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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】双方向テレビアプリケーションにてオンデマン
ドメディアに補充内容を提供するシステムおよび方法を
提供する。
【解決手段】ユーザからオンデマンドメディアに対する
リクエストを受け取る工程と、双方向テレビアプリケー
ションを用いてオンデマンドメディアに関連した補充内
容を取り出す工程と、リクエストに応答してオンデマン
ドメディアを提供する工程と、ユーザがオンデマンドメ
ディアを視聴する間に、ユーザに補充内容を提供する工
程と、を包含する。
【選択図】図１



(2) JP 2015-29307 A 2015.2.12

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
本願明細書に記載された発明。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願請求は、米国仮出願第６０／２３９，５２１号（２０００年１０月１１日出願）
、第６０／２５２，１７１号（２０００年１１月２０日出願）および第６０／２７０，３
５１号（２００１年２月２１日出願）の利益を主張する。
【０００２】
　（発明の背景）
　本発明は、双方向テレビアプリケーションにてオンデマンドメディアを提供するシステ
ムおよび方法、より具体的には、双方向テレビアプリケーションにてオンデマンドメディ
アを補充するシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　現在メディアのユーザに種々の形態のメディア、通常、ビデオを提供するために、デジ
タル多用途ディスク（ＤＶＤ）が用いられる。ＤＶＤは、さらに、俳優のインタビューお
よび演劇の予告編といった補充的資料を格納するために用いられる。しかしながら、この
ような補充的資料は、ディスク上で利用可能な空間の量によって制限される。さらに、Ｄ
ＶＤ上に格納された補充的資料は、更新不可能である。
【０００４】
　従って、オンデマンドメディアに補充内容を提供する、大量の更新可能なメディアの配
信システムを提供することが望ましい。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　（発明の要旨）
　本発明のこの目的および他の目的は、本発明の原理により、オンデマンドメディアを補
充するためのシステムおよび方法を提供することによって達成される。本発明のいくつか
の実施形態の例示的特徴は、例えば、米国仮出願第６０／２３９，５２１号（２０００年
１０月１１日出願）において記載され、本出願は、参考のため、本明細書中にその全体が
援用される。本発明のいくつかの実施形態により使用のための例示的ビデオオンデマンド
インターフェースの特徴は、例えば、米国仮出願第６０／２５２，１７１号（２０００年
１１月２０日出願）、および第６０／２７０，３５１号（２００１年２月２１日出願）に
記載され、本出願は、参考のため。本明細書中にその全体が援用される。
【０００６】
　オンデマンドメディアは、例えば、オーディオオンデマンドメディア、ビデオオンデマ
ンドメディア、電子刊行物（例えば、図書、雑誌、新聞、または任意の他の適切な電子刊
行物）、電子ゲーム、ソフトウェアアプリケーション、または任意の他の適切なオンデマ
ンドメディアを含み得る。このようなオンデマンドメディアの補充内容は、任意の適切な
受動的または双方向テキスト、グラフィック、動画、ビデオ、オーディオ、あるいは、こ
れらの適切な組み合わせであり、例えば、俳優のインタビュー、演劇の予告編、映画のベ
ストテンシーン、音楽ビデオ、ウェブサイト、第３者アプリケーション、このオンデマン
ドメディアと関連するさらなる受動的または双方向情報、あるいは任意の他の適切な補充
内容等である。
【０００７】
　いくつかの実施形態は、例えば、別個のディスプレイにおけるオンデマンドメディアか
ら分離した補充内容を表示し得る。他の実施形態は、補充内容をディスプレイ上にオーバ
ーレイし得る。例えば、補充内容は、ユーザが見ているオンデマンドメディア、アプリケ
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ーションディスプレイまたは他の適切なディスプレイ上にオーバーレイされ得る。いくつ
かの実施形態において、補充内容は、ユーザのアクションに応答して表示され得る。例え
ば、補充内容は、ユーザがリスト項目を通覧して、ガイダンスアプリケーションからメデ
ィアリスト項目を選択した場合、または、ユーザがオンデマンドメディアを選択した場合
に表示され得る。いくつかの実施形態において、ユーザがオンデマンドメディアのセグメ
ント（例えば、映画の一シーン）に最初にアクセスした場合、補充内容が所定の期間の間
表示され得、その後、この補充内容は、消え得る（例えば、次第に消える）。いくつかの
実施形態は、ユーザのリクエスト（例えば、画面上のボタンを選択する）に応答してのみ
補充内容を提供し得る。
【０００８】
　オンデマンドメディアの補充は、任意の適切なスタンドアロン、分散型、またはクライ
アントサーバベースのアプリケーションによって実行され得る。例えば、双方向テレビ番
組ガイド等の、スタンドアロン双方向テレビアプリケーション、あるいは他の適切なガイ
ダンスアプリケーションが補充内容および補充オンデマンドメディアを受信し得る。
【０００９】
　補充内容は、任意の適切なアプローチを用いて配信され得る。補充内容、または補充内
容へのリンクは、例えば、同期メタデータとして提供され得る。同期メタデータは、これ
が関連付けられたオンデマンドメディアと論理的に同時に送信されるデータである。同期
メタデータは、このメディアと同時か、またはこのメディアの前であるが、そのデータを
このメディアと関連付ける情報（例えば、識別子、リンクまたは任意の他の適切な情報）
と共に供給され得る。メタデータは、そのメディアと共に、またはそのメディアとは別個
に、帯域内で、カルーセルベース（ｃａｒｏｕｓｅｌ－ｂａｓｅｄ）のアプローチを用い
て、クライアントサーバベースのアプローチを用いて、局所的にキャッシングを用いて、
これらのアプローチの組み合わせを用いて、または任意の他の適切なアプローチを用いて
、帯域外で供給され得る。これらのアプローチのうちの一つ以上は、ユーザの家庭内機器
が複数のチューナを備えることを必要とし得る。局所的キャッシングは、システムの応答
時間を延長するために用いられ得る。
【００１０】
　本発明の上述の、および他の目的および利点は、添付の図面と関連付けて以下の詳細な
説明を検討することによって明らかになる。図面における同じ参照符号は、等価な部分を
指す。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の１実施形態による、例示的双方向テレビシステムの模式的ブロック図で
ある。
【図２Ａ】図２Ａは、本発明の実施形態による図１の双方向テレビアプリケーション機器
の例示的構成を示す。
【図２Ｂ】図２Ｂは、本発明の実施形態による図１の双方向テレビアプリケーション機器
の例示的構成を示す。
【図２Ｃ】図２Ｃは、本発明の実施形態による図１の双方向テレビアプリケーション機器
の例示的構成を示す。
【図２Ｄ】図２Ｄは、本発明の実施形態による図１の双方向テレビアプリケーション機器
の例示的構成を示す。
【図２Ｅ】図２Ｅは、本発明の実施形態による図１の双方向テレビアプリケーション機器
の例示的構成を示す。
【図３】図３は、本発明の１実施形態による、図２Ａ～図２Ｅのユーザテレビ機器の例示
的な、模式的ブロック図である。
【図４】図４は、本発明の１実施形態による、図３の例示的ユーザテレビ機器の部分の一
般化した模式的ブロック図である。
【図５】図５は、本発明の１実施形態による、双方向テレビアプリケーションによって表



