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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　画像又は音声キャンペーンを作成して電波受信機を有する装置に送出する方法であっ
て、
　管理ノードの機能を実行するためのサーバを含み前記装置より遠隔して配置された管理
ノードにて、複数のラジオ放送局から、時間スロットを含む電波放送に関連する情報であ
る特定の放送情報を受信するステップと、
　前記管理ノードにて、特定の放送情報以外の情報である非特定の放送情報を受信するス
テップと、
　前記管理ノードにて、非特定の放送情報の項目と時間スロットを含む特定の放送情報の
項目とを比較し一致した情報を取り込んで、少なくとも前記非特定の放送情報の一部を含
む前記画像又は音声キャンペーンを作成するステップと、
　前記特定の放送情報に従って、前記画像又は音声キャンペーンを、電波を利用して前記
装置に送出するために、ＲＦ送信機に送信するステップと
　を包含し、前記画像又は音声キャンペーンは、視覚的又は聴覚的に感知する画像又は音
声のデータを含み、前記管理ノードが作成し、前記ＲＦ送信機から前記電波受信機を有す
る装置に送出するものであることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記特定の放送情報が歌の題名とアーティストの名前を包含することを特徴とする請求
の範囲第１項記載の方法。
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【請求項３】
　前記非特定の放送情報が該アーティストによるコンサートの開催日付を包含することを
特徴とする請求の範囲第２項記載の方法。
【請求項４】
　前記特定の放送情報が株式報告のタイミングを包含することを特徴とする請求の範囲第
１項記載の方法。
【請求項５】
　前記非特定の放送情報が株式市況を包含することを特徴とする請求の範囲第４項記載の
方法。
【請求項６】
　前記画像又は音声キャンペーンが、前記特定の放送情報と前記非特定の放送情報との少
なくとも一部に基づく広告を包含することを特徴とする請求の範囲第１項記載の方法。
【請求項７】
　前記画像又は音声キャンペーンがさらにグラフィックスを含むことを特徴とする請求の
範囲第１項記載の方法。
【請求項８】
　前記画像又は音声キャンペーンを複数のＲＦ送信機に送出するステップをさらに包含す
ることを特徴とする請求の範囲第１項記載の方法。
【請求項９】
　前記画像又は音声キャンペーンの少なくとも一部が道路交通情報を包含し、また該道路
交通情報がナビゲーション・システムに送られることを特徴とする請求の範囲第１項記載
の方法。
【請求項１０】
　前記装置がテレマティックス機器を包含することを特徴とする請求の範囲第１項記載の
方法。
【請求項１１】
　前記装置がＲＤＳ機能が有効な受信機を包含することを特徴とする請求の範囲第１項記
載の方法。
【請求項１２】
　前記装置がＲＢＤＳ機能が有効な受信機を包含することを特徴とする請求の範囲第１項
記載の方法。
【請求項１３】
　前記装置がＤＡＲＣ機能が有効な受信機を包含することを特徴とする請求の範囲第１項
記載の方法。
【請求項１４】
　前記電波がＦＭ副搬送波帯域の周波数を有することを特徴とする請求の範囲第１項記載
の方法。
【請求項１５】
　前記装置に前記画像又は音声キャンペーンの少なくとも一部を表示するステップをさら
に包含することを特徴とする請求の範囲第１項記載の方法。
【請求項１６】
　前記表示するステップが前記画像又は音声キャンペーンの前記一部をスクロールするこ
とを特徴とする請求の範囲第１５項記載の方法。
【請求項１７】
　画像又は音声キャンペーンを作成し、該画像又は音声キャンペーンを、電波受信機を有
し管理ノードから遠隔した配置された装置に送出する管理ノードにおいて、
　　複数のラジオ放送局から、時間スロットを含む電波放送に関連する情報である特定の
放送情報を受信する手段と、
　　特定の放送情報以外の情報である非特定の放送情報の項目と時間スロットを含む特定
の放送情報の項目とを比較し一致した情報を取り込んで、前記画像又は音声キャンペーン
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を作成する手段と、
　　前記特定の放送情報に従って、前記画像又は音声キャンペーンを、副搬送波周波数を
有する電波を使用する装置に送信するためにＲＦ送信機に送出する手段と、
