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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の組の視聴の関心の対象およびそれに対応するハイライト処理を有するユーザイン
タフェースを表示する工程と、
　ユーザによって選択された１つまたは複数の前記視聴の関心の対象を受信する工程と、
　重要性の階層的方式に基づいて前記視聴の関心のそれぞれを評価する工程であって、前
記重要性の階層的方式は、それぞれの前記視聴の関心の選択フィールドに対して優先度を
割り当てており、該優先度が前記ユーザインタフェースの表示スクリーン内での前記視聴
の関心の選択フィールドの場所に基づいている工程と、
　前記重要性の階層的方式に基づいて、前記視聴の関心に対して、対応するハイライト処
理を決定する工程と、
　番組編成範囲内の電子番組案内を表示する工程と、
を備え、
　前記電子番組案内が、複数の時間枠における複数のチャンネルのための複数のテレビの
ショーを含み、
　前記複数のテレビのショーのそれぞれは複数の特徴を有し、
　前記番組編成範囲内の１つの前記テレビのショーの前記特徴が、選択された複数の前記
視聴の関心に適合する場合、前記１つの適合したＴＶショーが前記複数の関心の対象の重
要性の階層的方式に基づいて選択された視覚的キューを用いてハイライト処理されて表示
され、
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　選択された１つまたは複数の前記視聴の関心に前記特徴が適合しない前記番組編成範囲
内の前記複数のテレビのショーのそれぞれが、強調表示されない
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　各前記テレビのショーの前記特徴が１つまたは複数の前記視聴の関心の選択に適合しな
い前記番組編成範囲内の前記複数のテレビのショーのそれぞれは、いかなる前記ハイライ
ト処理もなしに表示されることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記電子番組案内のためのデータを検索する工程をさらに備え、
　前記データは複数の前記時間枠についての前記複数のテレビのショーを含み、
　前記複数の特徴はそれぞれ、前記複数のテレビのショーに対応する
ことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ハイライト処理は、テキストの外観、境界の外観、背景の外観、境界内の影付け、
テキストの色彩、テキストの位置合わせ、境界の外観、背景の色彩、影付け、アイコン、
タイプフェース、フォント、フォントスタイル、フォントサイズ、テキストの効果、およ
びそれらの組み合わせからなるグループから選択されることを特徴とする、請求項１に記
載の方法。
【請求項５】
　前記電子番組案内の前記表示から、前記番組編成範囲における１つの前記テレビのショ
ーの選択を受信する工程と、
　前記番組編成範囲における前記選択された１つのテレビのショーの前記特徴を、前記電
子番組案内における他の前記テレビのショーの特徴に適合させるためのコマンドを受信す
る工程と、
　前記番組編成範囲内の前記電子番組案内を表示し、それにより、前記番組編成範囲にお
ける１つの前記テレビのショーの選択の前記特徴に適合する特徴を有する前記番組編成範
囲における各前記テレビのショーが、所定のハイライト処理を施して表示され、かつ、前
記番組編成範囲における１つの前記テレビのショーの選択の前記特徴に適合しない特徴を
有する前記番組編成範囲における各前記テレビのショーが、所定のハイライト処理なしに
表示されるようにする工程と、
をさらに備えることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記番組編成範囲内の電子番組案内を表示する工程は、前記テレビのショーの前記特徴
が前記電子番組案内における他の前記テレビのショーの前記特徴に適合する前記番組編成
範囲における１つの前記テレビのショーを選択するための１つまたは複数のコントロール
を表示する工程をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記１つまたは複数の前記視聴の関心の対象の前記受信された選択に適合する、前記番
組編成範囲内の前記電子番組案内における各前記テレビのショーの前記特徴を識別する工
程をさらに備えることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ユーザインタフェースが、
　１つまたは複数の視聴の関心の対象およびそれらに対応するハイライト処理を選択する
ための１つまたは複数のコントロールを示すための第１の表示画面上に示される第１のパ
ネルと、
　１つまたは複数のテレビのショーであって、各々は番組編成範囲内の１つまたは複数の
時間枠における１つまたは複数のチャンネルについての１つまたは複数の特徴を有するテ
レビのショーを含み、さらに、前記テレビのショーにおける第１の部分が前記対応するハ
イライト処理を施して前記電子番組案内上に表示されるように前記第１の表示画面から受
信した前記視聴の関心の対象の１つまたは複数の選択に適合する特徴を有する前記番組編
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成範囲内のテレビのショーも含む電子番組案内を示すための第２の表示画面上に示される
第２のパネルと
を備えることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２のパネルは、第２の部分の前記テレビのショーがいずれの選択された前記ハイ
ライト処理なしに前記電子番組案内上に表示されるように、前記第１の表示画面から受信
した１つまたは複数の前記視聴の関心の対象の前記選択に適合しない特徴を有する前記番
組編成範囲内の１つまたは複数のテレビのショーをさらに含むことを特徴とする、請求項
８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ハイライト処理は、テキストの外観、境界の外観、背景の外観、境界内の影付け、
テキストの色彩、境界の外観、背景の色彩、影付け、アイコン、タイプフェース、フォン
ト、フォントスタイル、フォントサイズ、テキストの効果、およびそれらの組み合わせか
らなるグループから選択されることを特徴とする、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　各前記コントロールは、
　アクティブにされると、前記選択可能な視聴の関心の対象およびそれらに対応する個々
のハイライト処理を表示する１つまたは複数のプルダウンメニュー、
　アクティブにされると、前記選択可能な視聴の関心の対象のカテゴリ、文字列の入力を
受信するためのフィールド、および、前記カテゴリおよび前記文字列に対応するハイライ
ト処理のための選択を表示する１つまたは複数のプルダウンメニュー、および
　上記の組み合わせからなるグループ
から選択されることを特徴とする、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　複数の組の視聴の関心の対象およびそれに対応するハイライト処理を有するユーザイン
タフェースを表示する手段と、
　ユーザによって選択された１つまたは複数の前記視聴の関心の対象を受信する手段と、
　重要性の階層的方式に基づいて前記視聴の関心のそれぞれを評価する手段であって、前
記重要性の階層的方式は、それぞれの前記視聴の関心の選択フィールドに対して優先度を
割り当てており、該優先度が前記ユーザインタフェースの表示スクリーン内での前記視聴
の関心の選択フィールドの場所に基づいている手段と、
　前記重要性の階層的方式に基づいて、前記視聴の関心に対して、対応するハイライト処
理を決定する手段と、
　番組編成範囲内の電子番組案内を表示する手段と、
を備え、
　前記電子番組案内が、複数の時間枠における複数のチャンネルのための複数のテレビの
ショーを含み、
　前記複数のテレビのショーのそれぞれは複数の特徴を有し、
　前記番組編成範囲内の１つの前記テレビのショーの前記特徴が、選択された複数の前記
視聴の関心に適合する場合、前記１つの適合したＴＶショーが前記複数の関心の対象の重
要性の階層的方式に基づいて選択された視覚的キューを用いてハイライト処理されて表示
され、
　選択された１つまたは複数の前記視聴の関心に前記特徴が適合しない前記番組編成範囲
内の前記複数のテレビのショーのそれぞれが、強調表示されない
ことを特徴とする装置。
【請求項１３】
　前記電子番組案内上に表示された１つの前記テレビのショーの選択を受信するための手
段と、
　前記選択された１つの前記テレビのショーの前記チャンネルに同調するための手段と
をさらに備えることを特徴とする請求項１２に記載の装置。
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【請求項１４】
