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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】カメラ装置で撮影された画像又はビデオを統合
車両運転席ディスプレイに表示し、かつアフターマーケ
ットのカメラ装置及びディスプレイを購入せずとも、画
像等を撮影するのにより適合性がありユーザーフレンド
リなカメラ装置を使用する車両監視システムの提供。
【解決手段】車両監視システム１０は、車両１２と、モ
バイルカメラ装置１４と、送信機１８と、受信機２０と
、統合車両運転席ディスプレイとを含む。プロセッサ２
４及びカメラを備えるモバイルカメラ装置は、車内又は
車外の画像又はビデオを撮影するために、車内に位置し
又は車両に取付けられ、送信機は、モバイルカメラ装置
によって撮影された画像等を送信するためにモバイルカ
メラ装置と通信し、受信機は、モバイルカメラ装置で撮
影された画像等を送信機から受信し、車両に組み込まれ
た統合車両運転席ディスプレイは、撮影された受信画像
等を表示するために受信機等と通信する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両と、
　前記車両の内部又は外部の画像又はビデオを撮影するために、前記車両内に位置し又は
前記車両に取り付けられた、プロセッサ及びカメラを備えるモバイルカメラ装置と、
　前記モバイルカメラ装置によって撮影された前記画像又はビデオを送信するために、前
記モバイルカメラ装置と通信する送信機又は送信用トランシーバと、
　前記送信機又は送信用トランシーバから、前記モバイルカメラ装置によって撮影された
前記画像又はビデオを受信するための、受信機又は受信用トランシーバと、
　前記モバイルカメラ装置によって撮影された受信された前記画像又は受信された前記ビ
デオを表示するために、前記受信機又は受信用トランシーバと通信する、前記車両に組み
込まれた、統合車両運転席ディスプレイと、
を備えることを特徴とする車両監視システム。
【請求項２】
　前記モバイルカメラ装置は、ハウジング内に前記カメラと接続された前記プロセッサを
有する、モバイル電話、ＭＰ３、タブレット、又は携帯型デバイスを含む
ことを特徴とする請求項１記載の車両監視システム。
【請求項３】
　前記統合車両運転席ディスプレイは、センタースタック、インストルメントクラスタ、
インフォテインメントシステム、又はナビゲーションシステムを含む
ことを特徴とする請求項１記載の車両監視システム。
【請求項４】
　前記モバイルカメラ装置は、前記車両内に位置し、前記車両内の乗員を監視するように
配置される
ことを特徴とする請求項１記載の車両監視システム。
【請求項５】
　前記モバイルカメラ装置は、前記車両内の後部座席の乗員を監視するように配置される
ことを特徴とする請求項４記載の車両監視システム。
【請求項６】
　前記モバイルカメラ装置は、前記車両の座席に取り付けられる
ことを特徴とする請求項１記載の車両監視システム。
【請求項７】
　前記モバイルカメラ装置は、前記車両の外部の人物、物体、活動又は状況を監視するよ
うに配置される
ことを特徴とする請求項１記載の車両監視システム。
【請求項８】
　前記送信機又は送信用トランシーバは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＤＬＮＡ（
登録商標）、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、赤外線、又は無線周波数波を使用して、ワイヤレ
スに送信するように動作可能である
ことを特徴とする請求項１に記載の車両監視システム。
【請求項９】
　制御信号を統合車両運転席制御器から前記モバイルカメラ装置へワイヤレスで送信して
前記モバイルカメラ装置を制御するために、前記モバイルカメラ装置と通信する前記統合
車両運転席制御器を更に備える
ことを特徴とする請求項１に記載の車両監視システム。
【請求項１０】
　前記モバイルカメラ装置を保持して前記車両に取り付けられたモバイルカメラ保持装置
を更に備える
ことを特徴とする請求項１記載の車両監視システム。
【請求項１１】
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　車両と、
　前記車両に取り付けられ、プロセッサ及びカメラを備えるモバイルカメラ装置を保持す
るように寸法決めされたモバイルカメラ保持装置と、
