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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メディアデータの再生が一時停止されている間に該メディアデータの代わりに一時停止
時間のコンテンツを代用する方法であって、該方法は、メディア配信設備とユーザ機器と
を含むシステムにおいて実行され、該ユーザ機器は、制御手段と、一時停止時間のコンテ
ンツデータベースと、格納手段と、通信手段と、ユーザ入力デバイスと、メディアデータ
提示デバイスとを含み、該メディアデータは、該ユーザ機器によって該メディア配信設備
から受信されたものであり、該メディアデータは、該メディアデータ提示デバイス上で再
生され、
　該方法は、
　該通信手段が、該メディア配信設備から一時停止時間のコンテンツを受信することと、
　該一時停止時間のコンテンツデータベースが、該受信された一時停止時間のコンテンツ
を格納することと、
　該ユーザ入力デバイスが、該メディアデータの再生を一時停止するための該ユーザから
の一時停止コマンドを受信することと、
　該制御手段が、該ユーザ入力デバイスを介して受信された該一時停止コマンドに基づい
て、該メディアデータの再生を一時停止することと、
　該メディアデータの再生が一時停止されている間に、該制御手段が、該一時停止時間の
コンテンツデータベースに格納された該一時停止時間のコンテンツのうちのどの一時停止
時間のコンテンツを表示するかを、該メディアデータに対する該一時停止時間のコンテン
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ツの関連性に基づいて自動的に決定することと、
　該制御手段が、該一時停止時間のコンテンツデータベースから、該決定された一時停止
時間のコンテンツを自動的に取り出すことと、
　該メディアデータの再生が一時停止されている間に、該メディアデータ提示デバイスが
、該自動的に取り出された一時停止時間のコンテンツを再生し、該制御手段が、該メディ
アデータを該格納手段に記録することと
　を包含する、方法。
【請求項２】
　前記メディアデータ提示デバイスが、前記ユーザ入力デバイスを介した前記ユーザから
の再開コマンドに応答して、前記メディアデータの再生が一時停止された点と実質的に同
じ点で該一時停止されたメディアデータの再生を再開することをさらに包含する、請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　前記メディアデータ提示デバイスが、前記ユーザ入力デバイスを介した前記ユーザから
の巻戻しコマンドに応答して、前記メディアデータを巻戻しすることと、
　該メディアデータ提示デバイスが、該ユーザ入力デバイスを介した該ユーザからの早送
りコマンドに応答して、該メディアデータを早送りすることと
　をさらに包含する、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記一時停止時間のコンテンツは、前記ユーザ入力デバイスを介したユーザ入力に基づ
いて個人化可能である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記メディアデータ提示デバイスが、前記ユーザ入力デバイスを介した前記ユーザから
の変更コマンドに応答して、再生されている前記一時停止時間のコンテンツを変更するこ
とをさらに包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　メディアデータの再生が一時停止されている間に該メディアデータの代わりに一時停止
時間のコンテンツを代用する方法であって、該方法は、双方向テレビジョンシステムにお
いて実行され、該双方向テレビジョンシステムは、ユーザ機器とメディア配信設備とを含
み、該ユーザ機器は、一時停止時間のコンテンツデータベースと、メディアデータ提示デ
バイスと、処理手段とを含み、該メディアデータは、該双方向テレビジョンシステムの該
ユーザ機器によって受信されたものであり、該メディアデータは、該メディアデータ提示
デバイス上で再生され、
　該方法は、
　該メディアデータ提示デバイスが、該メディアデータを再生することであって、該メデ
ィアデータは、ビデオオンデマンド番組またはニアビデオオンデマンド番組であり、該メ
ディアデータは、該一時停止時間のコンテンツデータベースに格納された特定の一時停止
時間のコンテンツに対する識別子を有している、ことと、
　該メディアデータ提示デバイスが、該メディアデータの再生を一時停止するためのユー
ザ一時停止コマンドに応答して、該メディアデータの再生を一時停止することと、
　該処理手段が、該メディアデータの再生が一時停止されていることに応答して、該識別
子に基づいて、該一時停止時間のコンテンツデータベースから該一時停止時間のコンテン
ツを取り出すことと、
　該メディアデータの再生が一時停止されている間に、該メディアデータ提示デバイスが
、該メディアデータの代わりに該一時停止時間のコンテンツを代用することにより、該取
り出された一時停止時間のコンテンツを再生することと
　を包含する、方法。
【請求項７】
　前記双方向テレビジョンシステムの前記ユーザ機器は、格納手段をさらに含み、前記方
法は、前記メディアデータの再生が一時停止されている間に、前記処理手段が、該メディ
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アデータを該格納手段に記録することをさらに包含する、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記メディアデータが、該メディアデータのリアルタイムコンテンツ、例えば該メディ
アデータのビデオオンデマンドコンテンツまたは該メディアデータのニアビデオオンデマ
ンドコンテンツであるか、または、
　該メディアデータが、該メディアデータが前記メディア配信設備から受信されたときに
前記ユーザ機器の格納手段に以前に格納されたメディアデータである、請求項６に記載の
方法。
【請求項９】
　前記一時停止時間のコンテンツは、インタラクティブである、請求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　前記双方向テレビジョンシステムによって提示される一時停止時間のコンテンツの種類
は、ユーザ入力デバイスを介したユーザ入力に基づいて選択可能である、請求項６に記載
の方法。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
本願は、２０００年３月３１日に出願された米国仮出願第６０／１９３，８９４号の利益
を主張する。同出願の開示全体を、本明細書において参考として援用する。
【０００２】
（発明の背景）
本発明は、双方向媒体アプリケーションに関し、具体的には、一時停止媒体を提供する双
方向媒体アプリケーションに関する。
【０００３】
放送テレビ番組、ケーブルテレビ番組、ペイパービュー番組、ビデオオンデマンド（ＶＯ
Ｄ）番組、ニアビデオオンデマンド（ＮＶＯＤ）番組、音楽、宣伝材料、および他の種類
の媒体などの音声および映像媒体は通常、有線ネットワークまたは無線ネットワークを介
