類のユーザ機器デバイス（例えば、ユーザ
は、テレビセットおよびコンピュータを有し得る）、また、各種類のユーザ機器デバイス
のうちの２つ以上（例えば、ユーザは、ＰＤＡならびに携帯電話および／または複数のテ
レビセットを有し得る）を利用し得る。また、ユーザは、家庭内デバイスおよび遠隔デバ
イスにわたって一貫したメディアガイダンスアプリケーション設定を維持するように、種
々の設定を設定し得る。設定は、本明細書で説明されるもの、ならびに、お気に入りのチ
ャンネルおよび番組、番組を推奨するためにガイダンスアプリケーションが利用する番組
選好、表示選好、および他の望ましいガイダンス設定を含む。例えば、ユーザが、職場の
パーソナルコンピュータ等の遠隔デバイスから、例えば、ウェブサイトｗｗｗ．ｔｖｇｕ
ｉｄｅ．ｃｏｍの上でチャンネルをお気に入りとして設定した場合、同一チャンネルが、
ユーザの家庭内デバイス（例えば、ユーザテレビ機器およびユーザコンピュータ機器）、
ならびに所望に応じて、ユーザのモバイルデバイス上でお気に入りとして表示されるであ
ろう。したがって、同一または異なる種類のユーザ機器デバイスであるかどうかにかかわ
らず、１つのユーザ機器デバイス上で行われる変更は、別のユーザ機器デバイス上のガイ
ダンス環境を変更することができる。加えて、行われる変更は、ユーザによって入力され
る設定、ならびにガイダンスアプリケーションによってモニタリングされたユーザ活動に
基づき得る。ホームネットワーク内の異なるユーザ機器デバイス上で、一貫したメディア
ガイダンスアプリケーション設定を維持するためのシステムおよび方法は、２００５年７
月１１日出願のＥｌｌｉｓらの米国特許出願第１１／１７９，４１０号に詳述されており
、その開示は、参照することによって、全体として本明細書に組み込まれる。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、双方向メディアシステム４００は、家庭内およびモバイルデ
バイスによってアクセスされるホームネットワークを含み得る。ユーザは、遠隔デバイス
上に実装されるメディアガイダンスアプリケーションを介して、家庭内デバイスを制御し
得る。例えば、ユーザは、職場のパーソナルコンピュータ、あるいはＰＤＡまたはウェブ
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対応携帯電話等のモバイルデバイスを介して、ウェブサイト上のオンラインメディアガイ
ダンスアプリケーションにアクセスし得る。ユーザは、オンラインガイダンスアプリケー
ション上で種々の設定（例えば、録画、リマインダ、または他の設定）を設定して、ユー
ザの家庭内機器を制御し得る。オンラインガイドは、直接的またはユーザの家庭内機器上
のメディアガイダンスアプリケーションと通信することによって、ユーザの機器を制御し
得る。ユーザ機器デバイスが互いに遠隔の場所にある、ユーザ機器デバイスの通信のため
の種々のシステムおよび方法は、例えば、２００４年８月２６日出願のＥｌｌｉｓらの米
国特許出願第１０／９２７，８１４号に論議されており、参照することによって、全体と
して本明細書に組み込まれる。
【００６３】
　ユーザまたはユーザ群が、複数のユーザ機器に依存し、メディアコンテンツにアクセス
し、それを共有する場合、双方向メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザに、種
々のデバイスに格納されるメディアコンテンツを遠隔サーバ（例えば、遠隔ミラーリング
およびトランスコードサーバ４４０（図４））上にミラーリングし、他のユーザ機器を使
用して、トランスコードされたまたはオリジナルのフォーマットで、ミラーリングされた
メディアコンテンツのコピーにアクセスさせ得る。ユーザは、ユーザのデバイスのいずれ
か上の１つ以上のストレージドライブをミラーリングし得る。代替として、ユーザは、ミ
ラーリングするために、任意のストレージドライブ上のメディアコンテンツの一部を選択
し得る。
【００６４】
　遠隔サーバ上にミラーリングされるユーザ機器上のメディアコンテンツを選択する一般
概念は、図５の例示的表示画面５００内の遠隔サーバ上にミラーリングするためのテレビ
番組の録画を設定する特定の例示的実施形態を参照して示される。任意の種類のメディア
コンテンツ（テレビ番組だけではなく）が、例えば、ミラーリングサーバ４３０（図４）
等の遠隔サーバによってミラーリングされるように指定され得ることを理解されたい。画
面５００は、例えば、画面１００（図１）等の番組リスト画面から番組を録画するための
ユーザ指示に応答して、ユーザ機器４０２、４０４、または４０６（全部図４）のいずれ
か上に実装される任意の双方向メディアガイダンスアプリケーションからアクセスされ得
る。例示的画面５００は、番組情報領域５０２、番組録画オプション５０４および５０６
、ミラーリングオプション５０８、共有オプション５１０、５１２、および５１４、なら
びに選択可能コントロール５２０および５３０を含み得る。画面５００は、双方向メディ
アガイダンスアプリケーションを使用して、ユーザが番組を録画およびミラーリング可能
となるように表示され得る種類の１つの画面にすぎない。他の画面は、本発明の範囲から