　モバイルカメラ装置が前記モバイルカメラ保持装置に固定されているときに撮影された
画像又はビデオを受信するための、受信機又は受信用トランシーバと、
　モバイルカメラ装置が前記モバイルカメラ保持装置に固定されているときに撮影された
受信された前記画像又は受信された前記ビデオを表示するために、前記受信機又は受信用
トランシーバと通信する、前記車両に組み込まれた統合車両運転席ディスプレイと
を備えることを特徴とする車両監視システム。
【請求項１２】
　前記モバイルカメラ装置は、ハウジング内に前記カメラと接続された前記プロセッサを
有する、モバイル電話、ＭＰ３、タブレット、又は携帯型デバイスを備える
ことを特徴とする請求項１１記載の車両監視システム。
【請求項１３】
　前記統合車両運転席ディスプレイは、センタースタック、インストルメントクラスタ、
インフォテインメントシステム、又はナビゲーションシステムを含む
ことを特徴とする請求項１１記載の車両監視システム。
【請求項１４】
　前記モバイルカメラ保持装置は、モバイルカメラ装置が前記モバイルカメラ保持装置に
固定されているときに前記モバイルカメラ装置が前記車両内の乗員を監視するように配置
される
ことを特徴とする請求項１１記載の車両監視システム。
【請求項１５】
　前記モバイルカメラ保持装置は、モバイルカメラ装置が前記モバイルカメラ保持装置に
固定されているときに、前記モバイルカメラ装置が前記車両内の後部座席の乗員を監視す
るように配置される
ことを特徴とする請求項１４記載の車両監視システム。
【請求項１６】
　前記モバイルカメラ保持装置は、前記車両の座席に取り付けられる
ことを特徴とする請求項１１記載の車両監視システム。
【請求項１７】
　前記モバイルカメラ保持装置は、前記車両の外部の人物、物体、活動又は状況を監視す
るように配置される
ことを特徴とする請求項１１記載の車両監視システム。
【請求項１８】
　車両監視の方法であって、
　車両内に位置し又は前記車両に取り付けられた、プロセッサ及びカメラを備えるモバイ
ルカメラ装置を使用して、前記車両の内部又は外部の画像又はビデオを撮影し、
　前記モバイルカメラ装置によって撮影された前記画像又はビデオを、前記車両に組み込
まれた統合車両運転席ディスプレイに表示する
ことを含むことを特徴とする方法。
【請求項１９】
　前記モバイルカメラ装置は、ハウジング内に前記カメラと接続された前記プロセッサを
有する、モバイル電話、ＭＰ３、タブレット、又は携帯型デバイスを含む
ことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記モバイルカメラ装置と通信する送信機又は送信用トランシーバを使用して、前記統
合車両運転席ディスプレイと通信する受信機又は受信用トランシーバへ、前記モバイルカ
メラ装置によって撮影された前記画像又はビデオを送信することを更に含む
ことを特徴とする請求項１８記載の方法。
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【請求項２１】
　前記統合車両運転席ディスプレイは、センタースタック、インストルメントクラスタ、
インフォテインメントシステム、又はナビゲーションシステムを含む
ことを特徴とする請求項１８記載の方法。
【請求項２２】
　前記車両内の乗員の画像又はビデオを撮影することを更に含む
ことを特徴とする請求項１８記載の方法。
【請求項２３】
　前記車両の外部の人物、物体、活動又は状況の前記画像又はビデオを撮影することを更
に含む
ことを特徴とする請求項１８記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両監視システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　車内又車外の人々、動物、物体、活動又は状況を監視するためのシステム及び方法が存
在する。これらのシステム及び方法の一部は、カメラ装置によって撮影された画像又はビ
デオをディスプレイに表示するために使用される、アフターマーケットのカメラ装置及び
ディスプレイを使用する。しかしながら、これらのシステム及び方法は、一般的には、画
像を統合車両運転席ディスプレイには表示せず、ユーザは、画像又はビデオを撮影するた
めのアフターマーケットのカメラ装置を使用するしかない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　カメラ装置によって撮影された画像又はビデオを、統合車両運転席ディスプレイに表示
