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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の番組を録画する方法であって、該方法は、
　番組を録画するためのユーザ入力を受信することと、
　該番組が録画を既に予定された別の番組と重複するかどうかを決定することと、
　該番組が録画を既に予定された別の番組と重複するという決定に応答して、
　　２つの番組のうちのどちらが、より低い録画優先度を有するかを決定することと、
　　該２つの番組が重複する時間量を決定することと、
　　該２つの番組が重複する時間量が閾値を超えるかどうかを決定することであって、該
閾値は、該２つの番組のうちの最短の番組の全時間量よりも小さい、ことと、
　　該２つの番組が重複する時間量が該閾値を超えるという決定に応答して、該より低い
録画優先度を有する番組を録画する予定をキャンセルすることと、
　　該２つの番組が重複する時間量が該閾値未満であるという決定に応答して、該より低
い録画優先度を有する番組の録画をクロッピングすることと
　を含む、方法。
【請求項２】
　第３の番組を全体として録画することをさらに含み、該第３の番組は、録画を予定され
た前記２つの番組のうちの少なくとも１つと重複し、かつ、録画を予定された該２つの番
組のうちの少なくとも１つよりも高い録画優先度を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　複数の番組を録画するためのシステムであって、該システムは、
　番組を録画するためのユーザ入力を受信するための入力デバイスと、
　制御回路と
　を含み、
　該制御回路は、
　　該番組が録画を既に予定された別の番組と重複するかどうかを決定することと、
　　該番組が録画を既に予定された別の番組と重複するという決定に応答して、
　　　２つの番組のうちのどちらが、より低い録画優先度を有するかを決定することと、
　　　該２つの番組が重複する時間量を決定することと、
　　　該２つの番組が重複する時間量が閾値を超えるかどうかを決定することであって、
該閾値は、該２つの番組のうちの最短の番組の全時間量よりも小さい、ことと、
　　　該２つの番組が重複する時間量が該閾値を超えるという決定に応答して、該より低
い録画優先度を有する番組を録画する予定をキャンセルすることと、
　　　該２つの番組が重複する時間量が該閾値未満であるという決定に応答して、録画デ
バイスに、該より低い録画優先度を有する該番組の録画をクロッピングすることを指示す
ることと
　を行うように構成されている、システム。
【請求項４】
　前記制御回路は、前記２つの番組が、いつ録画を予定されているかを決定するようにさ
らに構成されている、請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記制御回路は、より遅く録画を予定されている番組が、より低い録画優先度を有する
ように設定するようにさらに構成されている、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記制御回路は、より早く録画を予定されている番組が、より低い録画優先度を有する
ように設定するようにさらに構成されている、請求項４に記載のシステム。
【請求項７】
　前記ユーザ入力は、前記２つの番組のうちのどちらが、より低い録画優先度を有するか
という決定を含む、請求項３に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の参照）
　本出願は、米国仮特許出願第６０／９２７，８６２号（２００７年５月４日出願）、米
国特許出願第１１／８２５，３１１号および米国特許出願第１１／８２５，３０８号に対
する優先権ならびに利益を主張し、これら出願の全内容は、本明細書において参考として
援用される。
【０００２】
　（技術分野）
　本発明は、概して、メディアシステムに関し、より具体的には、双方向メディアガイダ
ンスアプリケーションを使用して、重複メディアコンテンツを録画するためのシステムお
よび方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　メディアデバイスは、一般的に、外部メディアソースからのテレビ番組のようなメディ
アコンテンツを受信するためのチューナを含む。一部のメディアデバイスはまた、後の視
聴のために、受信したメディアコンテンツを録画するレコーダを含む。メディアデバイス
内で利用可能なチューナの数に応じて、ユーザは、１つを超えるストリームのメディアコ
ンテンツを同時に視聴および／または録画可能であり得る。しかしながら、これらのメデ
ィアデバイス内の物理的制限のために、チューナの数は通常は限定されており、一般的な
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家庭用のセットトップボックスは、１つまたは２つのチューナを含む。
【０００４】
　ユーザ機器内のチューナの数は、ユーザが同時に視聴および／または録画し得るメディ
アコンテンツの量を制限する。同時の録画および視聴の数がこの制限を超えるときには、
予定の衝突（ｃｏｎｆｌｉｃｔ）が生じる。録画の衝突を解決するための手法の１つは、
番組のうちの１つの録画をキャンセルすることである。言い換えると、番組は、その全体
が録画されるか、または、全く録画されないことになる。２つの番組が数分間のみ重複し
、恐らくは両番組を視聴することの望ましさに影響を及ぼさないときにも、録画の１つが
キャンセルされる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の原理に従って、双方向メディアガイダンスアプリケーションを使用する、重複
メディアコンテンツを録画するためのシステムおよび方法が提供される。制限のためにで
はなく明確にするために、本システムおよび方法は、時として、本明細書において、テレ
ビ番組（本明細書においては、時として、単に「番組」と称される）のようなビデオベー
スのメディアコンテンツに関する、重複メディアコンテンツの録画およびクロッピングの
文脈において記述され得る。しかしながら、本発明のシステムおよび方法は、オーディオ
ベースのメディアコンテンツを含む、任意の他の好適なタイプのメディアコンテンツに適
用され得ることが理解され得る。
【０００６】
　本明細書において記載される様々な実施形態は、一般的に言えば、メディアコンテンツ
の重複部分をクロッピングし、それによって、ユーザは、番組の開始または終了時の一部
のみを断念するものの、録画の大部分を楽しむことができる。
【０００７】
　一部の実施形態では、本明細書において記載されるシステムおよび方法は、複数の番組
を同時に録画するための方法を含む。ユーザの機器の制御回路網は、番組を録画するため
のユーザ入力を（ユーザ入力インターフェースや、双方向メディアガイダンスアプリケー
ションおよび双方向テレビ番組ガイドのようなアプリケーションを介して）受信し、要求
された番組が既に録画を予定された別の番組と重複するかどうかを決定する。重複は、番
組の開始、終了、または中間時に生じ得る。実施例として、１つの番組の開始部分が、他
の番組の終了部分と重複し得る。
【０００８】
　重複が検出されると、制御回路網は常に、２つの番組のうちの１つをクロッピングし得
、または、一部の実施形態では、制御回路網は、クロッピングが適切であるかどうかを決
定し得る。例えば、重複量（および、必要なクロッピング）が多過ぎて、ユーザが番組に
追従できないか、またはその重要な部分を視聴できないときには、録画をクロッピングす
ることは不適切であり得る。制御回路網は、２つの番組が重複する時間量を閾値（例えば
、１０分）と比較し、重複が閾値未満であるときには、録画をクロッピングし得る。
【０００９】
　重複する全てのインスタンスにおいてクロッピングが生じるかどうかにかかわらず、制
御回路網は、クロッピングのために録画のうちの１つを選択する。ある実施形態では、よ
り低い録画優先度を有する録画が、クロッピングのために選択される。録画優先度は、録
画設定の一部またはユーザによって設定されるオプションであり得、あるいは、録画優先
度は制御回路網によって自動的に設定され得、または両方の組み合わせであり得る。例え
ば、アプリケーションは、最後に予定される録画がより低い録画優先度を有するように割
り当て得る。代替案として、より早く録画を予定された番組が、より低い録画優先度を有
し得る。または、別の実施例として、録画優先度は、番組が単一のインスタンスであるか
、またはシリーズタイプの番組であるかのような、１つ以上の番組属性に基づき得る（例
えば、シリーズ録画は、１回限りの録画と比べて、より高い優先度であり得る）。ある実
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施形態では、ユーザは、以前にクロッピングされた番組を再録画するオプションが提供さ
れ得る。ユーザは、番組の全体を再録画し得、またはユーザは、以前にクロッピングされ
た部分を録画し得る。
【００１０】
　本発明の上記およびその他の目的および利点は、添付図面と併せて、以下の詳細な説明
を考慮することによって明白となる。図面の中で、全体を通して、類似参照文字が類似部
分を指す。
（項目１）
　複数の番組を録画する方法であって、該方法は、
　番組を録画するためのユーザ入力を受信するステップと、
　該番組が、録画を既に予定された別の番組と重複するかどうかを決定するステップと、
　を包含し、かつ、該番組が録画を既に予定された別の番組と重複する、という決定に応
答して、
　該２つの番組のうちのどちらが、より低い録画優先度を有するかを決定するステップと
、
　該２つの番組が重複する時間量に基づいて、該２つの番組のうちの１つの録画をクロッ
ピングするかどうかを決定するステップと、
　該録画がクロッピングされるべきであるという決定に応答して、該より低い録画優先度
を有する番組の録画をクロッピングするステップと、
　を包含する、方法。
（項目２）
　上記番組が重複するという決定に応答して、上記２つの番組が重複する上記時間量を閾
値と比較するステップをさらに包含する、項目１に記載の方法。
（項目３）
　上記閾値は、１０分未満である、項目２に記載の方法。
（項目４）
　上記２つの番組のうちの１つの録画をクロッピングするかどうかを決定するステップは
、該２つの番組が重複する上記時間量が、上記閾値以下であるかどうかに基づく、項目２
に記載の方法。
（項目５）
　上記２つの番組のうちのどちらが、より低い録画優先度を有するかを決定するステップ
は、該２つの番組が、いつ録画を予定されたかを決定するステップを含む、項目１に記載
の方法。
（項目６）
　より遅く録画を予定された番組が、より低い録画優先度を有する、項目５に記載の方法
。
（項目７）
　より早く録画を予定された番組が、より低い録画優先度を有する、項目５に記載の方法
。
（項目８）
　単一インスタンス録画である番組が、より低い録画優先度を有する、項目１に記載の方
法。
（項目９）
　単一インスタンス録画である番組が、より高い録画優先度を有する、項目１に記載の方
法。
（項目１０）
　シリーズ録画である番組が、より低い録画優先度を有する、項目１に記載の方法。
（項目１１）
　シリーズ録画である番組が、より高い録画優先度を有する、項目１に記載の方法。
（項目１２）
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　１つの番組の開始部分が、他の番組の終了部分と重複する、項目１に記載の方法。
（項目１３）
　ユーザが、上記２つの番組のうちのどちらが、より低い録画優先度を有するかを決定す
る、項目１に記載の方法。
（項目１４）
　上記２つの番組のうちの少なくとも１つが、ユーザの規定した録画優先度を含む、項目
１に記載の方法。
（項目１５）
　上記閾値は、ユーザの設定が可能である、項目２に記載の方法。
（項目１６）
　第３の番組を全体として録画するステップをさらに包含する、項目１に記載の方法であ
って、該第３の番組は、録画を予定された上記２つの番組のうちの少なくとも１つと重複
し、かつ録画を予定された該２つの番組のうちの少なくとも１つよりも高い録画優先度を
有する、方法。
（項目１７）
　録画された番組がクロッピングされたという、双方向メディアガイダンスアプリケーシ
ョン内の指示を表示するステップをさらに包含する、項目１に記載の方法。
（項目１８）
　上記番組は、双方向メディアガイダンスアプリケーションを使用して録画される、項目
１に記載の方法。
（項目１９）
　上記２つの番組のうちのどちらが、より低い録画優先度を有するかを決定するステップ
は、録画優先度ランキングリストに基づく、項目１に記載の方法。
（項目２０）
　複数の番組を録画するためのシステムであって、該システムは、
　番組を録画するためのユーザ入力を受信するための入力デバイスと、
　制御回路網であって、
　　該番組が録画を既に予定された別の番組と重複するかどうかを決定し、
　　該番組が録画を既に予定された別の番組と重複するという決定に応答して、該２つの
番組のうちのどちらが、より低い録画優先度を有するかを決定し、
　　該２つの番組が重複する時間量に基づいて、該２つの番組のうちの１つの録画をクロ
ッピングするかどうかを決定し、
　　該録画がクロッピングされるべきであるという決定に応答して、録画デバイスに、該
より低い録画優先度を有する該番組の録画を、クロッピングすることを指示する、
　ように構成された、制御回路網と、
　を備える、システム。
（項目２１）
　上記制御回路網は、上記番組が重複するという決定に応答して、上記２つの番組が重複
する上記時間量を、閾値と比較するようにさらに構成される、項目２０に記載のシステム
。
（項目２２）
　上記閾値は、１０分未満である、項目２１に記載のシステム。
（項目２３）
　上記制御回路網は、上記２つの番組が重複する上記時間量が、上記閾値以下であるかど
うかに基づいて、該２つの番組のうちの１つの録画をクロッピングするかどうかを決定す
る、項目２１に記載のシステム。
（項目２４）
