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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両通信システムであって、
　車両の中の制御装置と、
　データネットワークアクセスを有するモバイル通信デバイスであって、前記データネッ
トワークを介して受信する情報が前記モバイル通信デバイスで処理及び表示される独立モ
ードと、情報が前記データネットワークと前記モバイル通信デバイスとを介して受信され
前記制御装置によって処理される没入モードとを有し、前記制御装置に対する前記モバイ
ル通信デバイスの近接に基づき独立モードから没入モードへ自動的に切り替わるモバイル
通信デバイスと、
　前記モバイル通信デバイスに対応するユーザプロファイルとを備え、
　前記制御装置は前記ユーザプロファイルに基づき前記情報を処理し、前記制御装置は前
記ユーザプロファイルに対応する前記モバイル通信デバイスの識別に基づき前記ユーザプ
ロファイルを選択し、前記制御装置は前記ユーザプロファイルに基づき前記ユーザへ前記
情報を提示すべきときを判断し、
　前記情報を提示すべきときは、前記車両が所定の地域内にいるとき、又は前記車両の中
に前記ユーザ以外の他の乗員がいないときを含む、車両通信システム。
【請求項２】
　前記モバイル通信デバイスは、前記モバイル通信デバイスと前記制御装置との間の通信
の成立に基づきモードを切り替える、請求項１に記載のシステム。
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【請求項３】
　前記モバイル通信デバイスは、前記制御装置と前記モバイル通信デバイスのうち一方が
前記制御装置と前記モバイル通信デバイスのうち他方の存在を検出することに基づきモー
ドを切り替える、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記情報は複数のｅメールを含み、前記制御装置は前記複数のｅメールの中にあるテキ
ストを可聴スピーチに変換し、且つ前記可聴スピーチを前記車両の中で再生する、請求項
１に記載のシステム。
【請求項５】
　ユーザから音声コマンドを受け取るマイクロフォンをさらに含み、前記制御装置は前記
音声コマンドを処理し、且つ前記音声コマンドに基づき前記可聴スピーチを再生する、請
求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記情報は複数のｅメールを含み、該複数のｅメールのうちいくつかは、前記ユーザプ
ロファイルに基づき前記ユーザへ提示される、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記ユーザプロファイルは、前記制御装置が前記複数のｅメールの一部を前記ユーザへ
提示せずこれに自動的に返答するにあたって依拠する基準を含む、請求項６に記載のシス
テム。
【請求項８】
　前記ユーザプロファイルを含む複数のプロファイルは、インターネットを介してアクセ
スできるサーバに格納され、前記ユーザプロファイルは、ユーザによってインターネット
を介しサーバにて修正でき、前記制御装置は、前記モバイル通信デバイスの前記データネ
ットワークアクセスを通じて前記サーバから前記ユーザプロファイルをダウンロードする
、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記モバイル通信デバイスはまた、音声ネットワークアクセスを有し、没入通信モード
にある前記モバイル通信デバイスによって取り扱われる音声呼は、前記制御装置を介して
接続された少なくとも１つのスピーカーを通じて再生される、請求項１に記載のシステム
。
【請求項１０】
　車両の中で通信する、前記車両の中の制御装置によって実行される方法であって、
　ａ）前記車両の中でモバイルデバイスの存在を判断するステップと、
　ｂ）前記モバイルデバイスを介して前記車両の中へｅメールをダウンロードするステッ
プと、
　ｃ）前記ステップａ）に基づき、前記ｅメールのテキストをスピーチに変換し、前記モ
バイルデバイスに対応するユーザプロファイルに基づいて所定のときにユーザのため前記
スピーチを聞こえるように再生するステップと
　を含み、
　前記所定のときは、前記車両が所定の地域内にいるとき、又は前記車両の中に他の乗員
がいないときを含む、方法。
【請求項１１】
　前記モバイルデバイスに対応する前記ユーザプロファイルに基づき前記ステップｃ）を
遂行するか否かを判断するステップをさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ステップａ）に基づき独立モードから没入通信モードへ前記モバイルデバイスを切
り替えるステップをさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本願は、２００５年６月１３日に提出された米国仮出願第６０／６８９，９５９号、２
