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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現時点において視聴可能な種々の民間放送を閲覧し、かつ選択するインタフェース方法
であって、
　前記民間放送の各々と複数の番組カテゴリのうちのいずれか１つの番組カテゴリとの関
連を確定するステップと、
　単一の閲覧画面内で、前記民間放送の各々のビデオ放送情報を縮小表示で同時に提示す
るステップと、
を含み、
　前記ビデオ放送情報を同時に提示するステップは、
（１）前記ビデオ放送情報に基づく前記民間放送の各々の縮小表示を生成するステップで
あって、前記閲覧画面上に単独で表示させるためのフルスケールビデオ情報から前記縮小
表示を生成することを含むステップと、
（２）前記番組カテゴリに対応して前記縮小表示を連続的又は定期的にクラスタ化するス
テップであって、前記縮小表示の複数のクラスタを同時に表示することを含むステップと
、
を含み、
　各々の前記クラスタは、前記クラスタに対応する前記番組カテゴリに関連する前記民間
放送の全てに対する前記縮小表示を含み、
　それにより、前記閲覧画面を利用して、各々の前記クラスタを、前記クラスタに対応す
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る前記番組カテゴリ内で、現時点において視聴可能な前記民間放送の全体として表示する
こと、
を特徴とするインタフェース方法。
【請求項２】
　少なくとも１つの前記クラスタがジャンルに基づいて別個のサブクラスタに分割される
ジャンル分割モードをユーザが始動することができるようにするステップをさらに含むこ
とを特徴とする請求項１に記載のインタフェース方法。
【請求項３】
　前記ユーザが始動することができるようにするステップは、異なるスポーツに基づいて
或いは異なる映画ジャンルに基づいて、前記サブクラスタへのクラスタの分割を提供する
ステップを含むことを特徴とする請求項２に記載のインタフェース方法。
【請求項４】
　前記ビデオ放送情報を同時に提示するステップは、少なくとも１つの前記クラスタ内の
前記縮小表示をオーバラップさせるステップを含み、
（１）前記少なくとも１つのクラスタ内のいずれの前記縮小表示が最前の縮小表示である
ように見えるかをユーザが選択することができるようにするステップと、
（２）動作をフルスクリーンモードで閲覧するために任意の前記クラスタにおいて任意の
前記縮小表示を前記ユーザが選択することができるようにするステップと、
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のインタフェース方法。
【請求項５】
　ユーザ選択に関する履歴情報を維持するステップと、
　前記履歴情報の関数として、前記クラスタを配置しかつ前記クラスタ内の前記縮小表示
を配置するステップと、
をさらに含むことを特徴とする請求項４に記載のインタフェース方法。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのクラスタにおいて前記オーバラップする縮小表示の配置を、前記
オーバラップする縮小表示の各々が定期的に前記最前の縮小表示となるように循環させる
ステップをさらに含むことを特徴とする請求項４に記載のインタフェース方法。
【請求項７】
　前記生成するステップは、テレビコマーシャルをフィルタリングすることにより、前記
テレビコマーシャル中に前記縮小表示が変化しないようにするステップを含むことを特徴
とする請求項１に記載のインタフェース方法。
【請求項８】
　現時点において視聴可能な種々の民間放送を閲覧し、かつ選択するシステムであって、
　複数の番組カテゴリのうちのいずれか１つの番組カテゴリにより各々の前記民間放送を
識別するように構成された検出器と、
　連続的に更新されるビデオ放送情報である前記民間放送を受信するように接続され、前
記民間放送の縮小表示を出力するように構成されたビデオプロセッサと、
　前記検出器及び前記ビデオプロセッサと協同して、前記番組カテゴリと一対一の対応を
有するクラスタとして前記縮小表示を同時に表示し、前記番組カテゴリのうちの１つによ
って識別される前記民間放送の全てが同時に表示される閲覧画面であって、前記ビデオプ
ロセッサと前記閲覧画面は、前記縮小表示が前記閲覧画面上で利用可能であるように動作
するよう関連付けられている、閲覧画面と、
を具備することを特徴とするシステム。
【請求項９】
　前記ビデオプロセッサは、前記検出器による、民間放送の第１の番組カテゴリから第２
