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(57)【要約】
　固定物体又は移動物体上に広告を表示することによっ
て収入を得るシステムを開示する。このような物体は、
特定の環境中での一日の中の時間帯、場所、及び相対的
な動きに応じてデータの受信、記憶、集計、及び抽出を
行い、ここで、その環境内の移動中又は移動可能な物体
に記憶されたデータ及び情報は、これらの物体間で、又
は固定物体へ送信することができ、次にそのデータ及び
情報を用いてそのような表示を可能としてこれを制御し
、そしてその表示によってこれらの物体の所有者が報酬
を受ける。このシステムは、同調したリモートオーディ
オ、個人のメッセージ、及び周辺の物体に関する公共サ
ービスによる警戒情報と共に、非常に関連性の高い（ｈ
ｙｐｅｒ－ｒｅｌｅｖａｎｔ）広告コンテンツの表示を
可能とし、そして、リアルタイムでデータのログを取っ
てそれを後からダウンロードできることにより、物体間
での通信及びコンテンツ配信の確認、消費者の関与状況
のトラッキング及び調査、並びにアカウンタビリティシ
ステム（ａｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙ　ｓｙｓｔｅｍ
）による広告視聴に対する消費者の直接の反応の検証が
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一の物体；
　該第一の物体中の送信機；
　第二の物体；
　該第二の物体中の受信機；及び
　前記第一の物体と関連するユーザーについてのデータを含むプロフィール；
　を具え、
　前記プロフィール又は前記プロフィールの一部が前記第一の物体から前記第二の物体へ
送信され；
　コンテンツが前記第一の物体へ提供され；そして
　前記コンテンツの少なくとも一部が、前記第一の物体から前記第二の物体へ送信された
前記プロフィール又は前記プロフィールの一部に基づいているシステム。
【請求項２】
　前記プロフィールが前記第一の物体中に記憶される請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　さらに、前記第二の物体と関連するユーザーへ、コンテンツの提供に対して報酬を支払
うことを具える請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記第一の物体が動くことが可能な物体である請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記第一の物体が自動車又は自動車中のデバイスである請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記第一の物体が携帯用のデバイスである請求項４に記載のシステム。
【請求項７】
　前記第二の物体が自動車である請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記第二の物体が固定の又は可動の標識である請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記第一の物体が自動車であり；及び、
　前記プロフィールが、前記第一の物体と関連する他のユーザー又は潜在的ユーザーにつ
いてのデータをさらに具える請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記第一の物体及び前記第二の物体が、前記第一及び第二の物体の相対的な位置、速度
、及び動きに関連する情報；前記第一及び第二の物体の特徴、構成、及び特性に関連する
情報；周囲の物体に関連する情報；並びに周囲の地域に関連する情報；又はこれらの組み
合わせ、を交換する請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記コンテンツの提供が近傍の交通信号の予定パターンに関連する情報に影響される請
求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記コンテンツが、前記プロフィールに基づかないコンテンツをさらに具える請求項１
に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記コンテンツの内容に基づいた前記コンテンツの提供に関連する優先システム（ｐｒ
ｉｏｒｉｔｙ　ｓｙｓｔｅｍ）をさらに具える請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記コンテンツの内容が、緊急コンテンツ；周囲の環境の状況に関連するコンテンツ；
前記第二の物体に関連する登録及び識別コンテンツ；公共安全コンテンツ；又はこれらの
組み合わせとして分類される請求項１３に記載のシステム。
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【請求項１５】
　前記第一及び第二の物体からの相対的な動きのデータにより、コンテンツを提供するか
どうか、及び提供されるコンテンツを動画ビデオ、静止画ビデオ、又はその両方の組み合
わせで提供するかどうかを判断する請求項１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記コンテンツが、音声コンテンツ、ビデオコンテンツ、又はその両方の組み合わせを
具え；
　前記音声コンテンツが、前記第一の物体によって提供され；及び
　前記ビデオコンテンツが、前記第一の物体又は第二の物体のいずれかによって提供され
る請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記第一及び第二の物体が自動車であり；
　前記コンテンツが、前記第一及び第二の物体に関連する位置情報を具え；及び
　前記コンテンツが、前記第一の物体の操作者に最適な停止位置を示す請求項１に記載の
システム。
【請求項１８】
　送信範囲内にあるすべての物体間で、速度及び位置の情報が交換され；及び
　前記第一の物体に提供される前記コンテンツが、前記第一の物体の前にあるいかなる物
体の相対的な制動状態も、前記第一の物体の操作者へ示す請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記第二の物体が、前記第二の物体に関連するユーザーを有し；及び
　前記第一の物体へ提供される前記コンテンツの少なくとも一部が、前記第二の物体に関
連する前記ユーザーによって作製される請求項１に記載のシステム。
【請求項２０】
　第三者が、前記第二の物体上にコンテンツを提供する権利を購入し；及び
　前記第二の物体が、前記第三者の嗜好に基づいてコンテンツを提供する請求項１に記載
のシステム。
【請求項２１】
　前記権利が、固定の若しくは相対的な地理的区域；一日の中の時間帯；使用可能な表示
時間；又はこれらの組み合わせに基づいている請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記プロフィールが、前記第一の物体に関連するユーザーによって任意に他の物体へ移
送されることが可能である請求項１に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記コンテンツが、前記第一の物体に関連する人物以外でも視聴することが可能である
請求項１に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記コンテンツが、前記第一の物体に関連する個人以外は視聴できない方法で提供され
る請求項１に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記第二の物体に一体化されたディスプレイをさらに具え；
　ここで、前記第一の物体に提供されたコンテンツの少なくとも一部は、前記ディスプレ
イ上に出現する請求項１に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記コンテンツの提供は、前記第二の物体の外表面部分上で行われる請求項１に記載の
システム。
【請求項２７】
　前記第一の物体に付随する第一の記憶媒体；
　前記第二の物体に付随する第二の記憶媒体、をさらに具え；
　前記コンテンツの提供に関連するデータは、前記第一及び第二の記憶媒体に記憶される
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請求項１に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記第一及び第二の物体とワイヤレスで接続される中央サーバーをさらに具え；
　ここで、前記コンテンツの提供に関連する前記データは、前記中央サーバーへアップロ
ードされる請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
　アップロードされたデータの編集物が販売される請求項２８に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記コンテンツの提供に関連する前記データは、表示した時間帯；前記コンテンツの主
題；前記コンテンツの表示時間；前記プロフィールの一部；又はこれらの組み合わせを具
える請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記コンテンツの提供は、前記第一の物体の内側の部分で行われる請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項３２】
　前記第一の物体に関連する前記ユーザーへの、コンテンツの受信、コンテンツの視聴、
又はこれらの組み合わせに対する報酬をさらに具える請求項１に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記第一の物体と隣接する若しくは近傍の物体との間で、すべての物体の身元に関連す
る情報が交換される請求項１に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記物体は、前記第一の物体中での音声再生に関連する情報を交換し；及び、
　前記コンテンツは、前記音声に同調したビデオコンテンツである請求項１に記載のシス
テム。
【請求項３５】
　前記第一の物体に提供されるコンテンツは、前記第二の物体に関連するユーザーによっ
て制限される請求項１に記載のシステム。
【請求項３６】
　コンピュータで実行される方法であって：
　第一のユーザーの固有のプロフィールを、前記第一のユーザーから提供されたデータの
分析に基づいて編集する工程と；
　前記プロフィールを第一の物体と関連付ける工程と；
　前記プロフィール若しくは前記プロフィールの一部を第二の物体へ送信する工程と；
　前記第一のユーザーにコンテンツを提供する工程と、を具え；
　前記第一の物体は前記第一のユーザーと関連しており；
　前記コンテンツは前記第二の物体から発生するものであり；及び、
　前記コンテンツの少なくとも一部は、前記第二の物体へ送信された前記プロフィール若
しくは前記プロフィールの一部に基づいている方法。
【請求項３７】
　コンテンツを前記第一のユーザーへ提供することに対して、前記第二の物体と関連する
ユーザーへ報酬を支払うことをさらに具える請求項３６に記載の方法。
【請求項３８】
　前記コンテンツの目的に基づいて前記コンテンツの表示を優先させることをさらに具え
；ここで、前記コンテンツの目的とは、広告；情報；交通関連；安全関連；ニュース関連
；地域限定；政治；単なるジョーク；又はこれらの組み合わせである請求項３６に記載の
方法。
【請求項３９】
　前記第一及び第二の物体の周囲の環境；緊急事態の存在；公共の利益；又はこれらの組
み合わせに基づいて、前記コンテンツの提供を差し替えることをさらに具える請求項３８
に記載の方法。
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【請求項４０】
　前記第一のユーザーの嗜好に基づいてコンテンツの表示を優先させることをさらに具え
る請求項３６に記載の方法。
【請求項４１】
　前記第一のユーザーが任意に前記プロフィールを他の物体へ移送することをさらに具え
る請求項３６に記載の方法。
【請求項４２】
　前記第二の物体についての登録及び識別情報を前記第二の物体上で表示することをさら
に具える請求項３６に記載の方法。