００５年１０月２５日に提出された同第６０／７２９，９０５号、２００５年１１月１０
日に提出された同第６０／７３６，１０２号、２００６年１月３１日に提出された同第６
０／７６３，６６０号、２００６年２月２８日に提出された同第６０／７７７，４２４号
、及び２００６年５月２６日に提出された同第６０／８０３，３２９号に対し優先権を主
張するものである。
【背景技術】
【０００２】
　本発明は、車両の中で情報を管理し通信するシステムに関する。より具体的に、本発明
は、電話呼、ｅメール、テキストメッセージング、及びモバイルデバイスのその他機能の
ハンズフリー（ｈａｎｄｓ－ｆｒｅｅ）使用を提供するため携帯電話機、ＰＤＡ、または
その他モバイルデバイスと一体化するシステムに関する。
【０００３】
　ｅメール、インスタントメッセージング、及びその他オンラインメディアを用いて重要
情報を交換することは、今日の接続されたライフスタイルとビジネス環境の中で成功する
上で不可欠である。私たちは、重要なｅメール、タイムリーな更新、そして適切な意思決
定にあたってコンスタントな接続に依存している。残念ながら、このオンライン情報を運
転中にモバイルデバイスや可視画面で管理することは極めて困難であり危険である。
【０００４】
　これらの安全上の危険に対処するため、多くの州は、車の中にいるときに携帯電話機を
はじめとするモバイルデバイスの使用を制限する法律を施行している。これを踏まえ、携
帯電話機のためのハンズフリーデバイスの人気が増している。ただしそれでも多くのユー
ザは、運転と自身の無線デバイスの操作を試みながら注意が散漫になっている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　車両の中にいるときに様々な情報を安全に管理し通信するための処置が求められている
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、運転体験を向上させつつ、重要オンライン情報を管理するための便利で安全
なハンズフリーインターフェイスを提供することにより、このニーズに対処する。ハンド
ヘルド（ｈａｎｄｈｅｌｄ）デバイスにぎこちなく手を伸ばし、道路から目をそらして新
しいｅメールを読むのではなく、本発明は車両に間断なく一体化し、重要情報を運転手に
向けて直に読み上げる。音声方式のインターフェイスは、運転手が道路に傾注することを
可能にしつつ、あらゆるコミュニケーションニーズに対し統一的アクセスを提供する。
【０００７】
　本発明は、モバイルデバイス及び車両ハンズフリーオーディオシステムまたはヘッドセ
ットと直に無線交信する小型デバイスを提供し、運転手がｅメールを聞き管理すること、
電話を通じてｅメールに速やかに応答すること、ＳＭＳメッセージを作成すること、そし
て電話に出ることと折り返し電話をかけることとを可能にする。運転手はこれに話しかけ
これを聞くことができ、車両の運転と操縦に集中し続けることができる。内蔵インテリジ
ェントインフォメーションマネージャは、最も重要なメッセージだけが最初に聞こえるよ
うにするため着信情報を解析し優先順位を付ける一方で、適切な応答を自動的に組み立て
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図１には、車両８に実装された通信システム１０が示されている。システム１０は、好
ましくはダッシュボードの下やグローブボックスの中等、車両８内の目立たない場所に載
置される、デバイス制御装置１１を含む。制御装置１１は、携帯電話機、ＰＤＡ、または



(4) JP 5140580 B2 2013.2.6

10

20

30

40

50

その他モバイルデバイス１２と無線で通信するため、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（ＩＥＥＥ　８
０２．１５．１）または他の何らかの無線規格を通じて無線通信をサポートする。データ
１３はどれも送信に先駆け暗号化される。制御装置１１のオーディオ出力は、車両のカー
ステレオ１６へ無線１４で送信されるか、または直接有線接続１５を通じて送信される。
制御装置１１のためのオーディオ入力は、直に接続されたマイクロフォン１７を通じて、
既存の車両ハンズフリーシステムを通じて、またはモバイルデバイス１２へ接続されたヘ
ッドセット１８を通じて、得られる。
【０００９】
　制御装置１１は、電力のため車両のバッテリー１９へ接続する。自宅または職場での使
用にあたってはＡＣアダプタを利用できる。別の車両でのポータブル使用にあたっては、
電力のためシガレットライターアクセサリーソケットにオプションの「Ｙ」またはパスス
ルーケーブルを差し込むことができる。
【００１０】
　制御装置１１は、運転手が新規または交換リモコンを登録すること、デバイスと新規モ
バイルデバイス１２とを組み合わせて対にすること、そして全ての選好設定（ｐｒｅｆｅ
ｒｅｎｃｅ）を解消してデバイスをこれの工場出荷時デフォルト設定へ戻すことを可能に
