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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　録画した番組の部分を削除するための方法であって、該方法は、
　録画した番組と関連付けられた動作を実行するようにというユーザからの命令を受信す
ることと、
　該録画した番組の部分が視聴されたことを決定することと、
　該録画した番組の視聴した部分を決定することと、
　削除のために該録画した番組の視聴した部分の一部にフラグを付けることであって、該
フラグ付き部分は、該視聴した部分の終点よりも前の終点を有し、該フラグを付けること
は、該録画した番組の視聴した部分の該一部が少なくとも所定の長さであるかどうかの関
数である、ことと、
　該録画した番組の視聴した部分の該フラグ付き部分を削除することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記視聴した部分の一部にフラグを付けることは、該視聴した部分の一部が削除された
ことを前記ユーザに示すことを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記視聴した部分の一部は、該視聴した部分の一部が実際に削除される前に、削除され
ているものとして前記ユーザに示される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
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　前記視聴した部分の一部にフラグを付けることは、該視聴した部分の一部が削除される
ことを前記ユーザに示すことを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記フラグを付けることは、前記視聴した部分の一部が削除されたこと、または、削除
されることを前記ユーザに示すことなく実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記命令は、番組の視聴した部分を削除することに関係する一般選好設定であり、前記
削除のために前記番組の視聴した部分の一部にフラグを付けることは、前記ユーザとの対
話の関数である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記録画した番組は、他のユーザと関連付けられ、前記視聴した部分のフラグ付き部分
は、該録画した番組の視聴した部分および該他のユーザによって視聴された該録画した番
組の部分のうちの小さいほうである、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記視聴した部分のフラグ付き部分の長さを示すものを表示することをさらに含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記視聴した部分のフラグ付き部分によって使用されるディスク空間の割合を示すもの
を表示することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ユーザから命令を受信することは、前記録画した番組の前記ユーザからの選択を受
信することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ユーザから命令を受信することは、少なくとも１つの他の録画した番組の前記ユー
ザからの選択を受信することをさらに含み、前記方法は、
　視聴された該他の録画した番組の部分を決定することと、
　削除のために該少なくとも１つの他の録画した番組の視聴した部分の一部にフラグを付
けることと
　をさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記録画した番組の視聴した部分と前記少なくとも１つの他の録画した番組の視聴した
部分との両方の前記フラグ付き部分を削除することをさらに含む、請求項１１に記載の方
法。
【請求項１３】
　フラグを付けられている前記視聴した部分の一部は、前記録画した番組が別のユーザと
関連付けられるかどうかの関数であり、前記方法は、
　別のユーザと関連付けられない場合に、該録画した番組のフラグ付き部分を削除するこ
とをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記録画した番組の視聴した部分の一部にフラグを付けることは、前記ユーザが削除す
ることを決定した該録画した番組の量を記録しておくことを含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項１５】
　前記削除のために前記録画した番組の視聴した部分の一部にフラグを付けることは、シ
ステム記憶の使用量の統計を更新することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記方法は、前記録画した番組を再生することをさらに含み、
　前記録画した番組と関連付けられた動作を実行するようにというユーザからの命令を受
信することは、該録画した番組における現在の視聴位置で、該ユーザから停止または一時
停止コマンドを受信することを含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項１７】
　前記フラグを付けることは、前記録画した番組のための記憶デバイスの中に残存してい
る記憶空間の量が所定のレベルを下回るかどうかの関数である、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記フラグを付けることは、前記録画した番組のための記憶デバイス上に記憶されてい
る番組の数の関数である、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記フラグを付けることは、前記録画した番組が少なくとも所定のジャンルであるかど
うかの関数である、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記フラグを付けることは、前記録画した番組と関連付けられた削除優先順位設定の関
数である、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記フラグを付けることは、前記録画した番組と関連付けられた録画品質の関数である
、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記録画した番組の現在の視聴位置に基づいて、前記視聴した部分の一部の終了時間を
選択することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記終了時間は、前記現在の視聴位置の前の所定の時間量である、請求項２２に記載の
方法。
【請求項２４】
　前記終了時間は、前記現在の視聴位置の前の最新の場面、チャプター、またはコマーシ
ャルの時間の終了に対応する、請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　前記視聴した部分を決定することは、前記録画した番組の再生中に前記ユーザから受信
される早送りまたは巻き戻しコマンドの関数である、請求項１に記載の方法。
【請求項２６】
　前記視聴した部分を決定することは、前記録画した番組の視聴した部分に、再生中に前
記ユーザが早送りしたコマーシャルに対応する該録画した番組の部分を含むことを含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項２７】
　他の番組と関連付けられた動作を実行することをさらに含み、前記録画した番組の視聴
した部分の一部は、該他の番組と関連付けられた動作の結果としてフラグを付けられる、
請求項１に記載の方法。
【請求項２８】
　録画した番組の部分を削除するためのシステムであって、該システムは、
　表示デバイスと、
　ユーザ入力デバイスと、
　録画した番組を記憶するための記憶デバイスと、
　ユーザ機器と
　を備え、
　双方向アプリケーションが少なくとも部分的に該ユーザ機器上で実装され、
　該双方向アプリケーションは、
　　該ユーザ入力デバイスから、録画した番組と関連付けられた動作を実行するようにと
いうユーザからの命令を受信することと、
　　録画した番組の部分が視聴されたことを決定することと、
　　該録画した番組の視聴した部分を決定することと、
　　削除のために該録画した番組の視聴した部分の一部にフラグを付けることであって、
該フラグ付き部分は、該視聴した部分の終点よりも前の終点を有し、該双方向アプリケー
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ションは、該録画した番組の該部分の一部が少なくとも所定の長さであるかどうかに基づ
いて、該視聴した該部分の該一部にフラグを付けるように構成されている、ことと、
　　該録画した番組の視聴した部分の該フラグ付き部分を該記憶デバイスから削除するこ
とと
　を行うように構成されている、システム。
【請求項２９】
　前記双方向アプリケーションは、前記視聴した部分の一部が削除されたことを前記表示
デバイス上で前記ユーザに示すようにさらに構成されている、請求項２８に記載のシステ
ム。
【請求項３０】
　前記視聴した部分の一部は、該視聴した部分の一部が実際に削除される前に、削除され
ているものとして前記ユーザに示される、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記双方向アプリケーションは、前記視聴した部分の一部が削除されることを前記表示
デバイス上で前記ユーザに示すようにさらに構成されている、請求項２８に記載のシステ
ム。
【請求項３２】
　前記視聴した部分の一部は、該視聴した部分の一部が削除されたこと、または、削除さ
れることを前記ユーザに示すことなくフラグを付けられる、請求項２８に記載のシステム
。
【請求項３３】
　前記命令は、番組の視聴した部分を削除することに関係する一般選好設定であり、前記
双方向アプリケーションは、前記ユーザとの対話に基づいて該視聴した部分の一部にフラ
グを付ける、請求項２８に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記録画した番組は、他のユーザと関連付けられ、前記視聴した部分のフラグ付き部分
は、該録画した番組の視聴した部分および該他のユーザによって視聴された該録画した番
組の部分のうちの小さいほうである、請求項２８に記載のシステム。
【請求項３５】
　前記双方向アプリケーションは、前記視聴した部分のフラグ付き部分の長さを示すもの
を前記表示デバイス上で表示するようにさらに構成されている、請求項２８に記載のシス
テム。
【請求項３６】
　前記双方向アプリケーションは、前記視聴した部分のフラグ付き部分によって使用され
るディスク空間の割合を示すものを前記表示デバイス上で表示するようにさらに構成され
ている、請求項２８に記載のシステム。
【請求項３７】
　前記ユーザから受信される前記命令は、前記録画した番組の該ユーザからの選択を含む
、請求項２８に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記ユーザから受信される前記命令は、少なくとも１つの他の録画した番組の該ユーザ
からの選択をさらに含み、
　前記双方向アプリケーションは、
　　視聴された該他の録画した番組の部分を決定することと、
　　削除のために該少なくとも１つの他の録画した番組の視聴した部分の一部にフラグを
付けることと
　を行うようにさらに構成されている、請求項３７に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記双方向アプリケーションは、前記録画した番組の視聴した部分と前記少なくとも１
つの他の録画した番組の視聴した部分との両方の前記フラグ付き部分を削除するようにさ
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らに構成されている、請求項３８に記載のシステム。
【請求項４０】
　フラグを付けられている前記視聴した部分の一部は、前記録画した番組が別のユーザと
関連付けられるかどうかの関数であり、
　前記双方向アプリケーションは、別のユーザと関連付けられない場合に、該録画した番
組のフラグ付き部分を削除するようにさらに構成されている、請求項２８に記載のシステ
ム。
【請求項４１】
　前記双方向アプリケーションは、前記ユーザが削除することを決定した前記録画した番
組の量を記録しておくようにさらに構成されている、請求項２８に記載のシステム。
【請求項４２】
　前記双方向アプリケーションは、システム記憶の使用量の統計を更新して、前記録画し
た番組の視聴した部分の一部が削除のためにフラグを付けられたことを反映するようにさ
らに構成されている、請求項２８に記載のシステム。
【請求項４３】
　前記双方向アプリケーションは、前記録画した番組を再生するようにさらに構成され、
前記ユーザから受信される前記命令は、該録画した番組における現在の視聴位置において
該ユーザから受信される停止または一時停止コマンドを含む、請求項２８に記載のシステ
ム。
【請求項４４】
　前記双方向アプリケーションは、前記録画した番組のための記憶デバイスの中に残存し
ている記憶空間の量が、所定のレベルを下回るかどうかに基づいて、前記視聴した部分の
一部にフラグを付けるように構成されている、請求項２８に記載のシステム。
【請求項４５】
　前記双方向アプリケーションは、前記録画した番組のための記憶デバイス上に記憶され
ている番組の数に基づいて、前記視聴した部分の一部にフラグを付けるように構成されて
いる、請求項２８に記載のシステム。
【請求項４６】
　前記双方向アプリケーションは、前記録画した番組が、少なくとも所定のジャンルであ
るかどうかに基づいて、前記視聴した部分の一部にフラグを付けるように構成されている
、請求項２８に記載のシステム。
【請求項４７】
　前記双方向アプリケーションは、前記録画した番組と関連付けられた削除優先順位設定
に基づいて、前記視聴した部分の一部にフラグを付けるように構成されている、請求項２
８に記載のシステム。
【請求項４８】
　前記双方向アプリケーションは、前記録画した番組と関連付けられた録画品質に基づい
て、前記視聴した部分の一部にフラグを付けるように構成されている、請求項２８に記載
のシステム。
【請求項４９】
　前記双方向アプリケーションは、前記録画した番組の現在の視聴位置に基づいて、前記
視聴した部分の一部の終了時間を選択するようにさらに構成されている、請求項２８に記
載のシステム。
【請求項５０】
　前記終了時間は、前記現在の視聴位置の前の所定の時間量である、請求項４９に記載の
システム。
【請求項５１】
　前記終了時間は、前記現在の視聴位置の前の最新の場面、チャプター、またはコマーシ
ャルの時間の終了に対応する、請求項４９に記載のシステム。
【請求項５２】
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　前記双方向アプリケーションは、前記録画した番組の再生中に前記ユーザから受信され
る早送りまたは巻き戻しコマンドに基づいて、前記視聴した部分を決定するようにさらに
構成されている、請求項２８に記載のシステム。
【請求項５３】
　前記双方向アプリケーションは、前記録画した番組の視聴した部分に、再生中に前記ユ
ーザが早送りしたコマーシャルに対応する該録画した番組の部分を含むようにさらに構成
されている、請求項２８に記載のシステム。
【請求項５４】
　前記双方向アプリケーションは、他の番組と関連付けられた動作を実行するようにさら
に構成され、前記録画した番組の視聴した部分の一部は、該他の番組と関連付けられた動
作の結果としてフラグを付けられる、請求項２８に記載のシステム。
【請求項５５】
　録画した番組の複数部分を削除するための装置であって、該装置は、
　録画した番組と関連付けられた動作を実行するようにというユーザからの命令を受信す
る手段と、
　該録画した番組の部分が視聴されたことを決定する手段と、
　該録画した番組の視聴した部分を決定する手段と、
　削除のために該録画した番組の視聴した部分の一部にフラグを付ける手段であって、該
フラグ付き部分は、該視聴した部分の終点よりも前の終点を有し、該フラグを付ける手段
は、該録画した番組の視聴した該部分の一部が少なくとも所定の長さであるかどうかに基
づいて、該視聴した該部分の該一部にフラグを付ける手段を備えている、手段と、
　該録画した番組の視聴した部分のフラグ付き部分を削除する手段と
　を備えている、装置。
【請求項５６】
　前記視聴した部分の一部にフラグを付ける手段は、前記視聴した部分の一部が削除され
たことを前記ユーザに示す手段を備えている、請求項５５に記載の装置。
【請求項５７】
　前記視聴した部分の一部は、該視聴した部分の一部が実際に削除される前に、削除され
ているものとして前記ユーザに示される、請求項５６に記載の装置。
【請求項５８】
　前記視聴した部分の一部にフラグを付ける手段は、前記視聴した部分の一部が削除され
ることを前記ユーザに示す手段を備えている、請求項５５に記載の装置。
【請求項５９】
　前記視聴した部分の一部は、該視聴した部分の一部が削除されたこと、または削除され
ることを前記ユーザに示すことなくフラグを付けられる、請求項５５に記載の装置。
【請求項６０】
　前記命令は、番組の視聴した部分を削除することに関係する一般選好設定であり、前記
フラグを付ける手段は、前記ユーザとの対話に基づいて、該視聴した部分の一部にフラグ
を付ける手段を備えている、請求項５５に記載の装置。
【請求項６１】
　前記録画した番組は、他のユーザと関連付けられ、前記視聴した部分のフラグ付き部分
は、該録画した番組の視聴した部分および該他のユーザによって視聴された録画した番組
の部分のうちの小さいほうである、請求項５５に記載の装置。
【請求項６２】
　前記視聴した部分のフラグ付き部分の長さを示すものを表示する手段をさらに備えてい
る、請求項５５に記載の装置。
【請求項６３】
　前記視聴した部分のフラグ付き部分によって使用されるディスク空間の割合を示すもの
を表示する手段をさらに備えている、請求項５５に記載の装置。
【請求項６４】
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　前記ユーザから命令を受信する手段は、前記録画した番組の該ユーザからの選択を受信
する手段を備えている、請求項５５に記載の装置。
【請求項６５】
　前記ユーザから命令を受信する手段は、少なくとも１つの他の録画した番組のユーザか
らの選択を受信する手段をさらに備え、前記装置は、
　視聴された該他の録画した番組の部分を決定する手段と、
　削除のために該少なくとも１つの他の録画した番組の視聴した部分の一部にフラグを付
ける手段と
　をさらに備えている、請求項６４に記載の装置。
【請求項６６】
　前記録画した番組の視聴した部分と前記少なくとも１つの他の録画した番組の視聴した
部分との両方の前記フラグ付き部分を削除する手段をさらに備えている、請求項６５に記
載の装置。
【請求項６７】
　前記フラグを付けられている視聴した部分の一部は、前記録画した番組が別のユーザと
関連付けられるかどうかの関数であり、前記装置は、
　別のユーザと関連付けられない場合に、該録画した番組のフラグ付き部分を削除する手
段をさらに備えている、請求項５５に記載の装置。
【請求項６８】
　前記録画した番組の視聴した部分の一部にフラグを付ける手段は、前記ユーザが削除す
ることを決定した該録画した番組の量を記録しておく手段を備えている、請求項５５に記
載の装置。
【請求項６９】
　前記削除のために前記録画した番組の視聴した部分の一部にフラグを付ける手段は、シ
ステム記憶の使用量の統計を更新する手段を備えている、請求項５５に記載の装置。
【請求項７０】
　前記装置は、前記録画した番組を再生する手段をさらに備え、
　前記録画した番組と関連付けられた動作を実行するようにというユーザからの命令を受
信する手段は、該録画した番組における現在の視聴位置において該ユーザから停止または
一時停止コマンドを受信する手段を備えている、請求項５５に記載の装置。
【請求項７１】
　前記フラグを付ける手段は、前記録画した番組のための記憶デバイスの中に残存してい
る記憶空間の量が、所定のレベルを下回るかどうかに基づいて、前記視聴した部分の一部
にフラグを付ける手段を備えている、請求項５５に記載の装置。
【請求項７２】
　前記フラグを付ける手段は、前記録画した番組のための記憶デバイス上に記憶されてい
る番組の数に基づいて、前記視聴した部分の一部にフラグを付ける手段を備えている、請
求項５５に記載の装置。
【請求項７３】
　前記フラグを付ける手段は、前記録画した番組が、少なくとも所定のジャンルであるか
どうかに基づいて、前記視聴した部分の一部にフラグを付ける手段を備えている、請求項
５５に記載の装置。
【請求項７４】
　前記フラグを付ける手段は、前記録画した番組と関連付けられた削除優先順位設定に基
づいて、前記視聴した部分の一部にフラグを付ける手段を備えている、請求項５５に記載
の装置。
【請求項７５】
　前記フラグを付ける手段は、前記録画した番組と関連付けられた録画品質に基づいて、
前記視聴した部分の一部にフラグを付ける手段を備えている、請求項５５に記載の装置。
【請求項７６】
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　前記録画した番組の現在の視聴位置に基づいて、前記視聴した部分の一部の終了時間を
選択する手段をさらに備えている、請求項５５に記載の装置。
【請求項７７】
　前記終了時間は、前記現在の視聴位置の前の所定の時間量である、請求項７６に記載の
装置。
【請求項７８】
　前記終了時間は、前記現在の視聴位置の前の最新の場面、チャプター、またはコマーシ
ャルの時間の終了に対応する、請求項７６に記載の装置。
【請求項７９】
　前記視聴した部分を決定する手段は、前記録画した番組の再生中に前記ユーザから受信
される早送りまたは巻き戻しコマンドに基づいて、該視聴した部分を決定する手段を備え
ている、請求項５５に記載の装置。
【請求項８０】
　前記視聴した部分を決定する手段は、前記録画した番組の視聴した部分に、再生中に前
記ユーザが早送りしたコマーシャルに対応する該録画した番組の部分を含む手段を備えて
いる、請求項５５に記載の装置。
【請求項８１】
　他の番組と関連付けられた動作を実行する手段をさらに備え、前記録画した番組の視聴
した部分の一部は、該他の番組と関連付けられた動作の結果としてフラグを付けられる、
請求項５５に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、録画した番組を管理するステップに関し、より具体的には、録画し
た番組の視聴した部分を削除するステップに関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）、パーソナルビデオレコーダ（ＰＶＲ）、および他
のローカルまたは遠隔記憶システムが、広く利用可能である。これらの記憶システムは、
テレビ番組または映画等の、任意の好適な種類のメディアコンテンツを記憶するために使
用され得る。いくつかの種類のメディアコンテンツは、長い上映時間を有する場合があり
、かつ記憶システムの中の大量の空間を利用する場合がある。例えば、ユーザが、記憶シ
ステム上に、３時間の高解像度（ＨＤ）映画またはドキュメンタリーを録画する場合があ
る。記憶システム上で利用可能な有限量の記憶空間により、そのような空間を消費するメ
ディアコンテンツは、記憶デバイス上に記憶することができる他の番組の数を限定する場
合がある。したがって、記憶デバイス上の空間を効率的に利用するためのシステムおよび
方法を提供することが望ましいであろう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、記憶デバイスから録画した番組の視聴した部分を削除するためのシステム
および方法が提供される。視聴した部分は、録画制御アプリケーションによって識別され
、削除され得る。録画制御アプリケーションは、記憶デバイスの録画制御または他の録画
に基づいた機能性（例えば、録画した番組の再生または録画した番組の削除）を提供する
ために好適である、任意のアプリケーションであり得る。いくつかの実施形態では、録画
制御アプリケーションは、双方向番組ガイドの等の双方向メディアガイダンスアプリケー
ションである。限定ではなく明確にする目的で、本明細書で開示される種々の実施形態は
、双方向メディアガイダンスアプリケーションによって提供されるものとして説明される
。
【課題を解決するための手段】
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【０００４】