して視聴者に配信される。ニアビデオオンデマンドシステムおよびビデオオンデマンドシ
ステムにより、ユーザがほぼオンデマンドでまたはオンデマンドで媒体を視聴することが
可能になる。有線ネットワークおよび無線ネットワークは、一方向ケーブルテレビシステ
ムまたは双方向ケーブルテレビシステム、放送テレビシステム、衛星サービスネットワー
ク（例えば、デジタル放送衛星（ＤＢＳ）システム）、インターネット、または音声およ
び映像媒体を送達する他の任意の適切な手段を含み得る。
【０００４】
このような媒体の視聴者および聴取者は通常、例えばビデオカセット、音声カセット、コ
ンパクトディスクまたはデジタル格納媒体上に媒体を記録する。近年、視聴者および聴取
者が見たり、記録したりするものを管理する際の向上した柔軟性をユーザに提供する製品
が開発されている。ＰｈｉｌｉｐｓＴＭＨＤＲ６１２　ＴｉｖｏＴＭのパーソナルＴＶレ
コーダおよびＲｅｐｌａｙＴＶＴＭ３０６０のデジタルビデオレコーダなどのパーソナル
ビデオレコーダは、ハードディスクドライブ上に番組を記録し得る。パーソナルビデオレ
コーダシステムは、番組の記録、番組の記録のスケジューリングなどのビデオカセット機
能をユーザに提供し得、これにより、ユーザは、例えば、１つの番組を見ながら、同時に
別の番組を記録することが可能になる。さらに、パーソナルビデオレコーダシステムは、
（例えば、電話に応答したり、または来客に応答するために）リアルタイムの媒体を一時
停止して、次いで、媒体が当初一時停止にされた点から媒体を見ることを再開する能力な
どのビデオカセットレコーダで利用可能でない機能を提供し得る。これは、ユーザにリア
ルタイムの媒体を見ることに対する直接制御を提供する。例えば、ユーザが媒体の記録を
開始しようとして空のビデオカセットを探している間に、媒体を見逃すことをなくすこと
が可能である。
【０００５】
ＴｉｖｏＴＭベースのシステムおよびＲｅｐｌａｙＴＶＴＭシステムなどの現在のパーソ
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ナルビデオレコーダシステムは、媒体が一時停止された場合に、視聴者によって現在視聴
されていた最後のフレームを表示する。媒体を視聴するあらゆる人にとって、媒体が一時
停止される時間期間は、無用または情報価値がないと考えられ得る。
【０００６】
パーソナルビデオレコーダシステムにより、媒体が再生されている場合に、ユーザがコマ
ーシャル休憩を早送りすることも可能になる。視聴者の便宜上、コマーシャル休憩無しで
、記録された媒体を再生するように設計されたシステムがいくつか存在する。しかし、コ
マーシャル休憩内の時間スロットに料金を支払う宣伝主などは、自身の宣伝材料を視聴者
に届けることを望み得る。
【０００７】
したがって、本発明の一目的は、向上した双方向媒体アプリケーションを提供することで
ある。
【０００８】
本発明のより特定の目的は、媒体が一時停止されている間に、一時停止時間のコンテンツ
をユーザに提示する双方向媒体アプリケーションを提供することである。
【０００９】
さらに、本発明の一目的は、ユーザが特定の指定媒体を介して早送りすることを妨げる双
方向媒体アプリケーションを提供することである。
【００１０】
（発明の要旨）
本発明のこれらの目的および他の目的は、本発明の原理によって、ユーザが再生中の媒体
を一時停止した場合に、一時停止時間のコンテンツを表示し得る双方向媒体アプリケーシ
ョンを提供することによって達成される。
【００１１】
上記双方向媒体アプリケーションにより、ユーザが再生中の媒体を一時停止することが可
能になり得る。上記媒体は、リアルタイム番組内容、ニアビデオオンデマンド番組内容、
ビデオオンデマンド番組内容、記録された番組、または他の任意の適切な種類の媒体であ
り得る。上記媒体が一時停止された場合、上記双方向媒体アプリケーションは、上記一時
停止された媒体の代わりに、一時停止時間のコンテンツを代用し得る。一時停止時間のコ
ンテンツは、グラフィクス、テキスト、動画、音楽、宣伝、広告、概略、雑学情報（ｔｒ
ｉｖｉａ）などの媒体、または他の任意の適切な媒体を含み得る。上記双方向媒体アプリ
ケーションは、上記ユーザによって一時停止された上記媒体に関連した、カスタマイズさ
れた一時停止時間のコンテンツ（例えば、上記媒体が一時停止された点まで視聴されたイ
ベントの概略）を代用し得る。上記媒体は、メタデータ、識別子、ユニバーサルリソース
ロケータ、双方向媒体アプリケーション制御情報、または上記媒体に関連付けられた他の
任意の適切な情報などの関連付けられた媒体データを有し得る。上記双方向媒体アプリケ
ーションは、上記媒体データに基づいて特定の一時停止時間のコンテンツを代用して、例
えば、上記一時停止された媒体に関連した一時停止時間のコンテンツを提供し得る。
【００１２】
上記双方向媒体アプリケーションは、ユーザが特定の時間に上記システムの機能にアクセ
スすることも阻止し得る。例えば、上記双方向媒体アプリケーションは、上記ユーザがコ
マーシャル休憩中の特定の時間スロットを早送りすることを阻止し得る。上記双方向媒体
アプリケーションは、現在再生中の上記媒体に関連付けられた上記媒体データのコンテン
ツに基づいて、ユーザ活動を妨げ得る。
【００１３】
（好適な実施形態の詳細な説明）
本発明の上述および他の目的および利点は、添付の図面と共に、以下の詳細な説明を考慮
する場合に明らかとなる。図面中、同様の参照符号は同様の部分を示す。
本発明による例示的な双方向媒体システム３０を図１に示す。例示的な双方向媒体システ
ム３０は、主設備３４、媒体配信設備３６、およびユーザ機器４０を含み得る。例示的な
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双方向媒体システム３０は、複数の主設備を含み得るが、図面を過度に複雑にすることを
避けるために図１には主設備３４を１つのみ示す。説明を明確にするために、本発明は主
に、このような主設備１つの使用に関して説明する。主設備３４は、媒体、ならびに媒体
および媒体データベース３２（媒体および媒体データを格納するために用いられ得る）か
らの媒体データを格納および配信するサーバ３３を含み得る。主設備３４は一時停止のコ
ンテンツの格納および配信も行い得る。このコンテンツとは、媒体、媒体データ、または
その両方であり得る。媒体は、放送テレビ番組、ケーブルテレビ番組、ペイパービュー番
組、ビデオオンデマンド（ＶＯＤ）番組、ニアビデオオンデマンド（ＮＶＯＤ）番組、音
楽、宣伝材料、または他の任意の適切な種類の媒体などの音声および映像媒体を含み得る
。媒体データは、メタデータ、識別子、ユニバーサルリソースロケータ、双方向媒体アプ
リケーション制御情報、番組ガイド情報（例えば、番組ガイドリスト項目データ、ペイパ
ービュー注文情報、番組宣伝情報、または他の任意の適切な番組ガイド情報）、または他
の任意の適切なデータなどの媒体に関連付けられたデータを含み得る。主設備３４は、通
信パス３８などの通信パスを介して媒体および媒体データを複数の媒体配信設備３６に配
信し得る。通信パス３８は、衛星リンク、ケーブルリンク、光ファイバリンク、マイクロ
波リンク、電話ネットワークリンク、インターネットリンク、またはこのようなリンクの
