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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送ソースから番組がアクセス可能であることを決定する方法であって、前記方法は、
制御回路によって実行され、前記方法は、
　前記制御回路が、放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースからアクセス可
能な複数の番組に関連付けられた複数の番組項目の表示を生成することと、
　前記制御回路が、前記生成された表示内の前記複数の番組項目のうちの第１の番組項目
のユーザ選択を受信することと、
　前記制御回路が、前記放送ソースに対応する情報に基づいて、前記放送ソースから前記
第１の番組項目に関連付けられた番組がアクセス可能であることを決定することと、
　前記制御回路が、前記放送ソースから前記番組がアクセス可能であることを示すインジ
ケーションが表示されるようにすることと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースは、インターネットソースを
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースは、ビデオストアを含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項４】
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　前記インジケーションは、前記放送ソースからアクセス可能な前記番組の発生を識別す
る情報を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記インジケーションのユーザ選択に応答して、前記放送ソースからアクセス可能な前
記番組の発生を記録する制御回路をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記放送ソースに対応する前記情報は、前記放送ソースから受信される、請求項１に記
載の方法。
【請求項７】
　前記放送ソースに対応する前記情報は、前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送
するソースから受信される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースから番組がアクセス可能であるこ
とを決定する方法であって、前記方法は、制御回路によって実行され、前記方法は、
　前記制御回路が、放送ソースからアクセス可能な複数の番組に関連付けられた複数の放
送番組項目の表示を生成することと、
　前記制御回路が、前記生成された表示内の前記複数の放送番組項目のうちの第１の放送
番組項目のユーザ選択を受信することと、
　前記制御回路が、前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースに対応する
情報に基づいて、前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースから前記第１
の放送番組項目に関連付けられた番組がアクセス可能であることを決定することと、
　前記制御回路が、前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースから前記番
組がアクセス可能であることを示すインジケーションが表示されるようにすることと
　を含む、方法。
【請求項９】
　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースは、インターネットソースを
含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースは、ビデオストアを含む、請
求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記インジケーションは、前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースか
らアクセス可能な前記番組の発生を識別する情報を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記インジケーションのユーザ選択に応答して、前記放送以外のスキームを用いてビデ
オを伝送するソースから前記番組をダウンロードする制御回路をさらに含む、請求項８に
記載の方法。
【請求項１３】
　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースに対応する前記情報は、前記
放送ソースから受信される、請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースに対応する前記情報は、前記
放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースから受信される、請求項８に記載の
方法。
【請求項１５】
　放送ソースから番組がアクセス可能であることを決定するシステムであって、
　前記システムは、制御回路を含み、
　前記制御回路は、
　　放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースからアクセス可能な複数の番組
に関連付けられた複数の番組項目の表示を生成することと、
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　　前記生成された表示内の前記複数の番組項目のうちの第１の番組項目のユーザ選択を
受信することと、
　　前記放送ソースに対応する情報に基づいて、前記放送ソースから前記第１の番組項目
に関連付けられた番組がアクセス可能であることを決定することと、
　　前記放送ソースから前記番組がアクセス可能であることを示すインジケーションが表
示されるようにすることと
　を行うように構成されている、システム。