する、陥没したボタン２０を収容する。制御装置１１はまた、電力及びシステムの健全性
、車両の接続ステータス及び活動、モバイルデバイスの接続ステータス及び活動、そして
情報アクセス及び一般的ステータスを表示する、４つのステータスライト２１一式を有す
る。
【００１１】
　一例において、制御装置１１とモバイルデバイス１２は、ユーザが、そしてユーザの対
応するモバイルデバイス１２が、車両に接近していることを、または車両に入ったことを
、認識する。これは、例えばデバイスと車両とのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ組み合わせ（ｐａｉ
ｒｉｎｇ）により、または同様の無線通信開始プロトコルにより、達成することができる
。ハンドヘルドデバイス１２はこの範囲内で、これの平常の独立作動モードから、制御装
置１１を通じて作動する没入通信モードへ変化する。後ほどより詳しく説明するとおり、
このモードはとりわけ、ユーザが、車両のサウンドシステム１６を通じて再生される、ま
たはモバイルデバイス１２のサウンドシステムが、例えばヘッドフォン１８が、装備され
る場合にこれを通じて再生される、自身のｅメールを聞くことを可能にする。車両８の中
にある、またはモバイルデバイス１２上にある、マイクロフォン１７は、ユーザが発する
音声コマンドを検出する。よってユーザはモバイルデバイス１２でモードを変更する必要
がなく、代わりに制御装置１１と対応するモバイルデバイス１２とが車両８のすぐ近くに
ユーザがいることを認識し、相応にモードを調整する。
【００１２】
　車両近接に基づいてモードを調整することに加え、システム１０はパブリックモードと
プライベートモードとの間で調整を行うことができる。例えば上述したとおり、システム
の没入通信モードは通例、ユーザが車両８のすぐ近くにいるときに成立する。この没入通
信モードはパブリック設定とプライベート設定とを有することができる。パブリック設定
は、モバイルデバイス１２に対応するヘッドフォン１８でｅメールを再生する。かかる設
定は、ユーザが車両８の他の乗員に迷惑をかけるのを防ぐ。プライベート設定は車両サウ
ンドシステム１６でｅメールを再生し、通常ならばユーザが車両８の唯一の乗員である場
合に使用される。
【００１３】
　勿論、かかるシステム設定は、ユーザと、これのユーザプロファイルにある特定の選好
設定とによって調整できる。例えばユーザは、モバイルデバイス１２とユーザが車両８か
ら一定の距離内にあるときに没入通信モードへ切り替わることを選好するかもしれないが
、別のユーザは、モバイルデバイス１２とユーザが車両８に入ったときにだけモードを切
り替えるかもしれない。さらにユーザは、たとえ車両８の中に他の乗員がいる場合でも、
制御装置１１と対応するデバイス１２とをパブリックモードで操作することを所望するか
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もしれない。
【００１４】
　同様に、システム１０はユーザが車両８を離れることを認識し、モバイルデバイス１２
は独立（平常）モードに戻る。モバイルデバイス１２はまた、（ＧＰＳまたはその他の情
報に基づき）ユーザが車両８を離れるときの車両の位置を記録できる。したがってユーザ
は後ほど、デバイスにて、またはシステム上の他所にて、車両の位置を思い出すことがで
き、これは車両８を見つけるにあたってユーザの役に立つ。
【００１５】
　デバイスは複数のＵＳＢポート２２を有する。運転手が選好設定、設定、オフラインメ
モ及び筆記を標準ＵＳＢフラッシュドライブに格納すること、将来の拡張、アップグレー
ド、及びアドオン機能を許すこと、そして高速インターネットアクセスのためイーサネッ
トドングルを接続する機能を提供する標準ＵＳＢポートがある。加えて、制御装置１１は
上述した機能に加え、標準ケーブルによってノートブックコンピュータのＵＳＢポートへ
直に接続することにより（つまり、ちょうどポータブルカメラまたはＧＰＳ装置をコンピ
ュータへ直に接続するように）、ＵＳＢ　２．０「オン・ザ・ゴー（ｏｎ－ｔｈｅ－ｇｏ
）」機能を提供する二重目的ＵＳＢ　２．０ポートを有する。
【００１６】
　制御装置１１のポートはこの他に、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈサポートがないカーステレオへ
接続するための１／８インチオーディオジャック２３と、ハンズフリー通話のため外部上
質マイクロフォンをサポートするための１／８インチマイクロフォンジャック２４と、車
両から離れた場所で、またはＢｌｕｅｔｏｏｔｈサポートがない車両の中で、使用する１
／８インチステレオヘッドセットジャック２５とを含む。
【００１７】
　システム１０はまた、制御装置１１とやり取りするためオプションのリモコン装置２６
を含む。このリモコン装置は、一般的な車両のための遠隔キーレスエントリーリモコンの
それと同様のリチウムバッテリーを内蔵する。
【００１８】
　セキュリティとプライバシーを提供するため、デバイスは認証と暗号化の両方を使用す
