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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チャンネルガイド情報リストを提供する方法であって、該方法は、
　チャンネルガイド情報リストを受信することであって、該受信したリストは、少なくと
も２つの番組ソースに対応するチャンネルガイド情報を含み、各番組ソースは、複数のテ
レビチャンネルを伝送するように動作することが可能である、ことと、
　番組リストを有するチャンネルガイドを複数のテレビチャンネルに提供することであっ
て、該チャンネルガイドは、該少なくとも２つの番組ソースに対応する該チャンネルガイ
ド情報を含む、ことと、
　該チャンネルガイドから重複したリストを自動的に削除することと、
　該リストの少なくとも一部を表示することと
　を包含する、方法。
【請求項２】
　前記チャンネルガイド情報リストは、単一のデータソースから受信される、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記少なくとも２つの番組ソースの第１の番組ソースに対応するチャンネルガイド情報
リストは、該第１の番組ソースから受信され、
　該少なくとも２つの番組ソースの第２の番組ソースに対応するチャンネルガイド情報リ
ストは、該第２の番組ソースから受信される、請求項１に記載の方法。



(2) JP 4203103 B2 2008.12.24

10

20

30

40

50

【請求項４】
　前記チャンネルガイド情報をマージして、前記少なくとも２つのソースに対応するチャ
ンネルガイド情報を含むチャンネルガイドを形成することをさらに包含する、請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
　前記少なくとも２つのソースから受信したチャンネルガイド情報を混合して所望の順序
にソートすることと、
　所望の順序で提示されたチャンネルガイド情報を有する画面を生成することと
　をさらに包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記リストは、ユーザ機器デバイスにおいて用いられ、該ユーザ機器デバイスは、入力
と、第１の伝送スキームを用いて伝送される複数の番組を受信する第１のチューナと、第
２の伝送スキームを用いて伝送される複数の番組を受信する第２のチューナとを有し、
　前記方法は、
　前記表示されたリストから番組選択を受信することと、
　該第１のチューナから該第２のチューナに該ユーザ機器デバイスの入力を切り換えるこ
とであって、該第２のチューナは、該選択された番組に対応する前記番組ソースからプロ
グラミングを受信する、ことと
　をさらに包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　各番組リストに信号ソース識別子を提供することをさらに包含し、各識別子は、前記少
なくとも２つのソースのうちの１つの伝送スキームを識別する、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記表示されたリストからの番組選択をユーザから受信することと、
　該番組選択のソースに対応する信号ソース識別子を取り出すことと、
　該取り出されたソース識別子に対応するソースからのテレビ信号にユーザ機器デバイス
の入力を結びつけることと
　をさらに包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ソースは、ケーブル、放送ソース、アンテナソース、地上ソース、衛星ソース、お
よび直接放送衛星ソースからなるグループから選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　表示されたリストのソースを識別することをさらに包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ソースを識別することは、前記少なくとも２つのソースのうちの第１に関連するリ
ストに対応する第１の色におけるソース識別子と、該少なくとも２つのソースのうちの第
２に関連するリストに対応する第２の色におけるソース識別子とを含む、請求項１０に記
載の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも２つの番組ソースのうちの第１に対応するリストの少なくとも一部を表
示することと、
　ユーザ入力に応答して、該少なくとも２つのソースのうちの第２に対応するリストの少
なくとも一部を表示することと
　をさらに包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ソースの伝送スキームは地上である、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ソースの伝送スキームは衛星である、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　チャンネルガイド情報リストを提供するのに用いるシステムであって、該システムは、
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　チャンネルガイド情報リストを受信する手段であって、該受信したリストは、少なくと
も２つの番組ソースに対応するチャンネルガイド情報を含み、各番組ソースは、複数のテ
レビチャンネルを伝送するように動作することが可能である、手段と、
　番組リストを有するチャンネルガイドを複数のテレビチャンネルに提供する手段であっ
て、該チャンネルガイドは、該少なくとも２つの番組ソースに対応する該チャンネルガイ
ド情報を含む、手段と、
　該チャンネルガイドから重複したリストを自動的に削除する手段と
　該リストの少なくとも一部を表示する手段と
　を含む、システム。
【請求項１６】
　前記チャンネルガイド情報リストは、単一のデータ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１７】
　前記少なくとも２つの番組ソースの第１の番組ソースに対応するチャンネルガイド情報
リストは、該第１の番組ソースから受信され、
　該少なくとも２つの番組ソースの第２の番組ソースに対応するチャンネルガイド情報リ
ストは、該第２の番組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１８】
　前記チャンネルガイド情報をマージして、前記少なくとも２つのソースに対応するチャ
ンネルガイド情報を含むチャンネルガイドを形成する手段をさらに含む、請求項１５に記
載のシステム。
【請求項１９】
　前記少なくとも２つのソースから受信したチャンネルガイド情報を混合して所望の順序
にソートする手段と、
　所望の順序で提示されたチャンネルガイド情報を有する画面を生成する手段と
　をさらに含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記リストは、ユーザ機器デバイスにおいて用いられ、該ユーザ機器デバイスは、入力
と、第１の伝送スキームを用いて伝送される複数の番組を受信する第１のチューナと、第
２の伝送スキームを用いて伝送される複数の番組を受信する第２のチューナとを有し、
　前記システムは、
　前記表示されたリストから番組選択を受信する手段と、
　該第１のチューナから該第２のチューナに該ユーザ機器デバイスの入力を切り換える手
段であって、該第２のチューナは、該選択された番組に対応する前記番組ソースからプロ
グラミングを受信する、手段と
　をさらに含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２１】
　各番組リストに信号ソース識別子を提供する手段をさらに含み、各識別子は、前記少な
くとも２つのソースのうちの１つの伝送スキームを識別する、請求項１５に記載のシステ
ム。
【請求項２２】
　前記表示されたリストから番組選択を受信する手段と、
　該番組選択のソースに対応する信号ソース識別子を取り出す手段と、
　該取り出されたソース識別子に対応するソースからのテレビ信号にユーザ機器デバイス
の入力を結びつける手段と
　をさらに含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記ソースは、ケーブル、放送ソース、アンテナソース、地上ソース、衛星ソース、お
よび直接放送衛星ソースからなるグループから選択される、請求項１５に記載のシステム
。
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【請求項２４】
　表示されたリストのソースを識別する手段をさらに含む、請求項１５に記載のシステム
。
【請求項２５】
　前記ソースを識別する手段は、前記少なくとも２つのソースのうちの第１に関連するリ
ストに対応する第１の色におけるソース識別子と、該少なくとも２つのソースのうちの第
２に関連するリストに対応する第２の色におけるソース識別子とを含む、請求項２４に記
載のシステム。
【請求項２６】
　前記少なくとも２つの番組ソースのうちの第１に対応するリストの少なくとも一部を表
示する手段と、
　ユーザ入力に応答して、該少なくとも２つのソースのうちの第２に対応するリストの少
なくとも一部を表示する手段と
　をさらに含む、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記ソースの伝送スキームは地上である、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記ソースの伝送スキームは衛星である、請求項１５に記載のシステム。
