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(57)【要約】
　生放送及び事前に制作された放送を配信及び管理する
システム及び方法を開示する。番組は、配信媒体（たと
えば、衛星）を通して実時間に配信される。局は、デポ
ットを用いて番組管理を合理化することができる。デポ
ットは、記録及び番組の取り出しに集中することができ
る。デポットは、配信されたコンテンツの記録及び管理
システムの形式をとることができる。代替的に、デポッ
トは全ての放送コンテンツ、関連データ、及び非ラジオ
コンテンツであるメタデータの取り出し及び管理に使用
可能なハブに配置され得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ又は複数の無線局へ配信するコンテンツを中央に記録するステップと、
　要求している無線局からコンテンツアイテムの要求を受信するステップと、
　要求している無線局がコンテンツアイテムの受信を認証されるかどうか判定するために
要求を評価するステップと、
　そうである場合、要求している無線局に関連するデータに基づいてコンテンツアイテム
に関連する１つ又は複数のヘッダの変換を含むコンテンツアイテムを提供するステップと
　を具備することを特徴とする方法。
【請求項２】
　ハブ内に記録されるコンテンツを含む前記コンテンツを中央に記録することを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記コンテンツが、ラジオコンテンツであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記コンテンツが、事前に記録された番組及びストリーミング番組のグループから選択
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】
　前記コンテンツが、番組コンテンツ及びトラフィックの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６】
　前記トラフィックが、１つ又は複数の広告を具備することを特徴とする請求項５に記載
の方法。
【請求項７】
　前記要求している無線局に関連するユーザからログイン情報の受信を含む要求を受信す
るステップを具備することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記コンテンツアイテムに関連するヘッダの変換を含むコンテンツアイテムを提供する
ステップを具備することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　複数のソースからコンテンツを集めることをさらに含む前記コンテンツを中央に記録す
ることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記要求している無線局に関連する自動制御システムタイプを判定するステップと、
　前記自動制御システムタイプに関連するコンテンツアイテムの前処理を含むコンテンツ
アイテムを提供するステップと
　を具備することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記コンテンツアイテムに関連するヘッダの変換を含む前処理を具備することを特徴と
する請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記自動制御システムタイプに関連するカートヘッダに対してコンテンツアイテムに関
連するカートヘッダの変換を含む前処理を具備することを特徴とする請求項１０に記載の
方法。
【請求項１３】
　前記自動制御システムタイプがＳＳ３２かどうか判定するステップと、
　そうである場合、次いで、コンテンツアイテムに関連するカードヘッダをＳＳ３２型カ
ートヘッダへ変換することを含むコンテンツアイテムを前処理するステップと
　をさらに具備することを請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
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　前記前処理は、
　コンテンツアイテムに関連する音声の時間を計算するステップと、
　コンテンツアイテムヘッダをアップデートするステップと
　をさらに具備することを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記前処理は、