　前記電子番組案内上に表示された１つの前記テレビのショーのうちの選択されたショー
を受信するための手段と、
　前記電子番組案内における他の前記テレビのショーの特徴に対して前記選択された１つ
の前記テレビのショーの前記特徴を適合させるためのコマンドを受信する手段と、
　前記番組編成範囲内の前記電子番組案内を表示し、それにより、前記番組編成範囲にお
ける１つの前記テレビのショーの選択の前記特徴に適合する特徴を有する前記番組編成範
囲における各前記テレビのショーが所定のハイライト処理を施して表示され、かつ、前記
番組編成範囲における１つの前記テレビのショーの選択の前記特徴に適合しない特徴を有
する前記番組編成範囲における各前記テレビのショーが所定のハイライト処理なしに表示
されるようにするための手段と、
をさらに含むことを特徴とする、請求項１２に記載の装置。
【請求項１５】
　前記ユーザインタフェースは、
　アクティブにされると、前記視聴の関心の対象およびそれらに対応する個々のハイライ
ト処理のための選択を表示する１つまたは複数のプルダウンメニュー、
　アクティブにされると、前記視聴の関心の対象のカテゴリ、文字列の入力を受信するた
めのフィールド、および、前記カテゴリおよび前記文字列に対応するハイライト処理のた
めの選択を表示する１つまたは複数のプルダウンメニュー、および
　上記の組み合わせ
からなるグループから選択されたプルダウンメニューを備えることを特徴とする、請求項
１２に記載の装置。
【請求項１６】
　前記ハイライト処理は、テキストの外観、境界の外観、背景の外観、境界内の影付け、
テキストの色彩、テキストの位置合わせ、境界の外観、背景の色彩、影付け、アイコン、
タイプフェース、フォント、フォントスタイル、フォントサイズ、テキストの効果、およ
びそれらの組み合わせからなるグループから選択されることを特徴とする、請求項１２に
記載の装置。
【請求項１７】
　１つまたは複数の前記視聴の関心の対象の選択を受信する手段は、各前記選択が行われ
る１つまたは複数のコントロールを表示する手段をさらに備えることを特徴とする、請求
項１２に記載の装置。
【請求項１８】
　コンピュータ読取り可能な媒体であって、
　１つまたは複数の視聴の関心の対象およびそれらに対応するハイライト処理を選択する
ための１つまたは複数のコントロールを示すための第１の表示画面上に示される第１のパ
ネルと、
　１つまたは複数のテレビのショーであって、各々は番組編成範囲内の１つまたは複数の
時間枠における１つまたは複数のチャンネルについての１つまたは複数の特徴を有するテ
レビのショーを含み、さらに、前記テレビのショーにおける第１の部分が前記対応するハ
イライト処理を施して前記電子番組案内上に表示されるように前記第１の表示画面から受
信した前記視聴の関心の対象の１つまたは複数の選択に適合する特徴を有する前記番組編
成範囲内のテレビのショーも含む電子番組案内を示すための第２の表示画面上に示される
第２のパネルと
を備えるユーザインタフェースを提供する工程と、
　ユーザによって選択された１つまたは複数の前記視聴の関心の対象を受信する工程と
　重要性の階層的方式に基づいて前記視聴の関心のそれぞれを評価する工程であって、前
記重要性の階層的方式は、それぞれの前記視聴の関心の選択フィールドに対して優先度を
割り当てており、該優先度が前記ユーザインタフェースの表示スクリーン内での前記視聴
の関心の選択フィールドの場所に基づいている工程と、
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　前記重要性の階層的方式に基づいて、前記視聴の関心に対して、対応するハイライト処
理を決定する工程と、
　番組編成範囲内の電子番組案内を表示する工程と、
を備え、
　前記電子番組案内が、複数の時間枠における複数のチャンネルのための複数のテレビの
ショーを含み、
　前記複数のテレビのショーのそれぞれは複数の特徴を有し、
　前記番組編成範囲内の１つの前記テレビのショーの前記特徴が、選択された複数の前記
視聴の関心に適合する場合、前記１つの適合したＴＶショーが前記複数の関心の対象の重
要性の階層的方式に基づいて選択された視覚的キューを用いてハイライト処理されて表示
され、
　選択された１つまたは複数の前記視聴の関心に前記特徴が適合しない前記番組編成範囲
内の前記複数のテレビのショーのそれぞれが、強調表示されない
動作を実行するようコンピュータをプログラムするコンピュータ実行可能命令を記録した
ことを特徴とするコンピュータ読取り可能な媒体。
【請求項１９】
　前記特徴が前記視聴の関心の対象の１つまたは複数の選択に適合しない前記番組編成範
囲内の各前記テレビのショーは、いかなる前記ハイライト処理もなしに表示されることを
特徴とする、請求項１８に記載のコンピュータ読取り可能な媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に表示画面上で視聴される番組編成情報のための予定表に関する。より詳
細には、本発明は、番組編成情報の予定表が視聴者に提示される方法に関して、視聴者が
指定した検索によって強化することができる電子番組案内に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子番組案内（ＥＰＧ）は、テレビの視聴者が画面上の番組案内を介してナビゲートし
、番組を見つけ出すことを可能にする。ＥＰＧは、視聴者が現在および今後の番組編成の
予定表を閲覧し、リマインダ（ｒｅｍｉｎｄｅｒ）を今後の番組のために設定し、または
、１つまたは複数の番組を記録するための指示を入力することを可能にする。図１は、ク
ライアントデバイス１０８およびテレビ受像機１３６などのディスプレーデバイスまたは
モニタを含む娯楽システム１０を示す。クライアントデバイス１０８は放送ソースなどの
ソースからＥＰＧのためのデータを受信する。ＥＰＧアプリケーションは出力を生成する
ためにクライアントデバイス１０８によって実行される。出力はＥＰＧ表示（ｄｉｓｐｌ
ａｙ）１６０としてテレビ受像機１３６に供給される。ＥＰＧ表示１６０は参照番号０１
、０５、１５、３２で図１に表されるいくつかの水平位置を有する。水平位置１５におい
て、かつ、水平位置３２の前に、午後９時３０分からほぼ真夜中までの時間枠のためのチ
ャンネル４３８から４９７についての番組編成内容の表示が出されている。水平位置１５
の直前のインジケータは日付が２００２年１２月５日であることを示す。水平位置１５は
、ＥＰＧ表示１６０上に、午後１１時から真夜中までの時間枠にチャンネル４３８につい
てハイライトが施されたテレビのショーを有する。このハイライトが施されたテレビのシ
ョーは、水平位置０５において、ＥＰＧのデータからさらに説明される。水平位置３２は
、午後９時３０分以前および真夜中以後のＥＰＧ表示の部分を水平に閲覧することを可能
にする従来のスライダコントロールを採用している。水平部分３２のスライダコントロー
ルに垂直に、チャンネル４３８より下およびチャンネル４９７より上のＥＰＧ表示１６０
の部分を垂直に閲覧することを可能にする従来のスライダコントロールがある。以下に検
討する１つまたは複数の入力デバイスは、表示されたテレビのショーを視聴するために選
択するため、表示されたテレビのショーについてのさらなる情報を要求するため、および
、他の従来のＥＰＧ機能を実行するために使用することができる。
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【０００３】
　多くのケーブルおよび衛星テレビ放送サービスは、視聴者が選択することができる、１
００ではないとしても、数１０の異なるチャンネルを提供している。利用可能な放送番組
編成および他のサービスの量の劇的な増加は、視聴者によってアクセスできる利用可能な
情報の量およびタイプを大幅に増加させている。残念ながら、情報、例えば放送の番組編
成およびサービスの増加および量は、番組およびサービスの選択の処理を複雑にしている
。もし視聴者が所望する番組およびサービスを、それらの番組およびサービスが利用可能
なときに、迅速かつ容易に識別できなければ、視聴者は知識および娯楽の利用可能な富を
使用かつアクセスするための潜在能力全体を知ることがない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ＥＰＧの進歩が視聴者に放送の番組編成情報を視聴するうえでの柔軟性を提供している
とは言え、番組編成情報が視聴者に対して表示画面上に提示される方法のために重大な問
題が発生している。特に、視聴者は、視聴することに関心を持つ放送番組およびサービス
を見つけ出すために、ＥＰＧ内の無数の放送番組編成およびサービス全体を通じてスクロ
ールしなければならない。
【０００５】
　したがって、視聴することに視聴者が関心を持つ放送番組およびサービスを見つけ出す
際に視聴者を支援するために、番組編成情報のＥＰＧ提示を強化することは進歩となろう
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　テレビの視聴者は、ユーザインターフェイス（ＵＩ）を使用して、視聴の関心の対象お
