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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイ上で番組を見ながらユーザがインタラクティブ番組表をブラウズすること
を可能にする方法であって、
　前記方法は、
　第１の番組が放送される第１のチャンネルにチューナーを同調することと、
　前記ディスプレイの少なくとも一部に、前記第１のチャンネルで放送されている前記第
１の番組を表示することと、
　前記第１の番組と共に前記ディスプレイ上で前記インタラクティブ番組表の複数の項目
のうちの少なくとも１つの項目を表示することであって、前記少なくとも１つの項目は、
第２の番組に関連し、前記第２の番組が第２のチャンネルで放送されるスケジュールされ
た時間帯に対応する、ことと、
　前記ユーザからの前記少なくとも１つの項目の選択を受け取ったときに、前記第２の番
組が放送されている前記第２のチャンネルに前記チューナーを同調することと、
　前記ユーザからの前記選択を受け取ったときに、前記ディスプレイの少なくとも一部に
前記選択された１つの項目に対応する前記第２の番組を表示することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの項目は、番組タイトルと番組チャンネルとを含む、請求項１に記
載の方法。
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【請求項３】
　前記第１の番組は、前記ディスプレイの第１の部分に表示され、前記少なくとも１つの
項目は、前記ディスプレイの第２の部分に表示され、前記第１の部分は、前記第２の部分
より大きい、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の番組は、前記ディスプレイの第１の部分に表示され、前記少なくとも１つの
項目は、前記ディスプレイの第２の部分に表示され、前記第１の部分は、前記第２の部分
より小さい、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　ディスプレイ上で番組を見ながらユーザがインタラクティブ番組表をブラウズすること
を可能にするシステムであって、
　前記システムは、
　第１の番組が放送される第１のチャンネルにチューナーを同調する手段と、
　前記ディスプレイの少なくとも一部に、前記第１のチャンネルで放送されている前記第
１の番組を表示する手段と、
　前記第１の番組と共に前記ディスプレイ上で前記インタラクティブ番組表の複数の項目
のうちの少なくとも１つの項目を表示する手段であって、前記少なくとも１つの項目は、
第２の番組に関連し、前記第２の番組が第２のチャンネルで放送されるスケジュールされ
た時間帯に対応する、手段と、
　前記ユーザからの前記少なくとも１つの項目の選択を受け取ったときに、前記第２の番
組が放送されている前記第２のチャンネルに前記チューナーを同調する手段と、
　前記ユーザからの前記選択を受け取ったときに、前記ディスプレイの少なくとも一部に
前記選択された１つの項目に対応する前記第２の番組を表示する手段と
　を備える、システム。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの項目は、番組タイトルと番組チャンネルとを含む、請求項５に記
載のシステム。
【請求項７】
　前記第１の番組は、前記ディスプレイの第１の部分に表示され、前記少なくとも１つの
項目は、前記ディスプレイの第２の部分に表示され、前記第１の部分は、前記第２の部分
より大きい、請求項５に記載のシステム。
【請求項８】
　前記第１の番組は、前記ディスプレイの第１の部分に表示され、前記少なくとも１つの
項目は、前記ディスプレイの第２の部分に表示され、前記第１の部分は、前記第２の部分
より小さい、請求項５に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビ受信器上で視聴者に視聴される無線または有線テレビ放送のスケジュ
ール情報を視聴者に提供する電子プログラムスケジールシステムに関する。特に、本発明
は、より強力で便利な動作環境を視聴者へ提供し、同時にユーザによるガイド全体の操作
効率を改善する改良された電子プログラムガイドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビシステムの電子プログラムガイドは従来から公知である。例えば、或る従来のシ
ステムは、テレビ受信器の全画面上にテキストスケジュール情報を表示するために電子文
字発生器を使用する。他の従来のシステムは、視聴者が表示フォーマットを選択可能に視
聴するために、電子的に記憶されたプログラムスケジュール情報を視聴者に提供する。更
に他のシステムは、視聴者選択基準を入力するデータプロセッサを使用し、次にこれらの
基準に適合するプログラムスケジュール情報だけを記憶し、続いてプログラマブルチュー
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ナを自動的に同調するため、或るいは選択されたテレビプログラムが放送される際に録画
デバイスを動作させるために記憶情報を使用する。このような従来のシステムは、１９９
０年１１月発行のＰｏｐｕｌａｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅに発表された”Ｓｔａｙ　Ｔｕｎｅｄ
　ｆｏｒ　Ｓｍａｒｔ　ＴＶ”に概説されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　一般に従来の電子プログラムシステムは、実現が困難であり、しかも使用が煩わしい。
また、それらのシステムは、これらの電子プログラムシステムの視聴者の視聴習慣をより
現実的な方法で処理する視聴能力を提供することができない。更に、これらのシステムの
多くは、設計が複雑であり、実現に費用がかかる。使用の容易性および経済性は、プログ
ラム網及びテレビに基づく他のサービスの数および種類の劇的な増加をもたらすものと考
えられるので、テレビプログラム販売業者および視聴者にとっては主要な関心事である。
また、新しい衛星およびケーブルに基づく技術の出現により、視聴者が利用できるテレビ
チャンネルの数が飛躍的に増加するに従って、これらの従来システムの効用は実質的に低
下している。
【０００４】
　更に、これらの従来技術のシステムは、ペイパービュー（ｐａｙ－ｐｅｒ－ｖｉｅｗ：
視聴毎料金支払い）項目、プレミアムサービス（ｐｒｅｍｉｕｍ　ｓｅｒｖｉｃｅｓ：別
料金番組提供）、或いは視聴者が予約視聴しない他のパッケージされたプログラムに関し
て、視聴者に充分な情報、例えば価格等を提供することができない。また、そのようなプ
ログラムを要求または衝動に応じて自動的に購買する能力を視聴者に提供することができ
ない。　更に、これらの従来技術のシステムは、手動または他の面倒な方式による修正ま
たは置き換え、或いは集積回路および／または他の部品を物理的に交換しなければ更新で
きないハードウエアに基づくシステムに依存している。このため、視聴者の側で電子的ガ
イドを実現するアプリケーションソフトウエアプログラムを更新または置換するための効
果的かつ自動的な方法を提供できない点で不充分である。
【０００５】
　これらの従来の電子ガイドシステムは、電子プログラムガイドアプリケーション又はデ
ータの部分ではない他のアプリケーション、或いは情報システムにユーザーをリンクさせ
る能力を備えていない。
【０００６】
　これらの従来の電子ガイドシステムは、機能的にリンクされかつ統合された形式で視覚
的に表示されるテレビプログラム及びサービスのビデオプロモーションを提供しない。プ
ログラムのプロモーションはテレビプログラムの有効なマーケッティングの重要な要素で
ある。ペイパービューペイ（即ちアラカルト）プログラム及び他の規制されていないプロ
グラムサービスのプロモーションは、連邦政府による規制改訂の後はケーブルテレビのオ
ペレータには特に重要である。ビデオを用いたこのようなプログラムをプロモーションす
る現在の方法は、全画面の連続した広告（即ちプレビュー）を使用する専用「呼び込み（
ｂａｒｋｅｒ）」チャンネルを経由する。これは、価格及び注文情報を伴うことも、また
はそれらを伴わないこともある最近、このようなプロモーションビデオは分割画面内に示
されており、画面の一部が、プロモートされる全体プログラムが示される時間におおよそ
対応する時間に全体のスケジュール情報を表示する。従って、改良された表示機能、及び
ビデオプロモーションをプログラムスケジュール情報と注文処理機能とにリンクする機能
を提供できる電子プログラムガイドに対する要求が存在する。
【０００７】
　また、従来の電子プログラムガイドは、個別のチャンネル及び個別のプログラムへのア
クセスを制御する簡単なかつ有効な方法を視聴者に提供することができない。性および暴
力を含む成人向け場面の量はここ４０年間着実に増加している。これがどのように子供達
あるいは他の視聴者に影響するかという問題が国民の注目を集めている。保護者にチャン
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ネルをロックアウトする能力を与えることが、特定のテレビ受信器およびケーブル変換器
ボックスの良く知られたかつ普及した特徴である。この能力にも拘わらず、この特徴は保
護者によってほとんど使用されていない。その有効な使用を妨げる主要な原因は、一般的
に実施されるそれらの方法が煩雑であることや、或る目的のプログラムへのアクセスを遮
断するためには、そのチャンネル全体を遮断させねばならないことである。保護者による
チャンネル型ロックアウトは、遮断されるチャンネル上の他のプログラム業者（例えば、
夜間に成人向けプログラムを提供し、その翌朝には若者向けプログラムを提供する業者）
にとって不公平であり、またそのようなプログラムにアクセスを望んでいる視聴者にとっ
て不都合である。従って、柔軟で複雑でないスクリーン上の視聴者インターフェースを使
用して個々のプログラムおよびチャンネルへパスワード制御を行うシステムに対する特別
な要求がある。
【０００８】
　また、従来の電子プログラムガイドは、要求に応じて現在の費用請求状態を視聴する能
力を視聴者に提供しない点において充分でない。そのため、視聴者の要求に応じて視聴者
に現在の費用請求情報を提供できるシステムに対する要求が存在する。
【０００９】
　従来のプログラムガイドに伴う別の問題は、グリッド形式で、つまり時間スロットを表
す列とチャンネルを表す行とでスケジュール情報を表示する時に、一般にプログラムのタ
イトルがグリッドのセルに収まるように横方向に省略されることである。グリッドのセル
の幅はプログラムの継続時間と共に変化する。３０分プログラムには、そのプログラムの
タイトル及び説明のために単に小さなスペースが割り当てられるので、３０分のプログラ
ム用のタイトルのみならず１時間のプログラムでさえ、そのタイトルと説明との一方また
は両方を、割り当てられたスペースに収まるようにしばしば省略せねばならない。或るシ
ステムは、プログラムの説明を省略する工夫をすることなく、単に切断しているので、視
聴者にプログラムの趣旨を理解不能にさせてしまう。このような例として、最近のテレビ
プログラムのディスプレイは、グリッドセル内に次のようなテキストを含んでいる。「Ｂ
ａｓｅｂａｌｌ：　Ｙａｎｋｅｅｓ　ｖ．（野球：ヤンキース対）」幾つかのシステムは
各グリッドセル内のテキストに二行を与えることにより部分的にこの問題を緩和するが、
プログラムの説明は依然として省略されているので、この解決は理想的ではない。
【００１０】
　時間スロットが自動的に或るいは視聴者制御コマンドに応答して変化したときに同様の
問題が発生する。典型的には、９０分のスケジュール情報が一度に表示され、９０分のウ
インドウが３０分増分毎にシフトできる。３０分のシフトが３０分サイズのグリッドセル
を表示させる、例えば２時間の映画を表示させる場合には、映画の全タイトルがセルに収
まらないであろう。この場合にも、タイトルの省略が要求される。この場合には、テキス
トを２行用いて３０分セル内にタイトルを示すことが望ましいのであろうが、６０分及び
９０分セルはタイトルを表示するためにテキストの一行だけで足りるかもしれない。
【００１１】
　また、従来の電子プログラムガイドは、テレビ受信器上にその都度現れるプログラムを
そのまま視聴しながら、電子的にプログラムガイドを見る方法を欠いている。更に、これ
らの従来のプログラムガイドは、視聴者が一連のチャンネルを介して操作するので、視聴
者に多くの当て推量の余地が残されている。視聴者が、一般に「チャンネルサーフィン」
として知られるように、その時刻現在に任意のチャンネル上に表示されているプログラム
を確認するために、複数のチャンネルを切り換えて視聴する際に、視聴者は複数のチャン
ネルを経てサーフィンする際に出会うビデオのなかから、どのプログラムが現在放送され
ているのかを推量することが必要である。任意の所定の時間に任意の所定のチャンネル上
に現れるプログラムの多く（或る場合には、３０％まで）が広告あるいは他の営利本位の
プログラムであるので、視聴者は、どのプログラムが所定の時間に選択されたチャンネル
上に現れているのかに関する手がかりを提供されない。従って、視聴者は、プログラムを
特定し、次に選択されたチャンネル上にこのプログラムが現れるのを見るには、宣伝ある
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いは広告が終わるまで待たねばならない。このように、視聴者が使用可能なチャンネルを
経由してサーフィンするときに、各チャンネルについてその時のプログラムスケジュール
情報を表示するというプログラムガイドに対する要求が存在する。
【００１２】
　そのため、従来技術においては、もっと容易に実現でき、かつ動作が魅力的かつ効率的
な簡単化された電子プログラムスケジュールシステムに対する要求がある。また、視聴者
に、他の電子プログラムスケジュールシステム、特にリモートコントローラを使用するシ
ステムではこれまで実現できなかった方法で、放送プログラム及び電子スケジュール情報
の両方を表示する電子プログラムスケジュールシステムを提供する必要がある。
【００１３】
　例えば、視聴者が、選択された放送プログラムをテレビ受信器の画面の一部上に視聴し
、同時に他のチャンネル及び／またはサービスに関するプログラムスケジュール情報を画
面の他の部分上に視聴できるようにする柔軟なプログラムスケジュールシステムに対する
特別の要求がある。また、プログラムスケジュール情報を視聴するために、視聴者に、複
数の選択可能な表示フォーマットから選択可能とするようなプログラムスケジュールシス
テムに対する要求がある。また、動作の特定のモードで能動的となるリモートコントロー
ラ上のこれらのキーを視聴者に指示するシステムを有することが望ましい。また、将来放
送するために予定されたプログラムを視聴するように、プログラム自在なリマインダを設
定する能力を視聴者に与えるというシステムに対する要求も存在する。
【００１４】
　更に、視聴者が本来予約視聴しないペイパービュー項目、プレミアムサービス或いは他
のパッケージされたプログラムに関する判り易い情報を視聴者に提供し、また視聴者に要
求あるいは衝動に応じてプログラムを自動的に購買する能力を付与する電子ガイドシステ
ムに対する要求もある。また、視聴者側で電子ガイドを実現するアプリケーションソフト
ウエアを更新あるいは置換する信頼でき、しかも有効な方式を提供する電子ガイドシステ
ムに対する要求がある。
【００１５】
　電子プログラムガイドアプリケーションあるいはデータの部分ではない他のアプリケー
ション或るいは情報システムに視聴者をアクセスする能力を視聴者に提供するシェルある
いはウィンドウとして作用する電子プログラムガイドに対する要求も存在する。
　（発明の概要）
【００１６】
　従って、本発明の目的は、視聴者に放送プログラムを視聴可能とし同時に他のプログラ
ムのプログラムスケジュール情報を対話的に視聴可能とするシステムを提供することであ
る。
【００１７】
　本発明の別の目的は、プログラムスケジュール情報を複数の表示フォーマットの中から
選択できる能力を視聴者に提供することである。
【００１８】
　本発明の更に別の目的は、使用時にシステムの動作の特定モードにおいて能動的になる
リモートコントローラ上のこれらのキーをプログラムスケジュールシステムの視聴者に指
示することである。
【００１９】
　本発明の更に別の目的は、将来のプログラムに対してプログラム自在なリマインダメッ
セージを設定する能力を電子プログラムスケジュールシステムの視聴者ーに提供すること
である。
【００２０】
　本発明の更に別の目的は、ペイパービュー項目、プレミアムサービス、或いは視聴者が
予約視聴しない他のパッケージされたプログラムに関する判り易い情報、および要求ある
いは衝動に応じてそれらのプログラムを自動的に購買する能力をシステムの視聴者に提供