　デジタルシステムオーディオパス、カート番号、及びカテゴリを含むパス定義を受信す
るステップと、
　デジタルオーディオパス及びカテゴリを使用してパスを構築するステップと、
　指定されたカート番号とともにパス内のコンテンツアイテムに関連するファイルを保存
するステップと
　をさらに具備することを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記自動制御システムがマエストロ（Maestro）かどうか判定するステップと、
　そうである場合、次いで、ＤＡＦ型カートヘッダへコンテンツアイテムに関連するカー
トヘッダを変換することを含むコンテンツアイテムを前処理するステップと
　を特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　前記前処理は、
　デジタルシステムオーディオパス、及びカート番号を含むパス定義を受信するステップ
と、
　指定されたカート番号とともにデジタルオーディオシステムパス内のコンテンツアイテ
ムに関連するファイルを保存するステップと
　をさらに具備することを特徴とする請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　１つ又は複数の無線局によって発行する複数のソースからコンテンツを識別するステッ
プと、
　識別されたコンテンツを中央リポジトリに集めるステップと、
　集められたコンテンツへのアクセスを制御するステップと、
　アクセスされたコンテンツの発行に関連する転送制御を識別するステップと、
　転送制御に従って、要求しているデバイスに関連する証明の照合に関する要求に関連す
るコンテンツを転送するステップと
　を具備することを特徴とする方法。
【請求項１９】
　コンテンツを集めるステップと、
　１つ又は複数の無線局に配信するためにコンテンツを取引きするステップと、
　コンテンツアイテムの選択を受信するステップと、
要求しているシステムに関連するシステムパラメータに関連する選択されたアイテムを前
処理するステップと、
　前処理されたアイテムを要求しているシステムへ配信するステップと
　を具備することを特徴とする方法。
【請求項２０】
　無線局上での再生のため認証された無線局で利用可能である１つ又は複数のコンテンツ
アイテムの指定者を含むコンテンツデポットと、
　コンテンツデポットと１つ又は複数の無線局との間に通信で接続されたインターフェー
スと、
　無線局に関連する再生リスト内に包含するための無線局によるコンテンツの提供者及び
選択者によるデポット内のコンテンツの包含を含むコンテンツデポット内のコンテンツを
管理するユーザインターフェースと、
　コンテンツアイテム、又は要求している無線局に関連するパラメータに従ってコンテン



(4) JP 2009-520411 A 2009.5.21

10

20

30

40

50

ツアイテムに関連するメタデータを変換するために使用可能な変換エンジンと
　を含むハブを具備し、
　少なくとも１つのパラメータは要求している無線局の自動制御システムタイプであるこ
とを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　生放送及び事前に制作された放送の配信及び管理のためのシステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　メディア配信システムは、ユーザにコンテンツを配信するために使用することができる
。そのようなメディア配信システムの１つの例に、無線放送局がある。従来の無線放送局
は、生のコンテンツ及び事前に記録したコンテンツの組み合わせをリスナーに供給するこ
とができる。無線放送局は、視聴者への番組コンテンツ（以下、本明細書では“コンテン
ツ”と呼ぶ）の配信及びトラフィック（たとえば、宣伝）を自動的に実現する自動制御シ
ステムを同様に含むことができる。自動制御システムは、番組（たとえば、局で制作され
た）を再生することができる。プログラムは、スケジュールログ、又は放送されるコンテ
ンツ及びトラフィック（これらを合わせて本明細書では“ラジオコンテンツ”と呼ぶ。）
を定める再生リストを含むことができる。再生リストは、ラジオ放送局においてローカル
に、又はリモートに制作され、次いで、適切なコンテンツとともに無線放送局へ配信され