　上記制御回路網は、上記２つの番組が、いつ録画を予定されたかを決定するようにさら
に構成される、項目２０に記載のシステム。
（項目２５）



(6) JP 5346924 B2 2013.11.20

10

20

30

40

50

　上記制御回路網は、より遅く録画を予定された番組が、より低い録画優先度を有するよ
うに設定するようにさらに構成される、項目２４に記載のシステム。
（項目２６）
　上記制御回路網は、より早く録画を予定された番組が、より低い録画優先度を有するよ
うに設定するようにさらに構成される、項目２４に記載のシステム。
（項目２７）
　上記制御回路網は、単一インスタンス録画である番組が、より低い録画優先度を有する
ように設定するようにさらに構成される、項目２０に記載のシステム。
（項目２８）
　上記制御回路網は、単一インスタンス録画である番組が、より高い録画優先度を有する
ように設定するようにさらに構成される、項目２０に記載のシステム。
（項目２９）
　上記制御回路網は、シリーズ録画である番組が、より低い録画優先度を有するように設
定するようにさらに構成される、項目２０に記載のシステム。
（項目３０）
　上記制御回路網は、シリーズ録画である番組が、より高い録画優先度を有するように設
定するようにさらに構成される、項目２０に記載のシステム。
（項目３１）
　１つの番組の開始部分が、他の番組の終了部分と重複する、項目２０に記載のシステム
。
（項目３２）
　上記ユーザ入力は、上記２つの番組のうちのどちらが、より低い録画優先度を有するか
の決定を含む、項目２０に記載のシステム。
（項目３３）
　上記ユーザ入力は、上記２つの番組のうちの少なくとも１つに対する録画優先度を含む
、項目２０に記載のシステム。
（項目３４）
　上記ユーザ入力は、上記閾値を含む、項目２１に記載のシステム。
（項目３５）
　上記制御回路網は、前録画画デバイスに、第３の番組を全体として録画することを指示
するようにさらに構成され、該第３の番組は、録画を予定された上記２つの番組のうちの
少なくとも１つと重複し、かつ録画を予定された該２つの番組のうちの少なくとも１つよ
りも高い録画優先度を有する、項目２０に記載のシステム。
（項目３６）
　上記制御回路網は、録画された番組がクロッピングされたという、双方向メディアガイ
ダンスアプリケーション内の指示を表示するようにさらに構成される、項目２０に記載の
システム。
（項目３７）
　上記制御回路網は、双方向メディアガイダンスアプリケーションを使用して上記番組を
録画するようにさらに構成される、項目２０に記載のシステム。
（項目３８）
　上記制御回路網は、録画優先度ランキングリストに基づいて、上記２つの番組のうちの
どちらが、より低い録画優先度を有するかを決定するように構成される、項目２０に記載
のシステム。
（項目３９）
　複数の番組を録画するためのシステムであって、該システムは、
　番組を録画するためのユーザ入力を受信するための手段と、
　該番組が、録画を既に予定された別の番組と重複するかどうかを決定するための手段と
、
　を備え、かつ、該番組が録画を既に予定された別の番組と重複するという決定に応答し
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て、
　　該２つの番組のうちのどちらが、より低い録画優先度を有するかを決定するための手
段と、
　　該２つの番組が重複する時間量に基づいて、該２つの番組のうちの１つの録画をクロ
ッピングするかどうかを決定するための手段と、
　　該録画がクロッピングされるべきであるという決定に応答して、録画デバイスに、該
より低い録画優先度を有する番組の録画をクロッピングすることを指示するための手段と
、
　を備える、システム。
（項目４０）
　上記番組が重複するという決定に応答して、上記２つの番組が重複する上記時間量を閾
値と比較するための手段をさらに備える、項目３９に記載のシステム。
（項目４１）
　上記閾値は、１０分未満である、項目４０に記載のシステム。
（項目４２）
　上記２つの番組が重複する上記時間量が、上記閾値以下であるかどうかに基づいて、該
２つの番組のうちの１つの録画をクロッピングするかどうかを決定するための手段をさら
に備える、項目４０に記載のシステム。
（項目４３）
　上記２つの番組が、いつ録画を予定されたかを決定するための手段をさらに備える、項
目３９に記載のシステム。
（項目４４）
　より遅く録画を予定された番組が、より低い録画優先度を有するように設定するための
手段をさらに備える、項目４３に記載のシステム。
（項目４５）
　より早く録画を予定された番組が、より低い録画優先度を有するように設定するための
手段をさらに備える、項目４３に記載のシステム。
（項目４６）
　単一インスタンス録画である番組が、より低い録画優先度を有するように設定するため
の手段をさらに備える、項目３９に記載のシステム。
（項目４７）
　単一インスタンス録画である番組が、より高い録画優先度を有するように設定するため
の手段をさらに備える、項目３９に記載のシステム。
（項目４８）
　シリーズ録画である番組が、より低い録画優先度を有するように設定するための手段を
さらに備える、項目３９に記載のシステム。
（項目４９）
　シリーズ録画である番組が、より高い録画優先度を有するように設定するための手段を
さらに備える、項目３９に記載のシステム。
（項目５０）
　１つの番組の開始部分が、他の番組の終了部分と重複する、項目３９に記載のシステム
。
（項目５１）
　上記２つの番組のうちのどちらが、より低い録画優先度を有するかを、上記ユーザ入力
から決定するための手段をさらに備える、項目３９に記載のシステム。
（項目５２）
　上記ユーザ入力は、上記２つの番組のうちの少なくとも１つに対する録画優先度を含む
、項目３９に記載のシステム。
（項目５３）
　上記閾値は、ユーザの設定が可能である、項目４０に記載のシステム。
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（項目５４）
　第３の番組を全体として録画するための手段をさらに備える、項目３９に記載のシステ
ムであって、該第３の番組は、録画を予定された上記２つの番組のうちの少なくとも１つ
と重複し、かつ録画を予定された該２つの番組のうちの少なくとも１つよりも高い録画優
先度を有する、システム。
（項目５５）
　録画された番組がクロッピングされたという、双方向メディアガイダンスアプリケーシ
ョン内の指示を表示するための手段をさらに備える、項目３９に記載のシステム。
（項目５６）
　双方向メディアガイダンスアプリケーションを使用して、上記番組を録画するための手
段をさらに備える、項目３９に記載のシステム。
（項目５７）
　録画優先度ランキングリストに基づいて、上記２つの番組のうちのどちらが、より低い
録画優先度を有するかを決定するための手段をさらに備える、項目３９に記載のシステム
。
（項目５８）
　番組の録画予定を管理する方法であって、
　第１の時間間隔のあいだの複数の番組に関する録画の予定をメモリから取り出すステッ
プと、
　該複数の番組の番組数が、該第１の時間間隔のあいだの所定数を超えるかどうかを決定
するステップと、
　該複数の番組の録画優先度を決定するステップと、
　該複数の番組を録画するステップであって、その一方で、該第１の時間間隔のあいだに
録画を予定された番組数が該所定数以下となるように、該録画優先度に基づいて該複数の
番組のうちの少なくとも１つの一部をクロッピングする、ステップと、
　を包含する、方法。
（項目５９）
　以前に録画を予定された複数の番組と第１の時間間隔のあいだに少なくとも部分的に重
複する番組を、録画するための要求を受信するステップをさらに包含する、項目５８に記
載の方法であって、該複数の番組は、該時間間隔のあいだに同時に録画され得る番組の所
定数を含む、方法。
（項目６０）
　録画を要求される番組の録画優先度を、上記複数の番組と比較して決定するステップと
、
　該要求された番組および該複数の番組を録画するステップであって、その一方で、該要
求された番組の該録画優先度に基づいて、上記時間間隔のあいだに該要求された番組およ
び複数の番組のうちの少なくとも１つの一部をクロッピングする、ステップと、
　をさらに包含する、項目５９に記載の方法。
（項目６１）
　番組の開始時間の一部が、上記複数の番組のうちの別の１つの終了時間と重複する、項
目５８に記載の方法。
（項目６２）
　同時に録画され得る番組の上記所定数は、２である、項目５８に記載の方法。
（項目６３）
　上記時間間隔は、１０分未満である、項目５８に記載の方法。
（項目６４）
　上記録画優先度を決定するステップは、録画予定の中で最も最近に録画を予定された番
組に、最も高い優先度を割り当てるステップを含む、項目５８に記載の方法。
（項目６５）
　上記第１の時間間隔のあいだに、上記複数の番組のうちの最も低い録画優先度の番組が
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クロッピングされる、項目５８に記載の方法。
（項目６６）
　上記番組の録画予定は、双方向メディアガイダンスアプリケーションによって管理され
る、項目５８に記載の方法。
（項目６７）
　上記複数の番組の上記録画優先度を決定するステップは、録画優先度ランキングリスト
に基づく、項目５８に記載の方法。
（項目６８）
　制御回路網と録画デバイスとを備える、番組の録画予定を管理するためのシステムであ
って、該制御回路網は、
　第１の時間間隔のあいだの複数の番組に関する録画の予定をメモリから取り出し、
　該複数の番組の番組数が、該第１の時間間隔のあいだの所定数を超えるかどうかを決定
し、
　該複数の番組の録画優先度を決定し、
　該録画デバイスに、該複数の番組を録画することを指示し、その一方で、該第１の時間
間隔のあいだに録画を予定された番組数が該所定数以下となるように、該録画優先度に基
づいて該複数の番組のうちの少なくとも１つの一部をクロッピングする、
　ように構成される、
　システム。
（項目６９）
　上記制御回路網は、以前に録画を予定された上記複数の番組と第１の時間間隔のあいだ
に少なくとも部分的に重複する番組を、録画するための要求を受信するようにさらに構成
され、該複数の番組は、該時間間隔のあいだに同時に録画され得る番組の所定数を含む、
項目６８に記載のシステム。
（項目７０）
　上記制御回路網は、
　録画を要求される番組の録画優先度を、上記複数の番組と比較して決定し、
　上記録画デバイスに、該要求された番組および該複数の番組を録画することを指示し、
その一方で、該要求された番組の該録画優先度に基づいて、上記時間間隔のあいだに該要
求された番組および複数の番組のうちの少なくとも１つの一部をクロッピングする、
　ようにさらに構成される、項目６９に記載のシステム。
（項目７１）
　番組の開始時間の一部が、上記複数の番組のうちの別の１つの終了時間と重複する、項
目６８に記載のシステム。
（項目７２）
　同時に録画され得る番組の所定数は、２である、項目６８に記載のシステム。
（項目７３）
　上記時間間隔は、１０分未満である、項目６８に記載のシステム。
（項目７４）
　上記制御回路網は、録画予定の中で最も最近に録画を予定された番組に、最も高い優先
度を割り当てるように構成される、項目６８に記載のシステム。
（項目７５）
　上記制御回路網は、上記第１の時間間隔のあいだに、上記複数の番組のうちの最も低い
録画優先度の番組をクロッピングするように構成される、項目６８に記載のシステム。
（項目７６）
　上記制御回路網は、上記番組の録画予定を管理するための双方向メディアガイダンスア
プリケーションを有するように構成される、項目６８に記載のシステム。
（項目７７）
　上記制御回路網は、録画優先度ランキングリストに基づいて上記複数の番組の上記録画
優先度を決定するように構成される、項目６８に記載のシステム。
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（項目７８）
　番組の録画予定を管理するためのシステムであって、
　第１の時間間隔のあいだの複数の番組に関する録画の予定を、メモリから取り出すため
の手段と、
　該複数の番組の番組数が、該第１の時間間隔のあいだの所定数を超えるかどうかを決定
するための手段と、
　該複数の番組の録画優先度を決定するための手段と、
　該複数の番組を録画し、その一方で、該第１の時間間隔のあいだに録画を予定された番
組数が該所定数以下となるように、該録画優先度に基づいて該複数の番組のうちの少なく
とも１つの一部をクロッピングする、ための手段と、
　を備える、システム。
（項目７９）
　以前に録画を予定された上記複数の番組と第１の時間間隔のあいだに少なくとも部分的
に重複する番組を、録画するための要求を受信するための手段をさらに備える、項目７８
に記載のシステムであって、該複数の番組は、該時間間隔のあいだに同時に録画し得る番
組の所定数を含む、システム。
（項目８０）
　録画を要求される番組の録画優先度を、上記複数の番組と比較して決定するための手段
と、
　該要求された番組および該複数の番組を録画し、その一方で、該要求された番組の該録
画優先度に基づいて、上記時間間隔の間に該要求された番組および複数の番組のうちの少
なくとも１つの一部をクロッピングする、ための手段と、
　をさらに備える、項目７９に記載のシステム。
（項目８１）
　番組の開始時間の一部が、上記複数の番組のうちの別の１つの終了時間と重複する、項
目７８に記載のシステム。
（項目８２）
　同時に録画され得る番組の上記所定数は、２である、項目７８に記載のシステム。
（項目８３）
　上記時間間隔は、１０分未満である、項目７８に記載のシステム。
（項目８４）
　上記録画優先度を決定するための手段は、録画予定の中で最も最近に録画を予定された
番組に、最も高い優先度を割り当てるための手段を含む、項目７８に記載のシステム。
（項目８５）
　上記第１の時間間隔のあいだに、上記複数の番組のうちの最も低い録画優先度の番組を
クロッピングするための手段をさらに備える、項目７８に記載のシステム。
（項目８６）
　双方向メディアガイダンスアプリケーションを使用して、上記番組の録画予定を管理す