し、かつアフターマーケットのカメラ装置及びディスプレイを購入することを必要とせず
に、画像又はビデオを撮影するために、より適合性があり、ユーザーフレンドリなカメラ
装置を使用する、車両監視システム及び方法に対する必要性が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一実施形態において、車両監視システムは、車両と、モバイルカメラ装置と、送信機又
は送信用トランシーバと、受信機又は受信用トランシーバと、統合車両運転席ディスプレ
イとを含む。プロセッサ及びカメラを備えるモバイルカメラ装置は、車両の内部又は外部
の画像又はビデオを撮影するために、車両内に位置するか、又は車両に取り付けられる。
送信機又は送信用トランシーバは、モバイルカメラ装置によって撮影された画像又はビデ
オを送信するために、モバイルカメラ装置と通信する。受信機又は受信用トランシーバは
、送信機又は送信用トランシーバから、モバイルカメラ装置によって撮影された画像又は
ビデオを受信するためのものである。車両に組み込まれた統合車両運転席ディスプレイは
、モバイルカメラ装置によって撮影された受信された画像又は受信されたビデオを表示す
るために、受信機又は受信用トランシーバと通信する。
【０００５】
　別の実施形態において、車両監視システムは、車両と、モバイルカメラ保持装置と、受
信機又は受信用トランシーバと、統合車両運転席ディスプレイとを含む。モバイルカメラ
保持装置は、車両に取り付けられ、プロセッサ及びカメラを備えるモバイルカメラ装置を
保持するように寸法決めされる。受信機又は受信用トランシーバは、モバイルカメラ装置
がモバイルカメラ保持装置に固定されているときに撮影された画像又はビデオを受信する
ためのものである。車両に組み込まれた統合車両運転席ディスプレイは、モバイルカメラ
装置がモバイルカメラ保持装置に固定されているときに撮影された受信された画像又は受
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信されたビデオを表示するために、受信機又は受信用トランシーバと通信する。
【０００６】
　なお、別の実施形態において、車両監視の方法が開示される。あるステップにおいて、
画像又はビデオは、車両内に位置し又は車両に取り付けられた、プロセッサ及びカメラを
備えたモバイルカメラ装置を使用して、車両の内部又は外部で撮影される。別のステップ
において、モバイルカメラ装置によって撮影された画像又はビデオは、車両に組み込まれ
た、統合車両運転席ディスプレイに表示される。
【０００７】
　本発明のこれら及び他の特性、態様、及び利点は、以下の図面、説明及び請求項を参照
して、より良く理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】車両監視システムの一実施形態のブロック図を示す。
【図２】車両の前部座席の後部分に取り付けられたモバイルカメラ装置を有する車両の一
実施形態の図を示す。
【図３】車両の前部座席の前部分に取り付けられたモバイルカメラ装置を有する車両の一
実施形態の図を示す。
【図４】車両のダッシュボードに取り付けられたモバイルカメラ装置を有する車両の一実
施形態の図を示す。
【図５】車両監視の方法の一実施形態のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下の本発明を実施するための形態は、本発明を実施する現在企図される最良の形態で
ある。本発明の範囲は、添付の請求項によって最も良く定義されるため、本説明は、限定
する意味に捉えられるのではなく、本発明の一般原理を示す目的でのみ成される。
【００１０】
　図１は、車両１２と、モバイルカメラ装置１４と、保持デバイス１６と、第１の通信装
置１８と、第２の通信装置２０と、統合車両運転席ディスプレイ２２と、プロセッサ２４
と、メモリ２６と、警報２８と、制御器３０とを備える車両監視システム１０の一実施形
態のブロック図を示す。車両監視システム１０の構成要素のうちのいずれも、数の上では
単数又は複数とすることができ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＤＬＮＡ（Digital 
Living Network alliance：デジタル・リビング・ネットワーク・アライアンス）（登録
商標）、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、赤外線、無線周波数波、１つ以上の他のワイヤレス通