る。セキュリティをさらに高めるため、音声方式の生体認証を使用することもできる。
【００１９】
　運転手は、自身のデバイス設定を自身の設定プロファイル３０に格納する。このプロフ
ァイル３０は、インターネットサーバ２７上のデータベースに格納できる。制御装置１１
は、インターネットを介して運転手のプロファイル３０をダウンロードするため、運転手
のモバイルデバイス１２から提供されるインターネットアクセスを利用する。制御装置１
１はまた、サーバ２７から該当するプロファイル３０を引き出すため、モバイルデバイス
１２からの組み合わせ情報を使用する。制御装置１１は、もしプロファイル３０がダウン
ロード済みなら、サーバ２７で変更と更新とをチェックするだけでよい。サーバ２７の各
プロファイル３０は、制御装置１１が運転手へのコンテンツ配信について決定を下すにあ
たって使用する１組のルールを収容する。運転手は、ウェブ方式インターフェイス２８を
使用しながらインターネットを通じて、または対応するモバイルデバイス１２から直にア
クセスできる簡素なインターフェイスを通じて、インターネットサーバ２７にある自身の
プロファイル３０にアクセスでき、これを修正できる。代わりに、プロファイル３０は常
に専ら制御装置１１で格納及び修正され、モバイルデバイス１２を通じて、及び／または
ラップトップまたはデスクトップコンピュータへのＵＳＢ接続を通じて、アクセスできる
。
【００２０】
　図２に示すとおり、制御装置１１は、テキスト処理モジュール３４と、車両通信モジュ
ール３６と、スピーチ認識モジュール３８と、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（またはその他の無線
通信）モジュール４０と、モバイルデバイス通信モジュール４２と、テキスト－スピーチ
モジュール（ｔｅｘｔ－ｔｏ－ｓｐｅｅｃｈ　ｍｏｄｕｌｅ）４４と、ユーザインターフ
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ェイスモジュール４６と、リモートデバイス挙動コントローラ４８とを含む。制御装置１
１はｅメール処理エージェント５０を有し、同ｅメール処理エージェントはｅメールメッ
セージを処理し、送信者の身元と、メッセージに添付ファイルがあるか否かと、ある場合
には添付ファイルのタイプとを判断し、その上でメッセージの本文を抽出する。制御装置
１１はまた、メッセージが案内／催促状か、ニュースか、それとも単に通常のｅメールメ
ッセージかを判断する。制御装置１１は、ｅメールに排除すべき部分（例えば必要以上に
長い署名）があるか否かを判断するためデータマイニングアルゴリズムを使用する。
【００２１】
　ハンズフリーｅメール
　システムの一機能にハンズフリーｅメールがある。制御装置１１はテキスト－スピーチ
モジュール４４を使用しながら運転手に向かってｅメールを読むことができる。制御装置
１１は新しいｅメールが届くときにプロファイル３０を用いてインテリジェントフィルタ
リング優先順位付けシステムを誘導し、同システムにより運転手は、ｅメールがフィルタ
され優先順位に従って読まれるよう徹底でき、新着ｅメールによる中断の頻度を制限でき
、運転手を介入させずに自動返答を送信でき、特定のｅメールを中断をまじえず第三者へ
転送できる。加えて、制御装置１１は読み上げに先駆け、明確さを最大限に高めるためｅ
メールを処理する。そのプロセスは、頭字語、記号、及びその他の込み入った構造を検出
することと、それらが読まれたときに容易に理解できるよう徹底することとを伴う。制御
装置１１は、読み上げられるときにｅメールの重要な内容を聞くのにかかる時間を短縮す
るため、インテリジェントｅメール要約を提供する。
【００２２】
　運転手は、「戻れ」及び「進め」を含む音声コマンドを使って制御装置１１とやり取り
でき、制御装置１１はｅメールの中で前の語句または文へ、あるいは次の語句または文へ
、それぞれ進むことによってこれに応答する。加えて、「戻れ、戻れ」と話すと２つの語
句または文を遡る。
【００２３】
　ハンズフリーｅメール機能はこのほかに、運転手がｅメールの最も重要な内容または意
味だけを聞くことを可能にする時間節約フィルタリングシステムを含む。もうひとつのｅ
メール関係機能は、可聴ｅメールに新しい次元を加えるため、そして非公式ｅメールスタ
イル（すなわちｌ８ｒ，ｔｔｙｌ）を解析するため、カスタムｅメールパーサーをダウン
ロードできる。
【００２４】
　ハンズフリーｅメール機能はコンテンツリッチ通知を含む。制御装置１１は、新着ｅメ
ールを通知するときに、着信ｅメールについて短い摘要を提供し、運転手は重要性の高い
メッセージに優先順位をつけることができる。例えば、「サリーからメールが届いていま
す」（ｅメールの発呼者ＩＤに類似）や「キャシーから重要な会合の要請が届いています
」などである。制御装置１１は、モバイルデバイス１２にあるユーザのアドレス帳で送信
者のｅメールアドレスに基づき既知の連絡先名を照会する。制御装置１１は既知の連絡先