るための手段をさらに備える、項目７８に記載のシステム。
（項目８７）
　上記複数の番組の録画優先度を決定するための手段は、録画優先度ランキングリストに
基づく、項目７８に記載のシステム。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１および図２は、本発明の一実施形態による、メディアガイダンスアプリケー
ション一覧を提供するために使用され得る、例示的な表示画面を示す。
【図２】図１および図２は、本発明の一実施形態による、メディアガイダンスアプリケー
ション一覧を提供するために使用され得る、例示的な表示画面を示す。
【図３】図３は、本発明の一実施形態による、例示的なユーザ機器デバイスを示す。
【図４】図４は、本発明の一実施形態による、例示的なクロスプラットフォームの双方向
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メディアシステムの概略図である。
【図５】図５は、本発明の一実施形態による、メディアガイダンスアプリケーション一覧
を提供するために使用され得る、例示的な表示画面を示す。
【図６】図６は、本発明の一実施形態による、番組の衝突を示す、図５の表示画面の一部
を示す。
【図７】図７～図９Ｂは、本発明の一実施形態による、番組の重複および衝突を管理する
ための例示的な表示を示す。
【図８】図７～図９Ｂは、本発明の一実施形態による、番組の重複および衝突を管理する
ための例示的な表示を示す。
【図９Ａ】図７～図９Ｂは、本発明の一実施形態による、番組の重複および衝突を管理す
るための例示的な表示を示す。
【図９Ｂ】図７～図９Ｂは、本発明の一実施形態による、番組の重複および衝突を管理す
るための例示的な表示を示す。
【図１０Ａ】図１０Ａおよび図１０Ｂは、それぞれ、本発明の一実施形態による、図６で
確認された番組の衝突の解決策を示す、図５の表示画面の一部を示す。
【図１０Ｂ】図１０Ａおよび図１０Ｂは、それぞれ、本発明の一実施形態による、図６で
確認された番組の衝突の解決策を示す、図５の表示画面の一部を示す。
【図１１Ａ】図１１Ａ～図１１Ｃは、本発明の一実施形態による、番組属性を修正して番
組の重複および衝突を管理するために使用され得る、例示的な表示を示す。
【図１１Ｂ】図１１Ａ～図１１Ｃは、本発明の一実施形態による、番組属性を修正して番
組の重複および衝突を管理するために使用され得る、例示的な表示を示す。
【図１１Ｃ】図１１Ａ～図１１Ｃは、本発明の一実施形態による、番組属性を修正して番
組の重複および衝突を管理するために使用され得る、例示的な表示を示す。
【図１２】図１２は、本発明の一実施形態による、番組のクロッピングオプションを管理
するために使用され得る、例示的な表示を示す。
【図１３Ａ】図１３Ａおよび図１３Ｂは、本発明の一実施形態による、録画優先度を含む
番組属性を管理するために使用され得る、例示的な表示を示す。
【図１３Ｂ】図１３Ａおよび図１３Ｂは、本発明の一実施形態による、録画優先度を含む
番組属性を管理するために使用され得る、例示的な表示を示す。
【図１４Ａ】図１４Ａ～図１４Ｃは、本発明の一実施形態による、録画された番組を管理
するための例示的な表示画面を示す。
【図１４Ｂ】図１４Ａ～図１４Ｃは、本発明の一実施形態による、録画された番組を管理
するための例示的な表示画面を示す。
【図１４Ｃ】図１４Ａ～図１４Ｃは、本発明の一実施形態による、録画された番組を管理
するための例示的な表示画面を示す。
【図１５】図１５～図１９は、本発明の様々な実施形態による、重複録画または衝突録画
を管理する際に含まれるステップの、例示的なプロセスの流れ図である。
【図１６】図１５～図１９は、本発明の様々な実施形態による、重複録画または衝突録画
を管理する際に含まれるステップの、例示的なプロセスの流れ図である。
【図１７Ａ】図１５～図１９は、本発明の様々な実施形態による、重複録画または衝突録
画を管理する際に含まれるステップの、例示的なプロセスの流れ図である。
【図１７Ｂ】図１５～図１９は、本発明の様々な実施形態による、重複録画または衝突録
画を管理する際に含まれるステップの、例示的なプロセスの流れ図である。
【図１８】図１５～図１９は、本発明の様々な実施形態による、重複録画または衝突録画
を管理する際に含まれるステップの、例示的なプロセスの流れ図である。
【図１９】図１５～図１９は、本発明の様々な実施形態による、重複録画または衝突録画
を管理する際に含まれるステップの、例示的なプロセスの流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　任意の所与のメディア送達システムにおいて、ユーザに利用可能なメディアの量は、か
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なりの量であり得る。その結果として、多くのユーザは、ユーザがメディアの選択を効率
的にナビゲートして、所望のメディアを容易に識別することを可能にする、インターフェ
ースを介する形式のメディアガイダンスを望んでいる。そのようなガイダンスを提供する
アプリケーションは、本明細書において、双方向メディアガイダンスアプリケーションと
呼ばれるが、時として、メディアガイダンスアプリケーションまたはガイダンスアプリケ
ーションと呼ばれる。
【００１３】
　双方向メディアガイダンスアプリケーションは、ガイダンスを提供する相手のメディア
に応じて、様々な形態をとり得る。１つの典型的なタイプのメディアガイダンスアプリケ
ーションは、双方向テレビ番組ガイドである。双方向テレビ番組ガイド（時として、電子
番組ガイドと呼ばれる）は、周知のガイダンスアプリケーションであり、それは、とりわ
け、ユーザが、従来のテレビ番組（従来の放送、ケーブル、衛星、インターネットまたは
他の手段を介して提供される）、ならびに有料番組、オンデマンド番組（ビデオオンデマ
ンド（ＶＯＤ）システムのような）、インターネットコンテンツ（例えば、スクロッピン
グメディア、ダウンロード可能なメディア、ウェブキャスト、など）、および他のタイプ
のメディアまたはビデオコンテンツを含む、多くの種類のメディアコンテンツの間のナビ
ゲーションおよび検索をできるようにする。ガイダンスアプリケーションはまた、ユーザ
が、例えば、ビデオクリップ、記事、広告、チャットセッション、ゲーム、などを含む、
ビデオコンテンツに関係したコンテンツの間のナビゲーションおよび検索をできるように
する。
【００１４】
　インターネット、モバイルコンピューティング、高速無線ネットワークの出現に伴い、
ユーザは、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）や、ハンドヘルドコンピュータ、携帯情報端
末（ＰＤＡ）、携帯電話、または他のモバイルデバイスのような、従来はアクセスしなか
った他のデバイス上でメディアにアクセスしている。これらのデバイス上で、ユーザは、
テレビを介して利用可能な同じメディアの間で、ナビゲートおよび検索することができる
。その結果として、メディアガイダンスは、これらのデバイス上においても同様に必要で
ある。提供されるガイダンスは、テレビだけを介して利用可能なメディアコンテンツ、こ
れらのデバイスのうちの１つ以上だけを介して利用可能なメディアコンテンツ、または、
テレビとこれらのデバイスのうちの１つ以上との、両方を介して利用可能なメディアコン
テンツに対するものであり得る。メディアガイダンスアプリケーションは、オンラインア
プリケーションとして提供（すなわち、ウェブサイト上で提供）され得、あるいは、スタ
ンドアロン型アプリケーションまたはクライアントとして、ハンドヘルドコンピュータ、
ＰＤＡ、携帯電話、または他のモバイルデバイス上で提供され得る。メディアガイダンス
アプリケーションを実装し得る、様々なデバイスおよびプラットフォームが、以下でさら
に詳細に説明される。
【００１５】
　メディアガイダンスアプリケーションの機能のうちの１つは、メディア一覧およびメデ
ィア情報をユーザに提供するとともに、ユーザに録画させ、かつ保存された番組を視聴さ
せることである。図１～図２および図５～図１４は、メディアガイダンス、特に、メディ
ア一覧および録画オプションを提供するために使用され得る、例示的な表示画面を示す。
図１～図２および図５～図１４Ｃに示される表示画面は、任意の好適なデバイスまたはプ
ラットフォーム上に実装され得る。図１～図２および図５～図１４Ｃの表示は、フルスク
リーン表示として例示されているが、それらは、表示されているメディアコンテンツ上に
完全に、または部分的に重畳され得る。ユーザは、表示画面に提供された選択可能なオプ
ション（例えば、メニューオプション、一覧オプション、アイコン、ハイパーリンク、な
ど）を選択することによって、または、リモコン装置または他のユーザ入力インターフェ
ースまたはデバイス上の専用ボタン（例えば、「ガイド」ボタン）を押すことによって、
メディア情報にアクセスする要望を示し得る。ユーザの指示に応答して、メディアガイダ
ンスアプリケーションは、グリッド内の時間およびチャンネルごと、時間ごと、チャンネ
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ルごと、メディアのタイプごと、カテゴリ（例えば、映画、スポーツ、ニュース、子供向
け、または他の番組カテゴリ）、録画優先度、または他の所定の、ユーザ定義の、あるい
は他の体系化条件ごとのような、いくつかの方式のうちの１つで体系化された、メディア
情報を含む表示画面を提供し得る。
【００１６】
　図１は、時間およびチャンネルごとに配置された、例示的グリッドの番組一覧表示１０
０を示しているが、それはまた、単一の表示内で異なるメディアコンテンツにアクセスす
ることを可能にする。表示１００は、（１）各チャンネル／メディアタイプ識別子（列の
セルである）が利用可能な異なるチャンネルまたはメディアのタイプを識別する、チャン
ネル／メディアタイプ識別子の列１０４と、（２）各時間識別子（行のセルである）が番
組の時間帯を識別する、時間識別子の行１０６と、を有する、グリッド１０２を含み得る
。グリッド１０２はまた、番組一覧１０８のような、番組一覧のセルを含み、各一覧は、
一覧の関連するチャンネルおよび時間上に提供される、番組名を提供する。例えば図５に
関連して後述されるように、他の情報およびインジケータがまた、グリッドセル内に含ま
れ得る。ユーザ入力デバイスを用いて、ユーザは、ハイライト領域１１０を移動すること
によって、番組一覧を選択し得る。ハイライト領域１１０によって選択される番組一覧に
関連する情報は、番組情報領域１１２内に提供され得る。領域１１２は、例えば、番組名
、番組詳細、番組が提供される時間（該当する場合）、番組が放送されるチャンネル（該
当する場合）、番組の評価、および、番組が録画されているか、予定の衝突が存在するか
、または任意の他の所望の情報の、他の所望の情報を含み得る。
【００１７】
　予定に従って提供される線形（ｌｉｎｅａｒ）番組へのアクセスを提供することに加え
て、メディアガイダンスアプリケーションはまた、予定に従って提供されない非線形（ｎ
ｏｎ－ｌｉｎｅａｒ）番組へのアクセスを提供する。非線形番組は、オンデマンドメディ
アコンテンツ（例えば、ＶＯＤ）、インターネットコンテンツ（例えば、スクロッピング
メディア、ダウンロード可能なメディア、など）、ローカルに記憶されているメディアコ
ンテンツ（例えば、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ）、デジタルビデオディスク（ＤＶ
Ｄ）、ビデオカセット、コンパクトディスク（ＣＤ）、などに記憶されたビデオコンテン
ツ）、または他の時間に関係しないメディアコンテンツを含む、異なるメディアソースか
らのコンテンツを含み得る。オンデマンドコンテンツは、映画と、特定のメディアプロバ
イダ（例えば、「Ｔｈｅ　Ｓｏｐｒａｎｏｓ」や「Ｃｕｒｂ　Ｙｏｕｒ　Ｅｎｔｈｕｓｉ
ａｓｍ」を提供しているＨＢＯ　Ｏｎ　Ｄｅｍａｎｄ）によって提供されるオリジナルの
メディアコンテンツとの両方を含み得る。ＨＢＯ　Ｏｎ　Ｄｅｍａｎｄは、Ｔｉｍｅ　Ｗ
ａｒｎｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｌ．Ｐ．らが所有するサービスマークであり、ＴＨＥ　Ｓ
ＰＯＲＡＮＯＳおよびＣＵＲＢ　ＹＯＵＲ　ＥＮＴＨＵＳＩＡＳＭは、Ｈｏｍｅ　Ｂｏｘ
　Ｏｆｆｉｃｅ，　Ｉｎｃ．が所有する登録商標である。インターネットコンテンツは、
チャットセッションまたはウェブキャストのようなウェブイベント、あるいは、インター
ネットウェブサイトまたは他のインターネットアクセス（例えば、ＦＴＰ）を介して、ス
クロッピングメディアまたはダウンロード可能なメディアとしてオンデマンドで利用可能
なコンテンツを含み得る。非線形番組コンテンツはまた、デジタル画像およびテキストベ
ースの情報、デジタル音楽、ならびに他のオーディオコンテンツを含み得る。
【００１８】
　グリッド１０２は、オンデマンド一覧１１４、録画メディア一覧１１６、およびインタ
ーネットコンテンツ一覧１１８を含む、非線形番組のための一覧を提供し得る。異なる種
類のメディアソースからのコンテンツのための一覧を組み合わせた表示は、時として、「
混合メディア」表示と称される。表示１００とは異なる、表示され得る一覧のタイプの様
々な順列は、ユーザ選択またはガイダンスアプリケーション定義に基づき得る（例えば、
図１４Ａに例示される画面１４００のような録画および放送一覧だけの表示、オンデマン
ドおよび放送の一覧だけの表示、など）。例示されているように、一覧１１４、１１６、
および１１８は、グリッド１０２内に表示される時間帯全体にわたって示され、これらの
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一覧の選択がそれぞれ、オンデマンド一覧、録画一覧またはインターネット一覧に対する
専用の表示へのアクセスを提供し得ることを示す。他の実施形態では、これらのメディア
タイプのための一覧は、グリッド１０２内に直接含まれ得る。付加的一覧が、ナビゲーシ