　を有し、前記画像又は音声キャンペーンは、視覚的又は聴覚的に感知する画像又は音声
のデータを含み、前記管理ノードが作成し、前記ＲＦ送信機から前記電波受信機を有する
装置に送出するものである管理ノード。
【請求項１８】
　前記特定の放送情報が、前記ラジオ放送局の信号到達範囲に関連する地理的な領域を包
含することを特徴とする請求の範囲第１７項記載の管理ノード。
【請求項１９】
　前記特定の放送情報が利用可能な帯域を包含することを特徴とする請求の範囲第１７項
記載の管理ノード。
【請求項２０】
　前記非特定の放送情報が広告を包含することを特徴とする請求の範囲第１７項記載の管
理ノード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線周波通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線信号によるデータ伝送は、信号の到達範囲内に位置する各種装置への効果的な通信
方法である。データ（内容を含む）の広告主または他の供給者は、無線周波搬送波の種類
（例えば、周波数変調方式副搬送波、振幅変調方式副搬送波、携帯電話方式）、放送局（
例えば、米国南カリフォルニアのラジオ放送局ＫＩＩＳ　ＦＭ)、および／または対象と
なる視聴者の地理的な位置に基づいて、データが放送されることになる周波数（例えば、
ＲＢＤＳ（Ｒａｄｉｏ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ　Ｄａｔａ　Ｓｅｒｖｉｃｅ／ラジオ
放送・データサービス）の１０２．７ＭＨｚ（副搬送波 ５７ｋＨｚ））を事前に選択す
ることがある。その特定の周波数を選択する根拠は、対象となる視聴者の間でのその周波
数の人気、そのスペクトル可用度、信号を受信することになるその種類または装置であり
、より重要なことは、その信号が対象となる視聴者をカバーする（すなわち、視聴者に達
する)かどうかである。
【０００３】
　対象となる視聴者をカバーすることが不可欠であると考えられが、ＲＦ通信（無線周波
通信）の多くのアプリケーションは、比較的狭い地理的な領域内に存在する視聴者を対象
とすることが多いので、カバーする範囲が問題とならないことがしばしばである。例えば
、事前に選択された周波数によって、音楽、またはニュースをすべての領域のオフィスビ
ルに放送するのが普通である。周波数の事前選択や、受信機のその周波数への同調作業は
比較的簡単な処理である。比較的狭い領域内でのＲＦ通信の別の例は、事前に選択された
周波数によって放送される信号を受信するよう設定される無線操縦自動車である。さらに
別の例は、Ｌｏｗｅほかによる米国特許第６２９８２１８号（２００１年１０月出願）に
開示されている。米国特許第６２９８２１８号の対象は、伝送装置から０．６ｍ～０．９
ｍ程度（２フィート～３フィート）内にいる視聴者である。このような環境としては、ユ
ーザ装置が送信機を有する特定のジム設備との近さによって異なる周波数で異なる放送内
容を受信するアスレチック・クラブが良い例である。さらに、比較的狭い領域にいる視聴
者を対象とするそれらのアプリケーションは、周波数と放送局を事前選択する方法にうま
く適合するのが通常である。カバー範囲は１つの論点となるが、対象となる視聴者が１つ
以上の周波数、放送局および／または帯域幅を含む領域に広がっているとき複雑化する。
複雑になる原因の一部は、対象となるすべての視聴者をカバーするために多数の、恐らく
数百、または数千の周波数と放送局を事前に選択しなければならないからである。したが
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って、広い範囲に広がる視聴者を対象とするときは、周波数の事前選択は、極端にやっか
いな問題となる。
【０００４】
　Ｍａｒｔｉｎｅｚによる米国特許第４５１７５６２号（１９８５年５月出願）には、い
くつかの放送局を同時に使う必要性が開示されている。しかしながら、米国特許第４５１
７５６２号は、広範な領域にわたる通信のスケジューリングおよび調整の困難さに関連す
る問題を依然として解決していない、または認識さえしていない。これらの問題は、利用
可能なＲＦスペクトルと、恐らくは、データ供給者とデータ受信者との間の距離とに関す
る競争から一層悪化している。
【０００５】
　無線信号を使用して比較的広い領域にわたって広がっていることがある装置と通信する
ことに役立つシステムと方法が必要とされている。
【０００６】
　本出願は、特許文献１と２の利益を主張し、それらの特許出願の開示内容は本明細書中
において参考として援用する。
【特許文献１】米国暫定特許出願６０／３５１９３５