(4) JP 2015-29307 A 2015.2.12

10

20

30

40

50

示され得る、例示的メインメニューディスプレイである。
【図６】図６は、本発明の１実施形態による、双方向テレビアプリケーションによって表
示され得る、例示的ビデオオンデマンドメニューディスプレイである。
【図７】図７は、本発明の１実施形態による、ユーザがメディアリスト項目を通覧する際
に、双方向テレビアプリケーションによって表示され得る例示的ディスプレイである。
【図８】図８は、本発明の１実施形態による、ユーザがオンデマンドおよびオンデマンド
でないメディアリスト項目を通覧する際に、双方向テレビアプリケーションによって表示
され得る、例示的組み合わせディスプレイである。
【図９】図９は、本発明の１実施形態による、オンデマンドメディアを発注するリクエス
トに応答して、双方向テレビアプリケーションによって表示され得る例示的ディスプレイ
である。
【図１０】図１０は、本発明による１実施形態による、双方向テレビアプリケーションに
よって表示され得る例示的セットアップディスプレイである。
【図１１】図１１は、本発明の１実施形態による、ユーザに、オンデマンドメディアと共
にオプションを提供する双方向テレビアプリケーションによって表示され得る例示的ディ
スプレイである。
【図１２】図１２は、本発明の１実施形態による、俳優関連の情報を見ることを所望する
ことを示すユーザに応答して、双方向テレビアプリケーションによって表示され得る例示
的ディスプレイである。
【図１３】図１３は、本発明の１実施形態による、俳優関連の情報を見ることを所望する
ことを示すユーザに応答して、双方向テレビアプリケーションによって表示され得る例示
的ディスプレイである。
【図１４】図１４は、本発明の１実施形態による、ユーザが現在視聴している俳優に関す
る補充内容を見ることを所望することを示すユーザに応答して、双方向テレビアプリケー
ションによって表示され得る例示的ディスプレイである。
【図１５】図１５は、本発明の１実施形態による、ユーザが現在視聴している俳優に関す
るさらなる情報を見ることを所望することを示すユーザに応答して、双方向テレビアプリ
ケーションによって表示され得る例示的ディスプレイである。
【図１６】図１６は、本発明の１実施形態による、オンデマンドメディアに関する双方向
メディアの受信を所望することを示すユーザに応答して、双方向テレビアプリケーション
によって表示され得る例示的ディスプレイである。
【図１７】図１７は、本発明の１実施形態による、オンデマンドメディアに関する双方向
メディアの受信を所望することを示すユーザに応答して、双方向テレビアプリケーション
によって表示され得る例示的ディスプレイである。
【図１８】図１８は、本発明の１実施形態による、オンデマンドメディアのオーディオ部
分に関する情報の受信を所望することを示すユーザに応答して、双方向テレビアプリケー
ションによって表示され得る例示的ディスプレイである。
【図１９】図１９は、本発明の１実施形態による、オンデマンドメディアのオーディオ部
分に関する情報の受信を所望することを示すユーザに応答して、双方向テレビアプリケー
ションによって表示され得る例示的ディスプレイである。
【図２０】図２０は、本発明の１実施形態による、オンデマンドメディアに関するリンク
の受信を所望することを示すユーザに応答して、双方向テレビアプリケーションによって
表示され得る例示的ディスプレイである。
【図２１】図２１は、本発明の１実施形態による、オンデマンドメディアの補充内容を提
供する工程に含まれる例示的工程のフローチャートである。
【図２２】図２２は、本発明の１実施形態による、オンデマンドメディアの補充内容を取
り出す工程に含まれる例示的工程のフローチャートである。
【図２３】図２３は、本発明の１実施形態による、ユーザにオンデマンドメディアを提供
する工程に含まれる例示的工程のフローチャートである。
【図２４】図２４は、本発明の１実施形態による、選択されたオンデマンドメディアの補
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充内容をユーザに提供する工程に含まれる例示的工程のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　（発明の詳細な説明）
　オンデマンドメディアを補充するための双方向テレビアプリケーションは、任意の適切
なハードウェアプラットフォームまたはトポロジに基づき得る。そのような双方向テレビ
アプリケーションをインプリメントする際に用いられ得る適切なハードウェアは、衛星受
信器、パーソナルコンピュータテレビ（ＰＣ／ＴＶＳ）、パーソナルコンピュータ（例え
ば、テレビチューナカードを有する）、ケーブルセットトップボックス、または任意の他
の適切なハードウェアを含む。いくつかの実施形態において、双方向テレビアプリケーシ
ョンは、双方向テレビ番組ガイドであり得る。例示的双方向テレビ番組ガイドシステムは
、例えば、Ｋｎｅｅらによる、米国特許第５，５８９，８９２号、およびＫｎｕｄｓｏｎ
らによる米国特許出願シリアル番号第０９／３５７，９４１号（１９９９年７月１６日出
願）に記載され、これらの出願は、参考のため、本明細書中にその全体が援用される。ク
ライアントサーバ番組ガイドシステムは、例えば、Ｅｌｌｉｓらによる米国特許出願シリ
アル番号第０９／３７４，０４３号（１９９９年８月１３日出願）に記載され、この出願
は、参考のため、本明細書中にその全体が援用される。オンライン番組ガイドシステムは
、例えば、Ｂｏｙｅｒらによる米国特許出願シリアル番号第０８／９３８，０２８（１９
９７年９月１８日出願）に記載され、この出願は、参考のため、本明細書中にその全体が
援用される。
【００１３】
　本発明の１実施形態による、例示的システム１００が図１に示される。主設備１２０は
、アプリケーションデータをアプリケーションデータソース１６０から通信リンク１１０
を介して双方向アプリケーション機器１３０に提供する。複数のアプリケーションデータ
ソースがあり得るが、図面が過度に複雑になることを避けるために一つのみが示される。
所望ならば、アプリケーションデータソースは、局所的情報サービス１５０等の、主設備
１２０から分離した設備に配置され得、それらのデータは、局所化および配信するために
主設備１２０に提供され得る。アプリケーションデータソース１６０は、データを生成ま
たは取得するための（オペレータにより手動で、コンピュータネットワークまたは他の接
続を介して、あるいは格納メディアを介して電子的に）、およびそのデータを主設備１２
０によって配信するために電子形態にするための、任意の適切なコンピュータまたはコン
ピュータベースのシステムであり得る。リンク１１０は、衛星リンク、電話ネットワーク
リンク、ケーブルまたは光ファイバリンク、マイクロ波リンク、インターネットリンク、
これらのリンクの組み合わせ、または任意の他の適切な通信リンクであり得る。所望なら
ば、ビデオ信号は、さらに、リンク１１０を介して伝送され得る。
【００１４】
　主設備１２０によって双方向アプリケーション機器１３０に配信されるアプリケーショ
ンデータは、任意の適切なアプリケーションデータを含み得る。アプリケーションデータ
は、ビデオオンデマンド情報、オーディオオンデマンド情報、補充内容、または任意の他
のメディアオンデマンド関連情報を含み得る。いくつかの実施例において、アプリケーシ
ョンデータは、テレビ番組データ（例えば、番組識別子、時間、チャンネル、タイトル、
および解説）、およびテレビ番組リスト項目以外のサービスに関する他のデータ（例えば
、ヘルプテキスト、ペーパービュー情報、気象情報、スポーツ情報、音楽チャンネル情報
、関連するインターネットウェブリンク、関連するソフトフェア等）を含み得る。好適に
は、双方向アプリケーション機器１３０は、複数個または複数のインストレーションされ
るが、図面が過度に複雑になることを回避するために、図１には一つのみが示される。
【００１５】
　アプリケーションデータは、主設備１２０によって任意のアプローチを用いて、双方向
アプリケーション機器１３０に伝送され得る。例えば、主設備１２０は、アプリケーショ
ンデータを、ファイルとして、またはストリームとして、周期的に、連続的に、または任
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意の他の周波数を用いて配信され得る。いくつかのアプローチにおいて、データファイル
は、例えば、アドレス指定スキーマおよびプロトコルスタック（例えば、ユーザデータグ
ラムプロトコル（ＵＤＰ）およびインターネットプロトコル（ＩＰ））に基づく適切なイ
ンターネットを用いて伝送されるオブジェクトとしてカプセル化され得る。このようなア
プローチを用いて、データが主設備からテレビ配信設備に伝送されるシステムは、例えば
、Ｇｏｌｌａｈｏｎらによる、米国特許出願シリアル番号第０９／３３２，６２４号（１
９９９年６月１１日出願）に記載され、この出願は、参考のため、本明細書中にその全体
が援用される。
【００１６】
　補充オンデマンドメディアは、任意の適切なスタンドアロン、分散型、またはクライア
ントサーバベースのアプリケーションによって実行され得る。例えば、双方向テレビ番組
ガイドまたは他の適切なガイダンスアプリケーションといったスタンドアロン双方向テレ
ビアプリケーションは、補充内容および補充オンデマンドメディアを受信し得る。このよ
うなオンデマンドメディアの補充内容は、任意の適切な受動的または双方向テキスト、グ
ラフィック、動画、ビデオオーディオ、あるいは、これらの適切な組み合わせであり、例
えば、俳優のインタビュー、演劇の予告編、映画のベストテンシーン、音楽ビデオ、ウェ
ブサイト、第３者アプリケーション、このオンデマンドメディアと関連するさらなる受動
的または双方向情報、あるいは任意の他の適切な補充内容等である。
【００１７】
　いくつかの実施形態において、補充内容は、主設備１２０にて生成および伝送され、配
信設備１８０（例えば、ケーブルシステムヘッドエンド）にて蓄積され得る。補充内容は
、アプリケーションデータと同時に伝送され、ユーザテレビ機器２００に格納され得る。
あるいは、補充内容は、オンデマンドメディアと共に伝送され得る。配信設備１８０は、
補充内容を、ファイルとして、またはストリームとして、周期的に、連続的に、または任
意の他の周波数を用いて配信し得ることに留意されたい。