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することである。
【００２１】
　本発明の更に別の目的は、視聴者側で電子的ガイドを実現するアプリケーションソフト
ウエアプログラムを更新あるいは置換する信頼性があり、且つ有効な方式を提供する電子
ガイドシステムを提供することである。
【００２２】
　シェル或るいはウインドウとして動作する電子的プログラムガイドの更に別の目的は、
電子的プログラムガイドアプリケーション或るいはデータの部分ではない他のアプリケー
ションあるいは情報システムにアクセスする能力を視聴者に提供することである。
【００２３】
　電子的プログラムガイドの更に別の目的は、テレビプログラム及びサービスのビデオプ
ロモーションが、そのようなプログラム及びサービスのマーケティングおよび販売を容易
にする統合された形式で機能的にリンクされ、且つ視覚的に表示されるというシステムを
提供することである。
【００２４】
　本発明の更に別の目的は、プロテクトされた対話型の柔軟でしかも複雑でないスクリー
ン上のインタフェースを用いて、個別のプログラム及びチャンネルにアクセスするパスワ
ード制御を提供することである。
【００２５】
　本発明の更に別の目的は、視聴者が利用可能なチャンネルを経てサーフィンする際に、
全てのプログラムに対して現在のプログラム情報を視聴者に提供することである。
【００２６】
　本発明の更に別の目的は、視聴者が要求に応じてその時現在の自身の費用請求情報にア
クセスできるというシステムを提供することである。
【００２７】
　本発明の更に別の目的は、変化する背景映像に対してテレビプログラムリストをオーバ
ーレイするというシステムを提供することである。
【００２８】
　本発明の更に別の目的は、テレビプログラムリストのページを有するグリッドセル内の
テキストの改良された表示を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　本発明のこれらの及び他の目的は、放送を受信する受信器、複数のテレビチャンネルに
対する衛星あるいはケーブル有線放送テレビプログラム、及びテレビ受信器を複数のチャ
ンネルのうちの選択された一つに同調するチューナを備えた電子プログラムスケジュール
システムにより実現される。データプロセッサは、複数のテレビチャンネル上に現れた複
数のテレビプログラムに対するテレビプログラムスケジュール情報を受信し、メモリに格
納する。視聴者制御コマンドを選択し、この視聴者制御コマンドに応答して信号を受信す
るデータプロセッサに応答して信号を送信するために、視聴者制御装置、例えばリモート
コントローラが視聴者によって使用される。テレビプログラム及びテレビプログラムスケ
ジュール及び他の情報を表示するために、テレビ受信器が使用される。ビデオ表示発生器
はデータプロセッサからビデオ制御コマンドを受け取り、メモリからプログラムスケジュ
ール情報を受け取り、テレビプログラムガイドの動作の少なくとも一つのモードにおいて
、テレビチャンネル上に現れるテレビプログラムにオーバーレイする形式でプログラムス
ケジュール情報の一部を表示する。データプロセッサは、視聴者制御コマンドに応答して
発生されたビデオ制御コマンドを有するビデオディスプレイ発生器を制御し、少なくとも
一つのテレビプログラムにオーバーレイする関係で、テレビ受信器上に複数のチャンネル
のうちの任意の選択されたチャンネル上に現れる複数のテレビプログラムのうちの任意の
選択されたプログラムについてのプログラムスケジュール情報を表示する。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００３０】
　図１は全体的に１０で示す電子プログラムスケジュールシステムの様々な構成要素を示
すブロック図である。それらの構成要素は、衛星放送受信器のような視聴者のセットトッ
プケーブル変換器ボックスまたは他の信号受信器もしくは処理装置に機械的に設けること
ができる。別の例では、その構成要素は別のハウジング内に取り付けることができ、また
はテレビ受信器、ＶＣＲ、パーソナルコンピュータもしくはマルチメディアプレーヤの一
部として含むことができ、更には、高帯域ネットワーク系に分配アプリケーションとして
も存在することができる。
【００３１】
　入力信号１１が受信器１２に接続され、それはデータプロバイダーから伝達されたデー
タ流れを受け取る。そのデータ流れは、例えば特定の地理的場所の、またはその他のマー
ケットで入手可能なプログラムまたはサービスに関する情報を含むことができる。入力信
号１１は、例えば標準的な放送、ケーブルテレビ放送もしくは衛星放送の一部としてまた
はデータ伝達の他の形態として発生させることができる。データプロバイダーはプログラ
ム情報プロバイダー、衛星アップリンクマネージャー、ローカルケーブルオペレータまた
はそれらのソースの組合わせであり、データ流れはすべてのテレビプログラムに関するプ
ログラムスケジュール情報及びオペレータの地理的マーケットにおいて入手可能な他のサ
ービスを含む。
【００３２】
　データ流れは変調することができ、その後、例えば７５ＭＨｚの周波数で作動する専用
チャンネル伝送を部分的に含むようなかなり多数の経路のケーブルラインを通って伝達す
ることができる。当業者には、多数の他の方法を用いてデータ流れをプログラム放送信号
の垂直消去期間内に埋め込むようにして伝達可能であることが明白であろう。詳細に以下
に説明するように、本発明によると、伝達されたデータ流れは視聴者側において電子プロ
グラムガイドを実行しまたは更新するためのアプリケーションソフトウエアを追加的に含
むことができる。
【００３３】
　その伝達されたプログラムスケジュールまたはアプリケーションソフトウエアは、信号
入力ライン１１上の受信器１２によって受け取られる。その受け取られた信号はその受信
器から復調期１３、例えばＱＰＳＫ復調器またはＧＩ　Ｉｎｆｏ－Ｃｉｐｈｅｒ（情報暗
号化）１０００Ｒ、に伝達され、それは伝達信号を復調してバッファ１５に伝える。
【００３４】
　Ｍ６８０００ＥＣのようなマイクロコントローラ１６がバッファ１５に伝えられたデー
タを受け取る。ブートストラップ作動ソフトウエアは電子プログラムガイドアプリケーシ
ョンソフトウエアの更新したものを捕捉するために用いることができ、そのソフトウエア
は読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）１７に収納される。マイクロコントローラ１６は受け取
ったプログラムスケジュール情報を用いて、適切に組み込まれた記録内のデータをダイナ
ミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）１８に記憶させることによってデータベース
を構築する。その記憶されたスケジュール情報は、周期的、例えば、１時間ごとに、１日
ごとに若しくは１週間ごとに更新することができ、またはスケジュールに変化が生じたと
きもしくは他の要因で更新が認可されたときにもいつでも更新することができる。システ
ムはシステムクロック１９も備えている。
【００３５】
　別の例としては、プログラムスケジュール情報はＲＯＭ、ディスクもしくは他の不揮発
性メモリで供給することができ、またはそれは格納ディスクもしくは他のデータ記憶装置
にダウンロードすることができる。本発明はここではスケジュール情報の伝達または受信
の特定の方法には言及しない。
【００３６】
　マイクロコントローラ１６が、受信データを、プログラムスケジュール情報とは全く異
なるプログラムスケジュールシステムを制御するアプリケーションソフトとして認識する
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と、それはそのデータを電気的に消去可能かつプログラム可能なＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）
２０またはバッテリーでバックアップされたスタティックＲＡＭ（ＳＲＡＭ）のような不
揮発性メモリに格納する。この構成により、アプリケーションソフトウエアの変更または
置換バージョンをソフトウエアディベロッパーからケーブルまたは他の伝達装置を介して
直接に視聴者にダウンロードすることができる。
【００３７】
　ＥＥＰＲＯＭが用いられる場合には、ディベロッパーからダウンロードされたアプリケ
ーションソフトウエアの変更または置き換えバージョンが、ＲＯＭ１７に記憶されたダウ
ンロードオペレーティングソフトウエアの指示の下で、最初にマイクロコントローラ１６
によってＤＲＡＭ１８に記憶される。その記憶されたアプリケーションソフトウエアは、
例えば、検査合計分析または他の検査ルーチンによって正確さをチェックすることができ
る。
【００３８】
　アプリケーションソフトウエアの正確さが検査できた後、マイクロコントローラ１６は
ＥＥＰＲＯＭ２０を再プログラムするルーチンを開始し、そこでは、アプリケーションソ
フトウエアが永続的に記憶される。マイクロコントローラ１６は適切な制御コマンドを再
プログラム回路２１に供給し、その回路はＥＥＰＲＯＭに消去及び書込みを行うのに必要
な適切なプログラム電圧及び論理信号を供給するのに適する。それはそのプログラム電圧
Ｖｐｒｏｇと読込みまたは書込可能のような他の必要な制御信号を、マイクロコントロー
ラ１６からコマンドを受け取るとＥＥＰＲＯＭ２０に供給する。ＥＥＰＲＯＭ２０が電気
的に消去されると、マイクロコントローラ１６はＤＲＡＭ１８から記憶のためにＥＥＰＲ
ＯＭ２０への新たなアプリケーションソフトウエアの移動を開始する。
【００３９】
　バッテリーバックアップのＳＲＡＭを不揮発メモリとして用いた場合には、マイクロコ
ントローラは、再びＲＯＭに記憶されたダウンロードオペレーティングソフトウエアの指
示の下で、直接ＳＲＡＭにディベロッパーからダウンロードされたアプリケーションソフ
トウエアの変更または置換バージョンを記憶させる。その記憶されたアプリケーションソ
フトウエアはその後に例えば検査合計分析または他の検査ルーチンによって正確さをチェ
ックすることができる。
【００４０】
　電力がシステム１０に最初に供給されると、ブートストラップオペレーティングソフト
ウエアが、プログラムガイドアプリケーションソフトウエアがメモリに存在することを検
査する。それが存在しない場合には、ブートストラップオペレーティングソフトウエアは
そのソフトウエアのダウンロードを待機する。一度そのアプリケーションソフトウエアが
存在すると、マイクロコントローラ１６はＤＲＡＭ１８の専用部分からのアプリケーショ
ンプログラムソフトウエアを実行する。
【００４１】
　別の例では、そのアプリケーションソフトウエアは不揮発性メモリ２０から直接に実行
することができる。プログラムガイドアプリケーションソフトウエアの制御の下で、マイ
クロコントローラ１６は最初に、プログラムスケジュール情報がＤＲＡＭ１８に存在する
ことを照合する。それが存在しないときには、マイクロコントローラは上述のとおりプロ
グラムスケジュール情報のダウンロードを待つ。また、アプリケーションプログラムがメ
モリに存在するが、プログラムスケジュール情報データを含むデータベース記録は未だ入
手できない場合には、アプリケーションソフトウエアは他のタスク（仕事）を実行するよ
うに構成することができ、それにより、例えば、視聴者がプログラムスケジュール情報デ
ータを必要としない機能を実行するとともに、データベースが未だ入手できないことを示
す適当なメッセージを表示することができる。
【００４２】
　スケジュールシステムが作動しているときには、以下に詳細に説明するように、マイク
ロコントローラ１６はＤＲＡＭ１８に記憶されたプログラムスケジュール情報を入手し、
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更に、不揮発メモリ２０または別の例ではＤＲＡＭ１８に記憶されたスクリーン構成及び
グラフィックシンボルまたはロゴ表示のための記憶されたビットマップのような他のダウ
ンロードデータのタイプに関連して、それをビデオ表示ジェネレータ（ＶＤＧ）２３に供
給し、それは本発明の実施例ではＲｏｃｔｅｃによって製造されたＲｏｃｇｅｎカードの
ような市販されて入手可能なＶＧＡタイプのグラフィックカードであってもよい。そのＶ
ＤＧは標準的なＲＧＢビデオ発生器２４を含み、それはマイクロコントローラ１６によっ
て送られたデジタルプログラムスケジュール情報を入手し、そして、それを特定のスクリ
ーン表示のためのビットマップにしたがってＲＧＢフォーマットに変換し、次にそれはテ
レビ受信器２７によって視聴者に表示される。各スクリーンの構成は以下にシステムオペ
レーションセクションにて示すと共に詳細に説明する。
【００４３】
　ＶＤＧはビデオオーバーレイデバイス２５も備えており、それはＲＧＢビデオ入力を受
け取るとともに、ゼネラルインスツルメンツ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ）
によって製造された従来のチューナーまたはＪｅｒｒｏｌｄ　ＤＰＢＢチューナーのよう
な従来のテレビチューナー２８からの入力を受け取り、それは標準的ＮＴＳＣビデオフォ
ーマットのプログラム信号を供給する。オーバーレイデバイス２５はＲＧＢ信号を変換す
るとともにチューナー２８からの信号と組合わせ、そして、図２に示すように、プログラ
ム信号及びプログラムスケジュール情報の両方を含む複合ＮＴＳＣ出力信号を生成する。
その複合ビデオ信号は図１に示すように変調器２６に供給され、その変調器はＲａｄｉｏ
　Ｓｈａｃｋから入手できるような変調器でよく、それからその信号はテレビ受信器２７
に送られ、それは視聴者が変調チャンネル例えばチャンネル３または４に同調するように
する。その複合ビデオ信号はＶＤＧからそのＶＤＧ上のビデオポート２５Ａを通って直接
にテレビ受信器２７または他の受像装置に供給することもできる。
【００４４】
　図１に関連して述べられたシステムの構成要素は全てが例えばＩＢＭのパーソナルコン
ピュータによって望ましいプラットフォームに組み込まれ、そのコンピュータには伝達リ
ンク及びＲｏｃｔｅｃによって製造されたようなビデオグラフィックカードが組み込まれ
ている。マイクロプロセッサ及びメモリを備えるケーブル変換器ボックスのような他のプ
ラットフォームまたは高帯域ネットワークも用いることができる。特定の構成要素の例と
しては以下のものがある。
【００４５】
　マイクロコントローラ・・・モトローラ部品番号第ＭＣ６８３３１－１６ＲＯＭ・・・
テキサスインスツルメンツ部品番号ＴＭＳ２７ＰＣ５１２ＤＲＡＭ・・・テキサスインス
ツルメンツ部品番号ＴＭ４２５６ＥＥＰＲＯＭ・・・インテル部品番号２８Ｆ００１ＢＸ
－Ｔ
　ともかく、当業者には、ハードウエアの構成要素及びデータ記憶の特定の詳細はシステ
ムの特定の実行の機能に関するものであって、本発明の対象ではないことが理解されよう
。
【００４６】
　以下に詳細に説明するように、視聴者は図３に示すようなリモートコントローラを用い
てプログラムスケジュールを通じて指示を出すことができ、それは赤外線もしくは信号手
段によってまたは他の適当な視聴者インタフェースによってリモートコントロール送受信
論理の従来の原理に基づいて作動する。そのリモートコントローラ３１は図１に示すリモ
ートコントローラ受信器２９を介してマイクロコントローラ１６と通信を行い、その受信
器はＳｉｌｅｎｔ　Ｐａｒｔｎｅｒ　ＩＲ　受信器でよく、リモートコントローラ３１か
ら送信された信号を受け取り、マイクロコントローラに視聴者によって押されたキーを示
す対応デジタル信号を供給する。
【００４７】
　本発明に適したリモートコントローラ、例えば図３に示すようなものは、Ｕｎｉｖｅｒ
ｓａｌ　ＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓまたはＰｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉ



(10) JP 4415032 B2 2010.2.17

10

20

30

40

50

ｃｓ′　Ｓｉｌｅｎｔ　Ｐａｒｔｎｅｒによって製造されたリモートコントローラでよく
、それは電源スイッチ３２、音量調節キー３３及びミュート調節キー３４、エンター（Ｅ
ＮＴＥＲ）キー３５、０－９デジタルキー３６、四方向矢印キー３７Ａ及び３７Ｂ、モー
ド（ＭＯＤＥ）キー３８並びに下方の箱形の「ｉ」で示されている情報キー３９を備える
ことができる。電源３２、音量調節キー３３及びミュートキー３４は、典型的には現在の
テレビ受信器に用いられている従来のリモートコントローラのような方式で作動する。多
数のデジタルキー３６は従来のリモートコントローラと概ね同様に機能する。残りのキー
を簡単に説明すると以下のとおりである。
【００４８】
　ＭＯＤＥキー３８は電子プログラムスケジュールシステム１０の様々な段階を通じて視
聴者を導き、それにより、一般的に視聴者がサブメニュー状態にあるときに以前のスクリ