【特許文献２】ＰＣＴ国際特許出願ＰＣＴ／ＵＳ０２／０４７６９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、画像／音声の無線周波キャンペーンを作成し、送出するシステムと方法を含
む。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　管理ノードは、特定の放送情報と非特定の放送情報を受信し、管理ノードは、好ましく
は副搬送波周波数を利用して遠隔装置に送出される画像／音声キャンペーン作成の一環と
して非特定の放送情報の少なくとも１つの項目と、特定の放送情報の1つの項目とをマッ
チングさせる。
【０００９】
　別の態様では、画像／音声キャンペーンを作成し電波受信機を有する装置に送出するシ
ステムが含まれ、管理ノードが、複数のラジオ放送局から特定の放送情報を受信し、特定
の放送情報および非特定の放送情報の１つの機能として画像／音声キャンペーンを自動的
に作成して、副搬送波周波数を有する電波を使用する装置に画像／音声キャンペーンを送
出するようにプログラムされている。
【００１０】
　さらに別の態様では、画像／音声キャンペーンを遠隔装置から要求する情報利用ユーザ
の視野内に表示領域を有する遠隔装置を包含するシステムが含まれる。特定の放送情報の
項目、および非特定の放送情報の項目のいずれか１つの項目、または両項目に基づいて、
複数のラジオ放送局は、特定の放送情報に対する要求に対応し、管理ノードは、画像／音
声キャンペーンに対する要求に対応する。その画像／音声キャンペーンは、副搬送波周波
数を利用して遠隔装置に放送される。
【００１１】
　理解すべきは、本発明の主題内容が、画像キャンペーンをカー・ステレオシステムに供
給するのに特に役に立つことである。
【００１２】
　本発明の様々な目的、特徴、態様、および利点は、同様の参照符号が同様の構成部品を
表す添付の図面とともに、以下に詳細に記述される本発明の好ましい実施形態によってよ
り明らかにされるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
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　まず図１を参照すると、従来技術のシステム１００は、放送局１１０、様々な種類の情
報１２０～１６０、ラジオ１７０を含む。ラジオ放送局は、株式市況１２０、ヘッドライ
ン・ニュース１３０、道路交通情報１４０、スポーツ試合得点情報１５０、天気情報１６
０といった表現形式で画像情報をラジオ１７０に送出することが知られている。
【００１４】
　図２において、一般に、システム２００は、特定の放送情報２１５を管理ノード２２０
に送出する複数のラジオ放送局２１０を含む。また、管理ノードは、株式市況２３０、ヘ
ッドライン・ニュース２４０、道路交通情報２５０、広告２６０、スポーツ試合得点情報
２７０、天気情報２８０などの非特定の放送情報を受信することがある。
【００１５】
　特定、および非特定の放送情報は、ＲＦ送信機２９０に送出され、続いてカー・ラジオ
や移動式テレマティックス装置などの機器２９５に放送される画像キャンペーン(図示せ
ず)の一部である。
【００１６】
　本明細書の定義においては、画像／音声キャンペーンは、人間の目が光として（視覚的
に）感知できる、または人間の耳が音として検知できる情報(すなわち、データ)を含む。
画像／音声キャンペーンは、電子的に記憶されているグラフィックス、音声、テキスト、
シンボル、絵、およびイメージを含むことがある。したがって、 画像／音声情報は、一
時的に光として、または音として感知されにくいことがある。したがって、電波上を伝達
されるデータが現状では目または耳で識別できないものであっても、そのデータは画像／
音声キャンペーンの一部であることがある。画像／音声キャンペーンは、内容データと、
送出時間、放送周波数、ＲＦ送信機位置などのスケジューリングに関連するデータを通常
含む。さらに、画像／音声キャンペーンは、ＲＤＳ（Ｒａｄｉｏ　Ｄａｔａ　Ｓｅｒｖｉ
ｃｅ／ラジオ・データサービス）、 ＲＢＤＳ 、およびＤＡＲＣ（Ｄａｔａ　Ｒａｄｉｏ
　Ｃｈａｎｎｅｌ／データラジオチャネル）などの既知の技術に準拠するようフォーマッ
トされることがあり、その結果、画像キャンペーンは、以下のフィールドに対応するデー
タを含むことがある。それらのフィールドは、プログラム識別（ＰＩ）名、プログラム・
サービス（ＰＳ）名、自動周波数スイッチ（ＡＦ）リスト、トラフィック・プログラム（