【請求項１６】
　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースは、インターネットソースを
含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースは、ビデオベンダーソースを
含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記インジケーションは、前記放送ソースからアクセス可能な前記番組の発生を識別す
る情報を含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記制御回路は、
　前記インジケーションのユーザ選択に応答して、前記放送ソースからアクセス可能な前
記番組の発生を記録すること
　を行うようにさらに構成されている、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記放送ソースに対応する前記情報は、前記放送ソースから受信される、請求項１５に
記載のシステム。
【請求項２１】
　前記放送ソースに対応する前記情報は、前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送
するソースから受信される、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２２】
　放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースから番組がアクセス可能であるこ
とを決定するシステムであって、前記システムは、制御回路を含み、
　前記制御回路は、
　　放送ソースからアクセス可能な複数の番組に関連付けられた複数の放送番組項目の表
示を生成することと、
　　前記生成された表示内の前記複数の放送番組項目のうちの第１の放送番組項目のユー
ザ選択を受信することと、
　　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースに対応する情報に基づいて
、前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースから前記第１の放送番組項目
に関連付けられた番組がアクセス可能であることを決定することと、
　　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースから前記番組がアクセス可
能であることを示すインジケーションが表示されるようにすることと
　を行うように構成されている、システム。
【請求項２３】
　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースは、インターネットソースを
含む、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースは、ビデオベンダーソースを
含む、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記インジケーションは、前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースか
らアクセス可能な前記番組の発生を識別する情報を含む、請求項２２に記載のシステム。
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【請求項２６】
　前記制御回路は、
　前記インジケーションのユーザ選択に応答して、前記放送以外のスキームを用いてビデ
オを伝送するソースから前記番組をダウンロードすること
　を行うようにさらに構成されている、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースに対応する前記情報は、前記
放送ソースから受信される、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースに対応する前記情報は、前記
放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースから受信される、請求項２２に記載
のシステム。
【請求項２９】
　放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースから番組がアクセス可能であるこ
とを決定する方法であって、前記方法は、制御回路によって実行され、前記方法は、
　前記制御回路が、複数の番組識別子の表示を生成することであって、前記複数の番組識
別子は、複数の番組と１対１に対応しており、前記生成された表示内の前記複数の番組識
別子は、
　　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースからアクセス可能な番組に
対応する番組識別子と、
　　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースとは異なるソースからアク
セス可能な番組に対応する番組識別子と
　を含む、ことと、
　前記制御回路が、前記生成された表示内の前記複数の番組識別子のうちの１つのユーザ
選択を受信することであって、前記選択された１つの番組識別子は、前記複数の番組のう
ちの第１のものに対応する、ことと、
　前記制御回路が、前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースおよび前記
異なるソースに関連付けられた情報に基づいて、前記放送以外のスキームを用いてビデオ
を伝送するソースから前記第１の番組がアクセス可能であり、かつ、前記異なるソースか
ら前記第１の番組がアクセス可能であることを決定することと、
　前記制御回路が、前記ユーザ選択を受信したことに応答して、複数のインジケーション
の表示を生成することであって、前記複数のインジケーションは、前記放送以外のスキー
ムを用いてビデオを伝送するソースから前記第１の番組がアクセス可能であることを示す
インジケーションと、前記異なるソースから前記第１の番組がアクセス可能であることを