逸脱することなく、双方向メディアガイダンスアプリケーションによって表示され得る。
双方向メディアガイダンスアプリケーションを使用して、テレビ番組の録画を設定するス
テップは、Ｅｌｌｉｓの米国特許公開第２００３／０１４９９８０号に詳述されており、
参照することによって、全体として本明細書に組み込まれる。
【００６５】
　番組情報領域５０２は、テキスト、グラフィック、および選択された番組に関連する映
像情報のいずれかを含み得る。例えば、図５に示されるように、番組情報領域５０２は、
選択された番組のタイトル、チャンネル、時間、および放送年を含む。また、番組情報領
域５０２は、選択された番組の要約および代表的グラフィックまたはビデオを含み得る。
【００６６】
　双方向メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザに、選択された番組の番組録画
設定を選択させ得る。番組録画設定５０４のユーザ選択に応答して、双方向メディアガイ
ダンスアプリケーションは、選択された番組の現在のエピソードを録画するように構成さ
れ得る。番組録画設定５０６のユーザ選択に応答して、双方向メディアガイダンスアプリ
ケーションは、選択された番組の全将来的エピソードを録画するように構成され得る（例
えば、連続録画を設定）。連続録画は、Ｋｎｕｄｓｏｎらの米国特許公開第２００５／０
２０４３８８号に詳述されており、参照することによって、全体として本明細書に組み込
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まれる。番組録画オプション５０４および５０６は、単なる例示である。付加的オプショ
ンは、本発明の範囲から逸脱することなく、画面５００内に含まれ得る。
【００６７】
　双方向メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザに、ミラーリングサーバ４３０
（図４）上に録画をミラーリングし、ミラーリングされた録画を他のユーザあるいはユー
ザのミラーリングアカウントまたは群に関連付けられたデバイスと共有するためのオプシ
ョンを設定させ得る。例えば、ユーザは、オプション５０８を選択し、ミラーリングサー
バ４３０（図４）によってミラーリングするための録画を指定し得る。オプション５０８
が選択される場合、録画は、ユーザ決定ミラーリングスケジュールに従って、または選択
された番組のために行なわれる新しい録画に応答して、ミラーリングされ得る。また、ユ
ーザは、オプション５１０を選択して、ミラーリングされた録画へのアクセスを構成し得
る。ミラーリングされた録画の共有オプション５１０のユーザ選択に応答して、双方向メ
ディアガイダンスアプリケーションは、他のユーザ機器、あるいはユーザに関連付けられ
たまたはユーザによって認定されたユーザに、ミラーリングサーバ上にミラーリングされ
た録画にアクセスさせ得る。例えば、ユーザは、選択可能コントロール５１２を使用して
、ユーザに関連付けられたユーザの全部または一部による、録画へのアクセスを認定し得
る。代替として、または加えて、ユーザは、選択可能オプション５１４を使用して、ユー
ザのアカウントまたは群に関連付けられたユーザデバイスの全部または一部による、録画
へのアクセスを認定し得る。図５は、ミラーリングするための特定の番組録画の選択を示
すが、また、ミラーリングは、特定の番組を指定せずに、ユーザ機器上の１つ以上のドラ
イブに対して構成され得る。
【００６８】
　ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーは、任意の好適なアプローチを使用し
てアクセスされ得る。例えば、図６は、本発明の一実施形態による、メディアコンテンツ
のミラーリングされたコピーにアクセスするための例示的画面６００を示す。任意の種類
のメディアコンテンツ（画面６００内に示されるものだけではなく）が、ミラーリングサ
ーバ４３０（図４）上でミラーリングされ得ることを理解されたい。画面６００は、メデ
ィアコンテンツに遠隔からアクセスするための任意の好適な双方向メディアアプリケーシ
ョンの一部であり得、ミラーリングサーバ４３０（図４）上でミラーリングされたメディ
アコンテンツを視聴するためのユーザ指示に応答して、ユーザ機器４０２、４０４、また
は４０６（全部図４）のいずれか上に表示され得る。画面６００は、任意の好適なアプロ
ーチを使用してアクセスされ得る。好適なアプローチの１つでは、ユーザは、ミラーリン
グされたコンテンツのディレクトリにアクセスするための選択可能アイコンまたはリンク
を含み得る、双方向メディアガイダンスアプリケーションを使用して、画面６００にアク
セスし得る。いくつかの実施形態では、画面６００は、ユーザが、例えば、遠隔コントロ
ール上の「ＤＩＲ」キーを押下する、または図２の画面２００の「ユーザディレクトリ」
機能２２０を選択すると、表示され得る。例示的画面６００は、ミラーリングされたコン
テンツエントリ６１２、選択可能機能６４０および６１０、バナー広告６０８、選択可能
広告６０６、サービスプロバイダ情報６３０、ユーザ識別情報６７０、ならびにデバイス
識別情報６８０を含む、表示グリッド６２０を含み得る。画面６００は、双方向メディア