【請求項４３】
　前記第二の物体に関連するユーザーによって作製されたコンテンツを前記第二の物体上
で表示することをさらに具える請求項３６に記載の方法。
【請求項４４】
　最適な走行中の位置及び視聴位置のインジケータを前記第二の物体上に、前記第一のユ
ーザーへ向けて表示することをさらに具え；
　前記第一の物体及び前記第二の物体が自動車である請求項３６に記載の方法。
【請求項４５】
　緊急又は交通案内目的の外部からのワイヤレスシグナルが存在する場合に、前記コンテ
ンツの表示を差し替えることをさらに具える請求項３６に記載の方法。
【請求項４６】
　前記第一の物体を用いて前記第一のユーザーに音声コンテンツを提供することをさらに
具える請求項３６に記載の方法。
【請求項４７】
　前記第一の物体、前記第二の物体、若しくは前記第一及び第二の物体の組み合わせを用
いて、前記第一のユーザーにビデオコンテンツを提供することをさらに具える請求項３６
に記載の方法。
【請求項４８】
　前記第一及び第二の物体の相対的な位置関係、速度、及び動きに関連する情報；前記第
一及び第二の物体の特徴、構成、及び特性に関連する情報；周囲の物体に関連する情報；
並びに周囲の地域に関連する情報；若しくはこれらの組み合わせを、前記第一の物体と前
記第二の物体との間で交換する請求項３６に記載の方法。
【請求項４９】
　前記第一及び第二の物体の相対的な動きを判定すること；及び、前記第一及び第二の物
体の前記の相対的な動きに基づいて、コンテンツを提供しないこと、又は動画ビデオ、静
止画ビデオ、若しくは動画及び静止画ビデオの組み合わせを提供することをさらに具える
請求項３６に記載の方法。
【請求項５０】
　前記コンテンツは、前記第二の物体に一体化されたディスプレイ上で提供される請求項
３６に記載のシステム。
【請求項５１】
　前記コンテンツは、前記第二の物体の外表面部分上で提供される請求項３６に記載のシ
ステム。
【請求項５２】
　前記コンテンツの提供に関連するデータを、前記第一及び第二の物体中に記憶すること
をさらに具える請求項３６に記載のシステム。
【請求項５３】
　前記コンテンツの提供に関連するデータを、前記第一及び第二の物体とワイヤレスで接
続される中央サーバーへアップロードすることをさらに具える請求項５２に記載のシステ
ム。
【請求項５４】
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　前記中央サーバーからアップロードされたデータの編集物を販売することをさらに具え
る請求項５３に記載のシステム。
【請求項５５】
　前記コンテンツの提供に関連する前記データは、表示した時間帯；前記コンテンツの主
題；前記コンテンツの表示時間；前記プロフィールの一部；又はこれらの組み合わせを具
える請求項５４に記載のシステム。
【請求項５６】
　発信元となる物体にコンテンツを搭載させる工程；及び、
　受けて側の物体へ向けて、前記受け手側の物体から前記発信元の物体へ提供された前記
受け手側の物体と関連する固有のプロフィール又はその一部に応答して、前記コンテンツ
を提供する工程、
　を具える方法。
【請求項５７】
　コンテンツ記憶デバイス；及び、
　前記コンテンツ記憶デバイス上に記憶されたコンテンツを、受けて側の物体へ向けて、
前記受け手側の物体から前記発信元の物体へ提供された前記受け手側の物体と関連する固
有のプロフィール又はその一部に応答して提供する手段、
　を具えるシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願への相互参照
　本願は、その全内容が参照することで本明細書に組み入れられる２００６年３月１６日
出願の米国特許仮出願第６０／７８３，５７７号の優先権、及びその全内容が参照するこ
とで本明細書に組み入れられる２００６年４月２１日出願の米国特許仮出願第６０／７９
４，００６号の優先権を主張するものである。
【０００２】
　本願は、その全内容が参照することで本明細書に組み入れられる２００５年１０月２５
日出願の米国特許仮出願第６０／７２９，９１９号の優先権を主張している、その全内容
が参照することで本明細書に組み入れられる２００６年１０月２５日出願の米国特許非仮
出願第１１／５５２，９３２号と関連している。
【０００３】
米連邦政府の援助による研究又は開発に関する記述
　該当事項なし。
【０００４】
コンパクトディスクで提出された資料の参照することによる組み入れ
　該当事項なし。
【０００５】
著作権保護の対象となる資料に関する注意
　本特許文書内の資料の一部は、米国及びその他の国の著作権法による著作権保護の対象
である。この著作権の所有者は、この特許文書及び特許開示内容について、米国特許商標
庁の公開ファイル又は記録上に存在することから、いかなる者によるその複写、複製にも
異議を唱えるものではないが、それ以外の点では、すべての著作権を保有する。この著作
権の所有者は、ここで、本特許文書を非公開とするためのいかなる権利も放棄するもので
はなく、その権利には、準ずる権利を含むがこれらに限定されない。
【０００６】
発明の背景
１．発明の分野
　本発明は、予想される消費者の要望に対して広告コンテンツを効果的に提供すること全
般に関し、さらに詳細には、コンテンツの提供又は視聴に応じてユーザーに報酬を支払う



(7) JP 2009-530669 A 2009.8.27

10

20

30

40

50

ことを含む、情報交換のためのワイヤレス技術を利用して、非常に関連性の高い（ｈｙｐ
ｅｒ‐ｒｅｌｅｖａｎｔ）コンテンツを消費者へ向けるための一体化されたシステム及び
方法に関する。
【背景技術】
【０００７】
２．関連技術の説明
　広告ビジネスでは、いまだに実現されていない究極的な目標（ｈｏｌｙ　ｇｒａｉｌ）
がいくつか存在する。それらは、（１）広告を正しい人口動態（年齢、性別、収入レベル
、など）へ届けること；（２）受け手が広告を確実に閲覧するタイミングで（受け手が、
ジュースを買いに出かけていたり、バスルームに入っていたりしない時に）届けること；
（３）販売物に本当に興味を持っている消費者に広告を送り込むこと（興味のない消費者
に対して広告費用を無駄にするのではなく）；（４）リラックスし、提案を受け入れやす
い状態の消費者をつかむこと（他のことに気をとられている状態ではなく）；（５）テレ
ビでは接触できない視聴者に接触し、その接触を、定期的なテレビ番組で接触するのと比
べてより的を絞ったスポット広告により一日で行うこと；（６）適切な時間に購入者と接
触すること（すなわち、食品は食事の時間に売る）；（７）メッセージを適切な場所にい
る消費者に送ること（例えば、その場所から数ブロックのところにある素敵なレストラン
を食事時間に紹介する）；（８）インターネットを利用して、広告を配信ルートへ数秒で
送り込むこと；（９）料金の請求は実際に届けられたコンテンツに応じて行い、それはす
べて電子的に自動で行うこと；（１０）広告業者にその広告が実際に流れていることの証
明を提供し、それを分単位でトラッキングすること；（１１）消費者の関与状況について
、代理業者又はクライアントへフィードバックを提供すること；（１２）広告が表示され
た時に、視聴者はボタンを押すことで購入できるようにすること（又は、少なくともより
詳細な情報を得ること）、である。既存の商業広告システムと異なり、本発明はまったく
新しい種類の可動通信プラットフォーム及びフォーラムを作製することにより、これらの
課題のすべて、及びさらなる課題を解決する。
【０００８】
広告
【０００９】
　マディソン街は時代遅れのメディアモデルへと徐々に進んでおり、新しく登場してくる
メディアを早く理解する必要があり、そうでなければ、他者がそれを行うことによって何
十億ドルものお金を失うことになる。これからの１０年間、現時点での２５００億ドル産
業において、まったく新しい広告のプラットフォーム及び消費者に接触する新しい方法を
作り出すために大金が動き出すであろう。そのプロセスにおいて、現代広告ビジネスの方
法及び手段は大混乱となるであろうが、本発明のためにというよりもむしろ、それを可能
にする多くの新興技術のためにそうなるであろう。何年もの間、マーケティング業者は消
費者に対して最高の成功を収めてきた。その多くは創造的な推測作業であり、それに続く
他の目的のために発明された使用可能な技術及び配信の流れである。例えば、テレビは、
通信の手段として開発され、無料の娯楽という形態へ急速に進化したが、ここでマーケテ
ィング業者は、他者が売り込みたい製品及びサービスを、消費者が楽しんでいる間に、消
費者の進む道へ挿入することができた。このような人々が実際にその製品及びサービスに
興味があるかどうかは重要ではなかった；単に、テレビは客数を有することから、消費者
を製品及びサービスに触れさせるために最高の方法であるというだけであった。しかし、
広告業界の幹部たちは、時代遅れのメディアプランにどれ程のお金が無駄にされているか
ということを認識し始めている。視聴者が「建物から離れた」ことにより、２００５年の
広告費用において、テレビのスポット広告が９．５％低下して１５５億ドルとなり、史上
初めて最も減少した分野となった。しかし、新聞、雑誌、ケーブル、及びシンジケーショ
ン（ｓｙｎｄｉｃａｔｉｏｎ）のすべてが増加し、屋外広告の分野は９．８％増加して３
５億ドルであった。
【００１０】
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　消費者が新しいやるべき事、及び自らが楽しむための新しい方法を求めている一方、マ
ーケティング業者は視聴者を求めている。しかしながら、今日の視聴者は、ますます巧み
に広告メッセージを避けるようになっている。必要なのは単にどのような視聴者でもよい
のではなく、広告業者が伝えるべき事及び売るべき物に対して本当に興味のある視聴者で
あり、そして、このような広告メッセージは、明瞭で、素早く、そして新しい視聴者の現
在の興味及びライフスタイルに関連性あるものでなければならない。今日、ゴールドラッ
シュはインターネット、及び「第３のスクリーン」と称される携帯電話、ｉＰｏｄ、及び
ＰＤＡ上の小さな携帯用のディスプレイに向かっている。ここでもやはり、マーケティン
グ業者は私たちの日々のビジネス及び娯楽の中に、彼ら自身（及びそのコンテンツ）を入
り込ませたいと考えている。毎年ブランド広告に費やされる１０００億ドルのうち、２５
乃至３０％程度が、間もなくこのような携帯スクリーンへ向かうことになると推定されて
いるが、そのようなサービスにお金を払うユーザーが広告を受け入れるだろうか。マーケ
ティング業界の上級幹部の言葉を借りると：「もし私が２２歳の男性で、この３０日間で
３Ｄゲームを携帯電話に４本ダウンロードしたとした場合、私が自分の端末上でソニーの
ＰＳ３の広告を見ることに興味を持つであろうという可能性はかなり高い」。彼が正しい
可能性はある。最近の研究によると、子供は、自分たちの興味のあるものが描かれている
限り、広告を見ることを好むということが分かっている。非常に多くの視聴者が、主に広
告を見るためにチャンネルを合わせるスーパーボウルを考えてみよう。このような消費者
は、参加したい、もっと話題が欲しい、そして最終的には意見を述べたいと考えているた
め、彼らが確かに時間を割いて、どのような種類のコンテンツを見たいと思っているかに
ついて広告業者に伝える可能性はある。しかしながら、今日のマーケティング業者が気づ
いてこなかったことは、現在新しい技術が出現して来ており、それによって消費者と作り
手との間の会話を開くことができ、そしてそこには依然として専門家が表現し実行する余
地が残されているということである。
【００１１】
　新しいキャンバスとそれに付随する新しい視聴者が必要であるが、彼らを獲得するため
には、携帯用の小さなスクリーン用に目的を変えたテレビスポット広告以上のものが必要
であろう。求められていることは、新規なアプリケーション及び実用的な配信を含む、広
告戦略の体系的な再生である。しかし、何よりもマーケティング業者に必要なことは、自
分自身のことをよりよく知っている消費者との接触、及び十分に自分たちの考えを表現で
きて、少なくとも二つの事項：１）自分たちが何者であるか、及び２）自分たちが何を求
めているか、を我々に伝えることができる消費者との接触を増やすことである。これは技
術的には可能であるが、消費者がこの戦略に参加するには経済的な理由が必要である。本