の番組カテゴリへの変化の検出に応じて、前記縮小表示を再編成するように構成されるこ
とを特徴とする請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ビデオプロセッサは、各々の前記縮小表示に関連する前記ビデオ放送情報を連続的



(3) JP 4344232 B2 2009.10.14

10

20

30

40

50

に更新するように構成されることを特徴とする請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　コマーシャルを検出し、かつコマーシャル時間中に前記連続的な更新を禁止することが
可能なコマーシャルフィルタをさらに具備することを特徴とする請求項１０に記載のシス
テム。
【請求項１２】
　視聴者による前記民間放送の選択を示す履歴情報を格納するように接続され、前記ビデ
オプロセッサにより、前記クラスタ及び前記クラスタ内の前記縮小表示の配置を前記履歴
情報の関数として制御するために、アクセスされるメモリをさらに具備することを特徴と
する請求項９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、包括的には、現時点において視聴可能な民間放送（商用放送）をブラウズす
ることに関し、特に、アクセス可能なチャンネルの同時表示を可能にするチャンネル選択
方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　長年、現在いずれのテレビ番組が提供されているかを確定するために地方紙のテレビ表
をチェックすることは比較的容易であった。主要なネットワークは僅かしかなく、大きい
市場地域だけしか、主要なネットワークの系列局であるもの以外のチャンネルにアクセス
することができなかった。チャンネルの数が限定されていたため、視聴者は、新聞をみる
ことなく、テレビを一連のチャンネルに手動で或いはリモートで合せることにより、現時
点において視聴可能な番組を迅速にブラウズすることができた。
【０００３】
　ブロードバンドテレビの導入により、テレビ視聴者に対して番組選択が大幅に増加した
。主要ネットワークの数の増加に加えて、スペシャルインタレスト（special-interest）
ネットワークと、月額又は年額を支払ってアクセスすることができる申込（subscription
）チャンネルと、番組毎にアクセスすることができるペイパービュー（pay-per-view）チ
ャンネルと、がある。視聴可能な番組が急激に増加した結果、いずれの番組が現在提供さ
れているかを確定することがより困難で時間がかかるものとなった。
【０００４】
　チャンネル選択プロセスを簡略化する技術が知られている。例えば、Hendricks等に対
する米国特許第５，５５９，５４９号では、テレビ番組配信システムにより、視聴者が一
連のメニューからテレビ番組を選択することができるようにしている。システムの主なコ
ンポーネントは、メインオペレーションセンタと、デジタルケーブルヘッドエンドと、リ
モートコントロールを有する少なくとも１つのセットトップ端末と、である。セットトッ
プ端末は、視聴者のテレビ受像機に接続される。このシステムは、デジタル圧縮技術を使
用して、非常に多くのテレビ信号がセットトップ端末に伝送されるのを可能にする。複合
信号が、衛星によりデジタルケーブルヘッドエンドに伝送され、デジタルケーブルヘッド
エンドは、番組又はメニュー内容の変更又は追加に対し複合信号を変更することができる
。視聴者のセットトップ端末によって受信されるテレビ信号内に含まれる情報から、複数
の異なるタイプのメニューを形成することができる。アイコンボタンを有するリモートコ
ントロールユニットにより、視聴者は、一連の主要メニュー，下位メニュー，及び番組メ
ニューに基づいて番組を選択することができる。データ収集及び分析技術を使用して、番
組をパッケージ化する，メニュー選択をカスタマイズする，広告にターゲットを絞る，及
び課金・請求情報を維持する際に使用する番組視聴情報を編集してもよい。メニューは、
チャンネルを、スポーツ，映画，子供向け，ドキュメンタリー，及び専門チャンネル等の
カテゴリに分割することができる。
【０００５】
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　Niijima等に対する米国特許第５，９２６，２３０号には、別の手法が述べられている
。この手法によれば、９つの異なる番組の縮小画面を３×３マトリクス状に配列して、番
組選択用の１つのマルチ画面を構成する。番組選択用画面をマルチ画面生成回路によって