ーンに戻ることができる。上／下方向矢印キー３７Ａにより視聴者は、以下に充分に説明
するように、プログラムスケジュールシステムがＦＬＩＰまたはＢＲＯＷＳＥモードにあ
るときに異なるＴＶチャンネルを通るように指示することができ、さらに、視聴者はＭＥ
ＮＵモードにあるときにＴＶスクリーンに表示された強調（ハイライト）されたバーを通
じて指示を出すことができる。左／右方向矢印キー３７Ｂにより、視聴者は、以下に詳細
に説明するように、プログラムスケジュールシステムがＢＲＯＷＳＥモードにあるときに
、選択された時間間隔で指示を出すことができる。それらにより、更に、視聴者はＭＥＮ
Ｕモードの「カテゴリー」サブメニューにある間に対象のカテゴリーにまたがって指示を
出すことができるとともに、プログラムスケジュールシステムが視聴ごとの支払いオーダ
ーモードにあるときには時間間隔に亘って指示を出すことができ、更に、一般的に、左ま
たは右方向に様々なアイコン及び他のオブジェクトを選択するように指示を出すことがで
きる。情報、即ち、「ｉ」キー３９によって、視聴者はプログラムスケジュールシステム
の様々なモードの間に補充プログラム及び他の情報を視ることができる。ＥＮＴＥＲ３５
キーは、視聴者が一旦リモートコントロールキーから選択すると、コマンドを充足すると
ともに入力をなす。それらのキーの機能及び動作はＦＬＩＰ、ＢＯＷＳＥ及びＭＥＮＵモ
ードの以下の詳細な説明においてより明白になるであろう。
【００４９】
　リモートコントローラ４０の第２の実施例を図４に示す。そのリモートコントローラの
実施例は、電源キー４１、数字キー４２、方向矢印キー４３Ａ，４３Ｂ、情報キー４８、
ＥＮＴＥＲもしくはＳＥＬＥＣＴもしくは「ＯＫ」キー４４、ボリュームコントロール４
５、ロックアウトキー４５Ａ、ミュートキー４６及びヘルプキー４８Ａを備える。それは
さらにポンドサイン（ｐｏｕｎｄ　ｓｉｇｎ）及びスターキー（ｓｔａｒ　ｋｅｙ）も備
える。
【００５０】
　そのリモートコントローラの実施例はさらに多数のアイコンキー４７Ａ及び４７Ｂを備
え、それはプログラムスケジュールシステムの異なるサブメニューまたはモードに対応す
る。アイコン４７Ａ及び４７Ｂはプログラムスケジュールシステムが作動しているときに
ＴＶスクリーンに表示することもできる。アイコンキーは特に図３に示されたリモートコ
ントロールの実施例に用いられているＭＯＤＥキー３８と置き代わる。それらのキーを用
いると、視聴者はプログラムスケジュールシステムの操作の所望のモードに対応するアイ
コンキーを単に押すだけで、一つのモードから他のモードへと移動することができる。図
４の実施例においては、アイコン４７Ａ及び４７Ｂは対応するカラーコードキーの上方に
直接に置かれたグラフィックシンボルとして示されている。別の例では、そのカラーコー
ドキーは除かれ、キーをアイコン自体のイメージで形成することができる。
【００５１】
　図４に示すリモートコントローラの実施例は３つのカラーコードビューワー優先選択ま
たはお好みチャンネルキー４８Ａ、４８Ｂ及び４８Ｃも含んでおり、それらは直接アイコ
ンキーの上方に置かれている。それらのキーの各々は、プログラムスケジュールシステム
に個々の視聴者が作成した「チャンネル優先選択」または「お好みチャンネル」リストを
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示し、それは特定の視聴者用のチャンネルの特定の部分集合のリストであり、それはその
視聴者がプログラムスケジュールシステムの動作の間に視ようとする一連の命令に配置さ
れている。チャンネル優先選択またはお好みチャンネルリストの作成は以下の部分におい
て説明する。従って、システムは三人の個人の視聴者に対し少なくとも三つの個別のチャ
ンネルを提供する。
【００５２】
　図４のリモートコントローラは「ヘルプ（ＨＥＬＰ）」キー４８Ａを備えるように構成
することができ、それは、押されると、マイクロコントローラ１６がメモリから予め記憶
されている指示メッセージを検索し、さらにそれをテレビ受信器２７に表示する。それら
のメッセージは視聴者に指示の形態でヘルプ状態を表すもので、その指示は視聴者を電子
テレビプログラムガイドの様々な作動モードのオペレーションを通じて案内する。それは
、システムの記憶容量に依存し、テキストメッセージ、教育的ビデオイメージ、もしくは
オーディオプログラム、またはそれらのどのような組合わせでもよい。さらに、それらの
ヘルプメッセージは、それらが文脈依存であるように、即ち、メッセージが、ユーザーが
ヘルプキー４８Ａを押したという電子プログラムガイドの操作において正確な点に完全に
依存して表示されるように作ることができる。例えば、情報はリモートコントローラの操
作のために供給することができ、それにより、ＦＬＩＰもしくはＢＲＯＷＳＥモード（以
下に説明する）もしくはガイドの操作の他のモードを作動することができ、インパルス命
令することができ、ロックアウトのセット等を行うことができる。それを果たすため、ガ
イドの各操作の各点は、マイクロプロセッサが例えば視聴者がそのガイドを作動したとき
に現在の作動点を反映するコードを時間に応じて記憶することによって最新の作動点を追
跡するように、コード化することができる。視聴者がヘルプキー４８Ａを押したときには
、マイクロコントローラ１６は現在記憶されている作動点のコードに応じて適当なメッセ
ージの組を検索する。さらに、ｉキー３９はヘルプキーの機能を実行するように用いるこ
とができる。
【００５３】
　加えて、リモートコントローラの機能の各々は視聴者のケーブルボックスまたは他のハ
ードウエアにあるキーボードに組み込むこともできる。システムオペレーション作動時に
は、本発明の電子プログラムスケジュールシステムは以下のように機能する。
【００５４】
　フリップ・モード視聴者がテレビ受信器で特定のプログラムチャンネルを視ているとき
に、プログラムスケジュールシステムは、第５図に示すように、フリップ・モードになる
ようにデフォールトを働かせる。このモードでは、視聴者が、例えば、リモートコントロ
ーラの上下方向矢印を用いて、プログラムのチャンネルを変える度に、チューナーで選択
されたチャンネルのプログラム情報を有するグラフィック表示５１がテレビ受信器２７の
スクリーン上に受像されたプログラム信号５５に重なるように表示される。図１に示すよ
うなビデオ・オーバーレイデバイス２５は、コンピュータにより生じるＲＧＢビデオグラ
フィック・オーバーレイ情報とチューナーからのＮＴＳＣフォーマットプログラム信号と
を結合し、ＮＴＳＣフォーマット出力信号を供給する。この信号はチューナーからのプロ
グラム信号とテレビ受信器２７上で視るプログラムスケジュールオーバーレイ情報とを含
む。
【００５５】
　グラフィック・オーバーレイ５１に含まれるプログラム情報はマイクロコントローラに
よりＲＧＢビデオ発生器に供給される。フリップ・モードでは、マイクロコントローラは
、まず、例えば、ＤＲＡＭ１８にあるプログラムスケジュール・データベースをサーチし
、現時点、即ち、視聴者が視聴のためにテレビ受信器上でチャンネル選択を行ったときに
対応する選択チャンネル５２のプログラム情報を拾い出す。マイクロコントローラ１６は
、次いで、ＲＧＢビデオ発生器２４に現在のチャンネル及びプログラム情報を供給する。
ＲＧＢビデオ発生器はディジタル・データ情報をＲＧＢフォーマットに変換し、それをビ
デオ・オーバーレイデバイス２５に供給する。通常の操作においては、マイクロコントロ
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ーラ１６は、デフォールトにより、番号順に優先順位が決められてケーブル会社により提
供されるすべてのチャンネルを表示する。この番号順はラジオ周波数域における放送チャ
ンネルまたは地方ケーブル操作者のマーケティング判断によって決められる。「チャンネ
ル選択」サブメニュー、または、これに代わる「ロケータ」スクリーン（これらについて
は後に述べる）を用いて、視聴者は、テレビ受信器２７に提供されるチャンネルの内容ま
たは順序を改めることができる。
【００５６】
　一般に、視聴者がフリップ・モードの間に所定の時間間隔内にリモートコントローラ４
０からチャンネル変更指令その他の指令を発しないときには、マイクロコントローラ１６
はＶＤＧ２３に指令してテレビからグラフィックオーバーレイ５１を除去させ、このよう
にしてテレビ受信器２７にプログラム信号５５だけを視られるようにする。所定の時間間
隔の長さは、視聴者にオーバーレイに含まれたプログラム情報を読むのに充分な時間を与
える長さとする。グラフィックオーバーレイ５１が現れる所定時間間隔の長さはマイクロ
コントローラ１６でアドレスできる非揮発性のメモリ２０内の位置に記憶される。視聴者
は、最初に視聴者選択モードを選び、次いで「オーバーレイ間隔」の項目を選んで時間間
隔の長さを変えることができる。マイクロコントローラ１６は次に視聴者プロンプトを画
面上に表示させる。これにより、画面は、例えば、視聴者に画面上のグラフィックオーバ
ーレイに表示された適当な時間を選ばせる。視聴者は数字キーを用いて適当な回答、例え
ば、５乃至６０秒の時間、を入力し、ＥＮＴＥＲキーを押す。次いで、新しい時間が読み
取られ、メモリ内のオーバーレイ時間間隔位置にマイクロコントローラ１６によって記憶
される。
【００５７】
　もし視聴者が所定のオーバーレイ期間が経過する前または後に、上下方向矢印４３Ａを
用いて、または数字キー４２で所望のチャンネル番号を入力した後にＥＮＴＥＲキーを押
すことにより、リモートコントローラ４０からチャンネル変更指令を発するときは、マイ
クロコントローラ１６はチューナー２８をして所望のチャンネルを選ばせる。このチャン
ネルは上下方向矢印４３Ａを用いるときは現在のチャンネルの直前または直後のチャンネ
ルであり、視聴者が数字キーパッドで入力するときはこの特定のチャンネルである。また
、マイクロコントローラはそのチャンネルの現在のプログラム情報をサーチし、それを画
面に表示させる。従って、視聴者がチャンネルを切り替えるたびに、選択されたチャンネ
ルのプログラムスケジュール情報が自動的にグラフィックオーバーレイ５１に現れ、一方
、特定の時点で選択されたチャンネルに現れる実際のプログラム５５は画面の残りの部分
を占める。
【００５８】
　視聴者が、フリップ・モードの間に左または右方向の矢印キーを押すと、システムは、
ブザー音または無効なキー操作を示すテキスト表示等により、エラーメッセージを発する
ように設けられる。
【００５９】
　ブラウズ・モードブラウズ・モードを開始するには、視聴者は第３図に示す第一実施例
のリモートコントローラを用いるときは、フリップ・モードにあるときにモード・スイッ
チを１回だけ押す。図４に示す第二実施例のリモートコントローラ４０を用いるときは、
視聴者は、ブラウズ・アイコン４７Ａの下にあるボタンを押す。
【００６０】
　ブラウズ・モードにおいて、視聴者は、以前に選択したテレビプログラムを同時に引き
続き視ながら、視ているチャンネルのみならず、すべてのチャンネルのプログラムスケジ
ュール情報を走査することができる。図１１に示すように、このモードにおいては、フリ
ップ・モードで現れるグラフィックオーバーレイ情報はブラウズの対象となるチャンネル
のプログラム情報に置き換えられる。その情報は視聴者が現在視ているチャンネルの情報
であることもあり、他のチャンネルの情報であることもある。視聴者がブラウズ・モード
に入るためにリモートコントローラ４０から指令を発した後に、フリップ・モードの場合
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と同様に、グラフィックオーバーレイ１１１が現れ、現在選択されているチャンネル１１
２のプログラムスケジュール情報及びテキスト形式のブラウズ表示部１１３が示される。
これにより、図１１に示されるように、視聴者に現在のアクティブ・モードを示す。
【００６１】
　もし視聴者がブラウズ・モードにある間にリモートコントローラ４０上の上下方向矢印
のいずれかを押すと、テレビ受信器画面２７のグラフィックオーバーレイ部分１１１に前
のチャンネルまたは次のチャンネルのプログラムスケジュール情報が示される。一方、チ
ューナーは図１２に示すように、視聴者がブラウズ・モードを選んだときにテレビ受信器
上に現れたチャンネルプログラムを選択したままになっている。上下方向矢印キーを押す
たびに、選択されたチャンネルの対応プログラムスケジュール情報が表示される。また、
グラフィックオーバーレイは現在放映されているプログラムの実際のビデオ信号またはそ
の時にブラウズ・オーバーレイに表示されているスケジュール情報に対応する後刻のプロ
グラムの一部を示す小さなビデオウィンドウを有し得る。このようにして、視聴者はテレ
ビ受信器上の少なくとも一つの選ばれたプログラムを継続的に視ながら、すべてのチャン
ネルのプログラムスケジュール情報を同時に走査することができる。高性能のテレビ受信
器の到来とともに、一つの画面上に複数の放映プログラムを同時に表示し、または、例え
ば、放映プログラムと広告とを同時に表示するように画面を分割することも可能となるで
あろう。
【００６２】
　もしブラウズ・モードにおいてプログラムスケジュール情報の走査を行うときに、視聴
者が現在視ているプログラムのチャンネルからグラフィックオーバーレイ中のスケジュー
ル情報に示されたプログラムのチャンネルに切り替えたいときには、単にＥＮＴＥＲボタ
ンを押すだけで、チューナー２８はそのチャンネルに切り替えられる。もし視聴者が他の
チャンネルを視ようとしてブラウザー・モードから他のモードに切り替えることを望み、
プログラムスケジュール情報を示すグラフィックオーバーレイ１１１を除去しようとする
ときは、第一実施例のリモートコントローラ３１のモードキーを２回押さなければならな
い。最初の押圧で後述のようにメニューモードになり、２回目の押圧でフリップ・モード
になる。フリップ・モードになればタイムアウトインターバルの時間経過後にグラフィッ
クオーバーレイが除去される。第４図に示す第二実施例のリモートコントローラでは、利
用者はブラウズ・アイコンキーを切り替えてブラウズ・モードを終わらせる。
【００６３】
　視聴者が最初にブラウズ・モードから入ってチャンネルの走査を開始すると、オーバー
レイ部分１１１に現れるスケジュール情報は任意のチャンネルで放映されているプログラ
ムを記述する。後の、または以前のプログラム情報を視るためには、視聴者は左右方向矢
印４３Ｂを操作する。その結果、以前に上下方向矢印で選んだ特定チャンネルの将来のプ
ログラムスケジュール情報が表示される。そのチャンネルは現在視ているものであっても
、その他の利用可能ないかなるチャンネルであってもいい。示されるチャンネル情報はプ
ログラムの名前及びプログラム開始終了時間を含む。システムの現在の実施例では、メモ
リー保存のために、視聴者が現在の時間より前の時間のプログラム情報を視ることはでき
ない。しかし、適当なメモリーが利用できるならば、そのような情報を提供するようにシ
ステムを容易に変更することができる。例えば、所望により、視聴者が以前の時間のスケ
ジュール情報を視て特定の番組を見い出した後にマイクロコントローラに指令してそのプ
ログラムの将来の放映日を探索表示させることが望ましいこともあろう。あるいは、マイ
クロコントローラが自動的にこの操作を行うことが望ましいこともあろう。
【００６４】
　ブラウズ・モードで将来の時間のプログラムスケジュール情報を視るときは、第１２Ａ
図に示すように、特定のプログラム１２２の放映時間１２１がチャンネル番号とサービス
表示部１２３とともにハイライトで示される。そのようにハイライトで示すと、視聴者が
将来の時間のプログラムスケジュール情報を視ていることを認識できる。また、ブラウズ
・モードで特定のチャンネルについての将来の時間のプログラムスケジュール情報を視る



(14) JP 4415032 B2 2010.2.17

10

20

30

40

50

ときに、リモートコントローラ４０のチャンネル上方向矢印キーを押すと、次のチャンネ
ルについてのプログラムスケジュール情報が現れるが、これは視聴者が上方向キーを押す
前に視ていた将来の時間に対応するものである。このモードでは下方向矢印キーは同一の
作用をする。
【００６５】
　ブラウズ・モードで将来の時間のプログラムスケジュール情報を視ている間に、視聴者
がリモートコントローラ上のＥＮＴＥＲキーを押すと、マイクロコントローラ１６はＶＤ
Ｇ２３に指令してＲＥＭＩＮＤＥＲオーバーレイ・メッセージを１３０を表示させる。こ
のメッセージは第１３図に示すようにブラウズ・オーバーレイ１３２の上に第２のオーバ
ーレイとして表示される。このＲＥＭＩＮＤＥＲメッセージ１３０は視聴者に対して、選
択したプログラムの開始前の所定の時間に、第１３図に示すように、視聴者が選択したプ
ログラムを視得るようにシステムが促す（リマインドする）べきか否かを尋ねる。もし視
聴者が肯定的な返事をするときは、マイクロコントローラ１６は少なくともチャンネル、