信システムを使用してワイヤレスに、又は有線通信の使用を通じて、相互と通信すること
ができる。車両監視システムは、車両１２の内部３２又は外部３４の人物、活動又は状況
を監視するために使用することができる。
【００１１】
　車両１２は、自動車、航空機、又は人々又は物体を輸送するために使用される任意のタ
イプの車両を含む。保持デバイス１６は、車両１２に取り付けられ、モバイルカメラ装置
１４を保持するように寸法決めされたモバイルカメラ保持装置からなる。保持デバイス１
６は、モバイルカメラ装置１４が車両１２の内部３２又は外部３４の所望の人物、物体、
活動又は状況を監視するように配置された位置において、前部又は後部座席、天井、車両
運転席、ダッシュボード、窓、又は車両１２の別の部分といった、車両１２の任意の部分
に取り付けることができる。保持デバイス１６は、移動する、回転する、傾斜する、又は
固定された位置に保持されるように適合させることができる。
【００１２】
　筐体においてカメラと接続されるプロセッサを有する携帯型デバイスといった、プロセ
ッサ及びカメラを備えたモバイルカメラ装置１４は、車両１２の内部３２又は外部３４の
画像又はビデオを撮影するために、車両１２内に位置するか、又は車両１２に取り付けら
れる。モバイルカメラ装置１４は、モバイル電話、ＭＰ３、タブレット、又は別のタイプ
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のモバイルカメラ装置を含むことができる。ある実施形態において、モバイルカメラ装置
１４は、車両１２内の子供といった乗員によって保持されることができ、モバイルカメラ
装置１４が、乗員のビデオ又は画像、又は乗員がモバイルカメラ装置１４を向けた他のビ
デオ又は画像を撮影することを可能にする。別の実施形態において、モバイルカメラ装置
１４は、車両１２の内部３２又は外部３４の所望の人物、物体、活動又は状況を監視する
ように、車両１２に取り付けられる保持デバイス１６によって保持することができる。モ
バイルカメラ装置１４は、車両１２の内部３２の、車両１２の運転者、車両１２の前部又
は後部座席の乗員、乳幼児座席に逆に面する後部座席の乳幼児、又は車両１２内の他の活
動又は状況の画像を撮影することができる。モバイルカメラ装置１４はまた、車両１２の
外部３４の、人物、活動、又は、他の車両又は構造、歩行者、動物、看板、車線、障害、
又は障害物といった状況の画像を撮影するために使用することができる。任意の数のモバ
イルカメラ装置１４が、車両１２の内側３２又は外側３４の画像又はビデオを撮影するた
めに使用することができる。
【００１３】
　第１の通信装置１８は、モバイルカメラ装置１４によって撮影される画像又はビデオを
、第２の通信装置２０に送信するために、モバイルカメラ装置１４と通信する、通信装置
を備える。第１の通信装置１８はまた、第２の通信装置２０から信号を受信し、その信号
をモバイルカメラ装置１４に通信するように構成することができる。第１の通信装置１８
は、送信機単独、送信機及び受信機、又は送受信機を含むことができる。第１の通信装置
１８は、モバイルカメラ装置１４の一部分からなってもよいし、モバイルカメラ装置１４
から分離してモバイルカメラ装置１４と通信してもよい。第１の通信装置１８は、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＤＬＮＡ（登録商標）、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、赤外線、
無線周波数波、１つ以上の他のワイヤレス通信システムを使用してワイヤレスに、又は有
線通信の使用を通じて、信号を送信又は受信するように構成するのがよい。
【００１４】
　第２の通信装置２０は、モバイルカメラ装置１４によって撮影された送信画像又はビデ
オを第１の通信装置１８から受信し、かつ、それを統合車両運転席ディスプレイ２２に通
信するために、第１の通信装置１８と通信する通信装置を備える。第２の通信装置２０は
また、統合車両運転席ディスプレイ２２、プロセッサ２４、メモリ２６、警報２８、又は
制御器３０から、第１の通信装置１８に信号を送信するように構成してもよい。第２の通
信装置２０は、受信機単独、受信機及び送信機、又は送受信機を備えてもよい。第２の通
信装置２０は、運転席ディスプレイ２２の一部分から構成してもよいし、車両１２の任意
の部分に取り付けてもよい。第２の通信装置２０は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、