生成し、ＭＰＥＧビデオエンコーダによってエンコードする。かかる画面を、単一伝送チ
ャンネルで伝送することができるように、マルチプレクサによって多重化する。結果とし
て得られる信号を、混合器及びアンテナを介して人工衛星に伝送する。各マルチ画面を衛
星から受信側で受信し、３×３個のフルモーション画面として表示する。視聴者は、異な
る縮小画面から形成されたプレビュー画面から所望の番組を確定し、かつ直接選択するこ
とができる。このように、システムの放送側において、視聴可能なチャンネルの画面を多
重化した後に、単一伝送チャンネルにより伝送する。受信側では、伝送チャンネルを切替
える必要なしに番組選択の画面を受信し、それにより、表示された多数の番組から所望の
番組を選択することができる。Hendricks等のシステムと同様に、Niijima等によるシステ
ムは、スポーツ及び映画等のカテゴリに基づいて視聴可能なチャンネルを配置することが
できる。
【０００６】
　第３の手法であるが番組のカテゴリ分けが可能ではない手法として、Kageyama等は、マ
ルチ画ディスプレイを使用するテレビチャンネル選択装置を述べている。装置の一モード
では、それぞれのチャンネルに対応する縮小画のアレイを表示する。１つのチャンネル以
外、縮小画は静止している。しかしながら、各チャンネルを、選択されたチャンネルの画
像データをそのチャンネルに対応するディスプレイの領域に書込む間に所定間隔で逐次選
択する。より詳細には、選択されたチャンネルの画像データを、１フィールドメモリの対
応する領域に書込み、メモリ内容全体を連続してかつ繰返し読出す。その結果、選択され
たチャンネルの画は動画に見え、他のチャンネルの画は静止画である。装置の標準動作モ
ードでは、モード切替時に選択されるチャンネルを分離して放送する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　あらゆる手法により、視聴可能チャンネルからの番組の閲覧及び選択が容易になる。し
かしながら、同時に閲覧することができるチャンネルの数は制限される。さらに、各手法
はその関連する欠点を有する。例えば、Niijima等によるシステムでは、あらゆる画面を
ＭＰＥＧビデオエンコーダによってエンコードし、かつ多重化しなければならず、多重化
された信号は衛星を介して伝送する必要があり、また各受信場所において処理する必要が
ある。Kageyama等によるシステムでは、受信端で可能な処理量が制限されているため、ユ
ーザによっては満足する情報が提供されない場合がある。
【０００８】
　必要なものは、同時表示の能力を有し、現時点において視聴可能な民間放送をローカル
に閲覧し、かつ選択する方法及びシステムである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　テレビ番組等のような、現時点において視聴可能な民間放送を、番組カテゴリに基づい
てクラスタ化し、単一の閲覧画面上にクラスタで同時に表示する。民間放送が受信される
チャンネルを監視して番組カテゴリ分けの変化を検出し、それによってクラスタ化が、異
なるクラスタにおける民間放送の数に関して動的になる。各民間放送を、その民間放送の
ビデオ情報に基づく縮小表示（reduced-scale presentation）として表示する。
【００１０】
　クラスタが各クラスタにおける縮小表示の数に関して動的であることに加えて、いかな
る民間放送も特定の放送カテゴリ内に適合しない時刻がある可能性が存在するため、好ま
しい実施形態では、クラスタの数が変化し得る。各クラスタは、スポーツ，映画，ニュー
ス，及びコメディ等の特定の番組カテゴリに対応する。好ましくは、クラスタの少なくと
もいくつかを、ジャンルに基づいてサブクラスタに分割することができる。一実施例とし
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て、視聴者は、スポーツクラスタを、特定のスポーツ（例えば、アメリカンフットボール
及び野球）に固有のサブクラスタに分割してもよい。別の実施例として、映画クラスタを
、ドラマ，アクション，コメディ，及びその他のサブカテゴリに分割してもよい。
【００１１】
　好ましくは、民間放送の全てに対してリアルタイムのビデオ放送情報を同時に表示する
ように、縮小表示を連続的に更新する。多数の縮小表示を有するクラスタ内では、それら
縮小表示がオーバラップしていることがある。一実施形態では、複数の関連する民間放送
を有する全てのクラスタが、オーバラップする縮小表示を有する。各縮小表示が、そのク