　本発明のいくつかの実施形態では、双方向メディアガイダンスアプリケーションは、録
画した番組と関連する動作を実施するように、ユーザから命令を受信し得る。双方向メデ
ィアガイダンスアプリケーションは、録画した番組の一部分が視聴されたことを決定し得
、かつ視聴した部分を決定し得る。視聴した部分の少なくとも一部は、双方向メディアガ
イダンスアプリケーションによって、削除のためにフラグを付けられ得る。次いで、双方
向メディアガイダンスアプリケーションは、適切な時に、視聴した番組のフラグ付き部分
を削除し得る。
【０００５】
　一実施形態では、ユーザによって命令される動作は、録画した番組と関連するリスト項
目を選択またはハイライトすることであり得る。例えば、リスト項目は、記憶デバイス上
に記憶された番組のリストの一部であり得る。リスト中の記憶された番組のタイトルを提
供することに加えて、双方向メディアガイダンスアプリケーションはまた、各番組の長さ
およびユーザによって視聴された各番組の量の表示を表示し得る。録画した番組のリスト
項目を選択するユーザ要求の受信に応じて、双方向メディアガイダンスアプリケーション
は、選択された番組の一部分が視聴されたかどうかを決定し得、もしそうであれば、視聴
した部分を決定し得る。次いで、双方向メディアガイダンスアプリケーションは、番組情
報表示画面に、番組の説明を提供し得、番組情報表示画面は、そのような視聴した部分が
識別され得る時に、録画した番組の視聴した部分を削除するオプションを含む。削除オプ
ションのユーザ選択の受信に応じて、双方向メディアガイダンスアプリケーションは、削
除のために録画した番組の視聴した部分の少なくとも一部分にフラグを付ける。
【０００６】
　随意で、双方向メディアガイダンスアプリケーションは、視聴した部分を削除するオプ
ションのユーザ選択に応答して、録画した番組の更新したリストを提供し得る。更新した
リストは、録画した番組が短縮されたことを示す、録画した番組の更新したリスト項目を
含み得る。例えば、双方向メディアガイダンスアプリケーションは、視聴した部分の削除
後に、録画した番組の長さの表示を表示し得る。
【０００７】
　本発明の別の実施形態では、ユーザによって命令される動作は、録画した番組の一般選
好設定であり得る。例えば、一般選好設定は、特定の種類（例えば、ドキュメンタリー）
または質（例えば、高解像度）であり、あるいは記憶デバイス上の記憶空間が所定のレベ
ルを下回る時に別の基準に基づく、録画した番組の視聴した部分を自動的に削除する設定
であり得る。したがって、番組が録画されている時に、双方向メディアガイダンスアプリ
ケーションは、記憶空間が所定のレベルを下回ったことを決定し得、かつ、削除のために
フラグを付けるように、視聴した部分を伴う録画した番組を自動的に識別し得る。
【０００８】
　本発明のさらに別の実施形態では、ユーザによって命令される動作は、録画した番組が
再生されている間に録画した番組を停止または一時停止するユーザ要求であり得る。双方
向メディアガイダンスアプリケーションは、録画した番組における現在の視聴位置で、録
画した番組の再生を停止または一時停止するユーザ要求を受信し得る。現在の視聴位置で
のユーザ一時停止または停止コマンドに応答して、双方向メディアガイダンスアプリケー
ションは、これまで視聴された、録画した番組の部分を決定し得る。例えば、該部分は、
録画した番組の開始時に、またはユーザが番組を見始めた番組中の点から始まってもよく
、かつ現在の視聴位置に実質的に対応する位置で終了し得る。加えて、メディアガイダン
スアプリケーションは、現在の視聴位置で録画した番組のフレーム上に重ねられる削除プ
ロンプトオーバーレイ等の、削除プロンプトを表示し得る。削除プロンプトは、これまで
視聴された、録画した番組の該部分を削除するように、ユーザを促し得る。プロンプトへ
のユーザ応答の受信に応じて、双方向メディアガイダンスアプリケーションは、記憶デバ
イスからの削除のために視聴した部分にフラグを付け得る。
【０００９】
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　いくつかの実施形態では、双方向メディアガイダンスアプリケーションは、画像または
ビデオ情報（例えば、プレビュー）を提供して、部分的に視聴されたビデオを削除するか
どうか、またはどこを削除するかを決定するのにユーザに役立ち得る。例えば、１つのそ
のような実施形態では、削除のために提案されているビデオの部分の最後のＮ（例えば、
３０）秒を実質的に描写する、ビデオループプレビューがユーザに提供される。別のその
ような実施形態では、削除のために提案されている部分の後に発生する、次のＮ秒のビデ
オを示す、ビデオループプレビューがユーザに表示される。画像またはビデオ情報は、例
えば、削除プロンプトの中に表示され得、または、一時停止または停止したビデオの静止
フレームの代わりに表示され得る。
【００１０】
　典型的には、双方向メディアガイダンスアプリケーションは、一時停止または停止コマ
ンドが受信された点で、録画した番組の該部分の削除を停止する。しかしながら、他の実
施形態では、削除した部分の他の終点が選択され得る。例えば、双方向メディアガイダン
スアプリケーションは、一時停止または停止点の前の録画した番組の中の所定の時間量（
例えば、３分）で、あるいは、最新のコマーシャルの時間またはチャプター／場面終了の
終了時に、録画した番組の削除を停止し得る。これは、例えば、ユーザが現れるもののコ
ンテキストを確立することができるように、一時停止点からのビデオの後続視聴時に、ユ
ーザが巻き戻し得る、少量のビデオを提供する。さらに他の実施形態では、削除のために
促される部分の終点は、録画した番組を見ながらユーザによって発行される早送りおよび
巻き戻しコマンドに基づいて選択され得る。例えば、削除のために促される部分は、ユー
ザが録画した番組を早送りし始めた点で終了し得る。代替として、ユーザが番組の第１の
部分を見て、次いで、「ここまで見た」点の前にある点まで番組を巻き戻した場合、削除
のために促される番組の部分は、番組が巻き戻された点で終了し得る。これらの実施形態
では、ユーザがリアルタイム速度で視聴した、録画した番組の連続部分のみが、視聴した
部分を削除するユーザ指示に応答して記憶デバイスから削除される。
【００１１】
　双方向メディアガイダンスアプリケーションは、マルチユーザ能力を有し得る。いくつ
かの実施形態では、双方向メディアガイダンスアプリケーションは、双方向メディアガイ
ダンスアプリケーションの各ユーザに対するユーザプロファイルを維持し得る。各ユーザ
プロファイルは、ユーザと関連する録画した番組のリストを含み得る。例えば、リストは
、ユーザプロファイルに記憶された選好に基づいて自動的に録画された番組、ユーザがア
プリケーションにログインしていた間に、手動で録画が予定された番組、またはユーザに
よってお気に入りとしてマークされた番組を含み得る。ユーザプロファイルはまた、リス
ト中の録画した番組のそれぞれについて、ユーザが視聴した、録画した番組の部分に関す
る表示を含み得る。例えば、ユーザプロファイルは、それぞれ、ユーザが録画した番組を
見始めた時、および見るのを止めた時を示す、開始時間および終了時間を記録しておいて
もよい。
【００１２】
　ユーザプロファイルを使用して、双方向メディアガイダンスアプリケーションは、ユー
ザのうちの１人が録画した番組の一部または全体を削除することを選択すると、録画した
番組の部分を選択的に削除し得る。ユーザのうちの１人が、そのユーザと関連する録画し
た番組の一部または全体を削除することを選択すると、双方向メディアガイダンスアプリ
ケーションは、録画した番組が別のユーザと依然として関連するならば、録画した番組を
削除しなくてもよい。したがって、他のユーザは、依然として番組を視聴することが可能
となり、知らないうちに、または明白なコマンドなしで番組が削除されることについて心
配する必要がない。
【００１３】
　いくつかのシナリオでは、録画した番組と関連する他のユーザもまた、録画した番組の
少なくとも一部分を削除することを選択している場合がある。録画した番組の一部または
全体を削除することを選択するユーザに応じて、双方向メディアガイダンスアプリケーシ
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ョンは、削除のために、番組と関連するユーザの全てが削除することを選択した、録画し
た番組の部分にフラグを付け得る。例えば、録画した番組が２人のユーザと関連する場合
、録画した番組が第２のユーザのために維持されているため、双方向メディアガイダンス
アプリケーションは、第１のユーザが録画した番組の視聴した部分を削除することを選択
すると、録画した番組のいずれの部分にもフラグを付けない、または削除しなくてもよい
。次いで、第２のユーザが録画した番組全体を削除することを選択した場合、双方向メデ
ィアガイダンスアプリケーションは、第１のユーザによって視聴された部分にフラグを付
けるか、または削除し得る（この部分が両方のユーザによって削除されたため）。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、番組の部分が削除され得ることを第１のユーザが示すが、番
組の該部分が第２のユーザのために（部分的または完全に）維持されるべきであることを
双方向メディアガイダンスアプリケーションが検出すると、双方向メディアガイダンスア
プリケーションは、第１のユーザに関する削除のために削除またはマークされたものとし
て、該部分をタグ付けし得る。前者の場合、双方向メディアガイダンスアプリケーション
は、実際には、コンテンツが第２のユーザのためにハードドライブ上で依然として維持さ
れている時に、削除コマンドが実行されかのように第１のユーザに見せてもよい。後者の
場合、番組の該部分は、第１および／または第２のユーザによって、削除のためにマーク
されたものとして見なされ得るが、明確に依然として利用可能である。いずれの場合にし
ても、少なくとも２つの異なる数が、利用可能なハードドライブ空間についてユーザに提
供され得、例えば、「空いている」および「録画に利用可能である」であり、後者は、典
型的には前者以下である。
【００１５】
　タグ付けおよびマーキングも、視聴した部分の一部が削除のためにフラグを付けられた
ことを、メディアガイダンスアプリケーションがユーザに知らせるための２つの方法を指
す。本明細書で使用されるような、削除のために録画した番組の部分に「フラグを付ける
ステップ」とは、録画した番組が、記憶デバイスからの削除のために、待ち行列に入れら
れるかもしれない、入れられる、入れられた、または入れられているという、任意の種類
の指示を指し得る。例えば、録画した番組の部分にフラグを付けるために、メディアガイ
ダンスアプリケーションは、録画した番組の該部分が削除されるかもしれない、削除され
る、または削除された、あるいはメディアガイダンスアプリケーションが削除のために該
部分を待ち行列に入れてもよいという指示を記憶し得る。一部分にフラグを付けるステッ
プは、該部分が、削除のために待ち行列に入れられるかもしれない、入れられる、入れら
れた、または入れられていることをユーザに視覚的に知らせるステップを伴っても、伴わ
なくてもよい。メディアガイダンスアプリケーションがユーザに知らせる場合、メディア
ガイダンスアプリケーションは、上記で説明されるタグ付けまたはマーキング方法論、あ
るいは任意の他の好適な技法を使用し得る。
例えば、本願発明は以下の項目を提供する。
（項目１）
　録画した番組の部分を削除するための方法であって、
　録画した番組と関連する動作を実施するようにユーザから命令を受信するステップと、
　該録画した番組の部分が視聴されたことを決定するステップと、
　該録画した番組の視聴した部分を決定するステップと、
　削除のために該録画した番組の視聴した部分の一部にフラグを付けるステップと
　を含む、方法。
（項目２）
　前記録画した番組の視聴した部分のフラグ付き部分を削除するステップをさらに含む、
項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記視聴した部分の一部にフラグを付けるステップは、該視聴した部分の一部が削除さ
れたことを前記ユーザに示すステップを含む、項目１に記載の方法。
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（項目４）
　前記視聴した部分の一部は、該視聴した部分の一部が実際に削除される前に、削除され
ているものとして前記ユーザに示される、項目３に記載の方法。
（項目５）
　前記視聴した部分の一部にフラグを付けるステップは、該視聴した部分の一部が削除さ
れることを前記ユーザに示すステップを含む、項目１に記載の方法。
（項目６）
　前記フラグを付けるステップは、前記視聴した部分の一部が削除されたこと、または削
除されることを前記ユーザに示すことなく実施される、項目１に記載の方法。
（項目７）
　前記命令は、番組の視聴した部分を削除するステップに関係する一般選好設定であり、
前記削除のために前記番組の視聴した部分の一部にフラグを付けるステップは、前記ユー
ザとの対話の関数である、項目１に記載の方法。
（項目８）
　前記視聴した部分のフラグ付き部分は、視聴した部分全体である、項目１に記載の方法
。
（項目９）
　前記録画した番組は、他のユーザと関連し、前記視聴した部分のフラグ付き部分は、該
録画した番組の視聴した部分および該他のユーザによって視聴された該録画した番組の部
分のうちの小さいほうである、項目１に記載の方法。
（項目１０）
　前記視聴した部分のフラグ付き部分の長さの表示を表示するステップをさらに含む、項
目１に記載の方法。
（項目１１）
　前記視聴した部分のフラグ付き部分によって使用されるディスク空間の割合の表示を表
示するステップをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目１２）
　前記ユーザから命令を受信するステップは、前記録画した番組の前記ユーザからの選択
を受信するステップを含む、項目１に記載の方法。
（項目１３）
　前記ユーザから命令を受信するステップは、少なくとも１つの他の録画した番組の前記
ユーザからの選択を受信するステップをさらに含み、前記方法は、
　視聴された該他の録画した番組の部分を決定するステップと、
　削除のために該少なくとも１つの他の録画した番組の視聴した部分の一部にフラグを付
けるステップと
　をさらに含む、項目１２に記載の方法。
（項目１４）
　前記録画した番組の視聴した部分と前記少なくとも１つの他の録画した番組の視聴した
部分との両方の前記フラグ付き部分を削除するステップをさらに含む、項目１３に記載の
方法。
（項目１５）
　フラグを付けられている前記視聴した部分の一部は、前記録画した番組が別のユーザと
関連するかどうかの関数であり、前記方法はさらに、
　別のユーザと関連しない場合に、該録画した番組のフラグ付き部分を削除するステップ
を含む、
　項目１に記載の方法。
（項目１６）
　前記録画した番組の視聴した部分の一部にフラグを付けるステップは、前記ユーザが削
除することを決定した該録画した番組の量を記録しておくステップを含む、項目１に記載
の方法。
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（項目１７）
　前記削除のために前記録画した番組の視聴した部分の一部にフラグを付けるステップは
、システム記憶の使用量の統計を更新するステップを含む、項目１に記載の方法。
（項目１８）
　前記方法はさらに、前記録画した番組を再生するステップを含み、
　前記録画した番組と関連する動作を実施するようにユーザから命令を受信するステップ
は、該録画した番組における現在の視聴位置で、ユーザから停止または一時停止コマンド
を受信するステップを含む、
項目１に記載の方法。
（項目１９）
　前記フラグを付けるステップは、前記録画した番組のための記憶デバイスの中に残存し
ている記憶空間の量が、所定のレベルを下回るかどうかの関数である、項目１に記載の方
法。
（項目２０）
　前記フラグを付けるステップは、前記録画した番組のための記憶デバイス上に記憶され
ている番組の数の関数である、項目１に記載の方法。
（項目２１）
　前記フラグを付けるステップは、前記録画した番組の視聴した部分の一部が、少なくと
も所定の長さであるかどうかの関数である、項目１に記載の方法。
（項目２２）
　前記フラグを付けるステップは、前記録画した番組が、少なくとも所定のジャンルであ
るかどうかの関数である、項目１に記載の方法。
（項目２３）
　前記フラグを付けるステップは、前記録画した番組と関連する削除優先順位設定の関数
である、項目１に記載の方法。
（項目２４）
　前記フラグを付けるステップは、前記録画した番組と関連する録画品質の関数である、
項目１に記載の方法。
（項目２５）
　前記録画した番組の現在の視聴位置に基づいて、前記視聴した部分の一部の終了時間を
選択するステップをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目２６）
　前記終了時間は、前記現在の視聴位置の前の所定の時間量である、項目２５に記載の方
法。
（項目２７）
　前記終了時間は、前記現在の視聴位置の前の最新の場面、チャプター、またはコマーシ
ャルの時間の終了に対応する、項目２５に記載の方法。
（項目２８）
　前記視聴した部分を決定するステップは、前記録画した番組の再生中に前記ユーザから
受信される早送りまたは巻き戻しコマンドの関数である、項目１に記載の方法。
（項目２９）
　前記視聴した部分を決定するステップは、前記録画した番組の視聴した部分に、再生中
に前記ユーザが早送りしたコマーシャルに対応する該録画した番組の部分を含むステップ
を含む、項目１に記載の方法。
（項目３０）
　他の番組と関連する動作を実施するステップをさらに含み、前記録画した番組の視聴し
た部分の一部は、該他の番組と関連する動作の結果としてフラグを付けられる、項目１に
記載の方法。
（項目３１）
　録画した番組の部分を削除するためのシステムであって、
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　表示デバイスと、
　ユーザ入力デバイスと、
　録画した番組を記憶するための記憶デバイスと、
　少なくとも部分的にユーザ機器上で実装される双方向アプリケーションであって、
　　該ユーザ入力デバイスから、録画した番組と関連する動作を実施するためのユーザか
らの命令を受信することと、
　　録画した番組の部分が視聴されたことを決定することと、
　　該録画した番組の視聴した部分を決定することと、
　　削除のために該録画した番組の視聴した部分の一部にフラグを付けることと
　を行うように構成されている、双方向アプリケーションと
　を備えている、システム。
（項目３２）
　前記双方向アプリケーションは、前記記憶デバイスから前記録画した番組の視聴した部
分のフラグ付き部分を削除するようにさらに構成されている、項目３１に記載のシステム
。
（項目３３）
　前記双方向アプリケーションは、前記視聴した部分の一部が削除されたことを前記表示
デバイス上で前記ユーザに示すようにさらに構成されている、項目３１に記載のシステム
。
（項目３４）
　前記視聴した部分の一部は、該視聴した部分の一部が実際に削除される前に、削除され
ているものとして前記ユーザに示される、項目３３に記載のシステム。
（項目３５）
　前記双方向アプリケーションは、前記視聴した部分の一部が削除されることを前記表示
デバイス上で前記ユーザに示すようにさらに構成されている、項目３１に記載のシステム
。
（項目３６）
　前記視聴した部分の一部は、該視聴した部分の一部が削除されたこと、または削除され
ることを前記ユーザに示すことなくフラグを付けられる、項目３１に記載のシステム。
（項目３７）
　前記命令は、番組の視聴した部分を削除するステップに関係する一般選好設定であり、
前記双方向アプリケーションは、前記ユーザとの対話に基づいて該視聴した部分の一部に
フラグを付ける、項目３１に記載のシステム。
（項目３８）
　前記視聴した部分のフラグ付き部分は、視聴した部分全体である、項目３１に記載のシ
ステム。
（項目３９）
　前記録画した番組は、他のユーザと関連し、前記視聴した部分のフラグ付き部分は、該
録画した番組の視聴した部分および該他のユーザによって視聴された該録画した番組の部
分のうちの小さいほうである、項目３１に記載のシステム。
（項目４０）
　前記双方向アプリケーションは、前記視聴した部分のフラグ付き部分の長さの表示を前
記表示デバイス上で表示するようにさらに構成されている、項目３１に記載のシステム。
（項目４１）
　前記双方向アプリケーションは、前記視聴した部分のフラグ付き部分によって使用され
るディスク空間の割合の表示を前記表示デバイス上で表示するようにさらに構成されてい
る、項目３１に記載のシステム。
（項目４２）
　前記ユーザから受信される前記命令は、前記録画した番組の該ユーザからの選択を含む
、項目３１に記載のシステム。
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（項目４３）
　前記ユーザから受信される前記命令は、少なくとも１つの他の録画した番組の該ユーザ
からの選択をさらに含み、前記双方向アプリケーションは、
　視聴された該他の録画した番組の部分を決定し、
　削除のために該少なくとも１つの他の録画した番組の視聴した部分の一部にフラグを付
けるようにさらに構成されている、
　項目４２に記載のシステム。
（項目４４）
　前記双方向アプリケーションは、前記録画した番組の視聴した部分と前記少なくとも１
つの他の録画した番組の視聴した部分との両方の前記フラグ付き部分を削除するようにさ
らに構成されている、項目４３に記載のシステム。
（項目４５）
　フラグを付けられている前記視聴した部分の一部は、前記録画した番組が別のユーザと
関連するかどうかの関数であり、前記双方向アプリケーションは、
　別のユーザと関連しない場合に、該録画した番組のフラグ付き部分を削除するようにさ
らに構成されている、
　項目３１に記載のシステム。
（項目４６）
　前記双方向アプリケーションは、前記ユーザが削除することを決定した前記録画した番
組の量を記録しておくようにさらに構成されている、項目３１に記載のシステム。
（項目４７）
　前記双方向アプリケーションは、システム記憶の使用量の統計を更新して、前記録画し
た番組の視聴した部分の一部が削除のためにフラグを付けられたことを反映するようにさ
らに構成されている、項目３１に記載のシステム。
（項目４８）
　前記双方向アプリケーションは、前記録画した番組を再生するようにさらに構成され、
　前記ユーザから受信される前記命令は、該録画した番組における現在の視聴位置におい
て該ユーザから受信される停止または一時停止コマンドを含む、
　項目３１に記載のシステム。
（項目４９）
　前記双方向アプリケーションは、前記録画した番組のための記憶デバイスの中に残存し
ている記憶空間の量が、所定のレベルを下回るかどうかに基づいて、前記視聴した部分の
一部にフラグを付けるように構成されている、項目３１に記載のシステム。
（項目５０）
　前記双方向アプリケーションは、前記録画した番組のための記憶デバイス上に記憶され
ている番組の数に基づいて、前記視聴した部分の一部にフラグを付けるように構成されて
いる、項目３１に記載のシステム。
（項目５１）
　前記双方向アプリケーションは、前記録画した番組の部分の一部が、少なくとも所定の
長さであるかどうかに基づいて、前記視聴した部分の一部にフラグを付けるように構成さ
れている、項目３１に記載のシステム。
（項目５２）
　前記双方向アプリケーションは、前記録画した番組が、少なくとも所定のジャンルであ
るかどうかに基づいて、前記視聴した部分の一部にフラグを付けるように構成されている
、項目３１に記載のシステム。
（項目５３）
　前記双方向アプリケーションは、前記録画した番組と関連する削除優先順位設定に基づ
いて、前記視聴した部分の一部にフラグを付けるように構成されている、項目３１に記載
のシステム。
（項目５４）
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　前記双方向アプリケーションは、前記録画した番組と関連する録画品質に基づいて、前
記視聴した部分の一部にフラグを付けるように構成されている、項目３１に記載のシステ
ム。
（項目５５）
　前記双方向アプリケーションは、前記録画した番組の現在の視聴位置に基づいて、前記
視聴した部分の一部の終了時間を選択するようにさらに構成されている、項目３１に記載
のシステム。
（項目５６）
　前記終了時間は、前記現在の視聴位置の前の所定の時間量である、項目５５に記載のシ
ステム。
（項目５７）
　前記終了時間は、前記現在の視聴位置の前の最新の場面、チャプター、またはコマーシ