る。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　いつくかの実施では、１つ又は複数の無線局へ配信するためのコンテンツを中央に記録
するステップと、要求している無線局からのコンテンツアイテムの要求を受信するステッ
プと、要求している無線局がコンテンツアイテムを受信するように認証されるかどうか判
定するための要求を評価するステップと、もしそうである場合は、要求している無線局と
関連するデータに基づいたコンテンツアイテムと関連する、１つ又は複数のヘッダの変換
を含むコンテンツアイテムを提供するステップとを含む方法である。
【０００４】
　いくつかの実施では、１つ又は複数の無線局によって発行するための複数のソースから
のコンテンツを識別するステップと、中央リポジトリ内の識別されたコンテンツを集める
ステップと、集められたコンテンツへのアクセスを制御するステップと、識別されたコン
テンツへのアクセス要求を受信するステップと、アクセスされたコンテンツの発行と関連
する転送制御を識別するステップと、転送制御に従って、要求しているデバイスに関連す
る証明書の照合に関する要求に関連するコンテンツを転送するステップとを含む方法であ
る。
【０００５】
　いくつかの実施では、コンテンツを集めるステップと、１つ又は複数の無線局へ配信す
るためのコンテンツを取引するステップと、コンテンツアイテムの選択を受信するステッ
プと、要求しているシステムに関連するシステムパラメータに従って選択されたアイテム
を前処理するステップと、前処理されたアイテムを要求しているシステムへ配信するステ
ップとを含む方法である。
【０００６】
　いくつかの実施では、コンテンツデポットを含むハブを含む装置であり、コンテンツデ
ポットは、無線局での再生のために、認証された無線局に対して利用可能な１つ又は複数
のコンテンツアイテムの指定者を含む。インターフェースは、コンテンツデポットと、１
つ又は複数の無線局との間に通信で接続される。ユーザインターフェースは、コンテンツ
提供者によるデポット内のコンテンツの包含を含むコンテンツデポット内のコンテンツを
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管理するとともに、無線局に関連する再生リスト内に包含するための無線局によるコンテ
ンツを選択するためのものである。変換エンジンは、コンテンツアイテム、又は要求して
いる無線局に関連するパラメータに従ったコンテンツアイテムに関連するメタデータを変
換するように動作することができる。ただし、少なくとも１つのパラメータは、要求して
いる無線局の自動制御システムタイプである。
【０００７】
　本明細書に記載された課題の詳細な実施例は、以下の１つ又は複数の利点、もしくは以
下にない利点を実現するために実施することができる。
【０００８】
　実時間又は、予約制のサービスを、提供することができる。生放送及び事前に制作され
た放送の配信及び管理のためのシステム及び方法を、提供することができる。番組は、配
信媒体（たとえば、人工衛星）を介して実時間で配信される。局は、デポットを用いて番
組管理を合理化することができる。デポット（depot）は、記録及び番組の取り出しに集
中し得る。デポットは、配信されたコンテンツの記録及び管理システムの形式をとること
ができる。代替的に、デポットは、全ての放送コンテンツ、及びその関連データ、並びに
非ラジオコンテンツであるメタデータを取り込むとともに管理するのに使用できるハブに
配置され得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の１つ又は複数の実施例の詳細は、以下の添付図面及び記載に示す。本発明の他
の特徴、目的、及び利点は、記載、図面、及び特許請求の範囲から明らかである。
【００１０】
　図１は、代表的な通信システム・アーキテクチャのブロックダイアグラムである。
【００１１】
　図２は、コンテンツデポット内のコンテンツを分割する代表的な構造である。
【００１２】
　図３は、コンテンツを要求する代表的な方法である。
【００１３】
　図４ａは、コンテンツ転送を構成する代表的な方法である。
【００１４】
　図４ｂは、マエストロ（Maestro）デジタル自動制御システムと連携した無線局へのコ
ンテンツ転送のための構成情報を指定する代表的なユーザインターフェースである。
【００１５】
　図４ｃは、ＳＳ３２デジタル自動制御システムと連携した無線局へのコンテンツ転送の