示すインジケーションとを含む、ことと
　を含む、方法。
【請求項３０】
　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースは、インターネットソースを
含む、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記制御回路が、前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースから前記第
１の番組がアクセス可能であることを示す前記表示されたインジケーションのユーザ選択
に応答して、前記インターネットソースから前記第１の番組をダウンロードすることをさ
らに含む、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記異なるソースは、放送ソースである、請求項２９に記載の方法。
【請求項３３】
　前記異なるソースは、放送以外のスキームを用いてビデオを伝送する第２のソースであ
る、請求項２９に記載の方法。
【請求項３４】
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　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースは、インターネットソースを
含み、前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送する第２のソースは、ビデオベンダ
ーソースを含む、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースから前記第１の番組がアクセ
ス可能であることを示す前記インジケーションは、前記放送以外のスキームを用いてビデ
オを伝送するソースからアクセス可能な前記第１の番組の発生を識別する情報を含み、
　前記異なるソースから前記第１の番組がアクセス可能であることを示す前記インジケー
ションは、前記異なるソースからアクセス可能な前記第１の番組の発生を識別する情報を
含む、請求項２９に記載の方法。
【請求項３６】
　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースから、前記放送以外のスキー
ムを用いてビデオを伝送するソースおよび前記異なるソースに関連付けられた前記情報を
受信することをさらに含む、請求項２９に記載の方法。
【請求項３７】
　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースから、前記放送以外のスキー
ムを用いてビデオを伝送するソースに関連付けられた情報を受信することと、
　前記異なるソースから、前記異なるソースに関連付けられた情報を受信することと
　をさらに含む、請求項２９に記載の方法。
【請求項３８】
　前記複数の番組識別子の前記表示を生成することは、
　　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースから第２の番組の第１の発
生がアクセス可能であることを決定することと、
　　前記異なるソースから前記第２の番組の第２の発生がアクセス可能であることを決定
することと、
　　前記第２の番組に対応する単一の番組識別子が表示されるようにすることと
　を含む、請求項２９に記載の方法。
【請求項３９】
　放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースから番組がアクセス可能であるこ
とを決定するシステムであって、前記システムは、制御回路を含み、
　前記制御回路は、
　　複数の番組識別子の表示を生成することであって、前記複数の番組識別子は、複数の
番組と１対１に対応しており、前記生成された表示内の前記複数の番組識別子は、
　　　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースからアクセス可能な番組
に対応する番組識別子と、
　　　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースとは異なるソースからア
クセス可能な番組に対応する番組識別子と
　　を含む、ことと、
　　前記生成された表示内の前記複数の番組識別子のうちの１つのユーザ選択を受信する
ことであって、前記選択された１つの番組識別子は、前記複数の番組のうちの第１のもの
に対応する、ことと、
　　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースおよび前記異なるソースに
関連付けられた情報に基づいて、前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソー
スから前記第１の番組がアクセス可能であり、かつ、前記異なるソースから前記第１の番
組がアクセス可能であることを決定することと、
　　前記ユーザ選択を受信したことに応答して、複数のインジケーションの表示を生成す
ることであって、前記複数のインジケーションは、前記放送以外のスキームを用いてビデ
オを伝送するソースから前記第１の番組がアクセス可能であることを示すインジケーショ
ンと、前記異なるソースから前記第１の番組がアクセス可能であることを示すインジケー
ションとを含む、ことと
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　を行うように構成されている、システム。
【請求項４０】
　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースは、インターネットソースを
含む、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４１】
　前記制御回路は、
　　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースから前記第１の番組がアク
セス可能であることを示す前記インジケーションのユーザ選択に応答して、前記インター