ＴＰ）識別名、トラフィック通知（ＴＡ）信号、プログラム・タイプ名（ＰＴＹＮ）、ラ
ジオ・テキスト（ＲＴ）、トラフィック・メッセージ・チャネル（ＴＭＣ）、およびプロ
グラム・タイプ（ＰＴＹ）である。画像／音声キャンペーンは、特定および非特定の放送
情報の少なくとも１つの項目を含むことがあるが、強調されるべきは、それが要求事項で
はないことである。このようにして、画像／音声キャンペーンの主題が、いかなる特定の
放送情報も含まない広告であることがある。
【００１７】
　一般に、ラジオ放送局２１０は、電波によって情報を一般的なラジオ、および他の装置
に送信する事業主体(例えば、ＫＩＩＳ　ＦＭ、米国ロスアンジェルスのラジオ放送局Ｋ
ＢｌＧ、米国ニューヨークのラジオ放送局ＷＮＥＷなど)である。しかしながら、ラジオ
放送局の概念については、ラジオ放送局が特定の放送情報２１５を管理ノード２２０に送
ることができるのであれば、ほかに何ら制限はないということを理解すべきである。
【００１８】
　特定の放送情報２１５は、電波情報の放送に関連する情報である。例えば、特定の放送
情報は、プレイ・リスト（例えば、歌の名前および内容、ならびに歌が演奏されるであろ
う合算回数および日付）、プログラム情報（例えば、プログラム、セグメント、またはス
ポットの名前または内容、ならびに放送の合算回と日付）、利用可能なスペクトル（例え
ば、利用可能な画像キャンペーンの送出頻度）、広告タイム・スロット、広告内容、ラジ
オ放送局の送信機の物理的な位置、および、ラジオ放送局の放送受信可能範囲を含む。好
ましくは、特定の放送情報２１５は、インターネットを経由して管理ノード２２０に送ら
れるが、米国メールなどの非電子モードを含む他のパスおよび転送モードも適切であるこ
とがある。
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【００１９】
　非特定の放送情報２３０～２８０は、管理ノードが受信した、特定の放送情報ではない
情報として否定的に定義される。非特定の放送情報は、ソース(図示せず)と管理ノード２
２０との間の通信の結果、システムに入ることが好都合である。そして、この通信は、多
分ディジタルデータのインターネット上での非同期通信である。非特定の放送情報の多く
は、ＡＰ、ＵＰＩなどの通信社から供給されるが、しかしながら、非特定の放送情報のソ
ースは、発明全体の概念を制限するものではないと考えられる。
【００２０】
　一般に、管理ノード２２０は、好ましくは、ウエブ基盤（すなわち、インターネットと
結合される）であり、集中型配置されるが、分散配置されることもある複数のサーバを含
む。ＲＡＩＤ（Ｒｅｄｕｎｄａｎｔ　Ａｒｒａｙ　ｏｆ　Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　［Ｉ
ｎｅｘｐｅｎｓｉｖｅ］　Ｄｉｓｋｓ）（ディスク・アレー装置）ドライブを含むサーバ
は、地理的に分散配置されて、ミラーリングして使用されることがある。
【００２１】
　装置が管理ノード２２０として分類されるかどうかは、機能によって決まる。管理ノー
ド２２０の主な機能は、画像キャンペーンの送出時期の決定、周波数の選択、ＲＦ送信機
の選択、適切なプロトコルと技術に準拠するデータのコード化、対象となる装置の明示（
例えば、通し番号、ロット番号、位置、人口統計情報、サイコグラフィックスに関連する
情報、メタデータ・パラメタによって）、フィードバック・ループによる実際のＲＦ信号
送出の確認と監査(第３者の監査を含む) 、詳細報告の提示、可用度または他の評価基準
（例えば、オークション）に基づく動的な価格設定、第三者のソフトウェア統合用のアプ
リケーションの結合、および、加入者(ソース)と消費者(遠隔装置のユーザ)のウェブ・イ
ンタフェースの維持である。また、管理ノード２２０は、マーケット・リーダー（例えば
、電子機器回路の販売や、ＲＦ信号の放送における)との提携、ならびにラジオ放送局か
らの特定、および非特定の放送情報の受信、維持、および適合を担当する。放送のスケジ
ューリングと周波数の選択は、管理ノード２２０の機能であるので、放送のスケジューリ
ングおよび周波数の選択を行う装置は、位置などの他の要素にかかわらず、定義により管
理ノードである。例えば、地方の放送局において周波数を選択する装置は、管理ノード２
２０である。
【００２２】
　好ましくは、ＲＦ送信機２９０は、特定の放送情報２１５を管理ノード２２０に送信し
たラジオ放送局２１０によって動作する。他のそれほど好ましくはない実施形態では、Ｒ
Ｆ送信機はラジオ放送局から独立していることがあり、また、画像キャンペーンを送信し