組み合わせなどの任意の適切な通信パスであり得る。データ信号に加え、通信パス３８を
介して映像信号（例えば、テレビ番組）を伝送することが所望される場合、衛星リンクな
どの比較的高い帯域幅のリンクは、電話線のような比較的低い帯域幅のリンクより好適で
あり得る。図面を過度に複雑にすることを避けるために図１には配信設備３６を１つのみ
示す。説明を明確にするために、本発明は主に、このような配信設備１つの使用に関して
説明する。
【００１４】
媒体配信設備３６は、放送テレビ設備、ケーブルシステムヘッドエンド、衛星配信設備、
放送音楽設備、またはユーザ機器４０に、媒体、一時停止時間のコンテンツおよび任意の
適切な情報を伝送する他の任意の適切な媒体配信設備であり得る。媒体配信設備３６はサ
ーバ５８を含み得る。サーバ５８は、テキスト、画像、グラフィクス、音声、映像、他の
任意の適切な媒体、またはこのような媒体の組み合わせなどの媒体を操作することが可能
であり得る。サーバ５８は、媒体、媒体データ、一時停止時間のコンテンツ、または他の
任意の適切なコンテンツを格納するデータベースを含み得る。さらに、サーバ５８は、ニ
アビデオオンデマンド（ＮＶＯＤ）およびビデオオンデマンド（ＶＯＤ）などの双方向サ
ービスを提供することが可能であり得る。サーバ５８は１つ以上のコンピュータに基づき
得る。
【００１５】
媒体に関連付けられた媒体データは、メタデータ、識別子、ユニバーサルリソースロケー
タ（ＵＲＬ）、双方向媒体アプリケーション制御情報、または媒体に関連付けられ得る他
の任意の適切な情報などの情報を含み得る。例えば、媒体がテレビである場合、テレビに
関連付けられた媒体データは、ユーザに提示されているコメディ、映画、スポーツなどの
番組の種類に関する情報、番組のウェブサイトのＵＲＬ、または他の任意の適切な情報を
含み得る。媒体配信設備３６は、通信パス３８を介して主設備３４から媒体データを受信
し得る。所望の場合、データソースを用いて主設備３４以外の設備で、媒体データの幾つ
かまたはすべてを提供し得る。例えば、媒体配信設備３４は、通信パス６１を介してイン
ターネット６０から媒体データを受信し得る。通信パス６１は、Ｔ１リンク、デジタル加
入者線（ＤＳＬ）リンク、ケーブルモデムリンク、アナログモデムリンク、または他の任
意の適切なリンクであり得る。
【００１６】
帯域内技術または帯域外技術を用いて、媒体データに関連付けられた媒体に沿って媒体デ
ータを配信し得る。そして、媒体データはデジタル技術またはアナログ技術を用い得る。
ユーザ機器４０に、継続的、定期的、またはオンデマンドで媒体データを配信し得る。
【００１７】
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媒体配信設備３６は、テレビ番組、ケーブルテレビ番組、衛星番組、ペイパービュー番組
、ＶＯＤ番組、ＮＶＯＤ番組、音楽番組、宣伝材料、または他の任意の適切な種類の媒体
などの種々の音声および映像媒体を、通信パス４２を介してユーザ機器４０に配信し得る
。媒体配信設備は、テキスト、グラフィクス、音声、映像、動画、雑学情報、宣伝、広告
、音楽、または他の任意の適切な媒体のコンテンツの任意の組み合わせであり得る一時停
止時間のコンテンツもユーザ機器４０に配信し得る。
【００１８】
各媒体配信設備３６は複数の関連付けられたユーザを有し得、ユーザはそれぞれ、通信パ
ス４２のうちの１つを介して媒体配信設備３６に結合されたユーザ機器４０を有し得る。
ユーザ機器４０は、ユーザテレビ機器、ユーザコンピュータ機器（例えば、デスクトップ
コンピュータ、ラップトップコンピュータ、ノート型コンピュータ、携帯情報端末または
他の小さい携帯型コンピュータなどの手持ち式コンピュータデバイス）、ユーザ音楽機器
（例えば、ステレオ）、または双方向媒体アプリケーションを実行する他の任意の適切な
ユーザ媒体機器などの機器であり得る。双方向媒体アプリケーションを、ユーザ機器４０
上でローカルに実行してもよいし、またはアプリケーションのうち幾つかはユーザ機器４
０上でクライアントプロセスの形態でローカルに実行され、アプリケーションのうち幾つ
かはサーバプロセスとして遠隔の場所（例えば、媒体配信設備３６）で実行されるクライ
アント－サーバまたは配信されたアーキテクチャを用いて実行してもよい。
【００１９】
ユーザ機器４０は、制御回路部４４、メモリおよび格納装置４６、通信回路部４８、媒体
提示デバイス５２、および双方向媒体アプリケーションを実行するユーザ入力デバイス５
６などのコンポーネントを含み得る。媒体、媒体データ、および一時停止時間のコンテン
ツの受信、格納装置への媒体の記録、媒体の同時記録および再生、記録された媒体の格納
装置からの再生、ならびにアプリケーションデータおよび情報の送信および受信などの双
方向媒体アプリケーションの機能をサポートするようにコンポーネントを構成し得る。制
御回路部４４は、通信パス５０を用いて、格納装置およびメモリ４６、通信回路部４８、
ならびに媒体提示デバイス５２と通信し得、そしてこれらを制御し得る。パス５０は、ハ
ードワイヤード、無線（例えば、ブルートゥース）または光パスなどであり得る。
【００２０】
格納装置およびメモリ４６は、磁気媒体レコーダ（例えば、ハードディスクドライブなど
）、メモリ（例えば、フラッシュメモリまたはＥＥＰＲＯＭなど）、ビデオカセットレコ
ーダ、デジタル記録デバイス、他の任意の適切なメモリおよび格納デバイス、あるいはこ
れらの任意の適切な組み合わせを含み得る。メモリおよび格納装置４６のうちの幾つかま
たはすべてを、制御回路部４４を含むデバイスの外部に設け得る。
【００２１】
制御回路部４４は、格納装置およびメモリ４６に格納された媒体および一時停止時間のコ
ンテンツを媒体提示デバイス５２に提供し得る。制御回路部４４は、通信回路部４８から
受信された媒体および一時停止時間のコンテンツも媒体提示デバイス５２に提供し得る。
媒体提示デバイス５２は、テレビ、モニタおよびスピーカを備えたコンピュータシステム
、ステレオシステム、または他の任意の適切な提示デバイスであり得る。
【００２２】
ユーザは、入力デバイス５６を用いて制御回路部４４と双方向通信し得る。ユーザ入力デ
バイス５６は、リモートコントロール、キーボード、無線キーボード、ディスプレイリモ
ート、手持ち式コンピュータ、マウス、トラックボール、タッチパッド、または他の任意
の適切な双方向インターフェースであり得る。ユーザ入力デバイス５６は、ハードワイヤ
ードまたは無線パスなどの任意の適切な通信パスを介して、通信回路部４８または媒体提
示デバイス５２に信号を伝送し得る。
【００２３】
通信パス４２は、媒体配信設備３６が、媒体、一時停止時間のコンテンツ、媒体データ、
番組スケジュール情報、および他の任意の適切な情報をユーザ機器４０に配信することを
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可能にする任意の適切な種類のリンクであり得る。例えば、媒体配信設備３６がケーブル
ヘッドエンドである場合、通信パス４２はケーブルであり得る。媒体配信設備３６が音楽
放送設備である場合、通信パス４２は無線リンクであり得る。各ユーザ機器４０を媒体配