ネットソースから前記第１の番組を受信すること
　を行うようにさらに構成されている、請求項４０に記載のシステム。
【請求項４２】
　前記異なるソースは、放送ソースである、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４３】
　前記異なるソースは、放送以外のスキームを用いてビデオを伝送する第２のソースであ
る、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４４】
　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースは、インターネットソースを
含み、前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送する第２のソースは、ビデオベンダ
ーソースを含む、請求項４３に記載のシステム。
【請求項４５】
　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースから前記第１の番組がアクセ
ス可能であることを示す前記インジケーションは、前記放送以外のスキームを用いてビデ
オを伝送するソースからアクセス可能な前記第１の番組の発生を識別する情報を含み、
　前記異なるソースから前記第１の番組がアクセス可能であることを示す前記インジケー
ションは、前記異なるソースからアクセス可能な前記第１の番組の発生を識別する情報を
含む、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４６】
　前記制御回路は、
　　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースから、前記放送以外のスキ
ームを用いてビデオを伝送するソースおよび前記異なるソースに関連付けられた前記情報
を受信すること
　を行うようにさらに構成されている、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４７】
　前記制御回路は、
　　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースから、前記放送以外のスキ
ームを用いてビデオを伝送するソースに関連付けられた情報を受信することと、
　　前記異なるソースから、前記異なるソースに関連付けられた情報を受信することと
　を行うようにさらに構成されている、請求項３９に記載のシステム。
【請求項４８】
　前記制御回路は、
　　前記放送以外のスキームを用いてビデオを伝送するソースから第２の番組の第１の発
生がアクセス可能であることを決定することと、
　　前記異なるソースから前記第２の番組の第２の発生がアクセス可能であることを決定
することと、
　　前記第２の番組に対応する単一の番組識別子が表示されるようにすることと
　を行うようにさらに構成されていることにより、前記複数の番組識別子の前記表示を生
成するように構成されている、請求項３９に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、テレビ予約システム及びその操作方法の分野に関する。より特定的に言うと
、１つの実施形態において、本発明は、テレビガイドシステム内で特定の番組がいつ放送
されているかを識別するための方法及び装置を提供する。
【背景技術】
【０００２】
　ビデオエンターテイメントが増々洗練されたものとなるにつれて、消費者には、ビデオ
エンターテイメントのさらに幅広いオプションが提供されている。従来の放送テレビ番組
に加えて、テレビ視聴者は今や、例えばケーブルテレビ編成番組、デジタル衛星編成番組
、ケーブルステレオ放送及び従来の衛星編成番組にアクセスすることができる。その上、
消費者が利用可能なさまざまな伝送媒体の内部でも、番組の数及び多様性は、劇的に増大
している。
【０００３】
　より幅広い選択肢を通して消費者に恩恵を与えているものの、消費者に利用可能な編成
番組アレイは、同様に或る種のジレンマも提示していた。特に、消費者が利用できる番組
の数が多くなるにつれて、どの番組を見るべきかの選択過程が増々わずらわしいものとな
った。例えば、消費者は、１００を大幅に上回るケーブルテレビチャンネルにアクセスす
ることができる。特定の消費者が、ケーブル編成番組だけでなくその他の編成番組（例え
ばデジタル衛星サービス）にもアクセスできるならば、番組を選択する過程は威圧的なも
のとなっていることだろう。
【０００４】
　従って、消費者のテレビ画面上に表示するための新しい改良型の番組ガイド情報提供方
法が開発されてきた。特記すべきものとして、スターサイト（StarSightTM）オンスクリ
ーンガイドシステムは、オンスクリーンガイドシステムの分野では先駆的なものであるこ
とが立証されている。スターサイトシステムはテレビ視聴のみならず、テーマ検索、ＶＣ
Ｒプログラミング、詳細な番組情報、及びその他の機能性といった能力をも提供する。
【０００５】
　最近では、このようなシステム内で付加的な機能性も提案されている。全ての目的のた
めこの出願に参考文献として含まれる米国特許出願第０８/４２３，４１１号を参照のこ
と。このような１つのシステムにおいては、例えば衛星ソース及びケーブルソースといっ
たような異種のソースからのガイド情報が組合わされて統一ガイドを形成する。本発明に
従ったシステムは、例えばこのようなソースからの冗長な情報を削除し、その他の機能性
を提供することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　スターサイトガイドシステムを介して長足の進歩がなし遂げられ、実際、このようなガ
イドシステムは、テレビ産業において広く受け入れられている。しかしながらこのような
システムの複雑性が増すにつれて、さらなる機能性が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によって改良型テレビガイドシステムが提供される。本発明の一実施形態に従う