発明は、まさにこのことを提供することを考案したものである。
【００１２】
視覚的な混雑
【００１３】
　米国の都市はブレードランナーの様な視覚的な乱雑さへと収斂しており、その加速度的
な積み上がりに歯止めを掛ける規制はほとんど適用されてこなかった。タクシーの屋根に
ある電子ディスプレイは、看板で包まれたバス及びトレーラー、広告を貼り付けられたバ
ス停留所、店舗の電光看板、並びに氾濫する広告板と競い合っており、それらの多くは回
転パネルや点滅ライトを有し、最近では無線オーディオを有するものが多い。この状況は
さらに悪化していくと思われる。ナノスケールの部品により、連結されてあらゆる種類の
看板、表面、及び製品への応用が考えられるより大きく、安価で、解像度の高いビデオス
クリーンが期待される。我々はすでに視覚的な広告に浸っており、ウェブコンテンツのポ
ップアップ及び動画から完全装備のテレビ３０秒スポット広告まで、現在では娯楽の残り
の部分にはめ込まれるプロダクトプレイスメント（ｐｒｏｄｕｃｔ　ｐｌａｃｅｍｅｎｔ
）も含め、我々は毎日、何千という数の商業的なインプレッションを感覚的に摂取してい
る。ドライバーの注意を惹くことを競う新しい技術と目立つデザインが増えつつあること
に鑑みて、監督官庁、交通技術者、擁護団体は、このような注意を散漫にする可能性のあ
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るもののうち、どれが運転への危険性をもたらす可能性があるのかについて議論を始めつ
つある。事故に対して、広告看板にどの程度まで責任を負わせることができるのだろうか
。注意と注意散漫の本質についてわれわれは何を知っているのだろうか。この氾濫した状
況を合理的に制御できるのだろうか。
【００１４】
　調査によると、看板及び広告板が、特に交差点及びカーブにおいて、確かに交通の安全
性を脅かしていることが示されている。点滅するライト、動き、視覚的な乱雑さ、及び目
新しさ（例：非常に素早く大都市で模倣されているタイムズスクエア／ラスベガスストリ
ップ効果）が問題の一部分であると考えられている。さらに、ドライバーの注意力の散漫
に関する研究によると、視覚的な複雑さは、通りの看板、曲がり角、又は重要な目印に関
してドライバーがその環境を確認することに時間を掛けざるを得なくなることにより、安
全性を脅かしているということが確認されている。視線トラッキング装置を用いて運転中
のドライバーのモニターを行った研究者によると、ビデオ看板は、静止看板よりも注意を
そらしやすく、そして触媒として作用することによって、安全ではない状況においてさえ
あらゆる種類の看板をますます注視してしまう場合があるということが分かりつつある。
同様の研究により、安全で処理しやすい情報量を構成する内容を調べるために、視覚的に
注意が散漫になることによる若年ドライバー及び老年ドライバーの両方への影響に関して
、並びに、動画、ビデオ、及び移動パネルのドライバーに対する影響に関して報告がされ
ており、これは、電子看板及び広告板が識別しやすく注意をそらすこともないような基準
を設定しようという取り組みである。しかし、注意をそらさないようにすることは、屋外
広告の目的全体と矛盾することであり、そこに問題が存在する。
【００１５】
　人間が簡単に注意をそらされてしまうということに議論の余地はない。注意力の理論で
は、精神的な興奮／興味と作業をこなす能力との間の関係が指摘される。我々が最高に機
能するのは、退屈な状態と刺激が強すぎる状態との間のどこかである。研究者らが発見し
たところによると、新しい又は予期しない刺激が無意識の反応の引き金となり、我々は、
退屈又は集中していない状態であるほど、そのような驚きに対して影響を受けやすい。研
究によって視覚的な認識のモードについても明らかにされており、集中（ｆｏｃａｌ）又
は探査（ｓｅａｒｃｈ）モードは、狭い範囲の特定されたモードであり、環境（ａｍｂｉ
ｅｎｔ）モードは、一種の標準状態で、何かに特に集中しているというわけではないが、
視野周辺部の認識はより優れている。スクリーンの中央部で検索作業を行っているコンピ
ュータの使用者は、周辺部に物体が現れることにより、たとえ本人が意識的に気づいてい
なくても、作業速度を落としてしまうことを我々は学んでいる。視野周辺部の物体が多い
ほど、注意力は大きく乱れてしまう。従って、視野周辺部へ注意を向けるほど、スクリー
ン中央部にあるもの、又は道の中央部にあるものに対する集中力が低下することになる。
研究者らはさらに、目新しく、移動しながらぼんやりとして出現する物体が注意をひきつ
けること；動き始めることが、恐らくは生存本能が刺激されて、最優先の又は緊急の注意
を払う引き金となること；並びに、色の変化が注意をひきつける場合があること、も解明
した。これらはいずれも屋外広告が事故の原因であることを示すものではないが、ドライ
バーが道路脇の看板を目にした場合は、明らかに行動メカニズムが関与してくる。注意を
ひきつける主な要因がコンテンツであるという考えは、検証され始めている。コンテンツ
と注意力の散漫は避けがたいことであることから、解決策は、これらを制御し、これらが
どのようにして、いつ、どこで発生するべきかを正確に解明することにあるであろう。こ
れは困難な課題であるが、本発明の主たる目的でもある。
【００１６】
物理的な混雑
【００１７】
　広告が我々の風景を乱雑にしているように思われるのと全く同様に、移動物体にも同じ
ことが言える。主要都市における交通渋滞は異常発生の規模に達しており、この問題を処
理するための全国規模での研究を促している。ロサンジェルスのような場所では、１９５
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０年代の後半にはその郊外までならどこでも車で２０分で行くことができたが、今では、
一日の中の時間帯に関係なく何時間もかかる。テキサスＡ＆Ｍ大学のテキサス交通研究所
（Ｔｅｘａｓ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）によって５月にリ
リースされた２００５年の都市交通研究レポート（Ｕｒｂａｎ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｓｔ
ｕｄｙ　Ｒｅｐｏｒｔ）によると、ピーク時間中の交通渋滞の割合は、１９８２年がわず
かに３２パーセントであったのに対して２００３年は６７パーセントであり；主要道路シ
ステムの交通渋滞の割合は、１９８２の３４パーセントに対して２００３年は５９パーセ
ントであった。一日のうちで渋滞に遭遇する時間数は、１９８２年の４．５時間から現在
は７．１時間超にまで増えている。交通渋滞は小都市圏よりも大都市圏で悪化しているが
、小都市圏でさえ需要の増加について行くことができていない。この研究によると、発案
からプロジェクトの完成までに、又は大規模な計画と開発が必要であることからプログラ
ムの承認までにかかる時間としては、１０年間というのは非現実的な時間軸ではない。し
かし、現在の増加のスピードでは、１０年の間に都市圏の平均的な交通渋滞の値は２番目
に高い区分にまで跳ね上がることになり、すなわち、２００３年に大都市圏のものであっ
た交通渋滞の問題が、２０１３年には中都市圏のものとなるであろう。
【００１８】
　このことは、コストという面で消費者にとって何を意味するのであろうか。２００３年
には、研究された８５の都市圏において交通渋滞がドライバーにもたらすコスト（無駄に
された時間及び燃料に基づく）は、約６３１億ドルであった。この８５の都市圏における
車での移動者一人当たりの平均コストは７９４ドルであった。移動者一人当たりのコスト
は、「非常に大きな」都市圏の１０３８ドルから下は「小さな」都市圏の２２２ドルまで
の範囲であり、そして、これらはすべて今日に比べてはるかに低い燃料費によるものであ
る。この研究された８５の都市圏の中で、２３億ガロンの燃料が無駄にされており、これ
は、４６隻のスーパータンカー又は２３万台のガソリンタンクローリが満杯になる量であ
る。人口が３００万人を超える都市圏では、１５億ガロンの燃料（総量の３分の２超）が
無駄となった。１ガロン２ドルとすると、止まっては動くという交通の間にドライバーが
３０億ドルを投げ捨てたことになる。米国屋外広告協会（Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ａｄｖｅｒｔ
ｉｓｉｎｇ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａｍｅｒｉｃａ）（ＯＡＡＡ）の報告によ
ると、同じ期間の間に、広告業者は家庭外広告に５５億ドルを費やした。その代わりに、
屋外広告業者がもしその５５億ドルを本発明を用いた広告に費やしたとしたら、より優れ
た広告プラットフォームにお金を投入することになるだけでなく、ドライバーが無駄にし
た３０億ドルを補填することができた上、さらに他へ使うことができる２５億ドルが残る
ことになったであろう。
【００１９】
　我々の悪化し続ける交通状態についてどうするべきかを考え出すための数多くの研究が
開始されたが、具体的な提案はほとんど表面化してない。ドライバーに彼らの日々の遅れ
を補償することを示唆するような提案が出されていないことは確かである。それでも、我
々が渋滞に対する有効な解決法を手にするまで、本発明は、渋滞を経験している間に所有
者が無駄にしている時間とお金を、ある程度は、相殺することができる。
【００２０】
移動物体
【００２１】
　移動物体がある限り、人はそこに広告を載せてきた。初期の時代の軽四輪馬車及び駅馬
車から現代の列車、地下鉄、バス、及び飛行機まで、移動物体は企業及び自己宣伝、個人
の表現、識別、並びに広告の基礎となるものである。今日では、自動車、トラック、バス
の全車体、独立して牽引されるトレーラーでさえ、製品及びサービスに関するもので全体
を覆ったり広告を載せたりして飾りつけられているのを見ることは珍しくなく、これらの
多くは、全国の都市の通りを進んで行く際、ドライバーや歩行者の注意を惹くためにバッ
クライトで照らされている。世界最大の広告業者の一つであるＣｌｅａｒＣｈａｎｎｅｌ
　Ｏｕｔｄｏｏｒは、都市交通におけるタクシーの上部に用いる種々のタクシー屋根上広
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告（Ｔａｘｉ　Ｔｏｐ）を取り扱っている。これは様々なサイズと、２面、３面、又は４
面のモデルがあり、通常は、通り過ぎる歩道又は徒歩交通である歩行者の目の高さで、バ
ックライトで照らして画像を表示する。中には、動きを作り出すためのレンズスクリーン
、内蔵ＬＥＤ表示パッド、若しくはテキストをスクロールさせるためのより大きなＬＥＤ
パネル、又はフラッシュタイプの動画を表示するより工夫されたディスプレイを有するも
のがある。最後のものは、任意に車載ＧＰＳシステムと接続することができ、特定の通り
又は都市の特別な地域においてのみ表示するようプログラムすることが可能である。この
ようなディスプレイ上で、ＣｌｅａｒＣｈａｎｎｅｌのクライアントは、リアルタイムで
はないが、路上で人目に触れる前に余裕をもってコンテンツの管理を行っている。Ｃｌｅ
ａｒＣｈａｎｎｅｌは、さらに、後付けでトランクに搭載すされる１４×３６インチのフ
ラット看板を提供しており、これは後ろから来る自動車に乗っている人のおおよその目の
高さに位置する。ＣｌｅａｒＣｈａｎｎｅｌのタクシーメディア部門（Ｔａｘｉ　Ｍｅｄ
ｉａ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ）では、これらを「積載（ｔｏｎｎａｇｅ）」広告と称しており
、それは、後ろを走る自動車が同じ静止した印刷広告を５乃至２０分間（ニューヨークな
どの場所での交通状況において自動車がその後ろを走っている時間）見ることになるから
である。
【００２２】
　もう一つの会社、ＭｏｔｉｏｎＬＥＤは、長くて薄いＬＥＤパネルを販売しており、こ
れは、吸盤で自動車の窓の内側に取り付けることができ、そこで、小売店舗にあるものと
同じように、横方向にテキストメッセージをスクロールさせることができる。このような
ユニットは、８インチから４０インチまで、４種類の長さが用意されており、文字は３色
のうち１色を選択できる。これらはすべて、公共のスペースで広告メッセージを表示する
ために個別に行っている取り組みであり、人口動態的なターゲットへの「ショットガン的