【００１８】
　いくつかの実施形態において、補充内容は、オンデマンドメディアと共に伝送され得る
。補充内容は、配信設備１８０にて蓄積され、オンデマンドメディアと共に提供され得る
。いくつかのアプローチにおいて、補充内容は、選択されたオンデマンドメディアが見ら
れる前に、ユーザテレビ機器２００にダウンロードされ得る。例えば、ユーザが、所定の
時間（例えば、指示から２時間後）にてオンデマンドメディアセレクションを見ることを
所望することを示す場合、対応する補充内容が、選択されたオンデマンドメディアが見ら
れる前に伝送され得る。
【００１９】
　局所的情報サービス１５０は、特に、局所化された地域へのデータを取得し、そのデー
タを、通信リンク１４０を介して主設備１２０に提供するために適切な任意の設備であり
得る。局所的情報サービス１５０は、例えば、気象データを測定する局所的気象台、局所
的ハイスクールおよびカレッジのスポーツ情報を取得する局所的新聞、または任意の他の
適切な情報プロバイダであり得る。局所的情報サーバ１５０は、例えば、局所的スキー速
報、釣り条件、メニュー等を主設備１２０に提供するためのコンピュータを有する局所的
企業であり得る。リンク１４０は、衛星リンク、電話ネットワークリンク、ケーブルまた
は光ファイバリンク、マイクロ波リンク、インターネットリンク、このようなリンクの組
み合わせ、または任意の他の適切な通信リンクであり得る。
【００２０】
　いくつかの実施形態において、局所的情報サービス１５０は、特に、局所化された地域
に補充内容を提供するための任意の適切な設備であり得る。局所的情報サービス１５０は
、補充内容を、配信設備１８０（例えば、ケーブルシステムヘッドエンド）にて蓄積する
ために、通信リンク１４０を介して主設備１２０に提供し得る。局所的情報サービス１５
０は、例えば、選択されたオンデマンドメディアに関連する全国的および局所的広告を提
供するために用いられ得る。
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【００２１】
　双方向テレビアプリケーションは、双方向アプリケーション機器１３０上でインプリメ
ントされ得る。双方向アプリケーション機器１３０の５つの例示的構成が図２Ａ～図２Ｅ
に示される。示されるように、双方向アプリケーション機器１３０は、配信設備１８０、
配信設備１８０に配置される配信機器１７０、およびユーザテレビ機器２００を含み得る
。
【００２２】
　双方向テレビ番組または他のガイダンスアプリケーション、ウェブブラウザといった双
方向テレビアプリケーション、あるいは他の適切な双方向テレビアプリケーションは、図
２Ａおよび２Ｃの構成を用いて、ユーザテレビ機器２００上で全体的に動作し得るか、あ
るいは、図２Ｂおよび図２Ｄに示されるような、適切なクライアントサーバを用いてか、
または分散型処理構成を用いて、ユーザテレビ機器２００上で部分的に、および双方向ア
プリケーション機器１３０上で部分的に動作し得る。配信設備１８０は、任意の適切な配
信設備（例えば、ケーブルシステムヘッドエンド、ブロードキャスト配信設備、または任
意の他の適切なタイプの配信設備）であり得、および配信機器１７０を有し得る。
【００２３】
　図２Ａ、図２Ｂ、図２Ｃおよび図２Ｄの配信機器１７０は、アプリケーションデータを
、通信経路１９０を介してユーザテレビ機器２００に提供するために適切である。図２Ｅ
において、配信機器１７０は、番組ガイドデータといったアプリケーションデータを、例
えば、適切なコンピュータネットワークまたはインターネットリンクを介してインターネ
ットサービスシステム２２０に提供し得る。
【００２４】
　補充内容、または内容へのリンクは、例えば、同期メタデータ等の配信機器１７０によ
ってユーザテレビ機器２００に配信され得る。同期メタデータは、そのデータが関連付け
られるメディアと同時に論理的に送信されるデータである。メタデータは、そのメディア
と共に、またはそのメディアとは別個に、帯域内で、カルーセルベースのアプローチを用
いて、クライアントサーバベースのアプローチを用いて、局所的にキャッシングを用いて
、これらのアプローチの組み合わせを用いて、または任意の他の適切なアプローチを用い
て、帯域外で供給され得る。同期メタデータは、メディアと同時に、またはそのメディア
の前であるが、そのデータをこのメディアと関連付ける情報（例えば、識別子、リンクま
たは任意の他の適切な情報）と共に供給され得る。これらのアプローチの一つ以上は、ユ
ーザの家庭内機器が複数のチューナを備えることを必要とし得る。局所化されたキャッシ
ングは、システムの応答時間を延長するために用いられ得る。
【００２５】
　メタデータは、他のタイプのデータを含み得る。メタデータは、例えば、ユーザの家庭
内機器（または、その機器上で動作するクライアントアプリケーション）に、特定のアク
ションが実行されるべき（例えば、可視インジケータをオンデマンドメディア上にオーバ
ーレイする）ことを示すというコマンドを含み得る。メタデータは、例えば、オンデマン
ドメディアのセグメントを示すディレクトリ、オンデマンドメディアに利用可能な補充内
容または任意の他の適切な情報のディレクトリを含み得る。いくつかのアプローチにおい
て、メタデータは、オンデマンドメディア内のマーカとして用いられ得る。例えば、補充
内容は、複数のセグメント（例えば、俳優のインタビュー、予告編、映画のトップテンシ
ーン、音楽ビデオ、または任意の他の適切なセグメント）を含み得る。セグメントは、実
際の映画と同時に、または実際の映画とは別個に提供され得る。システムは、セグメント
を示すというメニューを提供し、ユーザが、メタデータに基づくセグメントに直接的にジ
ャンプすることを可能にし得る。
【００２６】
　配信機器１７０は、帯域内デジタル信号を用いて、帯域外デジタル信号を用いて、また
は任意の他の適切なデータ伝送技術によって、テレビチャンネルの垂直帰線消去間隔にて
、テレビチャンネル側波帯にアプリケーションデータを配信するための、適切な伝送ハー
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ドウェアを備え得る。オンデマンドメディア（例えば、テレビ番組、オンデマンド映画、
オンデマンド音楽等）のアナログまたはデジタル信号は、さらに、配信機器１７０によっ
て、複数のテレビチャンネル上の通信経路１９０を介して、ユーザテレビ機器２００に配
信され得る。あるいは、オンデマンドメディアは、例えば、ケーブルシステムヘッドエン
ド等の特定の別の適切な配信設備、ブロードキャスト配信設備、衛星テレビ配信設備、ま
たは任意の他の適切なタイプのテレビ配信設備からユーザテレビ機器２００に配信され得
る。別の適切なアプローチにおいて、オンデマンドメディアは、家庭内サーバから配信さ
れ得る。さらに別の適切なアプローチにおいて、メディアは、ユーザが予め選択して記録
されるべきメディアセグメントまたは番組であり得る。
【００２７】
　通信経路１９０は、アプリケーションデータを配信するために適切な任意の通信経路で
あり得る。通信経路１９０は、例えば、衛星リンク、電話ネットワークリンク、ケーブル
または光ファイバリンク、マイクロ波リンク、インターネットリンク、データオーバーケ
ーブルサービスインターフェース規格（ＤＯＣＳＩＳ）リンク、無線周波数リンク、これ
らのリンクの組み合わせ、または任意の他の適切な通信リンクを含み得る。通信経路１９
０は、好適には、十分な帯域幅を有し、配信設備１８０または別の配信設備が、テレビ番
組をユーザテレビ機器２００に配信することを可能にする。通常、複数個のユーザテレビ
機器２００、および複数の、関連する通信経路１９０があるが、図面が過度に複雑になる
ことを回避するために、一つのユーザテレビ機器２００および通信経路１９０のみが図２
Ａ～図２Ｄに示される。所望ならば、テレビ番組、アプリケーションデータ、補充内容、
およびオンデマンドメディアは、別個の通信経路を介して提供され得る。
【００２８】
　図２Ｂは、クライアントサーバベースまたは分散型双方向アプリケーションシステムに
おける双方向アプリケーション機器１３０の例示的構成を示す。図２Ｂに示されるように
、配信機器１７０は、サーバ２１０を含み得る。サーバ２１０は、ハードウェアとソフト
ウェアとの任意の適切な組み合わせを用いて、クライアントサーバベースのアプリケーシ
ョンを提供し得る。サーバ２１０は、例えば、適切なデータベースエンジン（例えば、マ
イクロソフトのＳＱＬサーバ）を動作させ、ユーザテレビ機器２００上でインプリメント
されるアプリケーションクライアントによって生成されるクエリに応答して、アプリケー
ションデータおよび補充内容を提供し得る。所望ならば、サーバ２１０は、主設備１２０
、あるいはケーブルシステムヘッドエンド、ブロードキャスト配信設備、衛星テレビ配信
設備、または任意の他の適切なタイプのテレビ配信設備等の他の位置に配置され得る。
【００２９】
　アプリケーションクライアントは、任意のクライアントサーバベースのアプローチを用
いて、サーバ２１０からアプリケーションデータおよび補充内容を取り出し得る。そのク
ライアントは、例えば、ＳＱＬリクエストを、メッセージとしてサーバ２１０に渡し得る
。別の適切なアプローチにおいて、アプリケーションクライアントは、リモートプロシー
ジャを呼出し得る。このリモートプロシージャは、一つ以上のリモートプロシージャコー
ルを用いて、サーバ２１０上に常駐するリモートプロシージャを呼出し得る。サーバ２１
０は、そのような呼出されたリモートプロシージャのためにＳＱＬステートメントを実行
し得る。さらに別の適切なアプローチにおいて、アプリケーションによって実行されるク
ライアントオブジェクトは、サーバ２１０によって実行されるサーバオブジェクトと、例
えば、オブジェクトリクエストブローカ（ＯＲＢ）を用いて通信し得る。これは、例えば
、マイクロソフトのＤｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｏｂｊｅｃｔ　Ｍｏ
ｄｅｌ（ＤＣＯＭ）アプローチを用いる工程を呼出し得る。別の適切なアプローチにおい
て、アプリケーションクライアントは、さらに、サーバ２０５から、通信経路１９０を介
して補充内容を取り出し得る。
【００３０】
　所望ならば、アプリケーションクライアントは、任意の適切なネットワークおよびトラ
ンスポートレイヤプロトコルを用いて、通信経路１９０を介してサーバ２１０と通信し得