【請求項２９】
　複数のチャンネルガイド情報リストを提供する方法であって、
　該方法は、
　複数のチャンネルガイド情報リストを受信することであって、該複数のチャンネルガイ
ド情報リストは、少なくとも２つの番組ソースに対応するチャンネルガイド情報と、該番
組ソースの伝送方式の識別子とを含み、それぞれの番組ソースは、複数のテレビジョンチ
ャンネルを伝送するように動作可能である、ことと、
　該複数のテレビジョンチャンネルに対する複数の番組リストを有するチャンネルガイド
を提供することであって、該チャンネルガイドは、該少なくとも２つの番組ソースに対応
する該チャンネルガイド情報と、該チャンネルガイドに対応するそれぞれの番組ソースの
伝送方式の識別子とを含む、ことと、
　該チャンネルガイドから重複したリストを自動的に削除することと、
　該複数のチャンネルガイド情報リストのうちの少なくともいくつかと、該リスト内の情
報に対応する該番組ソースの伝送方式の識別子とを表示することと
　を包含する、方法。
【請求項３０】
　前記複数のチャンネルガイド情報リストは、単一のデータソースから受信される、請求
項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記少なくとも２つの番組ソースの第１の番組ソースに対応する前記複数のチャンネル
ガイド情報リストは、該第１の番組ソースから受信され、
　該少なくとも２つの番組ソースの第２の番組ソースに対応する該複数のチャンネルガイ
ド情報リストは、該第２の番組ソースから受信される、請求項２９に記載の方法。
【請求項３２】
　前記チャンネルガイド情報をマージすることにより、前記少なくとも２つの番組ソース
に対応する該チャンネルガイド情報を含む前記チャンネルガイドを形成することをさらに
包含する、請求項２９に記載の方法。
【請求項３３】
　前記少なくとも２つの番組ソースから受信された前記チャンネルガイド情報を、所望の
順序に混合および分類することと、
　該所望の順序で提示された該チャンネルガイド情報を有する表示を生成することと
　をさらに包含する、請求項２９に記載の方法。
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【請求項３４】
　前記リストは、ユーザ機器デバイスにおいて用いられ、該ユーザ機器デバイスは、入力
と、第１の伝送スキームを用いて伝送される複数の番組を受信する第１のチューナと、第
２の伝送スキームを用いて伝送される複数の番組を受信する第２のチューナとを有し、
　前記方法は、
　前記表示されたリストから番組選択を受信することと、
　該第１のチューナから該第２のチューナに該ユーザ機器デバイスの入力を切り換えるこ
とであって、該第２のチューナは、該選択された番組に対応する前記番組ソースからプロ
グラミングを受信する、ことと
　をさらに包含する、請求項２９に記載の方法。
【請求項３５】
　それぞれの番組リストに対する信号ソース識別子を提供することであって、それぞれの
信号ソース識別子は、前記少なくとも２つの番組ソースのうちの１つの伝送方式を識別す
る、ことをさらに包含する、請求項２９に記載の方法。
【請求項３６】
　前記表示されたリストから番組選択を受信することと、
　該番組選択のソースに対応する信号ソース識別子を検索することと、
　該検索された信号ソース識別子に対応する、該番組ソースからのテレビジョン信号に、
ユーザ機器デバイスの入力に結合することと
　をさらに包含する、請求項２９に記載の方法。
【請求項３７】
　前記少なくとも２つの番組ソースの伝送方式は、ケーブル、放送伝送方式、アンテナ伝
送方式、地上伝送方式、および衛星伝送方式からなるグループから選択される、請求項２
９に記載の方法。
【請求項３８】
　表示されたリストの番組ソースの伝送方式を識別することをさらに包含する、請求項２
９に記載の方法。
【請求項３９】
　前記番組ソースの伝送方式を識別することは、
　前記少なくとも２つの番組ソースの第１の番組ソースの第１の伝送方式に関連付けられ
たリストに対応する、第１の色の伝送方式識別子と、
　該少なくとも２つの番組ソースの第２の番組ソースの第２の伝送方式に関連付けられた
リストに対応する、第２の色の伝送方式識別子と
　を含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４０】
　前記少なくとも２つの番組ソースの第１の番組ソースに対応する前記複数のチャンネル
ガイド情報リストのうちの少なくともいくつかを表示することと、
　ユーザ入力に応答して、該少なくとも２つの番組ソースの第２の番組ソースに対応する
該複数のチャンネルガイド情報リストのうちの少なくともいくつかを表示することと
　をさらに包含する、請求項２９に記載の方法。
【請求項４１】
　前記番組ソースの伝送方式は、地上伝送方式である、請求項２９に記載の方法。
【請求項４２】
　前記番組ソースの伝送方式は、衛星伝送方式である、請求項２９に記載の方法。
【請求項４３】
　複数のチャンネルガイド情報リストを提供する際に用いられるシステムであって、
　該システムは、
　複数のチャンネルガイド情報リストを受信する手段であって、該複数のチャンネルガイ
ド情報リストは、少なくとも２つの番組ソースに対応するチャンネルガイド情報と、該番
組ソースの伝送方式の識別子とを含み、それぞれの番組ソースは、複数のテレビジョンチ
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ャンネルを伝送するように動作可能である、手段と、
　該複数のテレビジョンチャンネルに対する複数の番組リストを有するチャンネルガイド
を提供する手段であって、該チャンネルガイドは、該少なくとも２つの番組ソースに対応
する該チャンネルガイド情報と、該チャンネルガイドに対応するそれぞれの番組ソースの
伝送方式の識別子とを含む、手段と、
　該チャンネルガイドから重複したリストを自動的に削除する手段と、
　該複数のチャンネルガイド情報リストのうちの少なくともいくつかと、該リスト内の情
報に対応する該番組ソースの伝送方式の識別子とを表示する手段と
　を含む、システム。
【請求項４４】
　前記複数のチャンネルガイド情報リストは、単一のデータソースから受信される、請求
項４３に記載のシステム。
【請求項４５】
　前記少なくとも２つの番組ソースの第１の番組ソースに対応する前記複数のチャンネル
ガイド情報リストは、該第１の番組ソースから受信され、
　該少なくとも２つの番組ソースの第２の番組ソースに対応する該複数のチャンネルガイ
ド情報リストは、該第２の番組ソースから受信される、請求項４３に記載のシステム。
【請求項４６】
　前記チャンネルガイド情報をマージすることにより、前記少なくとも２つの番組ソース
に対応する該チャンネルガイド情報を含む前記チャンネルガイドを形成する手段をさらに
含む、請求項４３に記載のシステム。
【請求項４７】
　前記少なくとも２つの番組ソースから受信された前記チャンネルガイド情報を、所望の
順序に混合および分類する手段と、
　該所望の順序で提示された該チャンネルガイド情報を有する表示を生成する手段と
　をさらに含む、請求項４３に記載のシステム。
【請求項４８】
　前記リストは、ユーザ機器デバイスにおいて用いられ、該ユーザ機器デバイスは、入力
と、第１の伝送スキームを用いて伝送される複数の番組を受信する第１のチューナと、第
２の伝送スキームを用いて伝送される複数の番組を受信する第２のチューナとを有し、
　前記システムは、
　前記表示されたリストから番組選択を受信する手段と、
　該第１のチューナから該第２のチューナに該ユーザ機器デバイスの入力を切り換える手
段であって、該第２のチューナは、該選択された番組に対応する前記番組ソースからプロ
グラミングを受信する、手段と
　をさらに含む、請求項４３に記載のシステム。
【請求項４９】
　それぞれの番組リストに対する信号ソース識別子を提供する手段であって、それぞれの
信号ソース識別子は、前記少なくとも２つの番組ソースのうちの１つの伝送方式を識別す
る、手段をさらに含む、請求項４３に記載のシステム。
【請求項５０】
　前記表示されたリストから番組選択を受信する手段と、
　該番組選択のソースに対応する信号ソース識別子を検索する手段と、
　該検索された信号ソース識別子に対応する、該番組ソースからのテレビジョン信号に、
ユーザ機器デバイスの入力に結合する手段と
　をさらに含む、請求項４３に記載のシステム。
【請求項５１】
　前記少なくとも２つの番組ソースの伝送方式は、ケーブル、放送伝送方式、アンテナ伝
送方式、地上伝送方式、および衛星伝送方式からなるグループから選択される、請求項４
３に記載のシステム。
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【請求項５２】
　表示されたリストの番組ソースの伝送方式を識別する手段をさらに含む、請求項４３に
記載のシステム。
【請求項５３】
　前記番組ソースの伝送方式を識別する手段は、
　前記少なくとも２つの番組ソースの第１の番組ソースの第１の伝送方式に関連付けられ
たリストに対応する、第１の色の伝送方式識別子と、
　該少なくとも２つの番組ソースの第２の番組ソースの第２の伝送方式に関連付けられた
リストに対応する、第２の色の伝送方式識別子と
　を含む、請求項５２に記載のシステム。
【請求項５４】
　前記少なくとも２つの番組ソースの第１の番組ソースに対応する前記複数のチャンネル
ガイド情報リストのうちの少なくともいくつかを表示する手段と、
　ユーザ入力に応答して、該少なくとも２つの番組ソースの第２の番組ソースに対応する
該複数のチャンネルガイド情報リストのうちの少なくともいくつかを表示する手段と