な」アプローチを代表しているに過ぎない。これらの技術を用いる広告業者は、広告が、
街の適切な場所で、又は一日の中の適切な時間帯に、そして自分たちの製品へ気持ちが傾
く可能性のある人々の目に触れることを期待することしかできない。
【００２３】
配信
【００２４】
　マディソン街は、コストと労働力がかかり、依然として大部分が紙による購買と請求の
媒介プロセスを転換させようと積極的に動いている。インターネットでさえ、極めて重要
なビジネスのルール、又はマディソン街が本当に必要としているオンライン売買のための
プログラムの概要がまだ確立されていない。アメリカ広告業協会（Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ａ
ｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ａｄｖｅｒｔｉｓｉｎｇ　Ａｇｅｎｃｉｅｓ）（ＡＡＡＡ
）がまとめた最近発表の現況報告によると、インターネットは、完全に電子的な広告を行
う上で不可欠な９個のステップのうち１個しか達成しておらず、そのため主たる媒体の中
で、「不具合」の割合（最初の注文通りに動かない広告を通した購入の割合）が最も悪く
なっている。このことにより、インターネットが、最も進歩的ではない電子ビジネスの取
引相手としての家庭外、ラジオ、及びネットワークテレビと対等のものとなっている。全
メディア中で最もアナログ的である雑誌及び新聞でさえ、電子ビジネスをインターネット
よりも大きく発展させ、今日では少なくとも電子的に注文を受けることができる。広告業
界は、紙を使ったプロセス及び人手の投入という、メディアを通した購入のコストを上昇
させて経理上の間違いをもたらす労働集約的な手作業のステップからの独立を宣言するこ
とができるまでには、膨大で複合的な努力を行う必要がある。本発明は、単に極めて関連
性の高いコンテンツを配信するための広告プラットフォームに関するだけでなく、土台か
ら完全に電子的であり、創造性、配信、トラッキング、調査、関与、アカウンタビリティ
（ａｃｃｏｕｎｔａｂｉｌｉｔｙ）、及び報酬を、検証可能で自動化された単一の閉ルー
プネットワークへ組み込む広告プラットフォームである。包括的で一貫したシステムとし
て、現代広告の世界では今までに聞いたことのないものである。
【００２５】



(12) JP 2009-530669 A 2009.8.27

10

20

30

40

50

テレビ
【００２６】
　広告業者は、空中文字から小便器まで、そして食料品店のレジの仕切り（ｄｉｖｉｄｅ
ｒ）から果物や野菜そのものまで、あらゆるところに広告を載せる。しかし、よい結果を
もたらすのは常に、完全な動画のビデオディスプレイである。フラットスクリーン技術の
進歩により、ディスプレイは、エレベーター、ガスポンプ、及び化粧室など、数秒間立ち
止まる必要のある人が存在する場所であればどこにでも入り込むことができるようになっ
た。情け容赦ないかのごとく、マーケティング業者は移動中の消費者を追いかけている。
およそ２億人が米国でワイヤレス通信サービスを契約していることから、マーケティング
業者は、携帯電話、ブラックベリー（Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ）、及びハイブリッドデバイ
スなどのワイヤレスデバイスに配信した広告が、ユーザーを怒らせることなく存続可能な
メディアプラットフォームへと発展するかどうか考えている。ＧＰＳ携帯電話は、自分た
ちの店舗の近くにいるかもしれない携帯電話ユーザーに対してマーケティング業者が小売
広告を送信できるという見込みがあるため、「特効薬（ｓｉｌｖｅｒ　ｂｕｌｌｅｔ）」
とも呼ばれる。Ｃｈｒｙｓｌｅｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎは、テレビスタイルのコマー
シャルを携帯電話上で実際に流すことになる「Ｔｈｅ　Ｊｅｅｐ　Ｃｈａｎｎｅｌ」とい
う独自の携帯電話向けテレビチャンネルを立ち上げつつある。
【００２７】
　小スクリーンから大スクリーンまで、ＣｌｅａｒＣｈａｎｎｅｌの屋外部門（Ｏｕｔｄ
ｏｏｒ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ）及びモントリオールのデジタルスクリーンネットワークのプ
ロバイダであるＤｉｇｉｔａｌ　Ａｄｖｅｒｔｉｓｉｎｇ　Ｎｅｔｗｏｒｋは、協同で何
百という４×１６フィートのビデオディスプレイを全国のショッピングモールのフードコ
ートに設置した。これらのディスプレイでは、とりわけ、居間で見ることができるテレビ
の３０秒のスポット広告と同じ種類のものが流される。そして、広告をスキップするデジ
タルビデオレコーダー（ＤＶＲ）に起因する視聴者数の低下、及びインターネットなどの
代替メディアの存在にもかかわらず、アメリカの視聴者はそれでも一人あたり一日に４乃
至８時間をテレビにかじりついて過ごしており、これは他のどの国よりも長いが、日本が
僅差の２位である。もしこの時間を民間放送のテレビを見て過ごしたとしたら、コマーシ
ャルも約１５分間見ていることになるというのは正当な推測である。もう一度２００５年
の都市交通研究レポートを見てみよう。研究された「非常に大きな」都市圏では、移動者
一人あたり年間で６１時間の遅延が発生しており、これは年間２１９，６００秒にあたる
。テレビ広告の点からは、これは一日あたり３０秒のスポットコマーシャルおよそ３０回
分であり、１５秒のスポットコマーシャルであれば一日あたりおよそ６０回分である。ロ
サンジェルスでは、この数字はさらに良くなる。ロス市民は、移動者一人あたり年間で９
３時間、又は３３４，８００秒の遅延を経験している。これは、平均的な一日あたり３０
秒のテレビスポットで４４．６４回分、１５秒スポットでおよそ９０回分に等しい。
【００２８】
調査
【００２９】
　広告という面で誰が何を視聴しているかを把握することは、メディアプラットフォーム
の価値を実証するために欠かせないものである。この実証の必要性により、中には現在で
は良く知られているものもある種々のデバイス、プログラム、及び企業が出現しており、
その役割は、現存の広告視聴者の基盤を調査することである。ＣｌｅａｒＣｈａｎｎｅｌ
は、その膨大なラジオ聴取者の調査を行う新しい電子デバイスを求めて、提案依頼（Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　Ｐｒｏｐｏｓａｌｓ）（ＲＦＰｓ）の検討を行っている。広告調査
を専門とする企業であるＡｒｂｉｔｒｏｎは、携帯型個人視聴計測器（ｐｏｒｔａｂｌｅ
　ｐｅｏｐｌｅ　ｍｅｔｅｒ）（ＰＰＭ）と呼ばれるデバイスを開発したが、これは受動
的な電子デバイスで、時代遅れの紙による日誌形式の記録法に置き換わることを意図した
ものである。一方、Ｎｉｅｌｓｅｎ　Ｍｅｄｉａ　Ｒｅｓｅａｒｃｈは、現在ではＤＶＲ
による時間差での視聴、ビデオオンデマンド、並びにインターネット及び携帯型メディア
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などのその他の競合するプラットフォームの調査も行っているテレビ視聴率サービスにお
いて、その精度を向上させるためのデバイスの使用に向けた「ポートフォリオ（ｐｏｒｔ
ｆｏｌｉｏ）」戦略を計画している。２００５年１２月、Ｎｉｅｌｓｅｎ　Ｏｕｔｄｏｏ
ｒは、家庭外人口動態のデータの第一号を発表し、広告板上の広告を見ることが最もあり
そうな人々というものを明らかにした。Ｎｉｅｌｓｅｎは、回答者を説得してポケットベ
ルサイズのＮｐｏｄｓと呼ぶＧＰＳ搭載のデバイスを装着してもらい、その回答者の通行
パターンと屋外広告の地点を示した地図とを組み合わせ、誰が、いつ、どのような種類の
屋外広告の前を通過しているかを調べた。Ｎｉｅｌｓｅｎのデータは、個々の屋外広告地
点に対するユーザー毎の人口動態を提供するわけではなく、単に、おおよそどれくらいの
頻度でどのような消費者の目に留まる可能性があったかというイメージを広告業者に与え
るだけである。広告調査を蓄積して応用する方法は、その他の点では成熟し広く普及して
いる産業において大きく欠けている部分である。
【００３０】
　広告調査の基礎は、「インプレッション（ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）」又は「ビュー（ｖ
ｉｅｗ）」を構成するものは何かを明らかにすることである。広告板のビューを調査する
ための特別なソフトウェアが作り出された。テレビ用のシステムは、家庭でのインプレッ
ション数、及び一日の中でビデオオンデマンド（ＶＯＤ）プログラムが視聴された時間帯
を明確化する。
【００３１】
　本発明にはこのような問題はない。第一に、本発明は娯楽番組の流れの中にコマーシャ
ルを挿入するのではなく、広告だけを表示するものである。第二に、すべての表示は実質
的に、いろいろな移動物体に搭載された電子デバイスによって「リクエスト」されるため
、そのようなリクエスト及び完了した配信は、それが発生した時点で確認され、後からダ
ウンロードできるようにログが取られる。このような一体化された調査により、どのよう
なコンテンツが視聴されたか、正確にどこで視聴されたか（ＧＰＳデータに基づいて）、
いつ及び誰によって視聴されたか（重要な人口動態的な詳細と共に）、並びに正確にどれ
ぐらいの間視聴されたかが明らかとなる。このシステムはさらに、衝動的な情報のリクエ
ストがなされたかどうか、又は視聴の結果として購入が行われたかどうかについての記録
も行う。最後に、このシステムは、例えば、特定のホテルやレストランの広告を見た直後
にそれらへ向かって運転していく、といったように、コンテンツを視聴した後の移動物体
の側の地理的な動きをトラッキングして、地域での効果を確認することができる。さらに
、コンテンツのリクエストはすべて、配信が確認される結果となるかどうかに関わらず、
すべての参加している移動物体のハードディスクに記録される。このことは、２４時間の
詳細な地図、いうなれば「データスナップショット」を再構築することにより、消費者が
どこへいつ行って、その時に誰と一緒であった可能性があって、そうする際に何を探して
いて、そして、場合によってはそれを見つけたかどうかについて、マーケティング業者が
知ることができるということを意味している。出願者が現時点で知る限りにおいて、配信
、調査、収集、処理、評価、再現、配信、確認、及び再調査を、従来の広告又は極めて関
連性の高い広告及びその他の種類の消費者向けコンテンツの絶対効果について非常に広範
囲に及ぶスケールで行い、さらに標準的な消費者がそれを行うことに対して報酬をもたら
すための精度が高く自動化された能力を提供する組織、システム、手段、又は技術は、考
案も提案もなされていない。
【００３２】
ターゲティング
【００３３】
　ジオデスティネーション（ｇｅｏ‐ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ）ターゲティングとは、広
告業者がユーザーの居場所に基づいてターゲット広告を出すことができる非常に一般的な
技術であるＩＰに基づいたターゲティングと、例えば、ユーザーが検索対象としている都
市についての情報とを組み合わせるプロセスのことである。例えば、サンフランシスコの
ユーザーがテキサス州オースチン内の住所を検索している場合、オンラインマーケティン
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グ業者は、サンフランシスコからオースチンまでの格安運賃を宣伝する航空会社のターゲ
ット広告を出すことができる。
【００３４】
　同様に、本発明は、移動物体からの情報の集計を行うことができる。例えば、行き先と
経路を選択した車載ＧＰＳナビゲーションシステムを用い、次にその情報を記憶された所
有者のプロフィールと組み合わせることにより、関心の高い小売店舗、好みの料理のレス
トラン、ホテル、旅の立ち寄り地点（ｔｒｉｐ　ｓｔｏｐ）、又は事前に登録した所有者
又はその家族の興味に合うことが分かっているその他の見所ポイントなど、広範囲の種類
の非常に対象を絞り込んだ広告を、それらに途中で遭遇する可能性のあるいずれの移動物
体上にも表示されるよう作動させることができる。さらに、車上のデータが、例えば男性
用の皮のブーツなど、特定の種類の品物を探したり購入したりした履歴を示し、そして移