選択されたプログラムの日時から成るリマインダーデータをリマインダー・バッファー内
に記憶させる。このバッファーは視聴者がリマインダーを設定したすべてのプログラムに
ついて同様なスケジュール情報を記憶する。選択されたプログラムの開始時間の所定時間
前、例えば５分前に、マイクロコントローラ１６はリマインダーデータに基づいてタイト
ルとサービスを含むスケジュール情報を引き出し、ＶＤＧ２３に指令して、図１４に示す
ように、テレビ受信器２７上にリマインダー・オーバーレイ・メッセージ１４０を表示さ
せ、視聴者に、同人が以前選択したプログラムを視るリマインダーを設定したことがリマ
インドされる。リマインダーメッセージ１４０はチャンネル、サービス及び開始時間を含
んでいる。これは、また特定のプログラムの放映時間前の分数を表示し、放映時間まで各
分毎に表示を更新する。またリマインダーメッセージ１４０は「チャンネル選択」（ＴＵ
ＮＥ）問合せを表示し、視聴者に対して、自分で選択したプログラムにチャンネルを合わ
せるか否かを尋ねる。視聴者が複数のリマインダーを設定するときは、リマインダー・オ
ーバーレイは各リマインダーが放映される予定の時間に応じて、例えば昇順に重ねられ、
視聴者が、その時に表示されているリマインダーメッセージを除去する適当な処置をとっ
た後はテレビ受信器上には次のリマインダーメッセージが現れる。リマインダーメッセー
ジ１４０は、また、視聴者が以前に設定したすべてのリマインダーのリストを常時したり
修正したりすることができるようにされ得る。フリップ・モードでのオーバーレイ表示時
間と同様に、視聴者は視聴者選択モードを用い、時間の表示を修正して、選択したプログ
ラムが放映される前にリマインダーメッセージが現れる時間を変更することができる。
【００６６】
　ＭＥＮＵモード
図３に示されたリモートコントローラ３１を使用して、視聴者は、ＭＯＤＥボタン３８を
それぞれ１回あるいは２回トグルすることにより、ＢＲＯＷＳＥモードあるいはＦＬＩＰ
モードからＭＥＮＵモードに入ることができる。図４に示されたリモートコントローラ４
０を使用して、視聴者は、ＭＥＮＵアイコンに相当するキー４７Ｂ簡単に押す。
【００６７】
　図６では、ＭＥＮＵモードでは、システムは、視聴者に個別のプログラム表情報表示フ
ォーマット、ローカルケーブルシステムメッセージボード、及び他のオンライン情報サー
ビスの選択を可能にする複数のメニューアイテム及びアイコンを表示する。図６に示され
た実施例では、リモートコントローラ３１あるいは４０上の上向きあるいは下向き矢印４
３Ａを用いてアクセスされる４つの垂直方向に選択可能な水平バー６１ー６４が存在する
。各バーの左端には、そのバーに含まれている情報を特定する識別アイコン６１Ａ－６４
Ａが表示されている。図６に示された実施例では、第一のバー内の「ＴＶ　ＧＵＩＤＥ」
アイコン６１ＡはＴＶガイドマガジンからのプログラム表情報に対応し、第二のバー６２
内の「ＮＯＷ　ＳＨＯＷＩＮＧ」アイコン６２Ａはペイパービュー及びプレミアムサービ
ス種目に対応し、第三のバー６３内の「ＭＳＯ　Ｌｏｇｏ」アイコン６３Ａはカスタマサ
ービスあるいはローカルケーブルカンパニー情報メッセージに対応し、第四のバー６４内
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の円形アイコン６４Ａは、視聴者が利用できる他の対話的サービスに対応し、広帯域ネッ
トワークの場合には他のメニュー、例えばホームショッピング、バンキング、あるいは電
話としての使用に対応する。図６及び図６Ａにも示されているように、各バーはその内容
の文字による説明も含んでいる。
【００６８】
　視聴者がまずＭＥＮＵモードを入力すると、システムはプログラム表バーの選択を実行
しない。特定のバーが選択されると、文字による説明が除去され、複数のアイコンあるい
は識別ウインドウが識別アイコンに隣接して表示される。図６では、プログラム表バー６
１が選択される。リモートコントローラ４０上の上向きあるいは下向き矢印キーを使用し
て、視聴者は垂直に隣接するバーを選択する。図１５ー図１７は、それぞれ、ペイパービ
ューバー６２、カスタマサービスあるいはメッセージバー６３、及びインタラクティブＴ
Ｖサービスバー６４の選択を示している。
【００６９】
　別のＭＡＩＮ　ＭＥＮＵ画面２１５が図３８に示されている。図３８に示されたメニュ
ーからアクセスできる選択画面が図３８Ａ及び図３８Ｂに示されている。これは、三つの
水平方向に選択できるバー、つまりプログラム表２０５、ホームシアター２０６、及びカ
スタマサービス２０７を有している。ＭＡＩＮ　ＭＥＮＵ画面２１５は以下に説明される
別の「Ｌｏｃａｔｏｒ」識別子も含んでいる。
【００７０】
　ＭＥＮＵ画面のあるバーが選択されると、視聴者は、リモートコントローラ４０上の左
あるいは右向き矢印及びＥＮＴＥＲキーを使用して、複数の水平方向に選択できる表示ア
イコン６５Ａー６５Ｃからあるアイコンを選択できる。各アイコンは特定の色の背景ウイ
ンドウ内に現れるグラフィックシンボルを含んでいる。あるアイコンが選択された時に、
これはその背景ウインドウからオフセットされ、ウインドウの色が変わる。図６では、第
一のバー６１内の「ＴＶ　ＧＵＩＤＥ」アイコンに隣接するグリッドアイコン６５Ａが選
択される。
【００７１】
　ＭＡＩＮ　ＭＥＮＵ画面内の選択できる入力に対応する機能は図６を参照して説明され
る。同じ機能が図３８に示されたＭＡＩＮ　ＭＥＮＵ　２１５に示されたカテゴリにも適
用できることが当業者には明らかである。
【００７２】
　最も上の垂直方向に選択できる水平バー６１では、最初のグリッドアイコン６５Ａは、
プログラム表情報が図１８に示されたようなグリッドリスト内に表示される「Ａｌｌ　Ｌ
ｉｓｔｉｎｇｓ」モードを表している。別に、図２５に示されたような、単一列のグリッ
ド状ディスプレイも使用できる。この形式では、垂直ｙ軸はチャンネル番号及びサービス
を特定し、一方垂直ｘ軸は時間を特定する。図１８の画面ディスプレイは、視聴者にシス
テムの現在の動作モードを知らせるために、左上部コーナーにモード識別子１８０、この
場合には表記「Ａｌｌ　Ｌｉｓｔｉｎｇｓ」も含んでいる。視聴者がＭＥＮＵモードを入
力する前に視るチャンネルの強調（ハイライト）されたディスプレイ１８１がモードディ
スプレイのすぐ下にある。右上部にコーナーには、日付／時間識別子１８３のすぐ上のウ
インドウ内に、現在の日付及び時間を表示するロゴアイコン１８２が現れる。
【００７３】
　図１８に示されたスクリーン表示の中央にはグラフィックアクティブキー表示（ＡＤＫ
）１８４があり、それは、視聴者にリモートコントローラ上のそれらのキーがプログラム
ガイド表示装置のその特定のモードで作動中であることを示す。例えば、図１８のスクリ
ーン表示において、カーソルは上下または右方向だけに移動することができる。視聴者が
その点でリモートコントローラ上の左方向矢印キーを押したとすると、その装置は、カー
ソルは左には移動することはできないので、いかなる機能も実行しない。従って、左矢印
キーは反応せず、そのイメージはＡＤＫ１８４に表示されていない。同様に、装置は上下
または右方向矢印キー及びＥＮＴＥＲキーを押したことに応答するだけなので、それらは
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グラフィックＡＫＤ１８４に表示された唯一のキーイメージである。ＭＯＤＥキーは、表
示されていないが、一方のモードから他方に移動するために常に機能している。視聴者が
最初にＡｌｌ　Ｌｉｓｔｉｎｇ　ｇｕｉｄｅを入力すると、時間リスト化は、最新の時間
が１時間または１／２時間ではないときにはその最新の時間の直前の３０分に開始せず、
その場合には、表示が特定の時間または３０分から開始し、さらに、そのチャネルリスト
化はＭＥＮＵモードに入る前に視聴者ーが視た最後のチャネルから開始する。例えば、図
１８において、最新の時間は７：１３ｐ．ｍ．と表示され、その時間のリスト化は７：０
０ｐ．ｍ．に始まり、さらに、チャネルのリスト化はチャネル４から始まる。
【００７４】
　Ａｌｌ　Ｌｉｓｔｉｎｇモードにおいては、移動自在のハイライトカーソルを用いて視
聴者に最も新しく選択されたプログラムを示す。視聴者はリモートコントローラ４０上の
方向矢印キーを用いてカーソルの移動を操作する。さらに、カーソルがそのスクリーンの
底に置かれて下方向矢印が押されると全体の情報表示のページが上昇し、同様に、カーソ
ルが表示の最も右側にあって右方向矢印が押されると、ページは左に動く。このようにし
て、視聴者は全体のプログラムスケジュールを通じて指示を行うことができる。
【００７５】
　図６の最上水平バー６１における全てのリストアイコンの右側に接する折りたたみアイ
コン６５Ｂは、「カテゴリーリスト」モードと認識され、ここでは番組スケジュール情報
を、図１９に示されるように、プログラム内容により表示及び分類する。図１９に示され
る特別なリストは映画、スポーツ、ニュース及び子供向けプログラム１９０Ａ－１９０Ｄ
のカテゴリーを含む。データベースレコードが、各リストを内容確認識別子を含むように
記憶するので、マイクロコントローラが、データベースを検索し、カテゴリーリストモー
ドにおける表示の目的のための内容により、情報を分類できる。
【００７６】
　図１９に示されるように、視聴者は、ハイライト即ち強調のために左または右へカーソ
ルを操作し、いずれか一つのカテゴリーをリストの文頭に表示できる。図１９においては
、「映画」カテゴリー１９０Ａが選択されている。図示の如く、視聴者が、時間より優先
して、表示タイトルのアルファベット順に全ての映画の表示を与えると、現在の時間が半
時間または一時間上にない限り、現在の時間に半時間の先行が開始され、この場合、表示
は特別な時間または半時間で開始される。図１９におけるスクリーン表示は、全ての一覧
表示モードに関連して使用されると同様に、グラフィック　ＡＫＤ１８４のみならず、プ
ログラミング　スケジュールシステムの現在の操作モードのテキスト説明をも含む。
【００７７】
　全てのリスト表示モードにおいて、視聴者が現在放送中の演劇プログラムに興味を持っ
たとすると、視聴者はリモートコントローラ４０のエンターキーを押すことにより、直ち
に演劇プログラムに変えることができる。興味を持った演劇プログラムを将来に視たけれ
ば、視聴者は、リマインダー情報設定のオプションを再度与える。
【００７８】
　図６のディスプレィのテレビガイドバー６１の最も右側における三角アイコン６５Ｃは
、「チャンネルリスト」モードと認識され、図２０に示されるように、ここではプログラ
ムスケジュール情報がチャンネル別に分類されて表示される。図２０に示されるスクリー
ン表示は、文章モード識別表示２０１、グラフイックＡＫＤ１８４を含み、ウィンドゥは
ロゴアイコン１８２と、時間／日付交互表示１８３を含む。プログラム一覧表の文頭は、
チャンネル　リスト　モードに入る前に視聴者が視ていた最後のチャンネルから開始され
る幾つかの連続チャンネル２０２Ａ－２０２Ｃのリストである。中間ウィンドゥ２０２Ｂ
におけるチャンネルが興味を引いたチャンネルであり、スケジュール情報を表示するため
のチャンネルである。表示は、現在の時間が一時間または半時間上にない限り、興味を引
いたチャンネルに、直ちに現在の時間に半時間先行してそれらのプログラムを表示し、こ
の場合、表示は特別な時間または半時間で開始される。視聴者は、先に説明したように、
カーソルのスクリーンの下部への操作及び表示の頁めくりにより、更に将来のリストを表
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示できる。視聴者はまた、リモトートコントローラ４０上で矢印キーを左または右方向へ
操作することにより、選択されたチャンネルを変更できる。この方式により、視聴者がチ
ャンネル変更指令を発すると、次の連続チャンネルが、興味を引いたウィンドゥ２０２Ｂ
に、表示の文頭においてチャンネル列で表示され、新たに選択されたチャンネルのための
スケジュール情報がテレビ受信器２７に表示される。他のモードのように、視聴者が、現
在放送中の他の興味を引いたプログラムへ変えたいならば、視聴者は、リモトートコント
ローラ４０上でエンターキーを単純に押すことにより、変えることができ、また視聴者が
、放送中の番組を後で視たいのならば、視聴者は再びリマインダー情報設定のオプション
を与える。
【００７９】
　フリップ（ＦＬＩＰ）、ブロウズ（ＢＲＯＷＳＥ）、及びメニューモードの各々におい
て、下側の“ｉ”アイコンは、一定のプログラムリストとの接続の機会ごとに表れ、例え
ば図２０に示される“ｉ”アイコン２０３は、映画である。このアイコンが現れていると
きはいつでも、視聴者は、リモートコントローラ４０上のｉキー４８を押すことにより、
一般に、プログラム内容のテキスト的説明及び／またはプログラムに関する他の情報、例
えば出演者の名前などを含む付加的なプログラム情報を視ることができる。このような付
加的な情報の表示の例が図２１に示されている。
【００８０】
　図６に示される「メイン　メニュー」モードのスクリーンに表れた第二の水平バー６２
は、「ホーム　シアター」リストである。これは、ペイパービュー（Ｐａｙ－Ｐｅｒ－Ｖ
ｉｅｗ）イベント（プログラム）またはサービス、特殊なプログラム及びプレミアムサー
ビスプログラムに対応する。視聴者がこのカテゴリーを選択すると、テレビ受信器は、図
１５に示されるように情報を表示する。このホーム　シアターバーに表れた第一のホーム
シアターチケットアイコン１５０は、図２２に示すように、ペイパービュープログラム及
びプレミアムサービスが表示された形式と同一である。他のモードのように、視聴者は、
興味を引いたものへカーソルを操作でき、何らかの特別な演劇を選択できる。また、視聴
者は、リモトートコントローラ４０上でｉキー４８を押すことにより、ペイパービュープ
ログラムまたはサービスに関する付加的な情報を得られる。図２２におけるペイパービュ
ーメニュースクリーン表示は、ビデオ表示部分２２０を含み、これは、視聴者がペイパー
ビュースケジュールを視ている間、現在または将来のプログラム及びサービスの短い宣伝
用のクリップを視聴者に視せることができる。図２２の表示は、広告用クリップがスクリ
ーンの最左の四分区画に表示されるようにビット　マップ（ｂｉｔ　ｍａｐｐ）をなして
いる。クリップがビデオ表示部分１２０に無作為に表示されるか、代わりに、クリップが
プログラムのリストへの特に選択された入力に対応して表示され、リストを通じて視聴者
が操作したことに従って、自動的に切り替えられる。
【００８１】
　視聴者が、リモートコントローラ４０上で矢印キーを使用して、所望のプログラムまた
はサービスへのカーソルの操作により、ペイパービュープログラムまたはサービスに関心
を持った際、視聴者は、リモートコントローラ４０上でエンターボタンを押すことにより
プログラムまたはサービスを注文でき、かくして関連したスケジュール、促進及び注文事
項が機能する。この方式により視聴者が、特別なペイパービュープログラムまたはサービ
スを選択すると、次いでプログラムシェジュールシステムは、図２３に示されるように、
ペイパービュー指令スクリーンを視聴者に表示する。表示は、プログラムまたはサービス
の費用を説明する図を含む。表示は、視聴者に対して、複数の放送予定時間２３０Ａ－２
３０Ｃのなかからいずれを選択するかを尋ね、またペイパービュープログラムまたはサー
ビスの開始前にリマインダー情報を視るかどうかも尋ねる。視聴者は、これらの問いに対
し、リモートコントローラ４０上の方向キーを使用して応答する。即ち、適切な答えにカ
ーソルを操作し、次いでエンターキーを押す。視聴者がペイパービュープログラムまたは
サービスを注文した後は、プログラムスケジュールシステムは、図２４及び図２４Ａに示
されるように、視聴者に二つの指令確認サブメニューを表示する。これらのサブメニュー
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のいずれにおいても、視聴者はペイパービュープログラムまたはサービスを確認または消
去できる。
【００８２】
　視聴者が注文を確認するならば、マイクロコントローラ１６は、メモリー内の場所にペ
イパービュー情報を記憶する。システムは、二回線通信または他の同様な相互作用能力を
有し、電話回線またはケーブルラインのいずれかにより、指令情報をケーブル　オペレー
タへ指令情報を伝送できる。代替的に、ケーブル　オペレータの場所におけるコンピュー
タが、マイクロコントローラがペイパービュー情報を記憶させたメモリーを審問できる。
適切な時間に、ケーブル　オペレータはペイパービュープログラムまたはサービスを供給
し、プログラムを注文した全ての視聴者に受信される。
【００８３】
　図１５のペイパービューバーにおける第二のアイコン１５１は、特殊な放送プログラム
、ケーブルまたは衛星プログラムサービスを示し、これに対して視聴者は、電子プログラ
ムガイドを通じてアクセスする。このモードでは、電子プログラムガイドアプリケーショ