(9) JP 2015-29307 A 2015.2.12

10

20

30

40

50

る。これらは、例えば、プロトコルスタックを用いて通信し得る。このプロトコルスタッ
クは、Ｓｅｑｕｅｎｃｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ／Ｉｎｔｅｒｎｅｔｗｏｒ
ｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ（ＳＰＸ／ＩＰＸ）レイヤ、Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉ
ｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＴＣ
Ｐ／ＩＰ）レイヤ、Ａｐｐｌｅｔａｌｋ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／
Ｄａｔａｇｒａｍ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＡＴＰ／ＤＤＰ）レイヤ、Ｄ
ＯＣＳＩＳまたは任意の他の適切なネットワークおよびトランスポートレイヤプロトコル
を含む。
【００３１】
　図２Ｃおよび図２Ｄは、インターネットベースの双方向テレビアプリケーションシステ
ムを示す。配信ファリシティ１８０は、例えば、インターネットサービスシステム２２０
を含む。インターネットサービスシステム２２０は、インターネットベースのアプローチ
（例えば、ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｔｒａｎｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＨＴＴＰ））を用
いて、アプリケーションデータをアプリケーションに提供することができるハードウェア
およびソフトウェアの任意の適切な組み合わせを用い得る。所望ならば、インターネット
サービスシステム２２０は、配信設備１８０とは別個のファリシティにて配置され得る。
【００３２】
　図２Ｃに示されるように、アプリケーションが双方向アプリケーション機器１３０のユ
ーザテレビ機器２００上でインプリメントされる場合、インターネットサービスシステム
２２０（または、インターネットサービスシステム２２０に接続された配信設備１８０に
おける他の適切な機器）は、任意の適切なインターネットベースのアプローチを用いてア
プリケーションデータおよび補充内容を、インターネットを介してか、または配信機器１
７０を介して、ユーザテレビ機器２００に提供し得る（例えば、ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｔ
ｒａｎｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＨＴＴＰ）を用いて、Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｏｎ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＴＣＰ／ＩＰ）
タイプのリンクを介して）。双方向アプリケーション機器１３０上でインプリメントされ
る双方向テレビアプリケーションが、図２Ｄに示されるように、クライアントサーバベー
スアプリケーションである場合、サーバ２１０は、アプリケーションデータおよび補充内
容をインターネットサービスシステム２２０から取得し得る。しかしながら、このアプリ
ケーションは、アプリケーションデータを、さらに、インターネット接続を介して、イン
ターネットサービスシステム２２０から取得し得る。
【００３３】
　別の適切な構成において、配信機器１７０は、双方向テレビアプリケーションの第１の
部分またはバージョンがインプリメントされる、コンピュータ機器または他の適切なハー
ドウェアを含み得る。アプリケーションの第２の部分またはバージョンは、ユーザテレビ
機器２００上でインプリメントされ得る。双方向テレビアプリケーションの第２のバージ
ョンまたは部分は、任意の適切なピアツーピア通信スキーマ（例えば、メッセージング、
リモートプロシージャコール等）を用いて通信し、配信設備１８０とユーザテレビ機器２
００との間の双方向アプリケーション機能を分散的（ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｖｅｌｙ）に
実行し得る。
【００３４】
　オンライン番組ガイド等のオンラインアプリケーションが双方向アプリケーション機器
１３０上でインプリメントされる、別の適切な構成は、図２Ｅに示される。オンライン番
組ガイドシステムは、例えば、Ｂｏｙｅｒらによる米国特許出願シリアル番号０８／９３
８，０２８号（１９９７年９月１８日出願）に記載され、本出願は、参考のため、本明細
書中にその全体が援用される。ユーザは、ウェブ可能な（ｗｅｂ－ｅｎａｂｌｅｄ）アプ
リケーションクライアントまたはウェブブラウザがインプリメントされるパーソナルコン
ピュータ（ＰＣ）２４０を有し得る。パーソナルコンピュータ２４０は、インターネット
リンク２３０を介してインターネットサービスシステム２２０に接続され得る。インター
ネットサービスシステム２２０は、オンラインサーバアプリケーションまたはウェブサイ
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トを提供することができるコンピュータハードウェアとソフトウェアとの任意の適切な組
み合わせを用い得る。インターネットサービスシステム２２０は、配信設備１８０からア
プリケーションデータを取得することが示される。他の適切なアプローチにおいて、イン
ターネットサービスシステム２２０は、例えば、主設備１２０、局所的情報サービス１５
０または任意の他の適切なアプリケーションデータのソース等の他のシステムから情報を
取得し得る。
【００３５】
　図２Ａ～２Ｅの例において、オンデマンドメディアは、メディアサーバ２０５、サーバ
２１０等のリモートサーバを用いて、または任意の他の適切なビデオオンデマンド機器を
用いて提供され得る。メディアサーバ２０５、サーバ２１０等のサーバ、または他のビデ
オオンデマンド機器は、配信設備または任意の他の適切な位置と関連するネットワークノ
ードにて配置され得る。別個に示されているが、サーバ２０５およびサーバ２１０は、さ
らに、単一のサーバとして組み合わせられ得る。メディアサーバ２０５は、通信経路１９
０を介して配信設備と通信し得る。配信設備は、ケーブルシステムヘッドエンド、衛星テ
レビ配信設備、テレビブロードキャスト設備、またはビデオオンデマンド内容、テレビお
よび音楽プログラミングをユーザに配信するための任意の他の適切な設備であり得る。
【００３６】
　補充内容は、図２Ａ～図２Ｅに示される所与のアプローチによれば、ユーザテレビ機器
２００にオンデマンドメディアが提供され得る。一つの適切なアプローチにおいて、補充
内容は、主設備１２０にて生成され得る。主設備１２０は、配信設備１８０にて格納され
るべき補充内容を伝送し得る。配信設備１８０は、補充内容を、通信リンク１９０を介し
てユーザテレビ機器２００に配信し得る。別の適切なアプローチにおいて、補充内容は、
主設備１６０によって作成され得る。主設備１６０は、その補充内容をユーザテレビ機器
２００に配信し得る。さらに別のアプローチにおいて、メタデータがオンデマンドメディ
ア内に組み込まれる場合、補充内容は、メディアサーバ２０５から取り出され得る。
【００３７】
　ユーザテレビ機器２００に関する例示的構成が図３に示される。いくつかの実施形態に
おいて、図３のユーザテレビ機器２００は、番組配信設備または特定の他の適切な配信設
備等の配信設備１８０（図２ａ）からのビデオまたはデジタルビデオストリームおよびデ
ータを入力２５０にて受信し得る。いくつかの実施形態において、ユーザテレビ機器２０
０は、ビデオまたはデジタルビデオストリームおよびデータを、主設備１６０から直接的
に受信し得る。通常のテレビ視聴の間、ユーザは、セットトップボックス２６０を所望の
テレビチャンネルに同調する。そのテレビチャンネル用の信号は、その後、ビデオ出力２
７０にて提供される。出力２７０にて提供されたその信号は、通常、所定のチャンネル（
例えば、３チャンネルまたは４チャンネル）上の無線周波数（ＲＦ）信号か、またはアナ
ログ変調ビデオ信号であるが、適切なデジタルバス（例えば、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ
　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ（ＩＥ
ＥＥ）１３９４規格を用いるバス（図示せず））上のテレビ２８０に提供されるデジタル
信号でも有り得る。出力２７０におけるビデオ信号は、選択的な第２の格納デバイス２９
０によって受信される。
【００３８】
　双方向テレビアプリケーションは、セットトップボックス２６０上、テレビ２８０（テ
レビ２８０が適切な処理回路およびメモリを有する場合）上、テレビ２８０に接続された
適切なアナログまたはデジタル受信器上、またはデジタル格納デバイス３００（デジタル
格納デバイス３００が適切な処理回路およびメモリを有する場合）上で動作し得る。双方
向テレビアプリケーションは、さらに、これらのデバイスの適切な組み合わせにて協調し
て動作し得る。協調的な双方向テレビ番組ガイドアプリケーションが複数のデバイス上で
動作する、双方向テレビアプリケーションシステムは、例えば、Ｅｌｌｉｓによる米国特
許出願シリアル番号第０９／１８６，５９８号（１９９８年１１月５日出願）に記載され
、本出願は、参考のため、本明細書中にその全体が援用される。
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【００３９】
　二次格納デバイス２９０は、任意のタイプのアナログまたはデジタル番組格納デバイス
またはプレーヤ（例えば、ビデオカセットレコーダ（ＶＣＲ）パーソナルビデオレコーダ
（ＰＶＲ）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）プレーヤ等）であり得る。番組の記録お
よび他の機能は、制御経路３１０を用いてセットトップボックス２６０によって制御され
得る。二次の格納デバイス２９０がビデオカセットレコーダまたはパーソナルビデオレコ
ーダである場合、例えば、通常の制御経路３１０は、通常、遠隔制御３２０といった遠隔
制御からコマンドを受け取るレコーダ内の赤外線受信器に接続される赤外線送信器の使用
を含み得る。遠隔制御３２０は、セットトップボックス２６０、第２の格納デバイス２９
０およびテレビ２８０を制御するために用いられ得る。
【００４０】
　いくつかの実施形態において、オンデマンドメディアは、デジタル格納デバイス３００
上に格納され得る。配信機器１７０は、デジタル格納デバイス３００上に格納されるべき
オンデマンドメディアを流し得る。
【００４１】
　所望ならば、ユーザは、番組、アプリケーションデータ、またはこれらの組み合わせを
選択的デジタル格納デバイス３００にデジタル形式で記録し得る。デジタル格納デバイス
３００は、書き込み可能な光学式格納デバイス（例えば、記録可能なＤＶＤディスクを扱
うことができるＤＶＤプレーヤ）、磁気格納デバイス（例えば、ディスクドライブまたは
デジタルテープ）、または任意の他のデジタル格納ディスクであり得る。デジタル格納デ
バイスを有する双方向テレビ番組ガイドシステムは、例えば、Ｈａｓｓｅｌｌらによる米
国特許出願シリアル番号第０９／１５７，２５６号（１９９８年９月１７日出願）に記載
され、本出願は、参考のため、本明細書中にその全体が援用される。
【００４２】
　デジタル格納デバイス３００は、セットトップボックス２６０に含まれ得るか、または
このデバイスは、出力ポートおよび適切なインターフェースを介してセットトップボック
ス２６０に接続される外部デバイスであり得る。必要ならば、セットトップボックス２６
０内の処理回路は、受信されたビデオ、オーディオおよびデータ信号をデジタルファイル
フォーマット化する。好適には、ファイルフォーマットは、Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒ
ｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ（ＭＰＥＧ）ＭＰＥＧ－２規格またはＭｏｖｉｎｇ　Ｊ
ｏｉｎｔ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ（ＭＪＰＥＧ）規格
等のオープンファイルフォーマットである。生成されたデータは、適切なバス（例えば、
Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇ
ｉｎｅｅｒｓ（ＩＥＥＥ）１３９４規格を用いるバス）を介してデジタル格納デバイス３
００に流され、デジタル格納デバイス３００上に格納される。別の適切なアプローチにお
いて、ＭＰＥＧ－２データストリームまたは一連のファイルは、配信機器１７０から受信
および格納され得る。
【００４３】
　テレビ２８０は、通信経路３３０を介して二次格納デバイス２９０からビデオ信号を受
信する。通信経路３３０上のビデオ信号は、予め記録された格納媒体（例えば、ビデオカ
セットまたは記録可能なデジタルビデオディスク）を再生する場合、二次格納デバイス２
９０によって、または予め記録されたデジタル媒体を再生する場合、デジタル格納デバイ
ス３００によって生成され得、セットトップボックス２６０から転送し得、ユーザテレビ
機器２００に二次格納デバイス２９０が含まれない場合、セットトップボックス２６０か
らテレビ２８０に直接的に提供され得、またはテレビ２８０によって直接的に受信され得
る。通常のテレビ視聴の間、テレビ２８０に提供されたビデオ信号は、ユーザがセットト
ップボックス２６０と同調した所望のチャンネルと対応する。ビデオ信号は、さらに、デ
ジタル格納デバイス３００上に格納された情報を再生するためにセットトップボックス２
６０が用いられる場合、セットトップボックス２６０によってテレビ２８０に提供され得
る。
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【００４４】
　セットトップボックス２６０は、メモリ３４０を有し得る。メモリ３４０は、任意のメ
モリ、またはランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、フラ
ッシュメモリ、ハードディスクドライブ、これらのドライブの組み合わせ等の他の格納デ
バイスであり得、双方向アプリケーションによって使用するためのアプリケーションイン
ストラクションおよびアプリケーションデータを格納するために適切である。
【００４５】
　セットトップボックス２６０は、配信機器１７０、サーバ２１０またはインターネット
サービスシステム２２０と通信経路１９０を介して直接的に通信するための通信デバイス
３５０を有し得る。通信デバイス３５０は、モデム（例えば、任意の適切なアナログまた
はデジタル規格、セルラーまたはケーブルモデム）、ネットワークインターフェースカー
ド（例えば、イーサネット（Ｒ）カード、トークンリングカード等）、または他の適切な
通信デバイスであり得る。通信デバイス３５０は、さらに、例えば、図２Ｃおよび図２Ｄ
に示される構成におけるインターネット接続を有するパーソナルコンピュータであり得る
。テレビ２８０は、所望ならば、そのような適切な通信デバイスをさらに有し得る。代替
的アプローチにおいて、ユーザテレビ機器２００は、適切なリターン経路を用いて、配信
機器１７０を介してインターネットサービスシステム２２０と通信し得る。
【００４６】
　アプリケーションデータは、そのアプリケーションによって用いられるようにセットト
ップボックス内に格納され得る。例えば、２週間分のテレビ番組リスト項目データがアプ
リケーションによって格納され得る。すべての、または部分的アプリケーションデータは
、オンデマンドあるいは連続的または周期的データストリームにて、あるいは任意の他の
適切なアプローチを用いて提供され得る。アプリケーションデータは、番組に対して共有
の識別子を含み得る。この識別子は、再生または記録されると、どの番組が再生または記
録されているかをシステムプロバイダに示すために、アプリケーションによって用いられ
得る。このアプリケーションデータは、広告、番組内のシーン、または任意の他のメディ
ア、またはメディアの部分に関する識別子を含み、フィードバックの粒度を最大化するこ
とを試み得る。システムプロバイダは、番組ガイドプロバイダ、テレビサービスプロバイ
ダ、インターネットサービスプロバイダ、アプリケーションプロバイダ、ケーブルシステ
ムプロバイダ、ブロードキャストまたは衛星テレビオペレータ等であり得る。
【００４７】
　補充内容は、さらに、アプリケーションによって使用されるようにセットトップボック
ス内に格納され得る。例えば、入来するオンデマンドメディアセレクションに関する補充
内容は、アプリケーションによって格納され得る。
すべてのまたは部分的な補充内容は、オンデマンドまたは連続的または周期的データスト
リームにて、あるいは任意の他の適切なアプローチを用いて提供され得る。選択されたオ
ンデマンドメディアは、メタデータを含み得る。このメタデータは、オンデマンドメディ
アおよびこのオンデマンドメディアのマーカに利用可能な補充内容のディレクトリを含み
得る。このようなマーカは、再生されると、どの補充内容が予めキャッシュされるべきか
をシステムプロバイダに示すために、アプリケーションによって用いられ得る。プリキャ
ッシング補充内容は、フィードバックの粒度を最大化することを試み得る。
【００４８】
　図３のユーザテレビ設備２００のより一般化された実施形態が図４に示される。図４に
示すように、配信設備１８０（図２ａ）からのアプリケーションデータが、ユーザテレビ
設備２００の制御回路３６０によって受信される。図２ａおよび図２ｂのセットトップボ
ックス構成を用いて制御回路３６０の機能が提供され得る。あるいは、これらの機能は高
度なテレビ受信機、パーソナルコンピュータテレビ（ＰＣ／ＴＶ）、または任意の他の適
切な配置に統合され得る。所望である場合、このような構成の組み合わせが使用され得る
。
【００４９】