　をさらに含む、請求項４３に記載のシステム。
【請求項５５】
　前記番組ソースの伝送方式は、地上伝送方式である、請求項４３に記載のシステム。
【請求項５６】
　前記番組ソースの伝送方式は、衛星伝送方式である、請求項４３に記載のシステム。
【請求項５７】
　入力と少なくとも２つのチューナとを有するユーザ機器デバイスにおいて、複数のチャ
ンネルガイド情報リストを提供する方法であって、該少なくとも２つのチューナのそれぞ
れは、異なる伝送方式で動作し、該少なくとも２つのチューナの第１のチューナは、第１
の伝送方式を用いて、第１の番組ソースから番組を受信し、該少なくとも２つのチューナ
の第２のチューナは、第２の伝送方式を用いて、第２の番組ソースから番組を受信し、
　該方法は、
　該ユーザ機器デバイスの入力において、複数のチャンネルガイド情報リストを受信する
ことであって、該複数のチャンネルガイド情報リストは、少なくとも２つの番組ソースに
対応するチャンネルガイド情報を含み、該少なくとも２つの番組ソースのそれぞれは、複
数のテレビジョンチャンネルを伝送するように動作可能である、ことと、
　該複数のテレビジョンチャンネルに対する複数の番組リストを有するチャンネルガイド
を提供することであって、該チャンネルガイドは、該少なくとも２つの番組ソースに対応
する該チャンネルガイド情報を含む、ことと、
　該第１の伝送方式に対応する該複数のチャンネルガイド情報リストの少なくともいくつ
かを表示することと、
　該チャンネルガイドから重複したリストを自動的に削除することと、
　ユーザ入力に応答して、該第２の伝送方式に対応する該複数のチャンネルガイド情報リ
ストの少なくともいくつかを表示することと
　を包含する、方法。
【請求項５８】
　前記複数のチャンネルガイド情報リストは、単一のデータソースから受信される、請求
項５７に記載の方法。
【請求項５９】
　前記少なくとも２つの番組ソースの第１の番組ソースに対応する前記複数のチャンネル
ガイド情報リストは、該第１の番組ソースから受信され、
　該少なくとも２つの番組ソースの第２の番組ソースに対応する該複数のチャンネルガイ
ド情報リストは、該第２の番組ソースから受信される、請求項５７に記載の方法。
【請求項６０】
　前記ユーザ入力に応答して、前記少なくとも２つの番組ソースの第２の番組ソースにチ
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ューニングすることをさらに包含する、請求項５７に記載の方法。
【請求項６１】
　前記チャンネルガイド情報をマージすることにより、前記少なくとも２つの番組ソース
に対応する該チャンネルガイド情報を含む前記チャンネルガイドを形成することをさらに
包含する、請求項５７に記載の方法。
【請求項６２】
　前記少なくとも２つの番組ソースから受信された前記チャンネルガイド情報を、所望の
順序に混合および分類することと、
　該所望の順序で提示された該チャンネルガイド情報を有する表示を生成することと
　をさらに包含する、請求項５７に記載の方法。
【請求項６３】
　前記表示されたリストから番組選択を受信することと、
　前記第１のチューナから前記第２のチューナに該ユーザ機器デバイスの入力を切り換え
ることであって、該第２のチューナは、該選択された番組に対応する前記番組ソースから
プログラミングを受信する、ことと
　をさらに包含する、請求項５７に記載の方法。
【請求項６４】
　それぞれの番組リストに対する信号ソース識別子を提供することであって、それぞれの
ソース識別子は、前記少なくとも２つの番組ソースのうちの１つの伝送方式を識別する、
ことをさらに包含する、請求項５７に記載の方法。
【請求項６５】
　前記表示されたリストから番組選択を受信することと、
　該番組選択のソースの伝送方式に対応する信号ソース識別子を検索することと、
　該検索された信号ソース識別子に対応する、該番組ソースのチューナからのテレビジョ
ン信号に、前記ユーザ機器デバイスの入力に結合することと
　をさらに包含する、請求項５７に記載の方法。
【請求項６６】
　前記少なくとも２つの番組ソースの伝送方式は、ケーブル、放送伝送方式、アンテナ伝
送方式、地上伝送方式、および衛星伝送方式からなるグループから選択される、請求項５
７に記載の方法。
【請求項６７】
　表示されたリストの番組ソースの伝送方式を識別することをさらに包含する、請求項５
７に記載の方法。
【請求項６８】
　前記番組ソースの伝送方式を識別することは、
　前記第１の伝送方式に関連付けられたリストに対応する、第１の色の伝送方式識別子と
、
　前記第２の伝送方式に関連付けられたリストに対応する、第２の色の伝送方式識別子と
　を含む、請求項６７に記載の方法。
【請求項６９】
　前記異なる伝送方式のうちの１つは、地上伝送方式である、請求項５７に記載の方法。
【請求項７０】
　前記異なる伝送方式のうちの１つは、衛星伝送方式である、請求項５７に記載の方法。
【請求項７１】
　入力と少なくとも２つのチューナとを有するユーザ機器デバイスにおいて、複数のチャ
ンネルガイド情報リストを提供する際に用いられるシステムであって、該少なくとも２つ
のチューナのそれぞれは、異なる伝送方式で動作し、該少なくとも２つのチューナの第１
のチューナは、第１の伝送方式を用いて、第１の番組ソースから番組を受信し、該少なく
とも２つのチューナの第２のチューナは、第２の伝送方式を用いて、第２の番組ソースか
ら番組を受信し、
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　該システムは、
　該ユーザ機器デバイスの入力において、複数のチャンネルガイド情報リストを受信する
手段であって、該複数のチャンネルガイド情報リストは、少なくとも２つの番組ソースに
対応するチャンネルガイド情報を含み、該少なくとも２つの番組ソースのそれぞれは、複
数のテレビジョンチャンネルを伝送するように動作可能である、手段と、
　該複数のテレビジョンチャンネルに対する複数の番組リストを有するチャンネルガイド
を提供する手段であって、該チャンネルガイドは、該少なくとも２つの番組ソースに対応
する該チャンネルガイド情報を含む、手段と、
　該第１の伝送方式に対応する該複数のチャンネルガイド情報リストの少なくともいくつ
かを表示する手段と、
　該チャンネルガイドから重複したリストを自動的に削除する手段と、
　ユーザ入力に応答して、該第２の伝送方式に対応する該複数のチャンネルガイド情報リ
ストの少なくともいくつかを表示する手段と
　を含む、システム。
【請求項７２】
　前記複数のチャンネルガイド情報リストは、単一のデータソースから受信される、請求
項７１に記載のシステム。
【請求項７３】
　前記少なくとも２つの番組ソースの第１の番組ソースに対応する前記複数のチャンネル
ガイド情報リストは、該第１の番組ソースから受信され、
　該少なくとも２つの番組ソースの第２の番組ソースに対応する該複数のチャンネルガイ
ド情報リストは、該第２の番組ソースから受信される、請求項７１に記載のシステム。
【請求項７４】
　前記ユーザ入力に応答して、前記少なくとも２つの番組ソースの第２の番組ソースにチ
ューニングする手段をさらに含む、請求項７１に記載のシステム。
【請求項７５】
　前記チャンネルガイド情報をマージすることにより、前記少なくとも２つの番組ソース
に対応する該チャンネルガイド情報を含む前記チャンネルガイドを形成する手段をさらに
含む、請求項７１に記載のシステム。
【請求項７６】
　前記少なくとも２つの番組ソースから受信された前記チャンネルガイド情報を、所望の
順序に混合および分類する手段と、
　該所望の順序で提示された該チャンネルガイド情報を有する表示を生成する手段と
　をさらに含む、請求項７１に記載のシステム。
【請求項７７】
　前記表示されたリストから番組選択を受信する手段と、
　前記第１のチューナから前記第２のチューナに該ユーザ機器デバイスの入力を切り換え
る手段であって、該第２のチューナは、該選択された番組に対応する前記番組ソースから
プログラミングを受信する、手段と
　をさらに含む、請求項７１に記載のシステム。
【請求項７８】
　それぞれの番組リストに対する信号ソース識別子を提供する手段であって、それぞれの
ソース識別子は、前記少なくとも２つの番組ソースのうちの１つの伝送方式を識別する、
手段をさらに含む、請求項７１に記載のシステム。
【請求項７９】
　前記表示されたリストからの番組選択をユーザから受信する手段と、
　該番組選択のソースの伝送方式に対応する信号ソース識別子を検索する手段と、
　該検索された信号ソース識別子に対応する、該番組ソースのチューナからのテレビジョ
ン信号に、前記ユーザ機器デバイスの入力に結合する手段と
　をさらに含む、請求項７１に記載のシステム。
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【請求項８０】
　前記少なくとも２つの番組ソースの伝送方式は、ケーブル、放送伝送方式、アンテナ伝
送方式、地上伝送方式、および衛星伝送方式からなるグループから選択される、請求項７
１に記載のシステム。
【請求項８１】
　表示されたリストの番組ソースの伝送方式を識別する手段をさらに含む、請求項７１に
記載のシステム。
【請求項８２】
　前記番組ソースの伝送方式を識別する手段は、
　前記第１の伝送方式に関連付けられたリストに対応する、第１の色の伝送方式識別子と
、
　前記第２の伝送方式に関連付けられたリストに対応する、第２の色の伝送方式識別子と
　を含む、請求項８１に記載のシステム。
【請求項８３】
　前記異なる伝送方式のうちの１つは、地上伝送方式である、請求項７１に記載のシステ
ム。
【請求項８４】