ン　ソフトウェアは、適切なデータ伝送リンクを通じて、視聴者をプログラムサービスへ
接続するように働き、ここで視聴者はサービスに相互作用する。代替的に、電子プログラ
ムガイドは操作ソフトウェアを提供し、これは特別なプログラムサービスのためのメニュ
ー及びスケジュール情報を含む。このようなサービスは例えば、貴方が選ぶテレビ（Ｙｏ
ｕｒ　Ｃｈｏｉｃｅ　ＴＶ；“ＹＣＴＶ”）のような高い割合の再放送を提供するサービ
スであり、この場合、アイコンはＹＣＴＶの表示に適切な形態をとる。ＹＣＴＶに演じら
れるプログラムは、プログラムガイドシステムを通じて視聴者へ供給される。図１５のペ
イパービューバーにおける最後のアイコン１５２は、表示形式であり、図２６に示される
ように、そのリストは全てケーブル　オペレータから提供されたプレミアムサービスであ
る。このモードにおいては、視聴者は、リモートコントローラ４０上の矢印キーを使用し
たカーソルの操作及びエンターキーを押すことにより、プレミアムサービスのいずれも衝
動的に選択できる。ペイパービュー注文と同様に、システムは視聴者に対して注文表示の
列を示し、視聴者がサービスを注文すると、他の別のサブメニューを使用して視聴者の要
求を確認する。確認されると、マイクロコントローラ１６は注文情報を記憶するか、また
はケーブルオペレータへ直接伝送する。一旦に注文が確認されると、マイクロコントロー
ラは直ちに、注文されたプレミアムサービスへの視聴者のアクセスを許可する。この方式
では、視聴者は、要求に応じてプレミアムプログラムまたはサービスを注文できる。仮に
、フリップまたはブロウズモードの間は、視聴者は、予約していないサービスのためのチ
ャンネルまたはスケジュール情報を視るが、マイクロコントローラ１６は、図９に示され
る如き図表による上書き（ｏｖｅｒｌａｙ）を伴うプログラム信号の表示に代えて、注文
サブメニューを表示させる。このサブメニューは視聴者に対して、この選択されたサービ
ースは現在予約されていないことを示し、次いで、このサービスを注文するか否かを視聴
者に尋ねる。視聴者が肯定的に応答するならば、プログラムスケジュールシステムは視聴
者に上記に説明した注文サブメニューを実行する。この方式では、視聴者はプレミアムプ
ログラムまたはサービスを衝動的に注文できる。
【００８４】
　図６に示されるメニューモードにおける第三の水平バー６３は、「メッセージ」「視聴
者サービス」リストである。図１６に示されるように、第一の封筒アイコン１６０は、ケ
ーブルオペレータから入手可能なメッセージ情報を表す。視聴者ーが伝言アイコンを選択
すると、図２７に示されるように、視聴者には現在入手可能なメッセージのスクリーン表
示が呈示される。図２７に示される表示には、ケーブルシステムメッセージ２７０及び広
告情報２７１を含む。視聴者がケーブルシステムメッセージ　オプション２７０を選択す
ると、視聴者には、図２８に示されるような、地方ケーブル　オペレータに関連したメッ
セージが呈示される。視聴者が、図２７に示される広告事情オプション２７１を選択する
と、視聴者には図２９に示されるような現在の広告情報が呈示される。この情報は、視聴
者に請求された利用記録、現在の収支情報、係留中の注文、利用可能なクレジットの指示
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を含み、ここでクレジットは、ケーブルまたは他のオペレータにより借用可能限界が予め
定められている。従って、視聴者は、予め設定された確実な使用限界のみを明示すればよ
い。ペイパービュープログラムの請求額が一旦限界に達すると、マイクロコントローラは
更なるプログラム注文を許可しない。代替的なメッセージメニューが図２８Ａに示されて
いる。
【００８５】
　図１６の「視聴者選択」モードと認識される視聴者サービス情報バー６３における第二
アイコン１６１は、視聴者に多数のプログラムスケジュールジュールシステム操作パラメ
ータを創作または修正させる。ひとたび選択されると、この表示は、例えば図７に示され
るように、確実なチャンネル及び／または確実なプログラムの具体的内容の表示のみなら
ず、プログラムスケジュールシステムの確実な操作パラメータに関連した幾つかの選択的
オプションを提供する。
【００８６】
　図７に示された第一のオプションは「ペアレンタル（ｐａｒｅｎｔａｌ）」オプション
７０であり、これはまた「キーロックアクセス」オプションも表現する。ひとたびこのオ
プションが視聴者により初期選択されると、システムは、図３０に示されるような「キー
ロックアクセス」サブメニューを表示する。
【００８７】
　キーロックアクセスサブメニューは、ここに説明された詳細な態様における視聴者特定
四桁コードからなるアクセスコード「キー」を入力した視聴者の要求により、予め選択さ
れたチャンネル及びプログラムまたはプログラムの前に、視聴者ーに対して個々のチャン
ネル及びプログラムまたはプログラムの制御アクセスを許可する。図３０に示されるメニ
ュー表示は、視聴者により選択的に垂直Ｙ軸に入力される目的カテゴリーの列を示す。特
定の目的カテゴリーは、リモートコントローラ４０の上または下向き矢印キーの使用によ
り、所望の入力を強調して選択される。視聴者が特定の目的カテゴリーを選択すると、左
右矢印キーが選択されたカテゴリー内の操作に使用される。
【００８８】
　図３０に示される第一の目的入力は、「ペアレンタルガイダンス（Ｐａｒｅｎｔａｌ　
Ｇｕｉｄａｎｃｅ）」カテゴリー３０１である。視聴者が、カーソルの操作により入力を
強調し、このカテゴリーを選択すると、カーソルは水平に能動ウィンドゥ３０２へ水平移
動でき、このウィンドゥ３０２は第五の五文字格付け項目の一つを表示及び選択する。プ
ログラム内容の文字項目表示格付けは以下の通りである。「Ｖ」は暴力（ｖｉｏｌｅｎｃ
ｅ）、「Ｎ」は裸体（ｎｕｄｉｔｙ）、「Ｌ」は語学（ｌａｎｇｕａｇｅ）、「ＡＳ」は
成人プログラム（ａｄｕｌｔ　ｓｉｔｕａｔｉｏｎ）、「ＰＤ」は保護者の裁量（ｐａｒ
ｅｎｔａｌ　ｄｉｓｃｒｅｔｉｏｎ）である。視聴者が、右方向矢印キーの使用、エンタ
ーキーを押すことにより、特定の項目、例えば「Ｌ」を選択すると、マイクロコントロー
ラ１６に、暴力か明らかな語学（ｌａｎｇｕａｇｅ）を示す「Ｌ」で表されるプログラム
のためにキーロック　アクセスが選択されたことが指示される。システムは、「Ｌ」カテ
ゴリー表示の直下にキーアイコンを表示させることにより、キーロックアクセスの起動を
示す。キーロックアクセスが設定されると、これは、カテゴリー文字を選択し、次いでエ
ンターキーを押すことにより、起動終了する。この動作は、キーアイコンを消去させる。
視聴者は、リモートコントローラ４０上で左右方向矢印キーの使用により能動ウィンドゥ
３０２における格付けカテゴリーを変更でき、そのイメージは、能動ウィンドゥに隣接す
るスクリーン上に、視聴者に対するリマインダーとして表示される。この方式では、視聴
者は、ペアレンタルガイダンスカテゴリー内に表れるいずれのプログラム内容確認のため
にキーロックアクセスを設定して他の格付けカテゴリーを選択できる。
【００８９】
　キーロックアクセスコードそれ自身は、四桁のコードからなり、視聴者は、これを何時
でも入力及び変更できる。これを実行するためには、視聴者は第四の垂直選択的入力「変
更キーロックアクセスコード」３０４を強調（ハイライト）し、この強調は、リモートコ
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ントローラ上で方向矢印キーを使用してカーソルの操作でアクセス　コード３０４を強調
することによりなされる。ひとたび強調されると、視聴者は、新たな四桁のコードを入力
するか、または既に存在するコードを書き替え入力して、エンターキーを押す。次いでマ
イクロコントローラ１６は、新たな四桁キーロックアクセスコードを確認し、それをメモ
リーに記憶する。視聴者は、他の既に機能したキー（暗証）のみならず、キーロックアク
セスコードも消去でき、これは、図３０における最終入力、「キーロックアクセスコード
及び全ての暗証を消去」３０５への移動によりなされ、この表示３０５が「ＯＫ」ウィン
ドゥを強調し、次いでエンターキーを押す。この動作は、キーロックアクセス　コードの
みならず、既に設定された全てのキーを消去及び起動終了させる。
【００９０】
　各プログラム内容のためのスケジュール情報データベースは、ペアレンタルガイダンス
カテゴリー内のプログラム内容確認に対応するファイルを持つ。操作の間、マイクロコン
トローラは、このファイルを視聴者の指令に応じて検閲し、注文または表示機能により、
プログラムを同調または注文させ、或いは同調が実行される前に、それに対応するスケジ
ュール情報を表示させる。プログラムスケジュール情報データベース記録内のペアレンタ
ルガイダンス識別が、図３０に示される起動したペアレンタルガイダンス識別のいずれか
一つに合致すると、システムが何らかの更なる動作をなす前に、視聴者は直ちに四桁のキ
ーロック　アクセス　コードを入力する。入力されたコードが、視聴者により上記のよう
に予め入力されて記憶されたキーロック　アクセス　コードに合致すると、システムは、
視聴者の要求により、プログラムの同調、プログラムの注文、またはプログラムに対応す
るスケジュール情報の表示を実行する。コードがシステムに承認されないと、更なる動作
はなされず、視聴者の要求は拒否される。
【００９１】
　カーソルの操作により、方向矢印キーを使用して第二の入力「ＭＰＡＡ評価」３０８を
強調すると、視聴者は、図３０にも示されるように、これら「ＭＰＡＡ評価」に基づくプ
ログラムのためのキーロックアクセスをも設定できる。
【００９２】
　ペアレンタルガイダンスカテゴリーと共に、ＭＰＡＡ　評価カテゴリーが選択されると
、視聴者はカテゴリー内で能動ウィンドゥ３０６を水平移動させて、五つの評価コード、
即ち、「Ｇ」は一般視聴者（ｇｅｎｅｒａｌ　ａｕｄｉｅｎｃｅ）向け、「ＰＧ」はペア
レンタルガイダンス（ｐａｒｅｎｔａｌ　ｇｕｉｄａｎｃｅ）向け、「ＰＧ－１３」は、
ペアレンタルガイダンスであって、１３歳未満の者は保護者同伴でなければ視てはいけな
いことを示唆するもの、「Ｒ」は禁止、「Ｘ」はＸ－評価の一つを選択できる。ペアレン
タルガイダンスカテゴリーでは、特定の評価の選択、能動ウィンドゥに特定の評価コード
が表れるまでの左右方向矢印キーの使用、次いでエンターキーを押すことにより、視聴者
は、評価のためのキー　ロックアクセスを設定でき、この場合、キーアイコンは評価コー
ドの下に表れる。ペアレンタルガイダンスカテゴリーと共に、キーロックアクセスが設定
されると、システムは、視聴者に、要求がなされたときは、いつでも四桁キーロックアク
セスを入力するように促し、ここで視聴者の要求は、同調、注文または、既に起動したキ
ーロックアクセスの評価コードに合致する評価コードを有する特定のプログラムのための
スケジュールインフォーメーションの表示である。
【００９３】
　キーロックアクセスモードは、チャンネルの制御アクセスのための目的カテゴリー３０
３を含み、これは例えば、「チャンネル遮断」または「チャンネルロック」と題すること
ができる。
【００９４】
　ペアレンタルガイダンスカテゴリーと共に、ＭＰＡＡ評価カテゴリーが選択されると、
ユーザーはチャンネル遮断カテゴリー３０３を操作し、この操作は、リモートコントロー
ラ上の方向矢印キーの使用及びエンターキーを押すことのカーソルの操作による。
【００９５】
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　チャンネル遮断カテゴリー３０３が入力されると、視聴者は、図３０にチャンネル２で
示されるように、能動ウィンドゥ３０７を水平方向に移動できる。視聴者が、リモートコ
ントローラ４０上の方向矢印キーを使用したカーソルの操作により、このウィンドゥを強
調すると、キーロックアクセスが、能動ウィンドゥにチャンネルを表示させるように設定
される。これが、キーロックアクセスモードにおける他の目的カテゴリーと共になされる
と、エンターキーを押すことにより、能動ウィンドゥにおけるチャンネル番号の下にキー
アイコンが再び表示される。視聴者は、リモートコントローラ４０上の左または右方向矢
印キーのいずれかを押すことにより、一続きの前のチャンネルか次のチャンネルへ移動で
きる。この方式では、視聴者は、任意の利用可能なチャンネルのためにキーロックアクセ
スを稼働させることができる。
【００９６】
　ペアレンタルガイダンスカテゴリー３０１及びＭＰＡＡ３０８カテゴリーと共に、特定
のチャンネルのためにキーロックアクセスが設定されると、システムは視聴者に対し、そ
のチャンネルの同調または注文の指令を既に実行したキーロックアクセスコードの入力を
促す。入力キーロックアクセスコードが、予め記憶されたアクセスコードに合致すると、
視聴者の指令が実行される。別な場合には、視聴者ーの指令は無視される。従って、視聴
者は、何らかの利用可能なチャンネルのオーディオ及びビデオプログラム内容に制御アク
セスできる。この例では、マイクロコントローラ１６は、オーディオ及びビデオプログラ
ム信号がＶＤＧを通ることを許さないが、スケージュール情報がチャンネルに表示される
ことは許す。
【００９７】
　プログラムの効果的なロックアウトの代替的な方法は、図３９に示されるように、「ロ
ックアウト」スクリーンの使用により達成される。上述したようにペアレンタルガイダン
ス、ＭＰＡＡ及びチャンネル基準に基づくプログラムに対するアクセス制限に加えて、ア
クセスは、プログラムタイトルに基づいて制限され得る。図３９は代替的なロックアウト
スクリーン２５０を示し、これは、上述した基準に加えて、プログラムタイトルに基づい
てプログラムへのアクセスを許可または制限するのに使用できる。一日の時刻、週の曜日
、クレジット利用限度、及び内容カテゴリー（例、トークプログラム）のような他のパラ
メータも含ませることができる。
【００９８】
　図３９に示されるように、ロックアウトスクリーン２５０を入力するには、ユーザーは
、リモートコントローラ４０上で数字桁キー４２及びエンターキー４４を使用して複数桁
ロックアウトコードを入力せねばならない。システムが最初に使用されるか、または据え
付けられた際、ロックアウトコードは初期設定される。最初の例でロックアウトコードを
設定するには、視聴者が、図４０に示されるようなセットアップスクリーン２６０にアク
セスする。セットアップスクリーン２６０は電子的プログラムガイドが据え付けられて初
期化された最初のときには、自動的に表れる。電子的プログラムガイドの通常の操作期間
中にアクセスするために、セットアップスクリーン２６０への適切なアクセス経路も備え
ることができ、これはメインメニュー２１５における適切なアイコンからのような経路で
ある。
【００９９】
　図４０のセットアップスクリーン２６０において、視聴者はロックアウトコードカテゴ
リー２６５を操作し、新たなロックアウトコードを設定でき、これは、リモートコントロ
ーラ４０上のキーの適切な操作及び選択によりなされる。ロックアウトコード入力に好適
なメニューが図４０Ａに示されている。ひとたびロックアウトコードが与えられると、予
めロックされたプログラムを視る際、或いは、ロックアウトコードの消去または変更など
、ロックの設定または変更には、ロックアウトコードを使用せねばならない。視聴者がロ
ックアウトコードを忘れてしまい、それを消去せねばならない場合、ロックアウトコード
が記憶されたメモリー位置には、例えば地方ケーブル会社によりアクセス可能である。
【０１００】
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　ロックアウトコードが入力され、図３９のロックアウト　スクリーン２５０が表示され
ると、スクリーン内の操作は、リモートコントローラ４０上の方向キー４３Ａ及び４３Ｂ
により制御される。上向き及び下向きキー４３Ａを選択カーソルへ移動させると、映画評
価２５１、ペアレンタルガイダンス２５２、チャンネル２５３、ロックプログラム２５４
またはロックアウトコード２５５カテゴリーのいずれも選択できる。次いで左向き及び右
向きキー４３Ｂが選択されたカテゴリー内の操作に使用される。
【０１０１】
　予め設定されたロックアウトコードの消去は、ロックアウトコードカテゴリー２５５内
の消去入力２５６への選択カーソルの移動及びリモートコントローラ４０上のエンターキ
ー４４を押すことによりなされる。これにより、マイクロコントローラは、視聴者により
予め設定された全てのロックと同様に、メモリーに記憶されたロックアウトコードを消去
する。現在のロックアウトコードを変更するには、視聴者は、ロックアウトコードカテゴ
リー２５５における変更入力２５７を操作し、リモートコントローラ４０上のエンターキ
ー４４を押す。次いでユーザーは新たなロックアウトコードを入力させ、これはマイクロ
コントローラにより連続的にメモリーに記憶される。
【０１０２】
　映画評価２５１、ペアレンタルガイダンス２５２カテゴリーのいずれにおいても、ロッ
クを設定するには、視聴者は、リモートコントローラ４０上の方向キー４３Ａ及び４３Ｂ