名を使用することにより、暗号めいたｅメールアドレスをただ読み上げる代わりに、ｅメ
ールの相手方を識別する。
【００２５】
　ｅメールを読むことに加え、制御装置１１は運転手が応答を作成することを可能にする
。運転手は、既存のテキストまたは音声テンプレート（すなわち「私は車の中にいます、
（番号）にかけてください」または「私は車の中にいます、できるだけ速やかに返答しま
す」）を使って返答を送信できる。．ｗａｖや．ｍｐ３ファイルの形をとる音声記録とし
て新しいｅメールを作成し、送ることもできる。運転手には、アドレス帳の中にある連絡
先情報を使ってｅメールの送信者に電話をかけたり、会合要請やカレンダー更新（すなわ
ちＯｕｔｌｏｏｋ）に応答するオプションも提供される。ｅメールの内容を書き取らせる
ことによって自由形式テキスト応答としてｅメールを作成することもできる。デバイスは
ｅメール送信のためこれをテキスト形式に変換する。必要に応じて取り得る行動を提言し
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援助を提供するインテリジェントアシスタントを速やかに利用できる。これらのオプショ
ンも制御装置１１によって口頭の問い合わせにより指示され、運転手はこれを音声コマン
ドによって選択できる。
【００２６】
　制御装置１１は複数のｅメールアカウントをサポートし、ｅメールは既存のアカウント
から作成できる。着信するｅメールもまたアカウントに基づき理論的に処理でき、優先順
位をつけることができる。カスタムドメイン上でオプションの車内ｅメールアドレスを利
用できる。このアドレスから送信されるｅメールは、これが移動中に作成されたことを知
らせる通知を含む。車内ｅメールアドレスに向けてｅメールを作成する送信者は、このｅ
メールが車両の中で読み上げられることを承知する。もしも従来のｅメールが「ｇｅｏｒ
ｇｅ＠ｗｏｒｋ．ｎｅｔ」なら、車内アドレスは「ｇｅｏｒｇｅ＠ｄｒｉｖｉｎｇ．ｎｅ
ｔ」としてよい。サポートされたｅメールシステムでは、オプションの強化既存ｅメール
アドレスを利用することもできる。例えばもしも従来のｅメールがｇｅｏｒｇｅ＠ｗｏｒ
ｋ．ｃｏｍなら、ｇｅｏｒｇｅ＋ｄｒｉｖｉｎｇ＠ｗｏｒｋ．ｃｏｍの強化車内アドレス
を選択できる。
【００２７】
　強化ハンズフリー電話呼
　本発明のもうひとつの機能は強化ハンズフリー電話呼である。これは、既存ハンズフリ
ーシステムの透過的使用を含む。既存車両ハンズフリーシステムかユーザヘッドセット１
８を全ての着信電話呼に使用できる。運転手が電話中に予期される重要なｅメールが届く
と、「ｅメール待機」インジケータ（ライト及び／または控えめな音）が会話を邪魔せず
控えめに通知する。プライバシーのため、または明確さを最大限に高めるため、ヘッドセ
ット１８はいつでも起動できる。制御装置１１はプライバシーのため、車両ハンズフリー
システムから個人的なヘッドセット１８へ間断なく切り替える。
【００２８】
　制御装置１１はまた、強化発呼者ＩＤを備える。デバイスは、発呼者の名前または番号
を読み上げることによって着呼を知らせる（例えば「ジョン・ドウから電話がかかってい
ます、電話に出ますか？」）。これにより、電話の相手が誰なのかを確かめるため道路か
ら目をそらす必要はなくなる。車両認識スクリーニングは運転中に、同じく運転手のプロ
ファイルに基づき、特定の呼をボイスメールへ、または別の番号へ、自動的に転送するこ
ともできる。車両を離れるときには平常の転送ルールが再開する。
【００２９】
　制御装置１１はまた、電話に出ることと電話をかけることとを音声で行えるようにする
。制御装置１１が電話呼を知らせると、運転手は音声コマンドを使ってその呼を受けるこ
とができる。運転手は、アドレス帳の中にある連絡先かまたは口頭による電話番号ととも
に音声コマンドを使って電話をかけることができる（すなわち「クリスタに電話をかけろ
」）。
【００３０】
　統一的情報管理
　本発明のもうひとつの機能として、本発明は統一的情報管理を提供する。制御装置１１
は、着信及び発信電話呼、ｅメール、及びその他の情報源への間断なきアクセスのため一
貫したインターフェイスを提供する。既存ハンズフリーインターフェイスは、ｅメールを
読み重要通知を提供しながら自動的に電話呼を切り替える。車両に入るときには、制御装
置１１が自動的に強化音声方式インターフェイスを提供し、モバイルデバイス１２は車両
を離れるときに自動的に平常動作を再開する。ｅメールの読み上げは、着信電話呼を受け
るため中断でき、その呼が完了したときには再開できる。
【００３１】
　加えて、運転手は話すだけでｅメール、電話呼、またはＳＭＳテキストメッセージを通
じて連絡先と交信できる。制御装置１１は着信電話呼のため強化情報を提供する。運転手
が道路から目をそらさずに発呼者を知るようにするため、名前と番号が、もしも入手可能
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なら、読み上げられる。アドレス帳の中にある愛称やその他の情報も通知に役立てること