ＤＬＮＡ（登録商標）、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、赤外線、無線周波数波、１つ以上の他
のワイヤレス通信システムを使用してワイヤレスに、又は有線通信の使用を通じて、信号
を受信又は送信するように構成してもよい。
【００１５】
　統合車両運転席ディスプレイ２２は、センタースタック（center-stack）、インストル
メントクラスタ（instrument cluster）、インフォテインメントシステム（infotainment
 system）、ナビゲーションシステム（navigational system）、又はその製造時に車両１
２に組み込まれた別のタイプの統合車両運転席ディスプレイを含む。統合車両運転席ディ
スプレイ２２は、第２の通信装置２０と通信し、第２の通信装置２０によって受信された
、車両１２の内側３２又は外側３４の人物、物体、活動、又は状況の、モバイルカメラ装
置１４によって撮影された画像又はビデオを表示するために使用される。このように、車
両１２の運転者は、車両１２の内側３２又は外側３４の人物、活動、又は状況の、モバイ
ルカメラ装置１４によって撮影された画像又はビデオを見ることができる。
【００１６】
　プロセッサ２４は、統合車両運転席ディスプレイ２２と通信し、必要とされるどんな処
理も行うことを可能にする。プロセッサ２４は、統合車両運転席ディスプレイ２２の一部
分からなってもよいし、統合車両運転席ディスプレイ２２から分離してもよい。ある実施
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形態において、プロセッサ２４は、運転者が眠気を催している、酒気を帯びている、注意
散漫である、モバイル電話、メールを使用している、又は別の状態であるかどうかを判断
するように設計される処理アルゴリズムを有するのがよい。別の実施形態において、プロ
セッサ２４は、子供又は乳幼児といった車両１２の搭乗者が、眠っている、体調不良であ
る、争っている、又は別の状態であるかどうかを判断してもよい。なお別の実施形態にお
いて、プロセッサ２４は、歩行者、構造、動物、又は他の障害物が、車両１２の障害であ
るかどうかを判断してもよいし、標識を検出、解釈又は翻訳してもよいし、車線逸脱警告
を発してもよいし、車両１２の外側の拡張現実で支援してもよいし、或いは車両１２の内
部又は外部の他の状況又は状態を処理してもよい。
【００１７】
　メモリ２６は、プロセッサ２４又はモバイルカメラ装置１４からのデータ、画像又はビ
デオを記録するために、統合運転席ディスプレイ２２及びプロセッサ２４と通信する。あ
る実施形態において、メモリ２６は、統合車両運転席ディスプレイ２２での再生のために
、モバイルカメラ装置１４によって撮影される画像又はビデオを記憶してもよい。例えば
、静止画像をある時間フレーム内でリフレッシュすることが所望される場合、メモリ２６
は、静止画像を記憶し、所望の時間フレームに従って、統合車両運転席ディスプレイ２２
、プロセッサ２４又は制御器３０によって指示されるように、統合車両運転席ディスプレ
イ２２に静止画像を送信するのがよい。他の実施形態において、メモリ２６は、種々の目
的のために使用することができる。
【００１８】
　制御器３０は、モバイルカメラ装置１４を制御するための制御器を含む。ある実施形態
において、制御器３０は、モバイルカメラ装置１４を制御するために、モバイルカメラ装
置１４と、第１及び第２の通信装置１８及び２０を使用してワイヤレスに、又は有線を通
じて通信する統合車両運転席制御器から構成される。制御器３０は、運転者又は搭乗者と
いったユーザが、モバイルカメラ装置１４のズームイン又はアウト、モバイルカメラ装置
１４の電源オン又はオフ、所望の時間間隔での静止画像又は連続したビデオがモバイルカ
メラ装置１４から統合車両運転席ディスプレイ２２に送信されているかどうかに対する制
御、モバイルカメラ装置１４又は保持デバイス１６の移動、又は他の機能といったモバイ
ルカメラ装置１４の機能を制御することを可能にすることができる。
【００１９】
　図２は、車両２１２の前部座席２１７の後部分２１５に取り付けられたモバイルカメラ
装置２１４を有する車両２１２の一実施形態の図を示す。モバイルカメラ装置２１４は、
車両２１２内２３２の後部座席乗員２１９の画像又はビデオを撮影し、統合車両運転席デ
ィスプレイ２２２に、図１の実施形態に関して上述した構成要素を使用してワイヤレスで