と、単一の番組が複数回にわたり出現するのを、ユーザーのために識別することができる
。例えば、今日の数多くのデジタル衛星システムにおいては、特定の映画が、開始時刻を
ずらして多数のチャンネル上で放映されることになる。本発明のガイドシステムは、ユー
ザーが特定の番組を識別しその後、その識別された特定の番組がいつ再放送されるかを識
別できるようにする。従ってユーザーは、視聴又は録画のためより容易に番組を選択する
ことができる。
【０００８】
　従って、１つの実施形態においては、本発明は、予約ガイド情報をガイドシステム内に
入力する段階；予約ガイド情報内の特定の番組を識別するためユーザー入力を受理する段
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階；及び特定の番組が放送されるその他の時刻をユーザーのために識別する段階を含む、
視聴者のためのテレビガイド情報の生成方法を提供する。
【０００９】
　本発明の内容及び利点は、明細書の以下の部分及び添付図面を参照することによってさ
らに理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に従ったテレビシステムを例示する全体的ダイアグ
ラムである。
【図２】図２は、本発明の一実施形態に従って使用される標準的グリッドガイドである。
【図３】図３は、「when-else」機能が利用された時にユーザーに提供される表示である
。
【図４】図４は、本発明のオペレーションを例示する全体的流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明は、単数又は複数のソースから得ることのできるテレビ予約ガイド情報を利用す
る。これらのソースには、入力ケーブルライン（例えば同軸ケーブル）、衛星放送、専用
電話回線（例えばよじり２線式）及びコンピュータ又はモデムラインといった信号を伝送
することのできるその他のいずれかの媒体が含まれる可能性がある。本発明は、衛星シス
テムといったテレビ信号の単一ソースのみを伴うシステムにおいて広く用いられることに
なると思われるが、ここでは主として、（１）ケーブルと衛星パラボラアンテナ又は（２
）２つの異なる衛星又は（３）ローカルケーブルとデジタル放送ソース（ＤＢＳｓ）又は
（４）従来のアンテナと衛星パラボラアンテナ例えばＤＢＳソース又は（５）上述のソー
スのうちの１つとインターネット又はその他のコンピュータソースといったような少なく
とも２つの別々のソースから放送が受信されるシステムに関連して例示される。多重ソー
ス予約情報は、本出願に参考文献として内含されている米国特許第０８/４２３，４１０
号の中でさらに詳しく記述されているように、組織立った形で検索されユーザーに表示さ
れる。
【００１２】
　ユーザーが表示されたガイド内の番組を選択した時点で、システムはその番号又はチャ
ンネルに結びつけられたソース識別子を読取る。好ましい実施形態においては、このとき
システムは、テレビ（ＲＦ又はビデオ）に対する入力をソース装置へと切換える自動切換
え／同調プロセスを実施する。ソース装置の例としては、ＤＢＳ、ケーブルボックス、テ
レビチューナ、インターネットアクセスなどが含まれている。次にシステムは、希望する
番組のための必要とされるチャンネルに同調を行なう。さらに、ソース識別子は、無人Ｖ
ＣＲプログラミングを希望する場合にさまざまな装置の間で自動的に切換えを行なうのに
利用することができる。その上、番組情報が多数の衛星ソースから受理され望ましいチャ
ンネルが選択された時点で、本発明は、一実施形態において、顧客の衛星パラボラアンテ
ナを移動させて、顧客が付随するソースから望ましい番組を受信できるようにすることが
できる。このとき、本発明は正しいチャンネルに対する同調を行なう。
【００１３】
　組合わされたテレビガイドを作成するにあたっては、多数のソース上で利用可能なチャ
ンネルを識別しそのソースを識別するチャンネルマップが生成される。例えば、ＤＢＳ/
ローカルチャンネルを実行する場合、チャンネルマップは、ローカルケーブルとＤＢＳチ
ャンネルの両方が組合された状態で作成される。ローカルチャンネル及びＤＢＳチャンネ
ルは、ソース識別子でタグ付けされる。この組合されたガイド情報は、システムによって
、たとえ同じ番組のもう１つの放映例と同じソースからのものでなくても１つの特定の番
組がいつ放映される予定かを識別するために使用される。
【００１４】
　ユーザー／消費者がガイドからＤＢＳ以外のチャンネルを選択した時点で、衛星のため
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の統合受信器復号器ユニット（ＩＲＤボックス）は、ローカルケーブルを例えば受信器に
結合するようＩＲＤを切換える。次にシステムはテレビチューナ又はその他の同調装置を
必要とされるチンャネルに同調させる。ＤＢＳチャンネルが後に選択されたならば、シス
テムは、衛星受信器／復号器を受信器に結合させるべくＩＲＤを切換える。次にシステム
はＤＢＳチューナを選択されたＤＢＳチャンネルに同調する。例えばケーブル及びアンテ
ナ入力の場合、システムは適正なビデオ入力に切換え、次に、選択されたソースを受信す
るために必要とされるチャンネルにテレビチューナを同調する。かくして多重ソーステレ
ビ予約ガイド情報に対する自動的アクセスが提供される。
【００１５】
　本発明はここでは主として、ユーザーの場所で組合せ型ガイドが形成されるようなシス
テムに関して例示されているが、これは単に例示を目的としているにすぎず、ケーブルヘ
ッドエンドといった遠隔の場所で組合せ型ガイドを形成することも可能であるということ
がわかるだろう。
【００１６】
　図１は、テレビ１２及び／又はＶＣＲ１３に直接又は間接的に接続された多数のソース
を伴う多重ソーステレビ予約ガイドシステム１０の一例を、簡略化された形で例示してい
る。図１の実施形態においては、多重ソーステレビ番組及びテレビ予約ガイドシステム１
０は、コーディネータ１４の制御下で作動する。テレビ１２及びＶＣＲ１３には、図１に