ための構成情報を指定する代表的なユーザインターフェースである。
【００１６】
　図５は、コンテンツデポット内に含まれるコンテンツを管理するための代表的な方法で
ある。
【００１７】
　図６は、コンテンツを配信する代表的な過程である。
【００１８】
　図７は、コンテンツを配信する代表的な過程である。
【００１９】
　個々の図面内の同様の参照符号は、同様の要素を示す。
【００２０】
　通信システム１００の代表的なアーキテクチャを図１に示す。システム１００は、１人
又は複数のマーケター１０２、コンテンツ選択者（たとえば、購入者１０４）、ハブ１０
６、及び無線局１０８を通信で接続するネットワーク環境（ネットワーク１０１を含む）
を備えている。
【００２１】
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　前記ハブ１０６は、全ての放送コンテンツ（たとえば、ラジオコンテンツ）、及びその
関連データ、並びに非ラジオコンテンツのメタデータを取り込むとともに、管理するため
に使用することができる。ハブ１０６は、コンテンツデポット１１０を含むことができる
。コンテンツデポット１１０は、ハブ１０６における記録場所（たとえば、生ストリーム
及び事前に記録されたデータのための）として、役立つ。番組は、無線局１０８のような
局によって必要とされる場合、ハブ１０６からアクセスできる。さらに詳細には、コンテ
ンツデポット１１０は、要求している局（たとえば、無線局１０８）に記録されたコンテ
ンツを提供（たとえば、ストリーム、又はそうでなければダウンロード）するのに使用で
きる。記録されたコンテンツの供給は、非ラジオコンテンツ（要求している局にコンテン
ツを送信するためのパラメータを定義するコンテンツデポット１１０に記録されたメタデ
ータ）に従ってなされることが可能である。統合されたものとして図示したが、コンテン
ツデポット１１０は、ハブ１０６から分離できる。さらに、ハブ１０６の要素は、配信す
ることができる。
【００２２】
　前記マーケター１０２及び選択者／購入者１０４は、インターフェース（たとえば、ネ
ットワーク１１０を使用したウェブポータル１１２）を通してコンテンツデポット１１０
にアクセスできる。インターフェースの例は、以下でより詳細に述べる。マーケター１０
２は、コンテンツ、トラフィック（たとえば、宣伝）又は、その両方のマーケターである
ことができる。マーケター１０２は、コンテンツの制作者（たとえば、放送局に販売する
放送番組制作者）、コンテンツの配信者、又は再配信者であることができる。マーケター
１０２は、コンテンツデポット１１０を使用してこれらの情報を取引し得る。さらに詳細
には、コンテンツデポット１１０は、取引されていて、かつ選択（たとえば、購入）され
ている情報を記録でき、取引された情報は選択者（購入者）に対して（すなわち、コンテ
ンツデポット１１０から選択／購入された情報に対する許可を選択者／購入者に与えるこ
とによって）アクセス可能になる。そのようなアクセス許可は、たとえば、ウェブポータ
ル１１２を通して、与えられる。ウェブポータルアクセスは、以下でより詳細に述べる。
購入者１０４は、無線局である。購入者１０４は、コンテンツ、トラフィック、又はその
両方の購入者であることが可能である。参照は、購入者に対してなされるが、他の処理は
可能である。
【００２３】
　前述したように、システム１００は、コンテンツ、及び／又はトラフィックを記録、受
信、及び転送するコンテンツデポット１００を備えている。ここで図２を参照すると、コ
ンテンツデポット１１０は、ラジオコンテンツ１５０、及び／又は非ラジオコンテンツ１
６０を記録することができる。ラジオコンテンツ１５０の例は、たとえば、人工衛星、イ
ンターネット、又はイントラネットから受信した生ストリーム又は事前に収録された番組
のいずれかである無線放送である。非ラジオコンテンツ１６０の例は、メタデータ及びラ
ジオコンテンツに関連するデータを含んでいる。いくつかの実施では、コンテンツデポッ
ト１１０は、１つ又は複数のリンク１７０（アクセスされた場合、関連するラジオコンテ
ンツを導く）の形式の非ラジオコンテンツを含んでもよい。他の例では、メタデータは、
連続、連続の中の個々のエピソード、部分再生（“断片”）、及び説明などとしてリンク
されたラジオコンテンツにユーザがアクセスできるようにし得る。
【００２４】
　再び図１を参照すると、無線局１０８は、１つ又は複数のインターフェース１１４、及