　前記異なる伝送方式のうちの１つは、衛星伝送方式である、請求項７１に記載のシステ
ム。
【請求項８５】
　テレビジョンシステムに統合チャンネルガイド情報リストを提供する方法であって、
　該方法は、
　少なくとも２つの情報ソースからの個々のチャンネルガイド情報リストを、マージシス
テムにより受信するステップと、
　それぞれの個々のチャンネルガイド情報リストの少なくとも一部分をマージすることに
より、統合チャンネルガイド情報リストを形成するステップと、
　該テレビジョンシステムに該統合チャンネルガイド情報リストを提供するステップであ
って、該テレビジョンシステムに提供された該統合チャンネルガイド情報リストは、少な
くとも２つの信号提供ソースに対する複数の番組リストと、それぞれの番組リストに対す
る信号ソース識別子とを含み、それぞれの信号ソース識別子は、該少なくとも２つの信号
提供ソースのうちの１つを識別する、ステップと、
　統合チャンネルガイドから重複したリストを自動的に削除するステップと、
　該統合チャンネルガイド情報リストの少なくとも一部分の表示を生成するステップと
　を包含する、方法。
【請求項８６】
　前記表示は、該表示内のそれぞれの番組リストに対する前記信号ソース識別子の表示を
含む、請求項８５に記載の方法。
【請求項８７】
　前記表示は、複数の信号ソース識別子の第１の信号ソース識別子であって、第１の色で
ある第１の信号ソース識別子に関連付けられた複数の番組リストと、該複数の信号ソース
識別子の第２の信号ソース識別子であって、第２の色である第２の信号ソース識別子に関
連付けられた複数の番組リストとを表示することを包含し、第１の信号ソース識別子と該
第２の信号ソース識別子とは、異なる信号提供ソースを識別する、請求項８６に記載の方
法。
【請求項８８】
　前記提供するステップは、少なくとも１つのテレビジョン信号ソースを介して、前記統
合チャンネルガイド情報リストを伝送するステップを包含する、請求項８５に記載の方法
。
【請求項８９】
　前記伝送するステップは、衛星を介して、前記統合チャンネルガイド情報リストを中継
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するステップを包含する、請求項８８に記載の方法。
【請求項９０】
　前記少なくとも１つのテレビジョン信号ソースは、ケーブル、放送ソース、直接放送衛
星ソースからなるグループから選択される、請求項８８に記載の方法。
【請求項９１】
　前記少なくとも１つのテレビジョン信号ソースは、前記少なくとも２つの信号提供ソー
スのうちの１つである、請求項８８に記載の方法。
【請求項９２】
　前記生成するステップは、テレビジョン表示スクリーン、コンピュータモニタ、および
プリント媒体のうちの１つに前記表示を表示するステップを包含する、請求項８５に記載
の方法。
【請求項９３】
　前記少なくとも２つの情報ソースは、ケーブル、放送ソース、直接放送衛星ソース、電
話回線、およびキーボードからなるグループから選択される、請求項８５に記載の方法。
【請求項９４】
　少なくとも２つの情報ソースから個々のチャンネルガイド情報リストを受信する受信機
と、
　該受信機に結合されたマイクロプロセッサであって、該マイクロプロセッサは、それぞ
れの個々のチャンネルガイド情報リストの少なくとも一部分を統合チャンネルガイド情報
リストにマージする、マイクロプロセッサと、
　信号プロバイダであって、該信号プロバイダは、テレビジョンシステムに該統合チャン
ネルガイド情報リストを提供し、該テレビジョンシステムに提供された該統合チャンネル
ガイド情報リストは、少なくとも２つの信号提供ソースに対する複数の番組リストと、そ
れぞれの番組リストに対する信号ソース識別子とを含み、それぞれの信号ソース識別子は
、該少なくとも２つの信号提供ソースのうちの１つを識別する、信号プロバイダと、
　該テレビジョンシステムに結合された表示生成器であって、該統合チャンネルガイド情
報リストの少なくとも一部分の表示を生成する、表示生成器と
　を備え、
　該マイクロプロセッサは、統合チャンネルガイドから重複したリストを自動的に削除す
るように動作可能である、情報統合システム。
【請求項９５】
　前記表示は、該表示内のそれぞれの番組リストに対する前記信号ソース識別子の表示を
含む、請求項９４に記載の情報統合システム。
【請求項９６】
　前記表示は、複数の信号ソース識別子の第１の信号ソース識別子であって、第１の色で
ある第１の信号ソース識別子に関連付けられた複数の番組リストと、該複数の信号ソース
識別子の第２の信号ソース識別子であって、第２の色である第２の信号ソース識別子に関
連付けられた複数の番組リストとを表示することを包含し、第１の信号ソース識別子と該
第２の信号ソース識別子とは、異なる信号提供ソースを識別する、請求項９５に記載の情
報統合システム。
【請求項９７】
　前記信号プロバイダは、前記マイクロプロセッサに結合されたトランスミッタであって
、少なくとも１つのテレビジョン信号ソースを介して前記統合チャンネルガイド情報リス
トを伝送するトランスミッタを含む、請求項９４に記載の情報統合システム。
【請求項９８】
　前記信号プロバイダは、衛星をさらに含み、前記伝送された統合チャンネルガイド情報
リストは、該衛星を介して中継される、請求項９７に記載の情報統合システム。
【請求項９９】
　前記少なくとも１つのテレビジョン信号ソースは、ケーブル、放送ソース、直接放送衛
星システムからなるグループから選択される、請求項９７に記載の情報統合システム。
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【請求項１００】
　前記少なくとも１つのテレビジョン信号ソースは、前記少なくとも２つの信号提供ソー
スのうちの１つである、請求項９７に記載の情報統合システム。
【請求項１０１】
　前記表示生成器は、テレビジョン表示スクリーン、コンピュータモニタ、およびプリン
トデバイスからなるグループから選択される、請求項９４に記載の情報統合システム。
【請求項１０２】
　前記少なくとも２つの情報ソースは、ケーブル、放送ソース、直接放送衛星システム、
電話回線、およびキーボードからなるグループから選択される、請求項９４に記載の情報
統合システム。
【請求項１０３】
　テレビジョンシステムに統合チャンネルガイド情報リストを提供する方法であって、
　該方法は、
　少なくとも２つの情報ソースからの個々のチャンネルガイド情報リストを、マージシス
テムにより受信するステップと、
　該個々のチャンネルガイド情報リストをマージすることにより、統合チャンネルガイド
情報リストを形成するステップと、
　該テレビジョンシステムに該統合チャンネルガイド情報リストを提供するステップであ
って、該テレビジョンシステムに提供された該統合チャンネルガイド情報リストは、少な
くとも２つの信号提供ソースに対する複数の番組リストを含む、ステップと、
　統合チャンネルガイドから重複したリストを自動的に削除するステップと、
　該統合チャンネルガイド情報リストの少なくとも一部分の表示を生成するステップと
　を包含する、方法。
【請求項１０４】
　前記提供するステップは、少なくとも１つのテレビジョン信号ソースを介して、前記統
合チャンネルガイド情報リストを伝送するステップを包含する、請求項１０３に記載の方
法。
【請求項１０５】
　前記伝送するステップは、衛星を介して、前記統合チャンネルガイド情報リストを中継
するステップを包含する、請求項１０４に記載の方法。
【請求項１０６】
　前記少なくとも１つのテレビジョン信号ソースは、ケーブル、放送ソース、直接放送衛
星ソースからなるグループから選択される、請求項１０４に記載の方法。
【請求項１０７】
　前記少なくとも１つのテレビジョン信号ソースは、前記少なくとも２つの信号提供ソー
スのうちの１つである、請求項１０４に記載の方法。
【請求項１０８】
　前記個々のチャンネルガイド情報リストは、第１のタイプおよび第２のタイプからなる
グループから選択され、該第１のタイプの個々のチャンネルガイド情報リストは、地方の
地理的領域に対するチャンネルガイド情報を表し、該第２のタイプの個々のチャンネルガ
イド情報リストは、国の地理的領域に対するチャンネルガイド情報を表す、請求項１０３
に記載の方法。
【請求項１０９】
　前記少なくとも２つの情報ソースは、ケーブル、放送ソース、直接放送衛星システム、
電話回線、およびキーボードからなるグループから選択される、請求項１０３に記載の方
法。
【請求項１１０】
　前記統合チャンネルガイド情報リストは、番号順に従って、順序付けられている、請求
項１０３に記載の方法。
【請求項１１１】



(13) JP 4203103 B2 2008.12.24

10

20

30

40

50

　前記統合チャンネルガイド情報リストは、ユーザ定義の順序方式に従って、順序付けら
れている、請求項１０３に記載の方法。
【請求項１１２】
　前記テレビジョンシステムに提供される前記統合チャンネルガイド情報リストは、前記
複数の番組リストのそれぞれに対するソース識別を含む、請求項１０３に記載の方法。
【請求項１１３】
　前記生成するステップは、テレビジョン表示スクリーン、コンピュータモニタ、および
プリント媒体のうちの１つに前記統合チャンネルガイド情報リストの前記少なくとも一部
分を表示するステップを包含する、請求項１０３に記載の方法。
【請求項１１４】
　少なくとも２つの情報ソースから個々のチャンネルガイド情報リストを受信する受信機
と、
　該受信機に結合されたマイクロプロセッサであって、該マイクロプロセッサは、該個々
のチャンネルガイド情報リストを統合チャンネルガイド情報リストにマージする、マイク
ロプロセッサと、