、画像又はビデオを送信するように配置される。他の実施形態において、モバイルカメラ
装置２１４は、任意の所望の画像又はビデオを撮影して、統合車両運転席ディスプレイ２
２２にそれを送信するために、車両２１２に対して様々な位置に配置することができる。
【００２０】
　図３は、車両３１２の後部座席３２３の前部分３２１に取り付けられたモバイルカメラ
装置３１４を有する車両３１２の一実施形態の図を示す。モバイルカメラ装置３１４は、
車両３１２内３３２の後ろ向きに面する乳幼児座席に座る、後ろ向きに着座する乳幼児と
いった、後部座席の乗員３１９の画像又はビデオを撮影し、統合車両運転席ディスプレイ
３２２に、図１の実施形態に関して上述した構成要素を使用してワイヤレスで、画像又は
ビデオを送信するように配置される。他の実施形態において、モバイルカメラ装置３１４
は、任意の所望の画像又はビデオを撮影して、統合車両運転席ディスプレイ３２２にそれ
を送信するために、車両３１２に対して様々な位置に配置することができる。
【００２１】
　図４は、車両４１２のダッシュボード４２５に取り付けられたモバイルカメラ装置４１
４を有する車両４１２の一実施形態内の図を示す。モバイルカメラ装置４１４は、車両４
１２の外側４３４の人物、物体、状況、又は活動の画像又はビデオを撮影し、統合車両運
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転席ディスプレイ４２２に、図１の実施形態に関して上述した構成要素を使用してワイヤ
レスで、画像又はビデオを送信するように配置される。他の実施形態において、モバイル
カメラ装置４１４は、任意の所望の画像又はビデオを撮影して、統合車両運転席ディスプ
レイ４２２にそれを送信するために、車両４１２に対して様々な位置に位置することがで
きる。
【００２２】
　図５は、車両監視の方法５４０の一実施形態のフローチャートである。方法５４０は、
図１～図４に関して開示される構成要素又は開示のうちのいずれでも利用することができ
る。ステップ５４２において、車両の運転者又は搭乗者は、画像又はビデオを、１つ以上
のモバイルカメラ装置を使用して、車内又は車外で撮影するために、車両の制御器を使用
して命令を入力することができる。命令は、画像又はビデオを撮影するか否かを制御して
もよいし、静止画像が更新される時間フレームを制御してもよいし、モバイルカメラ装置
を使用して車内は車外のどの人物、物体、状況又は活動を観察するかを制御してもよいし
、電源、ズーム、又は他の機能といったモバイルカメラ装置の機能を制御してもよいし、
モバイルカメラ装置又はモバイルカメラ装置が取り付けられた保持デバイスの移動を制御
してもよいし、複数のカメラ装置のうちのどれを使用するかを制御してもよいし、複数の
カメラ装置によって撮影された画像又はビデオ間の切替を制御してもよいし、又は、別の
機能を制御してもよい。ステップ５４４において、車両内に位置し又は車両に取り付けら
れた、ハウジング内にカメラと接続されたプロセッサを有する携帯型デバイスといった、
プロセッサ及びカメラを備えたモバイルカメラ装置を使用して、画像又はビデオは、車内
又は車外で撮影される。モバイルカメラ装置は、モバイル電話、ＭＰ３、タブレット、又
は別のタイプのモバイルカメラ装置で構成してもよい。画像又はビデオは、車内又車外の
人物、物体、状況、又は活動であってもよい。ステップ５４６において、モバイルカメラ
装置によって撮影された画像又はビデオは、モバイルカメラ装置と通信する第１の通信装
置を使用して、統合車両運転席ディスプレイと通信する第２の通信装置へ送信される。ス
テップ５４８において、モバイルカメラ装置によって撮影された画像又はビデオは、車両
に組み込まれた統合車両運転席ディスプレイに表示される。統合車両運転席ディスプレイ
は、センタースタック、インストルメントクラスタ、インフォテインメントシステム、又
はナビゲーションシステムを含む。
【００２３】
　任意に、画像又はビデオは、車両監視システムのメモリを使用して記録してもよい。任
意に、車両監視システムのプロセッサは、乗員、運転者、他の車両又は構造、歩行者、動
物、看板、車線、障害又は障害物といった、人物、活動又は状況の、状況又は存在を判断
し、その判断を運転者又は搭乗者に、視覚的に又は音声を使用して。報告してもよい。任
意に、プロセッサは、判断に基づいて必要ならば、運転者又は搭乗者に、警報又は警告を
発してもよい。
【００２４】
　本開示の１つ以上の実施形態は、カメラ装置によって撮影された画像又はビデオを統合