よびそれらに対応するハイライト処理を選択する。テレビの視聴者の選択を反映したＥＰ
Ｇ表示が表示される。選択された視聴の関心の対象に適合した特徴を有するＥＰＧ内の各
テレビのショーは、対応するハイライトとともに表示される。
【０００７】
　詳細な説明は添付の図面に対する参照とともに説明され、同じ番号が同じ構成要素およ
び形状構成を参照するために開示および図面の全体を通じて使用される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本発明は、テレビ（ＴＶ）の視聴者が強化された電子番組編成案内（ＥＰＧ）表示から
テレビのショーを選択することを可能にする。強化されたＥＰＧ表示はテレビ視聴者によ
って選択された視覚的キューを有する。視覚的キューはテレビ視聴者の指定した視聴の関
心の対象に適合する特徴を有するテレビのショーを示す。ユーザインターフェイス（ＵＩ
）はテレビ視聴者が視聴の関心の対象およびその関心の対象を表す視覚的キューの双方を
選択することを可能にする。強化されたＥＰＧ表示のためのデータは各テレビのショーに
ついての特徴も含む。強化されたＥＰＧのためのデータはクライアントデバイス１０８に
保存（ｓｔｏｒｅ）することができるか、または、リモートで保存することができる。
【０００９】
　電子番組編成案内にあるデータはある時間枠にわたって複数のチャンネルについての複
数のテレビのショーを含むことができる。データは各テレビのショーについての特徴を含
む。これらの特徴はメタデータまたは他のタイプのデータによって表すことができる。テ
レビのショーの特徴は、テレビのショーのタイトル、テレビのショーの物語の筋、テレビ
のショーの説明、テレビのショーについての制作会社のクレジット、テレビのショーの批
評家の意見、テレビのショーについての論評、テレビのショーの推薦、テレビのショーの
番組の長さの範囲、テレビのショーのためのコマーシャルのない紹介（ｃｏｍｍｅｒｃｉ
ａｌ－ｆｒｅｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、テレビのショーのジャンル、テレビのショーの
レイティング（ｒａｔｉｎｇ）、テレビのショーの出演者、テレビのショーのディレクタ
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ー、テレビのショーの獲得した賞、テレビのショーに関連する日付、および、テレビのシ
ョーに固有の事実を表す他の特徴など、非常に多岐にわたり得る。
【００１０】
　強化されたＥＰＧ表示のための各テレビのショーの特徴は、テレビ視聴者がＵＩを使用
して以前に選択しておいた関心の対象と適合するものを見出すための比較ルチーンによっ
て処理される。適合するテレビのショーが強化されたＥＰＧ表示上に表示されると、適合
するテレビのショーは対応する選択された視覚的キューとともに表示される。したがって
、選択された視聴の関心の対象と適合する特徴を有するテレビのショーは、テレビ視聴者
によって選択された対応するハイライト処理とともに強化されたＥＰＧ表示内に表示され
る。
【００１１】
　図１～２を参照すると、ユーザインターフェイス（ＵＩ）２００はテレビ受像機１３６
上に表示することができる。ＵＩ２００はテレビ視聴者にアンケートを提示する。クライ
アントデバイス１０８は出力を生成するために強化されたＥＰＧアプリケーションを実行
することができる。出力はＵＩ２００としてのテレビ受像機１３６に供給される。ＵＩ２
００はテレビ視聴者にアンケートを提示する。テレビ視聴者は、アンケートの回答として
、テレビの視聴における関心の対象を指定するように、ＵＩ２００とインターフェイスす
るために入力デバイスを使用する。強化されたＥＰＧアプリケーションは、テレビのショ
ーについて電子番組編成案内のデータにアクセスを有する。強化されたＥＰＧアプリケー
ションは、ＵＩ２００のテレビ視聴者による使用、および、ＵＩ２００への入力によって
示されるテレビ視聴者の選択にもアクセスを有する。
【００１２】
　ＵＩ２００は、アンケートを完了するために視聴者が使用することができる３つ組みに
なった複数のコントロールを有する。３つ組みのコントロールはカテゴリコントロール２
１０、識別子コントロール２１２、および、視覚的キューコントロール２１４を含む。プ
ルダウンメニューコントロール２０２はコントロール２１０、２１２、および、２１４の
各々と連動され、アクティブにされると、テレビ視聴者が選択することができるメニュー
の表示で応答する。カテゴリコントロール２１０のために表示されたメニューは視聴する
関心の対象のカテゴリのリストを含む。識別子コントロール２１２のために表示されたメ
ニューは、カテゴリコントロール２１０のために選択されたメニュー項目に固有の識別子
のリストを含む。視覚的キューコントロール２１４のために表示されたメニューは視覚的
キューのリストを含む。テレビ視聴者は視覚的キューのリストから選択を行う。このよう
にして、カテゴリコントロール２１０について選択されたメニュー項目および識別子コン
トロール２１２について選択されたメニュー項目の双方に適合するテレビのショーが表示
されると、選択された視覚的キューはそれ自体を強化されたＥＰＧ表示上でテレビ視聴者
が見ることができる。プルダウンメニュー機能をアクティブにした後に表示されるいずれ
のリストも、クライアントデバイス１０８にローカルに、または、これからリモートで保
存することができる。
【００１３】
　識別子コントロール２１２についてのプルダウンメニューの代替として、テレビ視聴者
は、識別子コントロール２１２のフィールドへの入力のために、クライアントデバイス１
０８に特定の文字列を入力するための入力デバイスを使用することができる。例示の方法
によれば、もし識別子コントロール２１２についてのプルダウンメニュー機能をアクティ
ブにした後にテレビ視聴者が表示されたリスト内で何を選択するべきか分からなければ、
テレビ視聴者は文字列、例えば列「ＦＯＯＤ」を入力するために遠隔制御デバイスを使用
する。こうして、この文字列はそれ自体が、電子番組編成案内のデータにあるテレビのシ
ョーの特徴に対してカテゴリコントロール２１０に対して指定されているものと適合する
。したがって、テレビ視聴者は、いずれのコントロールについてのいずれのプルダウンメ
ニューによっても表示される選択肢のリストに関して制限される必要がない。例えば、テ
レビ視聴者は、視覚的キューコントロール２１４についてのフィールドに文字、文字列、
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または、アイコンを入力するために入力デバイスを使用することができる。続いて、電子
番組編成案内のデータ内の対応するテレビのショーに適合する３つ組のコントロールが、
テレビ視聴者によって直接入力された文字、文字列、または、アイコンとともに強化され
たＥＰＧ表示上に表示される。
【００１４】
　図３に例示的ＵＩ３００が見られ、ここで、テレビ視聴者は示すコントロールの使用を
介して選択を完了している。ＵＩ３００は、ＵＩ３００が可能にする選択の全てをテレビ
視聴者が行ったことを示しているが、当然、テレビ視聴者はＵＩ３００に示される全てよ
り少ない選択を行うことができる。ＵＩ３００の各３つ組みのコントロールは、１、２、
または、３が後に続く参照英数字文字によって図３に表されるいくつかの水平位置を有す
る。ここで、数字１～３は、図２のそれぞれカテゴリコントロール２１０、識別子コント
ロール２１２、および、視覚的キューコントロール２１４に対応する。
【００１５】
　図３は、視覚的キューコントロールＡ３～Ｉ３の各々について、異なる記入パターンが
テレビ視聴者によって選択されたことを示す。プルダウンメニューコントロール２０２が
視覚的キューコントロールＡ３～Ｉ３についてアクティブにされると、テレビ視聴者がメ
ニューからの記入パターン以外の視覚的キューを選択できることが意図されている。メニ
ューからテレビ視聴者によって選択することができる視覚的キューは、テキストの外観、
境界の外観、背景の外観、境界内の影付け、テキストの色彩、テキストの位置合わせ、境
界の外観、背景の色彩、影付け、アイコン、タイプフェース、フォント、フォントスタイ
ル、フォントサイズ、テキストの効果、および、それらの組み合わせを含むが、これらに
限らない。
【００１６】
　ＵＩ３００にみられるように、テレビ視聴者がユーザインターフェイスに自身の選択の
全てを入力した後、テレビ視聴者は終了（ｅｘｉｔ）コントロール２０４をアクティブに
する。終了コントロール２０４がアクティブにされると、強化されたＥＰＧアプリケーシ
ョンの段階が開始される。この段階において、強化されたＥＰＧアプリケーションは、電
子番組案内のデータにあるテレビのショーの特徴が各３つ組みのコントロール（Ａ１～Ａ
２、Ｂ１～Ｂ２、Ｃ１～Ｃ２、Ｄ１～Ｄ２、Ｅ１～Ｅ２、Ｆ１～Ｆ２、Ｇ１～Ｇ２、Ｈ１
～Ｈ２、および、Ｉ１～Ｉ２）について選択されたカテゴリおよび識別子（２１０、２１