動者が質の良い皮のブーツ専門の製造業者のある街を通過する場合、本発明は、その移動
者が街に近づくか又は通り過ぎる際に周辺にある物体のディスプレイを「借用する」こと
によってそのことを移動者に知らせることができる。このように借用したディスプレイの
提供者は、その使用に対して物品による報酬を受けることになる。
【００３５】
行動ターゲティング
【００３６】
　行動ターゲティング広告は、マーケティング業者が購入者のことをもっと良く知るため
の方法である。インターネットにより、調査する側は購入者に関する事実を追跡し、購入
者が見たり、一通り閲覧したり、又は注文したりした物の調査を行うことができる。彼ら
がさらなる情報を求めて戻ってきた場合は、関連性のある広告で「再ターゲット」の対象
とすることができ、関連性があるのは、彼らがすでにそれに、又は恐らくはそれと関係の
ある何かに大きな興味を示したからである。再ターゲティングは、過去に何かを購入した
顧客に対して組み合わせ販売を行うために、又は、見込みのある顧客に対して、彼らを販
売、ダウンロード、若しくはニュースレターへの登録などの転換行為（ｃｏｎｖｅｒｓｅ
ｉｏｎ　ｅｖｅｎｔ）へ導く試みとして、再度接触するために用いられる。これは、ある
グループの方が別のグループよりもうまく作用するということがあるが、潜在的な購入者
が、自分たちが誰であり何を欲しいと考えているかを自分たちの行動を通して潜在的な販
売者に知らせるための別の方法である。このアイデアを、本発明のように、購入者側と販
売者側がそのような交換に関して実際に協力し、各々の側がその取り組みから大きな利益
を得るという次のレベルへ進めない手はないであろう。
【００３７】
バズターゲティング（Ｂｕｚｚ　ｔａｒｇｅｔｉｎｇ）
【００３８】
　消費者作製のメディア及び口コミに関する調査を専門とする企業であるＮｉｅｌｓｅｎ
 ＢｕｚｚＭｅｔｒｉｃｓは、「口コミが強力である世界では、マーケティング業者は、
良いうわさだけでなく悪いうわさに対しても同様に注意を向ける必要がある」と主張し、
続いて、驚くべきスピードで悪いニュースを大量生産することで有名な素早く反応するブ
ログの世界に対応するためには、ほとんどの広告業者が「準備不足」であるとみなしてい
る。ここで本当の「行間を読む」情報とは、今日の消費者が、より良い製品及びサービス
を手にすることに関して意見を述べること、それも声を大にして述べることに対して非常
に前向きであるということである。すなわち、顧客を理解するようになれば、広告業者は
もはや受身である必要はなく、積極的になることができる。質問をすることができるので
ある。これは、マーケティング業者がそれほど頻繁にはわざわざ行おうとしてこなかった
ことである。購入者が実際に何を求めていて何に関心をもっているのか、つまり何が彼ら
を動かすのかを学び、それをお互いの利益に利用するということが、本発明に不可欠な部
分である。
【００３９】
対話性
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【００４０】
　広告の究極的な目標のリストの最後に挙げた項目を思い出してみよう。ボタンを押して
の購入をするだろうか。ＸＭサテライトラジオは、少なくとも音楽に関してまさにそのこ
とを行うための携帯ＭＰ３プレーヤーを発送する準備をしている。Ｎａｐｓｔｅｒと契約
すると、ユーザーはボタンを押すことで自分たちが聞く歌を「ブックマーク」することが
でき、そして次回そのプレーヤーをコンピュータに接続した時に、ネットを通じてその歌
が自動的に購入される。これは、一つの方向性の始まりである可能性がある。しかし、本
発明は、完全に一体化された広告及び配信のインフラのおかげで、さらに何歩か先を進ん
でいる。移動物体中のユーザーは、現場で興味を惹かれる広告を目にすると、ボタンを押
すことですぐに情報を得ることができ（価格及び在庫、など）、又は自分のコンピュータ
にパンフレットを送付してもらうなど、それ以外のリクエストを出すことができる。しか
し、見たり聞いたりしたものを本当に気に入った場合は、その場で購入することができる
。後ほど説明するように、クレジット及び発送に関してはすべて事前に設定してあるため
、インターネットに接続して決済を行う必要はない。製品が発送される前に、気が変わる
ことに備えて数日の余裕をリクエストすることさえ可能である。週末に話題作の映画を公
開予定の大手フィルムスタジオを考えてみよう。映画公開のプロモーションのために相当
な広告予算を割り当て、盛り上げるために大量の印刷物とテレビのスポット広告を打ち出
すことだろう。金曜の晩の６時に車を運転していて、まさしくこの週末に何をするか決め
ようとしている１０万人の１０代の少年たちに、サラウンドサウンドによるわくわくする
ような３０秒の予告編を配信することができるというのはどうであろうか。そして、それ
に続いて、彼らの正確な居場所からほんの数分のところにある映画館で引き換えるチケッ
トをボタン一つで購入することができ、それに近くにあるＢｕｒｇｅｒ　Ｋｉｎｇの電子
割引が付いていたらどうであろうか。本発明では、まさしくそのようなプロモーションを
、直ちにそして連続的に実行することができるのである。
【００４１】
　新しいキャンバス
【００４２】
　コンピュータとディスプレイの技術は、それを利用する広告の世界よりも遥かに進歩し
ている。液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、プラズマ、及びデジタルライトプロセシング（Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ｌｉｇｈｔ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）（ＤＬＰ）は大きな進歩を遂げ、多
くの消費者にとってはまだ高価ではあるが、現在では大量生産されており、コストは下が
りつつある。ＬＣＤは１９６３年頃に発明され、最初はかさばるＣＲＴに代わる薄型の代
替品として、又は壁掛けテレビのスクリーンとして考えられていた。残念なことに、大画
面への大型化には問題があった。その代わり、ＬＣＤは腕時計からノート型コンピュータ
まであらゆるものの標準的なディスプレイとなり、よく知られているように、量産車のブ
レーキランプ及びテールランプを含む従来のライトに急速に置き換わりつつある。
【００４３】
　現在、コダック／三洋電機が最初に開発し、特許を取得している新たな製品、有機発光
ダイオード（ＯＬＥＤ）により、従来の技術では不可能であった高いレベルの明るさとシ
ャープさを持つ独自の映像が見込まれている。ＯＬＥＤは自己発光型であり、ＬＣＤには
必要なバックライト、拡散板、及び偏光板を必要としない。ＯＬＥＤは、有機発光材料の
上にあるサンドイッチ状の２個の帯電電極から成り、この発光材料のために水銀ランプを
必要とせず、消費電力が非常に低いより薄く軽いディスプレイが得られる。このようなデ
ィスプレイは携帯用デバイスや自動車に使用するのに十分な強さを有し、１６０度の角度
まで見ることが可能で、明るい光の中でもはっきりとした明瞭な映像を映し出すことがで
きる。ＯＬＥＤは、映像の解像度も高く、各ピクセルのオンオフを独立して行うことがで
きるため、非常になめらかで輪郭がスムーズなカラー映像を映し出すことができる。これ
らはＬＣＤプロセスよりも２０乃至５０％安価であるにもかかわらず、プラスチックを用
いてより強く頑丈にしている。製造者によると新聞の「印刷」に似たプロセスということ
であり、大サイズのガラスやディスプレイに特有の障害がない折り曲げ可能で成型の可能
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性もあるパネルが期待されている。すなわち、これらは将来非常に安価になるはずである
。
【００４４】
　一方、ポツダムにあるフラウンホーファー応用高分子研究所（Ｆｒａｕｎｈｏｆｅｒ　
Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｆｏｒ　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ）（
ＩＡＰ）の科学者らは、ＯＬＥＤを透明にしようとしている。これまでのＯＬＥＤは金属
酸化物コーティングによって不透明となっていたため、研究者らは透明な物理的性質を調
べている。そのようなディスプレイは、通常の窓ガラスに埋め込み、スイッチのオンオフ
で画像又はビデオオンデマンドを映し出すことができる。このような新しいパネルは可視
光又は視界をほとんど妨げないため、その開発は、自動車のフロントガラスのヘッドアッ
プディスプレイなどへの応用、又は本発明が予期する種類のディスプレイにとって理想的
である。重要なことは、提案されたビジネスモデルの下、費用対効果が高い方法により、
確立され成熟した交通産業に見合う生産量でＯＬＥＤディスプレイを早く供給するために
、プロセスを改良して必要な製造設備を開発するための資本投資が得られるであろうとい
うことである。
【００４５】
政府機関
【００４６】
　米国政府と本発明とに関して考えられる接点領域をすべて評価することは、本文書の実
質的な範囲を超えるであろう。米国政府は、移動物体の遠隔通信に関する多くのプログラ
ムを進行中であるが、出願者は、本発明と対立するいかなる具体的な政府の先行技術も認
識していない。政府の役割は、技術的評価、ルール作り、新たな基準の作成、及び法令と
いう面で必要なものを提供するか又は援助をすることによって本質的に本発明に対応して
これを支持することであると考えられる。しかし、米国政府が単独で又は民間の契約業者
と共に、目的又は結果が重複し、それが類似の結論又は協同での実行へ繋がる可能性のあ
るプログラムの調査を行っている分野がある。そのような３つの例をここに示す。
【００４７】
　１）米国運輸省は、交通の安全性と移動性を改善し、先端通信技術を用いることで生産
性を向上させるよう設計された高度交通システム（ＩＴＳ）プログラムを開始した。ＩＴ
Ｓは、無線及び有線通信に基づく広範囲に及ぶ情報、並びにエレクトロニクス技術を包含
し、これは、米国の交通インフラ及び自動車そのものに組み込まれた場合、渋滞を緩和し
、安全性を改善し、米国内の生産性を向上させるはずである。そのようなＩＴＳに関する
研究の一つでは、最終的には世界中の乗用車へ搭載するための、軽自動車前方監視用追突
警報システム（ＬＩＧＨＴ　ＶＥＨＩＣＬＥ　ＦＯＲＷＡＲＤ－ＬＯＯＫＩＮＧ，ＲＥＡ
Ｒ‐ＥＮＤ　ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ　ＷＡＲＮＩＮＧ　ＳＹＳＴＥＭ）の創出に関するもの
である。この研究は、追突事故を予防又は低減することができるドライバー警報システム
創出へのガイドラインを確立する試みである。
【００４８】
　ある局面では、提案されたシステムは、前方監視用近接センサー技術（ｆｏｒｗａｒｄ
　ｌｏｏｋｉｎｇ　ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｓｅｎｓｉｎｇ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）を用
いて前方を走る自動車の速度を測定して距離と接近速度を計算し、そして状況に応じて「
衝突警告」又は「接近し過ぎの警告」を、出すぎたものとはならない程度で後方を走る（
ホスト）自動車のドライバーに対して発することを提案しているという点で本発明に類似
している。ＩＴＳは、ドライバーの不注意に関して入手可能なデータ（その一部は過去に
記憶されたもの）を適切に評価するが、それ自身が通常検知する内容と整合性のある形で
の助言をすることはできない。例えば、セクション３．２．１、ＩＴＳガイドラインの背
景、には、「追突事故を引き起こす主な要因は、運転という作業に対するドライバーの不
注意である（約６６乃至７７％）」と記載されている。ここで言うドライバーの不注意と
は、不注意と注意散漫の両方を含む。ドライバーは絶えず道路の状況を確認している（す
なわち、道路の正面、左側、右側を見て、ミラーを確認し、内部及び外部の刺激に注意を
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払う）。目も一緒に集中するため、ドライバーは一度に一つの事項にしか強く集中できな
い。従って、例えば、他の刺激に対して注意を払っている間、ドライバーは自動車前方の