ガイダンスアプリケーションを使用して、ミラーリングされたメディアコンテンツのコピ
ーをユーザに視聴させるように表示され得る画面の種類の１つにすぎないことを理解され
たたい。他の画面は、本発明の範囲から逸脱することなく、双方向メディアガイダンスア
プリケーションによって表示され得る。
【００６９】
　選択可能機能６４０および６１０は、ユーザによって選択され、表示グリッド６２０内
に表示されるメディアコンテンツエントリをカスタマイズまたは限定し得る。例えば、「
ビデオ」機能６５０が選択され、グリッド６２０内のコンテンツをビデオコンテンツのみ
に制限し得る。代替として、または加えて、ユーザは、例えば、「検索」機能６６０を使
用して、ユーザ定義検索を指定することによって、グリッド６２０のコンテンツを限定し
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得る。グリッド６２０内に表示されるコンテンツの制限に加えて、ユーザは、グリッド６
２０内のコンテンツをソートし得る。例えば、ユーザは、「テーマ別」機能６３０を選択
して、子供向け番組、スポーツ、大人向けコンテンツ等の種々のテーマに従って、グリッ
ド６２０のコンテンツをソートし得る。ユーザは、例えば、要求デバイス上での再生のた
めのコンテンツエントリ６１２等、画面６００内のコンテンツエントリのいずれかを選択
し得る。広告６０６または６０８のうちの１つ以上は、ユーザプロファイル情報に基づい
て、または画面６００内のユーザ選択に基づいて、選択され、表示され得る。
【００７０】
　所望に応じて、画面６００は、オーバーレイとして、あるいは部分的または全体的表示
画面として、表示され得る。いくつかの実施形態では、画面６００の表示モードは、表示
されるユーザ機器の表示、帯域幅、および／またはストレージ能力に基づいて、選択され
得る。例えば、画面６００は、設置型テレビ機器等の標準的ユーザデバイス上に表示され
る場合は部分的画面として、または携帯用ビデオプレイヤ等の携帯用ユーザデバイス上に
表示される場合は全体的画面として、表示され得る。
【００７１】
　図７は、本発明のいくつかの実施形態による、メディアコンテンツをミラーリングし、
ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーへのアクセスを提供するためのプロセス
の若干高レベルの概観である、例示的プロセス７００を示す。ステップ７１０では、メデ
ィアコンテンツが、第１のユーザ機器デバイス上に格納または録画される。ソースデバイ
スを表す第１のユーザ機器デバイスは、ユーザ機器デバイス４０２、４０４、または４０
６（全部図４）のいずれかであり得る。ステップ７２０では、録画されたメディアコンテ
ンツは、遠隔サーバにミラーリングされる。ミラーリングされたメディアコンテンツのコ
ピーは、遠隔ミラーリングおよびトランスコードサーバ４４０（図４）上、または別個の
ミラーリングおよびトランスコードサーバが使用される場合、ミラーリングサーバ４３０
（図４）上に格納され得る。遠隔サーバは、ネットワークを介して（例えば、通信経路４
６０（図４）、ソースデバイスに連結され得る。ステップ７３０では、遠隔サーバは、ス
テップ７４０において第２のユーザ機器デバイスに提供され得る第２のメディアコンテン
ツフォーマットに、ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーをトランスコードす
る。また、要求デバイスを表す第２のユーザ機器デバイスは、ユーザ機器デバイス４０２
、４０４、または４０６（全部図４）のいずれかであり得る。メディアコンテンツは、遠
隔ミラーリングおよびトランスコードサーバ４４０（図４）によって、または別個のミラ
ーリングおよびトランスコードサーバが使用される場合、トランスコードサーバ４５０（
図４）によってトランスコードされ、要求デバイスに提供され得る。ステップ７５０では
、メディアコンテンツにアクセスするためのユーザ入力が、第１のユーザ機器デバイス（
ソースデバイス）または第２のユーザ機器デバイス（ソースデバイス以外の要求デバイス
）のいずれかによって受信される。ステップ７６０では、ユーザ入力が第１のユーザ機器
デバイスまたは第２のユーザ機器デバイスによって受信されたかどうか判断される。本判
断は、遠隔ミラーリングおよびトランスコードサーバ４４０（図４）によって、またはい
くつかの実施形態では、トランスコードサーバ４５０（図４）によって行われ得る。メデ
ィアコンテンツにアクセスするためのユーザ入力が、第１のユーザ機器デバイスによって
受信された場合、メディアコンテンツは、第１のユーザ機器デバイスによって、ステップ
７６０において、メディアコンテンツのローカルコピーから再生される。そうでなければ
、メディアコンテンツのミラーリングされ、トランスコードされたコピー（ステップ７４
０において提供される）が、ステップ７８０において、第２のユーザ機器デバイス上で再
生される。
【００７２】
　実践では、プロセス７００に示される１つ以上のステップは、他のステップと組み合わ
せられ、任意の好適な順番で行われ、並行して行われ（例えば、同時または略同時に）、
または除去され得る。例えば、いくつかの実施形態では、メディアコンテンツをトランス