(13) JP 2015-29307 A 2015.2.12

10

20

30

40

50

　ユーザテレビ設備２００はまた、メディアを記録するための二次格納デバイス３７０お
よびデジタル格納デバイス３８０を有し得る。二次格納デバイス３７０は、アナログまた
はデジタル番組格納デバイス（例えば、ビデオカセットレコーダ（ＶＣＲ）、パーソナル
ビデオレコーダ（ＰＶＲ）、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）等）の任意の適切
なタイプであり得る。プログラム記録および他の特徴は、制御回路３６０によって制御さ
れ得る。デジタル格納デバイス３８０は、例えば、書き込み可能な光格納デバイス（記録
可能なＤＶＤディスクを処理することが可能なＤＶＤプレーヤ等）、磁気格納デバイス（
ディスクドライブまたはデジタルテープ等）、または任意の他のデジタル格納デバイスで
あり得る。
【００５０】
　ユーザテレビ設備２００はまた、メモリ３９０を有し得る。メモリ３９０はまた、ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、ハ
ードディスクドライブ、このようなデバイスの組み合わせ等、任意のメモリまたは他の格
納デバイスであり得る。メモリ３９０は、制御回路３６０による使用のためのアプリケー
ション命令およびアプリケーションデータを格納するために適する。
【００５１】
　図４のユーザテレビ設備２００はまた、通信パス１９０を介して、アプリケーションと
、配信設備１７０、サーバ２１０、またはインターネットサービスシステム２２０との間
の通信を支援するための通信デバイス４００を有し得る。通信デバイス４００は、モデム
（例えば、任意の適切なアナログまたはデジタル規格、セルラー、またはケーブルモデム
）、ネットワークインターフェイスカード（例えば、イーサネット（Ｒ）カード、トーク
ンリングカード等）、または他の適切な通信デバイスであり得る。
【００５２】
　ユーザは、ユーザ入力デバイス４１０を用いてユーザテレビ設備２００の動作を制御し
得る。ユーザ入力デバイス４１０は、ポインティングデバイス、ワイヤレスリモートコン
トロール、キーボード、タッチパッド、音声認識システム、または任意の他の適切なユー
ザ入力デバイスであり得る。テレビを視聴するためには、ユーザは、制御回路３６０に表
示デバイス４２０上で所望のテレビチャンネルを表示するように命令する。表示デバイス
４２０は、任意の適切なテレビ、モニタ、または他の適切な表示デバイスであり得る。ア
プリケーションの機能にアクセスするためには、ユーザは、双方向アプリケーション設備
１３０上で実現されたアプリケーションを表示デバイス４２０上で表示させるためにメイ
ンメニューまたは他の所望のディスプレイを生成するように命令し得る。音声にアクセス
するためには、ユーザは、制御回路３６０に、オーディオデバイス４２５上のオーディオ
メディアを提供するように命令し得る。オーディオデバイス４２５は、表示デバイス４２
０の一部であってもよいし、分離していてもよい。
【００５３】
　双方向テレビアプリケーションは、オンデマンド（例えば、ビデオオンデマンド、パー
ソナルビデオレコーダ等）で利用可能である情報およびメディアへのアクセスを提供し得
、任意の適切な受動的な内容または双方向的な内容を用いてオンデマンドメディア等を補
充し得る。オンデマンドメディアは、ユーザがケーブルまたは他の適切なパスを介してユ
ーザの家庭用設備に対してアクセス（例えば、即時再生または将来の再生）または配信す
るためにリクエストし得るメディアである。オンデマンドメディアは、例えば、オーディ
オ選択、映像選択、電子刊行物、電子ゲーム、ソフトウエアアプリケーション、第三者ア
プリケーション、または他のタイプのメディアを含み得る。
【００５４】
　図５～２０は、オンデマンドメディアおよび関連する補充内容へのアクセスをユーザに
提供するための例示的な表示を示す。図示の目的のために、図５～図２０の例が、双方向
ガイダンスアプリケーション（より詳細にはビデオオンデマンド情報を提供する双方向テ
レビ番組ガイドシステム）の観点から主に説明される。他の実施形態では、双方向ガイダ
ンスアプリケーションは、オーディオガイダンスアプリケーション、ビデオオンデマンド
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ガイドアプリケーション、または任意の他の適切なガイダンスアプリケーションであり得
る。
【００５５】
　例示的な双方向テレビアプリケーションのメインメニューディスプレイ４５０が図５に
示される。ディスプレイ４５０および番組ガイドディスプレイは、一般的には、メールア
イコン５０２、時計５０４、プロバイダロゴ５０６、１以上の双方向広告５０８、および
任意の他の適切なディスプレイ要素を含み得る。これらの表示は、例えば、他のグラフィ
ックス、アニメーション、選択可能な広告、映像ウインドウ、または任意の適切な内容を
含み得る。
【００５６】
　ディスプレイ４５０は、広告５０８のような選択可能な広告を含み得る。ディスプレイ
４５０は、視聴者サービスオプション４５２を含み得る。適切な視聴者サービスオプショ
ン４５２は、例えば、パーソナルビデオレコーダの機能または情報にアクセスするオプシ
ョン、メッセージ（電子メールメッセージまたはテレビシステムサービスプロバイダから
提供されたメッセージのいずれか）にアクセスするためのオプション、親制御設定（例え
ば防御されたチャンネルまたは格付け等）を調節するためのオプション、お気に入り（例
えば、お気に入りのチャンネル等）を設定するオプション、双方向アプリケーションまた
はユーザ設備を設定するためのオプション、およびメニュー表示４５０を終了するための
オプションを含む。
【００５７】
　ディスプレイ４５０は、さらに番組リストオプション４５４を含み得る。オプション４
５４は、時間ごとに編成されるか、チャンネルによって編成されるか、またはジャンル（
例えば、スポーツ、子供向け等）によって編成される番組リストを視聴するためのオプシ
ョンを含み得る。さらにオプション４５４は、関心のある番組に対して検索する（例えば
、キーワードを使用して、タイトル検索に基づいて、俳優の検索に基づいて等）オプショ
ンを含み得る。
【００５８】
　ケーブルショーケースオプション４５６は、ビデオオンデマンド番組リスト、ペーパー
ビュー番組リスト、ペーパービューイベントリスト、プレミアムチャンネルリスト、音楽
チャンネルリスト、またはアダルト番組リストにアクセスするように選択され得る。
【００５９】
　ユーザは、例えば、リモートコントロール３２０（図３）を用いてオプション４５２、
４５４、および４５６の上部のポジショニング強調表示領域４５８によって所望されたオ
プションを選択し得る。ユーザは、例えば、ｓｅｌｅｃｔキーまたはｅｎｔｅｒキーまた
はＯＫキーを押すことによって、強調されたオプションを選択し得る。
【００６０】
　図５の「ＶＯＤ」オプションをユーザが選択することに応答して、双方向テレビアプリ
ケーションは、図６のディスプレイ５００等の表示をユーザに提示し得る。ユーザが双方
向テレビアプリケーションディスプレイからの双方向広告５０８を選択する場合、双方向
テレビアプリケーションは、さらなる情報、番組または商品をオーダーする機会、リマイ
ンダを設定する機会、または広告表示されたオンデマンドメディアに関連付けられた任意
の他の適切な機能をユーザに提供し得る。
【００６１】
　さらに、ディスプレイ５００は、ユーザが、異なるジャンル（例えば、家族向け、アク
ション、ドラマ、コメディ、子供向け、スリラー、クラシック等）によって編成されたビ
デオオンデマンド番組リストを視聴することを可能にする種々のオプションを含み得る。
ユーザがこれらのオプションの内の１つを選択する場合、双方向テレビアプリケーション
は、全ての表示された番組リストが選択されたオプションに関連付けられたジャンルのビ
デオオンデマンド番組リストである表示をユーザに提供し得る。オンデマンドメディアに
対するこれらの選択は、単に例示的であるに過ぎない。他の実施形態では、ディスプレイ
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５００は、例えば、オーディオオンデマンドメディア、電子刊行物、電子ゲーム、ソフト
ウエアアプリケーション、または任意の他の適切なオンデマンドメディアを含み得る。
【００６２】
　図６のディスプレイ５００は、例示的なビデオオンデマンドオプション５１０を示す。
このようなオプション５１０は、ユーザが異なるジャンル（例えば、家族向け、アクショ
ン、ドラマ、コメディ、子供向け、スリラー、クラシック等）によって編成されたビデオ
オンデマンド番組リストを視聴することを可能にする種々のオプションを含み得る。ユー
ザがこれらのオプション５１０の内の１つを選択する場合、双方向テレビアプリケーショ
ンは、全ての表示された番組リストが選択されたオプションに関連付けられたジャンルに
おけるビデオオンデマンド番組リストである表示をユーザに提供し得る。
【００６３】
　例えば、ユーザが映画Ａ－Ｚオプション５１２を選択することに応答して、双方向アプ
リケーションは、図７の例示的なリストディスプレイ７００等のリストディスプレイを提
供し得る。ディスプレイ７００は、双方向テレビアプリケーションが表示され得るアルフ
ァベット順に並べられたビデオオンデマンド映画のリスト７０２の一部を示す。ユーザは
、例えば、リモートコントロール３２０（図３に示される）の矢印キーを押し、このリモ
ートコントロールの「ＯＫ」キーを押すことによってリストを選択して、強調表示領域７
０４を位置付け得る。リストインジケータ７０６は、ユーザがアルファベットの選択され
たサブセットにおいて利用可能なビデオオンデマンド映画を視聴することを可能にし得る
。矢印インジケータ７０８は、ユーザがビデオオンデマンド映画のアルファベット順に並
べられたリストを介して進めることを可能にし得る。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、双方向テレビアプリケーションは、単一の表示でオンデマン
ドメディアおよび非オンデマンドメディアのためのリストを提供し得る（例えば図８の例
示的な結合されたリストディスプレイ７５０）。ディスプレイ７５０は、非オンデマンド
メディアについてのリスト７５４およびオンデマンドメディアについてのリスト７５６を
有する番組リスト領域７５２を含む。１以上のリスト７５４は、ユーザに特定の時間に示
す特定のチャンネルの番組についての情報を提供し得る。リスト７５４は、チャンネル９
８～チャンネル１０２の８：００ＰＭに示す番組名を含む。リスト７５６は、番組名、各
番組のコスト、および他の適切な情報を含み得る。リスト７５４およびリスト７５６は、