、必要に応じてコード化するためだけにＲＦ送信機を採用することがある。画像／音声キ
ャンペーンは、管理ノード２２０、またはＲＦ送信機を含む他のいくつかの事業主体によ
ってラジオ放送のためにコード化されることがある。そのような送信機では、ＡＭ放送帯
域、ＦＭ放送帯域、テレビ放送帯域（北米地域のテレビ方式ＮＴＳＣおよびＤＴＶ、他の
いくつかの国におけるテレビ方式ＰＡＬおよびＤＶＢ）、セルラ方式無線通信帯域／ＰＣ
Ｓ（米国版移動通信システムＰｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ）帯域および衛星放送帯域のいずれかによって無線信号を放送することができると考
えられる。したがって、主副の両搬送波チャネルを利用してデータを送信することが予想
される。
【００２３】
　好ましい装置２９５は、ＲＢＤＳ、ＲＤＳ、および／またはＤＡＲＣの各機能が有効な
カー・ステレオである。また、上述の装置は、電波によって放送される画像／音声キャン
ペーンの受信が可能であれば他の適切な技術によっても可能であることがある。カー・ス
テレオのほかに考えられる装置を非包括的なリストとして以下に示すと、移動式テレマテ
ィックス機器、携帯情報端末（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｃ
ｅ）、携帯電話、衛星利用測位システム（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ）、公共交通機関のディスプレイ、歩行者専用の商店街のディスプレイ(例えば
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、キオスクの)、空港のディスプレイ、娯楽場のディスプレイ、スポーツ・イベント時の
ディスプレイ、街路の家具(例えば、バス停のベンチ)、テレビゲーム、テレビ受像機、お
よび携帯型音響機器（例えば、ウォークマン（登録商標）、ＭＰ３プレーヤー)となる。
【００２４】
　装置２９５に関しては、一般的には、ディスプレイ（図示せず）を装置２９５に結合す
ると考えられる。ディスプレイの１つの例は、ラジオの前面にある液晶表示装置である。
本明細書では、ディスプレイのサイズは１つの制限項目とは考えられていないが、しかし
ながら、好まれるディスプレイのサイズは、高さ約１．３ｃｍ（０．５インチ）長さ約５
．１ｃｍ（２インチ）にすぎない。また、ディスプレイに表示される情報（すなわち、画
像／音声キャンペーン）を表示画面上でスクロールしたり、またはページ単位で表示・移
動したりすることがある。さらに考えられることは、画像／音声キャンペーンを利用して
衛星利用測位システム、または他の補足システムを得ることである。道路交通情報を含む
画像／音声キャンペーンを考察されたい。道路交通情報を検討して回り道を計画すること
のできる衛星利用測位システムを得るために、必要に応じて道路交通情報を使用すること
がある。この概念を拡張すると、道路閉鎖に関連する輸送部の情報が含まれることとなる
。
【００２５】
　好ましいと分類される実施形態では、ユーザは、画像／音声キャンペーンおよび／また
はその部分、部分を記憶する選択もできる。この記憶操作の選択を、ステアリング・ホイ
ール上にあるボタンを押すことによって、または「記憶」という音声コマンドなどの他の
適切な方法によって実現することがある。この機能は、キャンペーン情報を保持しておき
たい自動車のドライバーには特に役に立つ。
【００２６】
　装置２９５は、ボタン、または画像／音声キャンペーンの受信機能を有効／無効にする
他の方法を有することがある。さらに画像／音声キャンペーンの主題が、前払い金を要求
する購読予約申し込みであることがある。また、アクセス・パラメタ（図示せず）を使用
して、装置２９５が放送通信情報を受信するかどうかを制御することがある。アクセス・
パラメタを利用する実施形態では、ユーザは、一般に遠隔装置内にあるアクセス・パラメ
タの設定要求をユーザが提出することがある。そのような要求は、通常管理ノード２２０
に提出される。したがって、放送通信情報には、遠隔装置２９５固有の識別子（例えば、
通し番号、ＶＩＮ）が含まれることがある。また、遠隔装置２９５は、アクセス・パラメ
タ値の関数として通信情報を受信することがある。本例では、単一の遠隔装置を対象とし
ているが、いかなる要求もアクセス・パラメタが単一の遠隔装置のみによって機能するこ
とを暗示するべきではない。そして、実際には、通信情報は、いろいろな通し番号、また
はロット番号を対象とすることがある。
【００２７】