コードし（ステップ７３０において生じる）、メディアコンテンツ（ステップ７４０にお
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いて生じる）を提供するステップは両方、メディアコンテンツのトランスコードを必要と
する第２のユーザデバイスによって受信されるメディア録画にアクセスするためのユーザ
入力に応答して、ステップ７６０の後に行われ得る。図８および９は、遠隔サーバ上でメ
ディアコンテンツをミラーリングし、遠隔サーバから種々のユーザ機器に、トランスコー
ドされたまたはオリジナルのメディアコンテンツフォーマットでミラーリングされたメデ
ィアコンテンツのコピーを提供するための若干より詳細な例示的プロセスを示す。以下の
セクションでは、説明される特定のプロセスステップに応じて、明確にするために、ミラ
ーリングサーバ４３０（図４）またはトランスコードサーバ４５０（図４）が参照される
場合がある。参照される特定のサーバにかかわらず、ミラーリングサーバ４３０（図４）
およびトランスコードサーバ４５０（図４）は、例えば、遠隔ミラーリングおよびトラン
スコードサーバ４４０（図４）等の１つのサーバに結合され得ることを理解されたい。
【００７３】
　図８は、本発明の一実施形態による、ユーザ機器上に格納されるメディアコンテンツを
ミラーリングサーバ４３０（図４）にミラーリングするための例示的プロセス８００を示
す。いくつかの実施形態では、ミラーリングするためのメディアコンテンツを選択または
指定するステップに先立って、ユーザは、ミラーリングサービスを構成し得る。例えば、
ステップ８１０では、ユーザは、ミラーリングサーバ４３０（図４）に関連付けられたミ
ラーリングサービスに加入し、サービスを構成し得る。ユーザは、ミラーリングサービス
にユーザのユーザ機器デバイスの全部または一部を登録し得る。所望に応じて、ユーザは
、ユーザのメディアコンテンツのミラーリングされたコピーを格納するために、ミラーリ
ングサーバ４３０（図４）上に割り当てられるストレージの所定最大量を選択し得る。い
くつかの実施形態では、ミラーリングサーバ４３０（図４）は、最初に、ユーザに所定の
最大ストレージ割り当てを選択することを要求せずに、必要に応じて、ストレージを単純
に割り当ててもよい。また、いくつかの実施形態では、ユーザは、ステップ８１０におい
て、ユーザ機器デバイスのためのミラーリングスケジュールを指定し得る。例えば、ユー
ザは、所定のスケジュールに基づいて、ユーザのデバイスのいずれか上のメディアコンテ
ンツをミラーリングすることを選択し得る。所定のスケジュールは、特定の日時を含んで
もよく、または例えば、毎月、毎週、毎日、毎時間等の任意の周期ベースに基づき得る。
代替として、いくつかの実施形態では、ミラーリングは、所定のスケジュールに依存せず
に、ユーザデバイス上のメディアコンテンツの更新に応答して、「ライブ」で行われ得る
。これらの実施形態では、メディアコンテンツの更新および追加は、ユーザ機器上で行な
われる他の有効タスクに大幅に干渉することなく、任意の適切な時間でミラーリングされ
得る。例えば、ミラーリングは、処理容量の所定の最小割合がユーザ機器デバイス上で利
用可能な場合、ミラーリングサーバによってトリガされ得る。
【００７４】
　ステップ８２０では、ユーザは、ミラーリングサーバ４３０（図４）上にミラーリング
されるメディアコンテンツを選択するように指示され得る。ミラーリングするために選択
されたメディアコンテンツは、ユーザ機器デバイス４０２、４０４、または４０６（全部
図４）のいずれか上に格納されるコンテンツを含み得る。いくつかの実施形態では、ユー
ザは、ユーザ機器デバイスの選択されたストレージドライブをミラーリングし得る。代替
として、ユーザは、ユーザ機器上のメディアコンテンツの一部をミラーリングすることを
選択し得る。いくつかの実施形態では、ユーザは、ある種類のメディアコンテンツのみミ
ラーリングするように選択し得る。例えば、ユーザは、ＭＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ－４、ま
たはＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）メディアコンテンツのみミラーリングするように選択し
得る。これらの実施形態では、ミラーリングサーバ４３０（図４）は、ユーザ機器上への
追加または更新に伴って、選択されたメディアコンテンツの種類または複数の種類に対応
するメディアコンテンツを自動的にミラーリングし得る。ユーザは、任意の適切なインタ
ーフェースを使用して、ミラーリングするためのメディアコンテンツまたはドライブを選
択し得る。いくつかの実施形態では、双方向メディア番組は、メディアコンテンツを選択
するためにユーザに、またはミラーリングするためにドライブに、提供され得る。
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【００７５】
　また、いくつかの実施形態では、ユーザは、ユーザがミラーリングを所望するメディア
コンテンツを定義する検索クエリを設定することによって、ミラーリングサーバ４３０（