番組の説明、格付け、任意の他の適切な情報等の他のメディア関連情報を含み得る。単に
これらのリストは例示的に過ぎない。任意の他の適切なアプローチがさらに使用され得る
。
【００６５】
　図９は、ユーザがオンデマンドにアクセスまたはこれをダウンロードを望むことを示す
（例えば、図７または図８のいずれかからの映画リストを選択する）ことに応答して双方
向テレビアプリケーションによって提供され得る例示的なオーダーディスプレイ８００を
示す。この例では、ユーザは、「Ｍｅｅｔ　ｔｈｅ　Ｐａｒｅｎｔｓ」を選択している。
ディスプレイ８００は、選択されたビデオオンデマンドメディアをオーダーすることに関
連するユーザに１以上のオプションを提示し得る。例えば、ディスプレイ８００は、映画
選択のタイトルおよびこの選択の説明を含み得る。説明領域８０４は、この選択の詳細な
説明、俳優の情報、放送時間、封切り年、この選択の格付け、および任意の他の適切な情
報を含み得る。示されたように、さらにディスプレイ８００は、メールアイコン５０２、
現在の時間５０４、プロバイダロゴ５０６、および１以上の双方向広告５０８を含み得る
。
【００６６】
　さらに、ディスプレイ８００は、オーダー情報８０６、ＰＩＮ入力領域８０８、および
「最終」ボタン８１０を含み得る。オーダー情報８０６は、この選択を購入するコストを
含み得る。ユーザがオンデマンドメディアを購入することを望む場合、ディスプレイ８０
０は、ユーザが購入コードまたは個人識別情報番号（ＰＩＮ）をＰＩＮ入力領域８０８に
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入力することを可能にし得る。ユーザは、このリモートコントロールを用いてこのコード
またはこの番号を入力し得る。ユーザが「最終」ボタン８１０を選択する場合、ユーザは
、図７のディスプレイ７００のように以前のディスプレイに戻り得る。
【００６７】
　有効な購入コードまたはＰＩＮが双方向テレビアプリケーションによって受信される場
合、双方向テレビアプリケーションは、選択されたオンデマンドメディアのユーザへの配
信を認定し得る。この選択されたメディアは、主設備１２０（図１）または任意の適切な
ユーザテレビ設備への配信ソースによって配信され得る。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、図６のディスプレイ５００はまた、「セットアップ」オプシ
ョン５１４を含み得る。ユーザが「セットアップ」オプション５１４を選択することに応
答して、双方向テレビアプリケーションは、セットアップオプション（例えば、本例では
ビデオオンデマンドメディア）を提供し得る。例示的ビデオオンデマンドセットアップデ
ィスプレイ６００が図１０に示される。ディスプレイ６００は、オンデマンドメディア（
例えばオンデマンドビデオ）に関連する１以上の機能（例えば、「ポップアップ特集」オ
プション６０２、「補充内容を提供する」オプション６０４、「メディアオプションの上
に重ね合わせる」オプション６０６、「メディアなし」オプション６０８、「全画面」オ
プション６１０、および「レターボックス（ワイドスクリーン）」オプション６１２）を
含み得る。この例では、ディスプレイ６００は、複数のオプションに隣接するチェックボ
ックス６１４～６２４を含む。しかし、任意の他の適切なユーザインターフェイスが使用
され得る。例えば、音声ボタン、キャラクタフィールド、またはオンスクリーンボタンが
使用され得る。いくつかの実施形態では、ユーザは、各オプションに隣接するチェックボ
ックス６１４～６２４の内の１つにチェックマークを付けることによってユーザの選択を
示し得る。例えば、リモートコントロールを用いてチェックボックスの内の１つを強調表
示させ、「ＯＫ」キーを押すことによってチェックボックス６１４～６２４にチェックマ
ークを付け得る。双方向テレビアプリケーションは、チェックボックスにおいてチェック
マークを表示することによってこの選択を示し得る。
【００６９】
　「ポップアップ特集」オプション６０２が選択される場合、双方向テレビアプリケーシ
ョンは、ユーザによってメディアが視聴されている間、オンデマンドメディアを全体的に
または部分的に覆い隠してウインドウに補充内容を提供し得る。あるいは、このウインド
ウは、覆い隠されないように再サイズ調整され得る。
【００７０】
　「補充内容を提供する」オプション６０４が選択された場合、双方向テレビアプリケー
ションは、適切な受動内容または双方向的な内容をビデオオンデマンドメディアに補充し
得る。例えば、ビデオオンデマンドメディアに、テキスト、グラフィックス、ビデオ、オ
ーディオ、アニメーション、ソフトウエアアプリケーション、または任意の他の適切なタ
イプの受動内容または双方向的な内容を提供し得る。この補充内容は、リクエストされた
ビデオオンデマンドメディアと共に同時にまたは非同時に表示され得る。「メディアに重
ね合わせる」オプション６０６が選択された場合、双方向テレビアプリケーションは、オ
ンデマンドメディアに補充内容を重ね合わせ得る。「メディアなし」オプション６０６が
選択される場合、双方向テレビアプリケーションは、オンデマンドビデオウインドウの外
側の補充内容を表示し得る。例えば、補充内容は、ビデオオンデマンドメディアがレター
ボックス（ワイドスクリーン）フォーマットに表示される場合に現れる黒いスペースに表
示され得る。あるいは、このウインドウは、覆い隠されないように再サイズ調整され得る
。
【００７１】
　「全スクリーン」オプション６１０および「レターボックス（ワイドスクリーン）」オ
プション６１２が選択される場合、双方向テレビアプリケーションは全スクリーンおよび
レターボックスファーマットそれぞれのオンデマンドメディアを表示し得る。
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【００７２】
　いくつかの実施形態では、ディスプレイ６００において示されたようなビデオオンデマ
ンドセットアップオプション６０２～６１２は、メインメニュー表示４５０（図５）にお
いて示されたような視聴者サービスオプション４５２と共に含まれ得る。例えば、ユーザ
は、ディスプレイ６００の「セットアップ」ボタンを選択し得る。ユーザが「セットアッ
プ」ボタンを選択することに応答して、ユーザは、図１０のディスプレイ６００において
示されたのと同様のオプションが提供され得る。
【００７３】
　再生中では、双方向アプリケーションは、オンデマンドメディアについての補充内容を
提供し得る。例えば、図１２～図１９に示されたように、双方向ガイダンスアプリケーシ
ョンは、補充内容をオンデマンドメディアに重ね合わせ得る。図１１では、ディスプレイ
９００は、選択されたオンデマンドメディアをレターボックスフォーマットで示す。レタ
ーボックスファオーマットは、黒くされた領域９０２および９０４を含み得る。黒くされ
た領域９０２および９０４は、ボタン９０６～９１４を含み得る。ユーザがボタン９０６
～９１４を選択することに応答して、双方向テレビアプリケーションは、ユーザにオンデ
マンドデータに関連付けられた補充内容を提示し得る。領域９０２および９０４は、さら
に双方向広告９１６、ロゴ、メール、現在の時間、または任意の他の適切な情報を含み得
る。
【００７４】
　双方向テレビアプリケーションはまた、ディスプレイ９００の一部として双方向広告９
１６を表示し得る。所望する場合、広告９１６は、受動的であり得る。さらにディスプレ
イ９００はステータスバー９１８が設けられている。ステースバー９１８は、例えば、プ
ロバイダロゴ、選択されたオンデマンドメディアのタイトル、メディアの残り時間、また
は任意の他の適切な情報を含み得る。
【００７５】
　いくつかの実施形態では、双方向テレビアプリケーションは、非レターボックス表示（
図示せず）が設けられ得る。このような表示は、ビデオまたはこの表示に重ね合わされる
アプリケーションウインドウを含み得る。これらの実施形態では、双方向広告、ステータ
スバー、補充内容、または任意の他の適切な内容が、ビデオまたはアプリケーションウイ
ンドウに重ね合わされ得る。例えば、双方向テレビアプリケーションは、ユーザによって
選択されたオンデマンドメディアに基づいて補充内容を自動的に提供し得る。補充内容は
、オンデマンドメディアを表示するウインドウに重ね合わされ得る。あるいは、オンデマ
ンドメディアを表示するウインドウは、この広告ステータスバー、補充内容、または任意
の他の適切な内容がオンデマンドメディアを覆い隠さないようにサイズ調整され得る。
【００７６】
　オンスクリーンインターフェイス要素（例えば、ボタン９０６～９１４）は、ユーザに
補充内容へのアクセスを提供し得る。例えば、アイコンまたは任意の他の適切なテキスト
またはグラフィック等のビジュアルインジケータは、この画面上に現れ得る。このビジュ
アルインジケータは、ユーザに利用可能な双方向性を提示し得る。ユーザがビジュアルイ
ンジケータを選択することに応答して、補充内容が提供され得る。しかし、いくつかの実
施形態では、双方向テレビアプリケーションは自動的に補充内容を提供し得る。この双方
向テレビアプリケーションは、例えば、ユーザ定義の設定（例えばディスプレイのセット
アップ）、ユーザによって選択されたオンデマンドメディア、ユーザのお気に入り、また
は任意の他の適切な情報に基づいた補充内容を提供し得る。
【００７７】
　図１１の例では、ディスプレイ９００は、「俳優インタビュー」ボタン９０６、「配役
情報」ボタン９０８、”「Ｍｅｅｔ　ｔｈｅ　Ｐａｒｅｎｔｓ」の雑学の再生”ボタン９
１０、「音楽ビデオ」ボタン９１２、および「リンク」ボタン９１４を含む。
【００７８】
　「俳優インタビュー」ボタン９０６は、ユーザが現在視聴しているオンデマンドメディ
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アの中で特集されている俳優についての俳優のインタビューにユーザがアクセスすること
を可能にし得る。ユーザがボタン９０６を選択することに応答して、双方向テレビアプリ
ケーションは、図１２に示されるように、ユーザに例示的なディスプレイ１０００を提示
し得る。ディスプレイ１０００は、ビデオまたはアプリケーションに重ね合わされたポッ
プアップウインドウ１００２を提供し得る。ポップアップウインドウ１００２は、任意の
適切なビデオまたはアプリケーションウインドウであり得る。他のアプローチでは、ポッ
プアップウインドウ１００２における補充内容は、領域９０２、領域９０４、または任意
の適切な位置に表示され得る。ポップアップウインドウ１００２は、選択されたオンデマ
ンドメディアによって同時にまたは非同時に表示され得る。例えば、双方向テレビアプリ
ケーションは、ユーザが選択されたオンデマンドメディアを視聴することを終了した場合