ャルの時間の終了に対応する、項目５５に記載のシステム。
（項目５８）
　前記双方向アプリケーションは、前記録画した番組の再生中に前記ユーザから受信され
る早送りまたは巻き戻しコマンドに基づいて、前記視聴した部分を決定するようにさらに
構成されている、項目３１に記載のシステム。
（項目５９）
　前記双方向アプリケーションは、前記録画した番組の視聴した部分に、再生中に前記ユ
ーザが早送りしたコマーシャルに対応する該録画した番組の部分を含むようにさらに構成
されている、項目３１に記載のシステム。
（項目６０）
　前記双方向アプリケーションは、他の番組と関連する動作を実施するようにさらに構成
され、前記録画した番組の視聴した部分の一部は、該他の番組と関連する動作の結果とし
てフラグを付けられる、項目３１に記載のシステム。
（項目６１）
　録画した番組の複数部分を削除するための装置であって、
　録画した番組と関連する動作を実施するようにユーザから命令を受信する手段と、
　該録画した番組の部分が視聴されたことを決定する手段と、
　該録画した番組の視聴した部分を決定する手段と、
　削除のために該録画した番組の視聴した部分の一部にフラグを付ける手段と
　を備えている、装置。
（項目６２）
　前記録画した番組の視聴した部分のフラグ付き部分を削除する手段をさらに備えている
、項目６１に記載の装置。
（項目６３）
　前記視聴した部分の一部にフラグを付ける手段は、前記視聴した部分の一部が削除され
たことを前記ユーザに示す手段を備えている、項目６１に記載の装置。
（項目６４）
　前記視聴した部分の一部は、該視聴した部分の一部が実際に削除される前に、削除され
ているものとして前記ユーザに示される、項目６３に記載の装置。
（項目６５）
　前記視聴した部分の一部にフラグを付ける手段は、前記視聴した部分の一部が削除され
ることを前記ユーザに示す手段を備えている、項目６１に記載の装置。
（項目６６）
　前記視聴した部分の一部は、該視聴した部分の一部が削除されたこと、または削除され
ることを前記ユーザに示すことなくフラグを付けられる、項目６１に記載の装置。
（項目６７）
　前記命令は、番組の視聴した部分を削除するステップに関係する一般選好設定であり、
前記フラグを付ける手段は、前記ユーザとの対話に基づいて、該視聴した部分の一部にフ
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ラグを付ける手段を備えている、項目６１に記載の装置。
（項目６８）
　前記視聴した部分のフラグ付き部分は、視聴した部分全体である、項目６１に記載の装
置。
（項目６９）
　前記録画した番組は、他のユーザと関連し、前記視聴した部分のフラグ付き部分は、該
録画した番組の視聴した部分および該他のユーザによって視聴された録画した番組の部分
のうちの小さいほうである、項目６１に記載の装置。
（項目７０）
　前記視聴した部分のフラグ付き部分の長さの表示を表示する手段をさらに備えている、
項目６１に記載の装置。
（項目７１）
　前記視聴した部分のフラグ付き部分によって使用されるディスク空間の割合の表示を表
示する手段をさらに備えている、項目６１に記載の装置。
（項目７２）
　前記ユーザから命令を受信する手段は、前記録画した番組の該ユーザからの選択を受信
する手段を備えている、項目６１に記載の装置。
（項目７３）
　前記ユーザから命令を受信する手段は、少なくとも１つの他の録画した番組のユーザか
らの選択を受信する手段をさらに備え、前記装置は、
　視聴された該他の録画した番組の部分を決定する手段と、
　削除のために該少なくとも１つの他の録画した番組の視聴した部分の一部にフラグを付
ける手段と
　をさらに備えている、項目７２に記載の装置。
（項目７４）
　前記録画した番組の視聴した部分と前記少なくとも１つの他の録画した番組の視聴した
部分との両方の前記フラグ付き部分を削除する手段をさらに備えている、項目７３に記載
の装置。
（項目７５）
　前記フラグを付けられている視聴した部分の一部は、前記録画した番組が別のユーザと
関連するかどうかの関数であり、前記装置は、
　別のユーザと関連しない場合に、該録画した番組のフラグ付き部分を削除する手段をさ
らに備えている、
　項目６１に記載の装置。
（項目７６）
　前記録画した番組の視聴した部分の一部にフラグを付ける手段は、前記ユーザが削除す
ることを決定した該録画した番組の量を記録しておく手段を備えている、項目６１に記載
の装置。
（項目７７）
　前記削除のために前記録画した番組の視聴した部分の一部にフラグを付ける手段は、シ
ステム記憶の使用量の統計を更新する手段を備えている、項目６１に記載の装置。
（項目７８）
　前記装置は、前記録画した番組を再生する手段をさらに備え、
　前記録画した番組と関連する動作を実施するようにユーザから命令を受信する手段は、
該録画した番組における現在の視聴位置においてユーザから停止または一時停止コマンド
を受信する手段を備えている、
　項目６１に記載の装置。
（項目７９）
　前記フラグを付ける手段は、前記録画した番組のための記憶デバイスの中に残存してい
る記憶空間の量が、所定のレベルを下回るかどうかに基づいて、前記視聴した部分の一部
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にフラグを付ける手段を備えている、項目６１に記載の装置。
（項目８０）
　前記フラグを付ける手段は、前記録画した番組のための記憶デバイス上に記憶されてい
る番組の数に基づいて、前記視聴した部分の一部にフラグを付ける手段を備えている、項
目６１に記載の装置。
（項目８１）
　前記フラグを付ける手段は、前記録画した番組の視聴した部分の一部が、少なくとも所
定の長さであるかどうかに基づいて、該視聴した部分の一部にフラグを付ける手段を備え
ている、項目６１に記載の装置。
（項目８２）
　前記フラグを付ける手段は、前記録画した番組が、少なくとも所定のジャンルであるか
どうかに基づいて、前記視聴した部分の一部にフラグを付ける手段を備えている、項目６
１に記載の装置。
（項目８３）
　前記フラグを付ける手段は、前記録画した番組と関連する削除優先順位設定に基づいて
、前記視聴した部分の一部にフラグを付ける手段を備えている、項目６１に記載の装置。
（項目８４）
　前記フラグを付ける手段は、前記録画した番組と関連する録画品質に基づいて、前記視
聴した部分の一部にフラグを付ける手段を備えている、項目６１に記載の装置。
（項目８５）
　前記録画した番組の現在の視聴位置に基づいて、前記視聴した部分の一部の終了時間を
選択する手段をさらに備えている、項目６１に記載の装置。
（項目８６）
　前記終了時間は、前記現在の視聴位置の前の所定の時間量である、項目８５に記載の装
置。
（項目８７）
　前記終了時間は、前記現在の視聴位置の前の最新の場面、チャプター、またはコマーシ
ャルの時間の終了に対応する、項目８５に記載の装置。
（項目８８）
　前記視聴した部分を決定する手段は、前記録画した番組の再生中に前記ユーザから受信
される早送りまたは巻き戻しコマンドに基づいて、該視聴した部分を決定する手段を備え
ている、項目６１に記載の装置。
（項目８９）
　前記視聴した部分を決定する手段は、前記録画した番組の視聴した部分に、再生中に前
記ユーザが早送りしたコマーシャルに対応する該録画した番組の部分を含む手段を備えて
いる、項目６１に記載の装置。
（項目９０）
　他の番組と関連する動作を実施する手段をさらに備え、前記録画した番組の視聴した部
分の一部は、該他の番組と関連する動作の結果としてフラグを付けられる、項目６１に記
載の装置。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　本発明の上記および他の側面および利点は、添付図面と併せて解釈される、以下の発明
を実施するための形態を考慮すると明白となり、図中、類似参照文字は、全体を通して類
似部品を指す。
【図１】図１は、本発明の実施形態による、例示的な双方向メディア配信システムの簡略
化ブロック図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態による、録画した番組のリストを維持するための例示
的なデータ構造である。
【図３】図３および図４は、本発明の実施形態による、ユーザプロファイルを維持し、特
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定の録画した番組を各ユーザに関連付けるための例示的なデータ構造である。
【図４】図３および図４は、本発明の実施形態による、ユーザプロファイルを維持し、特
定の録画した番組を各ユーザに関連付けるための例示的なデータ構造である。
【図５】図５は、本発明の実施形態による、録画した番組のリストを示す、例示的な録画
リスト表示画面である。
【図６】図６および図７は、本発明の種々の実施形態による、録画した番組の番組説明を
提供する、例示的なメディアガイダンス情報表示画面である。
【図７】図６および図７は、本発明の種々の実施形態による、録画した番組の番組説明を
提供する、例示的なメディアガイダンス情報表示画面である。
【図８】図８は、本発明の実施形態による、ユーザが録画した番組のうちの１つの視聴し
た部分を削除することを選択した後に、図５からの録画した番組のリストを示す、例示的
な録画リスト表示画面である。
【図９】図９は、本発明の実施形態による、削除のために、図５のリスト中の録画した番
組のうちの１つ以上の視聴した部分を選択するための、例示的な録画リスト表示画面であ
る。
【図１０】図１０は、本発明の実施形態による、ユーザが視聴した、録画した番組の部分
の表示を維持するための例示的な過程のフローチャートである。
【図１１】図１１は、本発明の実施形態による、ユーザが実質的にリアルタイム速度で視
聴した、録画した番組の部分の表示を維持するための例示的な過程のフローチャートであ
る。
【図１２】図１２は、本発明の実施形態による、削除のために、少なくとも１つの録画し
た番組の視聴した部分にフラグを付けるための例示的な過程のフローチャートである。
【図１３】図１３および図１４は、本発明の種々の実施形態による、一時停止コマンドの
受信に応じて表示される、削除プロンプトオーバーレイを伴う例示的な表示画面である。
【図１４】図１３および図１４は、本発明の種々の実施形態による、一時停止コマンドの
受信に応じて表示される、削除プロンプトオーバーレイを伴う例示的な表示画面である。
【図１５】図１５および図１６は、本発明の種々の実施形態による、停止コマンドの受信
に応じて表示される、削除プロンプトオーバーレイを伴う例示的な表示画面である。
【図１６】図１５および図１６は、本発明の種々の実施形態による、停止コマンドの受信
に応じて表示される、削除プロンプトオーバーレイを伴う例示的な表示画面である。
【図１７】図１７は、本発明の実施形態による、録画した番組の視聴した部分の削除に関
係する一般選好設定を構成するための例示的な設定画面である。
【図１８】図１８は、本発明の実施形態による、録画した番組の再生が停止または一時停
止された時に、削除のために、録画した番組の視聴した部分にフラグを付けるための例示
的な過程のフローチャートである。
【図１９】図１９および図２０は、本発明の種々の実施形態による、削除プロンプトを提
供するかどうかを決定するための例示的な過程のフローチャートである。
【図２０】図１９および図２０は、本発明の種々の実施形態による、削除プロンプトを提
供するかどうかを決定するための例示的な過程のフローチャートである。
【図２１】図２１－２４は、本発明の実施形態による、録画した番組の個人化リストを伴
う録画リスト表示画面である。
【図２２】図２１－２４は、本発明の実施形態による、録画した番組の個人化リストを伴
う録画リスト表示画面である。
【図２３】図２１－２４は、本発明の実施形態による、録画した番組の個人化リストを伴
う録画リスト表示画面である。
【図２４】図２１－２４は、本発明の実施形態による、録画した番組の個人化リストを伴
う録画リスト表示画面である。
【図２５】図２５は、本発明の実施形態による、録画した番組が複数のユーザと関連する
場合に、削除のために、録画した番組の視聴した部分の一部にフラグを付けるための例示
的な過程のフローチャートである。
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【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１は、本発明の一実施形態による、例示的な双方向メディアシステム１００を示す。
ユーザ機器１１０が、通信経路１２２上でメディアソース１２０から信号の形態でメディ
アを受信する。実践では、複数のメディアソース１２０およびユーザ機器１１０があり得
るが、図面を過剰に複雑にすることを回避するために、それぞれの１つだけが図１に示さ
れている。
【００１８】
　メディアソース１２０は、例えば、ケーブルシステムヘッドエンド、衛星メディア配信
設備、メディア放送設備、インターネットプロトコルテレビジョン（ＩＰＴＶ）ヘッドエ
ンド、オンデマンドサーバ（例えば、ＶＯＤサーバ）、ウェブサイト、（例えば、オンラ
インゲーム用の）ゲームサービスプロバイダ、スイッチドデジタルビデオ（ＳＶＤ）シス
テム（例えば、ＳＶＤマネージャ、エッジリソースマネージャ、およびエッジＱＡＭサブ
システムを備える）、あるいはメディアを発信または配信するための任意の他の好適な設
備またはシステム等の、任意の好適なメディアソースであり得る。メディアソース１２０
は、例えば、衛星経路、光ファイバ経路、ケーブル経路、インターネット経路、あるいは
任意の他の好適な有線または無線経路を含む、任意の好適な通信経路１２２上で信号を伝
送するように構成され得る。信号は、例えば、テレビ番組、ゲーム、音楽、ニュース、ウ
ェブサービス、ビデオ、または任意の他の好適なメディア等の、任意の好適なメディアを
運び得る。いくつかの実施形態では、メディアソース１２０は、例えば、ユーザ機器１１
０またはＶＯＤサーバで実装される、双方向メディアガイダンスアプリケーションからの
要求を実行するための制御回路を含み得る。
【００１９】
　ユーザ機器１１０は、双方向メディア体験を提供するために好適な任意の機器を含み得
る。ユーザ機器１１０は、テレビ等のテレビ機器、セットトップボックス、録画デバイス
、ビデオプレーヤ、ユーザ入力デバイス、または双方向メディア体験を提供するために好
適な任意の他のデバイス等を含み得る。例えば、ユーザ機器１１０は、Ｍｏｔｏｒｏｌａ
，Ｉｎｃ．提供のＤＣＴ　２０００、２５００、５１００、６２０８、または６４１２セ
ットトップボックスを含み得る。いくつかの実施形態では、ユーザ機器１１０は、テレビ
カード付きパーソナルコンピュータ（ＰＣＴＶ）等のコンピュータ機器を含み得る。いく
つかの実施形態では、ユーザ機器１１０は、例えば、ゲームシステム（例えば、Ｘ－Ｂｏ
ｘ、ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ、またはＧａｍｅＣｕｂｅ）等のホームシアター消費者電子
デバイス、または、携帯型ＤＶＤプレーヤ、携帯型ゲーム機、携帯電話、ＰＤＡ、音楽プ
レーヤ（例えば、ＭＰ３プレーヤ）等の携帯型消費者電子デバイス、あるいは任意の他の
好適なホームシアターまたは携帯型ビデオデバイス（例えば、Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．（Ｓ
ａｎ　Ｊｏｓｅ，　ＣＡ）からのｉＰｏｄ　Ｔｏｕｃｈ）を含み得る。
【００２０】
　図１の実施例では、ユーザ機器１１０は、少なくとも、別個のデバイスとして、または
単一デバイスとして実装され得る、制御回路１１６、表示デバイス１１２、およびユーザ
入力デバイス１１４を含む。ユーザ機器１１０は、随意で、別個のデバイスとして、また
は単一デバイスとして実装され得る、録画デバイス１１８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は、表示デバイス１１２上に表示される、メディアのユーザへ
のメディアガイダンス機能を提供するように、ユーザ機器１１０上に実装され得る。いく
つかの実施形態では、双方向メディアガイダンスアプリケーションは、双方向テレビジョ
ンアプリケーション、またはユーザにメディア特徴を提供するための任意の他のアプリケ
ーションであり得、またはそれらを含み得る。
【００２１】
　表示デバイス１１２は、例えば、テレビのモニタ、コンピュータのモニタ、またはユー
ザ機器１１０に組み込まれたディスプレイ（例えば、携帯電話または携帯型音楽プレーヤ
のディスプレイ）等の、任意の好適なデバイスであり得る。表示デバイス１１２は、経路
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１２２上でメディアソース１２０によって伝送されるメディア、または録音デバイス１１
８からのメディアを表示する。表示デバイス１１２はまた、音声の出力を提供するように
構成され得る。
【００２２】
　ユーザ入力デバイス１１４は、双方向メディアガイダンスアプリケーションと連動する
ための任意の好適なデバイスであり得る。例えば、ユーザ入力デバイス１１４は、リモー
トコントロール、キーボード、マウス、タッチパッド、タッチスクリーン、または音声認
識インターフェースであり得る。ユーザ入力デバイス１１４は、任意の好適な通信リンク
を使用して、ユーザ機器１１０および制御回路１１６と通信し得る。例えば、ユーザ入力
デバイス１１４は、赤外線（ＩＲ）、無線周波数、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、無線（例えば、
８０２．１１）、有線、または任意の他の好適な通信リンクを使用し得る。ユーザ入力デ
バイス１１４によって受信される情報は、ソース選択コマンドまたはガイダンスアプリケ
ーションナビゲーションコマンドとして分類され得る。ソース選択コマンドは、チャンネ
ル変更選択、ビデオオンデマンド選択、デジタルビデオレコーダ選択、またはユーザが現
在視聴しているコンテンツとは異なるコンテンツをユーザに視聴させる任意の好適な選択
を含み得る。ユーザが現在視聴しているコンテンツは、表示デバイス１１２上に現在表示
されているコンテンツとして定義され得る。ガイダンスアプリケーションナビゲーション
コマンドは、ユーザが双方向メディアガイダンスアプリケーションに表示される情報を変
更することを可能にする、任意の好適なコマンドを含み得る。
【００２３】
　制御回路１１６は、入力デバイス１１４からユーザ入力を受信し、双方向メディアガイ
ダンスアプリケーションの命令を実行するように適合される。制御回路１１６は、１つ以
上のチューナ（例えば、アナログまたはデジタルチューナ）、エンコーダおよびデコーダ
（例えば、ＭＰＥＧデコーダ）、プロセッサ（例えば、Ｍｏｔｏｒｏｌａ　６８０００系
プロセッサまたはＭＩＰＳ系プロセッサ）、メモリ１１７（例えば、ＲＡＭおよびハード
ディスク）、通信回路（例えば、ケーブルモデム回路）、入力／出力回路（例えば、画像
回路）、ユーザ機器１１０の種々のデバイスへの接続、ならびに、アナログまたはデジタ
ルメディアプログラミング、番組録画、および双方向メディアガイダンス機能を提供する
ための任意の他の好適な構成要素を含み得る。いくつかの実施形態では、制御回路１１６
は、例えば、ディスプレイ１１２または任意の他のデバイス（例えば、セットトップボッ
クス、テレビ、およびビデオプレーヤ）の一部等の、ユーザ機器１１０のデバイスのうち
の１つの一部として含まれ得る。制御回路１１６は、アプリケーションを実行する時に使
用するためのランダムアクセスメモリを含み得る。不揮発性メモリも、起動ルーチンまた
は他の命令を記憶するために使用され得る。他の実施形態では、双方向メディアガイダン
スアプリケーション命令は、他の好適な独立型ハードウェアで実行され得る。
【００２４】
　録画デバイス１１８は、パーソナルビデオレコーダ（ＰＶＲ）、デジタルビデオレコー
ダ（ＤＶＲ）、ビデオカセットレコーダ（ＶＣＲ）、ＤＶＤレコーダ、コンパクトディス
クレコーダ、あるいは任意の他の好適な録画デバイスまたは記憶デバイスであり得る。い
くつかの実施形態では、録画デバイス１１８は、双方向メディアシステム１００の他の構
成要素によって録画または提供される、コンテンツまたはデータを記憶または録画するた
めの記憶デバイスであり得る。
【００２５】
　録画デバイス１１８の中のハードディスクおよび他の記憶部が、データベースをサポー
トするために使用され得る。例えば、録画デバイス１１８は、録画した番組のメディアガ
イダンス情報のデータベースをサポートし得る。メディアガイダンス情報は、各録画した
番組のタイトルと、各録画した番組の長さと、ユーザによって視聴された、各録画した番
組の量とを含み得る。録画デバイス１１８の中のハードディスクまたは他の記憶部はまた
、テレビ番組またはビデオオンデマンドコンテンツ、あるいは録画デバイス１１８に提供
される他のコンテンツ等の、メディアを録画するために使用され得る。
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【００２６】
　いくつかの実施形態では、録画デバイス１１８は、ＩＲ通信回路、またはリモートコン
トロールと（例えば、ユーザ入力デバイス１１４と）通信するための他の好適な通信回路
を含み得る。録画デバイス１１８はまた、専用ボタンと、フロントパネルディスプレイと
を含み得る。フロントパネルディスプレイは、例えば、録画デバイスが同調されている現
在のチャンネルを表示するために使用され得る。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、録画デバイス１１８は、ユーザ機器１１０の外側に位置する
ネットワーク録画デバイス（例えば、ネットワークＤＶＲシステムの一部）であり得る。
いくつかの実施形態では、ネットワーク録画デバイスは、（例えば、ケーブル設備のヘッ
ドエンドにおける）コンテンツソース１２０、データソース１２４、（例えば、第２の録
画デバイス、または家庭用コンピュータ上のハードドライブとしての）ユーザ機器１１０
、インターネットサーバ（図示せず）、または任意の他の好適なデバイスに組み込まれて
もよい。いくつかの実施形態では、ネットワーク録画デバイスは、独立型デバイス（例え
ば、商用ネットワーク録画デバイス、あるいは家庭内または近隣ネットワーク内のＤＶＲ
デバイス）であり得る。ネットワーク録画デバイスは、ユーザ機器１１０の複数のインス
タンスのうちのいずれかで実装される双方向メディアガイダンスアプリケーションから、
録画を行うよう命令を受信し得る。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、双方向メディアガイダンスアプリケーションは、クライアン
ト／サーバアプローチを伴うユーザに、機能を提供し得る。ユーザ機器１１０の各インス
タンスに対する１つのサーバ、ユーザ機器１１０の複数のインスタンスに対する１つのサ
ーバがあり得、または、単一のサーバがユーザ機器１１０の各インスタンスに対するプロ
キシとしての機能を果たし得る。
【００２９】
　ユーザ機器１１０は、１つ以上のデータソース１２４から双方向メディアガイダンスア
プリケーションデータを受信し得る。データソース１２４は、特定の種類のメディアまた
は特定のアプリケーションに対するデータを提供し得る。例えば、１つのデータソース１
２４は、非オンデマンドメディア（例えば、非有料およびペイパービュー番組）に対する
データを提供し得、別のデータソースは、オンデマンドメディア（例えば、ＶＯＤ番組）
に対するデータを提供し得る。または、例えば、単一のデータソースが、これらの種類の
データの両方を提供し得る。例えば、１つのデータソース１２４は、双方向メディアガイ
ダンスアプリケーションに対するデータを提供し得る。別のデータソース１２４は、例え
ば、別の双方向アプリケーションに対するデータを提供し得る（例えば、ホームショッピ
ングアプリケーション、ならびにスポーツの得点、株価、ニュースデータ、および天気デ
ータ等のリアルタイムデータ）。いくつかの実施形態では、データソース１２４は、クラ
イアント／サーバアプローチを使用して、双方向メディアガイダンスアプリケーションに
データを提供し得る。１つのデータソースにつき１つのサーバ、全てのデータソースに対
する１つのサーバがあり得、またはいくつかの実施形態では、単一のサーバが、ユーザ機
器１１０と種々のソース１２４との間のプロキシとして通信し得る。そのような実施形態
では、データソース１２４は、オンラインメディアガイダンスアプリケーションの命令を
実行するための制御回路を含み得る。１つのデータソース１２４は、双方向メディアガイ
ダンスアプリケーションにガイドデータを提供し得る。一実施形態では、データソース１
２４によって提供されるガイドデータは、周期的に、制御回路１１６のメモリ１１７に部