例示されている通り直接か又はコーディネータ１４を介してケーブルボックス１６及びＤ
ＢＳソース１８からの入力が提供されている。テレビ及び／又はＶＣＲには直接的に又は
コーディネータ１４を介して、その他の入力２０も供給することができる。テレビを同調
しその他の操作を行なうため視聴者はリモコン２２を使用する。変形実施形態においては
、コンピュータキーボードといったようなキーボードが入力のために使用される。このキ
ーボードは、ハードワイヤ接続であってもワイヤレスであってもよい。
【００１７】
　この実施形態においては、ケーブルはケーブルボックス１６を介して提供され、ＤＢＳ
はＩＲＤボックス１８を介して提供される。アンテナ２４はケーブルボックス１６、ＩＲ
Ｄボックス１８及びその他の入力２０と共に、付加的なテレビ放送ソースとして使用され
得る。１つの標準的実施形態においては、アンテナ２４及びケーブルボックス１６は、ロ
ーカルニュース放送といったローカルテレビ放送を含む可能性があることを意味する「ロ
ーカル」ソースとみなされることになる。これとは対照的に、ＤＢＳソースは、このよう
なローカルな内容を含まない確率が高いため、ローカルとはみなされない。
【００１８】
　その他の入力２０には、多数の衛星ソースが含まれる可能性がある。多数の衛星ソース
が存在するとき、コーディネータ１４は、ユーザーの衛星パラボラアンテナを自動的に移
動させるか又は衛星パラボラアンテナの間で切換えを行なうことによって、利用可能な衛
星ソースの間で切換えを行なう。衛星パラボラアンテナを自動的に移動させるためには、
ＩＲＤボックス内（又はその他の場所）のメモリーが、ＤＢＳ衛星パラボラアンテナを介
して利用可能である衛星ソースとの関係においてＤＢＳ衛星パラボラアンテナの位置を追
跡する。次にＩＲＤボックス１８は、望ましい衛星ソースがＩＲＤボックス１８により受
信されるように、ＤＢＳ衛星パラボラアンテナを自動的に位置づけする。
【００１９】
　コーディネータ１４は、システムを操作するための一次装置として役立つプロセッサ（
ＣＰＵ）２６及びメモリ（一般的にはＲＡＭ）２８を内含している。さまざまなテレビ信
号ソースがコーディネータに提供されている場合、コーディネータは同様に、内部チュー
ナ、ソース間での切換えのための切換え装置及びその他のコンポーネントといった要素も
含むことができる。図１に示されている実施形態においては、コーディネータは赤外線（
ＩＲ）エミッタ３０に接続され、これを制御している。ＩＲ受信器３１がコーディネータ
１４に接続され、リモコン又はキーボード２２からの入力を受理して、必要なユーザ入力
をシステムに提供する。ＩＲエミッタ３０は例えばハードワイヤードインタフェース、バ
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スインタフェース又はＲＦ送信器などで置換できる。ＩＲエミッタ３０及び／又は直接接
続（例えば３１）は、ＩＲＤボックス１８、テレビ１２、ＶＣＲ１３、ケーブルボックス
１６及びその他の入力２０のうちの単数又は複数のものを制御する。ＩＲエミッタ３０は
、テレビ１２、ＶＣＲ１３、ケーブルボックス１６及び／又はその他の装置の遠隔制御信
号をエミュレートすることにより遠隔制御装置として作用する。コーディネータ１４は、
いくつかの実施形態においては、例えばケーブルボックス１６、ＶＣＲ１３、テレビ１２
、衛星受信器さらにはキーボード／コンピュータの中に置くことができる。
【００２０】
　リモコン２２は、コーディネータ１４を制御するための手持ち式リモコンである。好ま
しい実施形態においては、リモコン２２には、ＩＲ受信器３１を介してコーディネータを
制御するＩＲ送信器が具備されている。図１には示していないその他のリモコンを用いて
、テレビ１２、ＶＣＲ１３、ケーブルボックス１６、ＩＲＤボックス１８及びその他の入
力２０を手動制御することもできるが、好ましい実施形態においては、コーディネータ１
４は、システムの必要な制御機能を全て実施する。例えば、ユーザーがリモコン２２上で
音量制御を調整するにつれて、コーディネータ１４は、ＩＲエミッタ３０を通して信号を
発出してテレビ１２の音量を調整する。
【００２１】
　ＩＲＤボックス２８は、一実施形態においては、衛星パラボラアンテナ３２を介してそ
の他の情報と共にテレビ番組を受信する。ＩＲＤボックス１８及びその他のテレビ信号ソ
ースは各々、システムに対し番組予約情報を提供する。この番組予約情報（又はガイド）
には、そのソース上でどのチャンネルが利用可能であるかを示すチャンネル情報を含むチ
ャンネルマップも含まれている可能性がある。ＤＢＳガイドその他に付随する情報は、Ｉ
ＲＤボックス受信器のＲＡＭ内でセーブされるか又はコーディネータ１４にダウンロード
される。同様にして、ケーブルボックス１６、その他の入力２０、アンテナ２４及び／又
はその他の任意の送信媒体（例えば専用より線対式電話回線）を通して、番組ガイド情報
を受信することができる。これらのソースの各々には同様に、サービスプロバイダにより
伝送された信号内のテレビ予約データも提供され得る。
【００２２】
　コーディネータ１４は、システム１０内で利用可能な番組ガイド情報を発見しソートす
る。テレビ予約情報のためにはさまざまな書式を使用することができる。例えば、単純な
ヘッダーセクションと情報セクショッを含むデータパケットを受信し、その他のより複雑
なデータパケット書式でソートすることもできるし、或いは又、ソース情報を伴うヘッダ
を付加することもできる。好ましい実施形態においては、コーディネータ１４は、利用可
能なソース又はデータ入力ラインからテレビ予約情報を取り出し、それをソート／ミック
スする。例えば、コーディネータ１４は、テレビチャンネル内の垂直ブランキング期間を
介して又はＤＢＳ又はインターネットのためのトランスポンダを介して、番組予約情報を
受信し、その後組織立った形で情報をアレンジするか又はその他のオペレーションを行な
うことができる。例えば、システムは重複チャンネルを除去することができる。
【００２３】
　一変形実施形態においては、番組予約情報のソート／ミックス作業は、別々の場所で行