図４）上にミラーリングされるメディアコンテンツを指定し得る。ユーザは、例えば、ク
エリの複数の基準または単一基準を満たすメディアコンテンツのミラーリングをもたらす
ブール式を定義し得る。好適なクエリは、例えば、コンテンツタイトル、ビデオまたはオ
ーディオコンテンツ内の俳優あるいはミュージシャン、メディアコンテンツに関連付けら
れたテーマまたはカテゴリ（例えば、スポーツ、子供向け番組、ドラマ等）、コンテンツ
情報欄内のテキスト、メディアコンテンツの種類（例えば、オーディオ、ビデオ等）、メ
ディアコンテンツのフォーマット（例えば、ＭＰＥＧ－２、ＭＰＥＧ－４等）、もしくは
メディアコンテンツに関連付けられた任意の他の好適なパラメータ等、メディアコンテン
ツに関連付けられた任意のパラメータを含み得る。検索クエリは、更新を将来ミラーリン
グするために使用されるユーザ機器またはミラーリングサーバ４３０（図４）上に格納さ
れ得る。
【００７６】
　ステップ８３０では、ミラーリング要求が、ミラーリングサーバ４３０（図４）上にミ
ラーリングされるコンテンツのために生成される。ミラーリング要求は、所定のミラーリ
ングスケジュールに従って等、ステップ８２０と同時に、ステップ８２０の直後、ステッ
プ８２０の後の将来のある時に生成され得る。ミラーリング要求を生成するステップでは
、各選択されたメディアコンテンツは、コンテンツ識別子が割り当てられ得る。加えて、
ミラーリングするために選択または指定されたメディア録画群は、群の識別子が割り当て
られ得る。また、ミラーリング要求は、ソースデバイス、ユーザ、メディアコンテンツの
コンテンツの種類、メディアコンテンツのサイズ、およびミラーリングされるメディアコ
ンテンツに関連付けられた他の好適な情報を識別し得る。いくつかの実施形態では、１つ
のミラーリング要求が、ミラーリングするために同時に選択または指定された複数のメデ
ィアコンテンツのために生成され得る。いくつかの実施形態では、ミラーリング要求は、
ユーザのための請求情報を含み得る。
【００７７】
　ステップ８４０では、ミラーリング要求がミラーリングサーバ４３０（図４）に伝送さ
れる。要求は、任意の好適な通信プロトコルまたはプロトコル群を使用して、通信経路４
６０（図４）を通して、ソースデバイスからミラーリングサーバ４３０（図４）に伝送さ
れ得る。いくつかの実施形態では、ミラーリング要求は、例えば、ＸＭＬファイル等を使
用して、伝送され得る。
【００７８】
　ステップ８５０では、ミラーリング要求は、ソースデバイスからミラーリングサーバ４
３０（図４）によって受信される。受信されたミラーリング要求は、処理され、例えば、
要求に関連付けられたユーザおよびソースデバイスを判断し得る。いくつかの実施形態で
は、ミラーリングサーバ４３０（図４）は、統計分析およびデバッギングを含むが、それ
らに限定されない、種々の目的のために、受信されたミラーリング要求を格納し得る。プ
ロセスは、ステップ８６０へと続く。
【００７９】
　ステップ８６０では、ユーザがメディアコンテンツを格納するために十分なストレージ
容量を割り当てられているかどうか判断される。例えば、メディアコンテンツのサイズ等
のミラーリング要求内に含まれる情報が、ミラーリングサーバによって使用され、ユーザ
がメディアコンテンツを格納するために十分なストレージ容量を割り当てられているかど
うか判断され得る。ユーザがメディアコンテンツを格納するために十分なストレージ容量
が割り当てられていない場合、ユーザは、ステップ８７０において通知され、より多くの
ストレージ容量が割り当てられる機会が提供され得る。いくつかの実施形態では、ミラー
リングサーバは、余剰ストレージ容量をユーザに自動的に割り当ててもよく、ユーザのア
カウントは、新しい割り当てを反映するように構成され得る。ユーザがメディアコンテン
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ツを格納するために十分なストレージ容量を割り当てられている場合、またはミラーリン
グサーバがより多くの容量を割り当てる場合、プロセスは、ステップ８８０へと進む。
【００８０】
　ステップ８８０では、ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーと、必要に応じ
て、メディアコンテンツに関連付けられたメタデータが、ミラーリングサーバ上に生成さ
れ得る。一実施形態では、ミラーリングサーバは、例えば、ミラーリング要求内に含まれ
る種々のパラメータに基づいて、メディアコンテンツのためにミラーリングするコピーが
既に存在するかどうかを判断する。例えば、メディアコンテンツに関連付けられたコンテ
ンツ識別子は、同一ユーザおよびソースデバイスに関連付けられた同一種類の他のメディ
アコンテンツのためのコンテンツ識別子と比較され、ミラーリングされたメディアコンテ
ンツのコピーがミラーリングサーバ４３０（図４）上に存在するかどうか判断し得る。例
えば、ミラーリングされたコピーが既に存在し、すでに存在するミラーリングされたコピ
ーが生成された以降にメディアコンテンツがソースデバイス上で更新されている場合、す
でに存在するミラーリングコピーが更新され得る。いくつかの実施形態では、すでに存在