車両運転席ディスプレイに表示し、かつアフターマーケットのカメラ装置及びディスプレ
イを購入することを必要とせずに、画像又はビデオを撮影するように、より適合性があり
、ユーザーフレンドリなモバイルカメラ装置を使用する、車両監視システム及び方法を提
供することによって、車両監視のための既存のシステム又は方法の１つ以上に関連付けら
れる１つ以上の問題を低減することができる。
【００２５】
　当然のことながら、前述は、本発明の例示的な実施形態に関し、以下の請求項に記載さ
れる本開示の精神及び範囲から逸脱することなく、修正を行うことができるということが
理解されるべきである。
【符号の説明】
【００２６】
　１０　車両監視システム
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　１２　車両
　１４　モバイルカメラ装置１４
　１６　保持デバイス
　１８　第１の通信装置
　２０　第２の通信装置
　２２　統合車両運転席ディスプレイ
　２４　プロセッサ
　２６　メモリ
　２８　警報
　３０　制御器

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年4月15日(2016.4.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両と、
　前記車両の内部又は外部の画像又はビデオを撮影するために、前記車両内に位置し又は
前記車両に取り付けられた、プロセッサ及びカメラを備えるモバイルカメラ装置と、
　前記モバイルカメラ装置によって撮影された前記画像又はビデオを送信するために、前
記モバイルカメラ装置と通信する送信機又は送信用トランシーバと、
　前記送信機又は送信用トランシーバから、前記モバイルカメラ装置によって撮影された
前記画像又はビデオを受信するための、受信機又は受信用トランシーバと、
　前記モバイルカメラ装置によって撮影された受信された前記画像又は受信された前記ビ
デオを表示するために、前記受信機又は受信用トランシーバと通信する、前記車両に組み
込まれた、統合車両運転席ディスプレイと、
　前記モバイルカメラ装置によって撮影された前記画像又はビデオを分析し、その分析結
果に応じた情報を前記統合車両運転席ディスプレイに更に表示するために、前記統合車両
運転席ディスプレイと通信するプロセッサと、
　制御信号を前記モバイルカメラ装置へワイヤレスで送信して当該モバイルカメラ装置に
対する制御を行うために、前記モバイルカメラ装置と通信する統合車両運転席制御器と、
を備えることを特徴とする車両監視システム。
【請求項２】
　前記モバイルカメラ装置は、ハウジング内に前記カメラと接続された前記プロセッサを
有する、モバイル電話、ＭＰ３、タブレット、又は携帯型デバイスを含む
ことを特徴とする請求項１記載の車両監視システム。
【請求項３】
　前記統合車両運転席ディスプレイは、センタースタック、インストルメントクラスタ、
インフォテインメントシステム、又はナビゲーションシステムを含む
ことを特徴とする請求項１記載の車両監視システム。
【請求項４】
　前記モバイルカメラ装置は、前記車両内に位置し、前記車両内の乗員を監視するように
配置される
ことを特徴とする請求項１記載の車両監視システム。
【請求項５】
　前記モバイルカメラ装置は、前記車両内の後部座席の乗員を監視するように配置される
ことを特徴とする請求項４記載の車両監視システム。
【請求項６】
　前記モバイルカメラ装置は、前記車両の座席に取り付けられる
ことを特徴とする請求項１記載の車両監視システム。
【請求項７】
　前記モバイルカメラ装置は、前記車両の外部の人物、物体、活動又は状況を監視するよ
うに配置される
ことを特徴とする請求項１記載の車両監視システム。
【請求項８】
　前記送信機又は送信用トランシーバは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、ＤＬＮＡ（
登録商標）、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）、赤外線、又は無線周波数波を使用して、ワイヤレ
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スに送信するように動作可能である
ことを特徴とする請求項１に記載の車両監視システム。
【請求項９】
　前記モバイルカメラ装置を保持して前記車両に取り付けられたモバイルカメラ保持装置
を更に備える
ことを特徴とする請求項１記載の車両監視システム。