ョンアイコン１２０のうちの１つのユーザ選択に応答して表示され得る。（ユーザ入力デ
バイス上の矢印キーを押すことが、ナビゲーションアイコン１２０を選択することと同様
に、表示に作用し得る。）
　表示１００はまた、ビデオ領域１２２と、広告１２４と、オプション領域１２６とを含
み得る。ビデオ領域１２２は、ユーザが、ユーザにとって現在利用可能、利用可能になる
予定、または利用可能であった番組を、視聴および／プレビューできるようにし得る。ビ
デオ領域１２２のコンテンツは、グリッド１０２内に表示される一覧のうちの１つに対応
するか、またはそれから独立であり得る。ビデオ領域を含むグリッド表示は、時として、
ピクチャインガイド（ＰＩＧ）表示と称される。ＰＩＧ表示とその機能は、Ｓａｔｔｅｒ
ｆｉｅｌｄらの米国特許第６，５６４，３７８号（２００３年５月１３日出願）およびＹ
ｕｅｎらの米国特許第６，２３９，７９４号（２００１年５月２９日出願）において詳細
に説明されており、これらの特許は、その全体として、本明細書において参考として援用
される。ＰＩＧ表示は、本発明の他のメディアガイダンスアプリケーション表示画面に含
まれ得る。
【００１９】
　広告１２４は、視聴者のアクセス権（例えば、定期購読番組のための）に応じて、現在
視聴が利用可能であるか、将来視聴が利用可能となるか、または視聴不可能であって、グ
リッド１０２内のメディア一覧の１つ以上に対応するか、あるいは無関係であり得る、メ
ディアコンテンツのための広告を提供し得る。広告１２４はまた、グリッド１０２内に表
示されるメディアコンテンツに関係するか、または無関係な製品あるいはサービスであり
得る。広告１２４は選択可能であり得、メディアコンテンツに関するさらなる情報を提供
する、製品またはサービスに関する情報を提供する、メディアコンテンツ、製品、または
サービスの購入を可能にする、広告に関連するメディアコンテンツを提供する、などをな
し得る。広告１２４は、ユーザのプロファイル／選好、モニタリングされたユーザアクテ
ィビティ、提供される表示のタイプ、または他の好適な標的広告ベースに基づいて、標的
にされ得る。
【００２０】
　広告１２４は、長方形またはバナー形状として示されているが、広告は、ガイダンスア
プリケーション表示内で任意の好適な大きさ、形状、および場所で提供され得る。例えば
、広告１２４は、グリッド１０２に対して水平方向に隣接する長方形として提供され得る
。これは、時として、パネル広告と称される。加えて、広告は、メディアコンテンツまた
はガイダンスアプリケーション表示上に重畳されるか、または表示内に埋め込まれ得る。
広告はまた、テキスト、画像、回転画像、ビデオクリップ、または他のタイプのメディア
コンテンツを含み得る。広告は、ガイダンスアプリケーションを備えるユーザ機器、ユー
ザ機器に接続されたデータベース、離れた場所（スクロッピングメディアサーバを含む）
、または他の記憶手段、あるいはこれらの場所の組み合わせに格納され得る。メディアガ
イダンスアプリケーションに広告を提供することは、例えば、Ｋｎｕｄｓｏｎらの米国特
許出願第１０／３４７，６７３号（２００３年１月１７日出願）、Ｗａｒｄ，ＩＩＩらの
米国特許第６，７５６，９９７号（２００４年６月２９日出願）、およびＳｃｈｅｉｎら
の米国特許第６，３８８，７１４号（２００２年５月１４日出願）の中で詳細に検討され
ており、これらの特許出願は、その全体として、本明細書において参考として援用される
。広告は、本発明の他のメディアガイダンスアプリケーション表示画面に含まれ得ること
が理解される。
【００２１】
　オプション領域１２６は、ユーザが、異なるタイプのメディアコンテンツ、メディアガ
イダンスアプリケーション表示、および／またはメディアガイダンスアプリケーション機
能にアクセスできるようにし得る。オプション領域１２６は、ディプレイ１００（および
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本発明の他の表示画面）の一部であり得、あるいは、画面上のオプションを選択すること
によって、またはユーザ入力デバイス上の専用または割り当て可能ボタンを押すことによ
って、ユーザによって起動され得る。オプション領域１２６の選択可能なオプションは、
グリッド１０２内の番組一覧に関連する機能に関し得、あるいは、メインメニュー表示か
らの利用可能なオプションを含み得る。番組一覧に関連する機能は、番組の他の放送時間
または受信方式の検索、番組の録画、番組のシリーズ録画の有効化、番組の録画優先度の
修正、番組および／またはチャンネルをお気に入りとして設定、番組の購入、あるいは他
の機能を含み得る。メインメニュー表示から利用可能なオプションは、検索オプション、
ＶＯＤオプション、ペアレンタル管理オプション、様々なタイプの一覧表示へのアクセス
、プレミアムサービスへの加入、ユーザのプロファイルの編集、ブラウザオーバーレイに
アクセス、または他のオプションを含み得る。
【００２２】
　メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザの選好に基づいて個人化され得る。個
人化されたメディアガイダンスアプリケーションは、ユーザが、メディアガイダンスアプ
リケーションによって個人化された「体験」を作成するために、表示や機能をカスタマイ
ズできるようにする。この個人化された体験は、ユーザがこれらのカスタマイズを入力で
きるようにすることによって、および／または、様々なユーザ選好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ユーザのアクティビティをモニタリングすることによ
って、作成され得る。ユーザは、ログインすることによって、または、さもなくば、ガイ
ダンスアプリケーションに対して自身を識別することによって、個人化されたガイダンス
アプリケーションにアクセスし得る。メディアガイダンスアプリケーションのカスタマイ
ズは、ユーザプロファイルに従って作成され得る。カスタマイズは、プレゼンテーション
スキーム（例えば、表示のカラースキーム、テキストのフォントサイズ、など）、表示さ
れるメディアコンテンツ一覧の様相（例えば、ＨＤＴＶ番組だけ、お気に入りチャンネル
選択に基づいたユーザ指定の放送チャンネル、チャンネル表示の並べ替え、推奨メディア
コンテンツ、など）、所望の録画機能（例えば、特定のユーザに対する録画またはシリー
ズ録画、録画品質、番組の録画優先度、録画およびクロッピングオプション、など）、ペ
アレンタル管理設定、および他の望ましいカスタマイズの変更を含み得る。
【００２３】
　メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザが、ユーザプロファイル情報を提供で
きるようにし得、または、ユーザプロファイル情報を自動的に編成し得る。メディアガイ
ダンスアプリケーションは、例えば、ユーザがアクセスするメディア、および／または、
ユーザがガイダンスアプリケーションと行い得る他の対話を、モニタリングし得る。加え
て、メディアガイダンスアプリケーションは、特定のユーザに関連する他のユーザプロフ
ァイルの全体または一部を取得（例えば、ｗｗｗ．ｔｖｇｕｉｄｅ．ｃｏｍのようなユー
ザがアクセスするインターネット上の他のウェブサイトから、ユーザがアクセスする他の
メディアガイダンスアプリケーションから、ユーザがアクセスする他の双方向アプリケー
ションから、ユーザのハンドヘルドデバイスから、など）し得、および／または、メディ
アガイダンスアプリケーションがアクセスし得る他のソースから、ユーザに関する情報を
取得し得る。その結果として、ユーザは、ユーザの異なるデバイスで、統一されたガイダ
ンスアプリケーション体験を提供され得る。この種のユーザ体験は、図４を参照して以下
においてより詳細に記述される。付加的な個人化されたメディアガイダンスアプリケーシ
ョン機能は、Ｅｌｌｉｓらの米国特許出願第１１／１７９，４１０号（２００５年７月１
１日出願）、Ｂｏｙｅｒらの米国特許出願第０９／４３７，３０４号（１９９９年１１月
９日出願）、およびＥｌｌｉｓらの米国特許出願第１０／１０５，１２８号（２００２年
２月２１日出願）の中で非常に詳細に記述されており、これらの特許出願は、その全体と
して、本明細書において参考として援用される。
【００２４】
　メディアガイダンスを提供するための別の表示配置が、図２に示されている。ビデオモ
ザイク表示２００は、メディアのタイプ、ジャンル、および／または他の体系化条件に基
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づいて体系化された、メディアコンテンツ情報に対する選択可能オプション２０２を含む
。表示２００では、テレビ一覧オプション２０４が選択され、それ故に、放送番組一覧と
して、一覧２０６、２０８、２１０および２１２を提供する。図１の一覧とは異なり、表
示２００の一覧は、簡単なテキスト（例えば、番組名）やメディアを説明するアイコンだ
けに限定されない。その代わりに、表示２００では、一覧は、表紙のアート、メディアコ
ンテンツからの静止画像、ビデオクリップのプレビュー、メディアコンテンツからの生ビ
デオ、または、一覧によって説明されているメディアコンテンツをユーザに示す他のタイ
プのメディアを含む、グラフィック画像を提供し得る。グラフィック一覧のそれぞれはま
た、一覧に関連したメディアコンテンツに関する詳細情報を提供するための、テキストを
伴ない得る。例えば、一覧２０８は、メディア部分２１４およびテキスト部分２１６を含
む、１つを超える部分を含み得る。メディア部分２１４および／またはテキスト部分２１
６は、ビデオをフルスクリーンで視聴するために、またはメディア部分２１４に表示され
るビデオに関連する番組一覧を視聴するために（例えば、ビデオが表示されるチャンネル
の一覧を見るために）、選択可能であり得る。
【００２５】
　表示２００の一覧は、異なるサイズ（すなわち、一覧２０６は、一覧２０８、２１０、
および２１２よりも大きい）であるが、所望に応じて、全一覧が同一サイズであり得る。
一覧は、メディアプロバイダの所望に応じて、またはユーザ選好に基づいて、ユーザに関
心の度合いを示すために、または特定のコンテンツを強調するために、異なるサイズであ
るか、またはグラフィックで強調され得る。メディア一覧をグラフィックで強調するため
の様々なシステムおよび方法は、例えば、Ｙａｔｅｓの米国特許出願第１１／３２４，２
０２号（２００５年１２月２９日出願）の中で検討されており、該特許出願は、その全体
として、本明細書において参考として援用される。
【００２６】
　ユーザは、１つ以上のユーザ機器デバイスから、メディアコンテンツおよびメディアガ
イダンスアプリケーション（ならびに、上述および後述の表示画面）にアクセスし得る。
図３は、例示的なユーザ機器デバイスの一般的な実施形態を示す。ユーザ機器デバイスの
より具体的な実装が、図４を参照して以下に説明される。ユーザ機器デバイス３００は、
入力／出力（以下、「Ｉ／Ｏ」）経路３０２を介して、メディアコンテンツおよびデータ
を受信し得る。Ｉ／Ｏ経路３０２は、メディアコンテンツ（例えば、放送番組、オンデマ
ンド番組、インターネットコンテンツ、および他のビデオまたはオーディオ）およびデー
タを、処理回路網３０６と記憶装置３０８とを含む制御回路網３０４に提供し得る。制御
回路網３０４は、Ｉ／Ｏ経路３０２を使用して、コマンド、要求、および他の好適なデー
タを送受信するために使用され得る。Ｉ／Ｏ経路３０２は、制御回路網３０４（具体的に
は、処理回路網３０６）を１つ以上の通信経路（後述）に接続し得る。Ｉ／Ｏ機能は、こ
れらの通信経路のうちの１つ以上によって提供され得るが、しかし、図面が複雑になり過
ぎないように、図３では単一の経路として示されている。
【００２７】
　制御回路網３０４は、１つ以上のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタ
ル信号プロセッサ、プログラム可能なロジックデバイス、などに基づく処理回路網のよう
な、任意の好適な処理回路網３０６に基づき得る。一部の実施形態では、制御回路網３０
４は、メモリ（すなわち、記憶装置３０８）内に格納されるメディアガイダンスアプリケ
ーションのための命令を実行する。クライアントサーバベースの実施形態では、制御回路
網３０４は、ガイダンスアプリケーションサーバ、あるいは他のネットワークまたはサー
バとの通信に好適な通信回路を含み得る。通信回路網は、ケーブルモデム、統合サービス
デジタル網（ＩＳＤＮ）モデム、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）モデム、電話モデム、ま
たは他の機器との通信用の無線モデムを含み得る。そのような通信は、インターネットま
たは任意の他の好適な通信ネットワークまたは経路を含み（図４を参照してより詳細に説
明される）得る。加えて、通信回路網は、ユーザ機器デバイスのピアツーピア通信、また
は相互に遠隔の場所にあるユーザ機器デバイスの通信を可能にする、回路網を含み（以下



(17) JP 5346924 B2 2013.11.20

10

20

30

40

50

により詳細に説明される）得る。
【００２８】
　メモリ（例えば、ランダムアクセスメモリ、読み取り専用メモリ、または任意の他の好
適なメモリ）、ハードドライブ、光学ドライブ、または任意の他の好適な固定型または取
り外し可能な記憶デバイス（例えば、ＤＶＤレコーダ、ＣＤレコーダ、ビデオカセットレ
コーダ、またはその他好適な録画デバイス）が、制御回路網３０４の一部である記憶装置
３０８として提供され得る。記憶装置３０８は、上述のタイプの記憶デバイスのうちの１
つ以上を含み得る。例えば、ユーザ機器デバイス３００は、ＤＶＲ（時として、パーソナ
ルビデオレコーダまたはＰＶＲと呼ばれる）用のハードドライブ、および２次記憶デバイ
スとしてＤＶＤレコーダを含み得る。記憶装置３０８は、番組情報、ガイダンスアプリケ
ーション設定、ユーザ選好またはプロファイル情報、またはガイダンスアプリケーション
を操作する場合に使用される他のデータを含めて、本明細書で記載された様々なタイプの