２）に比較されるように、クライアントデバイス１０８によって実行される。強化された
ＥＰＧアプリケーションによる比較は、ユーザインターフェイス上に表示されたテレビ視
聴者の選択と電子番組編成案内のデータにあるテレビのショーの特徴との間で適合するも
のを見出す目的のために行われる。
【００１７】
　比較は、２つ以上のそのような適合するものがあるテレビのショーの評価（ａｓｓｅｓ
ｓｍｅｎｔ）を含むことができる。これらの場合、特徴に対して複数の適合するものがあ
る各テレビのショーを表示するために、選択された視覚的キューのどれが使用されるかを
決定するために、所定のアルゴリズムを使用することができる。例えば、所定のアルゴリ
ズムが特定の視聴者の関心の対象の重要性の階層的方式を含むことができる。そのような
階層的方式の１つは、強化されたＥＰＧアプリケーションおよび／またはクライアントデ
バイス１０８の配置構成に組み込むことができる。例示の方法によれば、ＵＩ３００に見
られる参照英数字（例えば、Ａ、Ｂ、．．．Ｉ）の文字に重大性を添付することができる
。限定ではなく例示の方法によれば、英字内でその文字が低ければ低いほど、テレビ視聴
者の関心のレベルの評価は高くなる。このようにして、テレビ視聴者自体は、３つ組みの
コントロール２１０、２１２、２１４について文字「Ａ」に対し指定されたそれらの視聴
の関心の対象により関心を持ち、英字のさらに下の文字のために指定された視聴の関心の
対象にはさほど関心を持っていないと見なすことができる。他で述べたように、より重要
な関心の対象はＵＩ２００の３つ組みのコントロール２１０、２１２、２１４のより高い
かつ第１の欄にある。テレビ視聴者に対して低い重要性の関心の対象は、ＵＩ２００の２
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つ組みのコントロール２１０、２１２、２１４のより低く、かつ、第２の欄に指定される
。
【００１８】
　前述の階層的な理解は疑問を解決するために使用できる。そのような疑問の１つは、テ
レビのショーについての２つ以上の特徴が２つ以上の３つ組みコントロールについての選
択されたカテゴリおよび識別子（２１０、２１２）の双方に適合するときに、強化された
ＥＰＧ表示内のテレビ視聴者の関心の対象を示すために、どの視覚的キューを使用すべき
であるかに関する。例えば、最低の連続した適合視覚的キューコントロール（Ａ３～Ｉ３
）に対応する選択された視覚的キューは強化されたＥＰＧ表示上にそのテレビのショーに
ついて表示することができる。ＵＩ３００を使用する例示の方法によれば、もし電子番組
編成案内のデータが、テレビの連続物、空想科学作品、Ｍｅｌ　Ｇｉｂｓｏｎの主演、お
よび、１９９６年公開という特徴を有するテレビのショーを含んでいれば、そのテレビの
ショーはＥ３視覚的キューとともに強化されたＥＰＧ表示内に表示される。ＵＩ３００を
使用する別の例として、テレビの連続物、空想科学作品、および、制作会社のクレジット
が「Ｃａｔｅｒｅｒ、Ｔｏｒｏｎｔｏ　Ｂｕｆｆｅｔｓ」を掲げているという特徴を有す
るテレビのショーは、Ｂ３視覚的キューとともに強化されたＥＰＧ表示内に表示される。
ここで、Ｈ３視覚的キューは使用されない。なぜなら、連続的な適合がＣ１～Ｃ２からＧ
１～Ｇ２とテレビのショーの特徴との間には存在しなかったからである。ＵＩ３００を使
用するさらなる例として、「Ｃａｔｅｒｅｒ、Ｔｏｒｏｎｔｏ　Ｂｕｆｆｅｔｓ」を掲げ
る制作会社のクレジットのみに適合する特徴を有するテレビのショーは、視覚的キューＨ
３とともに強化されたＥＰＧ内に表示される。同様に、批評家のＳｉｓｋｅｌが「最高（
トゥーサムズアップ）」（Ｉ２）の等級を与えられた空想科学作品（Ｂ２）であることに
のみ限定されるＵＩ３００についての適合特徴を有するテレビのショーは視覚的キューＢ
３とともに強化されたＥＰＧ内に表示される。視覚的キューＢ３は、これが階層的に最高
の適合であり、その後に連続する適合がないため、使用される。
【００１９】
　強化されたＥＰＧ表示において、テレビ視聴者の関心の対象を示すためにどの視覚的キ
ューを使用すべきであるかに関する疑問を解決するために使用できるさらに他の実施が考
えられる。例えば、電子番組編成案内のデータにあるテレビのショーの特徴が３つ組みの
コントロールについて選択されたカテゴリおよび識別子（２１０、２１２）の双方と適合
するときはいつでも、適合視覚的キューコントロール（Ａ３～Ｉ３）に対応する選択され
た視覚的キューは、強化されたＥＰＧ上でのそのテレビのショーの表示のために事前に指
定される。続いて、そのテレビのショーに対するいかなる他の適合も、Ａ１～Ａ３の適合
で開始する最低の連続的な適合に対応する、ＥＰＧ表示において選択された視覚的キュー
が使用されるという規則によって扱われる。このようにして、各々の適合するテレビのシ
ョーはそれ自体が選択された視覚的キューの１つを受信し、複数の適合を有するいかなる
テレビのショーも階層的に最低の連続する適合の視覚的キューとともに表示される。
【００２０】
　上述したように、強化されたＥＰＧアプリケーションおよびクライアントデバイス１０
８は、文字および参照英数字（例えば、Ａ１～３、Ｂ１～３、．．．、Ｉ１～３）の順序
および編成の重要性に関して、様々な方法で配置構成することができる。例えば、実施は
、２つ以上の視覚的キューが強化されたＥＰＧ上に１つのテレビのショーについて表示さ
れることを規定することができる。したがって、前述の例は、強化されたＥＰＧアプリケ
ーションおよび／またはクライアントデバイス１０８が、強化されたＥＰＧ表示上に出現
する視覚的キュー（Ａ３～Ｉ３）を割り当てる決定処理を限定することは意図されていな
い。
【００２１】
　ＵＩ２００～３００に示されたテレビ視聴者の選択は、強化されたＥＰＧアプリケーシ
ョンの実行においてクライアントデバイス１０８によって使用される。強化されたＥＰＧ
アプリケーションは電子番組編成案内のデータにアクセスを有する。このデータは放送ソ
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ースなどのソースからクライアントデバイス１０８で受信することができる。データの他
のソースも考えられる。
【００２２】
　図４はテレビ受像機１３６が強化されたＥＰＧ１７０の例を表示する例示的な環境４０
０を示す。強化されたＥＰＧ１７０は、クライアントデバイス１０８からレンダリングの
ために受信したテレビ受像機１３６上に表示される。出力はテレビ受像機１３６でレンダ
リングされる。強化されたＥＰＧ１７０は参照番号０１、０５、１５、１８、１９、２１
～２３、２６、および、３２で図４に表されるいくつかの水平位置を有する。合計１３個
の視覚的キューが強化されたＥＰＧ１７０上に見られる。読者の便益のために、図３に与
える特定の例は図４に見られる１３個の視覚的キューに対応しない。１３個の視覚的キュ
ーは以下の通りである。すなわち、参照番号１８のテレビのショー「Ｗｏｒｌｄ　Ｎｅｗ
ｓ　＆　Ｆｉｎｓ」、参照番号１９の４つの「Ｎｅｗｓ」のテレビのショー、参照番号２
２の３つの「Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈ」のテレビのショー、参照番号２３の１
つのニュース番組、参照番号２６の視覚的キューにある用語「Ｆｏｏｄ」を有する２つの
番組、および、参照番号３０の２つの「ＮＦＬ　Ｓｕｎｄａｙ　Ｔｉｃｋｅｔ」のテレビ
のショーである。各視覚的キューはＵＩ２００上で指定された３つ組みＡ３～Ｉ３のコン
トロール２１０～２１４と強化されたＥＰＧ１７０上に表示されるテレビのショーの対応
する特徴との間の適合を表す。例えば、ＵＩ２００は、カテゴリおよび識別子コントロー
ル（２１０、２１２）に対して以下のように指定するためにテレビ視聴者によって使用さ
れてもよい。すなわち、（Ｎｅｗｓ、Ｗｏｒｌｄ　Ｎｅｗｓ）、（Ｎｅｗｓ、Ｌｏｃａｌ
　Ｎｅｗｓ）、（ＴＶ　Ｓｅｒｉｅｓ、Ｓｃｉｅｎｃｅ　＆　Ｔｅｃｈ）、（Ｔｏｐｉｃ
、Ｆｏｏｄ）、（Ｓｐｏｒｔｓ、Ｆｏｏｔｂａｌｌ　Ｇａｍｅ）である。このようにして
、前述したものの各々についての対応するハイライト処理または視覚的キュー２１４はそ
れ自体が強化されたＥＰＧ１７０に見られる。
【００２３】
　図４は、強化されたＥＰＧ１７０内のテレビのショーのほとんどがハイライト処理また
は視覚的キューで強調されていないのは、それらの個々の特徴がテレビ視聴者の指定に適
合しなかったからであることを示す。代替として、これらのテレビのショーは、強化され
たＥＰＧ１７０においてより強いコントラストを反映するために、グレーにする（ｇｒａ
ｙ　ｏｕｔ）、および／またはさらに前ほど強調しないことができる。ハイライト処理お
よび／または視覚的キューは、テレビ視聴者の指定に適合しなかったＥＰＧ内のテレビの
ショーを表示するために使用することができることがさらに考えられる一方、適合するテ
レビのショーの表示は強調されない。前述したものの変形および組み合わせも考えられる
。
【００２４】