　信号プロバイダであって、該信号プロバイダは、テレビジョンシステムに該統合チャン
ネルガイド情報リストを提供し、該テレビジョンシステムに提供された該統合チャンネル
ガイド情報リストは、少なくとも２つの信号提供ソースに対する複数の番組リストを含む
信号プロバイダと、
　該テレビジョンシステムに結合された表示生成器であって、該統合チャンネルガイド情
報リストの少なくとも一部分の表示を生成する、表示生成器と
　を備え、
　該マイクロプロセッサは、統合チャンネルガイドから重複したリストを自動的に削除す
るように動作可能である、情報統合システム。
【請求項１１５】
　前記表示生成器は、テレビジョン表示スクリーン、コンピュータモニタ、およびプリン
トデバイスからなるグループから選択される、請求項１１４に記載の情報統合システム。
【請求項１１６】
　前記少なくとも１つのテレビジョン信号ソースは、前記少なくとも２つの信号提供ソー
スのうちの１つである、請求項１１５に記載の情報統合システム。
【請求項１１７】
　前記信号プロバイダは、前記マイクロプロセッサに結合されたトランスミッタであって
、少なくとも１つのテレビジョン信号ソースを介して前記統合チャンネルガイド情報リス
トを伝送するトランスミッタを含む、請求項１１４に記載の情報統合システム。
【請求項１１８】
　前記少なくとも２つの情報ソースは、ケーブル、放送ソース、直接放送衛星システム、
電話回線、およびキーボードからなるグループから選択される、請求項１１４に記載の情
報統合システム。
【請求項１１９】
　前記少なくとも１つのテレビジョン信号ソースは、ケーブル、放送ソース、直接放送衛
星システムからなるグループから選択される、請求項１１４に記載の情報統合システム。
【請求項１２０】
　前記統合チャンネルガイド情報リストは、番号順に従って、順序付けられている、請求
項１１４に記載の情報統合システム。
【請求項１２１】
　前記統合チャンネルガイド情報リストは、ユーザ定義の順序方式に従って、順序付けら
れている、請求項１１４に記載の情報統合システム。
【請求項１２２】
　前記信号プロバイダは、前記伝送された統合チャンネルガイド情報リストを中継する衛
星をさらに含む、請求項１１４に記載の情報統合システム。
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【請求項１２３】
　前記テレビジョンシステムに提供される前記統合チャンネルガイド情報リストは、前記
複数の番組リストのそれぞれに対するソース識別を含む、請求項１１４に記載の情報統合
システム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　（発明の背景）
　従来の技術として、テレビジョン・スケジュール・ガイドに関する情報を提供する装置
が幾つかある。これらの情報は、利用可能なチャンネル及び該チャンネルそれぞれのテレ
ビ番組を、スクリーン上に格子（グリッド）状に表示するために使用される。通常、利用
可能なチャンネルがＹ軸上に表示され、時間枠がＸ軸を占めることになる。これらの一覧
表にされたチャンネルは、順番にまたは所望の所定の順序でテレビジョン画面上に表示す
ることができる。米国特許第５３５３１２１号には、斯かるシステムが開示されており、
当業界で幅広く受け入れられている。米国特許第５３５３１２１号は、参照することによ
り本書に組み入れられている。
【０００２】
　数多くの異なる伝送方式が、テレビジョン・スケジュール・ガイドに必要とされる情報
の提供に、利用可能である。例えば、直接放送衛星システム（ＤＢＳ）では、衛星用ディ
ッシュ・アンテナ及びセットトップ型の受信機を介して、テレビ番組及びテレビ番組スケ
ジュール情報が提供される。ＤＢＳシステムは、例えば、ヒューズ・アンド・プライムス
ター（ＨｕｇｈｅｓａｎｄＰｒｉｍｅｓｔａｒ）から商業的に入手可能である。更に、従
来の衛星用ディッシュ・アンテナ、同軸ケーブル、電話回線、光ファイバ・ケーブル、ア
ンテナ等を利用して、テレビ番組及びテレビ番組スケジュール情報の一方または両方が配
給される。
【０００３】
　利用者がＤＢＳに加入している場合には、画面表示（オンスクリーン・ディスプレイ）
生成装置を有する別体の統合型受信デコーダ（ＩＲＤ）ボックスが通常提供される。通常
、ＩＲＤボックスには、最低でも受信機及びチューナが含まれている。ＤＢＳ加入者は、
ＤＢＳサービスの提供者が提供／管理する番組ガイドに加えて、潜在的には何百と言った
テレビ・チャンネルへのアクセスが可能となる。不都合なことには、通常ＤＢＳシステム
はローカル・ネットワーク即ち地方の独立系チャンネルを受信しない。これらの受信でき
ないローカル・チャンネルを受信するために、幾つかのＤＢＳ受信機では、ＤＢＳ衛星入
力とローカル入力とを自動的に切換え可能に構成されている。この自動切換えは、ＩＲＤ
ボックスをテレビジョン（該テレビジョンに接続されてＶＣＲ）と、ローカル線（ローカ
ル・ケーブルまたはローカル・アンテナ）との間に配置することにより、可能にされてい
る。ローカル・チャンネルが利用者により選択されると、ＩＲＤボックスが自動的にＤＢ
Ｓサービスの受信をやめて、ローカル入力へのバイパスとなる。利用者は、手動または遠
隔制御によりローカル・チャンネルを選択することができる。地域的に利用可能なチャン
ネルへのアクセスは、ゴールデン・アワーの主要番組がローカル・ネットワークから提供
されるために、不可欠となる。
【０００４】
　これに対して、利用者がケーブル及びローカル・アンテナ・ソースの双方からテレビチ
ャンネルを受信している場合、話は異なってくる。利用者のテレビジョンが多数テレビジ
ョン入力ポートを備えている場合は、２つのソースを容易に２つの入力ポートへ結合する
ことが可能である。この解決策は、ソース数がテレビジョン入力ポートの数を超えない限
り、良好に機能する。
【０００５】
　利用者のテレビジョンが多数の入力を備えていなかった場合には、多数のソース及びテ
レビジョン入力に取付られた手動スイッチ・ボックスを利用することができる。この解決
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策では、利用者は、あるソースから別の所望のソースへの切換えを手動で行わなければな
らない。例えば、利用者がローカル・ニュースを見たいと思った時には、スイッチをケー
ブルにセットして、利用者がケーブルからローカル・アンテナへ手動で切換えを行わなけ
ればならない。遠隔制御と自動化が当たり前となった社会においては、この解決策は多く
の消費者に受け入れられないものである。更に、チャンネル間の手動切換えは、チャンネ
ル・ソース数が増えるにつれて、より複雑になる。
【０００６】
　ＩＲＤボックス、多数のテレビジョン入力ポート、手動切換え装置等では、前記の問題
点に対する自動的切換えを可能にする解決策を提供することは不可能であり、斯かる問題
点は場合によっては部分的にしか解決されず、より万能な技術が必要とされている。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の好適な実施例では、本発明は、入力信号及び番組情報の調整（コーディネート
）に関しており、より詳細には（１）多数のソースから受信するテレビジョン・スケジュ
ールガイド情報の調整、（２）所望の信号ソースへの自動切換え、及び（３）所望のテレ
ビ番組への同調に関する。従って、本発明は、テレビジョン・スケジュール・ガイド情報
を調整する同調方式を提供する。この情報は数多くのソースから受信することができる。
これらのソースは、入力ケーブル線（例えば、同軸ケーブル）、衛星放送、専用電話回線
（例えば、ツイストペア）及び信号を伝送することができるその他の任意の媒体を含んで
いる。
【０００８】
　本発明は、テレビジョン・システムのチャンネル・ガイド情報を組合せる（マージする
）方法を提供する。この方法は、チャンネル・ガイド情報の受信及び記憶を含む。チャン
ネル・ガイド情報は、多数のテレビジョン信号ソースから受信される。このチャンネル・
ガイド情報を受信した後で、システムが該情報を混合分類して所望の順序に並べる。最後
に、このチャンネル・ガイド情報の表示が生成されて、所望の順序でテレビジョンに表示
される。
【０００９】
　下記の本発明の詳細な説明を添付の図面を参照しつつ読めば、当業者には前記及びその
他の利点が明らかとなろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　（特定の実施例の説明）
　本発明は、テレビ番組及びテレビジョン・スケジュール・ガイド情報を調整する同調方
式を提供する。このテレビジョン・スケジュール・ガイド情報は多数のソースから受信す
ることが可能である。上記に述べたように、これらのソースは、入力ケーブル線（例えば
、同軸ケーブルの）、衛星放送、専用電話回線（例えば、ツイストペア）及び信号を伝送
できるその他の任意の媒体を含んでいる。好適な実施例では、テレビジョン・チャンネル
放送は、（１）ケーブル及び衛星用ディッシュ・アンテナ、または（２）２つの異なる衛
星、または（３）ローカル・ケーブル及びＤＢＳソース等の、少なくとも２つの別個のソ
ースから受信される。スケジュール情報には、該スケジュール情報が特定のソースからの
ものであることを識別するソース識別子が設けられている。スケジュール情報は、組織的
に分類されて利用者へ配給される。
【００１１】
　利用者が表示されたガイド内の表示チャンネルの１つに配置されたショーまたはチャン
ネルを選択すると、システムが該ショーまたはチャンネルに関係したソース識別子を読み
取る。好適な実施例では、次いでシステムが自動切換え／同調処理を行い、テレビジョン
への入力（ＲＦまたはビデオ）をソース装置へ切換える。ソース装置には、ＤＢＳ、ケー