メディアおよびガイダンスアプリケーションデータを、格納するために使用され得る。非
揮発性メモリがまた、使用され（例えば、ブートアップルーチンや他の命令を起動するた
めに）得る。
【００２９】
　制御回路網３０４は、１つ以上のアナログチューナ、１つ以上のＭＰＥＧ－２デコーダ
または他のデジタルデコード回路網、高解像度チューナ、あるいは任意の他の好適な同調
またはビデオ回路網、もしくはそのような回路網の組み合わせのような、ビデオ生成回路
網および同調回路網を含み得る。符号化回路網（例えば、記憶のために、無線、アナログ
、またはデジタル信号をＭＰＥＧ信号に変換するための）がまた、提供され得る。制御回
路網３０４はまた、ユーザ機器３００の好ましい出力フォーマットにメディアをアップコ
ンバートまたはダウンコンバートするためのスケーラ回路を含み得る。回路網３０４はま
た、デジタル信号とアナログ信号と間で変換するための、デジタルからアナログへの変換
回路網およびアナログからデジタルへの変換回路網を含み得る。同調および符合化回路網
は、メディアコンテンツを受信して表示、再生、または録画するために、ユーザ機器によ
って使用され得る。同調および符号化回路網はまた、ガイダンスデータを受信するために
使用され得る。例えば、同調、ビデオ生成、符号化、デコード、スケーラ、およびアナロ
グ／デジタル回路網を含む、本明細書において記載される回路網は、１つ以上の汎用また
は専用プロセッサ上で稼動するソフトウェアを使用して実装され得る。複数のチューナが
、同時同調機能（例えば、視聴および録画機能、ピクチャインピクチャ（ＰＩＰ）機能、
複数のチューナ録画機能、など）に対処するために提供され得る。記憶装置３０８がユー
ザ機器３００とは別のデバイスとして提供される場合には、同調および符合化回路網（複
数のチューナを含む）は、記憶装置３０８に付随され得る。
【００３０】
　ユーザは、ユーザ入力インターフェース３１０を使用して、制御回路網３０４を制御し
得る。ユーザ入力インターフェース３１０は、リモコン装置、マウス、トラックボール、
キーパッド、キーボード、タッチ画面、タッチパッド、スタイラス入力、ジョイスティッ
ク、音声認識インターフェース、または他のユーザ入力インターフェースのような、任意
の好適なユーザインターフェースであり得る。表示３１２は、スタンドアロン型デバイス
として提供され得、または、ユーザ機器デバイス３００の他の要素と統合され得る。表示
３１２は、モニタ、テレビ、モバイルデバイス用液晶画面（ＬＣＤ）、または視覚的画像
を表示するための任意の他の好適な機器のうちの１つ以上であり得る。一部の実施形態に
おいては、表示３１２はＨＤＴＶ対応型であり得る。スピーカ３１４は、ユーザ機器デバ
イス３００の他の要素と統合されて提供され得、または、スタンドアロン型ユニットであ
り得る。表示上に表示されるビデオおよび他のメディアコンテンツのオーディオ成分は、
スピーカ３１４を通じて再生され得る。一部の実施形態では、オーディオは、受信機（図
示せず）に配信され得、受信機は、オーディオを処理して、スピーカ３１４を通じて出力
する。
【００３１】
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　図３のユーザ機器デバイス３００は、ユーザテレビ機器４０２、ユーザコンピュータ機
器４０４、無線ユーザ通信デバイス４０６、または、非携帯用ゲーム機のようなメディア
にアクセスするのに好適な任意の他のタイプのユーザ機器として、図４のシステム４００
に実装され得る。簡略化のために、これらのデバイスは、本明細書において、総称してユ
ーザ機器またはユーザ機器デバイスと称され得る。メディアガイダンスアプリケーション
が実装されるユーザ機器デバイスは、スタンドアロン型デバイスとして機能し得、または
、デバイスのネットワークの一部であり得る。デバイスの様々なネットワーク構成が実装
され得、以下でさらに詳細に検討される。
【００３２】
　ユーザテレビ機器４０２は、セットトップボックス、衛星テレビ放送用受信機（ＩＲＤ
）、テレビセット、デジタル記憶デバイス、ＤＶＤレコーダ、ビデオカセットレコーダ（
ＶＣＲ）、ローカルメディアサーバ、または他のユーザテレビ機器を含み得る。これらの
デバイスのうちの１つ以上は、所望に応じて、単一のデバイスに統合され得る。ユーザコ
ンピュータ機器４０４は、ＰＣ、ラップトップコンピュータ、タブレット、ＷｅｂＴＶボ
ックス、パーソナルコンピュータテレビ（ＰＣ／ＴＶ）、ＰＣメディアサーバ、ＰＣメデ
ィアセンタ、または他のユーザコンピュータ機器を含み得る。ＷＥＢＴＶは、Ｍｉｒｃｒ
ｏｓｏｆｔ　Ｃｏｒｐ．の登録商標である。無線ユーザ通信デバイス４０６は、ＰＤＡ、
携帯電話、携帯用ビデオプレーヤ、携帯用音楽プレーヤ、携帯用ゲーム機、または他の無
線デバイスを含み得る。
【００３３】
　ＰＣ、ＷｅｂＴＶ、および他のユーザ機器デバイスにビデオを統合するための、テレビ
チューナーカードの出現に伴い、デバイスを上記デバイスの１つとして分類しようとする
と、系統が不明確になることが留意されるべきである。実際に、ユーザテレビ機器４０２
、ユーザコンピュータ機器４０４、および無線ユーザ通信デバイス４０６のそれぞれは、
図３を参照して上で説明されたシステム機能のうちの少なくとも一部を利用し得、その結
果として、デバイス上で利用可能なメディアコンテンツのタイプに関する柔軟性を有し得
る。例えば、ユーザテレビ機器４０２は、インターネットコンテンツへのアクセスを可能
にするインターネット有効型であり得、その一方で、ユーザコンピュータ機器４０４は、
テレビ番組へのアクセスを可能にするチューナを含み得る。メディアガイダンスアプリケ
ーションはまた、様々なタイプのユーザ機器上に同じレイアウトを有し得、または、ユー
ザ機器の表示機能に合致させられ得る。例えば、ユーザのコンピュータ機器上では、ガイ
ダンスアプリケーションは、ウェブブラウザによってアクセスされるウェブサイトとして
提供され得る。別の実施例では、ガイダンスアプリケーションは、無線ユーザ通信デバイ
ス用に縮小され得る。
【００３４】
　システム４００では、一般的には、各タイプのユーザ機器デバイスが２つ以上存在する
が、図面が複雑になり過ぎないように、図４ではそれぞれ１つだけが示されている。さら
に、各ユーザは、２つ以上のタイプのユーザ機器デバイスを利用し得（例えば、ユーザは
テレビセットとコンピュータとを有し得る）、かつまた、それぞれのタイプのユーザ機器
デバイスを２つ以上利用し得る（例えば、ユーザはＰＤＡと携帯電話、および／または複
数のテレビセットを有し得る）。
【００３５】
　ユーザはまた、様々な設定を設定し、家庭用デバイスおよび遠隔デバイスにわたって一
貫したメディアガイダンスアプリケーション設定を維持し得る。設定は、本明細書で説明
される設定、ならびに、お気に入りのチャンネルや番組、番組を推奨するためにガイダン
スアプリケーションが利用する番組の選好、表示の選好、および他の望ましいガイダンス
設定を含む。例えば、ユーザが、オフィスのパーソナルコンピュータ上で、例えば、ｗｗ
ｗ．ｔｖｇｕｉｄｅ．ｃｏｍというウェブサイト上で、あるチャンネルをお気に入りとし
て設定する場合には、所望に応じて、同一チャンネルがユーザの家庭用デバイス（例えば
、ユーザテレビ機器およびユーザコンピュータ機器）ならびにユーザのモバイルデバイス
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上でお気に入りとして現れる。したがって、同一タイプまたは異なるタイプのユーザ機器
デバイスであるかどうかに関わらず、１台のユーザ機器デバイス上で行われた変更は、別
のユーザ機器デバイス上のガイダンス体験を変更し得る。さらに、行われた変更は、ユー
ザによる設定入力、およびガイダンスアプリケーションによってモニタリングされたユー
ザのアクティビティに基づき得る。
【００３６】
　ユーザ機器デバイスは、通信ネットワーク４１４に連結され得る。すなわち、ユーザテ
レビ機器４０２、ユーザコンピュータ機器４０４、および無線ユーザ通信デバイス４０６
は、それぞれ、通信経路４０８、４１０、および４１２を介して、通信ネットワーク４１
４に連結される。通信ネットワーク４１４は、インターネット、携帯電話ネットワーク、
モバイルデバイス（例えば、Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ）ネットワーク、ケーブルネットワー
ク、公衆交換回線ネットワーク、あるいは他のタイプの通信ネットワークまたは通信ネッ
トワークの組み合わせを含む、１つ以上のネットワークであり得る。Ｂｌａｃｋｂｅｒｒ
ｙは、Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｉｎ　Ｍｏｔｉｏｎ　Ｌｉｍｉｔｅｄ　Ｃｏｒｐ．のサービス
マークである。経路４０８、４１０、および４１２は、別々にまたは一緒に、衛星放送経
路、光ファイバ経路、ケーブル経路、インターネット通信に対応する経路（例えばＩＰＴ
Ｖ）、フリースペース接続（例えば、放送または他の無線信号用）、あるいは任意の他の
好適な有線または無線通信経路またはこれらの経路の組み合わせのような、１つ以上の通
信経路を含み得る。経路４１２は、図４に示された例示的な実施形態において、無線経路
であることを示すために破線で描かれ、経路４０８および４１０は、有線経路であること
を示すために実線で描かれている（しかし、これらの経路は、所望に応じて、無線経路で
あり得る）。ユーザ機器デバイスとの通信は、これらの通信経路のうちの１つ以上によっ
て提供され得るが、しかし、図４では、図面が複雑になり過ぎないように、単一経路とし
て示されている。
【００３７】
　通信経路が、ユーザ機器デバイスの間に描かれていないが、これらのデバイスは、経路
４０８、４１０、および４１２に関して上で説明されたような通信経路、ならびに、ＵＳ
Ｂケーブル、ＩＥＥＥ１３９４ケーブル、無線経路（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、赤外
線、ＩＥＥＥ８０２－１１ｘ、など）、あるいは有線または無線の経路を介する他の短距
離通信のような、他の短距離ポイントツーポイント通信経路を介して、相互に直接的に通
信し得る。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ＳＩＧ，　ＩＮＣ．の認証マー
クである。ユーザ機器デバイスはまた、通信ネットワーク４１４を介した間接的経路を通
じて、相互に直接的に通信し得る。
【００３８】
　システム４００は、通信経路４２０および４２２を介して通信ネットワーク４１４にそ
れぞれ連結される、メディアコンテンツソース４１６およびメディアガイダンスデータソ
ース４１８を含む。経路４２０および４２２は、経路４０８、４１０、および４１２と関
連して上述された通信経路の任意のものを含み得る。メディアコンテンツソース４１６お
よびメディアガイダンスデータソース４１８との通信は、１つ以上の通信経路上で交換さ
れ得るが、図面が複雑になりすぎないように、図４では単一の経路として示されている。
加えて、メディアコンテンツソース４１６およびメディアガイダンスデータソース４１８
のそれぞれは、２つ以上が存在し得るが、図面が複雑になり過ぎないように、図４ではそ
れぞれ１つだけが示されている。（これらのソースのそれぞれの異なるタイプが、以下で
検討される。）所望に応じて、メディアコンテンツソース４１６およびメディアガイダン
スデータソース４１８は、１つのソースデバイスとして統合され得る。ソース４１６およ
び４１８と、ユーザ機器デバイス４０２、４０４、および４０６との間の通信は、通信ネ
ットワーク４１４を介するものとして示されているが、一部の実施形態では、ソース４１
６および４１８は、経路４０８、４１０、および４１２に関して上で説明されたもののよ
うな通信経路（図示せず）を介して、ユーザ機器デバイス４０２、４０４、および４０６
と直接的に通信し得る。
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【００３９】
　メディアコンテンツソース４１６は、テレビ配信施設、ケーブルシステムヘッドエンド
、衛星放送配信施設、番組ソース（例えば、ＮＢＣ、ＡＢＣ、ＨＢＯ、などのようなテレ
ビ放送会社）、中間配信施設および／またはサーバ、インターネットプロバイダ、オンデ
マンドメディアサーバ、および他のメディアコンテンツプロバイダを含む、１つ以上のタ
イプのメディア配信機器を含み得る。ＮＢＣは、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ
ｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ，　Ｉｎｃ．の登録商標であり、ＡＢＣは、ＡＢＣ，　ＩＮＣ．
の登録商標であり、ＨＢＯは、Ｈｏｍｅ　Ｂｏｘ　Ｏｆｆｉｃｅ，　Ｉｎｃ．の登録商標
である。メディアコンテンツソース４１６は、メディアコンテンツの発信者（例えば、テ
レビ放送会社、ウェブキャストプロバイダ、など）であり得、あるいは、メディアコンテ
ンツの発信者でなくてもよい（例えば、オンデマンドメディアコンテンツプロバイダ、ダ
ウンロード用放送番組のビデオコンテンツのインターネットプロバイダ、など）。メディ
アコンテンツソース４１６は、ケーブルソース、衛星放送プロバイダ、オンデマンドプロ
バイダ、インターネットプロバイダ、または他のメディアコンテンツプロバイダを含み得
る。メディアコンテンツソース４１６はまた、任意のユーザ機器デバイスから離れた場所
にある、異なるタイプのメディアコンテンツ（ユーザによって選択されるビデオコンテン
ツを含む）を記憶するために使用される遠隔メディアサーバを含み得る。メディアコンテ
ンツの遠隔記憶のための、および遠隔で記憶されたメディアコンテンツをユーザ機器に提
供するためのシステムおよび方法が、Ｅｌｌｉｓらの米国特許出願第０９／３３２，２４
４号（１９９９年６月１１日出願）において非常に詳細に検討されており、その特許出願
は、その全体として、本明細書において参考として援用される。
【００４０】