、ポップアップウインドウの補充内容を提供し得る。
【００７９】
　いくつかの実施形態では、ポップアップウインドウ１００２は、ユーザ選択に基づいて
アクティブ化され得る。ユーザがリモートコントロールを有するボタン９０６を選択する
ことに応答して、例えば、ポップアップウインドウ１００２がアクティブになり、ユーザ
に俳優のインタビューを提供し得る。図１２の例では、ユーザは、Ｂｅｎ　Ｓｔｉｌｌｅ
ｒの俳優インタビューを視聴することを選択している。双方向テレビアプリケーションは
、例えばユーザがボタン９０６を選択することに応答して、ポップアップウインドウ１０
０２を除去し得る。別のアプローチでは、ポップアップウインドウ１００２は、俳優のイ
ンタビューの終了後に自動的に消え得る。
【００８０】
　いくつかの実施形態では、ポップアップウインドウ１００２に示された俳優のインタビ
ューは、ユーザが現在視聴している俳優に対応し得る。例えば、特定の場面において、Ｂ
ｅｎ　Ｓｔｉｌｌｅｒは台詞を有し得る。ユーザがボタン９０６を選択することに応答し
て、俳優は、ポップアップウインドウ１００２に示された俳優のインタビューがＢｅｎ　
Ｓｔｉｌｌｅｒとのインタビューであり得る。この例では、双方向テレビアプリケーショ
ンは、それが補充内容をオンデマンドメディアの現在の部分に関連付けるようにセンシテ
ィブなコンテクストである。
【００８１】
　別の実施形態では、双方向テレビアプリケーションは、ポップアップウインドウなしで
補充内容を提供し得る。例えば、図１３に示されるように、ポップアップウインドウ１０
０２に代替的に示された俳優のインタビューは、かわりにオンデマンドメディアに置換し
得る。俳優のインタビューが提供された場合に双方向テレビアプリケーションはオンデマ
ンドメディアを停止させて、俳優のインタビューが終了した場合にユーザがオンデマンド
メディアを見続けることを可能にする。他の実施形態では、双方向テレビアプリケーショ
ンは、領域９０２および９０４において俳優のインタビューまたは他の補充内容を提供し
得る。
【００８２】
　例示的な補充内容の別のタイプは俳優情報である。例えば、ユーザが図１４の「配役情
報」ボタン９０８を選択することに応答して、双方向テレビアプリケーションは、俳優情
報に関する補充内容を提供し得る。いくつかの実施形態では、双方向テレビアプリケーシ
ョンは、ポップアップウインドウ１１０２の補充内容を提供し得る。この補充内容はコン
テクストに敏感であり得る。例えば、双方向テレビアプリケーションは、ユーザが現在視
聴している各俳優に関連する情報を提供し得る。この例では、２人のキャラクタ（Ｂｅｎ
　ＳｔｉｌｌｅｒおよびＴｅｒｉ　Ｐｏｌｏ）が、特定の場面で示される場合、ポップア
ップウインドウ１１０２は、キャラクタまたは俳優の名前を提供し得る。例えば、Ｂｅｎ
　Ｓｔｉｌｌｅｒが場面に入る場合、ポップアップウインドウは、ユーザが現在視聴して
いる俳優がＢｅｎ　Ｓｔｉｌｌｅｒであることを示すようになり得る。しかし、任意の他
の適切な情報はまた、ポップアップウインドウ１１０２に含まれ得る。例えば、双方向テ
レビアプリケーションは、他の俳優の情報と共に、図１２および図１３に示されたインタ
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ビュー等の俳優インタビューをユーザに提示し得る。
【００８３】
　本例および本ディスプレイでは、一般的に双方向アプリケーションは、ポップアップウ
インドウ１１０２において補充内容を提示させる。他のアプローチでは、双方向アプリケ
ーションはまた、領域９０２、領域９０４、または任意の他の適切な位置において補充内
容を提示させ得る。双方向テレビアプリケーションはまた、選択されたオンデマンドメデ
ィアと共にポップアップウインドウ１１０２と共に同時にまたは非同時に表示させ得る。
【００８４】
　いくつかの実施形態では、ポップアップウインドウ１１０２は、ユーザ選択に応じてア
クティブ化され得る。例えば、ユーザがリモートコントロールを用いてポップアップウイ
ンドウ１００２を選択することに応答して、ポップアップウインドウ１１０２がアクティ
ブになり、ポップアップウインドウ１１０２は、ユーザに補充内容を提供する。双方向テ
レビアプリケーションは、例えば、ユーザがボタン９０８を選択することに応答して、ポ
ップアップウインドウ１１０２を除去し得る。別のアプローチでは、ポップアップウイン
ドウ１１０２は、補充内容の終了の後（例えば、ユーザが現在視聴している俳優がオンデ
マンドメディアの特定の場面に存在する）、自動的に消え得る。
【００８５】
　いくつかの実施形態では、ユーザがボタン９０８を選択する場合、双方向テレビアプリ
ケーションは、ポップアップウインドウ１１０２が場面変化および俳優の入力として自動
的に現れそして消えるモードを入力するか、あるいはオンデマンドメディアにおいて終了
するモードを入力し得る。ポップアップウインドウ１１０２は、このモードが終了され、
ユーザがボタン９０８を選択する場合に除去され得る。
【００８６】
　いくつかの実施形態では、図１５に示されるように、ユーザがポップアップウインドウ
１１０２の内の１つを選択する場合、双方向アプリケーションは、ユーザを例示的なディ
スプレイ１２００に転送し得る。ディスプレイ１２００は、例えば、俳優に関する人物情
報、俳優に関する経歴情報、その俳優に関する他の映画等の俳優情報を含み得る詳細な俳
優の情報ウインドウ１２０２を含み得る。キャラクタまたは俳優に関連する任意の他の適
切な情報がまた表示され得る。
【００８７】
　ユーザがボタン９０８を強調表示されていないことに応答して（例えば、ユーザがリモ
ートコントロールを用いて選択ボタン９０８を選択することによって）、双方向テレビア
プリケーションは、オンデマンドメディアウインドウにユーザを転送し、オンデマンドメ
ディアが再生されることを継続し得る。
【００８８】
　他の実施形態では、双方向テレビアプリケーションは、ポップアップウインドウなしで
補充内容を提供し得る。例えば、双方向テレビアプリケーションは、補充内容が提供され
る場合にオンデマンドメディアを停止させて、ユーザが補充内容を視聴することを終了す
る場合にユーザがオンデマンドメディアを見続けることを可能にし得る。
【００８９】
　別の適切なタイプの補充内容は、ユーザによって選択されたオンデマンドメディアに関
連付けられた双方向メディアである。双方向メディアは、雑学ゲーム、双方向クイズ、双
方向購入機会、サーベイ、または任意の他の適切なメディアを含み得る。図１６に示され
るように、双方向テレビアプリケーションは、”「Ｍｅｅｔ　ｔｈｅ　Ｐａｒｅｎｔｓ」
の雑学の再生”ボタン９１０をユーザに提供する。ユーザがボタン９１０を選択すること
に応答して、双方向テレビアプリケーションは、ユーザに双方向ウインドウ１３０２を提
供し得る。示されたように、「Ｍｅｅｔ　ｔｈｅ　Ｐａｒｅｎｔｓ」の視聴の間、双方向
ウインドウ１３０２は、領域９０４内に提供され得る。この例では、双方向ウインドウ１
３０２は、ユーザに「Ｍｅｅｔ　ｔｈｅ　Ｐａｒｅｎｔｓ」雑学ゲームを提供する。しか
し、双方向テレビアプリケーションは、ユーザに双方向ウインドウ１３０２における任意
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の他の適切な補充内容を提供し得る。例えば、双方向テレビアプリケーションは、選択さ
れたメディアのユーザの娯楽に関連するサーベイをユーザに提供し得る。
【００９０】
　図１７のディスプレイ１４００に示されたように、双方向テレビアプリケーションは、
ユーザに雑学の結果を示めす双方向ウインドウ１４０２を提供し得る。このような結果は
、例えば、正解、参加者の数、ユーザ応答の配信、または任意の他の適切な情報を含み得
る。
【００９１】
　補充内容の別の例示的なタイプは音楽情報である。図１８に示されるように、双方向ア
プリケーションは、ユーザに「音楽ビデオ」ボタン９１２を提供する。ユーザが例えば、
ボタン９１２を選択することによって音楽情報にアクセスしたいと示すことに応答して、
双方向テレビアプリケーションは、音楽情報の双方向ウインドウをユーザに提供し得る。
音楽情報１５０２の例示的な双方向ウインドウは、図１８に示される。音楽情報はセンシ
ティブなコンテクストであり得る。例えば、双方向ウインドウ１５０２は、ユーザが音楽
情報にアクセスしたいと示す場合、オンデマンドメディアにおいて演奏された音楽に関連
するメディアを表示し得る。例えば、オンデマンドメディアを見る場合、ユーザは、ボタ
ン９１２を選択することによって選択されたメディアのバックグラウンドにおいて演奏さ
れている歌に関する情報を得たいことを示し得る。双方向テレビアプリケーションは、そ
の歌のタイトル、アーティスト、音楽ビデオクリップ、アーティストの写真、または双方
向ウインドウ１５０２における任意の他の適切なメディアを提供し得る。
【００９２】
　ユーザが双方向ウインドウ１５０２を選択することに応答して、双方向アプリケーショ
ンは、図１９に示されるように、双方向ウインドウ１６０２におけるさらなる音楽情報を
ユーザに提供し得る。双方向ウインドウ１６０２は、例えば、双方向ウインドウ１５０２
における音楽情報に対応するリンクを表示し得る。例えば、ウインドウ１５０２は、アー
ティストによる歌の音楽ビデオを表示し得る。ウインドウ１６０２は、アーティストの公
式ウエブサイトへのリンク、そのアーティストに関連する商品を購入するためのリンク、
そのアーティストのコンパクトディスクを購入するためのリンク、または任意の他の適切
なリンクを表示し得る。
【００９３】
　補充内容は、オンデマンドメディアに関連付けられたリンクを含み得る。例えば、図２
０に示されるように、双方向テレビアプリケーションは、ユーザに「リンク」ボタン９１
４を提供し得る。ユーザがボタン９１４を選択することに応答して、双方向テレビアプリ
ケーションは、１以上の選択可能なリンクを有する双方向ウインドウ１７０２を提供し得
る。例えば、選択可能なリンクは、選択されたメディアを購入するためのリンク、選択さ
れたメディアの公式ウエブサイトへのリンク、俳優のホームパージへのリンク、選択され
たメディアに関連する販売商品のウエブサイトへのリンク、または選択されたメディアに
関連する任意の他の適切なリンクを含み得る。ユーザがリンクを選択することに応答して
、双方向テレビアプリケーションは、例えば、ウエブサイト、第三者アプリケーション（
例えば、ゲーム、情報サービス等）、このメディアに関連付けられたさらなる受動または
双方向情報、または任意の他の適切な補充内容にユーザを転送し得る。
【００９４】
　別の例として、双方向テレビアプリケーションは、オンデマンドメディアについてのタ
イトルのリストへのアクセスをユーザに提供し得る。ユーザがタイトルを選択することに