び１つのラジオ自動制御システム１２０（すなわち、ＲＡＳ）を具備していてもよい。イ
ンターフェース１１４は、コンテンツデポット１１０を用いた通信に使用することができ
る。図示した実施では、インターフェース１１４は、通信ポート（すなわち、ＣＯＭポー
ト１１６）、及びネットワークインターフェース１１８（たとえば、ウェブポータル）を
備えている。他のインターフェースも可能である。いくつかの実施では、無線局１０８は
、ウェブポータルを用いてコンテンツデポット１１０からの情報にアクセス及びこれを取
り出すことができる。いくつかの実施では、コンテンツデポット１１０は、コンテンツの
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ストリーミング又はアップローディングによって要求している無線局へコンテンツを転送
してもよい。ストリーミング及びアップローディングは、たとえば、人工衛星を通したイ
ンターネットプロトコル（“ＩＰ”）を介して実行される。たとえば、ストリームされた
コンテンツは、コンテンツデポット１１０を（マーケター１０２又は他の提供者から）簡
単に“通過”するとともに、ハブ１０６によって要求している無線局１０８へストリーム
される。他の例では、ラジオコンテンツは、コンテンツデポット１１０から要求している
無線局１０８へストリームというよりむしろファイルとして転送される。いくつかの実施
では、システム、ユーザ、又はその両方のいずれかによって指定され、かつコンテンツデ
ポット１１０に記録される非ラジオコンテンツに、コンテンツデポット１１０から要求し
ている局へのラジオコンテンツの転送は、従うことができる。
【００２５】
　コンテンツを提供、取引、要求、アクセスする多数の方法の例として、コンテンツ転送
の制御などは、以下に記載する。この方法は、他のアーキテクチャに従って構成された他
のシステムで実施することができるが、この例では、図１に示したアーキテクチャを参照
する。
【００２６】
　図３を参照すると、コンテンツを要求する（たとえば、コンテンツデポット１１０から
）方法３００が図示されている。方法３００は、たとえば、ウェブポータル１１２を通し
てログインすることによって、ユーザがコンテンツデポットへのアクセスする（３０２）
とともに開始する。いくつかの実施では、ユーザは情報（たとえば、ユーザネーム及びパ
スワード）をウェブポータルへ提供する。提供された情報の使用によって、ウェブポータ
ルは、ユーザにアクセスを許可又は拒否する。
【００２７】
　次いで、ユーザは、コンテンツデポットから、ラジオ及び非ラジオコンテンツを含むコ
ンテンツを要求する（３０４）。次いで、コンテンツデポットは、要求されたコンテンツ
を識別する（３０６）とともに、いくつかの転送前処理を実行し得る（図示せず）。いく
つかの手段では、転送前処理は、転送するコンテンツを変更する（たとえば、コンテンツ
デポット１１０によって）ステップを含む。たとえば、コンテンツデポットは、コンテン
ツを単一ファイルの形式に変換することによってストリームの形式に変更する。他の前処
理は、要求しているシステムによって指定されたパス内の特定タイプのファイルとしてヘ
ッダ変換、パス構築、及びコンテンツアイテムの保存である。たとえば、要求している自
動制御システムタイプがＳＳ３２の場合、前処理の後、コンテンツアイテムは、コンテン
ツアイテムに関連するカートヘッダをＳＳ３２タイプのカートヘッダへ変換するステップ
を含むことができる。さらに、前処理は、コンテンツアイテムに関連する音声の期間を計
算するステップと、コンテンツアイテムヘッダをアップデートするステップとを含むこと
ができる。いくつかの実施では、前処理は、デジタルシステムオーディオパス、カート番
号、及びカテゴリを含むパス定義を受信するステップと、デジタルオーディオパス及びカ
テゴリを用いたパスを構築するステップと、指定されたカード番号とともにパス内のコン
テンツアイテムに関連するファイルを保存するステップとを含むことができる。いくつか
の実施では、自動制御システムがマエストロ（Maestro）の場合、前処理の後、コンテン
ツアイテムは、コンテンツアイテムに関連するカードヘッダからＤＡＦタイプのカートヘ
ッダへの変換するステップを含む。いくつかの実施では、前処理は、デジタルシステムオ
ーディオパス及びカード番号を含むパス定義を受信するステップと、指定されたカート番
号とともにデジタルオーディオシステムパス内のコンテンツアイテムに関係したファイル