信設備３６に結合する通信パス４２は１つより多い場合もある。例えば、媒体配信設備３
６がケーブルヘッドエンドである場合、ユーザ機器４０は、媒体配信設備３６からケーブ
ルリンクを介して情報および媒体を受信し得、そして情報を媒体配信設備３６に、ダイヤ
ルアップモデム接続または他の任意の適切なリンクを介して伝送し得る。通信パス４２は
それぞれ、一方向であってもよいしまたは双方向であってもよい。
【００２４】
本明細書において、ユーザテレビ機器上で実行される双方向媒体アプリケーションのコン
テクストにおいて本発明の特徴を説明する場合がある。これは例示にすぎない。任意の適
切なプラットフォーム（ユーザコンピュータ機器、ユーザ音楽機器、または他の任意の適
切なプラットフォーム）上で実行される双方向媒体アプリケーションを用いて、このよう
な特徴を提供し得る。コンピュータ構成において、マウスポインターまたは他のポインテ
ィング構成を用いて画面上のオプションをクリックすることによって、画面上のオプショ
ンを選択し得る。テレビ構成において、より広範な視聴距離（ここからテレビが通常操作
される）に対応するために、画面上のオプションおよびアイコンを、コンピュータベース
の構成で見えるよりもより大きく作成し得る。オプションを、リモートコントロールの矢
印キーを用いてオプションを強調表示することによって、およびＯＫキー、エンターキー
、または選択キーなどの適切なキーを押すことによって選択し得る。
【００２５】
ユーザテレビ環境において、双方向媒体システムにより、ユーザがユーザ入力デバイス５
６を用いて、双方向媒体アプリケーションと双方向通信することが可能になり得る。１つ
の適切なアプローチにおいて、ユーザは、リモートコントロール、または他の適切なユー
ザ入力デバイス上の特定のキーまたは選択可能なオプションを用いて、双方向媒体アプリ
ケーションと双方向通信し得る。ユーザは、強調表示をナビゲートして、テレビに表示さ
れているオプションを選択することによって双方向媒体アプリケーションとも双方向通信
し得る。双方向媒体アプリケーションは双方向番組ガイドを含んでもよいし、または双方
向媒体アプリケーションを双方向番組ガイドと統合してもよい。双方向媒体アプリケーシ
ョンは番組ガイド情報に（例えば、番組ガイドデータベース３２から）アクセスして、ユ
ーザに番組ガイド情報を、例えば、双方向番組ガイドの形態で提供し得る。
【００２６】
１つの適切な実施形態において、複数のテレビおよび音声チャンネル（アナログ、デジタ
ル、またはアナログおよびデジタルの両方）は、通信パス４２を介してユーザ機器４０に
提供され得る。所望の場合、通信パス４０とは別個の通信パスを用いて（例えば、インタ
ーネットパスを用いて）、媒体配信設備３６に類似するが別個の１つ以上の配信設備によ
って、一時停止時間のコンテンツを配信し得る。
【００２７】
１つの適切な実施形態において、双方向媒体アプリケーションは、ユーザにリアルタイム
の媒体へのアクセスを提供し得る。リアルタイムの媒体は、例えば、テレビ番組内容、音
楽番組内容または他の任意の適切な媒体であり得る。リアルタイムの媒体は、媒体提示デ
バイス５２上のユーザに提示され得る。双方向媒体アプリケーションは、リアルタイムの
媒体を一時停止する能力をユーザに提供し得る。例えば、リモートコントロールの一時停
止ボタンを押すことによって、これを行い得る。双方向媒体アプリケーションは、一時停
止コマンドに応答して、ユーザ機器４０において（例えば、格納装置およびメモリ４６に
おいて）リアルタイムの媒体を格納するように指示し得る。別の適切なアプローチにおい
て、双方向媒体アプリケーションは、リモートサーバ上にリアルタイムの媒体を格納する
ように指示し得る。配信設備３６、インターネットを介してアクセス可能な格納設備、ま
たは他の任意の適切な遠隔の場所に、リモートサーバを設け得る。一時停止コマンドの発
行時およびこの後と実質的に同じ時間点においてリアルタイムの媒体を格納し得る。別の



(8) JP 4588961 B2 2010.12.1

10

20

30

40

50

適切なアプローチにおいて、一時停止コマンドの発行時またはこの直後と同じ時間点にお
いて、リアルタイムの媒体を格納し始め得る。リアルタイムの媒体が一時停止されている
間、双方向媒体アプリケーションは、ユーザに一時停止時間のコンテンツを提示し得る。
【００２８】
双方向媒体アプリケーションは、再開コマンドを受信すると、リアルタイムの媒体が一時
停止された点からこれの再生を続行し得る。ユーザは、再生ボタンを押すことによって、
一時停止ボタンを再度押すことによって、または他の任意の適切な方法によってリアルタ
イムの媒体の再生を再開し得る。リアルタイムの媒体が一時停止された点からこれを再生
するために、双方向媒体アプリケーションは、格納装置からリアルタイムの媒体を取り出
し得る。格納装置から取り出されたリアルタイムの媒体は、ユーザ機器４０が受信してい
るリアルタイムの媒体より時間的に遅れて再生され得る。遅れたリアルタイムの媒体が格
納装置から再生されている間、双方向媒体アプリケーションは、リアルタイムの媒体の格
納を続行し得る。双方向媒体アプリケーションは、遅れたリアルタイムの媒体を早送りお
よび巻戻しする能力もユーザに提供し得る。遅れたリアルタイムの媒体とリアルタイムの
媒体との間に遅れがなくなるまで、遅れたリアルタイムの媒体を早送りすると、リアルタ
イムの媒体が格納装置からではなくユーザ機器４０を用いて受信され、双方向媒体アプリ
ケーションはリアルタイムの媒体を再生し得る。この時点で、双方向媒体アプリケーショ
ンはさらに、媒体が再度一時停止されるまでリアルタイムの媒体の格納を停止し得る。
【００２９】
別の適切なアプローチにおいて、双方向媒体アプリケーションは、ユーザが再生している
リアルタイムの媒体を継続的に格納し得る。双方向媒体アプリケーションは、例えば、再
生された媒体の前の３０分または他の任意の適切な時間期間を格納し得る。この実施形態
において、再生されているリアルタイムの媒体は、格納装置から常に取り出される。リア
ルタイムの媒体は、ユーザ機器４０がリアルタイムの媒体を受信するのと実質的に同じ時
間に再生され得る。本実施形態における双方向媒体アプリケーションにより、ユーザがリ
アルタイムの媒体を巻戻し、一時停止し、および早送りすることが可能になり得る。
【００３０】
１つの適切なアプローチにおいて、媒体配信設備３６は、ユーザ機器４０に一時停止時間
のコンテンツを提供し得る。一時停止時間のコンテンツを、通信パス４２以外の通信パス
を介してインターネット６０から、あるいは他の任意の設備または媒体配信設備３６から
離れた場所からもユーザ機器４０に配信し得る。一時停止時間のコンテンツを、サーバ５
８からオンデマンドで、または放送チャンネル上で（例えば、アナログチャンネル上で、
デジタルチャンネル上で、垂直帰線消去期間、側波帯、または他の任意の適切な方法によ
って）継続的に配信し得る。一時停止時間のコンテンツを、周期的または他の任意の適切
な方法によってもユーザ機器４０に配信し得る。
【００３１】
双方向媒体アプリケーションは、ユーザによって現在再生されている媒体に関連してなく
ともよい一時停止時間のコンテンツを代用し得る。例えば、双方向媒体アプリケーション