分的（例えば、更新される）または全体的にダウンロードされ得る。ガイドデータは、番
組リスト項目、または任意の他の好適なガイドデータを含み得る。
【００３０】
　図１は、別個の要素として、メディアソース１２０およびデータソース１２４を示す。
実践では、それらの機能性は、組み合わせられ、単一の施設における単一のシステム、ま
たは複数の設備における複数のシステムから提供され得る。例えば、１つのメディアソー
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ス１２０およびデータソース１２４は、ＶＯＤコンテンツおよび関連ＶＯＤデータを提供
するように組み合わせられ得る。
【００３１】
　ユーザ機器１１０等の任意の好適な数のユーザ機器が、メディアソース１２０およびデ
ータソース１２４に接続され得るが、図を過剰に複雑にすることを防ぐために、ユーザ機
器の１つのインスタンスしか図１に示されていない。複数のユーザの機器は、ケーブルテ
レビネットワーク、衛星テレビネットワーク、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、
無線ネットワーク、インターネット（例えば、ＤＯＣＳＩＳモデムを使用する）、または
任意の他の好適な手段を使用して、メディアソース１２０およびデータソース１２４に接
続され得る。いくつかの実施形態では、複数のユーザの機器は、任意の好適な手段を使用
して、相互に接続され得る。
【００３２】
　ユーザ機器１１０の各インスタンスは、１人のユーザまたは複数のユーザと関連付けら
れ得る。例えば、ユーザ機器１１０は、典型的には単一のユーザによって操作される、個
人デバイス（例えば、携帯電話）であり得、または複数のユーザ（例えば、家族）によっ
て操作される、共有メディア機器（例えば、テレビジョンシステム）であり得る。いくつ
かのシナリオでは、ユーザは、ユーザ機器１１０の複数のインスタンス等の、ユーザ機器
の複数のインスタンスを有し得る。
【００３３】
　以下で説明される実施形態は、放送デジタルまたはアナログテレビジョンシステムにお
ける録画を指し得るが、本発明のシステムおよび方法は、任意の好適なメディアシステム
（例えば、無線周波数放送、ケーブル、衛星、オンデマンド、およびＩＰＴＶシステム）
で、任意の好適なビデオまたは音声コンテンツ（例えば、オンデマンドまたは録画された
コンテンツ、およびオーディオブック）とともに使用され得ることを明確に理解されたい
。
【００３４】
　図２は、録画デバイス１１８（図１）上に記憶された番組のメディアガイダンス情報を
組織化し、記憶するための例示的なデータ構造を示す。具体的には、双方向メディアガイ
ダンスアプリケーションは、データ構造２００の形式を使用して、メモリ１１７（図１）
の中または録画デバイス１１８上のデータベースの中で、メディアガイダンス情報を維持
し得る。双方向メディアガイダンスアプリケーションは、図５－９および図１３－１７（
以下で説明される）に示された表示画面を提供する等、ユーザに録画した番組のガイダン
ス機能性（および本明細書で説明される削除機能）を提供するように、データベースから
メディアガイダンス情報を取り出し得る。データ構造２００は、録画デバイス１１８（図
１）に記憶された番組のうちのいくつかまたは全てを示す、録画した番組のリスト２１０
を含む。例えば、録画した番組のリスト２１０は、「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ａ　Ｄｏｃｕ
ｍｅｎｔａｒｙ　Ｆｉｌｍ」と題された、録画した番組に対するリスト項目２１２を含み
得る。
【００３５】
　録画した番組のリスト２１０の中の各リスト項目は、そのリスト項目と関連する番組に
関する付加的なメディア情報へのリンクを含み得る。「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ａ　Ｄｏｃ
ｕｍｅｎｔａｒｙ　Ｆｉｌｍ」に対するリスト項目２１２は、例えば、番組情報構造２２
０が維持される、録画デバイス１１８の中のメモリ場所へのアドレスを記憶し得る。番組
情報構造２２０は、タイトル２２２、番組の長さ２２４、ジャンル２２６、録画品質２２
８、および削除優先順位２３０等の、関連する録画した番組に関する種々の情報の任意の
もの、ならびに録画した番組に関する任意の他の好適な情報を提供し得る。番組情報構造
２２０はまた、関連番組に関するさらなる情報を提供する、他のリストまたは構造へのリ
ンクを含み得る。例えば、番組情報構造２２０は、チャプター／場面リスト２４０を指し
示し得る、チャプター／場面リンク２３２を含み得る。チャプター／場面リスト２４０は
、場面またはチャプター変更が録画した番組の中で発生する、録画した番組の中の位置の
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表示を含み得る（例えば、チャプター／場面変更の録画した番組の中での時間量、または
チャプター／場面が始まる録画デバイス１１８（図１）内のメモリ場所）。場面またはチ
ャプター変更の場所は、データソース１２４（図１）から受信され得、および／またはユ
ーザによって選択され得る。テレビ番組については、チャプター／場面リスト２４０は、
コマーシャルの時間の開始および／または終了の表示を含み得る。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、番組情報構造２２０は、視聴した部分のリンク２３４を含み
得る。視聴した部分のリンク２３４は、視聴した部分の構造２５０のメモリ場所へのポイ
ンタまたはインデックスを含む。視聴した部分の構造２５０は、１対以上の開始時間およ
び終了時間を含み得る。開始時間とは、録画した番組の中での時間（例えば、分単位で）
、録画デバイス１１８の中のメモリ場所、またはユーザが録画した番組を見始めた、録画
した番組の中の点の任意の他の表現を指し得る。終了時間とは、録画した番組の中での時
間（例えば、分単位で）、録画デバイス１１８の中のメモリ場所、またはユーザが録画し
た番組を見るのを止めた、録画した番組の中の点の任意の他の表現を指し得る。視聴した
部分の構造２５０の中の情報に基づいて、双方向メディアガイダンスアプリケーションは
、録画した番組の中のどの複数部分をユーザがすでに視聴したかを記録しておいてもよい
。具体的には、双方向メディアガイダンスアプリケーションは、視聴時間の総量と、視聴
された、録画した番組の複数部分とを決定するために、開始時間および終了時間を使用し
得る。図１で提供された例示的な開始および終了時間について、視聴した部分の構造２５
０は、ユーザが、「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ａ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ　Ｆｉｌｍ」の最
初の１１８分（例えば、０分から１１８分まで）、ならびに録画した番組の１２８分から
１４６分を見たことを示す。番組の１１８分と１２８分との間の時間は、（例えば、「次
のチャプター」または「次の場面」コマンドを使用して）ユーザによって飛ばされた番組
の部分を表し得る。他のシナリオでは、１１８分と１２８分との間の時間は、代わりに、
ユーザによって早送りされ、したがって、実質的にリアルタイム速度で視聴されなかった
番組の部分を表し得る。
【００３７】
　双方向メディアガイダンスアプリケーションは、任意の好適なアプローチを使用して、
録画した番組のどの部分がユーザによって視聴されたかを記録しておいてもよい。例えば
、視聴した部分の構造２５０を開始および終了時間とリンクする代わりに、メディアガイ
ダンスアプリケーションは、ユーザによって視聴された、録画した番組の中の最も遠い全
体点（例えば、図２の１４６分）、または視聴の途切れなしでユーザによって視聴された
、録画した番組の中の最も遠い点（例えば、図２の１１８分）に対応する、番組情報構造
２２０の中の単一の時間またはメモリアドレスを記憶し得る。さらに他の実施形態では、
メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザによって視聴された、録画した番組の割
合を記憶し得る。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、番組情報構造２２０は、削除した部分のリンク２３６を含む
。削除した部分のリンク２３６は、削除した部分の構造が、削除のために選択された、ま
たはフラグを付けられた、録画した番組の部分の開始および終了時間を含むことを除いて
、視聴した部分の構造２５０と同様である、削除した部分の構造を指し示し得る。他の実
施形態では、削除した部分のリンク２３６を提供する代わりに、メディアガイダンスアプ
リケーションは、録画した番組の「開始」に対応する、番組情報構造２２０の中の単一の
時間またはメモリアドレスを記憶し得る。つまり、ユーザが録画した番組の開始部分（例
えば、以前に視聴した部分）を削除することを選択する、シナリオでは、メディアガイダ
ンスアプリケーションは、削除が終了する、録画した番組の中の点を記録しておいてもよ
い。メディアガイダンスアプリケーションは、録画デバイス１１８からの削除のために選
択された、またはフラグを付けられた、録画した番組の部分を実際に削除しても、しなく
てもよい（例えば、削除は、別のユーザによる該部分の未決解放であり得る）。
【００３９】
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　本発明の他の実施形態では、メディアガイダンスアプリケーションは、１つ以上のチャ
プターがユーザによって削除のために選択されたことを示すように、チャプター／場面構
造２４０から（または番組情報構造２２０からリンクされた別のそのような構造から）、
１つ以上のチャプター／場面表示を削除し得る。具体的には、録画した番組の一部分を削
除するユーザ要求に応答して、メディアガイダンスアプリケーションは、削除のために選
択されたチャプター／場面を反映するために、チャプター／場面構造２４０の中のリスト
項目を更新し得る。したがって、削除した部分のリンク２３６からリンクされた、削除し
た部分の構造においてメディアガイダンス情報を追加するのではなく、メディアガイダン
スアプリケーションは、データ構造２００からメディアガイダンス情報を削除することが
できる。録画した番組の中の残りのチャプターを全て削除するユーザコマンドに応答して
、メディアガイダンスアプリケーションは、録画した番組のリスト２１０からその録画し
た番組を除去する。種々の実施形態では、他のフラグ付け方法論を含む、番組の削除およ
び／または視聴した部分を示すための種々の代替方法論が使用され得る。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、メディアガイダンスアプリケーションは、メディアガイダン
スアプリケーションの各ユーザに対するカスタマイズされた録画リストを維持し得る。例
えば、メディアガイダンスアプリケーションは、各ユーザに対して図２のリスト２１０と
同様の個人化リストを維持し得る。各個人化リストは、そのユーザにとって興味深いかも
しれない番組を含む（例えば、ユーザによって録画が予定された、またはユーザのために
自動的に録画された番組）。メディアガイダンスアプリケーションは、そのユーザに対す
るユーザプロファイルの中で、録画した番組の個人化リストを維持し得る。メディアガイ
ダンスアプリケーションは、例えば、録画デバイス１１８（図１）の中のデータベースに
、ユーザプロファイルを保存し得る。図３および４は、そのようなデータベースの中でユ
ーザプロファイルを維持するために使用され得る、例示的なデータ構造を示す。
【００４１】
　ユーザプロファイルデータ構造３００および４００は、それぞれ、２人のユーザ、Ｊｏ
ｈｎおよびＪａｎｅの個人化情報を記憶するために使用される、形式を図示する。ユーザ
プロファイルデータ構造３００および４００は、ＪｏｈｎおよびＪａｎｅと関連する種々
の情報のうちのいずれかを維持するために使用され得る。例えば、データ構造３００は、
Ｊｏｈｎの名前および年齢を記憶するように名前３１２および年齢３１４を含む、ユーザ
情報構造３１０を含み得る。データ構造４００は、Ｊａｎｅの名前および年齢についての
情報を伴う名前４１２および年齢４１４を含む、ユーザ情報構造４１０を含み得る。構造
３１０および４１０はさらに、それぞれ、ＪｏｈｎおよびＪａｎｅと関連する他の個人化
リストへのリンクまたはインデックスを含み得る。これらのリストは、例えば、各ユーザ
のお気に入りジャンル（例えば、アクション、ホラー、またはサイエンスフィクション）
を示すリストを指し示し得る、お気に入りジャンルのリンク３１６および４１６と、各ユ
ーザのお気に入りテレビ番組、テレビの連続番組、映画、または任意の他の種類の番組コ
ンテンツを示すリストを指し示し得る、お気に入り番組のリンク３１８および４１８と、
それぞれ、録画した番組のリスト３３０および４３０を指し示す、録画した番組のリンク
３２０および４２０を含む。
【００４２】
　録画した番組のリスト３３０および４３０はそれぞれ、それぞれのユーザが関心を持っ
ている、録画した番組のリストであり得る。例えば、リスト３３０に記載された番組は、
Ｊｏｈｎのために明示的または自動的に録画された番組であり得、リスト４３０に記載さ
れた番組は、Ｊａｎｅのために明示的または自動的に録画された番組であり得る。したが
って、メディアガイダンスアプリケーションは、異なる録画した番組を異なるユーザと関
連付けるために、録画した番組のリスト３３０および４３０を使用する。この実施例では
、両方のユーザが、同じ番組を録画することを選択している場合がある、または、両方の
ユーザのためにメディアガイダンスアプリケーションに同じ番組を自動的に録画させた、
同様の関心を両方のユーザが持つ場合があるため、同じ番組が両方のリスト３３０および
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４３０に現れ得る（例えば、「Ｔｈｅ　Ｏｆｆｉｃｅ」および「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ａ
　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ　Ｆｉｌｍ」）。
【００４３】
　録画した番組のリスト３３０および４３０は、リスト２１０（図２）と同様の特徴を有
し得る。具体的には、リスト３３０および４３０の中の各リスト項目は、関連番組に関す
るさらなる情報へのポインタまたはインデックスを含み得る。これらのリストに記憶され
た情報のうちのいくらかは、ユーザに特有であり得る。例えば、ＪｏｈｎおよびＪａｎｅ
の両方が「Ｔｈｅ　Ｏｆｆｉｃｅ」と関連付けられていても、「Ｔｈｅ　Ｏｆｆｉｃｅ」
に対するそれぞれの番組情報構造は、各ユーザにとっての「Ｔｈｅ　Ｏｆｆｉｃｅ」の重
要性を示すように、異なる削除優先順位を有し得る（例えば、決して自動的に削除しない
設定、各録画した番組が維持されるべき時間の長さの設定、および他の録画した番組に対
する各録画した番組に対する削除優先順位の設定）。それぞれのチャプター／場面リスト
は、いくつかのシナリオにおいて、各ユーザの番組のお気に入り部分を表し得る、各ユー
ザによってマークされた異なる場所を示し得る。それぞれの視聴した部分の構造は、録画
した番組のどの部分を各ユーザが視聴したかを示す、異なる開始および停止時間を記載し
得る。それぞれの削除した部分の構造は、録画した番組のどの部分を各ユーザが視聴した
かを示す、異なる開始および停止時間を記載し得る。各ユーザの録画した番組のリストに
関連して提供される、任意の他の好適な情報も、各ユーザ特有であり得、ユーザ特有の情
報のうちのいずれかは、ユーザによって直接選択される、またはユーザに関する情報を使
用してメディアガイダンスアプリケーションによって自動的に生成される、情報に基づい
て、ユーザに対してカスタマイズされ得る。
【００４４】
　メディアガイダンスアプリケーションは、図３および４に示されたものに加えて、また
はそれらの代わりに、任意の他の好適な情報を維持し得る。例えば、データ構造３１０お
よび４１０は、ＪｏｈｎおよびＪａｎｅの他の人口統計学的情報（例えば、性別、所得水
準）への情報またはリンクと、他のユーザ選好情報（例えば、ユーザ特有の評定情報）と
、カスタマイズされたガイダンスアプリケーション設定（例えば、カスタマイズされた背
景色、音声認識システムに対する音声プロファイル）とを含み得る。メディアガイダンス
アプリケーションは、上記で説明されるように、各ユーザの録画した番組のリストに、ユ
ーザにとって興味深いかもしれない録画を追加するために、各ユーザプロファイルの中の
情報を使用し得る。
【００４５】
　本発明のいくつかの実施形態では、メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザに
、１つ以上の録画した番組の視聴した部分を削除することを選択する能力を提供し得る。
メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザに、１つ以上の録画した番組を選択し、
ユーザがすでに視聴した、１つ以上の番組の一部分を削除する能力を提供し得る。このイ
ンターフェースは、ユーザがもはや必要としない、録画した番組の一部分をユーザが除去
することを有利に可能にし得、それにより、ユーザが録画に関心を持っている新しい番組
のために、録画デバイス１１８（図１）上の空間を解放する。例えば、ユーザは、ユーザ
が一度見たいだけのドキュメンタリー番組を録画している場合がある。ドキュメンタリー
番組は、長くてもよい（例えば、９０、１２０、１８０、または２４０分）。したがって
、ドキュメンタリーは、ユーザのＤＶＲまたは他の記憶デバイス上の大量の記憶空間を占
める場合があり、ユーザは、複数の期間でドキュメンタリーを視聴したい場合がある。し
たがって、本発明の実施形態は、ユーザが、すでに視聴されたドキュメンタリー番組の一
部分を容易かつ便利に削除することを可能にする。
【００４６】
　図５は、ユーザが、録画デバイス１１８（図１）から録画した番組の視聴した部分を削
除するのを選択することを可能にする、ユーザインターフェースの一実施形態を図示する
、録画リスト表示画面５００を示す。録画リスト表示画面５００は、番組情報領域５１０
と、広告５２０と、表示画面情報領域５３０と、リスト５４０とを含み得る。表示画面情
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報領域５３０は、リスト５４０の録画した番組がＤＶＲベースの記憶システムからである
ことを示す。録画リスト表示画面５００は、録画デバイス１１８がデジタルビデオレコー
ダを含む実施形態を示すが、録画デバイス１１８が別の種類のローカルまたは遠隔記憶シ
ステム（例えば、遠隔サーバ、パーソナルビデオレコーダ、音楽プレーヤ）を含む実施形
態に対して、同一または同様の特徴を伴う表示画面が提供され得る。
【００４７】
　双方向メディアガイダンスアプリケーションは、記憶空間インジケータ５３２等のシス
テム記憶の使用量の統計を情報領域５３０の中に表示し得る。記憶空間インジケータ５３
２は、録画デバイス１１８（図１）上に現在記憶されている録画した番組によって使用さ
れた、記憶空間の量を示す。図５の実施例について、記憶空間インジケータ５３２は、番
組を記憶するために利用可能な記憶空間の２３％が満杯であることを示す。記憶空間イン
ジケータ５３２は、現在使用されている録画デバイス１１８の中の記憶空間の量を示すよ
うに、任意の他の形態を成し得る。例えば、他の実施形態では、記憶空間インジケータ５
３２は、依然として利用可能な空間の割合、または、利用可能な全記憶空間の量と対比し
た、空いている、または満杯である記憶空間の量（例えば、メガバイト単位で）の比率を
表示し得る。いくつかの実施形態、特に、複数ユーザの実施形態では、記憶空間インジケ
ータ５３２は、全ての空き容量と利用可能な空き容量とに対応する、少なくとも２つの値
を表示し得、後者は、現在利用可能である空き容量の量を反映し、前者は、全ての未決削
除要求（例えば、録画した番組のフラグ付き部分）が処理されると利用可能になる、空き
容量の量を反映する。
【００４８】
　図５は、録画デバイス１１８（図１）上に記憶された録画した番組の少なくとも一部に
対するリスト項目を伴うリスト５４０を示す。メディアガイダンスアプリケーションは、
例えば、図２のデータ構造２００を使用して、録画デバイス１１８上のデータベースに記
憶されたメディアガイダンス情報にアクセスし、処理することによって、リスト５４０を
生成し得る。リスト５４０は、５つの異なる録画した番組（例えば、図２の録画した番組
のリスト２１０に示された最初の５つの録画した番組）に対する５つのリスト項目を有す
るものとして、図５に示されている。しかしながら、これは例示的にすぎず、双方向メデ
ィアガイダンスアプリケーションは、所与の時に任意の好適な数のリスト項目を表示し得
る。録画リスト表示画面５００上で利用可能な空間よりも多くの録画した番組が録画デバ
イス１１８に含まれる時に、双方向メディアガイダンスアプリケーションは、表示をスク
ロールすることによって、付加的なリスト項目が閲覧され得ることを示す、矢印５３４を
提供し得る。（例えば、図１のユーザ入力デバイス１１４からの）矢印５３４のユーザ選
択の受信に応じて、メディアガイダンスアプリケーションは、リスト５４０の中のリスト
項目を更新して、録画デバイス１１８上に記憶された異なる録画した番組を表し得る。
【００４９】
　リスト５４０の中のリスト項目に提示されるメディア情報は、３つのカラムに配設され
る。カラム５６０は、各録画した番組のタイトルを示し、カラム５８０は、各録画した番
組の全長を示し、カラム５７０は、ユーザによって視聴された、各録画した番組の量を（
分単位で）示す。（例えば、カラム５７０または５８０の中の）表示された長さは、（放
送としての）番組の実際の長さ、または番組を記憶するために使用される時間の総量を指
し得る。例えば、３０分のホームコメディについて、表示された長さは、「３０分」であ
り得るか、または（例えば、バッファリング目的で）ホームコメディの前および／後に付
加的なコンテンツが録画されるか場合にはより長くあり得る。
【００５０】
　メディアガイダンスアプリケーションは、任意の好適なアプローチを使用して、カラム
５７０の中に表示する時間量を決定することができる。視聴した部分の構造２５０（図２
）によって図示されるように、「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ａ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ　Ｆ
ｉｌｍ」は、２つの別個の視聴した部分（例えば、０分から１２８分の間、および１３８
分から１４６分の間）を有する。したがって、一実施形態では、メディアガイダンスアプ
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リケーションは、リスト項目５５０のカラム５７０の中に最初の視聴した部分（例えば、
１１８分）の終了時間を表示することができる。このアプローチは、表示された時間量が
、ユーザが最初から視聴した番組の連続した時間（分）をユーザに知らせるため、有利で
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、最後の視聴した
部分（例えば、１４６分）の終了時間を表示し得る。さらに他の実施形態では、メディア
ガイダンスアプリケーションは、各視聴した部分の長さを加えることによって、合計視聴
時間（分）を決定し得、かつカラム５７０の中にこの合計視聴時間（分）を表示し得る（
例えば、１３６分）。
【００５１】
　録画リスト表示画面５００を散乱させることを防ぐために、双方向メディアガイダンス
アプリケーションは、全く視聴されていない録画した番組に対して、カラム５７０の中に
空白の入力を表示し得る。例えば、「Ｔｈｅ　Ｏｆｆｉｃｅ」に対するリスト項目５４５
は、これまでユーザによっていずれの持続時間にわたっても視聴されなかったものであり
得る。したがって、リスト項目５４５は、カラム５７０に空白の入力を有するものとして
図５に示されている。他の実施形態では、空白の入力を表示するよりもむしろ、双方向メ
ディアガイダンスアプリケーションは、リスト項目５４５のカラム５７０の中に「０分」
、「０」、「Ｘ」、または任意の他の記号を表示して、これらのリスト項目が、視聴した
部分がない録画した番組と関連することを示し得る。
【００５２】
　随意で、カラム５７０の中に視聴された時間量を表示する代わりに、メディアガイダン
スアプリケーションは、録画した番組の視聴されていない時間量を表示し得る。例えば、