　メディアガイダンスデータソース４１８は、メディア一覧、メディア関連情報（例えば
、放送時間、放送チャンネル、メディア名、メディア詳細、評価情報（例えば、ペアレン
タル管理評価、批評家の評価、など）、ジャンルまたはカテゴリ情報、俳優の情報、放送
会社またはプロバイダのロゴのロゴデータ、など）、メディア形式（例えば、標準解像度
、高解像度、など）、広告情報（例えば、テキスト、画像、メディアクリップ、など）、
オンデマンド情報、ならびに、ユーザが所望のメディア選択をナビゲートおよび検索する
ことを助ける、任意の他のタイプのガイダンスデータのような、メディアガイダンスデー
タを提供し得る。
【００４１】
　メディアガイダンスアプリケーションデータは、任意の好適な手法を使用して、ユーザ
機器デバイスに提供され得る。一部の実施形態では、ガイダンスアプリケーションは、ス
タンドアロン型の対話テレビ番組ガイドであり得、それは、データフィード（例えば、継
続フィード、トリクルフィード、または、チャンネルの垂直ブランキング区間のデータ）
を介して番組ガイドデータを受信する。番組予定データおよび他のガイダンスデータは、
帯域内デジタル信号を使用して、帯域外デジタル信号を使用して、または任意の他の好適
なデータ伝送技術によって、テレビチャンネルの垂直ブランキング区間において、テレビ
チャンネルの側帯上でユーザ機器に提供され得る。番組予定データおよび他のガイダンス
データは、複数のアナログまたはデジタル式テレビチャンネル上で、ユーザ機器に提供さ
れ得る。番組予定データおよび他のガイダンスデータは、任意の好適な頻度で（例えば、
連続して、毎日、ユーザ規定の時間に、システム規定の時間に、ユーザ機器からの要求に
応答して、など）ユーザ機器に提供され得る。一部の手法では、メディアガイダンスデー
タソース４１８からのガイダンスデータは、クライアントサーバアプローチを使用して、
ユーザの機器に提供され得る。例えば、ユーザの機器上にあるガイダンスアプリケーショ
ンクライアントは、必要なときにガイダンスデータを取得するために、ソース４１８との
セッションを開始し得る。メディアガイダンスデータソース４１８は、ユーザ機器デバイ
ス４０２、４０４、および４０６に、メディアガイダンスアプリケーション自体を、また
は、メディアガイダンスアプリケーションに対するソフトウェアの更新を、提供し得る。
【００４２】
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　メディアガイダンスアプリケーションは、例えば、ユーザ機器デバイス上に実装された
スタンドアロン型のアプリケーションであり得る。他の実施形態では、メディアガイダン
スアプリケーションは、クライアントサーバアプリケーションであり得、この場合は、ク
ライアントのみがユーザ機器デバイス上に存在し得る。例えば、メディアガイダンスアプ
リケーションは、部分的にユーザ機器デバイス３００の制御回路網３０４（図３）上のク
ライアントアプリケーションとして、および、部分的に遠隔サーバ上にサーバアプリケー
ション（例えば、メディアガイダンスデータソース４１８）として、実装され得る。ガイ
ダンスアプリケーション表示は、メディアガイダンスデータソース４１８によって生成さ
れ、ユーザ機器デバイスに送信され得る。ディアガイダンスデータソース４１８はまた、
ユーザ機器上での記憶のためにデータを伝送し得、次いで、ユーザ機器は、制御回路網に
よって処理される命令に基づいて、ガイダンスアプリケーション表示を生成する。
【００４３】
　メディアガイダンスシステム４００は、いくつかの手法またはネットワーク構成を図示
することを目的とし、それにより、ユーザ機器デバイス、ならびにメディアコンテンツお
よびガイダンスデータのソースは、メディアにアクセスし、かつメディアガイダンスを提
供する目的のために、互いに通信し得る。本発明は、これらの手法のうちの任意の１つま
たはそのサブセットにおいて、または、メディアに送達し、かつメディアガイダンスを提
供するための、他の手法を採用するシステムにおいて、適用され得る。以下の３つの手法
は、図４の一般的実施例の具体的例示を提供する。
【００４４】
　一手法において、ユーザ機器デバイスは、ホームネットワーク内で相互に通信し得る。
ユーザ機器デバイスは、上述の短距離ポイントツーポイント通信スキームを介して、ホー
ムネットワーク上に提供されたハブまたは他の類似デバイスを通じた間接的な経路を介し
て、あるいは通信ネットワーク４１４を介して、相互に直接的に通信し得る。１つの家庭
内の複数の個人のそれぞれが、ホームネットワーク上の異なるユーザ機器デバイスを操作
し得る。その結果として、様々なメディアガイダンス情報または設定が、異なるユーザ機
器デバイス間で通信されることが望まれ得る。例えば、ユーザにとっては、Ｅｌｌｉｓら
の米国特許出願第１１／１７９，４１０号（２００５年７月１１日出願）の中で非常に詳
しく記載されているように、ホームネットワーク内の異なるユーザ機器デバイス上で、一
貫したメディアガイダンスアプリケーション設定を維持することが望まれ得る。ホームネ
ットワーク内の異なるユーザ機器デバイスはまた、互いに通信し、メディアコンテンツを
伝送し得る。例えば、ユーザは、メディアコンテンツを、ユーザコンピュータ機器から携
帯用ビデオプレーヤまたは携帯用音楽プレーヤに伝送し得る。
【００４５】
　第２の手法において、ユーザは、複数のタイプのユーザ機器を有し得、それによって、
ユーザは、メディアコンテンツにアクセスし、メディアガイダンスを取得する。例えば、
一部のユーザは、家庭用デバイスおよびモバイルデバイスによってアクセスされる、ホー
ムネットワークを有し得る。ユーザは、遠隔デバイス上に実装されたメディアガイダンス
アプリケーションを介して、家庭用デバイスを制御し得る。例えば、ユーザは、職場のパ
ーソナルコンピュータ、あるいはＰＤＡまたはウェブ対応携帯電話のようなモバイルデバ
イスを介して、ウェブサイト上のオンラインメディアガイダンスアプリケーションにアク
セスし得る。ユーザは、オンラインガイダンスアプリケーション上の様々な設定（例えば
、録画、リマインダ、または他の設定）を設定し、ユーザの家庭用機器を制御し得る。オ
ンラインガイドは、ユーザの機器を直接的に、またはユーザの家庭用機器上のメディアガ
イダンスアプリケーションと通信することによって、制御し得る。ユーザ機器デバイスが
互いに遠隔の場所にある場合の、ユーザ機器デバイスの通信のための様々なシステムおよ
び方法が、例えば、Ｅｌｌｉｓらの米国特許出願第１０／９２７，８１４号（２００４年
８月２６日出願）の中に記載されており、この特許出願は、その全体として、本明細書に
おいて参考として援用される。
【００４６】
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　第３の手法においては、家庭内または家庭外のユーザ機器デバイスのユーザは、それら
のメディアガイダンスアプリケーションを使用して、メディアコンテンツにアクセスする
ために、メディアコンテンツソース４１６と直接的に通信し得る。具体的には、家庭内で
、ユーザテレビ機器４０４およびユーザコンピュータ機器４０６のユーザは、メディアガ
イダンスアプリケーションにアクセスし、その中でナビゲートして、望ましいメディアコ
ンテンツを検索し得る。ユーザはまた、無線ユーザ通信装置４０６を使用して家庭外でメ
ディアガイダンスアプリケーションにアクセスし、その中でナビゲートして、望ましいメ
ディアコンテンツを検索し得る。
【００４７】
　メディアコンテンツの議論は、ビデオコンテンツに焦点を合わせているが、メディアガ
イダンスの原理は、音楽、画像、などのような他のタイプのメディアコンテンツに適用さ
れ得ることが理解される。
【００４８】
　図５および図６は、ユーザ機器デバイスあるいはメディアデバイス４０２、４０４、ま
たは４０６（図４）の表示３１２上に表示され得る、時間およびチャンネルごとに配置さ
れた、例示的な番組一覧表示を示す。特に、図５は、例示的な番組一覧グリッド表示５０
０を示し、それは、チャンネル識別子５０２および時間識別子５０４を伴うグリッド５２
０と、メディア情報領域５１８と、ビデオ領域５２２（時として、「ピクチャインガイド
」または「ＰＩＧ」領域と称される）とを含む。図５のグリッド５２０内のセルのサイズ
、形状、レイアウト、およびコンテンツは、図１のグリッド１０２のものと類似し得る。
グリッド５２０は、「Ｌａｔｅ　Ｓｈｏｗ　ｗｉｔｈ　Ｄａｖｉｄ　ｌｅｔｔｅｒｍａｎ
」（以下、「Ｌａｔｅ　Ｓｈｏｗ」と称する）の番組一覧５０６、「Ｃｈａｒｌｉｅ　Ｒ
ｏｓｅ」の番組一覧５０８、「ＢＢＣ　Ｗｏｒｌｄ　Ｎｅｗｓ」（以下、「Ｎｅｗｓ」と
称する）の番組一覧５１０、および「Ｚｏｏｌａｎｄｅｒ」の番組一覧５１２のような、
番組一覧のセルを含む。Ｌａｔｅ　Ｓｈｏｗは、Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｐａｎｔｓ　Ｉｎ
ｃ．の登録商標であり、ＢＢＣおよびＢＢＣ　Ｗｏｒｌｄは、Ｔｈｅ　Ｂｒｉｔｉｓｈ　
Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎの登録商標である。セル５０６、５
０８、５１２は、録画アイコン５１４を含み、それは、対応する番組が現在録画中である
か、または将来の録画を予定されているかの、いづれかを示す。
【００４９】
　上述のように、ユーザ機器デバイスにおける制御回路網３０４（図３）のチューナまた
は同調回路網の数は、レコーダ３０８によって同時に録画され得る番組の数を制限する。
ほとんどのユーザ機器デバイス４０２、４０４、および４０６は、一般的には、１つまた
は２つのチューナのみを有し、それによって、そのレコーダ３０８に同時に録画可能な番
組の数を１つまたは２つに制限する。本実施例では、同時録画の最大数は２である。
【００５０】
　図５の実施例では、Ｌａｔｅ　Ｓｈｏｗ　５０６は、１２：３０を過ぎて、数分間延長
されている。その結果として、１２：３０の時点では、Ｚｏｏｌａｎｄｅｒ５１２および
Ｌａｔｅ　Ｓｈｏｗ５０６が同時に録画を予定されている。ユーザがＮｅｗｓ５１０の録
画を試みるときには、ユーザ機器デバイス内の制御回路網３０４（図３）が、図５の表示
画面５００のグリッド部分５２０を、図６に示される画面に修正する。図６に例示される
ように、Ｎｅｗｓセル５１０は、衝突アイコン６０２によってマークされる。制御回路網
３０４（図３）は、図７～図１０Ｂに関連して論じられるように、衝突を解決し得る。他
の実施形態では、衝突は、ユーザの関与を伴わずに、アイコン６０２が使用されずに、解
決され得ることが留意されるべきである。
【００５１】
　初期の問題として、制御回路網３０４（図３）上で実行する双方向メディアガイダンス
アプリケーションは、クロッピングが適切であるかどうかを決定し得る。重複が小さいた
めに、衝突を解決するためのデフォルト手法は、Ｌａｔｅ　Ｓｈｏｗ５０６をその終了ま
で録画し、その後、Ｎｅｗｓ５１０の録画を開始し、それによって、Ｎｅｗｓ５１０の一
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部をクロッピングする。ユーザは、そのようなデフォルトオプションを警告され、すでに
ある録画およびクロッピング設定を修正するオプションを与えられ得る。
【００５２】
　図７は、Ｎｅｗｓ５１０（図５）の録画を試みようとするユーザに、衝突が存在するこ
とを警告する、例示的な表示７００を示す。一部の実施形態では、表示７００は、表示画
面５００（図５）上の領域に重畳され得る。テキスト７０２は、テキスト７０４に示され
る時間に衝突が存在することを示す。テキスト７０８は、Ｌａｔｅ　Ｓｈｏｗ５０６（図
５）が終了し、チューナが利用可能になり次第、Ｎｅｗｓ５１０（図５）が録画されるこ
とをユーザに通知する。ユーザは、承認ボタン７１０を使用して本オプションを承認する
か、またはキャンセルボタン７１２を使用して録画をキャンセルすることができる。ある
実施形態では、ユーザは、クロッピングメニューボタン７１４を使用して、クロッピング
オプションメニューを入力することができる。ユーザは、ユーザ機器デバイス上の、また
はユーザ機器デバイスと関連付けられたリモコン装置上のナビゲーションキーを使用して
、ハイライトボックス７１６をボタン７１０、７１２、および７１４上に移動させ、所望
のオプションを選択し得る。
【００５３】
　図８は、録画を予定された１つ以上の番組をクロッピングおよび／またはキャンセルす
るための、一式の選択肢をユーザに提供する、例示的な表示８００を示す。特に、ユーザ
は、Ｎｅｗｓ５１０（図５）をクロッピングするオプション８０２、Ｚｏｏｌａｎｄｅｒ
をキャンセルするオプション８０４、Ｌａｔｅ　Ｓｈｏｗ５０６（図５）をクロッピング
するオプション８０６、または、Ｎｅｗｓ５１０（図５）を録画しないオプション８０８
が提示される。ユーザに提示されるオプションはそれぞれ、予定の衝突を解決することが
できる。ユーザは、ナビゲーションキーを使用して、ハイライトボックス８１０を移動さ
せ、オプションを選択し得る。代替案として、ユーザは、キャンセルボタン８１２を選択
し、表示８００を終了させ得る。表示８００は、表示画面５００（図５）上の領域に重畳
され得る。
【００５４】
　図７および図８の実施例では、ユーザは、Ｎｅｗｓの開始前に、その録画の予定を試み
ている。しかしながら、ユーザが現在放送中の番組の録画を試みるときには、双方向メデ
ィアガイダンスアプリケーションは、図７および図８の代わりに、図９Ａおよび図９Ｂを
提供し得る。表示９００（図９Ａ）は、テキスト９０２を含み、それは、両チューナが現
在使用中であって、要求された録画は、テキスト９０４によって示される時間帯に実行さ
れると予測されることを、ユーザに警告する。ユーザは、Ｎｅｗｓ５１０（図５）の録画
をすぐに開始するオプション９０６、または、Ｌａｔｅ　Ｓｈｏｗ５０６（図５）が終了
するまで、録画の開始を待機するオプション９０８、または、Ｎｅｗｓ５１０（図５）の
録画を開始しないオプション９１０を、選択し得る。ユーザは、代替案として、キャンセ
ルボタン９１４を選択することによって、表示９００を終了させ得る。ユーザがオプショ