は、例えば、特定の放送チャンネル上でユーザ機器４０に継続的に提供されている一時停
止時間のコンテンツを代用し得る。このアプローチにおいて、特定の媒体配信設備のすべ
てのユーザに対して、媒体が一時停止されている間、同じ一時停止時間のコンテンツが再
生され得る。
【００３２】
双方向媒体アプリケーションは、一時停止されている媒体に特定であるか、または各ユー
ザに特定である一時停止時間のコンテンツを代用し得る。一時停止時間のコンテンツは、
媒体に関連付けられた広告、媒体が一時停止されていた時間点までに起こったイベントの
概略、媒体に関連する雑学情報または事実、媒体のウェブサイトへのリンク、または媒体
に関連付けられた他の任意の適切な媒体またはアプリケーションであり得る。双方向媒体
アプリケーションはユーザ活動をモニタリングして、カスタマイズされた一時停止時間の
経験をユーザに提供し得る。例えば、双方向媒体アプリケーションは、ユーザが過去にお
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いて再生した媒体の種類に基づいて、ユーザに対してまもなく放送される媒体イベントの
特定の広告を代用し得る。
【００３３】
双方向媒体アプリケーションは、ユーザ機器４０上で一時停止時間のコンテンツの幾つか
またはすべてを格納し得る。双方向媒体アプリケーションは、格納された一時停止時間の
コンテンツを周期的に、オンデマンドで、ポーリングを介して、または他の任意の適切な
アプローチによって更新し得る。媒体データによって特定の一時停止時間のコンテンツを
格納および更新し得る。例えば、ゴルフ関連の媒体番組がユーザに利用可能である場合、
双方向媒体アプリケーションは、ＣａｌｌａｗａｙＴＭのアイロンを特徴とする第１の広
告を格納し得る。ユーザがゴルフ関連の媒体番組を一時停止すると、第１の広告がユーザ
に再生され得る。双方向媒体アプリケーションは続いて、第１の広告を置き換えて、Ｐｉ
ｎｇＴＭのパターを特徴とする第２の広告を格納し得る。このように、ユーザがゴルフ関
連の媒体番組を再度一時停止すると、更新された一時停止時間のコンテンツがユーザに提
示される。
【００３４】
カスタマイズされた一時停止時間のコンテンツを代用するには、双方向媒体アプリケーシ
ョンは、媒体に関連付けられた媒体データのコンテンツをモニタリングし得る。媒体デー
タは、識別子、ＵＲＬ、双方向媒体アプリケーション制御命令、機能アクセス情報、メタ
データ、番組ガイドデータ、または媒体および一時停止時間のコンテンツに関連した他の
任意のデータなどのデータであり得る。媒体データは、媒体またはユーザ機器４０によっ
て提示された一時停止時間のコンテンツを記述し得る。例えば、媒体データは、番組のコ
ンテンツを記述した情報、俳優が着ている衣服、俳優によって用いられた機器、番組が行
われる地理的場所、媒体（例えば、コマーシャル）が再生中にスキップされ得るか否か、
または他の任意の適切な媒体または一時停止時間のコンテンツ情報を含み得る。媒体用の
媒体データは、システム（例えば、媒体配信設備３６内のシステム）によって格納された
特定の一時停止時間のコンテンツへの識別子を含み得る。ユーザが現在視聴中の媒体を一
時停止すると、双方向媒体アプリケーションは、例えば、現在一時停止された媒体に関連
付けられた媒体データ内に含まれた識別子に基づいて、媒体配信設備３６から一時停止時
間のコンテンツを取り出し得る。別の実施形態において、双方向媒体アプリケーションは
、例えば、媒体データ内に含まれたメタデータにリンクされた広告を代用し得る。メタデ
ータでリンクされた広告は、例えば、　　　　　に出願されたＭｏｏｒｅらに対する米国
特許出願第　　　　　　　　　（代理人番号第ＵＶ－１９２）に記載されている。同出願
全体を本明細書において参考として援用する。
【００３５】
媒体データは、双方向媒体アプリケーション用の命令またはコマンドも含み得る。媒体デ
ータは、（例えば、ビデオ概略を作成するために）再生中の媒体の特定の部分を記録する
命令などの命令、ユーザが媒体を早送りすることを阻止する命令、または他の任意の適切
な命令などの命令を含み得る。例えば、ユーザがバスケットボールなどのスポーツイベン
トを視聴している場合、双方向媒体アプリケーションは、スポーツイベントに関連付けら
れた媒体データによって、「素晴らしいバスケットボールのプレイ」の再生（すなわち、
今見たプレイの２回目の放映分）を、この２度目の再生が提示される場合に記録するよう
に命令され得る。このように、試合の最高のプレイを強調表示したビデオ概略を提供する
ために、「素晴らしいプレイ」のコレクションを双方向媒体アプリケーションによって編
集そして格納し、そしてこれを一時停止の際に代用する。
【００３６】
別の適切なアプローチにおいて、ビデオオンデマンド、ニアビデオオンデマンド、または
他の任意の適切な媒体などの媒体に関連付けられた媒体データは、媒体の特定の部分がユ
ーザに提示されるように、双方向媒体アプリケーションに媒体の特定の部分を記録するよ
うに命令し得る。このアプローチにおいて、媒体データは、例えば、双方向媒体アプリケ
ーションに媒体の特定の部分（例えば、映画の重要なシーン）を記録するように命令し得
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る。媒体に関連付けられた媒体データは、ユーザが同じ媒体を視聴するごとに、双方向媒
体アプリケーションに媒体の異なるシーンを記録するように命令し得る。例えば、媒体デ
ータは、ユーザが同じ媒体を提示されるごとに、双方向媒体アプリケーションに、媒体の
異なるテーマ（例えば、アクションシーン、プロットシーン、ロマンスシーン、または媒
体の他の任意の適切なカテゴリーの編集）を記録するように命令し得る。所望の場合、双
方向媒体アプリケーションは、ユーザによって視聴された媒体に特定の概略（例えば、劇
場の映画の予告編の短いバージョン）を編集し得る。
【００３７】
種々の異なる方法で双方向媒体アプリケーションによって媒体データを受信し得る。１つ
の適切なアプローチにおいて、一時停止時間のコンテンツまたは媒体と共に媒体データを
受信してもよいし、視聴された媒体とは別個に媒体データを受信してもよいし、あるいは
他の任意の適切な受信手段によって媒体データを受信してもよい。媒体データが一時停止
時間のコンテンツまたは媒体と共に受信される場合、例えば、ユーザ機器４０によって受
信された媒体またはリアルタイム信号に媒体データを組み込んでもよいし、隠してもよい
し、あるいは（例えば、垂直帰線消去期間内、または側波帯上に）根付かせてもよい（ｉ
ｎｇｒａｉｎ）。このようなアプローチにおいて、双方向媒体アプリケーションは、媒体
信号を処理して媒体データ（例えば、識別子、命令、ＵＲＬなど）を取得し得る。
【００３８】
双方向媒体アプリケーションはさらに、例えば、ユーザが視聴しているチャンネルをモニ
タリングすることによって、再生された媒体に関連付けられた媒体データも取得し得る。
双方向媒体アプリケーションは、この情報（例えば、チャンネル情報）および現在時間を
用いて、ユーザに利用可能なチャンネル用の媒体データを含むデータベースにアクセスし
て、所望の媒体データを取得し得る。例えば、ユーザがチャンネル５を視聴している場合