これらの実施形態では、メディアガイダンスアプリケーションは、「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：
　Ａ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ　Ｆｉｌｍ」に対するリスト項目５５０の中に「１２２分
」を、「Ｓｏｕｔｈ　Ｐａｒｋ」に対するリスト項目の中に「０分」を表示し得る。この
ように、メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザが依然として見たい番組の残り
の時間量をユーザに知らせ得る。
【００５３】
　図５の表示画面５００は、リスト５４０の中の各リスト項目について、視聴した時間の
量および録画した番組の時間の総量を表す２つの入力（分単位で）を含む。しかしながら
、これは例示的にすぎない。メディアガイダンスアプリケーションは、この情報を表すた
めの任意の他の記号または形式を使用し得る。例えば、メディアガイダンスアプリケーシ
ョンは、異なる時間単位（例えば、時間）を使用して時間量を表示し得、またはメディア
ガイダンスアプリケーションは、ユーザが録画した番組の複数の別個の部分を視聴した場
合に複数の時間量を表示し得る。いくつかの実施形態では、ユーザが視聴した、録画した
番組の時間量を表示するよりもむしろ、メディアガイダンスアプリケーションは、輸送制
御バーと外観が同様の視聴時間バー（図示せず）を提供し得る。視聴時間バーは、録画し
た番組の全長を表し得、異なる色、記号、またはパターンを使用して、視聴した部分と視
聴していない部分とを区別し得る。いくつかのシナリオでは、録画した番組の一部分が削
除され得、したがって、時間バーはまた、（例えば、削除した部分を黒または中空として
描写することによって）削除した部分を視聴した部分および視聴していない部分と視覚的
に区別し得る。いくつかの実施形態では、番組をトリックプレイする（例えば、番組を停
止する、一時停止する、巻き戻す、または早送りする）場合に典型的に表示される実際の
輸送バーは、番組の一部分が削除された場合に、欠落したコンテンツを表すように修正さ
れ得る。これは、元の番組の全長を反映するが、削除した部分を、視聴したが存在する部
分および視聴していない部分と区別する輸送バーを示すことによって表され得る。
【００５４】
　リスト５４０の中のリスト項目は、双方向性であり得る。具体的には、メディアガイダ
ンスアプリケーションは、リスト５４０の中のリスト項目のうちの１つ以上のユーザ選択
を受信するように構成され得、かつ１つ以上のリスト項目のユーザ選択の受信に応じて動
作を実施し得る。メディアガイダンスアプリケーションは、リスト項目を直接クリックす
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ることによって、またはハイライト領域５３６を所望のリスト項目まで移動させることに
よって、ユーザがリスト項目を選択することを可能にし得る。特定のリスト項目をハイラ
イトするためにハイライト領域５３６を使用するユーザ指示の受信に応じて、メディアガ
イダンスアプリケーションは、特定のリスト項目の周囲のハイライト領域５３６を表示し
、番組情報領域５１０の中の対応する番組に関する付加的な情報を提供し得る。図５に図
示された実施例について、ハイライト領域５３６は、リスト項目５５０をハイライトして
おり、したがって、「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ａ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ　Ｆｉｌｍ」に
関する情報が番組情報領域５１０に表示される。情報は、タイトル、初回放送日、初回放
送時間、番組を提供した番組または放送局、または録画した番組に関する任意の他の好適
な情報（例えば、データソース１２４（図１）から入手可能な任意の情報、データ構造２
００（図２）を使用して録画デバイス１１８上のデータベースに記憶された任意の情報）
等の、任意の好適なメディアガイダンス情報を含み得る。いくつかの実施形態では、双方
向メディアガイダンスアプリケーションは、１つ以上の録画した番組の一部分を迅速に削
除するためのユーザ選択可能なオプションを含み得る。例えば、図５では、選択されると
、ハードディスク上に現在記憶されている１つ、一部、または全ての番組の視聴した部分
を削除する（またはフラグを付ける）ことによって、ハードディスク上の空間を節約する
ためのオプションをユーザに提供する、「スペースセーバ」オプション５３５が、情報領
域５３０内に提供され得る。
【００５５】
　番組情報領域５１０の中のメディアガイダンス情報は、実際の番組の長さを示す、番組
長さのインジケータ５１２を含み得る。番組情報領域５１０はまた、ユーザによって視聴
された番組の長さを示す、視聴した部分のインジケータ５１４と、ユーザによって視聴さ
れていない番組の長さを示す、残りの部分のインジケータ５１６とを含み得る。したがっ
て、このシナリオでは、視聴した部分のインジケータ５１４および残りの部分のインジケ
ータ５１６に表示される、組み合わせた長さは、番組長さのインジケータ５１２の番組長
さに等しい。いくつかのシナリオでは、番組長さのインジケータ５１２および視聴した部
分のインジケータ５１４は、それぞれ、現在ハイライトされているリスト項目のカラム５
８０および５７０に対応し得る。他の実施形態では、番組長さのインジケータ５１２およ
び視聴した部分のインジケータ５１４が、番組の長さを指し得る一方で、カラム５７０お
よび／または５８０は、図１の録画デバイス１１８上に記憶された録画の長さを指し得る
（例えば、番組および／またはコマーシャルの前および／または後のバッファ時間を含む
）。以下で明白となるように、この後者のアプローチは、表示画面５００が、最初に放送
されたような実際の番組に関する完全な情報（例えば、番組情報領域５１０から）、なら
びに録画した番組の長さについての情報（例えば、リスト５４０から）を提供するため、
有利であり得る。
【００５６】
　メディアガイダンスアプリケーションは、録画リスト表示画面５００の中に広告を提供
し得る。例えば、広告５２０は、録画リスト表示画面５００の右上隅にあることが図５で
示されているが、１つ以上の広告が、録画リスト表示画面５００の中の任意の他の好適な
場所で提供され得る（例えば、リスト５４０内の埋め込み広告として）。広告５２０なら
びに任意の他の広告は、将来のテレビ番組、メディアガイダンスアプリケーションを通し
てオンライン注文され得るアイテム、ペイパービュー番組、オンデマンド番組、あるいは
任意の他の好適な製品またはサービス等の、種々のサービスまたは製品のうちのいずれか
を宣伝し得る。いくつかの実施形態では、広告５２０のコンテンツは、ハイライト領域５
３６によってハイライトされる、録画した番組に関係し得、かつハイライト領域５３６が
１つのリスト項目から別のリスト項目へ移動させられるにつれて変化し得る。他の実施形
態では、広告５２０のコンテンツは、ハイライト領域５３６によってハイライトされるリ
スト項目とは無関係であり得、かつ録画リスト表示画面５００が表示されている限り定位
置にとどまってもよく、または周期的に（例えば、ローリング様式で）変化し得る。
【００５７】
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　リスト５４０の中のリスト項目のユーザ選択の受信に応じて（例えば、特定のリスト項
目がハイライト領域５３６によってハイライトされた時にユーザが「ＯＫ」キーを選択す
ると）、メディアガイダンスアプリケーションは、関連する録画した番組に関係する番組
情報表示画面を提供し得る。リスト項目５５０と関連する録画した番組についての情報を
提供する、例示的な番組情報表示画面が図６に示されている。番組情報表示画面６００は
、番組情報領域６１０と、広告６２０と、番組説明領域６３０と、オプション領域６３５
とを含み得る。番組情報領域６１０は、図５の番組情報領域５１０と同様であり得、録画
した番組に関係する、同一または同様の量の情報を提供し得る。番組説明領域６３０は、
録画した番組についてのより詳細な情報を提供し得る。具体的には、番組説明領域６３０
は、「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ａ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ　Ｆｉｌｍ」に関する番組説明
、ならびに、番組に関与する俳優および／または女優、初回放送日または番組が撮影され
た年、および番組に対するＭＰＡＡ評定等の、この番組に関する任意の他の入手可能な情
報を提供し得る。
【００５８】
　番組情報表示画面６００は、オプション６４０、６４２、６４４、６４６、６４８、６
５０、および６５２を伴うオプション領域６３５を含み得る。メディアガイダンスアプリ
ケーションは、例えば、ハイライト領域６６０を所望のオプションに移動させ、ユーザ入
力デバイス１１４（図１）上の適切なボタンを選択することによって、または所望のオプ
ションにマップされているユーザ入力デバイス１１４上の特定のボタンを押下することに
よって、ユーザがこれらのオプションのうちの１つを選択することを可能にし得る。メデ
ィアガイダンスアプリケーションは、オプション領域６３５の中のオプションのユーザ選
択の受信に応じて、その大部分が録画した番組と関連付けられる異なる動作を実施する。
例えば、オプション６４２のユーザ選択の受信に応じて、メディアガイダンスアプリケー
ションは、録画した番組の再生を開始し得、オプション６４４のユーザ選択の受信に応じ
て、メディアガイダンスアプリケーションは、番組のプレビューまたは予告編を表示し得
る。メディアガイダンスアプリケーションは、オプション６４６の選択の受信に応じて、
ユーザが録画した番組のペアレンタルコントロールロックを設定または変更することを可
能にし得、メディアガイダンスアプリケーションは、オプション６４０のユーザ選択の受
信に応じて、以前の表示画面（例えば、図５の録画リスト表示画面５００）に戻り得る。
【００５９】
　メディアガイダンスアプリケーションは、録画した番組の全体または一部を削除するた
めの２つの異なる削除オプション、例えば、それぞれ、録画を削除するオプション６４８
および視聴した部分を削除するオプション６５０を提供し得る。メディアガイダンスアプ
リケーションは、ユーザが録画デバイス１１８（図１）から録画した番組全体を削除する
ことを可能にするオプション６４８を提供し得る。メディアガイダンスアプリケーション
は、ユーザが、ユーザによって視聴された録画の１つ以上の部分のみを削除するのを選択
することを可能にするオプション６５０を提供し得る。オプション６５０がハイライト領
域６６０を使用してハイライトされるため、オプション６５０に関する情報が説明領域６
６２の中に表示され得る。したがって、選択したオプション（例えば、オプション６５０
）のユーザ確認に応答して、メディアガイダンスアプリケーションは、録画した番組の視
聴した部分を削除し得る。
【００６０】
　メディアガイダンスアプリケーションは、リスト５４０（図５）からの録画した番組の
ユーザ選択の受信に先立って、または受信に応じて、あるいは視聴した部分を削除するオ
プション６５０のユーザ選択の受信に応じて、削除のために録画した番組の視聴した部分
を決定し得る。いくつかの実施形態では、決定される視聴した部分は、視聴した部分のイ
ンジケータ６１４によって示される、録画した番組の複数部分に対応し得る。具体的には
、メディアガイダンス情報のデータベース（例えば、図２のデータ構造２００）を使用し
て、メディアガイダンスアプリケーションは、録画した番組の最初の１１８分に対応する
「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ａ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ　Ｆｉｌｍ」の一部分を識別し得る
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。次いで、メディアガイダンスアプリケーションは、削除のために、録画デバイス１１８
からの識別した部分にフラグを付け得る。
【００６１】
　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、最初の視聴した部分以外
の視聴した部分を削除のために識別し得る。例えば、いくつかの実施形態では、メディア
ガイダンスアプリケーションは、図２で図示されるように、録画デバイス１１８の中のデ
ータベースから、視聴した部分の開始および終了時間にアクセスし得、削除のためにフラ
グを付けるように、（最初の部分だけでなく）視聴した部分の全てを識別し得る。代替と
して、メディアガイダンスアプリケーションは、視聴した部分構造２５０（図２）の中の
開始および終了時間を、チャプター／場面リスト２４０（図２）の中のチャプター／場面
変更位置と比較し得、全チャプターまたは場面、あるいはコマーシャルの時間の終了まで
のコンテンツに対応する、視聴した部分の複数部を選択し得る。例えば、削除するために
「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ａ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ　Ｆｉｌｍ」の最初の１１８分を選
択するよりむしろ、メディアガイダンスアプリケーションは、削除のためにフラグを付け
るように最初の９３分（例えば、完全に見た最初の４つのチャプター）を選択し得る。
【００６２】
　図６を引き続き参照して、メディアガイダンスアプリケーションは、表示画面６００の
中に削除設定オプション６５２を提供し得る。削除設定オプション６５２のユーザ選択の
受信に応じて、メディアガイダンスアプリケーションは、削除設定画面を表示し得る。削
除設定画面は、録画した番組の視聴した部分の削除と関連する設定を変更する能力を含む
、録画した番組の削除に関係する一般選好設定を変更する能力をユーザに提供し得る。例
えば、削除設定画面は、視聴した部分を削除するオプション６５０のユーザ選択に応答し
て、視聴した部分の全てを削除する（または削除のためにフラグを付ける）か、録画した
番組の第１の視聴した部分のみを削除するかを選択する能力を、ユーザに提供し得る。ユ
ーザによって変更され得る設定の他の実施例、およびユーザがこれらの設定を変更するこ
とを可能にするための例示的な設定画面を、図１７に関連して以下でさらに詳細に説明す
る。
【００６３】
　いくつかの実施形態では、メディアガイダンスアプリケーションは、関連する録画した
番組の少なくとも一部分が視聴された時のみ、視聴した部分を削除するオプション６５０
を提供し得る。リスト５４０（図５）からの録画した番組のユーザ選択に先立って、また
はそれに応じて、双方向メディアガイダンスアプリケーションは、録画の少なくとも一部
分がユーザによって視聴されたかどうかを決定し得る。メディアガイダンスアプリケーシ
ョンは、録画の少なくとも一部分（例えば、２４０分のうちの１１８分）が視聴されたこ
とをメディアガイダンスアプリケーションが決定すると、録画した番組の情報表示画面６
００を提供し得る。メディアガイダンスアプリケーションは、代わりに、メディアガイダ
ンスアプリケーションが録画のいずれの部分も視聴されていないと決定すると、図７に示
されたものと同様の表示画面を提供し得る。録画した番組の情報表示画面７００は、例え
ば、図５のリスト項目５４５のユーザ選択の受信の結果として表示され得る。「Ｔｈｅ　
Ｏｆｆｉｃｅ」がユーザによって全く視聴されていないため、メディアガイダンスアプリ
ケーションは、ユーザが録画した番組全体を削除するのを選択することを可能にする、オ
プション７４８のみを提供し得る。例えば、図７に示されるように、オプション７４８が
ハイライト領域７６０によって選択されると、説明領域７６２は、削除オプション７４８
を選択することにより、録画した番組が削除されることをユーザに知らせる。
【００６４】
　ここで図８を参照すると、双方向メディアガイダンスアプリケーションによって提供さ
れ得る、録画リスト表示画面８００が示されている。メディアガイダンスアプリケーショ
ンは、例えば、録画した番組（この実施例では「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ａ　Ｄｏｃｕｍｅ
ｎｔａｒｙ　Ｆｉｌｍ」）の視聴した部分を削除するユーザ入力に応じて、表示画面８０
０を提示し得る。例えば、メディアガイダンスアプリケーションは、図６のオプション６
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５０のユーザ選択に応じて、録画リスト表示画面８００を表示し得る。録画リスト表示画
面８００は、記憶空間インジケータ８３２が、視聴した部分の削除により、付加的な記憶
空間が記憶デバイスにおいて利用可能であることを示すように更新されており、「Ｎｅｗ
　Ｙｏｒｋ：　Ａ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ」の情報が、視聴した部分が削除されたこと
を反映するように更新されていることを除いて、録画リスト表示画面５００（図５）と同
じであり得る。具体的には、リスト項目８５０は、録画した番組が１２２分の長さを有す
ることを示す。つまり、録画した番組の元の２４０分のうちの１１８分が削除されたため
、録画した番組の１２２分のみが記憶デバイス上に残存し得る。いくつかの実施形態では
、双方向メディアガイダンスアプリケーションは、視聴した部分を実際には削除していな
くてもよいが、それにもかかわらず視聴した部分が削除されたことを視聴者に示す、録画
リスト項目表示画面８００を提供し得る。
【００６５】
　番組情報領域８１０はまた、録画の視聴した部分が削除された、または削除のために選
択されたことを反映するように更新され得る。録画についての完全情報を提供するために
、番組情報領域８１０は、番組長さのインジケータ８１２を表示して、録画の元の長さ（
例えば、あらゆる削除の前の放送時の長さ）を提供し得る。番組情報領域８１０はまた、
録画デバイス１１８（図１）から削除された、録画した番組の量を示す、削除した部分の
インジケータ８１４と、まだユーザによって視聴されていない、録画した番組の量を表示
する、残りの部分インジケータ８１６とを含み得る。したがって、この実施例では、ユー
ザは、録画デバイス１１８上に残された録画した番組のいずれの部分も視聴しておらず、
したがって、残りの部分のインジケータ８１６は、録画デバイス１１８上に残された録画
のうちの１２２分全てが視聴されていないことを示す。他の実施形態では、番組情報領域
８１０は、残りの部分インジケータ８１６に加えて、またはその代わりに、視聴した部分
のインジケータ（図示せず）を含み得る。視聴した部分のインジケータは、視聴された残
りの番組の量を示し得る。この実施例について、視聴した部分のインジケータは、（削除
後の）残りの番組のいずれの部分もユーザによって視聴されていないことを示すように、
ゼロに設定され得る。
【００６６】
　いくつかの実施形態では、メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザが複数の録
画した番組の視聴した部分を一度に削除するのを選択することを可能にする、便利なイン
ターフェースを提供し得る。メディアガイダンスアプリケーションは、例えば、図９の録
画リスト表示画面９００と同様の表示画面を提供し得る。
【００６７】
　録画リスト表示画面９００は、図５のリスト５４０と同一または同様であり得る、リス
ト９４０を含み得る。例えば、リスト９４０は、両方とも、ユーザによってすでに視聴さ
れた部分を有する録画した番組と関連する、リスト項目９５０およびリスト項目９５５と
いった２つのリスト項目を含み得る。メディアガイダンスアプリケーションは、例えば、
ユーザが複数のリスト項目を直接選択することを可能にすることによって、またはユーザ
が選択することを希望するリスト項目にわたって、ユーザがポインタをドラッグすること
を可能にすることによって、ユーザがリスト９４０の中の削除する複数のリスト項目を選
択することを可能にし得る。代替として、ユーザは、視聴した部分を削除させるための候
補として、少なくとも部分的に削除された録画のみのリスト項目を、ユーザに提示する動
作を呼び出す、スペースセーバオプション５３５（図５）を選択し得る。図９は、ユーザ
がリスト項目９５０およびリスト項目９５５を選択することの結果を示す。つまり、これ
ら２つのリスト項目のユーザ選択に応じて、メディアガイダンスアプリケーションは、リ
スト項目９５０およびリスト項目９５５の両方の周囲にハイライト領域９３６を表示し得
、かつ両関連番組についての情報を含むように番組情報領域９１０を更新し得る。番組情
報領域９１０は、具体的には、「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ａ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ　Ｆ
ｉｌｍ」および「Ｓｏｕｔｈ　Ｐａｒｋ」についての概要情報を提供し得る。番組長さの
インジケータ９１２は、２つの番組の組み合わせた長さを示し得、視聴した部分のインジ
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ケータ９１４は、視聴した部分の組み合わせた長さを示し得、残りの部分のインジケータ
９１６は、視聴されていない、組み合わせた長さを示し得る。代替として、空間を節約す
るために、情報領域９１０は、全ての選択した番組のタイトルの代わりに、「複数のタイ
トルが選択されました」等の概要インジケータを含み得、次いで、全ての選択した番組に
ついて合併される概要数字（例えば、番組長さ、視聴した部分の長さ、および／または残
りの部分の長さ）を提供する。これらのリスト項目がハイライトされると、ユーザは、例
えば、ユーザ入力デバイス１１４（図１）上の「ＯＫ」または「削除」ボタンを押下する
ことによって、メディアガイダンスアプリケーションで選択を確認し得る。
【００６８】
　図９のリスト項目９５０および９５５のユーザ確認の受信に応じて、メディアガイダン
スアプリケーションは、オーバーレイ９９０を提供し得る。オーバーレイ９９０は、選択
したリスト項目に対する複数の削除オプションを含み得る。例えば、オーバーレイ９９０
は、録画を削除するオプション９９２と、視聴した番組を削除するオプション９９３と、
録画の視聴した部分を削除するオプション９９４とを含み得る。録画を削除するオプショ
ン９９２のユーザ選択に応じて、メディアガイダンスアプリケーションは、削除のために
、リスト項目９５０および９５５と関連する録画した番組にフラグを付け得る。この選択
によって削除される量は、番組長さのインジケータ９１２によって反映される。
【００６９】
　視聴した番組を削除するオプション９９３のユーザ選択に応じて、メディアガイダンス
アプリケーションは、それらの全体が視聴された全ての番組を削除し得る（またはフラグ
を付け得る）。代わりに、オプション９９４のユーザ選択が受信された場合、メディアガ
イダンスアプリケーションは、録画した番組の視聴した部分のみを削除するか、または削
除のためにフラグを付ける。具体的には、メディアガイダンスアプリケーションは、リス
ト項目９５０と関連する録画の１１８分、およびリスト項目９６０と関連する録画の３０
分（例えば、番組全体）を削除する。この選択から削除される、録画の全長は、視聴した
部分のインジケータ９１４によって反映される。ユーザが録画のいずれの部分も削除しな
いことを決定した場合、ユーザは、削除しないオプション９９６を選択し得、それは、「
Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ａ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ　Ｆｉｌｍ」または「Ｓｏｕｔｈ　Ｐ
ａｒｋ」のいずれの部分も削除することなく、メディアガイダンスアプリケーションにオ
ーバーレイ９９０を除去させる。
【００７０】
　メディアガイダンスアプリケーションは、選択した番組のうちの少なくとも１つが視聴
した部分を有することをメディアガイダンスアプリケーションが決定すると、オーバーレ
イ９９０の中に視聴した部分を選択するオプション９９４を提供し得る。そうでなければ
、メディアガイダンスアプリケーションは、オーバーレイ９９０の中に録画を削除するオ
プション９９２のみを提供し得る。例えば、ユーザが削除のために「Ｔｈｅ　Ｏｆｆｉｃ
ｅ」に対するリスト項目９４５のみを選択した場合、メディアガイダンスアプリケーショ
ンは、「Ｔｈｅ　Ｏｆｆｉｃｅ」がいずれの時間の長さにわたってもユーザによって視聴