ができる。
【００３２】
　運転手は電話呼によってｅメールに返答することもできる。運転手はｅメールを読んで
いるときに、アドレス帳情報で電話をかけることによって送信者に連絡できる。電話をか
けるときに話し中の場合は、またはボイスメールがない場合は、代わりにｅメールを同じ
連絡先へ送信するオプションがユーザに与えられる。これにより、時間をおいて再びその
人に電話をかける必要はなくなる。
【００３３】
　運転手は、重要なｅメールがさほど重要でない電話呼によって中断されないようにする
ため、自身のプロファイル３０の中でｅメールと電話呼とに優先順位を付けることができ
る。加えて、着信ｅメール及び電話呼の両方にカスタムｍｐ３（またはその他のフォーマ
ット）呼び出し音を関連づけることができる。呼び出し音は、特定の連絡先からのｅメー
ル、特定の連絡先からの電話呼、または特定の主題に関するｅメールによってカスタマイ
ズできる。電話中に重要なｅメールが着信するときには、またはｅメールを読んでいるか
作成しているときに重要な電話呼が着信するときには、カスタム「呼待機」可聴インジケ
ータを使用できる。
【００３４】
　強化ハンズフリーカレンダー
　本発明のもうひとつの機能に強化ハンズフリーカレンダーがあり、ここで制御装置１１
は、ユーザのモバイルデバイス１２のカレンダー機能を利用する。制御装置１１はカレン
ダーの備忘録（ｒｅｍｉｎｄｅｒ）の主題と時間を読み上げ、運転手は必要とあらば音声
コマンドでさらなるカレンダー情報にアクセスできる。運転手はまた、スケジュールに組
まれたアポ（日付、時間、主題、場所、及び注記を含む）を見直すことにより、サポート
されたシステムからの会合要請を了解する、辞退する、または転送することにより（例え
ばＯｕｔｌｏｏｋ）、会合のスケジュールを組むことにより、そして会合に場所情報の注
釈を自動的に付すことにより、移動中スケジュール管理を遂行できる。運転手は場所に基
づく備忘録を格納でき、これは次回車両が所定の地域内にいるときに備忘録を提供し、さ
らに近所の目印に関連する情報を自動的に受け取ることができる。加えて運転手は、他の
関係者の位置認識デバイスと直に通信することより、会合の課題を計画し決定できる。
【００３５】
　無妨害
　本発明のもうひとつの機能に「無妨害（ｄｏ　ｎｏｔ　ｄｉｓｔｕｒｂ）」機能がある
。制御装置１１は、車両の中に乗員がいるときに一時的に沈黙させることができる。制御
装置１１はたとえ沈黙しているときでも、着信ｅメールの取り扱いと、ｅメールの転送と
、自動ｅメール返答の提供と、ｅメール処理とを要望どおり継続する。消音機能も利用で
きる。
【００３６】
　統合音声メモ帳
　本発明のもうひとつの機能に、運転手が考えや重要なアイデアを、駐車するときに、ま
たはメモ帳やデバイスを探しているときに、忘れないようにするため、運転中に記録する
ことを可能にする統合音声メモ帳がある。メモは、ｅメールを通じて運転手の受信箱へ、
または運転手の連絡先のいずれかへ、送ることができる。メモはまた、ユーザが職場に到
着するときにＢｌｕｅｔｏｏｔｈインターフェイスを介してコンピュータデスクトップへ
無線で送ることができ、またはリムーバブルＵＳＢフラッシュメモリードライブへ送るこ
とができる。メモには、場所、天候、及び移動情報を含む先進コンテキスト情報を用いて
自動的に注釈を付すこともできる。例えば「このメモは職場と製造施設との中間の幹線道
路で交通渋滞につかまった夜に記録された」とする。かかる補足情報は、メモを見直すと
きに貴重な手がかりを提供する。
【００３７】
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　様々な情報へのアクセス
　本発明のもうひとつの機能に様々な情報へアクセスする能力がある。情報は、幅広い出
所から可聴形式（テキスト－スピーチ）で入手できる。第１に、制御装置１１は、個人的
接続及び時間管理情報へのアクセスを提供する。これはｅメール（新規及び既読）、着信
発呼者の名前及び番号、ＳＭＳメッセージ、ＭＭＳメッセージ、電話呼ログ、アドレス帳
、カレンダー及びスケジュール、及びインスタントメッセージを含む。
【００３８】
　第２に、制御装置１１はマルチフォーマットサポートを提供する。これは、プレーンテ
キスト、オーディオ添付ファイル（すなわち．ｗａｖ、．ｍｐ３）、ＨＴＭＬ（すなわち
符号化ｅメール及びウェブサイト）、Ｗｏｒｄ及びＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔファイルのプレ
ーンテキスト部分、Ａｄｏｂｅ　Ｐｏｒｔａｂｌｅ　Ｄｏｃｕｍｅｎｔフォーマット（Ｐ
ＤＦ）、ＯｐｅｎＤｏｃｕｍｅｎｔフォーマット、上記フォーマットの圧縮及び／または
符号化添付ファイル（すなわち．ｚｉｐ）を含む、読み上げ可能なｅメール添付ファイル
を含む。
【００３９】
　第３に、制御装置１１は情報へのリモートアクセスを提供する。これは既存のニュース
ソース（すなわち既存ＲＳＳ供給）とサポートされたウェブサイトとを含む。これはまた