、双方向媒体アプリケーションは、データベースをチェックして、チャンネル５がコメデ
ィを再生していることを、チャンネル５に関連付けられた媒体データが表示するか否かを
判定し得る。この場合、双方向媒体アプリケーションは、ユーザが媒体を一時停止した場
合、コメディに関連した一時停止時間のコンテンツを代用し得る。
【００３９】
双方向媒体アプリケーションが媒体を格納した場合（例えば、媒体の一時停止の間、媒体
が記録されるようにスケジューリングされた場合など）、アプリケーションは媒体の関連
付けられた媒体データも格納し得る。ユーザが遅れたリアルタイムの媒体、遅れたニアビ
デオオンデマンド媒体、または記録された媒体を再生している場合、格納された媒体デー
タにより、例えば、双方向媒体アプリケーションが、カスタマイズされた一時停止時間の
コンテンツを提供し、特定の時間にアプリケーションの機能にアクセスすることを阻止し
（例えば、特定の媒体の早送りを阻止し）、または他の任意の適切な活動を実行すること
が可能になり得る。例えば、ユーザが以前に記録した媒体を一時停止すると、適切な一時
停止時間のコンテンツが一時停止された記録されている媒体の代わりに代用され得るよう
に、双方向媒体アプリケーションはその関連付けられた格納された媒体データにアクセス
し得る。
【００４０】
双方向媒体アプリケーションは、ユーザに提示された一時停止時間のコンテンツを個人化
する能力をユーザに提供し得る。例えば、媒体が一時停止された場合、ユーザは双方向媒
体アプリケーションによって提示された一時停止時間のコンテンツの種類を選択し得る。
双方向媒体アプリケーションは、特定の種類の媒体に提示される一時停止時間のコンテン
ツの種類を選択する能力もユーザに提供し得る。異なる種類の一時停止時間のコンテンツ
は、雑学情報、概略、インタビュー、放送映像、音楽、宣伝、広告、または他の任意の適
切な一時停止時間のコンテンツを含み得る。例えば、媒体が「家の修繕」または「自分で
作る」志向の番組内容である場合、ユーザは提示された一時停止時間のコンテンツとして
宣伝および広告を選択し得る。このように、ユーザは、例えば、一時停止の間に、電動工
具、建築資材、手で持つ道具に関する異なる宣伝、または他の任意の適切な家の建築に関
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連した宣伝を提示され得る。別の適切なアプローチにおいて、特定の種類の一時停止時間
のコンテンツが、媒体が一時停止された場合に提示されることを阻止することが可能であ
り得る。
【００４１】
双方向媒体アプリケーションは、ユーザに提供されている一時停止時間のコンテンツを変
更する能力をユーザに提供し得る。例えば、ユーザが以前に提示された一時停止時間のコ
ンテンツの宣伝を提示されると、ユーザは、例えば、リモートコントロールのボタンを押
すことによって、次の宣伝に進み得る。ユーザは、現在提示されている一時停止時間のコ
ンテンツの種類を、異なる種類の一時停止時間のコンテンツに変更する能力も提供され得
る。ユーザがインタビューである一時停止時間のコンテンツを視聴する場合、ユーザは、
一時停止時間のコンテンツを、例えば、広告または他の任意の適切な一時停止時間のコン
テンツに変更し得る。
【００４２】
双方向媒体アプリケーションはさらに、例えば、オーバーレイの形態、双方向オーバーレ
イの形態、番組ガイド画面の形態、または他の任意の適切なディスプレイフォーマットで
、ユーザ機器４０上に情報を表示し得る。双方向媒体アプリケーションは、ユーザに通知
する双方向媒体アプリケーションの状態に関する情報、またはユーザ入力（例えば、再生
、一時停止、早送り、巻戻し、停止など）に応答した情報を表示し得る。これらの表示画
面は特定の時間期間表示され得、次いで、タイムアウトになるか、またはユーザ入力に応
答して（例えば、ユーザ入力デバイス５６上のボタンを押すことによって）消え得る。双
方向媒体アプリケーションはさらに、番組ガイド情報（例えば、タイトル情報）、現在日
時、表示された媒体とリアルタイムの媒体との間にどのぐらいの時間的遅れが存在するか
を示す情報、または他の任意の適切な情報などのさらなる情報も表示し得る。
【００４３】
双方向媒体アプリケーションによって表示され得る例示の表示画面を図２に示す。ユーザ
がリアルタイムの媒体を一時停止すると、図２の画面２００が表示され得る。例示するよ
うに、ユーザは映画「Ｂｒａｖｅｈｅａｒｔ」を一時停止した。双方向媒体アプリケーシ
ョンは、一時停止された映画の代わりに、映画「Ｂｒａｖｅｈｅａｒｔ」のウェブサイト
を代用した。画面２００は、ユーザがインジケータ２１０によって選択し得るオプション
２０５を含み得る。ウェブサイト上のオプション２０５は、「キャストおよび登場人物」
、「レビュー」、「劇場予告編」、「Ｂｒａｖｅｈｅａｒｔの製作」または他の任意の適
切なオプションを含み得る。ユーザは、例えば、上矢印キーおよび下矢印キーを用いるこ
とによって、所望のオプションにインジケータ２１０をナビゲートし得る。ユーザは、「
ＯＫ」キーまたは「エンター」キーを押すことによって、または他の任意の適切な方法に
よって、所望のオプションを選択し得る。例えば、ユーザが「レビュー」を選択すると、
双方向媒体アプリケーションは「Ｂｒａｖｅｈｅａｒｔ」の１つ以上のレビューを表示し
得る。
【００４４】
画面２００はオーバーレイ２１５も含み得る。オーバーレイ２１５は、ユーザに媒体の現
在の状態を通知する状態インジゲータ２２０を含み得る。オーバーレイ２１５は時間イン
ジゲータ２２５も含み得る。時間インジゲータ２２５は、媒体が一時停止された時間点と
、ユーザ機器４０によって現在受信されている媒体の時間点との間でどのぐらいの時間が
経たかをユーザに通知し得る。例示するように、「Ｂｒａｖｅｈｅａｒｔ」は、３分４９
秒間一時停止している。
【００４５】
ユーザが一時停止されたリアルタイムの媒体の再生を再開すると、双方向媒体アプリケー
ションは、図３に示す例示の表示画面３００を表示し得る。双方向媒体アプリケーション
は、映画が一時停止された時間点と実質的に同じ時間点から映画「Ｂｒａｖｅｈｅａｒｔ
」の再生を再開し得る。画面３００は双方向オーバーレイ３０５も含み得る。双方向オー
バーレイ３０５は、ユーザに利用可能な異なるオプションを示し得る。例示するように、
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ユーザは、遅れた媒体を巻戻し、一時停止、および早送りすることが可能であり得る。一
時停止オプション３１０が強調表示されると、ユーザが、例えば、「選択」キーを押した
場合に、双方向媒体アプリケーションが媒体を一時停止し得ることが示される。ユーザは
、強調表示をナビゲートして、オプションを巻戻しまたは早送りすることも可能であり得
る。別の適切なアプローチにおいて、ユーザはユーザ入力デバイス５２上の指定ボタンを
押して、他の任意の適切な機能を一時停止したり、早送りしたり、巻戻ししたり、または
実行し得る。ユーザが指定ボタンを押すと、選択されたボタンに対応する強調表示が画面
３００上に提示されて、どのボタンが選択されたかを示し得る。双方向オーバーレイ３０