されていないことを決定し得、かつ視聴した部分のみを削除するオプションを伴わずにオ
ーバーレイ９９０を提供し得る。一方で、ユーザが削除のためにリスト項目９４５および
リスト項目９５０を選択した場合、メディアガイダンスアプリケーションは、視聴した部
分のみを削除するオプションをオーバーレイ９９０に提供し得る。この場合、視聴した部
分のみを削除するオプションのユーザ選択を受信することにより、メディアガイダンスア
プリケーションに、リスト項目９５０と関連する録画（例えば、「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　
Ａ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ　Ｆｉｌｍ」）の視聴した部分を削除させるが、リスト項目
９４５と関連する録画（例えば、「Ｔｈｅ　Ｏｆｆｉｃｅ」）には影響を及ぼさない。
【００７１】
　ここで図１０－１２を参照すると、視聴した部分構造２５０（図２）を更新するように
、およびユーザ要求に応じて、削除のために録画の視聴した部分にフラグを付けるように
、メディアガイダンスアプリケーションによって実行され得る、例示的な過程のフローチ
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ャートが示されている。これらのフローチャートは例示的にすぎず、本発明の範囲から逸
脱することなく、種々のフローチャートのステップが修正され、組み合わされ、除去され
得、または他のステップが追加され得ることを理解されたい。
【００７２】
　最初に図１０を参照すると、録画した部分のどの部分を視聴者が見たかを記録しておく
ための例示的な過程１０００のフローチャートが示されている。メディアガイダンスアプ
リケーションは、例えば、図５の録画リスト表示画面５００等の録画リスト表示画面を提
供するため、または録画した番組の視聴した部分を削除するユーザ要求に応じて、番組の
どの部分を削除するか、または削除のためにフラグを付けるかを識別するために、この情
報を使用し得る。
【００７３】
　過程１０００は、ステップ１００２から始まってもよい。ステップ１００４では、メデ
ィアガイダンスアプリケーションは、録画した番組における特定の位置で録画した番組を
再生するようにユーザ選択を受信し得る。例えば、ユーザは、番組の最初から再生を開始
すること、番組の中の特定の場面で再生を開始することを選択し得、または以前の停止位
置から番組を再開し得る。ステップ１００８では、メディアガイダンスアプリケーション
は、ステップ１００６で再生が開始された、録画した番組の特定の位置の表示を、再生の
「開始時間」として保存し得る。例えば、メディアガイダンスアプリケーションは、録画
した番組の中での再生が始まった時間またはオフセット、あるいは特定の位置のメモリ場
所（例えば、フレーム場所または多重フレームデータブロック）を記録しておいてもよい
。メディアガイダンスアプリケーションは、例えば、視聴した部分の構造２５０（図２）
に開始時間を保存し得る。
【００７４】
　録画した番組が再生し続ける一方で、過程１０００は、ステップ１０１０に移動し得、
そこで、メディアガイダンスアプリケーションは、録画した番組の再生を停止するコマン
ドがユーザから受信されたかどうかを決定する。停止コマンドが受信されていない場合、
過程１０００はステップ１０１０にとどまってもよく、録画した番組の再生が継続する。
ステップ１０１０で、停止コマンドが受信されたとメディアガイダンスアプリケーション
が決定した場合、過程１０００はステップ１０１２に続き得る。ステップ１０１２では、
メディアガイダンスアプリケーションは、番組における現在の視聴位置（例えば、停止コ
マンドが受信された番組中の位置）で、録画した番組の再生を停止し得る。次いで、ステ
ップ１０１４では、メディアガイダンスアプリケーションは、停止時間として現在の視聴
位置の表示（例えば、録画した番組の中へのオフセット時間、または現在の視聴位置への
メモリアドレス）を保存し得る。メディアガイダンスアプリケーションは、ステップ１０
０８で保存された開始時間とともに、視聴した部分の構造２５０（図２）に停止時間を保
存し得る。したがって、開始時間および停止時間の両方が保存されると、メディアガイダ
ンスアプリケーションは、ユーザが視聴した、録画した番組の一部分についての完全情報
を有し、視聴した部分の時間の長さを決定することが可能である。
【００７５】
　次いで、過程１０００は、ステップ１０１６に続き得、そこで、メディアガイダンスア
プリケーションは、（ステップ１００８からの）開始時間および（ステップ１０１４から
の）停止時間を、同じ録画した番組の以前に保存された開始および停止時間と合併し得る
。例えば、それぞれ、ステップ１００８および１０１４で保存された開始および停止は、
番組の以前の視聴で保存された開始および終了時間と重複するか、または連続し得る。ユ
ーザがある期間にわたって録画した番組を見て停止時間で停止し、後に、直接または実質
的にその停止時間から録画した番組の再生を再開することを選択する時に、開始時間は連
続し得る。これらの種類の状況では、メディアガイダンスアプリケーションは、番組の視
聴した部分が、可能な限り少ない数の開始および停止時間とともに表され得るように、全
ての以前の開始および終了時間を合併し得る。連続部分の実施例について、第１および第
２の視聴した部分は、第１の視聴の開始時間および第２の視聴の終了時間のみが維持され
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るように、組み合わせられ得る。いったん視聴した部分が合併されると、メディアガイダ
ンスアプリケーションは、録画した番組の視聴した部分についての現在の情報を有し、過
程１０００は、ステップ１０１８および終了に移動し得る。
【００７６】
　いくつかの実施形態では、メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザがリアルタ
イムの速度または実質的にリアルタイムの速度で視聴した、録画した番組の一部分のみを
記録しておいてもよい。言い換えれば、メディアガイダンスアプリケーションは、早送り
された、録画した番組の部分を、ユーザによって実際に視聴された部分となるように取り
扱わなくてもよい。したがって、いくつかの実施形態では、メディアガイダンスアプリケ
ーションは、リアルタイムで視聴された全ての部分の開始および停止時間を記録しておく
、図１１の過程１１００のステップを実行し得る。以降で、リアルタイム速度とは、ユー
ザが録画した番組を依然として見て理解し得るような、意図された再生速度の好適な因数
（例えば、０．９、０．９５、１．０５、または１．１）以内である再生速度を指す。
【００７７】
　過程１１００は、ステップ１１０２から始まってもよい。ステップ１１０４では、メデ
ィアガイダンスアプリケーションは、録画した番組を再生するユーザ選択を受信し得、ス
テップ１１０６では、メディアガイダンスアプリケーションは、録画した番組の開始時間
として、再生の開始位置の表示を保存し得る。次いで、また、ユーザ選択の受信に応じて
、メディアガイダンスアプリケーションは、ステップ１１０８で、実質的にリアルタイム
の速度で録画した番組を再生し得る。録画した番組の再生は、早送りまたは巻き戻しコマ
ンドがステップ１１１０で受信されるか、または停止コマンドがステップ１１２０で受信
されるまで、リアルタイム速度で継続し得る。
【００７８】
　もし、ステップ１１１０で、早送りまたは巻き戻しコマンドが受信されたとメディアガ
イダンスアプリケーションが決定した場合、メディアガイダンスアプリケーションは、録
画した番組の停止時間として、現在の視聴位置（例えば、早送りまたは巻き戻しコマンド
が受信された、録画中の点）の表示を保存する。次いで、メディアガイダンスアプリケー
ションは、受信された具体的なトリックプレイコマンドに応じて、順方向または逆方向に
、ステップ１１１４で、リアルタイムよりも実質的に速い（例えば、２０ｘ、４０ｘ）ま
たは遅い（例えば、０．２ｘ、０．４ｘ）速度で録画した番組を表示する。このより速い
または遅い速度での再生は、リアルタイム速度再生を再開するコマンドがステップ１１１
６で受信されるか、または停止コマンドがステップ１１１８で受信されるまで、継続し得
る。
【００７９】
　もし、ステップ１１１６で、メディアガイダンスアプリケーションが、録画した番組の
再生を再開するコマンドを受信した場合、過程１１００は、ステップ１１０６に戻っても
よく、そこで、メディアガイダンスアプリケーションは、新しい開始時間を保存し、リア
ルタイム速度で録画した番組を表示し始める。したがって、録画した番組は、早送りまた
は巻き戻しが終了した点から再生が始まったかのように取り扱われてもよい。もし、その
代わり、ステップ１１１８で、メディアガイダンスアプリケーションが、録画した番組の
再生を停止するコマンドを受信した場合、過程１１００は、付加的な停止時間を保存する
ことなく（早送りまたは巻き戻しコマンドがステップ１１１０で受信された後に、１つの
停止時間がすでに保存されたため）、以下で論議されるステップ１１２４に飛び得る。
【００８０】
　ステップ１１２０に戻って、録画した番組がリアルタイムで再生されている間に停止コ
マンドが受信されることをメディアガイダンスアプリケーションが決定した場合、過程１
１００は、ステップ１１２２に移動する。ステップ１１２２では、メディアガイダンスア
プリケーションは、録画した番組の現在の視聴位置と関連する停止時間を保存し、停止コ
マンドが受信された場合、ステップ１１２４で、メディアガイダンスアプリケーションは
、録画した番組の再生を停止する。次いで、ステップ１１２６では、メディアガイダンス
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アプリケーションは、視聴の経過中にユーザによって飛ばされている、録画した番組の中
のコマーシャルの時間と関連する開始／停止時間を除去し得る。つまり、ユーザが番組の
部分を見逃さなかったため、たとえユーザが録画した番組の一部分の間にコマーシャルの
時間を早送りしても、メディアガイダンスアプリケーションは、該録画した番組の部分が
完全に見たものとされるように取り扱う。したがって、ステップ１１２６では、メディア
ガイダンスアプリケーションは、停止および後続開始時間が、コマーシャルの時間の実質
的に一部である期間に対応するかどうかを決定し得る。これを達成するために、メディア
ガイダンスアプリケーションは、早送り速度で見た期間を、例えば、図２のチャプター／
場面リスト２４０に保存されたコマーシャルの時間と比較し得る。次いで、図１１の過程
１１００は、ステップ１１２８に続き得、そこで、メディアガイダンスアプリケーション
は、図１０に関連して上記で説明されるように、保存された開始および停止時間を、録画
した番組が以前に再生された時の開始および停止時間と合併し得る。次いで、過程１１０
０は、ステップ１１２０および終了に移動し得る。
【００８１】
　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、早送りコマンドを巻き戻
しコマンドとは異なって取り扱ってもよい。例えば、ユーザが、録画した番組を第１の点
まで見て、録画した番組を第１の点の前の第２の点まで巻き戻し、次いで、再生を停止し
た場合、メディアガイダンスアプリケーションは、第１の位置よりもむしろ、停止時間と
して第２の点を保存し得る（たとえユーザが第１の位置まで実質的にリアルタイムの速度
で録画した番組を視聴したとしても）。
【００８２】
　図１２は、削除のために録画の視聴した部分にフラグを付けるための例示的な過程１２
００のフローチャートである。視聴した部分は、図１０および１１に関連して上記で説明
されるアプローチを使用して生成される、開始および停止時間によって表され得る。過程
１２００は、ステップ１２０２から始まり、ステップ１２０６に進んでもよい。ステップ
１２０６では、メディアガイダンスアプリケーションは、録画デバイス１１８（図１８）
等の記憶デバイス上に記憶された少なくとも１つの番組と関連する、動作を実施するユー
ザ要求を受信し得る。例えば、メディアガイダンスアプリケーションは、録画デバイス１
１８上に記憶されている番組のリストを表示し得、次いで、リストから少なくとも１つの
録画した番組を選択するユーザ要求を受信し得る。動作を実施するユーザ要求の受信に応
じて、メディアガイダンスアプリケーションは、ステップ１２０８で、録画した番組の少
なくとも一部がユーザによって以前に視聴されたかどうかを決定し得る。例えば、メディ
アガイダンスアプリケーションは、録画デバイス１１８の中のデータベースにアクセスし
て、少なくとも一式の開始および終了時間が、少なくとも１つの録画した番組の１つ以上
の部分に対して記憶されているかどうかを決定し得る。もし、ステップ１２０８で、録画
した番組の少なくとも一部が視聴されていないことをメディアガイダンスアプリケーショ
ンが決定した場合、過程１２００は、ステップ１２１０に移動し、少なくとも１つの録画
した番組のいずれの部分も削除することなく終了する。
【００８３】
　もし、ステップ１２０８で、代わりに、録画した番組の少なくとも一部が以前に視聴さ
れたことをメディアガイダンスアプリケーションが決定した場合、過程１２００は、ステ
ップ１２１２に移動する。ステップ１２１２では、メディアガイダンスアプリケーション
が、ユーザによって視聴された、少なくとも１つの録画した番組の１つ以上の部分を決定
する。例えば、メディアガイダンスアプリケーションは、録画デバイス１１８の中のデー
タベースの中の開始および終了時間にアクセスし得、録画した番組の１つの視聴した部分
、全ての視聴した部分、あるいは、視聴された、録画した番組の場面またはチャプターを
識別するために、これらの時間を使用し得る。次いで、ステップ１２１４では、メディア
ガイダンスアプリケーションは、少なくとも１つの録画した番組の１つ以上の視聴した部
分を削除するように、ユーザを促す。例えば、メディアガイダンスアプリケーションは、
番組情報表示画面６００（図６）等の番組情報表示画面の中、またはオーバーレイ９９０
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（図９）等の画面上のオーバーレイの中に、視聴した部分を削除するオプションを表示し
得る。もし、ステップ１２１６で、ユーザ要求がプロンプトに応答して受信されない場合
、過程１２００は、ステップ１２１０に移動し、少なくとも１つの録画した番組のいずれ
の部分も削除することなく終了する。
【００８４】
　もし、ステップ１２１６で、録画した番組の１つ以上の視聴した部分を削除するように
ユーザ要求が受信された場合、過程１２００は、ステップ１２１８に続く。ステップ１２
１８では、メディアガイダンスアプリケーションは、録画デバイス１１８（図１）からの
削除のために１つ以上の視聴した部分にフラグを付け得る。いくつかの実施形態では、双
方向メディアガイダンスアプリケーションはまた、１つ以上の視聴した部分を削除し得る
。次いで、過程１２００は、ステップ１２１０に移動し、終了し得る。
【００８５】
　いくつかの実施形態では、メディアガイダンスアプリケーションは、録画した番組の再
生を一時停止するユーザ要求の受信に応じて、録画した番組の視聴した部分を削除するこ
とを選択する能力を、ユーザに提供し得る。具体的には、ユーザが録画した番組の再生を
一時停止すると、メディアガイダンスアプリケーションは、これまで視聴された、録画し
た番組の部分を決定し、録画した番組の該部分を削除するようにユーザを促すように構成
され得る。
【００８６】
　図１３および１４は、録画した番組の再生を一時停止するユーザコマンドに応じて、メ
ディアガイダンスアプリケーションによって提供され得る、２つの例示的なオーバーレイ
を示す。最初に図１３を参照すると、一時停止したビデオ１３１０を含む、表示画面１３
００が示されている。一時停止したビデオ１３１０は、（例えば、図１のユーザ入力デバ
イス１１４からの）一時停止コマンドがユーザから受信される時にユーザが見ていた、録
画した番組の静止フレームをであり得る。いくつかの実施形態では、一時停止コマンドが
受信される録画した番組の中の点において包囲、開始、または終了するコンテンツのビデ
オループによって、静止画像１３１０が置換され得る。また、一時停止コマンドの受信に
応じて、メディアガイダンスアプリケーションは、削除プロンプトオーバーレイ１３２０
を表示し得る。削除プロンプトオーバーレイ１３２０は、すでに視聴された、一時停止し
た録画の一部分を削除する機会をユーザに提供するために、メディアガイダンスアプリケ
ーションによって使用され得る。削除プロンプトオーバーレイ１３２０は、「はい」のオ
プション１３２２および「いいえ」のオプション１３２４を含む。「はい」のオプション
１３２２のユーザ選択の受信に応じて、メディアガイダンスアプリケーションは、録画し
た番組の部分を削除するか、または削除のために該部分にフラグを付け得る。該部分は、
録画した番組の開始時の開始位置と、実質的に録画した番組における現在の視聴位置にあ
る終了位置とを有し得る。
【００８７】
　削除プロンプトオーバーレイ１３２０は、録画した番組の以前の部分を削除することな
く、ユーザが、メディアガイダンスアプリケーションに録画した番組を一時停止させるこ
とを選択し得る、「いいえ」のオプション１３２４を含み得る。メディアガイダンスアプ
リケーションは、代わりに、録画した番組の一部分が視聴されたことを反映するように、
録画した番組の再生と関連する終了時間を記憶し得る。したがって、ユーザが視聴した部
分を削除することについて考えを変えた場合、視聴した部分は、例えば、図５－９に関連
して上記で説明される表示画面を使用して、依然としてユーザによって削除され得る。削
除プロンプトオーバーレイ１３２０の中の「はい」のオプション１３２２または「いいえ
」のオプション１３２４のユーザ選択の受信に応じて、メディアガイダンスアプリケーシ
ョンは、削除プロンプトオーバーレイ１３２０を削除し、現在の視聴位置における録画し
た番組の静止画像に対応する一時停止したビデオ１３１０のみを残し得る。
【００８８】
　ユーザが録画した番組の再生を一時停止することに応じて、メディアガイダンスアプリ
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ケーションによって提供され得る、別の例示的なオーバーレイが図１４に示されている。
図１３と同様に、メディアガイダンスアプリケーションは、録画した番組を一時停止する
ユーザ要求に応じて、録画した番組の静止画像上のオーバーレイとして、削除プロンプト
オーバーレイ１４２０を提供し得る。削除プロンプトオーバーレイ１４２０は、録画のう
ちのどれだけを削除するかを定義する能力をユーザに提供する、複数の異なるオプション
を含み得る。視聴者が録画のいずれの部分も削除しないことを決定した場合、視聴者は、
メディアガイダンスアプリケーションに、「いいえ」のオプション１３２４（図１３）の
ユーザ選択の受信と同様に応答させる、キャンセルオプション１４２８を選択し得る。残
りのオプションは、現在の一時停止点オプション１４２２を含み得る。メディアガイダン
スアプリケーションは、現在の一時停止点オプション１４２２のユーザ選択に応じて、録
画した番組の最初から実質的に一時停止の点まで、録画した番組を削除し得る（またはフ
ラグを付け得る）。このシナリオでは、次にユーザが「最初」から録画した番組を視聴す
ることを選択すると、録画した番組は、録画した番組における現在の視聴位置から（例え
ば、一時停止の点から）開始して再生され得る。
【００８９】
　メディアガイダンスアプリケーションは、すでに視聴された、録画した番組のより小さ
い部分をユーザが選択することを可能にするように、オプション１４２４および１４２６
を提供し得る。オプション１４２４のユーザ選択の受信に応じて、メディアガイダンスア
プリケーションは、一時停止コマンドが受信された、録画の中の点の前の所定の時間量を
除いて、これまで視聴された、録画した番組の一部分を削除し得る。この所定の時間量は
、図１４に示されるように３分、または任意の他の好適な時間量であり得る。したがって
、オプション１４２４は、ユーザが録画した番組の視聴した部分を削除したいが、一時停
止の点の直前の録画した番組のほんの一部を保持したい時に、ユーザによって選択され得
る。録画が再開された時に、このアプローチは、ユーザが録画を簡潔に巻き戻すことを可
能にするため、これは有利であり得、ごく一部分が、これまで視聴された、録画した番組
で発生したものを思い起こさせるものとしての機能を果たすことを可能にする。
【００９０】
　メディアガイダンスアプリケーションは、オプション１４２６のユーザ選択の受信に応
じて、以前のコマーシャルの時間の終了まで録画した番組の視聴した部分を削除し得る（
またはフラグを付けられ得る）。例えば、いくつかの実施形態では、ユーザが削除プロン
プトオーバーレイ１４２０からオプション１４２６を選択すると、メディアガイダンスア
プリケーションは、録画した番組の最初からごく最近視聴されたコマーシャルの時間の終
わりまでに対応する録画の一部分を削除し得る。コマーシャルの時間を含まない映画また
は他の番組については、オプション１４２６は、最後のチャプター／場面、または番組の
論理的セクションまで、録画を削除するためのオプションに置換され得る。この削除技法
が、削除が場面の途中で発生することを防ぐため、オプション１４２６を提供することは
有利であり得る。具体的には、ユーザが後で録画を見ることを選択すると、（削除後の）
録画の最初は、番組を視聴し始める論理的な場所であり得る。
【００９１】
　削除プロンプトオーバーレイ１４２０は、図１４に示されたものに加えて、またはそれ
らの代わりに、任意の他の好適なオプションを含み得る。例えば、一実施形態では、メデ
ィアガイダンスアプリケーションは、ユーザから受信された早送りおよび巻き戻しコマン
ドに基づいて、削除する録画の一部分を選択する、削除技法と関連するオプションを提供
し得る。例えば、このオプションの受信に応じて、メディアガイダンスアプリケーション
は、リアルタイム速度で再生された録画の部分のみを削除し得る。したがって、早送り機
能を使用してユーザが飛ばした録画の部分は、削除されない。他の実施形態では、ユーザ
が、リアルタイム速度で録画の途切れた部分を視聴すると、メディアガイダンスアプリケ
ーションは、録画の初めから開始する部分のみを削除し得る。例えば、ユーザが録画の最
初の１０分を見て、より後の１０分を見るように録画を早送りした場合、メディアガイダ
ンスアプリケーションは、番組の最初の１０分に対応する録画した番組の一部分のみを削
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除し得る。メディアガイダンスアプリケーションは、後で録画の視聴した部分を削除する
際に使用するために、より後の部分の開始および終了時間を保存するか、または全く視聴
されていないものとして番組のこれらの部分を保存しないこともある。
【００９２】
　削除プロンプトオーバーレイ１３２０（図１３）または削除プロンプトオーバーレイ１
４２０（図１４）に含まれ得る、他のオプションの別の実施例として、削除プロンプトオ
ーバーレイ１３２０または１４２０は、「この録画は決して削除しない」オプション（図
示せず）を含み得る。この種類のオプションは、図１３の「いいえ」のオプション１３２
４または図１４のキャンセルオプション１４２８と同様であり得るが、任意の後続の一時
停止コマンドが受信された後に、ユーザがこの録画の視聴した部分を削除したくないこと
をメディアガイダンスアプリケーションに知らせるためにも使用され得る。このオプショ
ンのユーザ選択の受信に応じて、メディアガイダンスアプリケーションは、将来の一時停
止または停止コマンドの後に、削除プロンプトオーバーレイが表示されることを防ぎ得る
。いくつかの実施形態では、この設定が設定された、または設定されていない番組は、選
好設定メニュー（例えば、以下で説明される図１７の設定画面１７００）を介して後で編
集可能であり得る、「オプトイン」または「オプトアウト」リストに記憶され得る。いく
つかの実施形態では、メディアガイダンスアプリケーションはまた、録画した番組が、ユ
ーザからの手動削除コマンドに応答して削除されるのみであり得るように、録画した番組
の削除優先順位設定を変更し得る。
【００９３】
　簡潔に図１３に戻ると、たとえメディアガイダンスアプリケーションが単純な「はい」
のオプション１３２２のみを提供しても、メディアガイダンスアプリケーションは、この
オプションのユーザ選択に応じて、任意の好適な削除アプローチを使用し得る。例えば、
メディアガイダンスアプリケーションは、視聴した部分全体（例えば、現在の視聴位置ま