ラスタにおける見かけの最前の縮小表示として定期的に表示されるように、クラスタ内の
縮小表示の順序を循環させてもよい。例えば、循環が、「起動された」クラスタ内のみで
発生しなくてもよく、見かけの最後部の縮小表示が２秒毎に１度の割合で最上部に「移動
」してもよい。
【００１２】
　ビデオ放送情報を連続的に更新することに対する代替形態として、縮小表示の少なくと
もいくつかは、定期的な更新の間に表示を固定してもよい。１つの特徴として、本方法及
びシステムは、コマーシャル広告内にある番組の縮小表示がコマーシャルではなく定期的
にスケジュールされた放送のビデオ情報を表示し続けるように、コマーシャルフィルタリ
ングを含んでもよい。
【００１３】
　本発明の別の特徴として、ユーザによる先の選択に関する履歴情報を格納し、そして履
歴情報を、縮小表示を表示する際に使用する。例えば、先のユーザの選択を追跡すること
により、クラスタをユーザ選好に従って配置してもよい。別の例では、オーバラップする
縮小表示のクラスタにおいて最前に見える縮小表示は、特定のユーザによって先に選択さ
れたものである。任意に、各クラスタにおけるオーバラップする縮小表示の集まり全体を
、先の選択に従ってランク付けしてもよい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の利点は、縮小表示を同時に表示することにより、ユーザが、現時点において視
聴可能な異なる民間放送を迅速かつ容易に閲覧することができる、ということである。カ
テゴリ化は、デジタルテレビ信号内の番組情報を識別するタグを監視すること等、既知の
技術に基づいてもよい。このため、番組識別の追加の回路が必要とならない。別の利点は
、コマーシャルフィルタリングが実施される実施形態の場合には、縮小表示が、チャンネ
ルで提供される番組の連続的な視覚的情報を提供する、ということである。チャンネル選
択を、従来のテレビ受像機のリモートコントロール装置を使用してトリガしてもよい。同
様に、ユーザは、異なるクラスタとクラスタ内の縮小表示とを従来のリモートコントロー
ル装置のボタンを操作することによってブラウズしてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１を参照すると、現時点において視聴可能な種々の民間放送を閲覧しかつ選択するシ
ステム１０は、受信機コンポーネント１２を含んでいる。一実施形態では、受信機コンポ
ーネント１２を、民間放送用の閲覧画面を提供するディスプレイ１４とは別個のエンクロ
ージャ内に収納する。例えば、一実施形態では、受信機コンポーネント１２は、リモート
（遠隔）に位置するデジタルテレビ信号プロバイダからの入力１６を有するデジタルケー
ブルボックスである。代替形態として、受信機コンポーネント１２をアンテナ入力に接続
してもよく、かつ／又は、受信機コンポーネント１２を従来のテレビ受像機のチューナの
ようなディスプレイに一体化してもよい。入力１６がデジタル信号プロバイダへの接続で
ある実施形態の利点は、デジタル信号に、しばしば、現時点において視聴可能な番組を識
別するタグ等のヘッダ情報が提供される、ということである。
【００１６】
　システム１０は、また、番組検出器１８も有している。通常、番組検出器１８を受信機
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コンポーネント１２と一体化してもよいが、これは必須ではない。番組検出器１８は、入
力１６を介して受信される信号を監視する。このため、信号が番組タグを有するデジタル
信号である場合には、番組検出器１８は、単にタグを読むだけで、各チャンネルに関する
情報を確定する。上に引用したHendricks等に対する特許は、このタイプのヘッダ情報に
ついて述べている。本発明によれば、ヘッダ情報を使用して、Hendricks等の特許公報に
おいて述べられているタイプのテキストメニューを提供することができ、図２～図４を参
照して示される、後述するタイプのビデオ表示クラスタ化を提供することができる。
【００１７】
　受信機コンポーネント１２は、ディスプレイ１４と協同して所定のチャンネルを選択し
ユーザに提示することができる。ディスプレイ１４のタイプは、本発明には重要ではない
。従って、ディスプレイ１４は、アナログ信号とデジタル信号とのいずれか又は両方を受
信するものであってよい。
【００１８】
　ビデオプロセッサ２０を使用して、現時点において視聴可能な民間放送の各々の縮小表
示を生成する。すなわち、フルスクリーン表示ではなく、各ビデオ信号表示の垂直寸法及