道路を適切に知覚することができない場合がある。ドライバーは、車内の調整装置の操作
、及び可能性として会話の続行を行う際、道路から目を離して他の刺激に「注意を払う」
必要のある場合が多い。ドライバーは、複数回ちらちらとよそ見をする（ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅ　ｇｌａｎｃｅｓ）ことで他の刺激に注意を払うことが多く、そのため道路から目を離
してしまう。このようなよそ見によってドライバーの注意が散漫になり、運転作業に対す
る不注意へ繋がる。よそ見は一瞬の場合もあり、一定の時間続く場合もある。ドライバー
の注意散漫は、ドライバーの不注意の約１１乃至２４％を占める。ドライバーはまた、前
方の道路に集中しているがそこで起こっている変化を知覚していない、という行動を取る
こともある。この「見てはいるが目に入っていない（ｌｏｏｋｅｄ　ｂｕｔ　ｄｉｄｎ’
ｔ　ｓｅｅ）」現象も、ドライバーが不注意な状態であることを表している。これは、す
でに議論した注意を散漫にする広告から来る問題と類似している。
【００４９】
　残念なことに、ＩＴＳは、その推奨事項の中で、飛行機、列車、又はその他の種類の機
械などの種々の移動物体に見られる非常に一般的な解決策を想定する方向へ進んでおり、
すなわち、音声及び触覚（力フィードバック）による警告で強化することもできる、自動
車の計器パネルに視覚的に目立つ警告表示を設置すること、又は、アクセルペダルへの振
動である。すなわち、不注意のドライバーが自らの意識に再集中し、前方の道路上の重大
な交通状況に反応しなければならない時、ＩＴＳの推奨事項によると、さらにもっと視覚
に訴え、耳に聞こえ、そして身体的な刺激によってドライバーの注意は転換される。上述
のように、研究者らは、新しい又は予期しない刺激が無意識の反応を引き起こし、我々が
退屈しているか又は集中していない状態であるほど、このような驚きに対して無防備であ
ることを明らかにした。また、検索作業を行っているコンピュータユーザーの現象で、彼
らの注意が集中したい場所の周辺に向けられるほど、スクリーンの中央部又は重要な対象
への集中が失われるということも上記で議論した。計器パネル上の警告灯が点灯し、これ
に音声による警告と右足への振動が加わった場合を想像してみよう。自然の衝動としては
、まず警告灯を、恐らくは次に床を見て、その間に意識を集中し、研究によると、その時
までに過剰反応の可能性は高くなっている。これらはすべて前方の自動車に向けて注意を
払うべき時の場合であり、衝突目前の状態であることを意味する。我々はさらに、新たに
移動しながらぼんやりとして出現する物体が注意をひきつけること、そして動き始めるこ
とが、恐らくは生存本能が刺激されて、最優先の又は緊急の注意を払う引き金となること
を、さらには色の変化が注意をひきつけることがあることも学んだ。しかしＩＴＳの技術
者らは、これを可能性のある解決策として解釈することを見逃している。我々には、目の
前で突然停車する可能性のある自動車の目立つ場所にブレーキライトを設置するという効
果的で長い歴史がある。これは機能している。恐らく、より自然で注意を散漫にすること
の少ない解決策としては、本発明で開示するように、前を走る自動車上の後ろ向きのビデ
オディスプレイを用い、「接近し過ぎ」に対してより強力な警告と共にカラー映像の動き
を提供するか、又は衝突の可能性がより差し迫っている場合には、よりインパクトのある
警告（音声合図の支援により）を提供することであろう。そのような警告は、音声によっ
てドライバーに状況への注意を喚起し、それはドライバーの視覚的な注意を事故を避ける
ためにまさしくあるべき方向へ向けることによって支援されるであろう。これは、ＩＴＳ
が提案するものと類似の近接技術により、これに前を走る自動車へのワイヤレスシグナル
の返信を追加することで可能となるであろう。
【００５０】
　本発明は、すぐ後方の移動物体の操作者（ｏｐｅｒａｔｏｒ）の注意を惹きつけるよう
設計された特定の方式による注意喚起の色と光の変化を、移動物体の後部表面に目立つよ
うに作動させ表示する手段を提供することから、完全に実施されることにより、ＩＴＳが
提案する衝突回避及び「接近し過ぎ」の視覚的な警告よりも効果的な解決策を示す。本発
明が意図するところは、そのような新規な安全性への数多くの解決策を促進することであ
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り、これらは以下の文中でさらに説明される。
【００５１】
　２）米国の緊急警報システム（ＥＡＳ）は、重要な緊急情報が速やかに対象である特定
の地域に送られるよう、連邦通信委員会によって設計された。ＥＡＳは放送メディアだけ
でなく、ケーブルテレビ、衛星、新聞、ポケットベル、並びに直接放送衛星（Ｄｉｒｅｃ
ｔ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ）、高精細テレビ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎ
ｉｔｉｏｎ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ）、及びビデオダイヤルトーン（Ｖｉｄｅｏ　Ｄｉａ
ｌ　Ｔｏｎｅ）などの新しい形態のデジタル技術に対しても警告を発する。ＦＣＣのルー
ルでは、確実に受信して視聴者及び聴取者に適時に配信するよう、放送局は少なくとも２
種類の独立した緊急情報源を監視する必要がある。しかし、技術は進歩している。今日で
は、現存のＥＡＳの能力を向上させる多くの新しい方法が利用可能である。人工衛星を用
いて、ＥＡＳメッセージを数秒以内に利用可能な高いセキュリティレベルで現在のＥＡＳ
の地理的な制限なしに、配信することができる。インターネットは、貴重なフォローアッ
プ能力を有する予備経路又はバックアップ経路の通信を提供することから、さらなるイン
パクトを与えるに足る技術である。しかし、２００２年に完了したＥＡＳの有効性に関す
る民間の研究により、ＥＡＳが真に効果的なシステムとなることを阻む主に３つの懸念事
項があることが明らかとなった。一つは、ＥＡＳ及びその他の警報システムと有線及び無
線インターネット、携帯電話、ＰＤＡ、並びにポケットベルなどの現存技術及び新技術と
を合体させることで組み合わされたつなぎ目のない警報システムを形成するための政府又
は企業による協調した取り組みが無いことである。同時期のＦＣＣのレポートでは、ＥＡ
Ｓの状況と場所に関するさらに多くのコードの割り当てを行い、地域の緊急事態管理者及
び捜査当局者が、大きく改善された地域の公開緊急警報情報（ｌｏｃａｌ　ｅｍｅｒｇｅ
ｎｃｙ　ｐｕｂｌｉｃ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｗａｒｎｉｎｇｓ）を計画できるよう
にした。レポートによると、これらの新しいコードは、変更可能なハイウェイのメッセー
ジ標識など現時点でＥＡＳと接続されていない貴重な情報の表示に繋がる可能があるとい
う。全ての州、郡、郡の一部、及び沖合（海洋）海域が特定の番号を有し、何百という割
り当てられた番号が未使用である。これらは、装置が通信を円滑にできる場所に設置され
ていた場合、危険な気象状況の特有の地域又は区域、原子力発電所、軍事基地、近隣地区
、又は警察、消防、ＦＥＭＡ、若しくはその他の職員などの人の集団さえも、これらを実
質的に識別することができる。
【００５２】
　本発明の一つの局面は、そのように装備された移動物体はいずれも、実際、地域に特有
のリアルタイムの情報をその地域内の他の移動物体へ届けるのに非常に適した移動式広告
板となることである。鉄砲水、竜巻、又はハリケーンの警報などの気象情報、又は交通状
況、迂回、通行止め、又は折り返しの状況などのハイウェイに関するスポット情報などが
ある。
【００５３】
　３）同様の取り組みとして、Ｍｏｔｏｒｏｌａは最近、Ｍｏｔｏｒｏｌａが「ワイヤレ
ススーパーハイウェイ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｓｕｐｅｒ　Ｈｉｇｈｗａｙ）」と呼ぶプロ
グラムに関してミシガン州の運輸局（ＭＤＯＴ）と契約した。このプロジェクトは、既述
の米国政府による路車融合（Ｖｅｈｉｃｌｅ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　Ｉｎｔｅ
ｇｒａｔｉｏｎ）（ＶＩＩ）構想を支援する目的のワイヤレス通信ネットワークの最初の
設置を行うものである。Ｍｏｔｏｒｏｌａとミシガン州は、自動車と路側及び自動車間を
ワイヤレスで繋ぐことによって交通事故及び道路の渋滞を低減できる路側ネットワークを
確立する手段を調査している。実用的な路車融合の応用に関する実地試験へ州が進めてい
る投資の一環として、ＭＤＯＴは、Ｍｏｔｏｒｏｌａのシステムをミシガン州サウスフィ
ールドへ設置するための資金提供を支援している。ＭＤＯＴは、民間企業並びにＯＥＭ業
者の研究開発の取り組みの支援も行っている。ワイヤレスを用いた今後の道路に対するＭ
ｏｔｏｒｏｌａの構想には：道路のくぼみ、凍結部分、又はその他の道路上の危険を検出
可能で、その情報を近くの他の自動車へワイヤレスで送信してその危険を回避できるよう
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にする自動車；及び、霧の状況で作動可能で、後ろを走行中の自動車が直ちにブレーキを
踏むべきとする車内警報を受けることができるパニックブレーキ警報（ｐａｎｉｃ　ｂｒ
ａｋｅ　ａｌｅｒｔ）への応用が含まれる。このような政府と民間企業とのプロジェクト
は、その平行して行われる開発及び大衆市場への展開が、商業広告、並びに消費者への新
たな収入が見込まれる個人用メディアプラットフォーム又は維持費が安く済む新しい量産
自動車に相当するものの開発への民間投資によって動いていることから、本発明と共有す
る部分があり、これを利用し、そしてそこから恩恵を受ける可能性がある。
【００５４】
融合
【００５５】
　広告業界は我々には比較的混乱した状態で、地域のＢｅｓｔ　Ｂｕｙにいる装置マニア
のように新しいメディア（携帯電話、ｉＰｏｄ）を追いかける一方、従来メディア（テレ
ビなど）での数字の下降という余波の中、新しいプラットフォームの開発に必死の状態で
あるように見える。解決策は、終始彼らの目の前にあり、それは、毎日車で通勤をする運
転中の消費者を獲得することである。これは、恐らくは「第４のスクリーン」であり、完
全に広告の表示に特化した、独特のメディアプラットフォームである。しかし、本当に特
化したプラットフォームであるため、種々のレベルでの融合が不可欠である。
【００５６】
　１）広告。広告業者は、ａ）大衆との新しい創造的な協調関係を電子的に確立し、彼ら
の制作及び管理を行う人間をそのパイプラインと結びつけること、並びにｂ）配信、調査
、消費者のフィードバック、消費者の関与のトラッキング、コンテンツ配信のアカウンタ
ビリティ、及び報酬を単一の自動システムに組み込むことによって、自分たちの業務を整
理することから始めることができる。
【００５７】
　２）製造。すでに説明したように、本発明を完全に実施する技術は今日存在する。費用
対効果を高めるためには、ＯＬＥＤディスプレイの生産量を高めてさらにコストを確実に
下げ、業界全体にわたって包括的に移動物体上への大衆向けの設置を可能とすることに適
するように、製造プロセスを加速させて融合することが必要である。ここでさえ、適切な
融合は、よく考慮された最高のものでなければならない。従来の構成成分という点では、
本発明は、標準的な自動車の生産から以下のような項目：成型／金属化プラスチックケー
シング、反射板、レンズ、電球（又はＬＥＤ）、ガスケット及びコネクターシール（一方
に２個ずつ）、中央部に搭載の停車灯（ｃｅｎｔｅｒ　ｍｏｕｎｔ　ｓｔｏｐ　ｌｉｇｈ
ｔ）、並びに金属部分が装着されたブランド及びモデルのロゴ又は図柄を含むテールラン
プ、ウインカー、ブレーキランプ、バックアップランプ、ナンバープレートランプ、及び
車幅ランプ；プライマー、表面処理剤、仕上げ塗料、成型、又はめっきを含む装飾トリム
部を有するパネルの仕上げ部；ナンバープレート用のくぼみ構造、並びにランプ取り付け
用の組み立て部、取り付け部、及びフレーム；並びに、最後に、１年有効のＤＭＶ登録ス
テッカーの製造、配布、及び消費者との連結に加えてナンバープレート及びプレートフレ