ブル・ボックス、テレビジョン・チューナ等が含まれる。システムは、次いで、所望のシ
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ョーに関するチャンネルへの同調を行う。更に、ソース識別子を使用して、無人ＶＣＲプ
ログラムが所望のときには、様々な装置間の自動切換えを行う。更に、番組情報が多数の
衛星ソースから受信されて所望のチャンネルが選択された場合には、本発明の一実施例で
は、利用者の衛星用ディッシュ・アンテナを自動的に動かして、利用者が関係するソース
から所望の番組を受信できるようにする。本発明では、次いで、正しいチャンネルへの同
調が行われる。
【００１２】
　組合せテレビジョン・ガイドを生成する場合には、チャンネル・マップが作られ、多数
のソース上で利用できるチャンネルを識別するとともに、それぞれのソースを識別する。
例えば、ＤＢＳ／ローカル・チャンネルの実現（インプリメンテーション）の場合には、
チャンネル・マップがローカル・ケーブル及びＤＢＳチャンネル双方の組合せで生成され
る。ローカル・チャンネル及びＤＢＳチャンネルには、ソース識別子が付されている。利
用者／消費者がこのようなガイドから非ＤＢＳチャンネルを選択した場合には、衛星用の
統合受信デコーダ・ユニット（ＩＲＤボックス）がＩＲＤを切り換えて、ローカル・ケー
ブルを受信機に結合する。次いで、システムがテレビジョン・チューナまたはその他の同
調装置を必要なチャンネルへ同調させる。ＤＢＳチャンネルが後で選択された場合には、
システムがＩＲＤを切り換えて、衛星用受信機／デコーダを受信機に連結する。
【００１３】
　次いで、ＤＢＳチューナを選択したＤＢＳチャンネルへ、システムが同調する。
例えば、ケーブル及びアンテナ入力の場合には、システムが正しいビデオ入力に切り換え
、次いで、テレビジョン・チューナを必要なチャンネルへ同調させて選択したソースを受
信する。このようにして、マルチ・ソース・テレビジョン・スケジュール・ガイド情報へ
の自動アクセスが提供される。
【００１４】
　本発明の別の実施例では、利用者がシステムを利用して、宛て先装置間での切換えを行
うことができる。例えば、多数のソースの１つから受信した情報／番組をコンピュータ画
面上に表示したり、ステレオで流すことが可能となる。更に、幾つかの宛て先装置を組み
合わせて使用することが可能となる。例えば、ＦＭラジオ局の番組リスト（プレイリスト
）をコンピュータのモニタまたはテレビジョンの画面に表示して、プレイリストから選択
した歌を後でオーディオ・レコーダに録音することが可能である。更に、斯かるシステム
を使用して、ＴＶ出力をステレオ・システムへ結合することが可能となる。従って、本発
明は、テレビジョン・システムに限定されるものではない。
【００１５】
　図１Ａは、テレビジョン２２に直接接続された多数のソースを備えたマルチ・ソース・
テレビジョン・スケジュール・ガイド・システムの一例を簡単な形態で図示したものであ
る。図示のように、マルチ・ソース・テレビ番組／テレビジョン・スケジュール・ガイド
・システム１０は、コーディネータ２０の制御により作動する。テレビジョン２２及びＶ
ＣＲ２４には、ケーブル・ボックス２６及びＩＲＤボックス２８から入力が供給される。
その他の入力３０も、テレビジョン２２及びＶＣＲ２４の少なくとも一方へ供給するよう
にしても良い。視聴者は、遠隔制御器３２を使用してテレビジョンの同調及びその他の操
作を行うことができる。本実施例では、ケーブル信号がケーブルボックス２６を介して供
給され、ＤＢＳがＩＲＤボックス２８を介して供給される。テレビジョン２２のアンテナ
３４をテレビ放送の追加のソースとして、ケーブル・ボックス２６、ＩＲＤボックス２８
及び他の入力３０と一緒に使用するようにしても良い。典型的な実施例では、アンテナ３
４及びケーブル・ボックス２６が「ローカル」ソースとなる。
【００１６】
　他の入力３０には、多数の衛星ソースを含めることができる。多数の衛星ソースが存在
する場合には、コーディネータ２０が利用者の衛星用ディッシュ・アンテナを動かすこと
により、または、衛星用ディッシュ・アンテナの切換えを行うことにより、利用できる衛
星ソース間の切換えを自動的に行う。衛星用ディッシュ・アンテナを自動的に動かすため
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に、ＩＲＤボックス内のメモリが、ＤＢＳ衛星用ディッシュ・アンテナを介して利用でき
る衛星ソースに関係して、ＤＢＳ衛星用ディッシュ・アンテナの姿勢を追跡する。ＩＲＤ
ボックス２８が、ＤＢＳ衛星用ディッシュ・アンテナを自動的に位置決めし、所望の衛星
ソースがＩＲＤボックス２８で受信される。
【００１７】
　コーディネータ２０は、プロセッサ（ＣＰＵ）３６及びメモリ（ＲＡＭ）３８を含んで
いる。コーディネータは赤外線（ＩＲ）発生器４０に接続されて該発生器を制御する。Ｉ
Ｒ受信機３９は、コーディネータ２０に接続され、遠隔地からの入力を受信する。ＩＲ発
生器４０の代わりに、例えば、バス・インタフェースまたはＲＦトランスミッタを使用す
ることができる。ＩＲ発生器４０は、ＩＲＤボックス２８、テレビジョン２０、ＶＣＲ２
４、ケーブル・ボックス２６及び他の入力３０の１つまたは複数を制御する。従って、Ｉ
Ｒ発生器４０は、テレビジョン２２、ＶＣＲ２４、ケーブル・ボックス２６及び他の装置
３０の少なくとも１つ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
て機能する。コーディネータ２０は遠隔制御装置をシミュレートする能力を有して入るこ
とから、コーディネータ２０をケーブルボックス２６、ＶＣＲ２４、テレビジョン２２、
スタンドアロン装置２０または衛星受信機内へ配置することができる。
【００１８】
　遠隔制御器３２は手で持てる遠隔制御装置であり、コーディネータ２０を遠隔制御する
。好適な実施例では、遠隔制御器３２には、ＩＲ受信機３９を介してコーディネータを制
御するＩＲトランスミッタが設けられる。図１に図示していないが、その他の遠隔制御手
段を利用して、手動でテレビジョン２２、ＶＣＲ２４、ケーブル・ボックス２６、ＩＲＤ
ボックス２８及び他の入力３０を制御することが可能となる。好適な実施例では、コーデ
ィネータ２０がシステム全ての必要な制御を実行するが、遠隔制御器３２がコーディネー
タ２０及びエミッタ４０と協働して、図１Ａに示した様々な装置の制御を行う。例えば、
利用者が遠隔制御器３２の音量制御手段を調節すると、コーディネータ２０がＩＲ発生器
４０を介して信号を発し、テレビジョン２２の音量を調節する。
【００１９】
　ＩＲＤボックス２８は、一実施例では、衛星用ディッシュ・アンテナ２９を介してテレ
ビ番組及びその他の情報を受信する。ＩＲＤボックス２８は、次いで、番組スケジュール
情報をシステムに供給する。スケジュール情報はＤＢＳサービス提供者またはその契約会
社により伝送された信号に追加される。ＤＢＳサービスの例として、ダイレクトＴＶ（Ｄ
ｉｒｅｃｔＴＶ）及びＵＳＳＢが上げられる。この番組スケジュール情報（即ちガイド）
に、特定のソースで利用できるチャンネル情報を含んだチャンネル・マップを含ませても
よい。ＤＢＳガイドに関係した情報は、ＩＲＤボックス受信機のＲＡＭ４２に記憶される
、即ちダウンロードされる。同様に、番組ガイド情報をケーブル・ボックス２６、他の入
力３０、アンテナ３４、及びその他の任意の伝送媒体（例えば、専用ツイスト・ペア電話
回線）の少なくとも１つを介して受信することができる。これらソースの各々は、サービ
ス提供者により伝送された信号内にテレビジョン・スケジュール・データを含むようにし
てもよい。
【００２０】
　コーディネータ２０は、システム１０において利用できる番組ガイド情報を探しかつ分
類する。所望のテレビジョン・ガイド情報を受信するため、コーディネータ２０は該情報
のソースへ接続される。例えば、チャンネル・マップ情報が専用ツイスト・ペア電話回線
により供給される場合、該電話回線がコーディネータ２０への入力４３となる。ガイド情
報は、商業的に入手可能な任意の媒体から供給することができ、且つ、利用できるソース
の全てまたは幾つかに適用できる。
【００２１】
　好適な実施例では、テレビジョン・ガイド情報は、利用できるテレビ・チャンネル上の
垂直ブランキング期間に供給される。図１Ａでは、コーディネータ２０及びソース装置が
テレビジョン２２に連結されている。従って、コーディネータ２０は、電話回線４３を介
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して番組ガイド情報を受信し、テレビジョン２２が多数のソースからテレビ番組情報を受
信する。更に、テレビジョン２２は、コーディネータ２０から番組ガイド情報を受信する
。
【００２２】
　本発明の別の実施例では、コーディネータ２０は全てのソース装置入力を直接受信する
よう構成されている。図１Ｂは、コーディネータに直接接続された多数のソースを備えた
マルチ・ソーステレビ番組／テレビジョン・スケジュール・ガイド・システムのブロック
図である。本実施例では、コーディネータ２０が多数のソース２６、２８及び３０の切換
えを行い、次いで、所望のソースからテレビジョン２２または別の宛て先装置へ情報を出
力する。この構成により、テレビジョン２２への入力が単一入力となる。コーディネータ
２０は、線４４を介してまたは、線４５及び４６を介して、ＶＣＲを通じて番組ガイド情
報及びテレビ番組をテレビジョン２２に入力する。本発明に利用可能なその他の宛て先装
置は、コンピュータ・モニタ、オーディオ・レコーダ、ファックス、プリンタ、メモリ等
である。
【００２３】