で）を、現在の視聴位置の前の好適な所定の時間量までの視聴した部分全体を、最新のコ
マーシャルの時間またはチャプター／場面までを、または上記で説明されるようにユーザ
から受信される早送りまたは巻き戻しコマンドに基づいて、削除し得る。メディアガイダ
ンスアプリケーションによって使用されるデフォルトの削除技法は、設定画面を通してユ
ーザによって指定され得る。設定画面は、削除設定を編集するオプション１３３０を選択
することによって、異なるユーザインターフェースにおいて特定のオプションを選択する
ことによって、またはユーザ入力デバイス１１４（図１）上の指定ボタンを通して等、種
々のアプローチのうちのいずれかを使用して、到達され得る。メディアガイダンスアプリ
ケーションによって提供される設定画面は、録画した番組の視聴した部分の削除と関係す
る、任意の他の好適なユーザ変更可能な設定を含み得る。好適な設定画面の実施例、およ
びそのような設定画面によって提供され得る削除オプションの実施例を、図１７に関連し
て以下で説明する。
【００９４】
　本発明のいくつかの実施形態では、メディアガイダンスアプリケーションは、録画した
番組の再生を停止するユーザコマンドの受信に応じて、録画した番組の視聴した部分を削
除するようにユーザを促し得る。メディアガイダンスアプリケーションは、上記で説明さ
れるように、一時停止コマンドに応じて削除プロンプトを提供することに加えて、または
その代わりに、停止コマンドに応じて削除プロンプトを提供し得る。メディアガイダンス
アプリケーションが両方の状況で削除プロンプトを提供する実施形態では、メディアガイ
ダンスアプリケーションは、一時停止コマンドに対して提供されるのと同じである、同様
である、または異なる、停止コマンドに対する削除プロンプトを提供し得る。例えば、停
止コマンドが受信されると提供される削除プロンプトは、より多い、より少ない、または
同じ数の削除オプションを含み得、これらの削除オプションは、メディアガイダンスアプ
リケーションに同じ動作を実施させても、させなくてもよい。
【００９５】
　図１５および１６は、ユーザが録画した番組の再生を停止すると表示され得る、例示的
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な表示画面１５００および例示的な表示画面１６００を示す。最初に図１５を参照すると
、表示画面１５００は、ユーザが再生を停止することを選択した、録画した番組の中の点
における、録画した番組の静止画像１５１０を含む。いくつかの実施形態では、停止コマ
ンドが受信される録画した番組の中の点において包囲、開始、または終了するコンテンツ
のビデオループによって、静止画像１５１０が置換され得る。表示画面１５００はまた、
静止画像１５１０上に重ねられた削除プロンプトオーバーレイ１５２０も含む。メディア
ガイダンスアプリケーションは、録画した番組の再生を停止するユーザコマンドに応じて
、静止画像１５１０および削除プロンプトオーバーレイ１５２０を表示し得る。削除プロ
ンプトオーバーレイ１５２０は、「はい」のオプション１５２２を選択することによって
、ユーザが停止した録画の視聴した部分を削除することを可能にする。メディアガイダン
スアプリケーションは、「はい」のオプション１５２２のユーザ選択に応答して、「はい
」のオプション１３２２（図１３）に関連して上記で説明される機能のうちのいずれかを
果たし得る。
【００９６】
　図１６を参照すると、表示画面１６００は、停止コマンドが受信された、録画した番組
の静止画像１６１０と、削除プロンプトオーバーレイ１６２０とを含む。メディアガイダ
ンスアプリケーションは、録画した番組の再生を停止するユーザ要求に応答して、表示画
面１６００を提供し得る。削除プロンプトオーバーレイ１５２０は、停止した録画の視聴
した部分を削除するように選択され得る、異なる削除技法に対応する、オプション１６２
２、１６２４、および１６２６等の種々のオプションを提供する。メディアガイダンスア
プリケーションは、それぞれ、オプション１６２２、１６２４、１６２６、および１６２
８のユーザ選択の受信に応じて、図１４のオプション１４２２、１４２４、１４２６、お
よび１４２８に関連して上記で説明される動作のうちのいずれかを実施し得る。
【００９７】
　図１３－１６に示された削除プロンプトオーバーレイは、例示的にすぎない。いくつか
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、オーバーレイとして削除プロ
ンプトを提供する代わりに、全画面削除プロンプトを提供し得る。いくつかの実施形態で
は、削除プロンプトオーバーレイは、視聴した部分を削除することによって解放される記
憶空間の量、削除後にもはや利用可能ではなくなる、録画した番組の時間量、録画した番
組から削除される場面の名前、録画した番組から削除される、番組の中の複数部分のビデ
オハイライト（例えば、削除される各チャプターの最初および／または最後の５秒）、番
組がお気に入りとして以前に選択されたかどうかに関する指示、または、選択される番組
の複数部分の中でユーザによって配置され得る任意のマーカーに関する情報等の、視聴し
た部分を削除するかどうかをユーザが決定することを可能にする、任意の他の好適な情報
を含み得る。メディアガイダンスアプリケーションは、それぞれ、図２－４のデータ構造
２００、３００、または４００内に保存されたメディアガイダンスアプリケーションを取
り出し、処理することによって、上記の情報のうちのいずれかを決定し得る。削除プロン
プトオーバーレイは、録画した番組に関係する、または無関係である広告等の、任意の他
の情報を含み得る。
【００９８】
　再び主に図１３および１５を参照すると、削除プロンプトオーバーレイ１３２０および
削除プロンプトオーバーレイ１５２０の両方が、ユーザが録画の視聴した部分を削除する
ことを可能にするように、「はい」のオプションを提供し得る一方で、メディアガイダン
スアプリケーションは、「はい」が削除プロンプトオーバーレイ１３２０または削除プロ
ンプトオーバーレイ１５２０から選択されたかどうかに応じて、異なって応答し得る。例
えば、削除プロンプトオーバーレイ１３２０から「はい」のオプション１３２２を選択す
ることにより、メディアガイダンスアプリケーションに、最初から現在の視聴位置まで録
画を削除させてもよい。「はい」のオプション１５２２を選択することにより、メディア
ガイダンスアプリケーションに、最初から現在の視聴位置の前の所定の時間量（例えば、
３分または４分）まで録画を削除させてもよい。この削除技法は、録画を停止した後に、
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視聴者が番組を見ることを再開する準備ができている時に、視聴者が番組の中ですでに起
こったものを思い出させられる必要があり得るため、有利であり得る。一方で、録画が一
時停止されると、視聴者は、一時停止コマンドを発行した直後に録画の再生を再開する可
能性があり、したがって、視聴者がすでに見たものに関して補習を必要としない。したが
って、一時停止および停止コマンドに対して異なる削除技法を使用することにより、ユー
ザの視聴体験に悪影響を及ぼすことなく、メディアガイダンスアプリケーションが録画し
た番組のうちの可能な限り多くを削除することを可能にし得る。
【００９９】
　いくつかの実施形態では、メディアガイダンスアプリケーションは、一時停止コマンド
または停止コマンドが受信されるたびに、録画した番組の視聴した部分を削除するように
ユーザを促さなくてもよく、代わりに、ケースバイケースでユーザを促すかどうかを決定
し得る。具体的には、一時停止または停止コマンドの受信に応じて、メディアガイダンス
アプリケーションは、図１３－１６に示された削除プロンプトオーバーレイのうちの１つ
等の削除プロンプトを提供するかどうかを決定し得る。メディアガイダンスアプリケーシ
ョンは、この決定を行う時に種々の要因のうちのいずれかを使用し得る。例えば、メディ
アガイダンスアプリケーションは、視聴した部分を削除することにより、記憶デバイスの
中の有意量の記憶空間を解放するかどうかを決定し得る。有意量の記憶空間が獲得されな
いとメディアガイダンスアプリケーションが決定した場合、メディアガイダンスアプリケ
ーションは、削除プロンプトに応答しなければならない不便をユーザに掛けなくてもよい
。削除プロンプトを表示するかどうかを決定するためにメディアガイダンスアプリケーシ
ョンが使用し得る、他の要因は、録画した番組の削除優先順位設定、録画した番組の種類
またはジャンル、ユーザが録画した番組を視聴していた時間量、録画した番組の録画品質
（例えば、高解像度または標準解像度）、またはユーザが以前の削除プロンプトから「こ
の録画は決して削除しない」オプション（上記で説明される）を以前に選択したかどうか
を含む。ユーザを選択的に促すためにメディアガイダンスアプリケーションが実行し得る
、さらなる要因および処理を、図１８－２０に関連して以下で説明する。
【０１００】
　メディアガイダンスアプリケーションは、削除プロンプトを提供するためにメディアガ
イダンスアプリケーションが使用する、デフォルト設定を設定する能力を、ユーザに提供
し得る。設定は、メディアガイダンスアプリケーションが削除プロンプトを表示する状況
、および／または削除プロンプトに含まれるオプションの数および／または種類に影響を
及ぼす、設定を含み得る。
【０１０１】
　図１７は、ユーザが、録画した番組の視聴した部分の削除に関する一般選好設定を作成
または更新することを可能にする、例示的な視聴した部分を削除する設定画面１７００で
ある。メディアガイダンスアプリケーションは、それぞれ、図１３、１４、１５、または
１６の削除プロンプトオーバーレイからの削除設定を編集するオプション１３３０、１４
３０、１５３０、および１６３０のユーザ選択の受信に応じて、設定画面１７００を提供
し得る。１つ以上の同様のオプションを伴う設定画面が、ユーザによる図６の番組情報表
示画面６００からのオプション６５２のユーザ選択に応答して、表示され得る。設定画面
１７００は、一時停止プロンプト設定１７１０および１７１５、停止プロンプト設定１７
２０および１７２５、プロンプトの頻度設定１７３０、および「プロンプトを出す番組の
種類」設定１７４０を含む、複数のユーザ制御可能な設定を含み得る。いくつかの実施形
態では、設定画面１７００は、ユーザを標的にしてもしなくてもよい、または設定画面１
７００にアクセスする前にユーザが以前に見ていた番組に関係してもしなくてもよい、１
つ以上の広告１７０２を含み得る。
【０１０２】
　設定画面１７００（図１７）の設定１７１０および１７１５は、一時停止コマンドと関
連し得、設定１７２０および１７２５は、停止コマンドと関連し得る。具体的には、設定
１７１０および１７２０は、それぞれ、一時停止または停止コマンドが受信されると、メ
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ディアガイダンスアプリケーションが削除プロンプトを表示するかどうかを選択するよう
に、切り替えられ得る。設定１７１５および１７２５は、ユーザが削除プロンプトオーバ
ーレイから視聴した部分を削除することを選択すると、メディアガイダンスアプリケーシ
ョンによって使用される削除技法を選択するように、変更され得る。
【０１０３】
　設定１７１５および１７２５の値は、それぞれの削除プロンプトオーバーレイからの、
例えば、「はい」のオプション１３２２（図１３）または「はい」のオプション１５２２
（図１５）のユーザ選択に応答して、メディアガイダンスアプリケーションの動作に影響
を及ぼし得る。設定は、視聴した部分を削除する時にメディアガイダンスアプリケーショ
ンが保持する、一時停止または停止コマンドの点の前の時間量（または「バッファ時間」
）であり得る、時間に基づく設定（例えば、設定１７１５の現在の値によって例示的であ
るように、「０分」）に設定され得る。設定１７１５および１７２５は、代わりに、設定
１７２５の現在の値によって示されるような「最後のコマーシャル」設定、または「早送
りなし」設定等の、異なる種類の削除アプローチを特定し得る。「最後のコマーシャル」
設定は、ユーザが、最新のコマーシャルの時間までのみ、メディアガイダンスアプリケー
ションに視聴した部分を削除して欲しい時に、設定され得る。「早送りなし」設定は、ユ
ーザが、リアルタイム速度で視聴された、録画した番組の複数部分のうちの最初のみまた
は全てを削除したい時に、設定され得る。いくつかの実施形態では、設定１７１５および
１７２５は、ユーザによって選択され得る「全てのオプションを表示する」値を含む。こ
の値が選択されると、メディアガイダンスアプリケーションは、図１３および１５のもの
と同様の削除プロンプトオーバーレイの代わりに、図１４および１６のものと同様の削除
プロンプトオーバーレイを提供し得る。つまり、メディアガイダンスアプリケーションは
、ユーザが、単純な「はい」および「いいえ」のオプションを提供するよりもむしろ、ケ
ースバイケースでメディアガイダンスアプリケーションによって使用される削除アプロー
チを選択することを可能にし得る。
【０１０４】
　視聴した部分を削除する設定画面１７００は、「プロンプトの頻度」設定１７３０を含
み得る。設定１７３０の値は、メディアガイダンスアプリケーションが一時停止または停
止コマンドについてユーザを促す頻度に影響を及ぼすために、使用され得る。例えば、設
定１７３０の値に応じて、メディアガイダンスアプリケーションは、メディアガイダンス
アプリケーションが削除プロンプトを提供するために満たされる必要がある、要因の数を
変更し得る。設定１７３０は、「低」、「中」、および「高」の値等の、任意の好適な粒
度の複数の相対値を呈し得る。「高」の値が選択されると、メディアガイダンスアプリケ
ーションは、高い頻度で削除プロンプトを提供する。例えば、メディアガイダンスアプリ
ケーションは、削除プロンプトが提供されないことをユーザが具体的に要求しない限り、
一時停止または停止コマンドが受信されるたびに削除プロンプトを提供し得る。「低」の
値が選択されると、メディアガイダンスアプリケーションは、低い頻度で（例えば、有意
量の記憶空間が削除によって獲得される時のみ）削除プロンプトを提供する。いくつかの
実施形態では、プロンプトの頻度設定１７３０に相対値を提供することに加えて、または
その代わりに、設定画面１７００は、メディアガイダンスアプリケーションに削除プロン
プトを表示させる、特定の要因をユーザが選択することを可能にし得る。
【０１０５】
　図１７を引き続き参照すると、視聴した部分を削除する設定画面１７００は、「プロン
プトを出す番組の種類」設定１７４０を含み得る。設定１７４０は、一時停止または停止
コマンドに応答して、どの種類またはジャンルの番組が削除のために促されるかを定義す
る能力を、ユーザに提供し得る。設定１７４０は、削除のためにユーザが促されたくない
種類またはジャンルを含む、「いいえ」のリスト１７４２と、削除のためにユーザが促さ
れたい種類またはジャンルを含む、「はい」のリスト１７４４とを含み得る。メディアガ
イダンスアプリケーションは、矢印１７４８を表示し得る。矢印１７４８のユーザ選択に
応じて、メディアガイダンスアプリケーションは、「いいえ」のリスト１７４２から「は
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い」のリスト１７４４に、ハイライト領域１７４６によってハイライトされたリスト項目
を移動させる。同様に、メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザが「はい」のリ
スト１７４４から「いいえ」のリスト１７４２にリスト項目を移動させることを可能にす
る、矢印１７５０を提供し得る。設定１７４０の現在の値は、デフォルト設定としてユー
ザが選択する場合があるものの一実施例である。具体的には、ユーザがドキュメンタリー
を見ている時に、ユーザは、ドキュメンタリーの視聴した部分を削除したいのみであり得
る。
【０１０６】
　いくつかの実施形態では、視聴した部分を削除する設定は、選択した番組に特有でなく
てもよいが、例えば、バックグラウンドの録画が、利用可能な記憶空間に、ある閾値を下
回らせる時に、呼び出され得る。いくつかの実施形態では、視聴したコンテンツの削除が
提案される番組は、現在見ている、または一時停止されているものでなくてもよいが、代
わりに、視聴した部分を有する、記憶システム（例えば、図１の録画デバイス１１８）上
の任意の他の番組であり得る。例えば、利用可能な記憶空間に、ある閾値を下回らせる、
バックグラウンドの録画中に、メディアガイダンスアプリケーションは、図１７の視聴し
た部分を削除する設定のうちのいずれか、および／または他の設定（例えば、削除優先順
位）を適用して、録画デバイス１１８上に記憶された１つ以上の番組の視聴した部分を自
動的に識別し、削除し得る。代替として、ユーザが現在、生番組または録画した番組を見
ている場合、メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザが見ている番組以外の番組
の視聴した部分の削除をユーザが確認することを可能にする、削除プロンプト１３２０、
１４２０、１５２０、または１６２０と同様の削除プロンプトを提供し得る。
【０１０７】
　ここで図１８－２０を参照すると、録画した番組の再生を一時停止または停止するユー
ザコマンドに応じて、削除プロンプトを提供するため、および削除のために再生されてい
る録画の視聴した部分にフラグを付けるための例示的な過程のフローチャートが示されて
いる。図１８－２０のフローチャートに示されたステップは、例えば、図１のユーザ機器
１１０上に少なくとも部分的に実装される、メディアガイダンスアプリケーションによっ
て実行され得る。これらのフローチャートは例示的にすぎず、本発明の範囲から逸脱する
ことなく、種々のフローチャートのステップが修正され、組み合わされ、除去され得、ま
たは他のステップが追加され得ることを理解されたい。
【０１０８】
　最初に図１８を参照すると、削除プロンプトを提供するため、および削除プロンプトに
応答して録画の一部分を削除するための例示的な過程１８００のフローチャートが示され
ている。過程１８００は、ステップ１８０２から始まり、ステップ１８０４に進む。ステ
ップ１８０４では、記憶デバイス（例えば、図１の録画デバイス１１８）に記憶された、
ユーザ選択された録画した番組がユーザに再生される。ステップ１８０６では、メディア
ガイダンスアプリケーションは、録画した番組の再生を停止または一時停止するユーザ要
求を受信し得る。停止または一時停止コマンドに応じて、メディアガイダンスアプリケー
ションは、ステップ１８０８で、現在の視聴位置において録画した番組の再生を停止また
は一時停止し得る。次いで、ステップ１８０９では、メディアガイダンスアプリケーショ
ンが、これまで視聴された、録画した番組の部分を決定し得る。メディアガイダンスアプ
リケーションは、上記で説明される技法のうちのいずれかを使用して、録画した番組の現
在の視聴位置に基づいて、視聴した部分の終了位置を識別し得る。例えば、メディアガイ
ダンスアプリケーションは、録画した番組の最初から、現在の視聴位置まで、現在の視聴
位置の前の所定の時間量まで、録画した番組の最新のコマーシャルの時間または場面／チ
ャプターの終了までに対応する、または、番組の再生中にユーザによって使用された早送
りまたは巻き戻しコマンドに基づいた録画した番組の部分を決定し得る。
【０１０９】
　ステップ１８１０に続いて、メディアガイダンスアプリケーションは、図８－１１に示
されたものと同様の削除プロンプトオーバーレイ等の削除プロンプトを、ユーザに表示す
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るかどうかを決定し得る。メディアガイダンスアプリケーションによって行われる決定は
、ステップ１８０９で決定される部分の特性（例えば、長さ、ジャンル、質、またはサイ
ズ）、録画した番組に対する削除優先順位設定、または現在の視聴位置が番組の中のどこ
までであるか等の、種々の要因のうちのいずれかに基づいてもよい。その代わり、ステッ
プ１８１０で、削除プロンプトが表示されるべきではないとメディアガイダンスアプリケ
ーションが決定した場合、過程１８００は、ステップ１８１２に移動して終了する。
【０１１０】
　もし、ステップ１８１０で、代わりに、削除プロンプトが表示されるべきであるとメデ
ィアガイダンスアプリケーションが決定した場合、過程１８００は、ステップ１８１４に
移動する。次いで、ステップ１８１４で、メディアガイダンスアプリケーションは、録画
した番組の決定した部分を削除するようにユーザを促す。
【０１１１】
　ステップ１８１６に続いて、メディアガイダンスアプリケーションは、プロンプトに応
答して、視聴した部分を削除するユーザ指示が受信されたかどうかを決定し得る。そのよ
うな指示が受信されていない場合、過程１８００は、（おそらく所定の遅延後に）ステッ
プ１８１２に移動して終了する。もし、ステップ１８１６で、代わりに、視聴した部分を
削除するユーザ指示が受信されたことをメディアガイダンスアプリケーションが決定した
場合、メディアガイダンスアプリケーションは、ステップ１８１８で、（例えば、図１の
録画デバイス１１８から）削除のために視聴した部分にフラグを付け得る。いくつかの実
施形態では、メディアガイダンスアプリケーションはまた、視聴した部分を削除し得る。
次いで、過程１８００は、ステップ１８１２に移動して終了する。
【０１１２】
　いくつかの実施形態では、メディアガイダンスアプリケーションが、ユーザによって削
除され得る録画した番組の部分を実際に決定する、ステップ１８０９は、図１８に示され
た時とは異なる時に実施される。例えば、ステップ１８１０で削除プロンプトが表示され
るべきであるとメディアガイダンスアプリケーションが決定する後まで、メディアガイダ
ンスアプリケーションは、視聴した部分を識別しなくてもよい。上記で説明される図１４
および１６の中等で、ユーザが、削除される視聴した部分の終了位置を選択することがで
きる実施形態に対し、ステップ１８０９は、代わりに、ステップ１８１６と１８１８との
間で実施され得る。具体的には、ステップ１８１６は、（例えば、最後のコマーシャルの
時間の終了に基づいて、または現在の視聴位置に基づいて）視聴した部分を選択するため
の特定の技法を受信するステップを伴ってもよい。したがって、メディアガイダンスアプ
リケーションは、このユーザ指示がステップ１８１６で受信される後まで、削除される視
聴した部分を決定できなくてもよい。したがって、図１８のフローチャートは、本発明の
１つの例示的な実施形態に過ぎないことを理解されたい。
【０１１３】
　図１９を参照すると、録画した番組の再生を一時停止または停止するユーザ選択に応じ
て、録画した番組の視聴した部分を削除するようにユーザを促すかどうかを決定するため
の例示的な過程１９００のフローチャートが示されている。具体的には、図１９のフロー
チャートは、録画した番組によって使用される記憶空間の量に基づいて、ユーザに削除プ
ロンプトを提供するかどうかを決定するための過程の一実施形態である。過程１９００の
ステップは、過程１８００（図１８）のステップ１８１０を完了するために講じられるス
テップのうちのいくつかまたは全てを表すことも、表さないこともある。
【０１１４】
　過程１９００は、ステップ１９０２から始まってもよい。ステップ１９０４では、メデ
ィアガイダンスアプリケーションは、図１の録画デバイス１１８等の記憶デバイス上に残
存する、利用可能な記憶空間の量（例えば、記憶デバイス上の空き容量の割合、または記
憶デバイス上で利用可能なメガバイト／ギガバイト数）を計算し得る。次いで、ステップ
１９０６では、メディアガイダンスアプリケーションは、録画した番組の視聴した部分が
記憶デバイス上で占める記憶空間の量を計算し得る。録画は、再生中にユーザによって停
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止または一時停止された、録画した番組であり得、視聴した部分は、番組の最初から停止
または一時停止コマンドが受信された点までの番組の任意の部分に対応し得る。ステップ
１９０４で計算される空間のように、メディアガイダンスアプリケーションは、記憶デバ
イスの中の記憶空間の割合、または記憶デバイス上で利用可能なメガバイト／ギガバイト
数等に関して、視聴した部分によって占められる記憶空間を計算し得る。
【０１１５】
　いったんこれらの記憶空間の一方または両方が計算されると、過程１９００は、ステッ
プ１９０８に続き得る。ステップ１９０８では、メディアガイダンスアプリケーションは
、視聴した部分を削除することによって獲得される記憶空間の量に基づいて、視聴した部