するミラーリングされたコピーを更新せずに、同一コンテンツ識別子に関連付けられた新
しいバージョンのミラーリングされたコピーが生成され得る。各コンテンツ識別子に関連
付けられる最大バージョン数は、ユーザまたはミラーリングサーバによって設定される所
定数であり得る。ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーがミラーリングサーバ
上に既存していないと判断される場合、ミラーリングサーバ４３０（図４）によって、新
しいミラーリングされたコピーが生成され、格納され得る。いくつかの実施形態では、ミ
ラーリングされたメディアコンテンツのコピーを格納するためのデータサーバまたはスト
レージレベルは、例えば、ミラーリング要求内に含まれる情報に基づいて、判断され得る
。
【００８１】
　ステップ８９０では、ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーのために維持さ
れるユーザディレクトリ（例えば、図６の画面６００）が更新され、新しく追加または更
新されたミラーリングされたコピーを反映し得る。
【００８２】
　実践では、プロセス８００に示される１つ以上のステップは、他のステップと組み合わ
せられ、任意の適切な順番で行われ、並行して行われ（例えば、同時または略同時に）、
または除去され得る。例えば、ソースデバイスは、ミラーリング要求を生成するステップ
に先立って、ユーザが選択または指定されたメディアコンテンツをミラーリングするため
に十分なストレージ容量が割り当てられているかどうかを判断し得る。
【００８３】
　図９は、本発明のいくつかの実施形態による、ミラーリングサーバ４３０（図４）から
メディアコンテンツを再生するための例示的プロセス９００を示す。ステップ９１０では
、ユーザ入力が、ミラーリングサーバ４３０（図４）上にミラーリングされたメディアコ
ンテンツにアクセスするために、要求デバイスによって受信される。ユーザは、任意の好
適な要求デバイスを使用して、ミラーリングサーバ上のメディアコンテンツへのアクセス
を要求し得る。例えば、ユーザ機器４０２、４０４、および４０６（全部図４）のいずれ
かを使用して、ミラーリングサーバ上にミラーリングされたメディアコンテンツにアクセ
スし得る。いくつかの実施形態では、要求デバイスは、例えば、画面６００（図６）等、
ミラーリングサーバ上にミラーリングされたメディアコンテンツのコピーのディレクトリ
を表示するためのクライアントインターフェースを含み得る。いくつかの実施形態では、
ディレクトリは、ユーザが視聴しているテレビ番組の上部にオーバーレイされ得、番組ガ
イド表示画面の上部にオーバーレイされ得、図６内の配列等の専用番組ガイド表示画面内
に表示され得、または図２の配列等のウェブページ内に表示され得る。代替として、ミラ
ーリングされたメディアコンテンツのコピーのリストは、図１に示されるような通常番組
リスト画面内において、ユーザに提示され得る。いくつかの実施形態では、ユーザまたは
要求デバイスがアクセスを付与されたメディアコンテンツのみ、要求デバイス上に表示さ
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れる画面６００のディレクトリ内に含まれ得る。例えば、ユーザは、ミラーリングサーバ
上のユーザの識別子に関連付けられた全ユーザデバイス（例えば、図８のステップ８１０
において、ユーザによって登録された全デバイス）にアクセスを付与し得る。また、いく
つかの実施形態では、メディアコンテンツへのアクセスは、ユーザ機器群によって共有さ
れる共同アカウントを通して取得され得る。いくつかの実施形態では、各ユーザおよび／
またはユーザ機器は、ミラーリングサーバ４３０（図４）上のメディアコンテンツにアク
セスするための一意の証明書（例えば、パスワードおよびユーザ名）を有し得る。
【００８４】
　ステップ９１２では、アクセス要求が、ステップ９１０においてユーザによって選択さ
れたメディアコンテンツのために、要求デバイス上で生成され得る。アクセス要求は、要
求されたメディアコンテンツのためのコンテンツ識別子（ミラーリングされるメディアコ
ンテンツディレクトリ内の選択されたエントリから取得され得る）、要求デバイスのため
のデバイス識別子、および所望に応じて、要求されたメディアコンテンツを再生するため
に好ましい出力フォーマットを含み得るが、それらに限定されない。
【００８５】
　ステップ９１４では、アクセス要求は、要求デバイスから、ミラーリングサーバ４３０
（図４）と同一または異なるサーバであり得る、トランスコードサーバ４５０（図４）に
伝送され得る。要求は、要求デバイスからトランスコードサーバに直接伝送され得、ある
いは中間デバイスまたはサーバを通して、ルーティングされ得る。ステップ９１６では、
アクセス要求がトランスコードサーバによって受信される。受信されたアクセス要求は、
処理され、要求に関連付けられたユーザおよび／または要求デバイスを判断し得る。いく
つかの実施形態では、トランスコードサーバ４５０（図４）は、統計分析またはデバッギ
ングを含むが、それらに限定されない、種々の目的のために、受信されたアクセス要求を