　例えば図４に示す環境４００に関して、使用することができる処理５００が図５に見ら
れる。図２～４を参照すると、処理５００は、アンケートがユーザインターフェイス（Ｕ
Ｉ）を介してテレビ視聴者に提供されるブロック５０２で開始される。ブロック５０２で
取られる行動の例が図２に見られる。テレビ視聴者がプルダウンメニューコントロール２
０２をアクティブにした後、ブロック５０４は各プルダウンメニュー機能についての表の
参照を行う。表の参照はテレビ視聴者に対して表示するためのリストを得るために使用さ
れる。テレビ視聴者は、表示されたリストからの選択を行う。代替として、上記に検討し
たように、テレビ視聴者は文字列、アイコンなどを直接キー入力または文字の形の選択肢
を入力するために入力デバイスを使用することができる。一旦テレビ視聴者が所望の選択
の全てを行えば、図３のＵＩ３００によって見られるように、選択はクライアントデバイ
ス１０８において実行する強化されたＥＰＧアプリケーションによる処理のために受信さ
れる。
【００２５】
　ブロック５０８において、クライアントデバイス１０８に保存されるＥＰＧ内のデータ
は、強化されたＥＰＧアプリケーションを使用して検索される。適合が見つけ出され、強
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化されたＥＰＧ内に表示される適合についてのハイライト処理または視覚的キューが、強
化されたＥＰＧアプリケーションおよび／またはクライアントデバイス１０８内に保存さ
れる所定の基準に基づいて決定される。結果として得られる強化されたＥＰＧ表示はブロ
ック５１０で表示され、その例は図４に見られる。テレビ視聴者は、図１を参照して既に
検討したように、スライダコントロールを使用して表示をスクロールするために入力デバ
イスを使用して強化されたＥＰＧ表示を見ることができる。
【００２６】
　処理５００のブロック５１２において、テレビ視聴者がアンケートに対する返答を要求
するコマンドを入力したかどうかについて問い合わせが行われる。もし入力されていれば
、処理５００はブロック５０２に移る。もしこのコマンドが入力されていなければ、テレ
ビ視聴者は強化されたＥＰＧ表示上に表示されるテレビのショーを視聴するためにブロッ
ク５１４において要求を入力する。強化されたＥＰＧ表示上でテレビ視聴者によって選択
された要求されるテレビのショーは、その外観に関連してハイライト処理または視覚的キ
ューを有するものである必要はない。
【００２７】
　ブロック５１４の後、処理５００はブロック５１６に移り、ここで、クライアントデバ
イス１０８内のチューナは対応する要求されるテレビのショーのチャンネルに同調する。
クライアントデバイス１０８は、テレビ受像機１３６上に供給するためにこのテレビのシ
ョーの表示を出力する。続いて、テレビ視聴者は要求されるテレビのショーを見ることが
できる。代替として、テレビ視聴者が強化されたＥＰＧ表示上でテレビのショーの指定を
入力したときに、テレビ視聴者は、指定されたテレビのショーの特徴が、いかなる適合も
見出すために電子番組編成案内のデータにある他のテレビのショーの特徴に対しても適合
されるという要求も入力することができる。この場合、強化されたＥＰＧアプリケーショ
ンは、別の強化されたＥＰＧ表示において、要求されるテレビのショーに対応するハイラ
イト処理を使用して、それらの適合するテレビのショーを表示するために配置構成するこ
とができる。続いて、テレビ視聴者は、この強化されたＥＰＧ表示上で、同じまたは異な
るテレビのショーを選択することができる。
【００２８】
　ブロック５１６の後、処理５００はブロック５１８に移り、ここで、強化されたＥＰＧ
表示を再び得るためにテレビ視聴者が要求を入力したかどうかについて、問い合わせが行
われる。もし行われていれば、ブロック５１０が再び行われる。そうでなければ、処理５
００はブロック５１６とブロック５１８との間でループに入いる一方、テレビ視聴者から
のコマンドを待つ。
【００２９】
　例示的環境
　図６は本発明を全体的または部分的に実施することができる例示的環境１００を示す。
例示的環境１００は、複数の視聴者にコンテンツおよび番組のデータの配信を促進するテ
レビ娯楽システムである。環境１００は１つまたは複数のコンテンツプロバイダ１０２、
１つまたは複数の番組データプロバイダ１０４、コンテンツ配信システム１０６、および
、放送ネットワーク１１０を介してコンテンツ配信システム１０６に結合される複数のク
ライアントデバイス１０８（１）、１０８（２）、．．．、１０８（Ｎ）を含む。
【００３０】
　コンテンツプロバイダ１０２はコンテンツサーバ１１２、および、映画、テレビ番組、
コマーシャル、音楽、および、同様の音声および／または映像コンテンツなどの保存コン
テンツ１１４を含む。コンテンツサーバ１１２は、コンテンツプロバイダ１０２からコン
テンツ配信システム１０６への保存コンテンツ１１４の配信を制御する。加えて、コンテ
ンツサーバ１０２はコンテンツ配信システム１０６へのライブコンテンツ（例えば、ライ
ブ送信などの以前保存されたものではないコンテンツ）および／または他の場所で保存さ
れたコンテンツの配信を制御する。
【００３１】
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　番組データプロバイダ１０４は、電子番組案内（ＥＰＧ）データベース１１６およびＥ
ＰＧサーバ１１８を含む。ＥＰＧデータベース１１６は、電子番組案内（または、「番組
案内」）を作成するために使用される番組データ１２０の電子ファイルを保存する。番組
データ１２０はテレビのショーについての特徴を含む。これらの特徴は、テレビのショー
のタイトル、テレビのショーの物語の筋、テレビのショーの説明、テレビのショーについ
ての制作会社のクレジット、テレビのショーの批評家の意見、テレビのショーについての
論評、テレビのショーの推薦、テレビのショーの番組の長さの範囲、テレビのショーのた
めのコマーシャルのない紹介、テレビのショーのジャンル、テレビのショーの順位、テレ
ビのショーの出演者、テレビのショーのディレクター、テレビのショーの獲得した賞、テ
レビのショーに関連する日付、および、テレビのショーに固有の事実を表す他の特徴とす
ることができる。番組データ１２０も、放送局識別子、チャンネル識別子、予定表情報な
どを含む。用語番組データ、ＥＰＧデータ、および、電子番組編成案内のデータは本議論
の全体を通じて相互交換可能に使用される。議論のために、電子ファイルは、他のデータ
の中でも、番組タイトル１２２、番組が放送される曜日を識別する番組日１２４、および
番組が特定の曜日に放送される時刻を識別する開始時刻１２６を含むことができる番組デ
ータ１２０を維持する。電子ファイルは、上記に説明したように、各番組についての特徴
も維持する。
【００３２】
　ＥＰＧサーバ１１８は、配信前に、１つまたは複数の日についての全てのチャンネルに
ついての番組編成情報を含む番組データの公表されたバージョンを作成するためにＥＰＧ
データを処理する。処理はＥＰＧデータを削減、修正、または、強化するための技術をい
くつでも含むことができる。このような処理はコンテンツの選択、コンテンツの圧縮、フ
ォーマットの修正などを含むことができる。ＥＰＧサーバ１１８は、番組データプロバイ
ダ１０４からコンテンツ配信システム１０６への、例えばＴＣＰ／ＩＰネットワーク（例
えば、インターネット、ＵＮＩＸ（登録商標）など）を介したファイル転送プロトコル（
ＦＴＰ）を使用する番組データの公表されたバージョンの配信を制御する。さらに、番組
データの公表されたバージョンは、衛星アンテナ１３４の使用によって、番組データプロ
バイダ１０４から衛星を介してクライアントデバイス１０８に直接的に伝送することがで
きる。ＥＰＧデータはビデオ信号を介して受信される必要はない。むしろ、ＥＰＧデータ
は、他の信号を重畳する低帯域幅搬送波信号に同調することによってクライアントデバイ
ス１０８によって受信することができ、衛星によって伝送されるビデオ信号より小さなデ
ータレートで一般に伝送される。
【００３３】
　コンテンツ配信システム１０６は放送用送信機１２８、１つまたは複数のコンテンツプ
ロセッサ１３０、および、１つまたは複数の番組データプロセッサ１３２を含む。放送用
送信機１２８は、ケーブルテレビ信号などの信号を放送ネットワーク１１０にわたって放
送する。放送ネットワーク１１０は、ケーブルテレビネットワーク、ＲＦ、マイクロ波、
衛星、および／または、インターネットなどのデータネットワークを含むことができ、い
ずれかの放送フォーマットまたは放送プロトコルを使用する有線または無線の媒体も含む
ことができる。加えて、放送ネットワーク１１０は、いずれかのタイプのネットワーク構
成形状およびいずれかのネットワーク通信プロトコルを使用するいずれのタイプのネット
ワークとすることができ、２つ以上のネットワークの組み合わせとして表し、さもなけれ
ば実施することができる。
【００３４】
　コンテンツプロセッサ１３０は、コンテンツを放送ネットワーク１１０にわたって送信