を用いた選択カーソルの操作により、図３９における選択された入力を操作し、次いで、
図４に示されるパッドロック　キー４５Ａのようなリモートコントローラのロックアウト
キーを押す。マイクロコントローラは、表示の適切な変化、例えば、選択された入力ウィ
ンドゥのテキストまたは背景の色の変化により、ロックが既に設定されたことを示す。図
３９において、パッドロック　アイコン２５８が、映画評価カテゴリー２５１内の「ＰＧ
」入力のウィンドゥに表れている。選択カーソルが選択された入力に位置している間、ロ
ックアウトキーを留めると、ロックアウトキーを入力するために、ロックアウト　キー機
能が交互に能動化、非能動化される。
【０１０３】
　同様に、特定のチャンネルのロックを設定するためには、視聴者は、選択カーソルを用
いてチャンネルを選択し、次いでロックアウト　キーを押す。図３９において、チャンネ
ルカテゴリー２５３におけるチャンネル「４　ＫＣＮＣ」がロックされ、これはウィンド
ゥに表れる反転及びパッドロックアイコンにより示されている。
【０１０４】
　プログラム　ロックもまたタイトルにより設定でき、これは幾つかの方法により成し遂
げられる。例えば、電子プログラムガイドの上述のフリップまたはブロウズ　モードが許
可されているとき、これに起因して、その時に受信されている実際のプログラム信号に重
ねられた（スーパーインポーズされた）ウィンドゥにおける他のプログラム　予定　イン
フォーメーションと一緒にプログラムのタイトルが表示され、視聴者は、リモートコント
ローラ４０上のロックアウトキー４５Ａを押すことにより、表示されたプログラムに対応
するプログラムへの制限アクセスできる。視聴者はプログラムを観ている間、フリップま
たはブロウズ　モードのいずれが許可されているかに拘らず、リモートコントローラ４０
上のロックアウトキー４５Ａを押すことにより、現在同調されているプログラムへも制限
アクセスできる。この例では、マイクロコントローラが先ず表示からプログラム信号を隔
て、次いでプログラム用のスケジュール情報データーベース記録へアクセスし、次に、適
切なフラグを現して設定することにより、プログラムがロックされたことが示される。ま
た、例えば図１８から図２０に示して上記に説明したように、グリッド（ｇｒｉｄ）また
はカテゴリーリストにおけるプログラムスケジュール情報を視る際、視聴者は、選択カー
ソルを用い、リモートコントローラ４０上のロックアウトキー４５Ａを押して強調するこ
とにより、ロックアウトのためのプログラムを添えることができる。
【０１０５】
　これらの各例では、次いでマイクロコントローラが、プログラムタイトルを、メモリー
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に記憶されたロックアウト　タイトル　リストへ、視聴者により予めロックアウトされた
何らかの他のタイトルと一緒に記憶させる。ロックアウト　タイトル　リストの個々の項
目は、図３９に示された「ロックプログラム」ウィンドゥ２５９にアルファベット順に表
示され、視聴者は、図４０におけるリモートコントローラ上の上下方向キー４３Ａを用い
てロック　プログラム　ウィンドゥ２５９に選択カーソルを位置決めすることにより、リ
ストを初めから終りまでスクロールでき、次いで左右方向キー４３Ｂを用いて、リストを
初めから終りまで一時に一項目をスクロールできる。メモリースペースを節約する目的で
、代替的に、マイクロコントローラは次のようにプログラムできる。即ち、マイクロコン
トローラは、フラグを設定するか、或いはその逆に、ロック　アウトされるべきプログラ
ムのためのプログラムスケジュール情報を保持する特定のデータベース記録をマークし、
その後、視聴者がロックプログラムウィンドゥ２５９のロックアウトタイトルリストを見
直す際のように、タイトル情報を表示すべきときに、データベースをアクセスし、タイト
ル情報を検索する。
【０１０６】
　個々のタイトルがロックアウトされると、マイクロコントローラは、ロックプログラム
のためのプログラムスケジュール情報を表示すべきときはいつでも、パッドロックのよう
な適切なロックアウトアイコンを表示するように付加的にプログラムすることができ、こ
こでロックアウトアイコンが表示されるのは、フリップまたはブロウズ　モードのウィン
ドゥ　オーバーレイ内、或いは、メインメニュー表示に表れる様々なグリッド及びカテゴ
リー表示内などである。システムは、予めロックされたプログラムのプログラム信号に、
仮に何者がアクセスを試みると、適切なテキスト情報を表示することもできる。勿論、ひ
とたびプログラムがロックされると、全ての場合にマイクロコントローラは、適切なコー
ドが入力されるか、或いはロックアウトが外されるまで、実際のプログラム信号（プログ
ラム信号のオーディオ及びビデオ部分の双方を含む）へのアクセスを防ぐ。
【０１０７】
　プログラムが放映されるときには、そのプログラムをブロックするための幾つかの方法
を使用できる。例えば、映画格付け、ペアレンタルガイダンス、及びチャンネルカテゴリ
ーの場合には、各々のプログラムのためのスケジュール情報データベース記録は、図３９
に示されるロックアウトスクリーン２５０の映画格付け２５１、ペアレンタルガイダンス
２５６及びチャンネル２５３カテゴリーにおける格付け、プログラム内容識別子またはチ
ャンネル登場の各々に対応したファイルを備える。
【０１０８】
　操作期間中、マイクロコントローラは、同調または注文機能がなされる前に、プログラ
ムを同調または注文する視聴者の指令に応答して、データベース記録の適切なファイルを
検閲する。更に、ロックアウトコードは、プログラムスケジュール　情報へのアクセスを
制限するのに使用される。この例においては、マイクロコントローラはまた、プログラム
のためのスケジュール　情報が表示される前に、スケジュール情報データベース記録にお
ける適切なファイルを検閲する。
【０１０９】
　プログラムスケジュール情報データベース記録における映画格付け、ペアレンタルガイ
ダンスまたはチャンネル識別がロックアウトスクリーン２５０に示されたロックアウト入
力のいずれか一つに合致すると、ロックアウト照合スクリーン３００がビデオ信号と重畳
された関係で表示され、図４１に示されるようにテレビ受信器に表示される。システムが
何らかの更なる動作をとる前に、視聴者は、予め設定されたロックアウトコードを入力す
るように促される。安全基準を付加するために、星印が視聴者入力ロックアウトコードと
して表示される。入力コードが、上述したように視聴者により予め入力されて記憶された
ロックアウトコードに合致すると、システムは、視聴者の要求、即ち、プログラムの同調
または注文、或いは、対応するスケジュール情報の表示を実行する。仮にコードがシステ
ムに認められなければ、更なる動作はなされず、視聴者の要求は無視される。この場合、
ロックアウト照合スクリーン３００は、正しいコードが入力されるまで、テレビ受信器に
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表示され続ける。視聴者により何の行為もなされなければ、ロックアウト照合スクリーン
３００は、予め設定された中断期間、例えば一、二分間の後に消去される。
【０１１０】
　同様に、タイトルによるロックアウトの場合、マイクロコントローラはまた、スケジュ
ール情報データベース記録におけるタイトル　ファイルを検閲し、それを視聴者が予めロ
ックを設定するためのプログラム　タイトルのリストと比較する。仮に、上述したように
、マイクロコントローラが、タイトルによりロックされた実際のプログラムのタイトルの
リストを保持していなければ、データベース記録内のファイルに適切な識別子が設定され
、視聴者が最初にロックを設定した際に、プログラムがタイトルによりロックされること
を示し、その後、マイクロコントローラは、プログラムを同調または注文、或いはスケジ
ュール情報を表示させる視聴者の要求に応じて、上記ファイルを検閲する。効果的なロッ
クアウトのための代替的な方法は、テレビ受信器により受信されたリアルタイム　プログ
ラム信号の一部分の使用に関係する。この方法では、プログラムの格付け、ペアレンタル
ガイダンスカテゴリー、タイトルまたはチャンネルに対応するコードが、プログラム信号
と一緒に挿入されて伝送され、この挿入は、垂直または水平帰線消去期間（ブランクイン
ターバル）、或いはラスター捜査線のように、テレビ受信器上では不可視なものになされ
る。プログラム信号が受信されると、これらのコードはプログラム信号から取り去られ、
メモリーに記憶される。プログラム信号で転送されるディジタルコードの挿入伝送及び受
信のための方法及び装置は公知である。
【０１１１】
　伝送コードがプログラム信号から分離されてメモリーに記憶された後は、マイクロコン
トローラは、これをロックアウト基準と比較でき、ここでロックアウト基準は、上述した
ように、視聴者によってロックアウトスクリーン上で適切な動作により設定されたもので
ある。
【０１１２】
　図４０に示されるセットアップスクリーン２６０は、代金コードカテゴリー２７０をも
含み、何らかの割増料金チャンネルまたはペイパービュープログラムが注文可能になる前
に入力すべき数字代金コードを視聴者に設定させる。図４０に示されるセットアップスク
リーン２６０は、新たな代金コード設定と、予め設定された暗証の消去または変更とのた
めの入力を含む。代金コードの設定、確認、消去または変更のための適切なメニューが図
４０Ｂから図４０Ｅに示されている。視聴者が代金コードをひとたび設定すると、マイク
ロコントローラはその後、プレミアムサービスチャンネルまたはペイパービュープログラ
ムを同調または注文するための視聴者の要求に応答して代金コード照合スクリーンを表示
する。
【０１１３】
　代金コード照合スクリーンは、ロックアウト照合スクリーンと同様な方式で働く。即ち
、マイクロコントローラが要求されたプログラムを同調または注文する前に、視聴者に、
予め設定された代金コードパスワードを入力するように促す。正しい代金コードが入力さ
れないと、マイクロコントローラは、更なる動作をなさず、代金コード照合スクリーンは
、正しいコードが入力されるまで、テレビ受信器に表示され続ける。予め設定された中断
期間に何の行為もなされなければ、代金コード照合スクリーンは消去される。
【０１１４】
　図７に示される第二のオプションは、優先チャンネル即ち「お好みチャンネル」リスト
オプション７１である。このアイコンを強調してリモートコントローラ４０上のエンター
　キーを押すことにより、視聴者には、図８に示すようなサブメニューがスクリーン上に
呈示される。
【０１１５】
　通常の操作では、プログラムガイドシステムは、視聴者がリモートコントローラ上の方
向矢印キーの一つを用いることにより発せられた上方向または下方向へのチャンネル変更
指令に応答して、視聴者に対してチャンネルを番号順に呈示する。チャンネル番号呈示シ
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ーケンスは、オペレータによりチャンネル上に調整された順番に、ケーブル会社により提
供された全てのチャンネルを含む。
【０１１６】
　プログラムガイドシステムはまた、幾つかの視聴者規定チャンネル呈示シーケンスの中
から選択する能力を備え、これは図４に示される「チェックマーク」アイコン　キー４８
Ａ，４８Ｂまたは４８Ｃの使用により機能される。これらのキーは、詳細に後述するよう
に、特定の視聴者が選択して、マイクロコントローラがメモリー内に「チャンネル選択」
リストとして格納したチャンネルの優先特定リストを表示させる。これらの優先チャンネ
ルリストの一つを機能させるために、視聴者は、対応するチェックマークアイコンキーを
押し、この場合、マイクロコントローラが、グラフィック　オーバーレイでスクリーン上
に選択アイコンを表示でき、全てのスクリーン表示が、視聴者に対して、優先チャンネル
選択リストがシステムにより使用されていることを気付かせる。選択リストが機能すると
、システムは、テレビ受信器の同調及びスケジュール情報の表示を、機能された視聴者選
択リストに選定されたチヤンネルのみに制限する。
【０１１７】
　チヤンネル選択リストのチャンネル内容及び／または連続的な注文を訂正するためには
、視聴者は、プログラムガイドシステムのメニューモードを入力する。ＦＬＩＰモードか
らＭＥＮＵモードを入力するには、図３のリモートコントローラ３１を使用する際には、
視聴者はモード　キー３８を二回押す。図４のリモートコントローラ４０の他の実施例を
使用する際に、ＭＥＮＵモードを入力するには、視聴者は、メニューアイコンキー４７Ｂ
を一回押す。
【０１１８】
　最初に入力された際、ＭＥＮＵモードは図６に示されるようなスクリーン表示を持つ。
チヤンネル選択リストの編集のためのサブメニューを選択するために、視聴者は、図７に
示すように下向き矢印キーを使用したカーソールの操作により、先ず第三の水平帯６３を
選択し、この帯６３には、例えば「メッセージ」または「カストマー　サービス」などの
タイトルを付けることができる。それにより図６Ａのスクリーンが表示される。次いで視
聴者は、方向矢印キーの使用及びエンターキーを再度押してアイコンを強調することによ
り、帯内に表れている第二のアイコンを選択するが、この第二のアイコンにはチェックマ
ークが付されており、これは「視聴者選択モード」に対応している。この動作は、マイク
ロコントローラ１６に、図７に示すような、視聴者選択サブメニューを表示させる。チャ
ンネル選択または「お好みチャンネル」入力７１の選択により、視聴者は、図８に示すよ
うに、チャンネル選択サブメニューを入力する。視聴者が未だそれをなしていないなら、
視聴者は図４のリモートコントローラ４０における特定のチェック　マーク　アイコン　
キーを押し、特定のチャンネル選択リストを生成または訂正する。
【０１１９】
　図８に示されるチャンネル選択メニューにおいて、特定のケーブルシステムに利用可能
な全てのチャンネルのリスト８０が、図８においては「選択」と称されてテレビ受信器の
左側に表示され、視聴者選択リスト８１が、図８においては「選択済」と称されて右側に
表示されている。「ＥＮＤ」または「－１」シンボルのような特定のコードが、視聴者選
択リスト８１の第一（最上）位置８２に表れると、システムは、操作の全てのモードにお
ける番号順の全てのチャンネルについての情報を表示する。これはシステムの省略（ｄｅ
ｆａｕｌｔ）モードである。
【０１２０】
　利用可能なリスト８０から順次にチャンネルを選択し、これを選択リスト８１に所定の
順序で配置することにより、視聴者は、チャンネルの補助組及び／または視聴者からのチ
ャンネル上昇またはチャンネル下降指令に応じた暗黙シーケンスの再整理を選択できる。
これは、リモートコントローラ４０における上下矢印キーを使用して利用可能なリスト８
０におけるチャンネルを強調し、一時的入力でバッファへ格納することにより達成される
。
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【０１２１】
　マイクロコントローラ１６は、視聴者選択リスト８１に予め入力された全てのチャンネ
ルのリストを格納する。テレビ　スクリーンの左側に表示された利用可能なチャンネル　
リスト８０を初めから終りまで操作する際、視聴者により強調された特定のチャンネルと
して、視聴者により強調された特定のチャンネルに隣接してウィンドゥ８４が表れる。視
聴者選択リスト８１に特定のチャンネルが既に表れているならば、システムは、このチャ
ンネルは、利用可能なチャンネルリスト８０から予め選択されており、リスト８１から削
除できるのみであることを示唆する注意（リマインダー）として、ウィンドゥ８４内に「
削除」情報を表示し、これはエンター　キー４４を押すことにより達成される。リスト８
０における特定の強調されたチャンネルが予め選択されていなければ、システムは、視聴
者がエンター　キー４４を押せば、特定のチャンネルが視聴者リスト８１に追加するため
に選択されることを示唆するリマインダーとして、ウィンドゥ８４内に「選択」情報を表
示する。マイクロコントローラ１６は、選択されたチャンネルをリスト８１の下部に挿入
する。この方式では、視聴者は、何らかの所望の順序で、視聴者選択リストからチャンネ
ルを選択または削除できる。
【０１２２】
　利用可能なチャンネルリスト８０も、映画、ニュース、スポーツ、または子供向け演劇
のようなカテゴリー入力８３を備えることができる。視聴者が、その視聴者選択リスト８
１にカテゴリーを含めていないならば、視聴者がチャンネル上昇または下降指令を発した
ときに、システムは、先ず視聴者が選択した優先チャンネルを番号順に表示し、次いで選
択された一つまたは複数のカテゴリーに対応する内容のプログラムを有する全てのチャン
ネルを一回に表示する。
【０１２３】
　視聴者が上述の方式によりチャンネル選択リスト８１を訂正すると、マイクロコントロ
ーラ１６は続いて、視聴者が方向矢印キーの一つを使用してなしたチャンネル変更コマン
ドに対応する視聴者特定チヤンネル列を記憶する。視聴者選択リストを機能させるには、