ームの独立したスタンピング加工、塗装、及び配布、これらにすべての諸経費、発送、組
み立て、及びこれらに関連する直接の作業を含めたものについて、報酬をもたらす自動製
造向けの単一の部品へこれらを置き換える、又はこれらを組み込んでしまうことが可能で
ある。これらすべてを単一の部品で置き換え、産業を立ち上げるだけでなく、この燃料費
高騰の時代に新車の所有者にお金を還元することができるのは、なんとすばらしいことで
あろうか。
【００５８】
　３）政府。すでに議論したように、本発明の開発を行うことで現存の政府プログラムに
対する解決策を改善し又はより良い解決策を可能にすることができるプログラムが数多く
存在する。さらに重要なことは、基準の提案、ルール作り、法令、及び法令遵守に政府が
関与することである。充実した移動体通信の資源としての本発明の使用を単なるマーケテ
ィングを超えて活用することが関係者全てにとっての最大の利益となる。国家道路交通安
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全局（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｈｉｇｈｗａｙ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｓａｆｅｔｙ　Ａｄｍｉｎ
ｉｓｔｒａｔｉｏｎ）（ＮＨＴＳＡ）、連邦幹線道路局（Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｈｉｇｈｗａ
ｙ　Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ）（ＦＨＷＡ）、国家電気通信情報局（Ｎａｔｉｏｎ
ａｌ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ａｄ
ｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ）（ＮＴＩＡ）、研究・革新技術局（Ｒｅｓｅａｒｃｈ　ａｎ
ｄ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｖｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ）（
ＲＩＴＡ）、国家海洋大気局（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｏｃｅａｎｉｃ　ａｎｄ　Ａｔｍｏｓ
ｐｈｅｒｉｃ　Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ）（ＮＯＡＡ）、国家気象局（Ｎａｔｉｏ
ｎａｌ　Ｗｅａｔｈｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）（ＮＷＳ）、及び交通統計局（Ｂｕｒｅａｕ
　ｏｆ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔａｔｉｏｎ　Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ）（ＢＴＳ）などの政府
機関、並びにその他の国際機関及び委員会の利益を調和させることにより、最初からハイ
ウェイ安全システムそれ自体として開発するべきである。このことにより、いくつか例を
挙げれば、ハイウェイの標識、危険及び天候に関する警報、自動車識別及び記号、自動車
照明及び安全システム、並びにＥＡＳなどの公共サービスの通知及び警報ネットワークと
いう点において、包括的にそして国境を越えて業務及びシステムの互換性が確保される。
同じ理由で、アメリカ軍が末端部分で関与する必要のある場合がある。州と地方の機関が
協力して、警察、消防、及び類似の第一応答者の基準を多機能でフェイルセーフの移動体
通信システムへ組み込むことは、連邦政府の関与と同様に重要である。困難な課題である
が、耐衝撃性、燃料節約、及び排気ガスに関する自動車基準などの領域で必要であるよう
な同様のレベルの意見の一致及び量産準備に達するよりは、はるかに容易である。
【００５９】
　４）資金。資金的な利害を統一することは、この規模のプロジェクトを起こすには不可
欠である。商業広告は、明らかに資金的な原動力であり、従って、通信、輸送、又はメデ
ィアにおいて中核的な利害関係を有する企業と共に、大企業の広告業者及びその代理業者
の世界からの直接又は間接的な大きな投資を期待することは理にかなったことである。後
述するように、政府は、政府が最も公共の利益になると考えるセグメント、又は政府機関
の憲章、プログラム、又は目的に沿った分野の開発に寄与する傾向にある。投資に関する
第３の要素としては、個別の自動車会社である可能性があり、彼らは、所有者にも収入を
もたらすことができる（従って、維持コストが低い製品と同等である）移動物体の販売を
消費者が歓迎するであろうと考えられること、及び競争により産業全体において本発明を
組み込んだ製品の受け入れが早く広がる可能性があることの価値を正しく認識するであろ
う。支援の最後の要素は、この新しいプラットフォームのゲートキーパー（ｇａｔｅｋｅ
ｅｐｅｒ）として出現するであろう大手の通信会社又は屋外広告会社の１若しくは２社以
上であろう。実際のお金は、コンテンツの配信と報酬に用いられるであろう。
【００６０】
　５）報酬。本発明は、初心者の学生ドライバーから毎日の通勤ドライバーまで；カープ
ールから商業用フリート（ｆｌｅｅｔ）の操作者；及び最も収入の低いドライバーから最
も裕福なドライバーまで、全ドライバー人口に報酬をもたらす新規で強力な手段操作者を
導入し、その全てのドライバーに、車の流れの中で座っている間に収入を得ることができ
るようにし、又は別の選択肢として、利益をもたらす公共のフォーラムに個人の所有物を
用いることを可能にすることで彼らの輸送コストを下げることができるようにするもので
ある。本発明のための市場規模という面では、出願者は、ビデオを装備した移動物体の系
統的な段階的導入を行い、最終的には世界中で生産される移動物体の総数にのみ制限を受
けるような市場への浸透を想定している。
【００６１】
報酬
【００６２】
　確かに、ドライバー人口に協力を求め、彼らが自分たちの自家用車を使用して製品及び
サービスの販売促進又は宣伝を行って収入を得る、という事例はある。これらは、その範
囲と技術において限定されたものであり、高コストで比較的不便であり、一般には平均的
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な消費者のライフスタイルと合わないものである。その方法に含まれるのは、ドライバー
に報酬を支払って、アイスクリーム、ジュースバー、又はインターネットサービスなどの
製品を勧める広告で彼らの自家用車を包み込むことである。ドライバーの仕事は簡単で、
仕事の行き来に車を使用し、子供を迎えに行き、使い走りをし、そして、走る広告板とし
ての働きをいとわないことである。広告で包まれた新車をドライバーに無料で使ってもら
う企業がある一方、自家用自動車を広告で包むことに対して月に３００乃至４００ドルの
支払いを受けるドライバーもいる。評論家はこれを、徐々に忍び寄る、そして気味の悪い
コマーシャリズムの別の一例であると称する。既述のように、大都市の中には、タクシー
のオーナーが車体の外側に広告を載せることを許可している所もある。このようにして広
告スペースを貸すことによって、タクシーのオーナー及び運転手に追加的な収入をもたら
し、これには、車椅子による乗車が可能な自動車及び法で義務化された類似の要求事項を
追加するコストを相殺する手助けとなる。広告収入は、スペースを貸しているタクシーの
オーナーと運転手で分配され、１車あたり１ヶ月でおよそ４００ドルと推定される。
【００６３】
　本発明に関する後述の説明で示されるように、適切に装備された移動物体の登録された
所有者も同様に報酬を受けることができるが、コンテンツを管理し、報酬を監視し、自動
アカウンタビリティシステムを運営し、複数のメディアリソース、資金的な提携、及び輸
送支援産業を一体化する民間団体と公共団体との新規な共同体を通してである。皮肉なこ
とに、本発明で見込まれる巨額の収益及び個人の収入は、日々何百万というドライバーに
彼らの貴重な時間を無駄にさせている原因そのもの、つまり交通渋滞によって可能となる
。
【００６４】
結論
【００６５】
　マディソン街は、現在まで、積極的ではなく受身であった。彼らのコンテンツが実際に
届いたかどうかを、そして届いていた場合は、それが正しい相手に届いたかどうか判断す
るための事実のフォローアップを他の団体に委託して行っている。彼らが届けられたと考
えているコンテンツに関して、大衆が思っている事を、もしあるとすれば、知るための広
告の「実績」を判定する効果的な手順が整備されていない（作り手による事後分析の仮定
、及び売り上げの評価以外）。マディソン街は、創造的な推測作業を行う所である。メデ
ィア技術を先導するのではなく、これに「追随」する所である。マーケティング業者にと
って、消費者が積極的に、又は受身であっても、彼らが本当に見たいもの、聞きたいもの
を広告業者へ知らせてくれるチャネルを有すること、広告業者にとってこれらのチャネル
を消費者が本当に欲していて必要としている製品及びサービスに関するコンテンツで満た
すこと、並びに、このコンテンツを消費者が選択する時間と場所で提供することは、極め
て有利なことであろう。広告の歴史で初めて、本発明は、消費者が特定のコンテンツをリ
クエストし；それを見て、聴いて、承諾、拒否、又は賞賛し；関与したその作り手及び管
理者へコンテンツに関して直ちに直接フィードバックを送り；そして、作り手がそのコン
テンツを改良して配信するための再提出を行うことができる、自己監視型の移動体ネット
ワークを可能にする。マーケティング業者は、その配信に関して、関与、効果、及び承諾
に関する貴重なデータと共にリアルタイムでの確認を受取ることができ、そして、そのコ
ンテンツの提供者は、まるで同じ産業の提携先であるかのように、彼らはそうなのである
が、彼らのプラットフォームの使用に対して、広告１つ、スクリーン１枚に基づいて金銭
的な報酬を得る。
【００６６】
　出願者は、他の移動物体中の記憶されたデータベースプロフィールによって調整、制御
される移動物体上のターゲットビデオ広告又は極めて関連性の高いビデオ広告の表示によ
って、一般のドライバー人口に収入をもたらすことができる商業的に実現可能ないかなる
システムの存在についても認識していない。また、出願者は、消費者による特定の種類の
コンテンツのリクエスト、そのコンテンツの配信、そのコンテンツの配信の確認、その効
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果の調査、配信に関する報告と報酬、並びに消費者からの直接のフィードバック及び確認
された現場での実績に基づいた新しいコンテンツの制作を可能とする単一の閉ループ広告
プラットフォームついていかなるものも認識していない。本発明は、広告の世界における
現状を覆す他に例を見ない機会を提供する。これによって、消費者との新しいコミュニケ
ーションチャネル、公共及び民間の新しい投資資本源、さらにはドライバー人口と共有す
る収入と共に大きな投資収益率が見込まれる。さらに、特別なビデオディスプレイを製造
するための複数の欠かせない産業の協力、移動物体の安全性と費用対効果の改善、輸送回
廊の環境浄化、並びに新しい種類の移動体通信及び広告プラットフォームの所有者と操作
者とによる相応の報酬の分配も見込まれる。
【００６７】
発明の概要
　本発明は、特定の環境中での時間帯、場所、及び他の物体に対する相対的な動きに応じ
て広告及びその他の種類の情報を表示するためにデータの受信、記憶、集計、及び抽出を
行う移動物体上に従来の広告、ターゲット広告、又は極めて関連性の高い広告を表示する
ことで収入を得るためのシステム、装置、及び方法について述べており、ここで、その環
境中で移動物体又は可動物体中に記憶されたデータ及び情報は、前記の物体間、又は静止
物体へ送信することができ、そこで受信、集計、抽出、及び使用されることでそのような
表示が可能となると共にこれを制御し、その表示に対してこれらの物体の所有者が報酬を
受ける。提案された態様は、同調した音声、リアルタイムでの道路、気象、及び緊急警報
、個人、フリート、又は政府の連絡事項、移動標識及び自動車の商標、照明、並びに移動