び水平寸法を縮小する。図２を参照すると、ディスプレイ１４の閲覧画面上に１３個の縮
小表示２２，２４，２６，２８，３０，３２，３４，３６，３８，４０，４２，４４，４
６が示されている。図２の選択モード内で、縮小表示を全て連続的に更新してもよい。こ
の実施形態では、図２において表す１３個の番組の各々に対しリアルタイムのビデオ情報
を提示する。代替の実施形態として、縮小表示が繰り返してリフレッシュされる静止画と
なるように、各縮小表示内のビデオ情報が定期的な更新を表してもよい。別の特徴として
、番組情報（例えば、タイトル及び時間）を各縮小表示に含めてもよい。
【００１９】
　図２の縮小表示２２～４６を、図１のビデオプロセッサ２０によって生成し、クラスタ
リング（クラスタ化）コンポーネント４８に入力する。このクラスタリングコンポーネン
ト４８は、また、番組検出器１８からも入力を受け取る。番組検出器１８からの番組情報
に基づき、クラスタリングコンポーネント４８は、各縮小表示を番組カテゴリと関連付け
る。図２では、５つの番組カテゴリ、すなわち、「ニュース」，「スポーツ」，「映画」
，「昼ドラマ（Daytime Drama）」，及び「アニメ」がある。特定のラベルは、重要では
ない。それは、重要な特徴は、ラベルが番組検出器１８の動作によって入手可能な情報と
互換性がある、ということであるためである。本発明をメニュー情報が入手可能でない実
施形態で使用する場合には、番組ラベル付けを他の技術を使用して達成してもよい。一実
施例として、縮小表示内の個々の人の一貫した高速な動きを、番組がスポーツイベントで
あることを示すものとして解釈してもよい。
【００２０】
　任意の特徴として、システム１０は、コマーシャルフィルタ５０を有する。コマーシャ
ル広告の開始時刻及び番組への戻りを検出するコマーシャルフィルタは、市販されており
、ビデオレコーダ等の装置において使用されている。コマーシャルフィルタ５０の目的は
、コマーシャル時間内にあるチャンネルに対して縮小表示への連続的な又は定期的な情報
の更新を中止することである。結果として、視聴者は、コマーシャルの終了時に示される
ことになる番組を確定することができる。すなわち、視聴者は、番組がコマーシャル内に
ある場合であっても、いずれの番組が視聴可能であるかを迅速に確定することができる。
【００２１】
　図２のクラスタ化は、昼過ぎの時間に視聴可能な番組を表してもよい。一方、図３のク
ラスタ化は、夕方の時間に視聴可能な番組を表してもよく、そこでは昼ドラマが少なくな
り映画及びスポーツイベントが多くなる。図２と図３とを比較することによって分かるよ
うに、図１のシステム１０は、各クラスタにおける縮小表示の数に関して動的クラスタ化
を提供する。一実施例として、図２の「映画」クラスタ内の縮小表示の数には、２つの縮
小表示３０及び３２しか含まれないが、図３では、同じクラスタが９つの縮小表示を有す
るように示されている。また、クラスタ化は、クラスタの位置決めに関して動的であって
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もよい。すなわち、番組の選択を追跡してもよく、５つのクラスタの順序を確定するため
の基礎を提供するように、選択に関する履歴情報を格納してもよい。クラスタが、時刻又
は曜日の関数として再配置されるように、並べ替えが時間ベースであってもよい。
【００２２】
　また、先のユーザの選択に関する履歴情報を使用して、クラスタ内の縮小表示の外観を
配置してもよい。図２に示すように、５つのクラスタの各々が、オーバラップする縮小表
示２２～４６を含む。「昼ドラマ」クラスタでは、縮小表示３６の僅かな部分しか見えな
い。一方、縮小表示４０は、最前の縮小表示であるように見えるため、完全に可視である
。クラスタ内でいずれの縮小表示が最前の縮小表示であるかの割当は、視聴者が、同様の
環境下で先に選択された番組を選択する可能性が最も高いという仮定の下で、履歴情報に
基づいてもよい。代替形態として、クラスタの全て又は選択されたクラスタのみにおける
縮小表示を、各縮小表示が最前の位置に循環することができるように、定期的に再配置し
てもよい。一実施例として、「昼ドラマ」クラスタ内の各縮小表示（３４～４０）を、周
期的に見かけの最後部位置から見かけの最前位置に変更してもよい。循環速度は、上限と
下限との間（例えば、１秒と１０秒との間）でユーザが調整可能であってもよい。
【００２３】
　本発明の付加された利用可能な特徴は、サブカテゴリ分けに関する。図３において、「
映画」クラスタ内には、現時点において視聴可能な９つの映画がある。視聴者は、クラス