視聴者は、図４に示されるリモートコントローラの上部の三つのチェックマークアイコン
キー４８Ａ、４８Ｂ、４８Ｃの一つを押す。視聴者選択リスト８１は、テレビ受信器の同
調または電子プログラムガイドの何らかの操作モードにおけるスケジュール情報の表示の
選択的制限に使用できる。
【０１２４】
　本実施例では、選択リストが機能すると、システムは、テレビ受信器の同調と、ＭＥＮ
Ｕモードにおけるグリッド　カテゴリー及びチャンネルリストのみならず、ＦＬＩＰ及び
ＢＲＯＷＳＥモードにおけるスケジュール情報の表示とを、機能した視聴者選択リストに
選定されたチャンネルについてのみに制限する。視聴者選択リストが機能している際、チ
ューナーが同調できず、対応するスケジュール情報が表示されなければ、いずれのチャン
ネルも視聴者選択リストに入力されていない。この点で、ペアレンタルガイダンス３０１
、ＭＰＡＡ３０８またはチャンネル遮断カテゴリー３０３におけるキーロックアクセスの
設定は、上述した優先チャンネルのチャンネル選択リストのような他の表示基準を使用し
た場合とは異なる結果を生じることに注意すべきである。従って、キーロック　アクセス
が、許可されたコードの表示または注文の未入力から、スケジュール情報ではなく、オー
ディオ及びビデオ　プログラム情報を妨げている間、仮に特定のチャンネルがチャンネル
選択リストに含まれていて、且つキーロックアクセスモードのチャンネル遮断カテゴリー
で機能しているキーロックアクセスを持つならば、そのチャンネルまたはそれに対応する
スケジュール情報は何時も表示されない。
【０１２５】
　予め選択された視聴者選択リストを非能動化するためには、視聴者は、図４のコントロ
ーラ４０上の適切なチェックマークアイコンキーを留める。ひとたび非能動化されると、
システムは、全ての利用可能なチャンネルのスケジュール情報の表示のみならず、全ての
利用可能なチャンネルの表示及び同調を省略する。
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【０１２６】
　次いで、視聴者選択リスト８１が仮に能動化すると、これは、選択されたモードのみ、
例えばＦＬＩＰモードのみにおける同調及びスケジュール情報の表示の制御に使用できる
ので、視聴者は、全ての他のモードにおけるスケジュール情報に対応する全てのチャンネ
ルを観れる間、ＦＬＩＰモードにおいては、選択リスト８１に入力されたチャンネルにつ
いてのみ、同調させることができ、且つそのチャンネルについてのみ対応するスケジュー
ル情報を観ることができる。
【０１２７】
　この後者の形態では、この例のみならず、機能されたチャンネル選択リストがなく、シ
ステムが省略モードにあるとき、視聴者選択リスト８１に表れたチャンネルが、視聴者が
加入していないサービスに対応しているならば、マイクロコントローラ１６は、プログラ
ム信号の表示に代えて、図９に示すように、注文サブメニューをグラフィックオーバーレ
イと一緒に表す。このサブメニューは、視聴者に対して、この視聴者が、選択されたサー
ビスには現在加入していないことを示唆し、次いで視聴者に、このサービスを注文するか
否かを尋ねる。視聴者ーが肯定的に応答すれば、プログラムスケジュールシステムは、衝
動的な注文としての視聴者の要求を確認すべく、視聴者に他の注文サブメニューを呈示す
る。
【０１２８】
　またプログラムガイドは、図３７に示されるように、ロケータスクリーン２０１を有す
る形態にもでき、これはチャンネル選択及びお好みチャンネルリストの規定にビューアー
を加える。ロケータ　スクリーン２０１は、いずれの特定のチャンネルにも、いかなる特
定の時刻にも、現れるプログラム情報のソース、例えば、ブロードキャスト、ケーブルキ
ャスト、ペイパービュー、要求に応じて代用ビデオ、衛星、または他のプログラム素材の
ソースに応じて分類された全ての利用可能なチャンネル番号を表示する。従って、ロケー
タスクリーン１０１は、何らかの特定のチヤンネルまたはサービスを、利用可能なチャン
ネルのリストを初めから終りまでスクロールするための迅速且つ効果的な方法を与える分
類のために置くことに使用できる。チヤンネル番号は、プログラムカテゴリー、プログラ
ム内容、プログラム格付け、または他の基準に基づく内容、利用可能な時間、番号順、或
いは他の論理的な分類などの他の基準によっても分類できる。
【０１２９】
　図３７に示す例において、視聴者はリモートコントローラの方向キー４３Ａ、４４Ｂを
用いてロケータスクリーン内を移動できる。右方向キー及び左方向キー４３Ｂは選択クル
ーザーをカテゴリー列内で移動させ、一方、上方向及び下方向キーは特別なカテゴリーを
選択するために用いられる。選択クルーザーを希望のチャンネルに位置させてリモートコ
ントローラ４０のＥｎｔｅｒキー４４又はオプション調整キー（図示省略）の何れか一つ
を押すことによってロケータスクリーン２０１から特定の映像チャンネルを選択すること
が可能である。
【０１３０】
　チャンネル選択の目的に加え、ロケータスクリーン２０１は視聴者がお好みチャンネル
リストを作成することができるようにする。そのために、視聴者は最初にリモートコント
ローラ４０の方向キー４３Ａ、４３Ｂ又は数字キー４２を用いて選択クルーザーを希望す
るチャンネルに移動させ、次にリモートコントローラ４０の希望チャンネルキー４６Ａを
押す。これにより、ディスプレイの画面が変わり、例えば、チャンネル表示テキスト（文
字）若しくは該文字の背景の色を変えることにより、又は適当なアイコンを表示し若しく
は他の表示を行なうことにより、そのチャンネルが一つのお好みチャンネルとして選択さ
れた旨の表示を示す。図４に示すリモートコントローラ４０において、シャープキー「＃
」はお好みチャンネルのキーとして機能することができる。
【０１３１】
　また、多数のお好みチャンネルのリストを用いるならば、視聴者はお好みチャンネルの
キーを押す前に、リモートコントローラ４０の適当なお好みチャンネルのキーを押して特
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定のリストを選択する。たとえば、先に説明したように、図４のリモートコントローラ４
０は、３つの色分けされたチェックマークのお好みチャンネルのキー４８Ａ、４８Ｂ、４
８Ｃを有し、これらのキーは３人の別のユーザーのための少なくとも３つの別のお好みチ
ャンネルのリストを与える。異なる表示特性をロケータスクリーン２０１に表示して特定
のお好みチャンネルのリストが選択されたことを示すことができる。図４に示すリモート
コントローラ４０上で用いられるチェックマークキー４８Ａのようにリモートコントロー
ラ上でお好みチャンネルのリストを示すことを行なわせるために用いるアイコン又はイメ
ージを、お好みチャンネルのリストが得られるときに、ロケータスクリーン２０１及びプ
ログラムガイドの他のスクリーンに表示することができる。代替的に、表示されたテキス
ト又はその背景の色を変えて選択されたお好みチャンネルのキーの色と同じにすることが
できる。
【０１３２】
　ロケータスクリーン２０１は幾つかの経路を介してアクセスすることができる。例えば
、ロケータスクリーンは、最も大きなチャンネル番号と最も小さなチャンネル番号との間
といったように走査するチャンネル番号の間に仮想チャンネル、たとえば、仮想チャンネ
ル０として都合良い位置に含まれるようにすることができる。視聴者に対しては、そうい
った仮想チャンネルは便利なチャンネルとして視える。しかしながら、仮想チャンネルは
キャリアとしてのバンド幅を追加することを必要としない。例えば、仮想チャンネルは加
入者ステーションにおいてデジタル式に生じさせることができ、あるいは、既存のバンド
幅周波数における適当なブランキングインタバルに含ませることができる。この方法にお
いて、リモートコントローラの数値キー４２を用いて対応するチャンネル番号を入力する
か、上下方向キー４３Ａを用いて大きな番号から小さな番号あるいはその逆に走査するか
、いずれか一方によって、仮想チャンネルにアクセスすることができる。図３８に示すよ
うに、メインメニュー表示２１５にアイコン又はテキストメッセージといった適当な識別
子２１０を与えることが好ましく、視聴者はこの識別子２１０を選択クルーザによって強
調し、リモートコントローラ４０のＥｎｔｅｒキーを押すだけでロケータスクリーン２０
１にアクセスできる。代替的に、視聴者が押すことによってマイクロコントローラにロケ
ータスクリーン２０１を表示させるようなロケータスクリーンに相当するキーをリモート
コントローラに備えることとしてもよい。
【０１３３】
　お好みチャンネルのキーに加えて、視聴者が作動させるカテゴリー別アイコンキー、例
えば、映画、スポーツあるいは子供プログラムキーをリモートコントローラ４０に設ける
こととしてもよい。このシステムは、そういったキーが視聴者によって作動されたときに
、特定の好みのカテゴリーのプログラムのみを視聴者に提供するためのものである。お好
みチャンネルのアイコンと共に、マイクロコントローラは、視聴者がシステム作動のうち
の現在活動しているモードを認識できるように、活動中の好みのカテゴリーに対応するア
イコンを表示することとしてもよい。
【０１３４】
　図１６のメニューの第３水平バーの右端のクエスチョンマークアイコン１６２はプログ
ラムガイドシステム「ヘルプ」モードを示し、この中に視聴者に対するシステム操作の説
明が含まれる。さらに、リモートコントローラ４０の適当なキーを用いてクルーザを走査
することにより、視聴者はこのモードを選択することができる。一旦選択すると、ヘルプ
モード内に現れた次のサブメニューは、システムのどの特定の部分についてヘルプ情報を
視たいかを視聴者に質問する。
【０１３５】
　メニューモードの最後の水平バーに現れるアイコンは、インタラクティブな、あるいは
、その他のタイプの情報サービスを示し、この情報サービスへの門戸として作用するプロ
グラムシステムは、この情報サービスを図１７に示すように視聴者に対して利用可能にす
る。クルーザーを走査することによって、視聴者ーは、図３１から３５に示すように特定
のサービスの内の一つをどれでも選択できる。
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【０１３６】
　例えば、視聴者が最後の水平バーに現れる「Ｘ・ＰＲＥＳＳ」アイコンを最初に選択し
たならば、図３１に示すようなサブメニューが表示される。リモートコントローラの方向
矢印キー及びＥｎｔｅｒキーを用いて視聴者は図３１の３つのエントリーの一つを選択す
ることができる。特定のエントリーが選択されたならば、図３２～３５に示すように、電
子プログラムガイドは視聴者を選択されたサービスに接続し、制御を特定のサービスアプ
リケーションソフトウェアへ渡す。
【０１３７】
　代替的に、複数の内容特定カテゴリーキー、例えば、スポーツキー、ニュースキー、映
画キー等に相当する複数の内容特定キーをリモートコントローラ４０に設けることもでき
る。視聴者が内容特定キーを押すと、内容特定モードが開始される。図４において、リモ
ートコントローラはスポーツキー４９を備える。ユーザーがスポーツキーを押すと、マイ
クロコントローラはプログラムの表示やプログラム予定情報をスポーツ関連のものに限定
する。マイクロコントローラは他の全てのプログラムやスケジュール情報がＴＶ受信器に
現れることを阻止する。マイクロコントローラは、そのプログラム又はスケジュール情報
に関連する適当なコードを検査することによってスポーツ関連プログラムやスケジュール
情報を区別することができるようにすることができる。
【０１３８】
　先に説明したように、コード化はいくつかの方法を用いて達成することができる。例え
ば、プログラム信号の垂直ブランクインタバル又はプログラムスケジュール情報のデータ
ベースの記録内の適当なメモリ位置に適当なコードを含ませることによって、あるいは、
スケジュール情報が広いバンド域のネットワークで受信されるならば、コードを適当なブ
ランクインタバルに含ませることによって達成される。視聴者は、スケジュール情報が表
示されておらずプログラム信号のみがＴＶ受信器に視られるときは勿論、電子プログラム
ガイドのいずれのモード（先に説明したＦＬＩＰ、ＢＲＯＷＳＥ又はＭＡＩＮ　ＭＥＮＵ
（メインメニュー）モードを含む）の作動においても、適当な内容特定キーを押して内容
特定モードを作動させる。視聴者によって一旦内容特定モードが要求されたならば、マイ
クロコントローラは即座かつ直接的に内容特定プログラム基準を使用可能状態にし、この
使用可能状態が例えばスポーツキー４９を走査することによって使用不能状態にされるま
でガイドのすべとの作動モードの場合において内容特定プログラム基準を使用可能状態に
維持する。
【０１３９】
　スポーツキー４９のような特別の目的の内容特定キーに変えて、システムは一つの一般
的な内容特定キーを備えるように構成しても良く、このキーは作動されると、視聴者に対
してすべての内容特定カテゴリーのリストを含む内容特定メニューを表示する。視聴者は
次にリモートコントローラの方向矢印キーを用いれ選択クルーザを走査して特定のカテゴ
リーを反転させＥｎｔｅｒ（入力）又はＯＫキーを押してそれを選択する。リモートコン
トローラの内容特定キーを用いる変わりに、ロケータ、セットアップあるいはメインメニ
ューのスクリーンといった電子ガイドの他のメニュースクリーンに適当な識別子を与える
ことによって内容特定メニューへのアクセスがなされる。
【０１４０】
　一つの特定の内容特定カテゴリーが選択されたときに、全ての選択されていない内容特
定プログラムを止めることに加えて、マイクロコントローラはプログラムされて前記選択
された内容特定カテゴリーに特に関連する全ての付加価値プログラム又はサービスを可能
にする。例えば、視聴者がスポーツの内容特定モードを作動させたとき、マイクロコント
ローラは、スポーツプログラムあるいはそれに関連するスケジュール情報のみが表示され
ることを許可することに加え、全てのスポーツ関連付加価値サービス、例えば、それに関
連するクイズゲーム又はビデオゲーム、ゲームの進行中の最新のスコア、チームのスケジ
ュール、選択されたチームあるいはプレイヤーの先のゲームのリプレイ、チケット又は御
土産の購入等に関する情報を探してそれを可能にする。従って、プログラム又はサービス
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から得られる情報は電子プログラムガイドの環境に統合されうる。先に述べたように単に
制御を他のサービスに渡すよりも、このように電子プログラムガイドはシステムインテグ
レータあるいはインターフェイスとして働き、有用な付加価値情報を電子ガイド環境内の
パッケージに組込み、従って、多様な内容特定カテゴリーに相当する一連のモジュール式
電子プログラムシステムを与える。
【０１４１】
　図４０に示すセットアップスクリーンは、また、テキスト見出し「スクリーンの下部」
と「スクリーンの上部」とを含むテキスト位置カテゴリー２７５を含む。リモートコント
ローラ４０の上下方向キー４３Ａを用いてテキスト位置カテゴリ２７５に移動し、リモー
トコントローラ４０の右及び左方向キーを用いてそのカテゴリ内の「スクリーンの上部」
又「スクリーンの下部」に移動し、次に、Ｅｎｔｅｒ又は選択キー４４を押すことによっ
て、視聴者は、電子プログラムガイドの種々の作動モードにおける表示情報に用いられる
オバーレイウィンドウの位置を制御することができる。図４０のセットアッププスクリー
ン視聴者に二つの位置、上又は下の選択を与える。プログラムガイドの作動モードに依存
して、ＴＶ受信器を視る際のさらに多くの位置選択を視聴者に与えることが望ましく、あ
るいは、視聴者が異なる作動モードに表示された情報の異なる位置を選択できるようにす
ることが望ましい。
【０１４２】
　ここに開示する本発明の新規な特徴の一つは、テキスト合わせシステムである。テキス
ト合わせシステムの好ましい実施例は、プログラムリストデータが視聴者へ伝送されメモ
リに保存される前に、プログラムリストデータを編集するために用いるインタラクティブ
コンピュータプログラムを含む。このインタラクティブシステムは次のように作動する。
編集されていない（又は部分的に編集された）プログラムリスト情報（データ）はデータ
プロセッサにロードされる。このデータはプログラムのタイトル、プログラムが放送され
る時間、プログラムの放送時間長さ、プログラムのカテゴリ、プログラムの形式に依存し
て付加説明情報を含む。例えば、映画の場合、データはＭＰＡＡレート、映画の年代、映
画が白黒映画であるか、及び出演男優及び女優のリストを含む。
【０１４３】
　データプロセッサはプログラムタイトルデータのみを抽出し、このデータはテレビプロ
グラムタイトル、映画タイトル、スポーツイベントその他特別イベントのタイトルを含む
。プログラムの長さに基づいて、データプロセッサは最初にリストデータを分析し、各タ
イトルとしてどういったグリットサイズのタイトルが必要かを決定する。従って、２時間