なわれ、次にシステム１０に対し例えば単純な衛星チャンネル上で提供される。かくして
、すでにミックス、ソート、オーガナイズ等がなされた番組予約情報が、表示準備が完了
したフォーマットにて受信される。即時表示可能状態フォーマットは同様に、異なる媒体
を介してか又はテレビチャンネル上で、別々のデータストリーム内でも提供され得る。
【００２４】
　図２は、テレビガイド情報から組立てられた予約グリッドガイドのオンスクリーン表示
の簡略化された例である。この表示は、テレビスクリーン、プロセス全体を実行するパー
ソナルコンピュータ又はパーソナルコンピュータにより生成されるテレビセンサー表示上
で提示することができる。好ましい実施形態においては、コーディネータ１４は、利用可
能な全ての番組ガイド情報を収集しソートした後、例えばＴＶ１２への直接接続（図示せ
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ず）又はケーブルソース１６のような１つのソース上にオーバーレイすることによって、
テレビ１２上での表示のため図２に規定されているグリッドガイドを生成する。好ましい
実施形態においては、ユーザーは、リモコン２２上のガイドボタンを押すことにより、グ
リッドガイド４０を表示する。コーディネータ１４は、グリッドガイド４０を搬送するチ
ャンネル又は装置に自動的に同調するか又は現行の放送内のグリッドガイドをオーバレイ
することによって、ガイドボタンの最初の一押しに対し応答する。ユーザーは、グリッド
ガイド４０を終えた時点で再びガイドボタン（又は退出ボタン）を押し、コーディネータ
１４は、（１）自動的に、ユーザーが最後に見たチャンネル又はソースに戻るか、又は（
２）オーバレイを除去する。
【００２５】
　全体として４０という参照番号で示したグリッドガイドは、全てのチャンネル又はチャ
ンネルセレクション４２を、或る一定の時刻４６にこれらのチャンネルで利用可能な番組
４４の記述と共にラインアップして提供する。例えば、ＵＳＡネットワークは、午後２時
に開始するバットマンを放映している。メロドラマ（ＳＯＡＰ）は午後２時から４時まで
ＮＢＣで放映され、その後にはニュースが続いている。情報は、例えば、本出願に全ての
目的のための参考文献として組み込まれるYoungetal.,の米国特許第４，７０６，１２１
号に従ってテーマ別にソート及び／又はフィルタリングできる。
【００２６】
　テレビチャンネルを受信するために多数のソースが使用される場合、時としてチャンネ
ルのオーバラップが発生する。例えば、ケーブル６及びＤＢＳの両方がＮＢＣネットワー
クを搬送するものの、ケーブルはチャンネル６にＮＢＣを有し、ＤＢＳはチャンネル７に
ＮＢＣを有するといった場合がある。グリッドガイド４０内に表示されたチャンネルを抹
消及び活動化する能力を有することにより、ユーザーは、ＮＢＣチャンネルのうちの一方
を表示するか又は両方を表示するか或いはいずれも表示しないことを決定することができ
る。変形実施形態においては、コーディネータ２０は自動的に重複するネットワーク名に
留意し、一方の重複物を抹消することができる。
【００２７】
　ユーザーは、カーソル又はその他のインジケータをグリッドガイド内の１つの位置から
もう１方の位置へ移動させるべく遠隔制御装置を利用することができる。カーソルは、例
えば、指示された番組の表示を残りの番組とは異なる色で表わすことにより指示できる。
図２に示されている実施形態においては、カーソルは、「風と共に去りぬ（GoneWiththe
Wind）」に向けられ、クロスハッチにより示されている。この特定の放映例においては
、ディスプレイの左方向に向かう２重マークは、「風と共に去りぬ」がすでに何時間か放
映されてしまっていることを指示している。従ってユーザーは、ユーザーが自動的に「風
と共に去りぬ」の将来の放映を録画するか又は自動的に「風と共に去りぬ」の将来の放映
に同調するか又は単純に「風と共に去りぬ」が将来の一時刻において放映される予定であ
ることに気が付くように、「風と共に去りぬ」の映画がその他の時刻に放映されているか
否かを知りたいと思うであろう。
【００２８】
　従って、ユーザーは、「when else(その他のいつ)」番組が放映される予定であるか知
りたいことを示すために、システムに対し入力を提供する。この入力は、例えば、リモコ
ンで専用ボタンを押すことによってか、又は番組をマークし、カーソルを「when-else」
スクリーン表示ボタン４８までトグルし、リモコン上で「入力」ボタンを押すことによっ
て提供される。当然のことながら、フルキーボードであれば、より汎用性のある操作が可
能となるだろう。
【００２９】
　いずれの場合でも、コントローラ１４は、その特定の番組のその他の放映についての記
憶された予約情報をサーチする。ここで使用する「特定の番組」という語は、特定の映画
又はその他の単一の番組を意味する。シリーズ番組（例えばＣＯＳＢＹＳＨＯＷ）の場合
、「特定の番組」は、この番組の特定の回又はエピソードを意味することになる。図２中
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の例においては、システムは、「風と共に去りぬ」が出現する別のケースについてサーチ
し、ユーザーに対し、「風と共に去りぬ」が再放送されるか否か、それはいつかそしてど
こにおいてかを指示する。特定の番組は、同じビデオソース上で再び放映されるかもしれ
ないし、されないかもしれない。当然のことながら「番組」は同様に、ＦＭラジオ放送な
らびにテレビ番組を意味することもできる。
【００３０】
　図３は、「when-else」ボタンを入力した後に考えられる１つの結果を例示している。
ここで示されているように、「風と共に去りぬ」の映画は、未来の多数の時刻で放映され
ている。特定的に言うと、現時刻について生成されたグリッドガイドからスクリーンが入
力されたのであればおそらくすでにユーザーが気づいているように、この映画は現在ＨＢ
０１上で放映中である。さらに、同じチャンネルは、この映画を同じ日の午後１１時にも