の保存するステップを含む。他の処理ステップも可能である。
【００２８】
　要求されたコンテンツの識別と、場合によっては、いくつかの転送前処理の実行との後
、要求されたコンテンツを転送することができる（３０８）。転送は、ユーザ、システム
、又はその両方の組み合わせによって指定された非ラジオコンテンツによって制御できる
。いくつかの実施では、コンテンツは、コンテンツデポット１１０をコンテンツの受信先
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に存在する装置（たとえば、ラジオ自動制御システム１２０）と接続するインターフェー
スを使用して転送される。たとえば、ＣＯＭポート１１６（たとえば、人工衛星インター
フェース）は、コンテンツデポット１１０及び要求している無線局１０８を接続するのに
使用され得る。いくつかの実施では、インターフェースは常に使用され得る（たとえば、
常時接続）。他の実施では、インターフェースは、無線局によって要求されたときだけ使
用され得る。
【００２９】
　ここで図４を参照すると、コンテンツ転送を構成する方法４００が示されている。前記
方法は、ユーザへの参照を用いた例として記載した。ある実施では、ユーザは、無線局を
含む。ユーザは、前記したのと同様にコンテンツデポットにアクセスし得る（４１０）。
【００３０】
　コンテンツデポットへのアクセスに関して、ユーザは、要求している局の構成を定義し
得る（４２０）。たとえば、ユーザは、ユーザプロフィール又はユーザアカウントの生成
又は変更によって構成を定義し得る。いくつかの実施では、各ユーザは、ウェブポータル
を介してコンテンツデポットを独自に構成し得る。たとえば、各無線局は、プロフィール
に以下のものを構成する。すなわち、コンテンツを無線局に転送するのに使用するネット
ワークパスと、転送後、指示とともに、又は指示なしでコンテンツをハンドルする方法と
、ファイル名、カート番号、又は再生カテゴリ（ＳＳ３２自動制御システム用、又はマエ
ストロ自動制御システム用のような）の選択と、ストリーミング又はファイル転送オプシ
ョン（たとえば、ファイルとして転送するか、又はコンテンツをストリームする）とであ
る。したがって、コンテンツデポット１１０は、各ユーザが独自に構成できる。自動制御
システム情報（ユーザアカウントに関連する構成情報／選択の一部として保持された、又
はコンテンツの要求の一部として提供された非ラジオ情報からの）のように要求している
局情報に基づいて、ヘッダ変換のような、要求されたデータの必要な変換の全ては、要求
している局において（すなわち、要求している局の自動制御システムへ）所望されている
時間枠内で選択されたコンテンツの正しい配置を可能にすることができる。
【００３１】
　いくつかの実施では、コンテンツデポットは、ユーザへの警告を生成するためにプロフ
ィール内の定義された構成情報を使用し得る。たとえば、コンテンツデポットは、新しい
情報の受取に関して、又はプロフィールへの変更の受取に関してユーザへの警告を生成し
得る。図４ｂ～ｃを参照すると、たとえばウェブポータルの一部として表された代表的な
ユーザインターフェースが、示されている。図４ｂに示されているユーザインターフェー
スは、デジタル自動制御システム４５０（たとえば、マエストロ３.３）、デポットパス
定義４５２（コンテンツアイテムのための）、及びデジタルシステムオーディオパス４５
４（要求している自動制御システム内にアイテムが配置されるためのパス）を含む要求し
ている局に関連する構成情報をユーザが指定できるようにする。ユーザインターフェース
は、同様に、指定されたカート番号において要求している局に関連する番組スケジュール
に包含する番組（たとえば、自動車トーク番組３）をユーザが選択できるようにする。他
の管理オプションは、このインターフェースを使用して番組スケジュールからの番組コン
テンツの消去を含むことができる。図４Ｃは、要求している局の自動制御システムがＳＳ
３２であることを指定するユーザに対して提供されたユーザインターフェースを示してい
る。このインターフェースの例では、ユーザは、番組アイテムに関連するカテゴリ情報を
追加的に指定することが可能である。カテゴリ情報は、コンテンツのファイル位置を定義
する。
【００３２】
　コンテンツデポットにアクセスするとともに、場合によっては１つ又は複数の構成を定
義した後に、ユーザは希望のコンテンツを探し出す（４３０）とともに、要求する（４４