５は、時間インジゲータ２２５も含み得る。例示するように、時間インジゲータ２２５を
グラフィカルフォーマットで表示する。バー３１５は映画全体の長さを示す。現在位置イ
ンジゲータ３２０は、映画の現在表示されている点を表す。リアルタイムインジゲータ３
２５は、ユーザ機器４０によって現在受信されているリアルタイムの媒体の点を表す。例
えば、ユーザが媒体を早送りすると、現在位置インジゲータ３２０はリアルタイムインジ
ゲータ３２５に近づくように移動し得る。現在位置インジゲータ３２０およびリアルタイ
ムインジゲータ３２５が媒体内の同じ点を指す場合、ユーザは、この点を越えて早送りす
ることを可能にされ得ない。
【００４６】
図４は、ユーザがリアルタイムの媒体を一時停止することを可能にすること、および一時
停止時間のコンテンツを再生することに関与し得る例示の工程のフローチャートである。
リアルタイムの媒体は、例えば、テレビ番組内容（例えば、放送番組内容、ケーブル番組
内容、およびペーパービュー番組内容）、音楽番組内容、または他の任意の適切な種類の
リアルタイムの媒体であり得る。工程４１０において、双方向媒体アプリケーションは、
リアルタイムの媒体を一時停止する能力をユーザに提供し得る。リアルタイムの媒体は、
「Ｔｈｅ　Ｇｒｅａｔｅｓｔ　Ｈｉｔｓ　ｏｆ　Ｐｉｎｋ　Ｆｌｏｙｄ」などの音楽番組
内容であり得る。例えば、ユーザは、ユーザ入力デバイス５６上の一時停止ボタンを押す
ことによって、または他の任意の適切な方法によって、音楽番組内容を一時停止し得る。
【００４７】
工程４２０において、双方向媒体アプリケーションは、一時停止時間のコンテンツを代用
し、そしてリアルタイムの媒体を記録し得る。一時停止時間のコンテンツは、一時停止さ
れた媒体に特定の一時停止時間のコンテンツ、またはユーザに特定の一時停止時間のコン
テンツなど、任意の適切な一時停止時間のコンテンツであり得る。一時停止時間のコンテ
ンツは、グラフィクス、テキスト、動画、音楽、宣伝、広告、概略、雑学情報、ウェブサ
イト、または他の任意の適切な媒体などの任意の媒体、あるいは媒体の組み合わせであり
得る。双方向媒体アプリケーションは、媒体に関連付けられた媒体データのコンテンツを
モニタリングして、一時停止された媒体に特定の一時停止時間のコンテンツを提供し得る
。双方向媒体システムは、「Ｔｈｅ　Ｇｒｅａｔｅｓｔ　Ｈｉｔｓ　ｏｆ　Ｐｉｎｋ　Ｆ
ｌｏｙｄ」の代わりに、Ｒｏｇｅｒ　Ｗａｔｅｒｓとの音声インタビューなどの一時停止
時間のコンテンツを代用し得る。ユーザがリアルタイムの媒体の再生を再開するまで、こ
の一時停止時間のコンテンツまたは他の任意の一時停止時間のコンテンツが代用され得る
。
【００４８】
工程４３０において、双方向媒体アプリケーションは、リアルタイムの媒体が一時停止さ
れた時間点と実質的に同じ時間点でリアルタイムの媒体の再生を再開し得る。双方向媒体
アプリケーションは、例えば、一時停止の数秒前に、媒体が一時停止されたその正確な時
間的瞬間に、または一時停止の数秒後に、一時停止されたリアルタイムの媒体の再生を再
開し得る。ユーザは、例えば、ユーザ入力デバイス５６上または他の任意の適切なデバイ
ス上の一時停止ボタンを再度押して、リアルタイムの媒体の再生を再開し得る。
【００４９】
図４に示す工程は単なる例であり、さらなる工程を加えてもよく、工程のうちの幾つかを
省いてもよく、または改変してもよいことを理解されたい。例えば、上述の工程を用いて
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、ユーザがニアビデオオンデマンド媒体を一時停止することも可能にし得る。
【００５０】
ＮＶＯＤ媒体を一時停止する別の適切なアプローチにおいて、双方向媒体アプリケーショ
ンは、ユーザが媒体を一時停止した場合にＮＶＯＤ媒体を記録しなくともよい。通常、同
じ媒体の番組を一定の間隔で（例えば、５分ごとに）配信するサーバ（例えば、サーバ５
８）によってＮＶＯＤ媒体を提供し得る。このようなアプローチにおいて、双方向媒体ア
プリケーションは、ユーザが媒体の再生を再開した場合に、ＮＶＯＤ媒体の後の放映分を
再生し得る。
【００５１】
図５は、ユーザがＮＶＯＤ媒体を一時停止することを可能にすること、および一時停止時
間のコンテンツを代用することに関与し得る例示の工程のフローチャートである。工程５
１０において、ユーザは、現在再生中のＮＶＯＤ媒体を一時停止する能力を提供され得る
。
【００５２】
工程５２０において、双方向媒体アプリケーションは、ＮＶＯＤ媒体の代わりに、一時停
止時間のコンテンツを代用し得る。一時停止時間のコンテンツは、一時停止された媒体に
特定の一時停止時間のコンテンツまたはユーザに特定の一時停止時間のコンテンツなどの
任意の適切な一時停止時間のコンテンツであり得る。さらに、一時停止時間のコンテンツ
は、グラフィクス、テキスト、動画、音楽、宣伝、広告、概略、雑学情報、ウェブサイト
、または他の任意の適切な媒体などの任意の媒体、あるいは媒体の組み合わせであり得る
。双方向媒体アプリケーションは、ＮＶＯＤ媒体に関連付けられた媒体データのコンテン
ツをモニタリングして、一時停止された媒体に特定の一時停止時間のコンテンツを提供し
得る。ユーザがＮＶＯＤ媒体の再生を再開するまで、一時停止時間のコンテンツが再生さ
れ得る。
【００５３】
工程５３０において、双方向媒体アプリケーションは、ＮＶＯＤ媒体の後の放映分を再生
することによって、ＮＶＯＤ媒体の再生を再開し得る。例えば、ＮＶＯＤ媒体が５分ごと
に配信されて、ユーザが３０分間媒体を一時停止した場合、双方向媒体アプリケーション
は、ＮＶＯＤ媒体の６回目に続く放映分を再生することによって、ＮＶＯＤ媒体の再生を
再開し得る。
【００５４】
図５に示す工程は単なる例であり、さらなる工程を加えてもよく、工程のうちの幾つかを
省いてもよく、または改変してもよいことを理解されたい。例えば、工程５２０において
、双方向媒体アプリケーションはさらに、ＮＶＯＤ媒体の次の放映分が現在一時停止され
ているＮＶＯＤ媒体と整合されるまで、どのぐらいの時間が残っているかもユーザに通知
し得る。
【００５５】
双方向媒体アプリケーションは、ビデオオンデマンド媒体にアクセスする能力もユーザに
提供し得る。双方向媒体アプリケーションは、例えば、クライアント－サーバ構成でＶＯ
Ｄ媒体にアクセスし得る。ユーザ機器４０から離れて設けられているＶＯＤサーバ上に（
例えば、媒体配信設備３６において）ＶＯＤ媒体を格納してもよい。双方向媒体アプリケ
ーションは、番組ガイド情報を用いて、利用可能なＶＯＤ媒体をユーザに通知し得る。こ
の情報は、ユーザによって双方向番組ガイドを介してアクセスされ得る。ユーザがＶＯＤ
媒体を一時停止すると、双方向媒体アプリケーションは、ＶＯＤサーバからの媒体の再生
を停止して、一時停止時間のコンテンツを代用し得る。ユーザがＶＯＤ媒体の再生を再開
すると、双方向媒体アプリケーションは、媒体が一時停止された時間点で、ＶＯＤサーバ
から媒体の再生を再開し得る。
【００５６】
双方向媒体アプリケーションは、記録された媒体と同様の様態で動作し得る。しかし、ユ
ーザ機器４０から離れて設けられたサーバから媒体にアクセスする代わりに、双方向媒体