放映している。又異なるチャンネルＨＢ０２がこの映画を同じ日の午後１１時３０分に放
映している。この特定の事例においては、ＨＢ０１及びＨＢ０２はテレビ信号の同じソー
ス上で（この場合、ケーブルサービスプロバイダ）ユーザーに対し提供されている。従っ
て、本発明はただ１つのサービスソースしか使用されない場合でも有用であることがわか
る。本発明の有用性は、テレビ信号の多数のソースが提供される場合、さらに拡張される
。この例では、「風と共に去りぬ」は同様に、次の水曜日の午後４時にＤＳＳチャンネル
で、又次の木曜日に従来のアンテナネットワーク信号、即ちＮＢＣ上でも放映されている
。従って、特定の番組が異なる時刻に放映されているとき、ユーザーは、テレビ信号の異
なるソース上でその番組が放映されている場合でさえこの情報を利用することができる。
【００３１】
　特定の番組（又はこの番組についての情報）のさらにその他のソースも指示することが
できる。例えば、図４では、ガイドは「インターネット」ソースを指示している。このソ
ースへとトグルすると、ユーザーには直接的なインターネット接続が提供され、例えばそ
の番組についての情報を提供し又はその全番組自体をダウンロードする可能性を提供する
。代替的には、ビデオストア（Blockbuster）でのその番組の入手可能性についての広告
が提供される可能性もある。
【００３２】
　番組がいつ放映されるかを識別した後、ユーザーは、複数の操作のうちのいずれか１つ
を実行することができる。一般的な場合には、ユーザーはカーソルをその番組の特定の放
映例までトグルダウンし、リモコンにて「録画」ボタンを押すことになる。その後、シス
テムはＶＣＲを指定された時刻における適切な番組に同調し、その番組を録画する。その
他の実施形態においては、ユーザーは、メモ・リストの中に記録するべき番組をマークす
ることになる。メモ・リスト内の番組の時刻になった時点で、システムはその番組に自動
的に同調するか又は、ユーザーがその特定のチャンネルにテレビを同調させることを望む
か否かを決定するようユーザーに助言する。その他の場合では、ユーザーは、その特定の
時刻にテレビに戻りたいと自らが思っていることを想い起こす目的でその情報を使用する
こともできる。
【００３３】
　図４は、１つの特定の実施形態に従った本発明のオペレーションを例示する全体的流れ
図である。大部分のケースにおいて、図４に示されているオペレーションは、メモリー２
８といったＲＡＭ、ＲＯＭ又はその他のコンピュータ読取り可能なメモリー上に記憶され
たソフトウェアの指揮下で行なわれることになる。データは、局所的に、又は外部データ
ベース内に又はその両方の組合せで記憶することができる。ステップ４０１では、システ
ムは、ユーザーが特定の番組のその他の放映例を識別したいと思っていることを指示する
入力を受理する。ステップ４０２では、システムは、現時刻に始まる特定の番組のその他
の放映例についてサーチする。このような入力が提供された場合にユーザーがガイド内の
現在時間表示内にいる場合もあればいない場合もあるということを認識すべきである。例
えば、ユーザーはテーマサーチに基づいて生成されたアクション映画のリストを走査して
いて、一週間後の特定の映画の放映例上にカーソルを有するかもしれない。ユーザーが「
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後の時刻ではなく実際の現時刻に始まるその特定の番組の全ての放映例をサーチすること
になる。この要領で、ユーザーは例えば、遠い日付におけるリストに基づいて特定の番組
に対して最大の関心を寄せた場合でさえ、その後数時間以内のいつ特定の映画が放映され
るかを識別することができる。
【００３４】
　いくつかの実施形態においては、特定の番組のその他の放映例を識別するべく、記憶さ
れたガイド情報内でソースがサーチされる。このサーチは局所的にでも外部的にでも行な
うことができ、番組アイデンティティフィールドに基づいていてもよいし或いは又ターム
ベースサーチでも、又それらの組合せに基づいていてもよい。この特定の番組のその他の
放映例が識別された後、特定の番組のその他の放映例のリストを含む表示がステップ４０
４で生成される。いかなる放映例も識別されない場合、表示はこのようなリストを全く含
まないか又はこのようなリストが全く識別されなかったことをユーザーに対し特定的に指
示することができる。
【００３５】
　その後、ステップ４０６において、ユーザーは、広範なさまざまな機能のうちのいずれ
か１つを行なうことができる。一般にユーザーは、番組の１つの放映例までトグルダウン
し録画ボタンを押すことができ、そうでなければ、録画のために番組を選択することがで
きる。その他の場合においては、ユーザーは単純に前のガイドリストまで戻ることができ
る。さらにその他の場合において、ユーザーは番組の放映例までトグルダウンし、番組の
その放映例が起こった時点でユーザーのために将来のメモが生成されるようマークするこ
とができる。さらにその他の実施形態においては、システムは、要求を記憶することがで
き、特定の番組のその他の放映例が現在ガイド内に全くない場合でさえ、その番組の放映
例がガイドに付加された時点で警報を提供することができる。
【００３６】
　以上の記述は例示的なものであって、制限的意味をもたない。本開示を再検討した時点
で当業者には本発明の数多くの変形形態が明らかになることだろう。単なる一例として、
本発明は主に多重ソースガイドシステムに関して例示されてきたが、本発明はそのように
制限されるものではない。従って、本発明の範囲は、以上の記述を参考にして決定される
べきではなく、その代わりに添付のクレーム及びその全範囲の等価物を参考にして決定さ
れるべきである。
【符号の説明】
【００３７】
１０・・予約ガイドシステム
１２・・テレビ
１３・・ＶＣＲ
１４・・コーディネータ
１６・・ケーブルボックス
１８・・ＤＢＳソース
２０・・その他の入力
２２・・リモコン
２４・・アンテナ
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