、天候、カスタム警報（すなわち株価トリガー）、交通状況、個人向けニュース、ｅブッ
ク（オーディオブックに限定されないあらゆるｅブック）、個人向けオーディオ供給、乗
員のための個人向け画像またはビデオ供給を含む、付加価値サービスの契約利用を含む。
【００４０】
　第４に、デバイスは環境及び位置認識を提供する。これは、現在位置及びナビゲーショ
ン情報、地域天候条件、車両ステータス、及び関連位置固有情報を含む（すなわち「職場
」はどこ、「自宅」はどこ？）。
【００４１】
　パーソナライゼーション
　本発明のもうひとつの機能は、ｅメールの取り扱い、ｅメールの通知、時間感応ルール
、車両認識行動、テキスト－スピーチ選好、及び多ユーザサポートのための幅広いパーソ
ナライゼーション（ｐｅｒｓｏｎａｌｉｚａｔｉｏｎ）とカスタマイゼーション（ｃｕｓ
ｔｏｍｉｚａｔｉｏｎ）である。
【００４２】
　ユーザのプロファイル３０の中にあるｅメール取り扱い設定によって、運転手は制御装
置１１の内蔵インテリジェントｅメール解析処理を使用できる。これにより運転手は、取
るに足りない着信ｅメールのたびに通知を受けずにすむ。インテリジェント解析機能は、
内容と送信者に基づく自動返答、転送、及び優先順位付け、及び難しい語句（すなわちｅ
メールアドレスとウェブサイトＵＲＬ）と単純な名前及び語との置き換えを含む。運転手
はまた、新しいｅメールが届くときに選ばれた情報だけを聞くことを選ぶことができる（
すなわち、送信者の名前、または送信者と主題、または短い摘要のみ）。送信者または特
定のキーワードに基づきｅメール「呼び出し音」を着信ｅメールに使用することもできる
。頻繁に使われる応答を送信するため、あらかじめ準備されたテキストまたは音声返答を
使用できる（すなわち「私は現在移動中です」）。事務補佐等、あらかじめ選ばれた受取
人へｅメールを自動的に転送するため、あらかじめ準備された短い応答を使用することも
できる。運転手はまた、ｅメールアドレス構成と複数のｅメールアドレスルールの両方を
設定できる（すなわち、ｍｅ＠ｗｏｒｋ．ｃｏｍへ送信されたｅメールに返答するときに
はｍｅ＠ｗｏｒｋ．ｃｏｍを使用し、ただし新しいｅメールを作成するときにはｍｅ＠ｍ
ｏｂｉｌｅ．ｃｏｍを使用する）。
【００４３】
　運転手は通知をカスタマイズすることもできる。これは、発呼者または送信者及び主題
に基づきｅメールと電話呼に優先順位をつけることを含む（すなわち、ベンからのｅメー
ルは決して読み上げない、またはジョージからｅメールが届く場合には他のｅメールより
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前に読む）。運転手はまた、受け取る通知の量を制限できる（すなわち、通知間の最小時
間、または短時間に読まれるｅメールの最大数を設定する）。
【００４４】
　プロファイル３０の中にある時間感応ルールは、「朝は構わないでくれ」または「これ
らの時間帯だけ着信ｅメールを通知せよ」等のオプションを含むことができる。運転手は
また、モバイルデバイスからカレンダーとスケジューリングの項目に基づき可聴備忘録タ
イプを構成できる。車両内でのユーザの存在に基づき車両認識行動を構成できる。これら
の行動は、自動返答の内容、事務補佐またはその他の人物へ特定のｅメールを自動的に転
送するための所定の宛先及びルールを含む。これらはまた、複数のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ対
応モバイルデバイスが存在する場合に取るべき行動を含む（すなわち、沈黙「無妨害」モ
ードへ切り替える、または何もしない）。
【００４５】
　デバイスのテキスト－スピーチ設定を構成することもできる。これは、速度、音声、音
量等、スピーチの特性を含む。音声は男性または女性に設定でき、アメリカ英語、イギリ
ス英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、オランダ語、及びポルトガル
語を含むがこれらに限定されない、数々の言語を話すよう設定することもできる。デバイ
スには言語の基本セットが用意され、代替言語は先々入手可能となる。運転手は、難しい
連絡先名等、特定の語の、または「Ｈ２Ｏ」等、特化された頭字語または記号の、発音に
ついて個人的な選好を設定できる。デフォルトにより、ほとんどの頭字語は１文字ごとに
読まれる（すなわちＩＭＳ　ＵＳＢ）。
【００４６】
　スピーチ認識性能とテキスト－スピーチ性能を強化するため特定の語または語句に関す
る情報を使用でき、これはコンテキスト感応ショートカットを含む。例えば、もしも運転
手がｅメールを書き取らせているなら、愛称をｅメールアドレスに拡張する。加えて、一
般的な名前が見つかる場合には、ｅメールアドレスをこれに拡張する。運転手は、カスタ
ム音声プロンプトまたは挨拶を設定できる。
【００４７】
　デバイスはまた、多数の人々が同じデバイスを共有する多ユーザサポートを備える。デ
バイスは、各人をそれぞれのモバイルデバイス１２によって自動的に識別し、各運転手に