分を削除するようにユーザを促すかどうかを決定し得る。例えば、メディアガイダンスア
プリケーションは、記憶空間上の利用可能な記憶空間の量（ステップ１９０４で計算され
る）を、視聴した部分によって占められる記憶空間の量（ステップ１９０６で計算される
）と比較して、有意量（例えば、メガバイトまたはギガバイト）の記憶空間が削除によっ
て解放されるかどうか、使用された空間の有意な割合がそのような削除によって解放され
るかどうか、または記憶空間の大部分がそのような削除の後に利用可能となるかどうかを
決定し得る。ユーザを促すかどうかを決定するように、これらの計算に加えて、またはそ
れらの代わりに、任意の他の好適な計算が計算され得る。メディアガイダンスアプリケー
ションが決定を完了した後、過程１９００は、ステップ１９１０に移動して終了し得る。
【０１１６】
　ここで図２０を参照すると、録画した番組の再生を一時停止または停止するユーザ選択
に応答して、削除プロンプトを表示するかどうかを決定するための例示的な過程２０００
のフローチャートが示されている。過程２０００は、具体的には、複数の異なる要因に基
づいてこの決定を行うように、メディアガイダンスアプリケーションが実施し得るステッ
プを示す。過程２０００のステップは、過程１８００（図１８）のステップ１８１０とし
て実施されても、されなくてもよく、過程１９００（図１９）のステップの代わりに、ま
たはそれに加えて実施されても、されなくてもよい。
【０１１７】
　過程２０００は、ステップ２００２から始まってもよい。ステップ２００４では、メデ
ィアガイダンスアプリケーションは、録画した番組を記憶するために使用された記憶デバ
イス（例えば、図１の録画デバイス１１８）の中の記憶空間の量が所定のレベルを下回る
かどうかを決定し得る。もしそうであれば、これは、将来の番組を録画するための利用可
能な記憶空間が少ないことを示し得る。記憶空間が所定のレベルを下回ることをメディア
ガイダンスアプリケーションが決定した場合、過程２０００は、ユーザが録画の視聴した
部分を削除することを可能にするように、メディアガイダンスアプリケーションが削除プ
ロンプトを表示し得る、ステップ２０１６に移動し得る。次いで、過程２０００は、ステ
ップ２０１８に続いて終了する。
【０１１８】
　もし、ステップ２００４で、記憶空間の量が所定のレベルを下回らないことをメディア
ガイダンスアプリケーションが決定した場合、過程２０００はステップ２００６に移動し
、メディアガイダンスアプリケーションは、視聴した部分が少なくとも所定の長さである
かどうかを決定し得る。例えば、メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザが録画
を見始めてから、所定の時間量が番組で経過したかどうか、または番組の視聴した部分が
記憶デバイスの中の所定量の記憶空間に対応するかどうかを決定し得る。もし、ステップ
２００６で、視聴した部分が少なくとも所定の長さであることをメディアガイダンスアプ
リケーションが決定した場合、メディアガイダンスアプリケーションは、視聴した部分を
削除するための削除プロンプトをステップ２０１６で表示し得る。次いで、過程２０００
は、ステップ２０１８に移動して終了する。
【０１１９】
　ステップ２００６に戻って、代わりに、視聴した部分が少なくとも所定の長さではない
とメディアガイダンスアプリケーションが決定した場合、メディアガイダンスアプリケー



(46) JP 5613674 B2 2014.10.29

10

20

30

40

50

ションは、ステップ２００８で、録画した番組が低い削除優先順位設定を有するかどうか
を決定し得る。例えば、メディアガイダンスアプリケーションは、（図２のデータ構造２
００から）録画した番組と関連するメディアガイダンス情報にアクセスして、その録画し
た番組に対する削除優先順位設定を識別し得る。例えば、「決して削除しない」または「
好ましい録画」フラグが設定されていない場合、アクセスした削除優先順位設定が高くな
い場合、または削除優先順位設定が所定の閾値を下回る場合（例えば、優先順位が５つの
優先順位レベルのうちの１または２に設定されている場合）、メディアガイダンスアプリ
ケーションは、削除優先順位設定が低いと決定し得る。録画に対する削除優先順位設定が
低いことをメディアガイダンスアプリケーションが決定した場合、メディアガイダンスア
プリケーションは、録画の視聴した部分を削除するための削除プロンプトをステップ２０
１６で表示し、過程２０００はステップ２０１８で終了する。
【０１２０】
　もし、ステップ２００８で、代わりに、削除優先順位レベルが低くないことをメディア
ガイダンスアプリケーションが決定した場合、過程２０００は、ステップ２０１０に続き
得る。ステップ２０１０では、メディアガイダンスアプリケーションは、録画した番組が
所定の種類またはジャンルであるかどうかを決定し得る。例えば、メディアガイダンスア
プリケーションは、録画がドキュメンタリーであるかどうかを決定し得、または録画がユ
ーザ指定種類であるかどうかを決定し得る（例えば、図１２の「はい」のリスト１２４４
）。録画が所定の種類であることをメディアガイダンスアプリケーションが決定した場合
、過程２０００は、メディアガイダンスアプリケーションが録画した番組に対する削除プ
ロンプトを表示するステップ２０１６に移動し得、そしてステップ２０１８で終了する。
【０１２１】
　もし、ステップ２０１０で、代わりに、録画した番組が所定の種類ではないことをメデ
ィアガイダンスアプリケーションが決定した場合、過程２０００はステップ２０１２に続
き得る。ステップ２０１２では、メディアガイダンスアプリケーションは、録画と関連す
る他のユーザによって、録画が削除のためにタグ付けされるかどうかを決定し得る。例え
ば、メディアガイダンスアプリケーションは、他のユーザのユーザプロファイルにアクセ
スして、他のユーザが番組を録画することを選択したかどうかを識別し得る。識別したユ
ーザのそれぞれについて、メディアガイダンスアプリケーションは、録画の関連部分（例
えば、視聴した部分）が削除のためにタグ付けされるかどうかを決定し得る。具体的には
、メディアガイダンスアプリケーションは、各識別したユーザが削除のために録画を明示
的にタグ付けしたかどうかを決定し得、またはメディアガイダンスアプリケーションは、
録画の関連部分が各ユーザにとって高い関心ではもはやなくなる、または高い関心ではな
い（したがって、削除のために効果的にタグ付けされる）かどうかを決定するために、各
識別したユーザの削除優先順位設定または他の選好を使用し得る。録画した番組と関連す
る他のユーザによって、録画した番組が削除のためにタグ付けされていることをメディア
ガイダンスアプリケーションが決定した場合、メディアガイダンスアプリケーションは、
削除プロンプトが表示されるステップ２０１６に移動し、次いで、ステップ２０１８に移
動して終了する。
【０１２２】
　もし、ステップ２０１２で、代わりに、録画した番組と関連する他のユーザによって、
録画した番組が削除のためにタグ付けされていないことをメディアガイダンスアプリケー
ションが決定した場合、過程２０００は、ステップ２０１４に続く。ステップ２０１４で
、メディアガイダンスアプリケーションは、録画した番組が高品質であるかどうかを決定
する。例えば、メディアガイダンスアプリケーションは、（図２のデータ構造２００の中
の）録画した番組に対するメディアガイダンス情報にアクセスして、録画した番組が高解
像度または標準解像度の録画であるかどうかを決定し得る。録画した番組が高解像度の録
画であれば、メディアガイダンスアプリケーションは、録画した番組が高品質であると決
定し得る。この場合、高解像度ファイルが本質的に、それらの全体で記憶するのに非効率
的であるため、メディアガイダンスアプリケーションは、ステップ２０１６で削除プロン
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プトを表示し得る。次いで、過程２０００は、ステップ２０１８に続いて終了し得る。
【０１２３】
　もし、ステップ２０１４で、代わりに、録画した番組が低品質である（例えば、標準解
像度または高度に圧縮された）ことをメディアガイダンスアプリケーションが決定した場
合、削除プロンプトを表示するかどうかを決定するためにメディアガイダンスアプリケー
ションが使用する要因のうちのいずれも、満たされていない。したがって、過程２０００
は、ユーザに削除プロンプトを表示することなく、ステップ２０１８で終了し得る。
【０１２４】
　図２の過程２０００は、録画が再生中に停止または一時停止された時に、その録画に対
して削除プロンプトが表示されるべきであるかどうかを決定するために、メディアガイダ
ンスアプリケーションが複数の要因を使用し得る、１つの方法を示す。具体的には、過程
２０００は、要因のうちの１つのみが満たされた時に削除プロンプトを表示するためのス
テップを示す。要因のうちの１つのみが満たされる必要があるため、メディアガイダンス
アプリケーションは、比較的高い頻度で削除プロンプトを表示し得る。したがって、メデ
ィアガイダンスアプリケーションは、ユーザが削除プロンプトを高い頻度で（例えば、図
１２のプロンプトの頻度設定１２３０から）示すことを選択した時に、削除プロンプトを
表示するかどうかを決定するために、過程２０００を使用し得る。過程２０００のステッ
プは、より高いまたは低い頻度で削除プロンプトを表示する過程を作成するように、再編
成され、除去され得、またはステップが追加され得る。例えば、過程２０００は、削除プ
ロンプトが表示されるために、要因のうちの２つが満たされる必要があるように修正され
得る。
【０１２５】
　本発明のいくつかの実施形態では、メディアガイダンスアプリケーションは、メディア
ガイダンスアプリケーションの異なるユーザに対してカスタマイズされ得る。メディアガ
イダンスアプリケーションは、例えば、各ユーザに対するユーザプロファイル（図３およ
び４に関連して上記で説明される）に記憶された選好情報または他の情報に基づいて、そ
のユーザに対する任意の種類のカスタマイズされたユーザ体験を提供し得る。カスタマイ
ズされた体験を提供するために、メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザ機器１
１０を現在使用しているユーザのアイデンティティを決定し得る（例えば、パスワードを
通して、または音声認識を通して、ユーザがログインする時、ユーザがそのユーザのため
に構成されている特定のインターフェース（例えば、リモートまたはマイクロホン）を操
作する時）。いくつかの実施形態では、ユーザの識別に応じて、メディアガイダンスアプ
リケーションは、ユーザの関心に基づいた標的化広告または推奨を有する、個人化ガイダ
ンス画面を提供し得る。
【０１２６】
　いくつかの実施形態では、メディアガイダンスアプリケーションは、録画した番組が少
なくとも１人のユーザにとって興味深いかどうかに基づいて、録画した番組の部分を維持
または削除し得る。具体的には、メディアガイダンスアプリケーションは、たとえ別のユ
ーザがその録画した番組を削除することを選択しても、あるユーザにとって依然として興
味深いものであり得る録画した番組または録画した番組の部分を維持し得る。これらおよ
び他のユーザカスタマイズ特徴を、図２１－２５に関連して以下で説明する。
【０１２７】
　最初に図２１および２２を参照すると、例示的な個人録画リスト表示画面２１００およ
び２２００が示されている。メディアガイダンスアプリケーションは、第１のユーザ（例
えば、Ｊｏｈｎという名前の第１のユーザ）がメディアガイダンスアプリケーションに身
元を証明することに応答して、第１のユーザに表示画面２１００を提供する。第１のユー
ザは、（例えば、パスワードを使用して）アプリケーションにログインすること、あるい
は第１のユーザと関連する特定の入力デバイス（例えば、リモートコントロール）または
ユーザ機器を使用することによって、身元を証明し得る。メディアガイダンスアプリケー
ションは、第２のユーザ（例えば、Ｊａｎｅという名前の第２のユーザ）がメディアガイ
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ダンスアプリケーションに身元を証明することに応答して、第２のユーザに表示画面２２
００を提供する。表示画面２１００および２２００は、図５－９に関連して上記で説明さ
れる表示画面と同様の特徴および機能性を有し得る。
【０１２８】
　表示画面２１００は、Ｊｏｈｎと関連する録画した番組に対するリスト項目を有し得る
、リスト２１４０を含み得る。例えば、リスト項目は、Ｊｏｈｎのために自動的に録画さ
れた番組、またはＪｏｈｎが具体的に録画することを選択した番組に対応し得る。図２２
の表示画面２２００は、Ｊａｎｅのために録画された番組に対するリスト項目を含む、リ
スト２２４０を含み得る。メディアガイダンスアプリケーションは、それぞれ、録画デバ
イス１１８（図１）に記憶された、録画した番組のリスト３３０（図３）および録画した
番組のリスト４３０（図４）から、リスト２１４０および２２４０を導出し得る。
【０１２９】
　いくつかのシナリオでは、メディアガイダンスアプリケーションの１人のユーザが、別
のユーザが依然として関心を持ち得る、録画した番組の一部分を削除することを選択し得
る。特定のユーザに対する個人録画リスト表示画面は、メディアガイダンスアプリケーシ
ョンが要求した動作を実際に実施したかどうかにかかわらず、特定のユーザによって講じ
られる動作（例えば、番組の削除）を反映し得る。例えば、Ｊｏｈｎは、「Ｎｅｗ　Ｙｏ
ｒｋ：　Ａ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ　Ｆｉｌｍ」のうちの１１８分を視聴し、上記で説
明される技法のうちのいずれかを使用して（例えば、Ｊｏｈｎの録画リストを通して、ま
たは削除プロンプトオーバーレイを通して）、視聴した１１８分を削除することを選択し
ていることがある。したがって、Ｊｏｈｎの録画リスト表示画面である、表示画面２１０
０は、１１８分が録画した番組から削除され、ユーザが視聴していない１２２分の録画が
残存していることを反映する。Ｊａｎｅは、図２２で図示されるように、録画した番組の
いずれの部分も削除することなく、この番組の３０分しか視聴していないことがある。し
たがって、たとえＪｏｈｎが「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ａ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ　Ｆｉ
ｌｍ」のうちの１１８分を削除することを選択していても、メディアガイダンスアプリケ
ーションは、Ｊａｎｅもこの録画した番組の一部または全体を削除することを決定するま
で、録画デバイス１１８（図１）上で録画した番組全体を維持し得る。
【０１３０】
　複数のユーザが録画した番組と関連する時に、メディアガイダンスアプリケーションは
、録画の部分を選択的に削除し得る。具体的には、メディアガイダンスアプリケーション
は、少なくとも１人のユーザにとって興味深い、録画した番組の任意の部分を維持し得、
録画と関連するユーザの全員が削除することを選択した、録画した番組の任意の部分を削
除し得る。双方向メディアガイダンスアプリケーションが、どのようにして録画した番組
の部分を選択的に削除し得るかを図示する、図２３および図２４に関連して、１つの動作
シナリオが説明される。具体的には、図２３および２４は、Ｊｏｈｎが「Ｎｅｗ　Ｙｏｒ
ｋ：　Ａ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ　Ｆｉｌｍ」のうちの１１８分を削除することをすで
に選択した後に、この録画した番組の部分を削除するＪａｎｅ（図２２で提供されるよう
な録画リスト表示画面を最初に有する）からの要求に応じて、メディアガイダンスアプリ
ケーションがどのように作用し得るかを図示する。図示のみの目的で、実施例は、Ｊｏｈ
ｎおよびＪａｎｅが、番組「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ａ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ　Ｆｉｌ
ｍ」と関連する唯一のユーザであるという仮定の下で説明される。
【０１３１】
　図２３を参照すると、メディアガイダンスアプリケーションは、Ｊａｎｅがすでに視聴
した「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ａ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ　Ｆｉｌｍ」のうちの３０分を
削除するＪａｎｅからの要求に応じて、個人録画リスト表示画面２３００を提供し得る。
表示画面２３００に示されるように、「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ａ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒ
ｙ　Ｆｉｌｍ」に対するリスト項目は、録画のうちの２１０分が利用可能であることを示
すように、図２２で示されたものから更新されている。ＪａｎｅおよびＪｏｈｎの両方が
、この録画した番組のうちの３０分を削除することを選択したため、メディアガイダンス
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アプリケーションは、削除のために録画した番組のうちのその３０分にフラグを付け、実
際に録画デバイス１１８（図１）からその３０分を削除し得る。
【０１３２】
　この時点で、Ｊａｎｅは、「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ａ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ　Ｆｉ
ｌｍ」のうちのさらに１００分（合計で１３０分）を見、この録画した番組の全ての視聴
した部分を削除することを選択し得る。選択の受信に応じて、メディアガイダンスアプリ
ケーションは、図２４の個人録画リスト表示画面２４００を提供し得る。表示画面２４０
０は、Ｊａｎｅが録画した番組のうちの１３０分を削除することを選択し、１１０分が依
然として視聴のために利用可能であることを示す。Ｊｏｈｎが元の録画した番組から１１
８分を削除することを選択しているのみであるため、メディアガイダンスアプリケーショ
ンは、元の録画した番組の視聴した１３０分全てを削除しない。その代わり、メディアガ
イダンスアプリケーションは、ＪｏｈｎおよびＪａｎｅの保持要件を依然として満たしな
がら、録画のうちの可能な限り多くを削除する。具体的には、メディアガイダンスアプリ
ケーションは、「Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ：　Ａ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔａｒｙ　Ｆｉｌｍ」から追
加の８８分を削除し得る（合計で削除された１１８分）。
【０１３３】
　図２３および２４に関連して上記で説明される実施例は、マルチユーザ環境でメディア
ガイダンスアプリケーションによって採用され得る、「タグ付け」技法を図示する。つま
り、実際には、コンテンツのうちのいくつかまたは全てが他のユーザのためにハードドラ
イブ上で依然として維持されている時に、メディアガイダンスアプリケーションは、Ｊｏ
ｈｎおよびＪａｎｅからの削除コマンドが実施されたかのように第１のユーザに見せても
よい。本発明の他の実施形態では、番組の該部分は、Ｊｏｈｎおよび／またはＪａｎｅに
よって削除のためにマークされたものとして見なされ得るが、明確に依然として利用可能
である。いくつかの実施形態では、メディアガイダンスアプリケーションは、記憶空間の
可用性を示す、少なくとも２つの異なる数字を提供し得、例えば、「空いている」および
「録画に利用可能である」であり、後者は、典型的には前者以下である。
【０１３４】
　図２５は、ユーザのうちの１人が録画の一部分を削除することを選択した場合に、複数
のユーザと関連する該部分を削除するために選択的にフラグを付けるための例示的な過程
２５００のフローチャートを示す。過程２５００のステップは、図２１－２４の例示的な
動作シナリオに、上記で説明される機能性を提供するように、メディアガイダンスアプリ
ケーションによって実行され得る。
【０１３５】
　過程２５００は、ステップ２５０２から始まってもよい。ステップ２５０４では、メデ
ィアガイダンスアプリケーションは、録画した番組の視聴した部分を削除するように、ユ
ーザから要求を受信し得る。例えば、ステップ２５０４は、削除プロンプトから、または
ユーザと関連する個人化録画リストから、ユーザ選択を受信するステップを伴い得る。次
いで、ステップ２５０６では、メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザと関連す
るユーザプロファイルを更新して、ユーザが削除することを選択した、録画した番組の時
間量を反映し得る。例えば、メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザが削除する
ことを選択した、（例えば、図３および４のデータ構造３００または４００の中の）視聴
した部分の開始および終了時間を保存し得る。代替として、メディアガイダンスアプリケ
ーションは、（例えば、視聴した部分の構造（図２）の中の）視聴した部分の開始および
終了時間を、（例えば、削除した部分の構造（図２）の中の）削除した部分の開始および
終了時間に変更し得る。
【０１３６】
　メディアガイダンスアプリケーションは、ステップ２５０８で、録画した番組が少なく
とも１人の他のユーザと関連するかどうかを決定し得る。例えば、メディアガイダンスア
プリケーションは、他のユーザのユーザプロファイルを検索して、録画した番組が別のユ
ーザの録画した番組のリストにも記載されているかどうかを決定し得る。録画した番組が
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画した番組の視聴した部分は、他の誰かによる視聴のために保持される必要はない。した
がって、ステップ２５１０では、メディアガイダンスアプリケーションは、削除のために
録画した番組の視聴した部分全体にフラグを付け得る。次いで、過程２５００は、ステッ
プ２５１２に移動して終了し得る。
【０１３７】
　過程２５００のステップ２５０８に戻って、録画した番組が少なくとも１人の他のユー
ザと関連することをメディアガイダンスアプリケーションが決定した場合、過程２５００
は、ステップ２５１４に続き得る。ステップ２５１４では、メディアガイダンスアプリケ
ーションは、録画した番組に関連するユーザのうちのいずれかが、その録画が削除されな
いことを要求したかどうかを決定し得る。いくつかの実施形態では、メディアガイダンス
アプリケーションは、これらの他のユーザのユーザプロファイルを検索して、この録画し
た番組に対する削除優先順位設定を決定し得、削除優先順位設定に基づいて、ステップ２
５１４の決定を行い得る。もし、ステップ２５１４で、別のユーザが、録画した番組が削
除されないことを要求したとメディアガイダンスアプリケーションが決定した場合、過程
２５００は、ステップ２５１２に移動して終了し得る。
【０１３８】
　もし、ステップ２５１４で、代わりに、別のユーザが、録画した番組が維持されること
を要求していないとメディアガイダンスアプリケーションが決定した場合、過程２５００
はステップ２５１６に移動し得る。ステップ２５１６では、メディアガイダンスアプリケ
ーションは、録画した番組と関連するユーザの全員によって削除のために選択された、録
画した番組の視聴した部分の一部を決定し得る。視聴した部分の一部は、視聴した部分全
体と同じくらいであり得、または視聴した部分のうちのどれでもないくらい小さくあり得
る。次いで、ステップ２５１８で、メディアガイダンスアプリケーションは、削除のため
に録画した番組の視聴した部分の一部にフラグを付けてもよく、ステップ２５１２では、
過程２５００が終了し得る。
【０１３９】
　図２５の過程２５００のステップは例示的にすぎないことを理解されたい。本発明の範
囲から逸脱することなく、ステップのうちのいずれかが除去され、組み合わされ、修正さ
れ得、または任意の新しいステップが追加され得る。
【０１４０】
　先述の内容は、録画した番組の視聴した部分を削除するためのシステムおよび方法を説
明する。当業者であれば、限定よりもむしろ例証の目的で提示される、説明した実施形態
以外によって、本発明が実践され得ることを理解するであろう。
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