　別の態様によれば、通信が成功する確率を大きくするために重複しうる放送が含まれる
。例えば、単一の装置が、１つ以上のＲＦ送信機２９５の到達範囲内にあり、したがって
、到達範囲内にある送信機各々が、「重複」送信を行うことがある。これは、１つの送信
機２９５が不調になるか、または干渉の問題が生じたとき、特に役立つことがある。
【００２８】
　確認サーバ２９８がＲＦ通信を確認する情報を探知することがあり、その情報には、装
置がＲＦデータを受信したことに対応した他の有益な情報とともに、受信通知、受信日付
および時間が含まれることがある。通信できないということは、遠隔装置が作動していな
いか、または、地理的にＲＦ送信機の信号到達範囲内にもはや位置していないことを意味
していることがある。
【００２９】
　図２は、特定の例を参照すると容易に理解されることがある。南カリフォルニアのラジ
オ放送局であるＫＩＩＳは、プレイ・リストを管理ノードに送る。そのプレイ・リストに
は、Ｂｒｉｔｔａｎｙ　Ｓｐｅａｒｓの歌が含まれている。管理ノードは、文字列「Ｂｒ



(8) JP 4150677 B2 2008.9.17

10

20

30

40

ｉｔｔａｎｙ　Ｓｐｅａｒｓ」と非特定の放送情報とを比較する。コンサート開催の日付
を含むファイル内の１つの項目と多分マッチングする。管理ノードは、マッチングした情
報を取り込んで、「６月２２日にＳｔａｐｌｅｓでＢｒｉｔｔａｎｙ　Ｓｐｅａｒｓに会
いましょう」というメッセージを含む画像／音声キャンペーンを作る。このメッセージは
、管理ノードが作成する送出スケジュールに従って複数のＲＦ送信機に送出される画像キ
ャンペーンの一部になる。ＲＦ送信機は、キャンペーンを副搬送波周波数を利用して装置
に送出する。別の実施形態では、画像／音声キャンペーンが、「やあ、こんにちは。Ｂｒ
ｉｔｔａｎｙです。私の歌を聴いてくれてありがとう。」という可聴データを含むことが
ある。
【００３０】
　別の例では、Ｂｒｉｔｔａｎｙの車のドライバーは、ダッシュボード内に取り付けられ
たステレオのＲＢＤＳ機能を有効にしている。ラジオ放送局は、特定の放送情報に対する
要求に応じて、そのような情報を管理ノードに送る。本例では、ラジオ放送局Ａが、以下
の特定の放送情報「株式レポート午前１０時３０分」を送ることがあり、また、ラジオ放
送局Ｂが、以下の特定の放送情報「株式レポート午前１１時」を送ることがある。特定の
放送情報を使用して、管理ノードが、「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　ｕｐ　６　ｐｏｉｎｔｓ.
」という非特定の放送情報とマッチングすることがある。次に、管理ノードは画像／音声
キャンペーンを作成することがあり、そのキャンペーンでは、放送局Ａに同調をとった装
置には午前１０時３０分に、また、放送局Ｂに同調をとった装置には午前１１時に「Ｍｉ
ｃｒｏｓｏｆｔ　ｕｐ　６」というメッセージが表示される。画像／音声キャンペーンの
送信には、副搬送波周波数を利用することがあり、望ましくは、情報が一次周波数で放送
されている間に該送信が行われるであろう。
【００３１】
　このように、無線周波通信のダイナミック生成、選択、およびスケジューリングに関す
る特定の実施形態とアプリケーションが開示された。しかしながら、本明細書内の本発明
の趣旨から逸れることなく上述の変更のほかにさらに多くの変更が可能であることは当業
者にとっては明らかである。したがって、本発明の主題内容は、添付の請求項の趣旨のみ
に制限される。さらに、仕様と請求項両者の解釈にあたっては、すべての用語を文脈とマ
ッチングする範囲で出来るだけ広く解釈するべきである。特に、「含む」および「含んで
いる」という用語は、素子、構成部品、またはステップを参照して非排他的に、参照され
た素子、構成部品、またはステップが、明白には参照されていない他の素子、構成部品、
またはステップとともに存在する、利用される、または組み合わされることを示すように
解釈されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】画像データをラジオに送出する従来技術によるシステムの概要を示す図である。
【図２】管理ノードが特定および非特定の放送情報を受信する実施形態の概要を示す図で
ある。
【符号の説明】
【００３３】
２２０　管理ノード
２９０　副搬送波周波数
２９５　カー・ラジオ
２００　システム
２３０　株式市況
２１５　特定の放送情報
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