０）。コンテンツ要求の一部として、非ラジオ情報は、要求している局へのコンテンツの
配信を支援するためにコンテンツデポットへ提供することができる。いくつかの実施では
、コンテンツの要求は、購入を含むことができる。これは、コンテンツデポットは、自由
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にアクセスできるコンテンツ、及び発売中、又は予約制の他のコンテンツを含むことがで
きる、ということである。したがって、要求の過程の一部として、ユーザは希望するコン
テンツを選択できるとともに、購入準備を完了し得る。購入を通して、ユーザは、制限さ
れた、又は拘束されていないコンテンツへのアクセスを許可される。
【００３３】
　ここで図５を参照すると、コンテンツデポット内に含まれたコンテンツを管理する方法
５００が示されている。いくつかの実施では、コンテンツデポットは転送されたコンテン
ツを受信し得る（５１０）。たとえば、コンテンツデポットを介してこれらの情報を取引
するために、マーケター及び広告主は、コンテンツデポット内へコンテンツを転送し得る
。いくつかの実施では、コンテンツデポットは、転送されたコンテンツのウィルススキャ
ンを追加的にし得る（５２０）。
【００３４】
　他の実施では、コンテンツデポットは、転送されたコンテンツを記録するとともに、ユ
ーザによる購入／選択に関して購入ユーザがコンテンツにアクセスできるようにし得る。
１つの実施形態では、ユーザは、コンテンツデポットにおいて利用できるコンテンツのあ
る種のタイプを“予約”するとともに、ユーザの予約に基づいて興味のあるコンテンツの
みを受信し得る。たとえば、購入しているユーザは、コンテンツデポットを使用するため
の一定の許可が与えられるとともに、それによって、一定のコンテンツ又は、一定のタイ
プのコンテンツのみへのアクセスが許可される。コンテンツデポットにおける一定の許可
を有することは、他の同様な許可を与えられたユーザのコンテンツとの交換を許可し得る
。ラジオコンテンツは、それ自体、コンテンツの配信に関してユーザが事前に選択したカ
テゴリに対して与えられたコンテンツへのアクセスとともに配信され得る。
【００３５】
　次いで、コンテンツデポットは、アップロードされたファイルを要求しているユーザへ
転送可能にし得る（５３０）。アップロードされたファイルを転送可能にすることは、た
とえば、コンテンツデポットメモリ内へファイルを置くことによって、ファイルをストリ
ームへ変換することによって、ファイルを利用可能にすることによって、又はファイルを
特定のアクセスレベルとともにカテゴリに割り当てることによって、実行され得る。
【００３６】
　ここで図６を参照すると、コンテンツを配信する方法６００が、示されている。前記方
法は、コンテンツデポット１１０などにおけるコンテンツの要求の受取によって開始する
（６１０）。要求している局の詳細とともに要求されたコンテンツを判定するために、要
求を評価することができる（たとえば、非ラジオデータを評価することができる）（６２
０）。要求されたコンテンツは、必要に応じて追加的に変更することができる（６３０）
。たとえば、コンテンツデポット１１０は、ヘッダ変換のような、要求されたコンテンツ
の必要な変換を実行し得る。いくつかの実施では、これらのヘッダ変換は、ユーザプロフ
ィールに含まれる構成に関して、又は要求している局の要求（たとえば、要求している局
の自動制御システム情報）を含む非ラジオコンテンツからの構成のいずれかに基づく。
【００３７】
　要求されたコンテンツに対してあらゆる必要な変更を施した後、転送に使用するため、
構成設定、通信プロトコル、及び／又はリンクに関しての判定がなされる（６４０）。た
とえば、コンテンツデポットは、要求している局のラジオ自動制御システムに関連するＣ
ＯＭポートの使用を判定し得る。構成情報は、要求により供給され、要求している局に関
係したプロフィールに記録されるとともに、転送の前に取り出される。前処理は、要求し
ている局において所望された時間枠内の希望のコンテンツを転送するために正しいヘッダ
の書き込みを含むことができる。
【００３８】
　図７は、発行するコンテンツの識別によって開始するとともに、選択者／購入者のコン
テンツの受信によって終了する、コンテンツを配信するための代表的な過程７００を図示
している。
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【００３９】