つき個別のプロファイル３０を保守する。
【００４８】
　接続性
　制御装置１１の接続機能は、制御装置がハンズフリーオーディオシステムとして機能す
ることを可能にする。これは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ対応車両（ＨＳ、ＨＦＰ、及びＡ２Ｄ
Ｐ）、追加装備型（ａｆｔｅｒ－ｍａｒｋｅｔ）ハンズフリー車両製品、プライバシーを
提供するためのサポートされたヘッドセット、を含むがこれらに限定されない、サポート
されたＢｌｕｅｔｏｏｔｈハンズフリーデバイスとやり取りする。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈま
たはその他無線サポートを具備しない車両の場合、制御装置１１は有線接続を通じて車両
のオーディオシステム１６へ直に接続できる。無線接続を欠く既存車両のため、オプショ
ンの追加装備型Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈキットの形で後付けソリューションを使用することも
できる。
【００４９】
　システム１０は、制御装置１１にアクセスするためのリモコン装置２６を含み得る。緊
急時の直接的援助のため、必要に応じてＧＰＳ位置情報を提供する緊急応答サポートを使
用できる。運転手は、音楽のストリーミングや画像コンテンツの提供等（すなわち、Ｐｏ
ｗｅｒＰｏｉｎｔ、ｅメールに添付された画像、スライドショー）、先進無線オーディオ
／ビジュアルシステムを通じて制御装置１１を使用することもできる。一体型ステアリン
グホイールコラムボタンもまた使用可能なオプションである。
【００５０】
　制御装置１１はまた、コンピュータと外部デバイスとへ接続できる。これは、パーソナ
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ルエリアネットワーク（ＰＡＮ）上で情報を簡便に交換するためＢｌｕｅｔｏｏｔｈを備
えるパーソナルコンピュータを含む。これはまた、位置認識のためのＧＰＳデバイス（Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈまたは他の無線または有線接続を備える）を含む。これはまた、私的な
ｅブックライブラリのための格納デバイス（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈまたは他の無線または有
線）と、統一ハンズフリーインターフェイスによりオフラインコンテンツを管理すること
とを含む。ｉＰｏｄまたは他の音楽プレイヤーを音声コマンドで制御するためオプション
のケーブルを使用できる。運転手は、デバイスのＵＳＢポートを通じて、別個のモバイル
デバイスを使用しない直接モバイルアクセスのためのＵＳＢ　ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥ／３Ｇ
デバイスや高速インターネットアクセスのためのＵＳＢ　ＷｉＦｉ等の品物を取り付ける
ことにより、デバイスの機能を拡張できる。
【００５１】
　更新と拡張
　運転手は、先々の強化を標準Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ対応デバイスを用いて無線で制御装置
１１に加えることができる。これは、情報を転送し同期をとるためのデスクトップまたは
ノートブックコンピュータとの無線転送サポートを含む。ステレオ及び上質オーディオの
ため先進Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈプロファイルサポート（すなわちＡ２ＤＰ）も使用できる。
【００５２】
　前述したとおり、制御装置１１は２つのＵＳＢポートを具備する。標準ＵＳＢポートは
、標準ＵＳＢフラッシュドライブに選好設定を格納するため、デバイスによって記録され
たオフラインメモ及び筆記を格納及び移動するため、先々の拡張、更新、アドオン機能の
ため、標準ＵＳＢデバイスに対する簡便なアクセスを提供する。二重目的ＵＳＢ　２．０
「オン・ザ・ゴー（ｏｎ－ｔｈｅ－ｇｏ）」ポートは、ＵＳＢデバイスにアクセスする上
記の機能と、標準ケーブルによるコンピュータへの直接接続の両方を提供する（つまり、
ちょうどデジタルカメラまたはＧＰＳ装置をコンピュータへ直に接続するように）。
【００５３】
　特許法制度の規定に従い、上述した模範的構成は本発明の好適な実施形態を代表するも
のとみなされる。ただし、具体的に図解し説明したものとは別の仕方で本発明を、これの
精神または範囲から逸脱せず、実践できることに注意されたい。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の一実施形態による通信システムの概略図である。
【図２】図１の通信システムの制御装置の構成要素のいくつかを示す図である。
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