格納し得る。ステップ９１８では、例えば、アクセス要求内に含まれる情報および／また
はミラーリングサーバ４３０（図４）から受信されたディレクトリ情報に基づいて、トラ
ンスコードサーバ４５０（図４）は、要求デバイスがソースデバイス以外のデバイスであ
るかどうかを判断し得る。要求デバイスがソースデバイスである場合、プロセスは、ステ
ップ９５０（後述）へと続く。そうでなければ、プロセスはステップ９２０へと続く。
【００８６】
　ステップ９２０では、トランスコードサーバ４５０（図４）は、要求デバイスのための
適切なメディアコンテンツフォーマットを識別し得る。いくつかの実施形態では、適切な
メディアコンテンツフォーマットは、要求デバイスから受信されたアクセス要求内に含ま
れ得る。いくつかの実施形態では、トランスコードサーバは、例えば、要求デバイスの能
力に基づいて、要求デバイスのための適切なメディアコンテンツフォーマットを自動的に
判断し得る。例えば、トランスコードサーバ４５０（図４）は、要求デバイスの能力に基
づいて、複数のメディアコンテンツフォーマットから適切なメディアコンテンツフォーマ
ットを選択し得る。いくつかの実施形態では、要求デバイスのための適切なフォーマット
は、要求デバイスの帯域幅、表示、またはストレージ能力の任意の組み合わせに基づいて
、選択され得る。
【００８７】
　プロセスは、ステップ９２４へと続き、トランスコードサーバは、トランスコードが必
要であるかどうかを判断し得る。例えば、トランスコードは、ステップ９２０において識
別されるメディアコンテンツフォーマットがミラーリングされたメディアコンテンツのコ
ピーのオリジナルのフォーマットと同一、同等ではない、または互換性がない場合、必要
とされ得る。トランスコードが必要ではない場合、プロセスは、ステップ９４０へと続く
（後述）。そうでなければ、プロセスは、ステップ９２６へと続く。
【００８８】
　ステップ９２６では、ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーが、トランスコ
ードサーバ４５０（図４）上でトランスコードされ得る。いくつかの実施形態では、トラ
ンスコードサーバ４５０は、トランスコードに先立って、またはそれと同時に、直接リン
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ク４４２（図４）を通して、ミラーリングサーバ４３０（図４）からミラーリングされた
メディアコンテンツのコピーを取得し得る。いくつかの実施形態では、トランスコードサ
ーバ４５０（図４）上でのトランスコードは、要求デバイスからメディアコンテンツに対
する要求を受信するステップに先立って（すなわち、ステップ９１６に先立って）、生じ
得る。これらの実施形態では、トランスコードサーバ４５０またはミラーリングサーバ４
３０（両方図４）は、アクセス要求に応答して提供される、ミラーリングされたメディア
コンテンツの事前トランスコードされたコピーを格納し得る。いくつかの実施形態では、
事前トランスコードされたメディアコンテンツは、自動更新を受信する指定されたユーザ
デバイスに対するメディアコンテンツ更新において自動的に提供され得る。
【００８９】
　ステップ９２８では、メディアコンテンツのミラーリングされ、トランスコードされた
コピーは、トランスコードサーバ４５０（図４）によって、要求デバイスに提供される。
メディアコンテンツは、通信経路４６０（図４）を通して、要求デバイスに伝送され得る
。いくつかの実施形態では、メディアコンテンツのミラーリングされ、トランスコードさ
れたコピーは、例えば、要求デバイスのデコード速度および／または利用可能ストレージ
容量に基づいて、セグメント内の要求デバイスに提供され得る。プロセスは、ステップ９
３０へと続く。
【００９０】
　ステップ９３０では、要求デバイスに提供される、ミラーリングされ、トランスコード
されたメディアコンテンツが、要求デバイス上で再生される。メディアコンテンツは、ト
ランスコードサーバ４５０（図４）から遠隔に、あるいはトランスコードサーバ４５０（
図４）によって提供され要求デバイスによってキャッシュまたは格納された、ミラーリン
グされトランスコードされたコピーからローカルに、要求デバイス上で再生され得る。メ
ディアコンテンツの要求デバイス上での再生方法にかかわらず、ユーザは、メディアコン
テンツのＶＣＲのような制御を提供され得る。例えば、メディアコンテンツは、双方向メ
ディアガイダンスアプリケーションを使用して再生され得る。メディアガイダンスアプリ
ケーションは、ユーザがメディアコンテンツを停止、一時停止、巻き戻し、または早送り
した場合、ユーザに示すためのオーバーレイまたは他の指示を表示し得る。メディアコン
テンツがトランスコードサーバ４５０（図４）から遠隔に要求デバイス上で再生される場
合、トランスコードサーバは、ミラーリングおよびトランスコードされたメディアコンテ
ンツ内のポインタを格納し得、メディアコンテンツの再生、早送り、巻き戻し、または停
止に伴って調節され、現在の再生位置の追跡を維持し得る。これらの実施形態では、トラ
ンスコードサーバ４５０（図４）は、ユーザによって再生されている現在の番組のための
ポインタ情報を使用して、ユーザによって要求された次のメディアコンテンツの再生準備