　更に本発明の別の実施例では、ＤＢＳ（ＩＲＤボックス２８を介した）及びケーブル（
ケーブル・ボックス２６を介した）は、テレビジョン２２に直列に接続されたソース装置
として構成される。図１Ｃはソース装置としてのＤＢＳ及びケーブルを備えたテレビ番組
／テレビジョン・スケジュール・ガイド・システムのブロック図である。この構成では、
コーディネータはＩＲＤボックス４７内に配置され、ＩＲ発生器が不要にされている。Ｉ
ＲＤボックス４７は、直接またはＶＣＲ２４を介して、テレビジョン２２に入力を行う。
ＤＢＳのサービスが、ＩＲＤボックス４７内のコーディネータにより停止されると、ケー
ブル・ボックス２６がテレビジョン２２へ入力を行う。
【００２４】
　図１Ｄは、ＤＢＳ、コーディネータ及びテレビジョン・チューナの全てを同一のＩＲＤ
ボックス内へ収めたテレビ番組／テレビジョン・ガイド・システムのブロック図である。
この実施例では、ケーブル・ソースは一切存在しなく、コーディネータ及びテレビジョン
・チューナは全て、ＩＲＤボックス４８内に配置されている。従って、ＩＲ発生器は不要
である。コーディネータは、ＤＢＳと線４９上で受信される他の利用できるソースとの間
の切換えを行う。コーディネータが切換えを完了し、所望のチャンネルへの同調を完了す
ると、（下記に説明するように）該チャンネルがテレビ画面２３上に表示されるか、また
は、ＶＣＲ２４により録画される。図１Ａ～ＤにおけるＶＣＲは、オプションである。更
に、ＤＢＳ受信機及びチューナを、テレビジョンまたはＶＣＲ内に配置することが可能で
ある。
【００２５】
　テレビジョン・スケジュール情報に、種々のフォーマットが使用できる。例えば、ヘッ
ダ部分及び情報部分を備えたデータ・パケットを、他のより複雑なデータ・パケット・フ
ォーマットを使用して受信することができる。好適な実施例では、コーディネータ２０が
、利用可能なソース又はデータ入力線からテレビジョン・スケジュール情報を受け取り、
分類／混合する。例えば、コーディネータ２０がテレビジョン・チャンネルの垂直ブラン
キング期間に、またはＤＢＳのトランスポンダを介して、番組スケジュールを受信するよ
うにしても良い。
【００２６】
　利用できるスケジュール情報を分類／混合するために、コーディネータ２０は、先ず、
構造化フレームワークを生成し、次いで、受信したデータを該構造化フレームワーク内に
セーブする。この構造化フレームワークには、組織化されたデータ記憶用の幾つかのレベ
ルが含まれる。該フレームワークのレベルがコーディネータ２０により準備された後、ポ
インタを使用して該構造の適切なレベルにデータをセーブする。
【００２７】
　別の構成では、番組スケジュール情報の分類／混合は、別個の場所でなされ、そして、
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例えば、衛星チャンネル上のシステム１０に供給される。従って、既に混合、分類、組織
化された番組スケジュール情報は、即座に表示可能なフォーマットで受信される。この後
者の状況では、見られる画面／格子のみをセーブすれば良いことから、コーディネータの
メモリは少なくて済む。例えば、この後者の状況において、利用者が４時間の格子状の案
内を見たいと思った時、４時間分の情報のみをＲＡＭ３８にセーブすればよいのである。
この即座の表示可能なフォーマットを別個のデータ・ストリームにして、異なる媒体また
はテレビジョン・チャンネル上に供給することができる。
【００２８】
　図２は、テレビジョン・ガイド情報から組み立てられた格子状のスケジュール・ガイド
の画面表示の例である。本発明の格子状ガイドはまた、テーマ・ガイド、チャンネル・ガ
イド及び番組情報を表示するその他のガイドを含んでる。好適な実施例では、コーディネ
ータ２０が利用できる番組ガイド情報を全て収集及び分類し終わった後、コーディネータ
２０は、図２に図示した格子状ガイドを生成し、テレビジョン２２の画面上に表示する。
この格子状ガイドもまた、ＩＲＤボックス、衛星用受信機、テレビジョン、ＶＣＲ、本社
位置等の内部に生成することが可能である。符号５０で表される格子状ガイドは、全ての
チャンネルまたは選択されたチャンネル５２のラインナップを、時間５６にそのチャンネ
ルで利用できる番組５４の説明とともに提供する。例えば、第２チャンネル５８では、午
後１時～２時の間、バットマン６０が放映され、午後２時～２時３０分の間、ソープ（ホ
ームコメディ）６２が放映される。テーマ毎、チャンネル毎、又はランダムのリストを、
図２に示した格子状ガイドに代えて使用することも可能である。
【００２９】
　格子状ガイドが使用される場合には、チャンネル５２のラインナップを、（１）チャン
ネルが番号またはアルファベット順になるように、または（２）チャンネルがそれぞれの
特定のソースと関係した順になるように、または（３）チャンネルが利用者がプログラム
した混合した順になるように、または（４）チャンネルがその他の任意の配置となるよう
に配列することが可能である。多数のソースが使用されてテレビジョンのチャンネルを受
信する場合には、チャンネルのオーバラップが時々生じる。例えば、ケーブル及びＤＢＳ
の双方がＡＢＣのネットワークを有しており、ケーブルのＡＢＣネットワークは第６チャ
ンネルで、ＤＢＳのＡＢＣネットワークは第７チャンネルである。格子状ガイド５０に表
示されたチャンネルの削除及び起動を可能にすることにより、どちらのＡＢＣチャンネル
を保持すべきか、双方のＡＢＣチャンネルを保持すべきか、または、いずれのＡＢＣチャ
ンネルも保持しないか等を、利用者が決定することが可能となる。利用者の選択は、が遠
隔制御器３２を介して、コーディネータ２０に入力される。他の実施例では、コーディネ
ータ２０が自動的に重複したネットワークの名前を察知して重複した一方を削除すること
もできる。更に、コーディネータ２０が、自動的に利用者の習慣に基づいて、チャンネル
のラインナップを行うことができる。このチャンネルの自動配列のモードが利用者により
選択されると、利用者の習慣に基づいたアルゴリズムを使用して、チャンネルの順番５２
が決定される。従って、任意の所望の配列でチャンネル５２のラインナップが可能となる
。
【００３０】
　好適な実施例では、利用者が遠隔制御器３２上のガイド・ボタンを押して格子状ガイド
５０を表示させる。コーディネータ２０は、このガイド・ボタンの最初の押圧により、格
子状ガイド５０を提供するチャンネルまたは装置に自動的に同調を行うか、または、格子
状ガイドを現在の放送に重ね合わせる。利用者は、格子状ガイド５０を使い終わると、再
度（または別のボタン）ガイド・ボタンを押し、コーディネータ２０は、（１）利用者が
最後に見ていたチャンネルまたは装置に戻るか、または（２）オーバーレイを移動させる
。コーディネータ２０の自動同調に使用される技術を、更に下記に説明する。
【００３１】
　どのソースからどのチャンネルが利用可能かを追跡するために、ソース識別子が各チャ
ンネルに配置される。ソース識別子の各々は、チャンネル・ガイド情報に含めても良く、
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あるいは、ソース識別子を、チャンネル・ガイド情報のオリジンに基づいて、システムに
より追加するようにしても良い。従って、これらのデータが未だに供給されていなければ
、コーディネータ２０は適切な識別子を受信したチャンネル・ガイド情報に付加する。例
えば、バットマン６０がＩＲＤボックス２８を介して受信された場合、該バットマン６０
は、そのチャンネル５８上に配置されたＩＲＤボックス２８を識別するソース識別子を有
することになる。
【００３２】
　好適な実施例では、ソース識別子は、利用者には表示されない。所望であれば、利用者
はコーディネータ２０をプログラムして、どのソースが当該チャンネルに関係しているか
を表示することが可能である。例えば、格子状ガイド５０上で、ケーブル・ボックス２６
から入ってくるチャンネルを赤く塗り、ＩＲＤボックス２８から利用可能なチャンネルを
緑に塗る。このように、所望であれば、利用者は、どのソースが各チャンネルに関係して
入るかを容易に識別できる。
【００３３】
　利用者は、遠隔制御器３２を使用して、コーディネータ２０をプログラムしたり、ある
いは、格子状ガイド５０の異なるチャンネル、時間及び番組間を移動することが可能とな
る。更に、遠隔制御器３２を使用して一定のチャンネルまたは番組を選択して、（１）特
定の番組に関連した追加の情報を表示し、または（２）特定のチャンネルまたは番組に同
調し、または（３）特定の番組を自動的に録画することができる。また、遠隔制御器３２
を使用して、テレビジョン２２またはその他の装置の音量またはその他の機能の調節がで
きる。特定の番組に関連した追加の情報には、該番組の概要説明を含めるようにしても良
い。例えば、連続ホームドラマに含まれる物語りの概要説明を提供するようにしても良い
。この追加の情報を表示するには、コーディネータ２０がＲＡＭ３８内の所望の情報にア
クセスし、あるいは、異なるデータ入力に切り換えて、格子状ガイド５０内の適切な場所
内の追加情報を表示すればよい。好適な実施例では、この追加の情報は、（１）オーバー
レイに、または（２）選択した番組下のプルダウン・ウィンドウとして、または（３）画
面の頂部または底部の限定した情報ウィンドウとして表示される。
【００３４】
　図３は自動同調の処理のフローチャートの一例である。自動同調を開始するには、利用
者が所定のチャンネルまたは番組をステップ７０で選択する。この選択は、例えば、カー
ソルを所望の番組までスクロールさせ、「エンター」キーを押すか、または、遠隔制御器
３２を使用してチャンネル番号を入力することにより、実行できる。次いで、コーディネ