ン９０８を選択する場合には、Ｎｅｗｓ５１０（図５）の開始部分はクロッピングされ、
Ｌａｔｅ　Ｓｈｏｗ５０６（図５）が全体として録画され得る。
【００５５】
　ユーザがオプション９０６を選択する場合には、制御回路網３０４（図３）は、図９Ｂ
に示される表示９２０を生成する。表示９２０は、テキスト９２４によって特定される時
間帯に関する、オプション９０６のユーザの選択肢をテキスト９２２内に特定する。上述
のように、ユーザ機器デバイスは、２つの番組を同時に録画可能であり得る。そのような
場合、ユーザがＮｅｗｓ５１０（図５）の録画をすぐに開始することを所望する場合には
、Ｌａｔｅ　Ｓｈｏｗ５０６の終了部分がクロッピングされることになるか、またはＺｏ
ｏｌａｎｄｅｒ５１２（図５）がキャンセルされることになるかの、いずれかである。画
面９２０は、Ｌａｔｅ　Ｓｈｏｗ５０６（図５）をクロッピングするオプション９２６と
、Ｚｏｏｌａｎｄｅｒ５１２（図５）を停止するオプション９２８とを、ユーザに提示す
る。ある任意の実施形態では、Ｚｏｏｌａｎｄｅｒ５１２（図５）の開始部分がクロッピ
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ングされ得る。
【００５６】
　図１０Ａおよび図１０Ｂは、番組がクロッピングされた後の、表示画面５００（図５）
のグリッド部分を示す。特に、図１０Ａに示されるグリッド１０００では、Ｌａｔｅ　Ｓ
ｈｏｗ５０６（図５）が全体として録画されるていることが示され、その一方で、Ｎｅｗ
ｓ５１０は、開始部分１０１６の間でクロッピングされ、Ｌａｔｅ　Ｓｈｏｗの終了時に
始まる時間から録画されている。図１０Ｂに示されるグリッド１０２０では、Ｌａｔｅ　
Ｓｈｏｗの終了部分１０２２がクロッピングされ、Ｎｅｗｓは全体として録画されている
。ある代替の実施形態では、Ｚｏｏｌａｎｄｅｒの開始部分がクロッピングされ得、その
結果として、Ｌａｔｅ　ＳｈｏｗおよびＮｅｗｓの両方が全体として録画され得る。
【００５７】
　これまで論じられてきたように、ユーザは、１つ以上の予定された録画をクロッピング
および／またはキャンセルするオプションを有し得る。ある実施形態では、ユーザは、予
定の衝突を克服するために、クロッピングの範囲をより具体的に修正するオプションをさ
らに有し得る。図５に戻り、ユーザが録画のための番組を選択し、予定の衝突が識別され
るときには、ユーザは、予定の衝突が克服されるように、任意で手動で録画オプションを
修正することを許容され得る。図１１Ａ～図１１Ｃは、それぞれ、例示的な表示１１００
、１１２０、および１１３０を示し、これらは、予定の衝突を克服するために、とりわけ
番組の開始時間および終了時間を規定するために使用され得る。
【００５８】
　表示１１００、１１２０、および１１３０は、録画オプションと、オプションと関連付
けられた値とを含む。オプション１１０４および１１０６は、ユーザが、許容可能な開始
および終了クロッピング時間を設定できるようにする。すなわち、ユーザは、ユーザを促
してクロッピングの承認を受信する必要なしに、自動的にクロッピングされ得る時間量（
番組が重複し得る時間量）を指定し得る。これらのクロッピング時間は、録画バッファ時
間（図示せず）と混同されるべきではなく、この場合には、ユーザは、通常予定された開
始または終了時間から録画を延長する時間量を規定し得る。これらはまた、ユーザが録画
開始時間および終了時間を調節することができるオプション（同様に図示せず）と混同さ
れるべきではない。しかしながら、一部の実施形態では、そのようなオプションは、クロ
ッピング時間と連動して使用され得る。
【００５９】
　図１１Ａは、１回限りの録画のための例示的な表示１１００であり、ここでは、例えば
、ユーザは、録画の結末の１分がクロッピングされ得るように規定する。図１１Ｂは、シ
リーズ録画のための例示的な表示１１２０であり、ここでは、例えば、ユーザは、録画の
結末の７分がクロッピングされ得るように規定する。図１１Ｃは、１回限りの録画のため
の例示的な表示１１３２であり、ここでは、例えば、ユーザは、録画の冒頭の３分がクロ
ッピングされ得るように指定する。
【００６０】
　ある実施形態では、１つ以上の番組のクロッピングは、予定の衝突の原因となる重複が
存在するときにのみ必要とされる。しかしながら、少なくとも２つの番組が、そのそれぞ
れの放送時間のかなりの部分で重複する場合には、これらの番組のわずかな非重複部分の
みを録画しようとする試みは、システムリソースの無駄となり得る。そのような場合には
、制御回路網３０４（図３）は、クロッピング前に、この衝突を識別し、重複する範囲を
決定し得る。制御回路網３０４（図３）が、重複が閾値時間量（例えば、１０分）未満で
あると決定する場合には、１つ以上の番組がクロッピングされ得る。重複がそのような閾
値を超える場合には、制御回路網３０４（図３）は、一方または他方の番組の録画をキャ
ンセルし得る。一部の実施形態では、閾値は、双方向メディアガイダンスアプリケーショ
ンの中にプログラムされる。他の実施形態では、ユーザが、閾値を規定し得る。図１２は
、ユーザがそのような閾値を手動で設定できるようにする表示１２００を示す。表示１２
００は、ユーザが、最大重複時間１２０２を時間値１２０４に調節することを可能にする
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。ユーザは、ユーザ機器デバイス上のナビゲーションキーまたはユーザ機器デバイス用の
リモコン装置を使用し得る。ユーザは、任意で、キャンセルボタン１２０６を選択するこ
とによって、画面１２００を終了させ得る。
【００６１】
　すでに指摘したように、予定の衝突の場合には、制御回路網３０４（図３）は、自動的
に、どの（該当する場合）番組をクロッピングおよび／またはキャンセルするかを決定し
得る。ある実施形態では、そのような決定は、ユーザによって提供された番組に対する録
画優先度に基づいて行なわれる。録画優先度は、特定の番組の、他と比較されたときの重
要性の尺度を提供し得る。
【００６２】
　図１３Ａおよび図１３Ｂは、それぞれ、例示的な表示１３００および１３５０を示し、
これらは、ユーザが、Ｌａｔｅ　ＳｈｏｗおよびＮｅｗｓのための様々な録画オプション
を設定できるようにする。画面１３００および１３５０は、図１１Ａ～図１１Ｃの画面１
１００、１１２０、および１１３０に類似し得るが、しかし、　録画優先度１３０４ｂお
よび１３５４ｂを修正するオプションをさらに含む。さらに詳細には、画面１３００は、
テキスト１３０２に識別される番組のためのユーザ調節可能値１３０６ａ～１３０６ｄを
有する、録画オプション１３０４ａ～１３０４ｄを含む。ハイライト１３１０は、修正さ
れるオプションをハイライトするために使用され得る。同様に、画面１３５０は、テキス
ト１３５２に識別される番組のためのユーザ調節可能値１３５６ａ～１３５６を有する、
録画オプション１３５４ａ～１３５４ｄを含む。例示された実施形態では、Ｌａｔｅ　Ｓ
ｈｏｗの録画優先度は高と設定され、その一方で、Ｎｅｗｓの録画優先度は低と設定され
る。そのような設定は、制御回路網３０４（図３）が、クロッピングされる番組の選択肢
を事前に決定し、以前に図７に示されたように、それをユーザに提示できるようにする。
Ｎｅｗｓは、Ｌａｔｅ　Ｓｈｏｗよも低い優先度を有するために、制御回路網３０４（図
３）は、Ｌａｔｅ　Ｓｈｏｗ終了後にＮｅｗｓの録画が開始されるべきであると提案する
。
【００６３】
　番組の録画優先度はまた、録画されるべき（例えば、シリーズ録画と最も関連する）全
ての、または実質的に全ての番組（または、全シリーズ番組）をランク付けする、録画優
先度ランキングリストを参照することによって決定され得る。例えば、録画優先度ランキ
ングリストは、最高優先度を♯１として、以下のように示し得る。
１．Ｆｒｉｅｎｄｓ
２．Ｌａｔｅ　Ｓｈｏｗ
３．２４
４．ＢＢＣ　Ｎｅｗｓ
５．Ｔｈｅ　Ｓｉｍｐｓｏｎｓ
６．　Ｌｏｓｔ・・・
番組のランキングを含むそのようなランキングリストは、記憶装置３０８に格納され得る
。従って、上述のリストに基づいて、Ｌａｔｅ　Ｓｈｏｗは、ＢＢＣ　Ｎｅｗｓよりも高
い録画優先度を有し、ＢＢＣ　Ｎｅｗｓに優先する。したがって、Ｌａｔｅ　Ｓｈｏｗと
ＢＢＣ　Ｎｅｗｓとの間に予定の衝突が存在し、Ｌａｔｅ　Ｓｈｏｗの一部がＢＢＣ　Ｎ
ｅｗｓと重複するときには、制御回路網３０４は、記憶装置３０８から、またはユーザ入
力インターフェース３１０を介してユーザから、ランキングリストを取得し、ランキング
リストに基づいて、どちらの番組がより低い優先度を有するかを決定し得る。上述の実施
例では、ＢＢＣ　Ｎｅｗｓは、Ｌａｔｅ　Ｓｈｏｗと比較してより低い優先度を割り当て
られることになる。予定の衝突は、少なくとも重複期間のあいだ、より高い録画優先度を
有する番組（すなわち、Ｌａｔｅ　Ｓｈｏｗ）を録画することによって解決され得る。２
つを超える番組の録画優先度は、同様に、録画優先度ランキングリストに基づいて決定さ
れ、それに従って割り当てられ得る。そのような録画優先度ランキングリストが既に構成
されている場合には、重複衝突を有する番組のクロッピングは、任意のさらなるユーザ入
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力を使用することなく、録画優先度ランキングリストに基づいて自動的に行なわれ得る。
【００６４】
　録画された（クロッピングされた、または完全に録画された）番組は、記憶装置３０８
（図３）に格納され、ユーザによる後の視聴のために読み出され得る。図１４Ａは、ユー
ザの録画された番組の一覧を提供する表示１４００を示す。表示画面１４００は、一覧１
４０４と、情報領域１４０８と、ビデオ領域１４０２とを含む。一覧１４０４は、クロッ
ピングアイコン１４０６を含む録画された番組のそれぞれの一覧を示し、クロッピングア
イコン１４０６は、予定の衝突のためにクロッピングされた録画番組を示す。例示された
実施形態では、Ｎｅｗｓはクロッピングされており、したがって、一覧１４０４にクロッ
ピングアイコン１４０６を含む。情報領域１４０８は、一般的に、チャンネル識別子、番
組名、および番組情報を含む、録画に関するさらなる情報を提供する。番組がクロッピン
グされている場合には、情報領域１４０８はまた、番組のどの部分がクロッピングされた
のかを示し得る。Ｎｅｗｓの開始時間１４１０は太字で示され、クロッピングが生じたこ
と、および番組が録画された時を示すように、情報領域１４０８内で調節される。情報領
域はまた、クロッピングアイコン１４０６を含み、クロッピングされた番組を表し得る。
【００６５】
　ある実施形態では、制御回路網３０４（図３）は、ユーザに、クロッピングされていな
い番組のコピーを録画するように促し得る。例えば、表示画面１４００におけるユーザの
録画選択に応答して、制御回路網３０４（図３）は、図１４Ｂの表示１４４０を提示し得
る。表示１４４０は、テキスト１４４２を介して、Ｎｅｗｓがクロッピングされた録画で
あることをユーザに警告し、ユーザに、１４４８をハイライトし、かつスキャンボタン１
４４４を選択することによって、制御回路網３０４（図３）にＮｅｗｓの再放送を検索さ
せるかどうかを示すように促す。任意で、ユーザは、キャンセルボタン１４４６を選択す
ることによって、画面を閉じることを選び得る。スキャンオプション１４４４の選択に応
じて、制御回路網３０４（図３）は、記憶装置３０８（図３）に格納されたガイダンスデ
ータを検索し、図１４Ｃに示される表示１４８０をユーザに提示する。画面１４８０は、
様々な時間におけるＮｅｗｓの再放送１４８６の一覧１４８２を含む。ユーザは、ハイラ
イトボックス１４８８を使用して、Ｎｅｗｓの再放送のうちの１つを選択し、所望の時間
の録画を予定し得る。
【００６６】
　図１５～図１９は、重複または衝突する録画を管理する際に含まれるステップの、例示
的なプロセスの流れ図である。特に、図１５は、録画要求の受信（ステップ１５０２）で
始まる、番組をクロッピングするためのプロセス１５００を示す。ユーザは、ユーザ機器
デバイスまたはリモコン装置上のナビゲーションキーを使用し、次いで、デバイスまたは
リモコン装置上の録画ボタンを押すことによって、表示画面１００あるいは５００上の番
組を選択することによって録画要求を提供し得る。ナビゲーションキーおよび録画ボタン
は、一般的には、ユーザから制御回路網３０４（図３）に要求を伝送するユーザ入力イン
ターフェース３１０（図３）の一部である。制御回路網３０４（図３）は、録画要求を受
信し、それは、Ｎｅｗｓ５１０のような特定の番組を録画するための要求であり得る。制
御回路網３０４（図３）は、要求された番組が任意の他の番組と重複するかどうかを決定
する（ステップ１５０４）。ハードディスクのような記憶装置／メモリ３０８（図３）が
、メディアガイダンスデータソース４１８（図４）から取得され得る、放送番組の一覧を
保存し得る。メモリ３０８（図３）は、録画のために既に予定されている番組に関する情
報をさらに有し得る。制御回路網３０４（図３）は、要求された録画の放送時間と、録画
のために既に予定された他の番組の放送時間とを比較し、任意の重複部分が存在するかど
うかを決定する。重複が存在しない場合には、プロセス１５００は終了し（ステップ１５
１２）、要求された番組が、録画を予定される。
【００６７】
　重複する場合には、制御回路網３０４（図３）は、１つ以上のクロッピング条件が充足
されているかどうかを決定する（ステップ１５０６）。ある実施形態では、クロッピング
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条件は、とりわけ、重複時間を含む。そのような実施形態では、重複時間がある閾値未満
である場合には、クロッピング条件が充足されていると考えられ、より低い録画優先度を
有する番組がクロッピングされる（ステップ１５１０）。クロッピング条件は、双方向ガ
イダンスアプリケーション内に表示１２００（図１２）を使用してユーザによって設定さ
れ得る。しかしながら、重複時間が閾値を超える場合には、クロッピング条件は充足され