が整うべきである時を判定し得る。例えば、メディアコンテンツの開始または終了時点を
越えてユーザポインタが調節される前の好適な時点において、要求デバイスによって要求
される前または次のメディアコンテンツが処理され得る。
【００９１】
　次に、ステップ９２４に戻ると、要求デバイスによって、トランスコードが必要とされ
ない場合（例えば、要求デバイスがミラーリングされたコピーのメディアコンテンツフォ
ーマットでメディアコンテンツを再生可能である、またはアクセス要求がミラーリングさ
れたコピーのメディアコンテンツフォーマットと同一、同等、または互換性があるメディ
アコンテンツフォーマットを指定する）、プロセスは、ステップ９４０へと続く。ステッ
プ９４０では、ミラーリングされたメディアコンテンツのコピーが、ミラーリングされた
コピーのオリジナルのメディアコンテンツフォーマットで要求デバイスに提供される。ま
た、適切な場合、トランスコードされたメディアコンテンツのコピーを要求デバイスに提
供するための上述のステップ９２８に関連した記載の機構を使用して、トランスコードす
せずに、要求デバイスにミラーリングされたメディアコンテンツのコピーを提供し得る。
要求デバイスに提供されたメディアコンテンツは、ステップ９４２において、要求デバイ
スで再生される。適切な場合、要求デバイス上でメディアコンテンツのミラーリングされ
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、トランスコードされたコピーを再生するためのステップ９３０に関連した記載の機構が
使用され得る。
【００９２】
　次に、ステップ９１８に戻ると、要求デバイスがソースデバイスである場合、プロセス
は、ステップ９５０へと続く。いくつかの実施形態では、所望に応じて、システム４００
（図４）は、典型的には、データ復元要求であるソースデバイスからのアクセス要求が、
ミラーリングサーバ４３０によって、受信および処理されるように構成され得る。ステッ
プ９５０では、ミラーリングサーバ４３０（図４）またはトランスコードサーバ４５０（
図４）は、要求されたメディアコンテンツがソースデバイス上で利用可能であるかどうか
を判断し得る。ソースデバイスがメディアコンテンツを有していない場合、メディアコン
テンツは、ステップ９５２において、ミラーリングサーバ４３０（図４）上にミラーリン
グされたコピーからソースデバイス上で復元され得る。いくつかの実施形態では、メディ
アコンテンツは、ソースデバイスによって受信されるメディアコンテンツにアクセスし、
ソースデバイスからミラーリングサーバに伝送されるユーザ入力に応答して、自動的に復
元され得る。他の実施形態では、メディアコンテンツは、メディアコンテンツを復元する
ためのユーザ要求に応答しのみ復元され得る（例えば、ステップ９５２における、画面上
のプロンプトに対するユーザ応答に応答して）。プロセスは、ステップ９５４へと進み、
メディアコンテンツは、ソースデバイス上に格納（または、復元）されるメディアコンテ
ンツのコピーから、ソースデバイス上で再生される。
【００９３】
　実践では、プロセス９００に示される１つ以上のステップは、他のステップと組み合わ
せられ、任意の適切な順番で行われ、並行して行われ（例えば、同時または略同時に）、
または除去され得る。例えば、いくつかの実施形態では、プロセス９００のステップ９２
６、９２８、および９３０は、組み合わされて、または同時に行われ得る。これらの実施
形態では、トランスコード、提供、および再生ステップは、メディアコンテンツの一部が
、残りの部分がトランスコードされ要求デバイスに提供される間に、要求デバイス上で再
生されるように組み合わされ得る。好適なアプローチの１つでは、メディアコンテンツは
、リアルタイムで、トランスコードサーバ４５０（図４）によって、要求デバイス上で、
トランスコードおよび再生され得る。メディアコンテンツがデジタルデータストリームと
して配信される場合、要求デバイスは、データストリームをリアルタイムでデコードし得
る。メディアコンテンツは、ユーザによって設定された選好に従って、配信および再生さ
れ得る。第２の好適なアプローチでは、メディアコンテンツは、１つ以上のデジタルファ
イルまたはデジタルデータストリームとして配信され得、再生のために要求デバイスによ
って格納される。第３の好適なアプローチでは、メディアコンテンツは、トランスコード
サーバ４５０（図４）によって再生され、好適なニア・ビデオ・オン・デマンド（ＮＶＯ
Ｄ）アプローチを使用して、アナログまたはデジタルチャンネルを介して、スケジュール
に従って配信され得る。また、これらのアプローチまたは任意の他の好適なアプローチの
任意の組み合わせが使用され得る。
【００９４】
　メディアコンテンツの議論は、ビデオコンテンツを中心としているが、メディアガイダ
ンスの原理は、音楽、画像等、他の種類のメディアコンテンツにも適用可能であることを
理解されたい。
【００９５】
　本発明の上述の実施形態は、限定ではなく、例示目的のために提示され、本発明は、以
下の請求項によってのみ限定される。
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