　発行するコンテンツは、たとえば、マーケター（７０５）によって識別される。次いで
、識別されたコンテンツは、中央配信ポイント（たとえば、コンテンツデポット）へ提供
される（７１０）。
【００４０】
　中央配信ポイントは、コンテンツを受信する（７１５）とともに、いくつかの実施では
、コンテンツのウィルススキャンを行う。いくつかの実施では、中央配信ポイントは、コ
ンテンツ提供者（たとえば、マーケター）にコンテンツを発行する許可を与えるかどうか
を判定する（７２０）。たとえば、コンテンツ提供者は、選択されたコンテンツに関連す
る実行データの中央配信ポイントへフィードバックを提供するように要求され得る（７３
０）。許可が与えられている場合、中央配信ポイントはコンテンツを発行する（７２５）
。
【００４１】
　発行されたコンテンツは、購入者／選択者によってアクセスされるとともに、取り出さ
れ得る（７３５）。たとえば、購入者は最初に中央配信ポイントへアクセスする。購入者
が、たとえば、ウェブポータルを介して、中央配信ポイントから許可を与えられている場
合、購入者は、アクセス可能で、かつ発行されたコンテンツを再検討し得る。次に、購入
者／選択者が受信するコンテンツを選択し得る（７４０）。購入者のコンテンツの選択の
受信に関して、中央配信ポイントは、受信するユーザに関連する構成情報に従ったコンテ
ンツの配信を含んで、コンテンツを要求しているユーザに配信し得る（７５０）。前記過
程は、購入者／選択者が選択したコンテンツを受信することで終了する（７５５）。
【００４２】
　本発明の実施形態を多数記載した。しかしながら、本発明の趣旨及び範囲を逸脱せずに
様々な変更がされ得ることは自明である。たとえば、ＣＯＭインターフェースを介した直
接システム接続の代わりに、ＩＰベースのネットワークを主に使用することができる。し
たがって、他の実施形態は、添付の特許請求の範囲に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】代表的な通信システム・アーキテクチャのブロック図である。
【図２】コンテンツデポット内のコンテンツを分離する代表的な構造を示した図である。
【図３】コンテンツを要求する代表的な方法を示した図である。
【図４ａ】コンテンツを構成する代表的な方法を示した図である。
【図４ｂ】マエストロ（Maestro）デジタル自動制御システムと連携した無線局へのコン
テンツ転送のための構成情報を指定する代表的なユーザインターフェースを示した図であ
る
【図４ｃ】ＳＳ３２デジタル自動制御システムと連携した無線局へのコンテンツ転送のた
めの構成情報を指定する代表的なユーザインターフェースを示した図である
【図５】コンテンツデポット内に含まれるコンテンツを管理するための代表的な方法を示
した図である。
【図６】コンテンツを配信する代表的な過程を示した図である。
【図７】コンテンツを配信する代表的な過程を示した図である。
【符号の説明】
【００４４】
　１０１　ネットワーク
　１０２　マーケター
　１０４　購入者／選択者
　１０６　ハブ
　１０８　無線局
　１１０　コンテンツデポット
　１１２　ウェブポータル
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　１１４　インターフェース
　１１６　ＣＯＭポート
　１１８　ネットワークインターフェース
　１５０　ラジオコンテンツ
　１６０　非ラジオコンテンツ
　１７０　リンク
　３００　コンテンツを要求する方法
　３０２　ログインするステップ
　３０４　情報を要求するステップ
　３０６　要求されたコンテンツを識別し、追加的に前処理を行うステップ
　３０８　コンテンツを転送するステップ
　４００　コンテンツ転送を構成する方法
　４１０　コンテンツにアクセスするステップ
　４２０　構成を定義するステップ
　４３０　希望されたコンテンツを配置するステップ
　４４０　選択を要求するステップ
　５００　コンテンツデポット内のコンテンツを管理する方法
　５１０　コンテンツを受信／識別するステップ
　５２０　ファイルのウィルススキャンを行うステップ
　５３０　要求している無線局に対してコンテンツを利用可能にするステップ
　６００　コンテンツを配信する過程
　６１０　コンテンツの要求を受信するステップ
　６２０　要求を評価するステップ
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