する前に、コンテンツプロバイダ１０２から受信するコンテンツを処理する。同様に、番
組データプロセッサ１３２は、番組データを放送ネットワーク１１０にわたって送信する
前に、番組データプロバイダ１０４から受信する番組データを処理する。特定のコンテン
ツプロセッサ１３０は、受信したコンテンツを、放送ネットワーク１１０に結合される複
数のクライアントデバイス１０８（１）、１０８（２）、．．．、１０８（Ｎ）によって
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理解されるフォーマットに符号化し、そうでなければ処理することができる。図６は単一
のコンテンツプロバイダ１０２、単一の番組データプロバイダ１０４、および、単一のコ
ンテンツ配信システム１０６を示すが、例示的環境１００は、任意の数のコンテンツ配信
システムに結合された任意の数のコンテンツプロバイダおよび／または番組データプロバ
イダを含むことができる。
【００３５】
　コンテンツ配信システム１０６は複数の加入者にＥＰＧデータならびにコンテンツを提
供する信号送出装置のサービスを表す。各コンテンツ配信システム１０６は、異なる番組
の好みおよびラインナップを考慮した番組データの僅かに異なるバージョンを受信するこ
とができる。ＥＰＧサーバ１１８は、個々の信号送出装置サービスに対する関連チャンネ
ルを含むＥＰＧの異なるバージョン（例えば、番組案内の異なるバージョン）を作成し、
コンテンツ配信システム１０６は複数のクライアントデバイス１０８（１）、１０８（２
）、．．．、１０８（Ｎ）にＥＰＧデータを送信する。１つの実施において、例えば、コ
ンテンツ配信システム１０６は、ＥＰＧデータを帯域外（ＯＯＢ）チャンネルを介してク
ライアントデバイス１０８に繰り返し放送するために、回転式ファイルシステムを利用す
る。
【００３６】
　クライアントデバイス１０８は多くの方法で実施することができる。例えば、クライア
ントデバイス１０８（１）は放送コンテンツを衛星アンテナ１３４を介して衛星に基く送
信機から受信する。クライアントデバイス１０８（１）はセットトップボックスまたは衛
星受信デバイスとも呼ばれる。クライアントデバイス１０８（１）は、クライアントデバ
イスによって受信されるコンテンツ（例えば、音声データおよび映像データ）ならびにグ
ラフィカルユーザインターフェイスを提供するためにテレビ受像機１３６（１）に結合さ
れる。特定のクライアントデバイス１０８は、コンテンツを表示し、そうでなければ供給
するために実施することができるいくつものテレビ受像機１３６および／または同様のデ
バイスに結合することができる。同様に、いかなる数のクライアントデバイス１０８も単
一のテレビ受像機１３６に結合することができる。各テレビ受像機１３６はその画面上に
強化されたＥＰＧ１７０を表示する。
【００３７】
　クライアントデバイス１０８（２）も放送ネットワーク１１０から放送コンテンツを受
信し、対応するテレビ受像機１３６（２）に受信コンテンツを提供するために結合するこ
とができる。クライアントデバイス１０８（Ｎ）はテレビ受像機１３８と一体化されたセ
ットトップボックス１４０の組み合わせの例である。この例において、セットトップボッ
クスの様々な構成要素および機能は、２つの分離したデバイスを使用するよりも、テレビ
受像機に組み込まれている。テレビ受像機に組み込まれたセットトップボックスは（衛星
アンテナ１３４と同様の）衛星アンテナおよび／または放送ネットワーク１１０を介して
放送信号を受信することができる。代替となる実施において、クライアントデバイス１０
８は、インターネットなどの双方向ネットワーク１０９または他のいかなる放送媒体を介
して放送信号を受信することができる。
【００３８】
　各クライアントデバイス１０８は本開示により強化され、修正され、かつ、改善された
一般的テレビ番組リストおよび選択アプリケーション（「強化されたＥＰＧアプリケーシ
ョン」）を実行することができる。強化されたＥＰＧアプリケーションは、コンテンツ配
信システム１０６などから放送ネットワーク１１０を介して放送によって受信されるか、
または、双方向ネットワーク１０９から受信される、クライアントデバイスに事前搭載す
ることができるテレビ番組データを利用する。クライアントデバイス１０８が強化された
ＥＰＧアプリケーションを実行すると、テレビ視聴者は放送することができる全てのテレ
ビのショーの全体の中で１つまたは複数のテレビのショーを見つけ出すことができる。し
たがって、それらの番組が放送ネットワーク１１０上で放送されるときはいつでも、テレ
ビ視聴者は自身が視聴および／または録画に関心を持つテレビ番組を選択することができ
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る。
【００３９】
　強化されたアプリケーションは、テレビ視聴者が、画面上の番組案内を介してナビゲー
トし、自身が関心のあるテレビのショーを見つけ出すことを可能にするために、番組デー
タを利用する。強化されたＥＰＧアプリケーションがあれば、テレビ視聴者は現在および
将来の番組編成の予定表を検索かつ閲覧でき、今後の番組のためにリマインダを設定し、
かつ／または、１つまたは複数のテレビのショーを録画するための指示を入力することが
できる。
【００４０】
　環境１００に同じく含まれるものは、インターネットなどの相互接続ネットワーク１０
９を介してコンデンサ配信システム１０６およびクライアントデバイス１０８（１～Ｎ）
と通信するメッセージサーバ１５０などの１つまたは複数のネットワークデバイスである
。相互接続ネットワーク１０９はメッセージサーバ１５０へのクライアントデバイス１０
８（１～Ｎ）間の双方向通信を可能にする。この通信は、クライアントデバイス１０８（
１～Ｎ）および／またはメッセージサーバ１５０が相互接続ネットワーク１０９を介して
、宛られるメッセージを伝送することを可能にする。各メッセージは、電子メールサーバ
における電子メールアドレス、インターネット上のウェブサイトのウェブサイトアドレス
、電話ネットワーク上のファクシミリ装置のファクシミリ電話番号、または、他のメッセ
ージ伝達方式の従来のものなどのネットワークリソースに宛てられるメッセージを含むこ
とができる。限定ではなく例示の方法によれば、視聴者は、送信されたいかなるメッセー
ジも見つけ出すために、インターネットなどのネットワーク１０９にログオンし、メッセ
ージサーバ１５０または他のネットワークリソースと通信するために、クライアントデバ
イス１０８、または、パソコンもしくは他のネットワークデバイスを使用することができ
る。
【００４１】
　メッセージサーバ１５０は、いずれのクライアントデバイス１０８またはその個々の視
聴者にも関するデータを保存するウェブホストサービスなどのネットワークサービスとす
ることができる。視聴者はメッセージサーバ１５０にデータを保持することができ、メッ
セージサーバ１５０は、今度は、視聴者が他のウェブホストサービスによるアクセスを許
可しているインターネット上でおそらくは限定的性質であるそのようなアクセスを行うこ
とができる。そのようなデータプロバイダの例はワシントン州のＲｅｄｍｏｎｄにあるＭ
ｉｃｒｏｓｏｆｔ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎのＭｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（Ｍ
ＳＮ）である。ＭＳＮは．ＮＥＴ（商標）ＰＡＳＳＰＯＲＴ（登録商標）サービスを提供
しており、これは、他のサービスの中でも、自身（．ＮＥＴ（商標）ＰＡＳＳＰＯＲＴ（
登録商標））サービスと互換性を持つインターネット上の他のウェブサービスによって検
索することができるデータを保存するものである。この例において、視聴者はメッセージ
サーバ１５０に様々な接触情報を提出することができる。これらの接触情報はメッセージ
が送信される１つまたは複数のアドレスとすることができる。
【００４２】
　任意選択で、１つまたは複数のプログラムデータプロバイダ１０４はビデオオンデマン
ド（ＶＯＤ）映画コンテンツなどの保存されたオンデマンドのコンテンツを含むことがで
きる。保存されたオンデマンドのコンテンツは、例えば画面上の映画案内を介してクライ
アントデバイス１０８で閲覧することができ、視聴者は特定の映画または他の保存された
コンテンツを対応するクライアントデバイス１０８にストリーミングするための指示を入
力することができる。
【００４３】
　例示的クライアントデバイス
　図７は、画面上に強化されたＥＰＧ１７０を表示するテレビ受像機１３６に接続する単
独ユニットとして示すクライアントデバイス１０８の例示的実施７００を示す。クライア
ントデバイス１０８は、セットトップボックス、衛星受信機、ハードディスク内蔵テレビ
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録画装置、ゲームコンソール、情報機器などとしてを含めたいかなる数の実施形態におい
ても実施することができる。クライアントデバイス１０８は、遠隔制御デバイス７０４か