応答して、双方向テレビアプリケーションは、他の情報、アプリケーション、ウエブサイ
ト等の情報の格納、または他の適切なリソースの宛先を提供し得る。
【００９５】
　図２１～図２４は、本発明の種々の実施形態によるオンデマンドメディアのための補充
内容を提供することに関する例示的なステップのフローチャートである。実際には、図２
１～図２４に示されたステップは、任意の適切な順序で実行され得、そのうちのいくつか
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が削除され、その他は追加され得る。
【００９６】
　図２１は、双方向テレビアプリケーションシステムにおけるオンデマンドメディアを補
充内容に提供することに関する例示的なステップのフローチャートを示す。ステップ２１
０５では、ユーザによって識別されたオンデマンドメディアの指示が受信される。例えば
、オンデマンドメディアは、オーディオオンデマンド、ビデオオンデマンド、電子刊行物
（例えば、本、雑誌、新聞、または任意の他の適切な電子刊行物）、電子ゲーム、ソフト
ウエアアプリケーション、あるいは、任意の他の適切なオンデマンドメディアを含み得る
。オンデマンドメディアを選択することは、メディアリストを介するブラウジングを含み
得る。メディアリストは、現在のメディア、今後のメディア、または任意の他の適切なメ
ディアを含み得る。
【００９７】
　ユーザの指示に応答して、双方向テレビアプリケーションは、選択されたオンデマンド
メディアに関連付けられた補充内容を取り出し得る。例えば、ユーザにメディアリストが
提供される。ユーザがリストからの特定のオンデマンドメディア選択を選択する場合、図
９に示されるように、双方向テレビアプリケーションがユーザにオーダーディスプレイを
提供し得る。双方向テレビアプリケーションがユーザによって選択されたオンデマンドメ
ディアの指示を受け取る場合、双方向テレビアプリケーションが補充内容を取り出し得る
。オンデマンドメディアに対する補充内容を提供することに関するステップは、以下の図
２２に説明される。
【００９８】
　ステップ２１１５では、双方向テレビアプリケーションが補充内容を取り出すことに応
じて、双方向テレビアプリケーションは、ユーザによって選択されたオンデマンドメディ
アを提供し得る。オンデマンドメディアを提供することに関するステップは、以下の図２
３に説明される。
【００９９】
　いくつかの実施形態は、ユーザがオンデマンドメディアを視聴すると同時に補充内容を
見るかまたはこれを聴くことを可能にし得る。ステップ２１２０では、双方向テレビアプ
リケーションは、ユーザにオンデマンドメディアに対する補充内容を提供し得る。例えば
、双方向テレビアプリケーションがユーザにオンデマンドメディアを提供することに応答
して、双方向テレビアプリケーションは、選択されたオンデマンドメディア内に埋め込ま
れたメタデータを読み出し得る。このメタデータは、双方向テレビアプリケーションに、
補充内容を取り出し、これを局所的にキャッシュするように命令し得る。このような補充
内容は、センシティブなコンテクストであり得る。例えば、補充のコンテクストは、オン
デマンドメディアの一部に関連し得る。オンデマンドメディアに対する補充内容をユーザ
に提供することに関するステップは、以下の図２４に説明される。
【０１００】
　ユーザが補充内容およびオンデマンドメディアを同時に視聴するものとして示されるが
、ユーザは補充内容を視聴し得、オンデマンドデータを視聴し得、またはその両方を視聴
し得ることに留意すること。
【０１０１】
　図２２は、本発明の実施形態による、オンデマンドメディアに関連付けられた補充内容
を取り出すことに関する例示的ステップのフローチャートである。ユーザがオンデマンド
メディアを選択したことについての指示を受け取ることに応答して、双方向テレビアプリ
ケーションは、オンデマンドメディアに関連付けられた補充内容を取り出し得る。ステッ
プ２２１０では、双方向テレビアプリケーションは、ユーザが所定の時間でオンデマンド
メディアを視聴することを選択するかどうかを決定し得る。例えば、双方向テレビアプリ
ケーションは、選択されたオンデマンドメディア（例えば、即時再生、２時間再生等）に
ついてのスケジューリングされた時間を決定し得る。
【０１０２】
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　ステップ２２１５では、ユーザが即時視聴に対してオンデマンドメディアをスケジュー
リングした場合、双方向テレビアプリケーションは、選択されたオンデマンドメディア（
例えば、同期メタデータ）と共に補充内容をダウンロードし得る。補充内容または内容へ
のリンクは、例えば、同期メタデータとして提供され得る。同期メタデータは、このデー
タが関連付けられたメディアと同時に論理的に送信されるデータである。
【０１０３】
　あるいは、ステップ２２２０において、双方向テレビアプリケーションは、オンデマン
ドデータを視聴する前に補充の内容をダウンロードし得る。例えば、補充内容は、クライ
アントサーバに基づくアプローチ、局所化されたキャッシング、これらのアプローチの組
み合わせ、または任意の他の適切なアプローチを用いて、メディアを帯域内で提供するか
、帯域外でメディアから分離して提供され得る。オンデマンドメディアを視聴する前に双
方向テレビアプリケーションが補充内容を取り出すことに応答して、双方向テレビアプリ
ケーションは、ステップ２２２５においてユーザ設備に補充内容を格納し得る。ステップ
２２３０において、双方向テレビアプリケーションが補充内容を取り出す場合、双方向テ
レビアプリケーションはまた、補充内容をメディアに関連付ける情報（例えば、識別子、
リンク、または任意の他の適切な情報）を取り出し得る。
【０１０４】
　あるいは、ステップ２２３５において、ユーザがオンデマンドメディアを選択した指示
を受け取ることに応答して、双方向テレビアプリケーションは、主設備からオンデマンド
に関連付けられた補充内容を取り出し得る。補充内容はアプリケーションデータと共にダ
ウンロードされ得る。
【０１０５】
　図２３は、本発明の一実施形態による、ユーザにオンデマンドメディアを提供すること
に関する例示的なステップのフローチャートである。ユーザリクエストおよび選択された
オンデマンドメディアに関連付けられた補充内容を取り出すことに応答して、双方向テレ
ビアプリケーションは、ユーザにオンデマンドメディアを提供し得る。ステップ２３１０
では、双方向テレビアプリケーションは、ユーザにオンデマンドメディアに関連するオプ
ションを提供し得る。例えば、双方向テレビアプリケーションは、時間ごとに編成された
メディアリスト、チャンネルごとに編成されたメディアリスト、ジャンルごとに編成され
たメディアリスト、または任意の適切なリスト機能を用いて編成されたメディアリストを
ユーザに提供し得る。双方向テレビアプリケーションは、ユーザが、双方向テレビアプリ
ケーションに、オンデマンドメディアリストのみを含む表示を提供するか、非オンデマン
ドメディアリストのみを含む表示を提供するか、またはオンデマンドメディアリストおよ
び非オンデマンドメディアリストの両方を含む表示を提供するように命令することを可能
にするオプションをユーザに提供し得る。単にこれらの構成は、例示的な例に過ぎない。
【０１０６】
　ステップ２３１５では、ユーザ選択オプションの指示が受け取られる。例えば、ユーザ
が図７および図８に示されたようなリストまたは表示からのオンデマンドメディアリスト
の内の１つを選択した場合、双方向テレビアプリケーションは、ユーザにオーダー表示（
図９に示される）を提供し得る。オーダー表示は、ユーザがオンデマンドメディアに対す
る価格情報を視聴することを可能にし得、そしてユーザが、個人識別番号（ＰＩＮ）また
は双方向テレビアプリケーションがそのオーダーを処理することを可能にする他の情報を
提供することを可能にし得る。ユーザがオンデマンドメディアを購入することに応答して
、ステップ２３２０において、双方向テレビアプリケーションは、ユーザにオンデマンド
メディアを提供し得る。例えば、双方向テレビアプリケーションは、選択されたオンデマ
ンドメディアのデジタルビデオストリームをユーザテレビ設備２００に提供するようにメ
ディアサーバ２０５に命令し得る。
【０１０７】
　図２４は、本発明の一実施形態による、オンデマンドメディアに関連する補充内容をユ
ーザに提供することに関する例示的なステップのフローチャートである。選択されたオン
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に対応する補充内容を提供し得る。ステップ２４１０では、双方向テレビアプリケーショ
ンは、ユーザに補充内容に関連するオプションを提供し得る。例えば、図１０に示される
ように、双方向テレビアプリケーションは、ユーザにセットアップ表示を提供し得る。双
方向テレビアプリケーションは、ユーザに補充内容の提示に関連するオプション（例えば
、オンデマンドメディアに重ね合わせ、別のディスプレイにおいて表示された等）を提供
し得る。
【０１０８】
　ステップ２４１５において補充内容に関連するユーザによって選択されたオプションの
表示を受け取ると、双方向テレビアプリケーションは、補充内容がステップ２４２０にお
いてメタデータとして提供されるかどうかを決定し得る。このメタデータが補充内容をオ
ンデマンドメディアに関連付ける情報（例えば、識別子、タグ、リンク、または任意の他
の適切な情報）を含む場合、双方向テレビアプリケーションは、ステップ２４２５におい
て、メタデータを読み出し得る。例えば、メタデータは、センシティブなコンテクストで
あり得る補充内容へのリンクを含み得る。ステップ２４３０において、双方向テレビアプ
リケーションは、いつユーザがメディアを視聴することを望むかを判定し得る。例えば、
双方向テレビアプリケーションは、スケジュールを取り出し、選択されたオンデマンドメ
ディアに関連付けられた再生時間を決定し得る。ユーザが後でオンデマンドメディアを視
聴する要望を示す場合、ステップ２４３５において、双方向テレビアプリケーションは、
補充内容を局所的にキャッシュし、双方向テレビアプリケーションの応答時間を向上させ
得る。ステップ２４４０において、双方向テレビアプリケーションは、補充内容をユーザ
に表示し得る。
【０１０９】
　従って、オンデマンドメディアを補充するためのシステムおよび方法が提供される。当
業者は、本発明が、限定目的ではなく、例示目的のために提示された、説明された実施形
態以外の実施形態によって実施され得、本発明が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。
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