【請求項１０】
　車両と、
　前記車両に取り付けられ、プロセッサ及びカメラを備えるモバイルカメラ装置を保持す
るように寸法決めされたモバイルカメラ保持装置と、
　モバイルカメラ装置が前記モバイルカメラ保持装置に固定されているときに撮影された
画像又はビデオを受信するための、受信機又は受信用トランシーバと、
　モバイルカメラ装置が前記モバイルカメラ保持装置に固定されているときに撮影された
受信された前記画像又は受信された前記ビデオを表示するために、前記受信機又は受信用
トランシーバと通信する、前記車両に組み込まれた統合車両運転席ディスプレイと、
　前記モバイルカメラ装置によって撮影された前記画像又はビデオを分析し、その分析結
果に応じた情報を前記統合車両運転席ディスプレイに更に表示するために、前記統合車両
運転席ディスプレイと通信するプロセッサと、
　制御信号を前記モバイルカメラ装置へワイヤレスで送信して当該モバイルカメラ装置を
制御に対する制御を行うために、前記モバイルカメラ装置と通信する統合車両運転席制御
器と、
を備えることを特徴とする車両監視システム。
【請求項１１】
　前記モバイルカメラ装置は、ハウジング内に前記カメラと接続された前記プロセッサを
有する、モバイル電話、ＭＰ３、タブレット、又は携帯型デバイスを備える
ことを特徴とする請求項１０記載の車両監視システム。
【請求項１２】
　前記統合車両運転席ディスプレイは、センタースタック、インストルメントクラスタ、
インフォテインメントシステム、又はナビゲーションシステムを含む
ことを特徴とする請求項１０記載の車両監視システム。
【請求項１３】
　前記モバイルカメラ保持装置は、モバイルカメラ装置が前記モバイルカメラ保持装置に
固定されているときに前記モバイルカメラ装置が前記車両内の乗員を監視するように配置
される
ことを特徴とする請求項１０記載の車両監視システム。
【請求項１４】
　前記モバイルカメラ保持装置は、モバイルカメラ装置が前記モバイルカメラ保持装置に
固定されているときに、前記モバイルカメラ装置が前記車両内の後部座席の乗員を監視す
るように配置される
ことを特徴とする請求項１３記載の車両監視システム。
【請求項１５】
　前記モバイルカメラ保持装置は、前記車両の座席に取り付けられる
ことを特徴とする請求項１０記載の車両監視システム。
【請求項１６】
　前記モバイルカメラ保持装置は、前記車両の外部の人物、物体、活動又は状況を監視す
るように配置される
ことを特徴とする請求項１０記載の車両監視システム。
【請求項１７】
　車両監視の方法であって、
　車両内に位置し又は前記車両に取り付けられた、プロセッサ及びカメラを備えるモバイ



(13) JP 2016-128320 A 2016.7.14

ルカメラ装置を使用して、前記車両の内部又は外部の画像又はビデオを撮影し、
　前記モバイルカメラ装置によって撮影された前記画像又はビデオを、前記車両に組み込
まれた統合車両運転席ディスプレイに表示し、
　前記モバイルカメラ装置によって撮影された前記画像又はビデオを分析し、その分析結
果に応じた情報を前記統合車両運転席ディスプレイに更に表示し、
　制御信号を前記モバイルカメラ装置へワイヤレスで送信して当該モバイルカメラ装置に
対する制御を行う
ことを含むことを特徴とする方法。
【請求項１８】
　前記モバイルカメラ装置は、ハウジング内に前記カメラと接続された前記プロセッサを
有する、モバイル電話、ＭＰ３、タブレット、又は携帯型デバイスを含む
ことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記モバイルカメラ装置と通信する送信機又は送信用トランシーバを使用して、前記統
合車両運転席ディスプレイと通信する受信機又は受信用トランシーバへ、前記モバイルカ
メラ装置によって撮影された前記画像又はビデオを送信することを更に含む
ことを特徴とする請求項１７記載の方法。
【請求項２０】
　前記統合車両運転席ディスプレイは、センタースタック、インストルメントクラスタ、
インフォテインメントシステム、又はナビゲーションシステムを含む
ことを特徴とする請求項１７記載の方法。
【請求項２１】
　前記車両内の乗員の画像又はビデオを撮影することを更に含む
ことを特徴とする請求項１７記載の方法。
【請求項２２】
　前記車両の外部の人物、物体、活動又は状況の前記画像又はビデオを撮影することを更
に含む
ことを特徴とする請求項１７記載の方法。
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