ておらず、未解決の衝突が存在する（ステップ１５０８）。未解決の衝突は、重複衝突が
制御回路網３０４（図３）によって識別されるために生じる。しかしながら、クロッピン
グ条件が充足されていないために、重複衝突は解決されていない。
【００６８】
　図１６は、クロッピング条件を充足していない重複衝突から生じる、上述の未解決の衝
突を解決するためのプロセス１６００を示す。一般的には、そのような未解決の衝突は、
２つ以上の番組が、その放送時間のうちの実質的に大きな部分である重複を有するときに
生じる。制御回路網３０４（図３）は、ユーザにより手動で、または制御回路網３０４（
図３）により自動的に、衝突を解決するオプションをユーザに提供し得る（ステップ１６
０２）。ユーザが衝突の自動的な解決を選択する場合には、制御回路網３０４（図３）は
、どちらの番組がより低い優先度を有するかを決定し、その番組の録画をキャンセルする
（ステップ１６１６）。番組の録画優先度は、図１３Ａと図１３Ｂとに示される、録画オ
プション表示１３００および１３５０を使用して設定され得る。
【００６９】
　ユーザが手動で衝突を解決することを選択する場合には、ユーザは、１つ以上の番組を
クロッピングまたはキャンセルすることのオプションを提供される（ステップ１６０４）
。ユーザが録画のキャンセルを選択する場合には、処理回路網は、より低い録画優先度を
有する番組の録画をキャンセルする。代わりに、ユーザが録画のクロッピングを選択する
場合には、制御回路網３０４（図３）は、より低い録画優先度を有する番組をクロッピン
グする。
【００７０】
　ある実施形態では、クロッピング条件が、重複時間に対する最大閾値であり得、重複が
この閾値を少しだけ超えるために、クロッピング条件が充足されないことがあり得る。ユ
ーザは、これを認識することができ、低優先度録画を完全にキャンセルする代わりに、そ
れを単にクロッピングし得る。ユーザはまた、クロッピング条件を変更する（例えば、重
複に対する最大閾値を変更する）オプションを与えられ得る（ステップ１６０８）。ユー
ザは、重複時間のようなクロッピング条件を変更し、重複に対する最大閾値を上げ、将来
の録画においてクロッピング条件がより頻繁に充足され得る機会を増加させ得る。
【００７１】
　図１７Ａは、より具体的に、録画を予定された重複番組から生じる、予定の衝突を管理
するためのプロセス１７００を示す。プロセス１７００は、制御回路網３０４（図３）が
録画要求を受信するときに始まる（ステップ１７０２）。録画要求は、ユーザ入力インタ
ーフェース３１０を介してユーザから受信され、または制御回路網３０４（図３）から内
部的に受信され得、ユーザの視聴習慣のある様相に基づいて、制御回路網３０６は、録画
のための番組を提案し得る。制御回路網３０４（図３）は、録画されるべく要求された番
組が、既に録画を予定された別の番組と重複するかどうかを決定する（ステップ１７０４
）。既に指摘したとおり、制御回路網３０４（図３）は、記憶装置３０８と相互作用し、
格納された番組の予定および時間情報と比較し、そのような重複が存在するかどうかを決
定する。制御回路網３０４（図３）が、重複は存在しないと決定する場合には、プロセス
１７００は終了し（ステップ１７０６）、番組が録画され得る。
【００７２】
　しかしながら、制御回路網３０４（図３）が重複を識別する場合には、それは、２つの
番組の重複時間が１０分の最大重複時間未満であるかどうかを決定する。最大重複時間は
、図１２に示される表示１２００を介して、ユーザによってカスタマイズされ得る。重複
が最大重複時間を超える場合には、未解決の衝突が生じ、それは、図１６に示されるプロ
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セス１６００を使用して解決されなければならない。
【００７３】
　重複時間が１０分の最大重複時間未満である場合には、記憶装置３０８（図３）と連動
する制御回路網３０４（図３）を含む制御回路網は、開始セグメントの間に重複を有する
番組の録画優先度を、低く設定する（ステップ１７１０）。制御回路網３０４（図３）は
、終了セグメントの間に重複を有する番組の録画優先度を、高く設定する（ステップ１７
１２）。加えて、かつ任意で、ユーザは、図１３Ａと図１３Ｂとに示される録画オプショ
ン画面１３００および１３５０を使用して、重複番組のそれぞれの録画優先度を修正する
ことができる。録画を予定される重複番組が、録画優先度を割り当てられると、制御回路
網３０４（図３）は、これらの優先度に基づいて番組の録画を開始する（ステップ１７１
４）。
【００７４】
　特に、図１７Ｂのプロセス１７５０に示されるように、制御回路網は、通信経路３０２
（図３）を介してメディアコンテンツソース４１６から取得された、録画を予定された、
低優先度の番組の開始を検出する（ステップ１７１６）。制御回路網３０４（図３）は、
開始時刻に番組の録画に利用可能な任意のチューナが存在するかどうかを確認する（ステ
ップ１７１８）。少なくとも１つの利用可能なチューナが存在する場合には、制御回路網
３０４（図３）は、チューナを番組が放送されるチャンネルに同調させ、レコーダ３０８
に、番組の録画を最初から開始させる（ステップ１７２６）。
【００７５】
　しかしながら、番組の開始時に利用可能なチューナが存在しない場合（すなわち、チュ
ーナが現在使用中であって、他のより高い優先度の番組を録画するための他のチャンネル
に同調されている場合）には、制御回路網３０４（図３）は、より高い優先度の録画のう
ちの１つが完了しているかどうかを決定する（ステップ１７２０）。高優先度の録画が未
だ終了していない場合には、制御回路網３０４（図３）は、この番組を終了するまで許容
し、終了のより近くで再度確認する（ステップ１７２０および１７２４）。
【００７６】
　高優先度の番組が終了すると、制御回路網３０４（図３）は、チューナを低優先度の番
組に同調させ、レコーダに低優先度の番組の録画を開始させる（ステップ１７２２）。制
御回路網３０４（図３）は、高優先度の番組が終了するまで待機して、低優先度の番組の
録画を開始するために、低優先度の番組の開始セグメントの一部は、予定の衝突を克服す
るためにクロッピングされ得る。
【００７７】
　すでに指摘したように、クロッピングされた番組を含む録画番組は、後の視聴のために
、メモリ／記憶装置３０８（図３）に格納される。クロッピングされた録画のクロッピン
グ部分の視聴を所望するユーザは、番組全体として、または少なくともクロッピングされ
た部分を再録画することを選択し得る。図１８は、クロッピングされた番組の少なくとも
一部を再録画するためのプロセス１８００を示す。ユーザは、図１４Ａに示される表示画
面１４００（図１４）に類似の、録画番組表示を提供され得る（ステップ１８０２）。表
示画面１４００（図１４）は、以前に録画された番組のそれぞれの場所に関して、レコー
ダおよびメモリ３０８（図３）に最初に問い合わせを行なうことによって、制御回路網３
０４（図３）によって生成され得る。制御回路網３０４（図３）は、そのような番組の一
覧を生成し、録画の１つ以上の属性に基づいて、番組がクロッピングされたかどうかを決
定する。制御回路網３０４（図３）は、表示画面１４００（図１４）のクロッピングアイ
コン１４０６（図１４）に類似するクロッピングアイコンによって、クロッピングされた
番組にフラグ付けをする（ステップ１８０４）。
【００７８】
　表示画面１４００（図１４）を使用して、ユーザは、録画された番組一覧をブラウジン
グし、視聴または再録画する番組を選択し得る。ユーザがクロッピングされていない番組
を選択する場合には、ユーザは、番組を視聴することができ得る。しかしながら、ユーザ
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がクロッピングされた番組を選択する場合には、ユーザは、クロッピングされた番組を視
聴するか、または、少なくともクロッピングされた部分が再録画され得るように、クロッ
ピングされた番組の再放送を検索することができ得る。
【００７９】
　ユーザが、Ｎｅｗｓのようなクロッピングされた番組を画面１４００（図１４）上で選
択する場合には、制御回路網３０４（図３）は、この要求を受信し（ステップ１８０６）
、ユーザにクロッピングされた番組を再生させるか、または番組の再放送をスキャンさせ
る（例えば、画面１４４０、図１４Ｂ）かの、ダイアログ画面を表示する（ステップ１８
０８）。ユーザがクロッピングされた番組の再生を選択する場合には、制御回路網３０４
（図３）は、記憶装置３０８から番組を取得し、表示３１２（図３）上で再生する（ステ
ップ１８２２）。
【００８０】
　ユーザが番組の再放送のスキャンを選択する場合には、制御回路網３０４（図３）は、
番組の今後の再放送の予定に関して、メディアガイダンスデータソース４１８（図４）に
問い合わせを行なう。そのような一覧をメディアガイダンスソース４１８（図４）から受
信すると、処理回路網は、表示１４８０（図１４）に類似する表示画面を生成し、番組の
今後の再放送をリストアップする（ステップ１８１０）。ユーザは、別の時間および／ま
たは別の日に放送され得る番組の再放送バージョンを選択し得る（例えば、図１４Ｃ、１
４８６を繰り返す）。制御回路網３０４（図３）は、再放送のユーザ選択を受信し（ステ
ップ１８１２）、録画の予定を試みる。次いで、ユーザは、番組を全体として録画するか
、または以前にクロッピングされた部分のみを再録画するかを選択することができる。ユ
ーザが番組全体の再録画を選択する場合には、処理回路網は、任意のさらなる重複衝突の
確認を保留して、そのような録画を予定する（ステップ１８２０）。任意の新しい重複衝
突は、本明細書において記載されたプロセスと同様に処理され得る。ユーザは、衝突が存
在しないときにのみ、再放送全体を録画するオプションを有し得る。ユーザはまた、元の
クロッピングされた録画とは異なる、再放送の録画優先度を設定するオプションを有し得
る。例えば、Ｎｅｗｓが低い録画優先度に設定されていた場合（画面１３５、図１３Ｂ）
に、Ｎｅｗｓの再放送（一覧１４８６、図１４Ｃ）は、高優先度に設定され得、番組が完
全に録画されることを保証し得る。
【００８１】
　ある実施形態では、ユーザは、クロッピングされた番組のクロッピングされた部分を単
に録画することを選択し得る。実施例として、ユーザは、Ｌａｔｅ　Ｓｈｏｗ５０６（図
５）の終了セグメントと重複したＮｅｗｓ５１０（図５）の開始セグメントのみを録画す
ることを所望し得る。そのような実施形態では、制御回路網３０４（図３）は、番組の開
始および終了時間と、クロッピングされた録画の開始および終了時間とを比較して、番組
のどの部分がクロッピングされたかを決定し得る。制御回路網３０４（図３）は、レコー
ダ３０８に、以前の録画がクロッピングされた時間のあいだの番組の再放送を録画するよ
うに指示する（ステップ１８１６）。ある実施形態では、制御回路網３０４（図３）は、
番組の再録画されたクロッピング部分と、以前にクロッピングされた録画とを組み合わせ
て、ユーザに番組の完全なバージョンを提供し得る（例えば、番組の「縫合」）。
【００８２】
　すでに指摘したように、ユーザ機器デバイスは、およそ２つの番組が同時に録画され得
る２つのチューナを有するように構成され得る。図１９は、複数の重複録画を管理するた
めのプロセス１９００を示す。特に、プロセス１９００は、３つの重複番組の間の予定の
衝突を管理する。プロセスは、処理回路網がユーザから、または制御回路網３０４（図３
）内部のエージェントから、第１の番組を録画するための要求を受信すると、始まる（ス
テップ１９０２）。制御回路網３０４（図３）は、第１の番組が第２および第３の番組と
重複するかどうかを決定する（ステップ１９０４）。すでに指摘したように、処理回路網
は、メディアガイダンスデータソース４１８（図４）からメディア情報を取得し、記憶装
置３０８（図３）内に格納された情報に基づいて、第１の番組が他の番組と重複するかど
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うかを決定する。第１の番組が第２および第３の番組と重複しないと決定される場合には
、制御回路網３０４（図３）は、第１の番組の録画を予定する（ステップ１９１８）。
【００８３】
　ある実施形態では、制御回路網３０４（図３）が、第１の番組が第２および第３の番組
と重複すると決定する場合には、制御回路網３０４（図３）は、重複時間を決定すること
を試みる（ステップ１９０６）。重複時間が、約１０分の最大重複時間を超える場合には
、第１の番組が、録画を予定され得る。
【００８４】
　代替案として、重複時間が１０分未満である場合には、制御回路網３０４（図３）は、
３つの番組のそれぞれの録画優先度を決定する。ある実施形態では、第１の番組が最も低
い録画優先度を有すると決定される場合（ステップ１９０８）には、第１の番組の重複部
分は、クロッピングされ、第２および第３の番組を録画させ得る（ステップ１９１０）。
しかしながら、第１の番組は、第２および第３の番組のうちの少なくとも１つが終了した
ときよりも後の時間に、録画され得る。
【００８５】
　代わりに、第２の番組が、制御回路網３０４（図３）によって、最も低い優先度（ステ
ップ１９１２）を有すると決定される場合には、第２の番組は、重複部分のあいだでクロ
ッピングされ（ステップ１９１４）、第１および第３の番組を完全に録画させ得る。第３
の番組が最も低い優先度を有する場合には、第３の番組はクロッピングされ、第１および
第２の番組を完全に録画させ得る（ステップ１９１６）。
【００８６】
　上述のように、本方法のステップが実行される順番は、本質的に単なる例示的なもので
ある。実際に、ステップは、本開示によって別途指示されない限り、任意の順番または並
行して実行され得る。本発明は、その精神および本質的な特徴から逸脱することなく、他
の特定の形態で具現化され得る。したがって、上述の実施形態はそれぞれ、本発明を限定
するものではなく、あらゆる面において例示として捉えられるべきである。
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