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アプリケーションは、ユーザ機器４０においてローカルに、記録された媒体にアクセスし
得る。双方向媒体アプリケーションは、例えば、双方向番組ガイドから記録する番組を選
択することによって、媒体を記録する能力をユーザに提供し得る。
【００５７】
図６は、ユーザがＶＯＤ媒体または記録された媒体を一時停止することを可能にすること
、および一時停止時間のコンテンツを代用することに関与し得る例示の工程のフローチャ
ートである。工程６１０において、ユーザは、現在再生中のＶＯＤ媒体または記録された
媒体を一時停止する能力を提供され得る。
【００５８】
工程６２０において、双方向媒体アプリケーションは、一時停止されたＶＯＤ媒体または
記録された媒体の代わりに、一時停止時間のコンテンツを代用し得る。双方向媒体アプリ
ケーションは、例えば、ユーザ機器４０に特定の放送チャンネル上で継続的に提供される
無関係の一時停止時間のコンテンツを代用し得る。双方向媒体アプリケーションはさらに
、ＶＯＤ媒体または記録された媒体に関連付けられた媒体データのコンテンツをモニタリ
ングして、一時停止された媒体に関連付けられた一時停止時間のコンテンツを代用し得る
。双方向媒体アプリケーションはさらに、ユーザ活動をモニタリングして、ユーザに特定
の一時停止時間のコンテンツを代用し得る。ユーザがＶＯＤ媒体または記録された媒体の
再生を再開するまで、一時停止時間のコンテンツが再生され得る。
【００５９】
工程６３０において、双方向媒体アプリケーションは、媒体が一時停止された時間点と実
質的に同じ時間点で、ＶＯＤ媒体または記録された媒体の再生を再開し得る。
【００６０】
図６に示す工程は単なる例であり、さらなる工程を加えてもよく、工程のうちの幾つかを
省いてもよく、または改変してもよいことを理解されたい。
【００６１】
本発明の別の実施形態において、ユーザは双方向媒体アプリケーションの特定の機能にア
クセスすることを阻止され得る。ユーザは、例えば、媒体を巻戻しし、媒体を早送りし、
媒体を一時停止し、媒体を記録し、または双方向媒体アプリケーションの他の任意の適切
な機能を実行することを禁止され得る。
【００６２】
図７は、ユーザが機能にアクセスすることを阻止することに関与し得る例示の工程のフロ
ーチャートである。工程７１０において、双方向媒体アプリケーションは、機能にアクセ
スする能力をユーザに提供し得る。例えば、双方向媒体アプリケーションは、早送り機能
にアクセスしながら、遅れたリアルタイムの媒体または記録された媒体（例えば、「Ｔｈ
ｅ　Ｓｉｍｐｓｏｎｓ」、これは日々記録され得る）を視聴する能力をユーザに提供し得
る。
【００６３】
工程７２０において、双方向媒体アプリケーションは、現在視聴されている媒体に関連付
けられた媒体データが、ユーザが機能にアクセスすることを阻止しているか否かを判定し
得る。例えば、媒体に関連付けられた媒体データは、ユーザが媒体内の特定のコマーシャ
ルを早送りすることを阻止し得る。これは、再生の間に、媒体の特定の部分（例えば、コ
マーシャル）を視聴者に見させる能力を媒体プロバイダに提供し得る。
【００６４】
媒体データがユーザが機能にアクセスすることを阻止しない場合、双方向媒体アプリケー
ションは、ユーザが工程７３０に表示される機能にアクセスすることを可能にし得る。
【００６５】
あるいは、媒体データがユーザが機能にアクセスすることを阻止する場合、双方向媒体ア
プリケーションは、ユーザが工程７４０に示される機能にアクセスすることを阻止し得る
。双方向媒体アプリケーションはさらに、機能が妨げられていることもユーザに通知し得
る。
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図７に示す工程は単なる例であり、さらなる工程を加えてもよく、工程のうちの幾つかを
省いてもよく、または改変してもよいことを理解されたい。
【００６７】
ユーザが機能にアクセスしようとした場合に、双方向媒体アプリケーションによって表示
され得る例示の表示画面を図８に示す。図８の画面８００は、ユーザが媒体を早送りしよ
うとした場合に表示され得る。例示するように、ユーザは、「Ｌｅｘｕｓ」のコマーシャ
ルを早送りしようとしている。オーバーレイ８１５を表示して、媒体が早送りされ得ない
ことをユーザに通知し得る。オーバーレイ８１５は単なる例であり、この機能が妨げられ
ていることを示すために、他の任意の適切なオーバーレイまたは通知をユーザに提示し得
る。
【００６８】
図９は、媒体データのコンテンツに基づいて特定のタスクを実行するように双方向媒体ア
プリケーションに命令することに関与し得る例示の工程のフローチャートである。工程９
１０において、双方向媒体アプリケーションは、ユーザに媒体（例えば、リアルタイム、
ＶＯＤ、ＮＶＯＤ）を提示し得る。工程９２０において、双方向媒体アプリケーションは
、現在提示されている媒体に関連付けられた媒体データを探して命令を求め、関連付けら
れた媒体データに含まれる任意の命令を実行し得る。例えば、ユーザがテレビ番組を見て
いる場合、媒体データは、例えば、開始のシーン、プロット内の重要な移行、リプレイ、
またはユーザによって視聴される番組の他の任意の適切な部分を記録するように双方向媒
体アプリケーションに命令し得る。
【００６９】
したがって、一時停止時間のコンテンツを提示するシステムおよび方法を提供する。当業
者であれば、説明した実施形態以外によって本発明を実施し得、そして実施形態は例示を
目的として提示されるのであって本発明を限定せず、そして本発明は上掲の特許請求の範
囲によってのみ限定されることを理解する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、本発明による例示的な双方向媒体システムの模式図である。
【図２】　図２は、本発明の一実施形態による、一時停止時間のコンテンツが一時停止さ
れた媒体の代わりに代用される、例示的な双方向媒体表示画面を示す。
【図３】　図３は、本発明の一実施形態による、ユーザが媒体の再生を再開した例示的な
双方向媒体表示画面を示す。
【図４】　図４は、本発明の一実施形態による、一時停止時間のコンテンツをリアルタイ
ムの媒体の代わりに代用することに関与する例示の工程のフローチャートである。
【図５】　図５は、本発明の一実施形態による、一時停止時間のコンテンツをニアビデオ
オンデマンド媒体の代わりに代用することに関与する例示の工程のフローチャートである
。
【図６】　図６は、本発明の一実施形態による、一時停止時間のコンテンツを記録された
媒体またはビデオオンデマンド媒体の代わりに代用することに関与する例示の工程のフロ
ーチャートである。
【図７】　図７は、本発明の一実施形態による、ユーザが機能にアクセスすることを阻止
することに関与する例示の工程のフローチャートである。
【図８】　図８は、本発明の一実施形態による、早送りが禁止されていることを示す例示
の画面を示す。
【図９】　図９は、本発明の一実施形態による、媒体の特定の部分を格納するように双方
向媒体アプリケーションに命令する媒体データに関与する例示の工程のフローチャートで
ある。
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