タを、図４に示すもの等のようなサブクラスタに分割することができてもよい。このため
、現時点において視聴可能な映画を、「コメディ」サブクラスタと、「アクション」サブ
クラスタと、「ドラマ」サブクラスタと、に分割する。これにより、視聴者は、いずれの
映画が個人的に最も魅力があるかをより容易に確定することができる。多重レベルの選択
がユーザに利用可能である。まず、ユーザは、図３のあらゆるクラスタがディスプレイ１
４の閲覧画面に提示されるマルチ表示レベルを選択する。視聴者は、任意に、図４のサブ
クラスタレベルを選択する。図４から、視聴者は、フルスクリーン表示するために特定の
映画を選択することができる。
【００２４】
　クラスタのブラウジングと番組の選択とを、図１のブラウジングコンポーネント５２と
リモート装置（遠隔装置）５４とによって達成してもよい。赤外線信号方式を使用して、
ブラウジングコンポーネント５２とリモート装置５４との間の通信を提供してもよい。通
常、リモート装置５４は、ブラウジングボタンを有するハンドヘルド要素である。例えば
、リモート装置５４は、異なる方向に向けられた矢印形状を有し、縮小表示の表示の見か
け（外観）を操作する赤外線信号をトリガする押下型ボタンを有してもよい。１つのボタ
ンは、異なるクラスタを逐次起動してもよく、別のボタンは、最前に見える縮小表示を視
聴者が変更することができるように、起動されたクラスタ内の縮小表示の見かけを変更し
てもよい。所望のクラスタが起動され、そして所望の番組を表す縮小表示が最前に移動す
ると、遠隔装置の別のボタンを起動して、選択された番組のフルスクリーン表示をトリガ
してもよい。
【００２５】
　ここで、図５を参照すると、種々の商業的に視聴可能な放送を閲覧し、かつ選択するイ
ンタフェース方法は、番組伝送を受け取るステップ５６を含んでいる。番組伝送は、複数
の異なるチャンネルからのテレビ信号であると考えられる。
【００２６】
　ステップ５８において、各番組をカテゴリに関連付ける。図２及び図３は、５つのあり
得るカテゴリを示している。しかしながら、他のカテゴリを使用してもよい。ステップ６
０において、各番組に対しての縮小表示を生成する。結果として、異なるチャンネルから
「サムネイル」が形成される。縮小表示を連続的に更新してもよく、それによって番組の
全てを、縮小されたレベルであるが、同時に閲覧することができる。任意に、ステップ６
２に示すように、コマーシャル広告をフィルタリングして更新させないようにする。
【００２７】
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　ステップ６４において、カテゴリ分けに基づいて縮小表示をグループ化する。ステップ
６６において、結果としてのクラスタを同時に表示する。図２及び図３は、異なるクラス
タ内の縮小表示の表示の例である。図示しないが、各縮小表示は、番組タイトル並びに開
始時刻及び停止時刻等の番組情報を含んでもよい。視聴者は、ハンドヘルドリモート装置
、又は当技術分野において既知である他の任意の技術を使用して、クラスタとクラスタ内
の縮小表示とをブラウズする。これをステップ６８に示す。図４に表すように、ブラウジ
ングには、クラスタをサブクラスタに分割することが含まれる。
【００２８】
　また、ハンドヘルドリモート装置又は同様の手法を使用して、視聴者がクラスタを選択
し、かつクラスタ内の縮小表示を選択することができる。フルスクリーン表示するために
縮小表示が選択されると、テレビ又は同様の装置が対応するチャンネルに合せられる。す
なわち、システムが、閲覧・選択モードから標準動作モードに切替る。ステップ７０は、
視聴者の選択を検出することを含む。任意に、ステップ７２において、視聴者選択情報を
、後続するクラスタの配置か又はクラスタ内の縮小表示の配置のために格納することによ
り、後続する表示が視聴者の選好を反映するようにする。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の一実施形態による動的番組クラスタ化を可能にするコンポーネントのブ
ロック図である。
【図２】本発明によるクラスタ化されたリアルタイムの番組表示を有する閲覧画面の実施
例を示す図である。
【図３】図２の閲覧画面の実施例であるが、リアルタイム表示の異なる構成があるように
異なる時刻における閲覧画面の実施例を示す図である。
【図４】本発明による番組のサブカテゴリ化の実施例を示す図である。
【図５】本発明を実施するステップのプロセスフロー図である。
【図１】 【図２】
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