ら無線通信を受信するために、赤外線（ＩＲ）またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ無線ポートなど
の無線受信ポート７０２、ハンドヘルド入力デバイス７０６、または、無線キーボードな
どの他のいかなる無線デバイスも含む。ハンドヘルド入力デバイス７０６はパーソナルデ
ジタルアシスタント（ＰＤＡ）、ハンドヘルドコンピュータ、無線電話などとすることが
できる。加えて、有線キーボード７０８はクライアントデバイス１０８と通信するために
結合することができる。代替実施形態において、遠隔制御デバイス７０４、ハンドヘルド
デバイス７０６、および／または、キーボード７０８はクライアントデバイス１０８と通
信するためにＲＦ通信リンクまたは他のモードの伝送を使用することができる。
【００４４】
　クライアントデバイス１０８は、衛星または放送ネットワークなどの１つまたは複数の
放送ソースから１つまたは複数の放送信号７１０を受信する。クライアントデバイス１０
８は、ＮＴＳＣ、ＰＡＬ、ＳＥＣＡＭ、または、他のテレビシステムのビデオ信号などの
放送信号７１０を受信および復号化するためのハードウェアおよび／またはソフトウェア
を含む。クライアントデバイス１０８は、視聴者が例えば様々なネットワークサービスに
アクセスし、かつ、他の機能を実行することができるグラフィカルユーザインターフェイ
スを視聴者に提供するためのハードウェアおよび／またはソフトウェアも含む。
【００４５】
　クライアントデバイス１０８は、従来の電話リンク７１２、ＩＳＤＮリンク７１４、ケ
ーブルリンク７１６、イーサネット（登録商標）リンク７１８、ＡＤＳＬおよび／または
ＤＳＬリンク７２０などを含む１つまたは複数の接続を介して他のデバイスと、図６に見
られる相互接続ネットワーク１０９を介して通信することができる。クライアントデバイ
ス１０８は、いかなる数の他のデバイスと通信するために、および／または、図６に見ら
れるネットワーク１０９を介して１つまたは複数のネットワークリソースと二方向通信を
確立するために、特定の瞬間において様々な通信リンク７１２～７２０の１つまたは複数
を使用することができる。
【００４６】
　クライアントデバイス１０８はビデオ信号７２０および音声信号７２２を生成し、それ
らの双方ともテレビ受像機１３６に通信される。ビデオ信号および音声信号はクライアン
トデバイス１０８からテレビ受像機１３６に、ＲＦ（無線周波数）リンク、Ｓビデオリン
ク、複合ビデオリンク、構成要素ビデオリンク、または、他の通信リンクを介して通信す
ることができる。図７の参照番号７０３において、クライアントデバイス１０８は、デバ
イスの現状を識別するため、または、視聴者への診断報告のために１つまたは複数の光ま
たは他のリクエストＩＤを含む。加えて、クライアントデバイスは、デバイスの動作を制
御するための１つまたは複数の制御ボタン、スイッチ、または、他の選択可能なコントロ
ールを含むことができる。参照番号７０３の診断用の視覚的および／または聴覚的な警報
デバイスまたは機構は、システムメッセージを表す診断を排出することができ、そのため
、視聴者は視覚的および／または聴覚的に警告されることができる。
【００４７】
　図８は、図１、４、６、および、７に示すクライアントデバイス１０８の選択された構
成要素を示す。クライアントデバイス１０８は１つまたは複数のチューナ８００（ｉ）を
含む。チューナ８００（ｉ）は、テレビ信号を受信するために様々な周波数またはチャン
ネルに同調する１つまたは複数の帯域内チューナ、ならびに、ＥＰＧデータがクライアン
トデバイス１０８に放送される放送チャンネルに同調する帯域外チューナを表す。
【００４８】
　クライアントデバイス１０８は１つまたは複数のプロセッサ８０４および１つまたは複
数のメモリ構成要素も含む。可能なメモリ構成要素の例はランダムアクセスメモリ（ＲＡ
Ｍ）８０６、ディスクドライブ８０８、テープドライブ内のテープまたは脱着可能媒体ド
ライブ内の脱着可能媒体などの大容量記憶構成要素８１０、および、不揮発性メモリ８１
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２（例えば、ＲＯＭ、フラッシュ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭなど）を含む。ディスクド
ライブ８０８は１つまたは複数の視聴覚記録（ｉ）およびそれに保存される１つまたは複
数のポーズバッファ（ｊ）を有することができる。テレビ番組データベースは、放送ＥＰ
Ｇ内のクライアントデバイス１０８に通信される個々のテレビ番組の特徴を保持するため
にディスクドライブ８０８に保存することができる。テレビ番組データベースは、例えば
図２～３に見られるように、１つまたは複数のアンケートに入力された視聴者の選択も保
持することができる。記録（ｉ）、ポーズバッファ（ｊ）、および、テレビ番組データベ
ースは、不揮発性メモリ８１２、ＲＡＭ８０６、および／または、保存媒体８１０などの
クライアントデバイス１０８における１つまたは複数のメモリデバイスに保存することも
できる。代替として、記録（ｉ）、ポーズバッファ（ｊ）、および、テレビ番組データベ
ースは、図６に見られる相互接続ネットワーク１０９を介してクライアントデバイス１０
８と通信するネットワークリソースにおいて、クライアントデバイス１０８からリモート
で保存することもできる。
【００４９】
　クライアントデバイス１０８の代替実施は、ある範囲の処理およびメモリ機能を含むこ
とができ、図８に示すより多いかまたは少ないタイプのメモリ構成要素を含んでもよい。
例えば、完全リソースクライアントは、視聴者による返答のためにコンテンツを保存する
ためのディスクドライブ８０８を含む実質的なメモリおよび処理リソースを使用して実施
することができる。しかし、低リソースクライアントは、ディスクドライブ８０８がなく
限定された量のＲＡＭ８０６および限定された処理機能などの、限定された処理およびメ
モリ機能を有することができる。にもかかわらず、クライアントデバイス１０８は、ロー
カルに、またはクライアントデバイス１０８からリモートで、のいずれかで、ビデオ記録
のための能力を含むことを意図されている。
【００５０】
　プロセッサ８０４は、クライアントデバイス１０８の動作を制御するため、および、他
の電子および計算デバイスと通信するための様々な指示を処理する。メモリ構成要素（例
えば、ＲＡＭ８０６、ディスクドライブ８０８、保存媒体８１０、および、不揮発性メモ
リ８１２）は、コンテンツ、ＥＰＧデータ、クライアントデバイス１０８のための構成情
報、および／または、グラフィカルユーザインターフェイス情報などの様々な情報および
／またはデータを保存する。
【００５１】
　オペレーティングシステム８１４および１つまたは複数のアプリケーションプログラム
８１６は不揮発性メモリ８１２に保存することができ、ランタイム環境を提供するために
プロセッサ８０４上で実行される。ランタイム環境は、様々なインターフェイスが、今度
はアプリケーションプログラム８１６がクライアントデバイス１０８と対話することを可
能にすると定義されることを可能にすることによって、クライアントデバイス１０８の拡
張性を促進する。図示の例において、強化されたＥＰＧアプリケーション８１８およびそ
の変形は、電子番組案内のデータに関して動作するため、および、本明細書に開示される
強化されたＥＰＧ表示の様々な実施形態を生成するためにメモリ８１２に保存される。
【００５２】
　クライアントデバイス１０８からは、図６に見られる相互接続ネットワーク１０９を介
した単方向または双方向通信で通信することができるリポートならびに他の通信を出力す
ることができる。これらの通信は、ネットワークインターフェイス８２４、無線インター
フェイス８２２、シリアル／パラレルインターフェイス８２６、モデム８２８、または、
計算デバイスのための他のよく知られている通信ハードウェア／ソフトウェアのアルゴリ
ズムおよびプロトコルを使用して様々なネットワークリソースを使用して行うことができ
る。
【００５３】
　クライアントデバイス１０８で実施することができるアプリケーションプログラム８１
６は、ウェブサイトで診断を閲覧するためにウェブを見るためのブラウザ、電子メール（
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ｅメール）がｅメールアドレスにメッセージｅメールを送信することを促進するためのｅ
メールプログラム、クライアントデバイス１０８に関してファクシミリメッセージを送信
するために図７に見られる電話回線７１２を介してファクシミリ装置にファクシミリ送信
を開始するためのファクシミリ送信プログラム、呼び出しチャンネル上のポケットベルに
クライアントデバイス１０８に関してテキストメッセージの送信を開始するためのショー
トメッセージサービス（ＳＭＳ）送信プログラムなどを含む。
【００５４】
　クライアントデバイス１０８は、簡略化のためにこの例では示さないテレビ娯楽システ