ータ２０は、ステップ７２でソース識別子を読み取り、現在のテレビジョン２２への入力
がソース識別子と関係したソースであるか否かを決定する（ステップ７４）。現在のテレ
ビジョン２２への入力ソースがソース識別子と関係したソースと同一であれば、コーディ
ネータ２０は、ステップ８４において、該特定のソースを所望のチャンネルに同調させる
。現在のソースがソース識別子と関係するソースでなかった場合には、システムは、ソー
スを適切なソースへ切り換える。例えば、プロセッサ３６の制御により、ＩＲ発生器４０
から信号を発生させて、現在のソースから切り換え、且つ、ソース識別子に関係したソー
スを起動する、即ち切り換える。所望のチャンネルまたは番組が、情報をテレビジョン２
２に入力するソースとしての機能を果たす。次いで、コーディネータ２０は、ステップ８
０において、特定のソース（ソース識別子と関係したソース）に対して正しいテレビジョ
ン・チャンネルまたは入力が起動されたか否かを判定する。正しいテレビジョン・チャン
ネルまたは入力が起動さなかった場合には、システム内の適切なチューナが正しいチャン
ネルに同調される。例えば、ＩＲ発生器４０を使用して、テレビジョンを所望のテレビジ
ョン・チャンネルに、ステップ８２において同調される。あるいは、ステップ８０を不要
にして、コーディネータ２０を常に所望のチャンネルに同調または再同調させておき、こ
れにより、テレビジョン２２が正しいチャンネルにあることを確実にしてもよい。所望の
ソースに関係した正しいテレビジョン・チャンネルまたは入力を起動した後（あるいは同
時に）、ステップ８４において、ＩＲエミッタ４０が当該ソース内の受信機を所望のチャ
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ンネルに同調させる。次いで、所望の放送がテレビジョン２２上に表示される。プログラ
ムがコーディネータ２０（図１Ｂ参照）を介してテレビジョン２２及びＶＣＲ２４へ入力
される場合には、テレビジョン及びＶＣＲ用の同調は一切不要となる。従って、この後者
の構成では、ステップ８０及び８２が存在しない。
【００３５】
　図３に図示した処理を更に示するために下記の例を説明する。この例においては、ＩＲ
Ｄボックス２８が利用可能なチャンネル１００～２００を有しており、該ボックスが、現
在テレビジョン２２への入力ソースとなっている（図１Ｃ参照）。更にケーブルボックス
２６はＩＲＤボックス２８への入力である（図１Ｃ参照）。利用者が、ステップ７０にお
いて、第２チャンネル５８上のバットマン６０を選択する。選択された番組は、ケーブル
・ボックス２６からのチャンネルで利用することが可能である。コーディネータ２０は、
選択された番組に関係したソース識別子を読み取り、第２チャンネルがケーブルボックス
２６からのものであることを、ステップ７２にて決定する。その後、コーディネータ２０
は、ステップ７４において、現在のソースがＩＲＤボックス２８であることを判定する。
【００３６】
　従って、ソースの切換えを実行しなければならない。上記に説明したように、ＤＢＳが
選択されたソースでない以上、ＩＲＤボックス２８は、ケーブル・ボックス２６がＩＲＤ
ボックス２８内の内部リレー（電子または機械式）を介してテレビジョン２２へ信号を送
るのを可能にする。従って、コーディネータ２２は、ＩＲ発生器４０を使用して、ステッ
プ７８において、ＤＢＳの不活性化及び切断を行う。ＩＲＤボックス２８は、テレビジョ
ン２２の第３チャンネルを介して、テレビジョン２２へ入力される。好適な構成では、ケ
ーブル・ボックス２６もまた、テレビジョン２２の第３チャンネルを介して接続される。
この時、コーディネータ２２は、テレビジョン２２をチェックして、ケーブル・ボックス
２６からの入力に応じて、接続されているのは第３チャンネルであることを確実にするよ
うにしても良い（ステップ８０参照）。テレビジョン２２が既に第３チャンネルに接続さ
れていることから、テレビジョンのチャンネルの変更はなされない（ステップ８４参照）
。コーディネータ２０は次いで、ステップ８４において、ＩＲ発生器４０を使用して、ケ
ーブル・ボックス２６を所望の第２チャンネルに同調させる。上記に述べたように、ステ
ップ８２及び８４を同時に実行することが可能である。
【００３７】
　次いで、放映されている番組がテレビジョン２２上に表示され、図３に説明した処理が
完了する。他の実施例では、テレビジョン・チューナが使用されてソースからの多数の入
力から選択を行うか、あるいは、混合システムを使用してテレビジョン・チューナをある
ソースに使用し、ソース・チューナをその他のソースに使用するようにしても良い。
【００３８】
　図４は自動無人録画の処理のフローチャートの一例である。自動無人録画は、利用者が
遠隔制御器３２で録画するテレビ番組を選択することにより開始される。選択した番組を
自動録画するには、ＶＣＲ２４が適切な時間に自動的にオンに切り替えられ（ＶＣＲの録
画機能が同時に起動される）、番組が終了するとオフに切り替えられる。自動録画に使用
される同調処理は、自動同調で説明した処理（図３参照）と同一であるが、ＶＣＲはテレ
ビジョンではなく、正しいチャンネルに同調される。
【００３９】
　図４に示したように、利用者がステップ９０においてショウ番組を選択した後、コーデ
ィネータが該ショウ番組の開始時間が過ぎてしまったか否かをチェックする（ステップ９
２参照）。開始時間が過ぎていない場合には、コーディネータ２０はステップ９４におい
て待機をする。正しい時間（番組の開始時間）が来ると、ＶＣＲ２４がオンされて（ステ
ップ９６参照）、コーディネータ２０があたかも自動同調が起こったかのように作動する
。従って、コーディネータ２０は、ステップ７２（図３参照）で選択したショウ番組を提
供するチャンネルと関係したソース識別子を読み取る。この自動読み取り処理のフローと
、自動同調処理のフローとの間の移行が、Ｂにより示されている。自動読み取りのための
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同調が実行されている間、ＶＣＲは、テレビジョンではなく正しいチャンネルに同調され
る（ステップ８０、８２を参照）。図３に示した処理フローが完了すると、Ａで示すよう
に、コーディネータ２０がＩＲ発生器４０を使用して図４のステップ１００において、Ｖ
ＣＲの記録機能を選択すなわち起動する。これにより、ＶＣＲ２４が選択された番組を録
画する。次いで、コーディネータ２０は、ステップ１０２において、ショウ番組の終了時
間が現在の時間と合致するか否かをチェックする。
【００４０】
　ショウ番組が終了していなければ、コーディネータ２０は、ステップ１０４において待
機する。ショウ番組の終了時間が現在の時間と合致した場合には、ＩＲ発生器４０により
ショウ番組の録画を停止し、ステップ１０６でＶＣＲがオフされる。この方式により、Ｖ
ＣＲ２４に連結された任意のソースから任意のショウ番組の無人自動録画が可能となる。
【００４１】
　本発明の別の実施例では、コーディネータ２０がＩＲＤボックス２８内に配置され、且
つ、コーディネータ２０がＩＲ発生器を使用せずにＤＢＳ及びケーブル・ソースに必要と
される切換え及び同調を処理するよう構成される。利用者／消費者がガイドから非ＤＢＳ
チャンネルを選択すると、（最初のソースがＤＢＳであった場合には）コーディネータが
衛星用の統合受信デコーダ装置からケーブルに切換え、テレビジョン・チューナ、または
テレビジョンチューナ及びケーブル・ボックスを、所望のチャンネルに同調させる。ＤＢ
Ｓチャンネルを後で選択する場合には、システムが統合受信デコーダ装置へ再度切換えて
、所望のＤＢＳチャンネルへの同調を行う。この構成により、マルチ・ソースの調整がＩ
Ｒ発生器を必要とせずに達成される。
【００４２】
　コーディネータ２０を使用することにより、利用者は、テレビ番組ソースを手動で選択
することも、手動で所望のチャンネルまたは番組への同調を行うことも不要になる。更に
、システム１０が可能とする自動受信、格子状ガイドの生成、切換え及び同調により、最
終の利用者または消費者が手動操作をしなければならない部分が存在するとしても、最小
の操作に止められている。
【００４３】
　上記の如く本発明を十分且つ完全に開示したが、当業者には様々な修正及び変更が可能
であることは自明のことである。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１Ａ】図１Ａは、テレビジョンに直接接続された多数のソースを備えたマルチ・ソー
ス・テレビ番組／テレビジョン・スケジュール・ガイド・システムのブロック図である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、コーディネータに直接接続された多数のソースを備えたマルチ・ソ
ース・テレビ番組／テレビジョン・スケジュール・ガイド・システムのブロック図である
。
【図１Ｃ】図１Ｃは、ソース装置としてＤＢＳ及びケーブルを備えたテレビ番組／テレビ
ジョン・スケジュール・ガイド・システムのブロック図である。
【図１Ｄ】図１Ｄは、同一のＩＲＤボックス内に収められたＤＢＳ、コーディネータ及び
テレビジョン・チューナを有するテレビ番組／テレビジョン・スケジュール・ガイド・シ
ステムのブロック図である。
【図２】図２は、テレビジョン・ガイド情報から組み立てられた格子状のスケジュール・
ガイドの画面表示の一例である。
【図３】図３は、自動同調処理のフローチャートである。
【図４】図４は、自動無人録画処理のフローチャートである。
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