の長さの映画は、４つの異なるサイズのグリッドセル（３０、６０、９０、１２０分）の
それぞれに合うようにするため、４つの異なる編集されたタイトルを必要とする。データ
プロセッサは、次に、タイトルの文字の長さに基づき、タイトルを表示するためにどのく
らいのスペースが必要かを決定する。タイトルが文字カーニングに対するプロポーショナ
ルフォント及び文字を用いてプログラム表グリッド内に表示されるならば、データプロセ
ッサは、また、タイトルを表示するために必要なスペースを決定する際にこれらの要素（
ファクタ）を考慮することができる。この決定は、タイトルの文字の特別な組合わせに必
要なピクセル数に基づいてなされる。タイトルを表示するために有用なスペース量はグリ
ッドセルの大きさと、アイコンが作動された際にアイコンを表示するために必要なスペー
スに依存する。
【０１４４】
　一つ又はそれ以上のグリッドセルにちょうど納まるように多くのスペースをフルタイト
ルが必要とするとデータプロセッサが決定したならば、そのタイトルはデータプロセッサ
に接続されたＣＲＴのような適当な表示装置を用いてエディタに提示される。エディタは
その後で、タイトルを割り当てられたスペース内に合うように変更するように問われる。
タイトルが１を超えるセルサイズに編集されなければならないときに、エディタはこれら
をそれぞれ別々に編集するように問われる。インタラクティブプログラムの好ましい実施
例において、エディタは、編集されたタイトルが設計グリッドセル内に納まるか否かリア
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ルタイムで示される。
【０１４５】
　好ましい実施例において、プログラムタイトルの各グリッドセルに２行のテキストが表
示される。編集されたタイトルは、第一行に現れ、そして必要ならば、第２行へと続く。
第２行へワードラップさせるか否かの決定は、単語間のスペース、カンマ、ピリオド、ハ
イフン等といった自然な切れ目がタイトルに存在するかに依存する。これらはワードプロ
ッセッサソウトウェアルーチンにおいて標準的に用いられる技術である。エディタは、ま
た、割り当てられた２行にフルタイトルが納まり、タイトル中に自然の切れ目が無いため
にハイフンが必要とされる状態にタイトルを編集することを問われる。
【０１４６】
　エディタにタイトルを短くするように問う前に、データプロセッサはタイトルを短くさ
れたタイトルの記憶されたライブラリと比較し、他のリストデータベースを編集しながら
タイトルが以前既に短くされたかを決定する。エディタによってタイトルの変更はいつで
も行われ、短くされたタイトルはライブラリに追加される。短くされたライブラリを構築
するこの方法は必要とされる手入力を非常に少なくできることは明らかである。
【０１４７】
　テキスト合わせシステムの作動方法を説明するフローチャートを図４２に示す。フロー
チャートは、ただ一つのプラットフォームに関し、プログラムグリッド内にリストを示す
ためにそれを作成するが、作動は全てのプラットフォームに関してまったく同じである。
【０１４８】
　テキストの編集は、同じタイトルを表示するために、多重寸法のグリッドセルが用いら
れる状況や他の状況において必要となり得る。例えば、開示されるプログラムガイドは、
個々のプラットフォームが異なる拘束及び有効グリッドセルスペースを有するような幾つ
かの異なるプラットフォーム上で作動するかもしれない。或るプラットフォームはテキス
トをプロポーショナルフォントで表示しないかもしれないし、あるプラットフォームは有
効スペースを減らすという限定を受けるかもしれない。従って、好ましい実施例において
、インタラクティブプログラムは全てのプラットフォームに関し同時に必要な編集を要求
する。更に、テキスト編集は、プログラムリストのグリッドの他のモードを必ず表示させ
るようにすることもできる。
【０１４９】
　例えば、図２０の「チャンネル別リスト」において、プログラムは一つの全体的な固定
長のライン上に一覧にされるが、このラインの長さは、プラットフォームごとに異なるか
もしれないので、テキスト合わせシステムはこの表示モード同様に異なるプラットフォー
ムに関するリストを編集する目的のために用いられる。テキスト表示の有効スペースは、
また、アイコン表示にどれだけのスペースが確保されるかにかかっている。表示のための
マルチプルサイズのグリッドセルよりも固定長ラインが用いられるためにどういったグリ
ッドサイズが必要なのかを決定する必要が無い場合を除き、図４２に示す方法と同じ方法
が適用される。
【０１５０】
　ここで開示されるテキスト合わせシステムはタイトル編集以外に応用できることは当業
者にとって明白である。このシステムは、メッセージ「ｉ」スクリーンストリーライン、
視た分だけ支払うものです、といったメッセージや同ようなメッセージがテキスト表示の
設計有効スペース内に納まるように、これらのメッセージを編集するように簡単に変形可
能である。
【０１５１】
　マイクロコントローラ１６のためのコンピュータプログラムは変化する背景の表示予定
を含むことができ、この背景にプログラム表情報を部分的に又は全スクリーン上でオバー
レイさせる。背景はメモリ又は光学記憶装置のようなその他の記憶媒体にビットマップと
して保存される。例えば、毎朝午前６時に背景に日の出を表示させるコマンドをＶＤＧに
与えるプログラムをマイクロコントローラ１６に設定することができる。背景を次に、一
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日中、例えば、青い空又は夜景に変更することができる。背景は、例えば、１日の中の時
間、週のうちの日、月、年又は季節によって変えることができる。情緒的（ムード）背景
を、また、視聴者が視ている又は選択されたプログラムスケジュール情報の特定のカテゴ
リーのプログラムに依存して変更することもできる。情緒的背景として、視聴者が住む特
定の地域を反映するようなシーン、例えば、ロッキー山脈、レイニエ山等を使用すること
もできる。海や森といった標準的なシーンを用いることとしてもよい。さらに、オーディ
オバックグランドを表示される特定の情緒的バックグランドに関連させることとしてもよ
い。さらに、クリスマス、７月４日、スーパーボウルサンデー等といった祭日及び特別な
イベントに対して異なる背景を用いることとしてもよい。背景の目的はプログラムリスト
を視るときにあきがこないようにするためである。マイクロコントローラ１６は情緒的背
景表示を自動的に調和させるようになっている。視聴者は、また、マイクロコントローラ
を操作して適当なムードオプションメニューを表示させ（このメニューはムード背景の一
覧を視聴者に与え、視聴者は選択クルーザを操作することによって一つまたはそれ以上の
背景を選択できる）、多くのムード背景から選択することができるようになっている。そ
ういったムードオプションメニューへのアクセスは、適当な文字による又は視覚的な識別
子をロケータ（ＬＯＣＡＴＯＲ）又はセットアップ（ＳＥＴＵＰ）スクリーンといったシ
ステムの適当なメニュー内に与えることによって達成される。
【０１５２】
　さらに、電子プログラムガイドは各プログラムの放送情報とともにプログラムの唯一の
デジタル識別子を記憶することができるように構成され、その識別子を後に使用（例えば
、視聴者がプログラムを記録するビデオレコーダのような記憶装置にそれを伝送）するこ
とができる。プログラムガイドはそのビデオレコーダの動作を自動的に制御するために、
この識別子をまた使用することができる。プログラムガイドはこの目的のため、他の記憶
されたプログラムスケジュール情報を用いるように構成することができる。
【０１５３】
　ここに開示する発明に使用される特定のコンピュータプログラムの形態及び内容は、ビ
デオシステムプログラミング及びグラフィックディスプレイの技術分野の当業者には容易
に理解される。システムの操作ロジック（作動論理）を示すフローチャートは図３６に示
される。添付の請求の範囲から逸脱することなく、本発明の実施例から逸れた例も有り得
ることは当業者には明白である。
【図面の簡単な説明】
【０１５４】
【図１】図１は本発明の好適実施例の種々の要素を示すブロック図である。
【図２】図２は本発明の好適実施例で使用されたビデオオーバーレイ装置によるプログラ
ムとその表情報との組み合わせを示すブロック図である。
【図３】図３は本出願の電子プログラムガイドシステムの好適実施例に関連して使用でき
るリモートコントローラを示す。
【図４】図４は図３に示されたリモートコントローラの別の実施例を示す。
【図５】図５は本発明の好適実施例の動作の一つのモードにおいてテレビ画面上に現れる
オーバーレイを示している。
【図６】図６は本発明の好適実施例の動作のＭＥＮＵモードにおいてテレビ画面上に現れ
るメニューである。
【図６Ａ】図６Ａは本発明の好適実施例の動作のＭＥＮＵモードにおいてテレビ画面上に
現れる更に別のメニューである。
【図７】図７は本発明の好適実施例の一つの様相におけるテレビ画面上に現れるテレビ視
聴者優先　メニュー（Ｖｉｅｗｅｒ　Ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｍｅｎｕ）を示している。
【図８】図８は好適チャンネル選択　サブメニュー（Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｓｕｂｍｅｎｕ）を示している。
【図９】図９は本発明の好適実施例の一つの様相におけるテレビ画面上に現れる衝動注文
メニュー（Ｉｍｐｕｌｓｅ　Ｏｒｄｅｒｉｎｇ　Ｍｅｎｕ）を示している。
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【図１０】図１０は本発明の好適実施例の動作の一つのモードに現れるプレミアムサービ
スサブメニュー（Ｐｒｅｍｉｕｍ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｕｂｍｅｎｕ）を示している。
【図１１】図１１は本発明の好適実施例の動作のＢＲＯＷＳＥモードにおいてテレビ画面
上に現れるグラフィックオーバーレイを示す。
【図１２】図１２は、図１１に示されたものとは異なる情報を有する、本発明の好適実施
例の動作のＢＲＯＷＳＥモードにおいてテレビ画面上に現れるグラフィックオーバーレイ
を示す。
【図１２Ａ】図１２Ａは、図１１に示されたもの以外の時間及びチャンネルに対する表情
報を表示する、本発明の好適実施例の動作のＢＲＯＷＳＥモードにおいてテレビ画面上に
現れるグラフィックオーバーレイを示す。
【図１３】図１３は本発明の好適実施例の動作のＲＥＭＩＮＤＥＲモードにおいて現れる
グラフィックオーバーレイを示す。
【図１４】図１４は本発明の好適実施例の動作のＲＥＭＩＮＤＥＲモードにおいて現れる
更に別のグラフィックオーバーレイを示す。
【図１５】図１５は本発明の好適実施例の動作のＭＥＮＵモードにおいてテレビ画面上に
現れる更に別のメニューである。
【図１６】図１６は本発明の好適実施例の動作のＭＥＮＵモードにおいてテレビ画面上に
現れる更に別のメニューである。
【図１７】図１７は本発明の好適実施例の動作のＭＥＮＵモードにおいてテレビ画面上に
現れる更に別のメニューである。
【図１８】図１８は本発明の好適実施例の動作の全リストモード（Ａｌｌ　Ｌｉｓｔｉｎ
ｇｓ　ｍｏｄｅ）において表示される表情報のグリッドリストを示している。
【図１９】図１９は本発明の好適実施例の動作の部門別リストモード（Ｌｉｓｔｉｎｇｓ
　Ｂｙ　Ｃａｔｅｇｏｒｙ　ｍｏｄｅ）において表示される表情報を示している。
【図２０】図２０は本発明の好適実施例の動作の部門別リストモード（Ｌｉｓｔｉｎｇｓ
　Ｂｙ　Ｃａｔｅｇｏｒｙ　ｍｏｄｅ）において表示される表情報を示している。
【図２１】図２１は追加プログラム情報に対する視聴者のリクエストに応答して表示され
た情報を示している。
【図２２】図２２は本発明の好適実施例の動作のペイパービューモード（Ｐａｙ－Ｐｅｒ
－Ｖｉｅｗ　ｍｏｄｅ）において表示されるプログラム、注文、及びビデオプロモーショ
ンの情報を示している。
【図２３】図２３は、図２２に示された動作モードに関連して使用される注文サブメニュ
ー（Ｏｒｄｅｒｉｎｇ　Ｓｕｂｍｅｎｕ）を示している。
【図２４】図２４は、図２２に示された動作モードに関連して使用される更に別の注文サ
ブメニュー（Ｏｒｄｅｒｉｎｇ　Ｓｕｂｍｅｎｕ）を示している。
【図２４Ａ】図２４Ａは、図２２に示された動作モードに関連して使用される更に別の注
文サブメニュー（Ｏｒｄｅｒｉｎｇ　Ｓｕｂｍｅｎｕ）を示している。
【図２５】図２５は本発明の動作の全リストモード（Ａｌｌ　Ｌｉｓｔｉｎｇｓ　ｍｏｄ
ｅ）において表示される表情報の更に別のグリッドリストを示している。
【図２６】図２６は本発明の好適実施例の動作の一つのモードに現れるプレミアムサービ
スサブメニュー（Ｐｒｅｍｉｕｍ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｓｕｂｍｅｎｕ）を示している。
【図２７】図２７は本発明の好適実施例の動作の一つのモードに現れるメッセージメニュ
ー（Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｍｅｎｕ）を示している。
【図２８】図２８は、図２７のメニューに関連して使用された代表的なメッセージを示す
。
【図２８Ａ】図２８Ａは別のメッセージメニュー（Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｍｅｎｕ）である。
【図２９】図２９は図２７のメニューに関連して用いられる広告情報を示す。
【図３０】図３０は本発明の望ましい実施例の１モード動作の間に現れるキーロックアク
セスメニューを示す。
【図３１】図３１は本発明の望ましい実施例の対話型テレビモードに関連して現れるメニ
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ューを示す。
【図３２】図３２は図３１の対話型テレビモードに関連する相場ウォッチメニューに現れ
る情報を示す。
【図３３】図３３は図３１に示された動作の対話型テレビモードに関連して現れる他の情
報を示す。
【図３４】図３４は本発明の望ましい実施例の動作の対話型テレビモードにおけるニュー
ス表示に現れる情報を示すメニューである。
【図３５】図３５は本発明の望ましい実施例の動作の対話型テレビモードにおけるスポー
ツ表示に現れる情報を示すメニューである。
【図３６Ａ】図３６Ａは電子プログラムガイドのためのコンピュータプログラムの実行に
必要なオペレーション論理を示すフローチャートである。
【図３６Ｂ】図３６Ｂは電子プログラムガイドのためのコンピュータプログラムの実行に
必要なオペレーション論理を示すフローチャートである。
【図３６Ｃ】図３６Ｃは電子プログラムガイドのためのコンピュータプログラムの実行に
必要なオペレーション論理を示すフローチャートである。
【図３６Ｄ】図３６Ｄは電子プログラムガイドのためのコンピュータプログラムの実行に
必要なオペレーション論理を示すフローチャートである。
【図３７】図３７はチャンネル番号の確認およびお好みチャンネルリストのための確認ス
クリーンを示すメニューである。
【図３８】図３８は電子プログラムガイドの動作メニューモードにおいて用いることので
きた別のメニューである。
【図３８Ａ】図３８Ａは別のメインメニューおよび別のメインメニューからアクセス可能
な時間ごとのスクリーンを示す。
【図３８Ｂ】図３８Ｂは別のメインメニューおよび別のメインメニューからアクセス可能
な時間ごとのスクリーンを示す。
【図３９】図３９は特定のプログラムへのアクセス許容または禁止のために交互に用いる
ことができるロックアウトメニューである。
【図４０】図４０はテキスト位置並びにプレミアム付きおよび視聴ごとの支払いプログラ
ムのための購入コードのセットアップに用いることができるセットアップメニューである
。
【図４０Ａ】図４０Ａはロックアウトコードを入力するための見本メニューを示す。
【図４０Ｂ】図４０Ｂは購入コードの入力、確認、精算または変更を行うための見本のメ
ニューを示す。
【図４０Ｃ】図４０Ｃは購入コードの入力、確認、精算または変更を行うための見本のメ
ニューを示す。
【図４０Ｄ】図４０Ｄは購入コードの入力、確認、精算または変更を行うための見本のメ
ニューを示す。
【図４０Ｅ】図４０Ｅは購入コードの入力、確認、精算または変更を行うための見本のメ
ニューを示す。
【図４１】図４１は図３９に関連して用いられるロックアウト確認メニューである。
【図４２】図４２は本発明のテキスト適合装置の望ましい実施例の動作を示すフローチャ
ートである。
【符号の説明】
【０１５５】
１０　電子テレビプログラムガイド（電子テレビプログラムスケジュールガイドシステム
）
１６　マイクロコントローラ（データ処理手段）
２３　ビデオ表示ジエネレータ
２７　テレビ受信器
３１，４０　リモートコントローラ（視聴者制御手段）
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