ムに属する他の構成要素も含む。例えば、クライアントデバイス１０８は、デバイスとの
視聴者の対話を促進するためにユーザインターフェイスアプリケーションおよびユーザイ
ンターフェイス光、ボタン、コントロールなども含むことができる。
【００５５】
　クライアントデバイス１０８は、ＮＴＳＣ、ＰＡＬ、ＳＥＣＡＭ、または、他のテレビ
システムのビデオ信号などの放送ビデオ信号を復号化するために復号器８２０も含むこと
ができる。代替として、クライアントデバイス１０８のための復号器は、プロセッサ８０
４によって実行されるソフトウェアアプリケーションとして、全体的にまたは部分的に実
施することができる。無線インターフェイス８２２は、クライアントデバイス１０８が、
遠隔制御デバイスまたは別のＩＲ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、または、同様のＲＦ入力デバイ
スなどの視聴者が操作する入力デバイスから入力されたコマンドおよび他の情報を受信す
ることを可能にする。
【００５６】
　ネットワークインターフェイス８２４およびシリアルおよび／またはパラレルインター
フェイス８２６は、クライアントデバイス１０８が、様々な通信リンクを介して他の電子
および計算デバイスと対話および通信することを可能にする。図示しないが、クライアン
トデバイス１０８は他のデバイスと通信するための他のタイプのデータ通信インターフェ
イスも含むことができる。モデム８２８は従来の電話回線を介した他の電子および計算デ
バイスとのクライアントデバイス１０８の通信を促進する。参照番号８１６および８２２
～８２８に見られる構成要素は、クライアントデバイス１０８がインターネットアクセス
を有するか、または、双方向ネットワーク上でデータを通信するアプリケーションを促進
する。
【００５７】
　クライアントデバイス１０８は、音声および画像データを処理および／または提示し、
さもなければ供給するテレビ受像機または他のデバイスに信号を供給する音声出力８３０
および画像出力８３２も含む。別に図示したが、クライアントデバイス１０８のいくつか
の構成要素は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）において実施することができる。加え
て、（図示しない）システムバスは、クライアントデバイス１０８内の様々な構成要素に
接続する。システムバスは、メモリバスまたはメモリコントローラ、周辺バス、アクセラ
レーテッドグラフィックポート、または、様々なバスアーキテクチャのいずれかを使用す
るローカルバスを含む様々なタイプのバス構造のいずれかの１つまたは複数として実施す
ることができる。例示の方法によれば、そのようなアーキテクチャは、業界標準アーキテ
クチャ（ＩＳＡ）バス、マイクロチャネルアーキテクチャ（ＭＣＡ）バス、強化ＩＳＡ（
ＥＩＳＡ）バス、ビデオ電子工学規格協会（ＶＥＳＡ）ローカルバス、および、Ｍｅｚｚ
ａｎｉｎｅバスとしても知られているペリフェラルコンポーネント相互接続（ＰＣＩ）バ
スを含むことができる。
【００５８】
　クライアントデバイス１０８などの１つまたは複数のクライアントデバイスへの全般的
な参照が本明細書において行われた。本明細書において使用されるように、「クライアン
トデバイス」とは、データ通信、データ保存の機能、および／または、多くの異なるソー
スのいずれかから受信される放送信号などの信号を処理するための機能を有するいずれの
電子デバイスも意味する。
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【００５９】
　クライアントデバイス１０８は通信媒体として識別される様々なコンピュータ読取り可
能な媒体を含むことができる。通信媒体は、コンピュータ読取り可能な指示、データ構造
、プログラムモジュール、または、搬送波もしくは他の輸送機構などの被変調データ信号
における他のデータを典型的に実施し、いかなる情報伝達媒体も含む。
【００６０】
　用語「被変調データ信号」とは、信号中に情報を符号化する方法で設定または変更され
た自身の特徴の１つまたは複数を有する信号を意味する。限定ではなく例示の方法によれ
ば、通信媒体は、有線ネットワークまたは直接有線通信などの有線媒体、および、音響、
ＲＦ、赤外線、および、他の無線媒体などの無線媒体を含む。上記のもののいずれかの組
み合わせもコンピュータ読取り可能な媒体の範囲内に含まれる。
【００６１】
　図６に見られる計算環境１００で示すものなどのネットワーク化環境において、プログ
ラムモジュールまたはその部分は、遠隔メモリ保存デバイスに保存することができる。例
示の方法によれば、アプリケーションプログラム８１６および強化されたＥＰＧアプリケ
ーション８１８は、遠隔コンピュータおよび／またはサーバのメモリデバイスに常駐する
こともできる。説明の目的のために、図８は、図示する分離されたブロック内のアプリケ
ーションプログラム８１６および強化されたＥＰＧアプリケーション８１８を示すが、こ
のようなプログラムおよび構成要素はクライアントデバイス１０８の異なる保存構成要素
内に様々な回数で常駐し、クライアントデバイス１０８のプロセッサ８０４によって実行
されることが認識されよう。
【００６２】
　本発明は構造上の特徴および／または方法論的工程に固有の文章で説明したが、特許請
求の範囲に定義される本発明が上述の特定の特徴または工程に必ずしも限定されないこと
が理解されよう。むしろ、特定の特徴および工程は請求される発明の実施の好ましい形態
として開示される。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】クライアントデバイスが電子番組案内（ＥＰＧ）の一部を出力してテレビ受像機
（ＴＶ）上のＥＰＧ表示をもたらす従来の環境であって、ＥＰＧ表示が放送のために予定
された複数のテレビ番組の各々を掲げる環境を示す正面図である。
【図２】結果として得られる強化ＥＰＧ表示上への表示のために、１つまたは複数の視聴
の関心の対象およびそれらに対応するハイライト処理を選択するため、視聴者がユーザイ
ンターフェイス（ＵＩ）のコントロールを操作するＵＩを含む例示的な表示を示す図であ
る。
【図３】図２の表示のコントロールの視聴者による操作の後の前記表示を示す図である。
【図４】表示された番組編成の視聴者による任意の選択のための、結果として得られる強
化されたＥＰＧ表示の一部としてのテレビ受像機に対する出力を有する図１のクライアン
トデバイスを示す正面図である。
【図５】視聴者がアンケートに回答し、視聴者の回答に適合した番組編成についてＥＰＧ
に問い合わされ、かつ、結果として得られる強化されたＥＰＧ表示が表示された番組編成
の任意の選択のために視聴者によって見ることができる処理を示すフローチャートを示す
図である。
【図６】本発明の全体または部分のいずれかを実施することができる適する動作環境を提
供する例示的なシステムを示す図であり、より詳細には、複数のクライアントデバイスに
放送しているコンテンツ配信システムを示し、ここで、コンテンツ配信システムおよび各
クライアントデバイスの双方とも双方向ネットワークと通信する。
【図７】クライアントデバイス、テレビ受像機、および、クライアントデバイスと対話す
る様々な入力デバイスの例を示す図である。
【図８】図６～７に示すクライアントデバイスの例の構成要素を示すブロック図である。
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【符号の説明】
【００６４】
　０１、０５、１５、１８、１９、２１～２３、２６、３２　水平位置
　１０　娯楽システム
　１０２　コンテンツプロバイダ
　１０４　番組データプロバイダ
　１０６　コンテンツ配信システム
　１０８　クライアントデバイス
　１０９　双方向ネットワーク
　１１０　放送ネットワーク
　１１２　コンテンツサーバ
　１１４　保存コンテンツ
　１１６　ＥＰＧデータベース
　１１８　ＥＰＧサーバ
　１２０　番組データ
　１２８　放送用送信機
　１３０　コンテンツプロセッサ
　１３２　番組データプロセッサ
　１３６、１３８　テレビ受像機
　１４０　セットトップボックス
　１５０　メッセージサーバ
　１６０、１７０　ＥＰＧ表示
　２００、３００　ユーザインターフェイス（ＵＩ）
　２０２、２１０、２１２、２１４　調整用部分
　１００、４００　環境
　５００　処理
　７００　例示的クライアントデバイス
　７１２　電話回線
　８００　チューナ
　８０４　プロセッサ
　８０６　ＲＡＭ
　８０８　ディスクドライブ
　８１０　保存構成要素
　８１２　不揮発性メモリ
　８１４　ＯＳ
　８１６　アプリケーションプログラム
　８２２　無線インターフェイス
　８２４、８２６　ネットワークインターフェイス
　８２８　モデム
　８３０　音声出力
　８３２　画像出力
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【図７】 【図８】
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