物体上又は移動物体間の安全システムと共に、非常に関連性の高い商業広告を提供するこ
とが可能な一体化されたオーディオ／ビデオ、データ通信システムの開発、製造、設置、
及び運営について述べる。ビジネスモデルの部分は、ビジネスの開発、技術の採用、資金
、ルール作成、認可、メディアの創設、コンテンツの配信、消費者の利用、及びユーザー
／所有者の運営と報酬の手段について述べる。装置のセクションでは、ボディパネルへの
軽量ビデオディスプレイの配置又は内蔵、外部仕上げ塗装、並びに／又は一つの移動物体
中の乗員の広告視聴の好みを含む記憶されコード化されたユーザープロフィールを、別の
移動物体又は固定物体中の受信システムへワイヤレス送信するための電子手段を有する移
動及び静止物体両方における窓ガラスについて明らかにしている。このシステムは、同調
したリモートオーディオ、個人メッセージ、及び公共サービスの警報と共に、周囲の物体
上に極めて関連性の高い広告を表示することができ、そしてデータのログをリアルタイム
で残してそれを後からダウンロードすることにより、物体間での通信及びコンテンツ配信
の確認、消費者の関与状況のトラッキング及び調査、及び移動物体の所有者／操作者に相
応の報酬を与えるためのアカウンタビリティシステムによる広告視聴に対する消費者の直
接の反応の検証が可能である。本発明はさらに、広範囲に及ぶ、出過ぎない程度での、プ
ロフィールに基づいた消費者の動き、移動パターン、購入習慣、興味、ニーズ、及び嗜好
に関するプライバシー遵守のデータの調査目的での特例的な収集も可能とする。
【００６８】
　本発明は、大量生産のソリューションについても明らかにしており、それによって、そ
の環境内を移動中の物体が有するデータ及び情報を送信、受信、集計、抽出、及び使用す
ることによって、見られる側の移動物体上のオーディオ及びビデオ出力を、見る側の具体
的な興味、嗜好、習慣及びニーズ、その環境のニーズ若しくは状況、又は環境内における
安全で確実な移動を監視する責任者の要求事項に基づいて制御又は修正することができる
。さらに、量産自動車を低コストで変換し、ビデオを表示し、同調した音声を他の自動車
に送信できるようにする方法についても述べる。装置に関する考察には、現存の量産自動
車のボディパネル上へのビデオディスプレイの配置若しくは内蔵、外部仕上げ、及び／又
は広告コンテンツの受信、記憶、待機、及び表示を行い、そして記憶された音声若しくは
音声コードを見る側の内部サウンドシステムへワイヤレス送信するための電子手段を有す
る窓ガラスが含まれる。本発明はさらに、移動物体の所有者に、彼らの資産を移動広告と
して使用することに対して報酬を支払う方法、及びコミュニケーションプラットフォーム
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を含み、そしてさらに、これらのプラットフォームの配置及び使用を通して極めて関連性
の高いデータを特別に収集することによって収入を得る方法も明らかにする。
【００６９】
　自分の短期的又は長期的な目的、ニーズ、又は要望に関する少しの情報と共に、自分個
人の履歴、背景、及び経験について少し物体に学習させ、そして、その物体がポケット又
は財布に入れて運べるような小さいものであれ、乗り込むのに十分な大きさのものであれ
、その物体に、その情報を自分の生活の中での特定の時間及び場所で他の近傍の物体へ受
動的に伝達する許可を与えることにより、それらの他の物体が、自分又は自分の物体と自
分自身の生活とに、最終的に経験を高める、豊かにする、又は提供するような方法で相互
に影響し合うことを可能にする。ここで少し本発明の一つの態様、すなわち人が乗り込む
のに十分な大きさの移動物体に注目すると、今提案したように、例えば「誰なのか」及び
「何を求めているのか」についての少しの情報など、それが運ぶ人に関するある情報を有
するそのような移動物体に個人（又は個人のグループ）が乗り込み、そして、その物体が
そのような情報を他の近傍の物体（移動可能な物体であれ固定された物体であれ）に送信
することができるというシナリオを想定することができる。そのような近傍の物体は、そ
の送信を受信して処理すれば、価値の高い非常に特別な情報を第一の物体に乗っている個
人に向けて示すことによって応答することができる。上述のシナリオにおいて、そのよう
な陸上の移動物体中に座っている個人が正面の道路を見ていることを想像してみよう。彼
はその移動物体の制御又は誘導も行っており、視線はあるべき場所、道路及び進路上のす
べての移動物体上、にあると仮定しよう。彼が乗っている物体が、別の物体又は近傍の物
体へ、彼の個人的な興味、ニーズ、習慣、又は経験に関する固有の情報を今送信し、そし
て受動的に、しかし秘密情報を開示することなく、彼が乗っている移動物体とその最近の
動きについての少しの情報と組み合わせて、彼が誰であるか（年齢、性別、軍隊経験、教
育レベル、職業、子供の数、住居地域、など）についての一般情報をさらに送信すると仮
定しよう。その情報が類似の装備を有する移動物体に受信された場合、その物体はその情
報を処理し、記憶データの内部ライブラリから、後ろを走っていて見ている別の物体の中
の個人にとって特別に興味のある又は価値の高いデータを引き出す。例えば、前を走る移
動物体のライブラリ中に記憶されたデータが音声情報を含むデジタルシグナルに変換され
、後ろを走る移動物体にワイヤレス送信される場合、後ろの移動物体中の個人は、内部の
個人にとって真に興味と価値のある音に浸ることができる。そのライブラリデータがビデ
オ情報へと処理され、前を走る移動物体の後部に目につくように配置されたビデオディス
プレイへ送られる場合、後ろを走る物体を制御する位置に座っている個人は、前を走る物
体上に表示される画像を見ることができ、これはさらに音声情報と同期させることができ
、これらはすべて彼自身の移動物体から送信された情報から引き出されたものであるため
、個人的に非常に興味があるか又は価値の高いものである。従って、一つの移動物体から
別の移動物体又は近傍の固定物体へ送信される個人の情報という形で念入りに作製された
嗜好に関する情報一式は、環境及び環境内での物体の動きに関連するデータと組み合わさ
れることで、既述の１２個の商業広告の課題に対処することができる多くの形の音声画像
を作動させるか又はこれを可能にすることができる。そのような送信され表示された音声
及び画像の情報が、単に個人の嗜好及び移動物体に基づくだけでなく、周囲の環境の状況
そのものにも基づいているとしたらどうであろう。再度、ハイウェイを通り抜けようとし
ていたり、電気式ガイドウェイ又は線路を走っていたりするような独立制御された陸上の
移動物体について考えると、他の移動物体による重大な速度の低下若しくは閉鎖、又は危
険な状況が前方に存在する場合、その情報は１又は２個以上のそのような移動物体によっ
て受信され、そして同時に、他の移動物体又は近傍の静止物体上に目立つ形で表示され、
それによって、すべての乗員及び観測者に対してその地域の重大であり得るいかなる状況
についても警告することができる。そのようなディスプレイは同時に、霧の状況で、ある
距離の前方で複数の自動車が減速していることについて、迂回、一方通行、路面凍結、鉄
砲水、若しくは竜巻の存在について、又はがけ崩れ、橋の通行止め、若しくは道路工事の
延長などの状況について、移動物体の操作者に警告することもできるであろう。これを行
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う一つの方法としては、すぐ前方の移動物体のディスプレイ表面上に画像及び画像メッセ
ージを表示することである。そのような一つの例としては、そのような音声又は画像の表
示を作動させる情報は、特定の地理的な地点若しくは経路をターゲットとしたワイヤレス
シグナルから、又は街全体若しくは都市の一部をカバーすることができるであろうより広
範囲のシグナルから得ることが可能である。作動させる情報は、前もってダウンロードし
た指示から、又はインターネット若しくは個々の移動物体のナビゲーションシステムと相
互に作用し合うことができるあらかじめプログラムされた内部リソースライブラリから得
ることも可能である。従って、走行中の所定の時間と場所で、移動物体は重要な情報、警
報、又は警告を、その環境中の他の移動物体又は固定物体に対して若しくはそれらの上に
表示することができ、そしてその表示は、それらの移動物体の乗員若しくは隣接区域の個
人（歩行者、若しくは徒歩交通）が、又はそのような移動物体を遠隔地から見ることが可
能なその他の手段（交通監視カメラなど）によって見ることができる。後者の種類の音声
画像の表示は、一見、移動物体内部のディスプレイ上にあらかじめ記録された音声／画像
のコンテンツを表示する、車載ＧＰＳナビゲーションシステムに類似のように見えるが、
本発明の画像コンテンツは移動物体の外部表面又は近傍の固定物体上、一般的には目線の
高さ若しくは陸上自動車の場合のように移動物体の操作者の開けた視線内に表示され、従
って、通常は別の移動物体の窓又は移動物体の外部から見ることを意図している。したが
って、本発明のディスプレイの位置は、操作者が進路上の他の移動物体から目を離して自
動車内部を注視したり、又は沿道で静止している標識、照明看板、又は警告を注視して目
で追ったりする必要がないため、沿道又は移動物体の内部に設置されたディスプレイより
もはるかに効果的で安全なものとすることができる。ブレーキランプが、自分たちの自動
車の計器パネル上の警告灯ではなく前を走る自動車上に設置されているのはこれが理由で
ある。しかも、そのようなビデオ表示は、適切に装備された移動物体が存在すればどこで
も直ちにリアルタイムで電子的に更新、配信、作動、及び表示することができるため、適
時に現下の状況が反映される。さらに、そのような画像又は音声が、対話型の車載データ
ベースライブラリを用いて作製される場合、リアルタイムで変更し、移動物体及びその操
作者両方のニーズと特徴とを組み込むことができる。重要なことは、すべての配信内容は
、最終的には移動物体間の速度及び相対的な動き、環境中のそれらの物体の具体的な位置
、及び環境そのものの状況によって制御されるため、そのようなコンテンツすべてが、安
全で適時な表示のために監視されるということである。
【００７０】
　移動物体は、従来の、ターゲット化した、又は極めて関連性の高い音声／ビデオ商業広
告、及び時間を限定した土地に固有のコミュニケーションを可能とするのに十分なデータ
の交換を行うことができる場合、非常に個人的なメッセージ及び個人広告を表示し、個人
スポンサーを可能とし、法律の施行又は緊急作業の支援をし、移動物体をブランド化する
独特の手段を作り出し、そして移動物体の照明、操作、及び安全システム、並びに基本的
な登録及び識別に対する多くの刺激的な機会を提供することもできる。例えば、陸上移動
物体は、「電子バンパーステッカー」のように、その所有者が好むスポーツチーム又は政
治の候補者の名前又はロゴを表示することができる。別の所有者は、自身の小ビジネスの
プロモーション又は広告を表示し、それを昼若しくは夜の正確な時間に、自分の家の近隣
又は職場又は大学構内などの有効な場所で行うことができる。移動物体と通信して法を施
行する手段、及び可動物体の所有者が自分自身の所有物と通信する方法を加えることによ
り、紛失した、盗難にあった、又はスピード違反の移動物体はその存在を知らせて、近傍
の他の移動物体に警告を発することができるであろう。重要なことは、そのようなディス
プレイにより、移動物体の製造者は、単にその既定ディスプレイのコンテンツを制御する
電子データを変更することによって、移動物体の名称、ブランド化、機能デザイン、又は
様式を取り込み、定期的に変更することが可能となる。別の大きな改善点は、移動物体の
登録及び認可のための完全電子化システムを導入したことである。強力で明るく照らされ
る外部画像及び名称を移動物体上に表示し、さらにそのようなデータをコード化し電子的
にその移動物体そのものとリンクさせるというディスプレイの能力により、全ての移動物
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体は、所有者が取得すると、その識別番号（すなわち、ナンバープレート）を定められた
基準に従って適切に目立つ形で表示して、そのようなコンテンツは毎年の登録が必要な場
合は毎年更新されるよう直ちにプログラムされるというシステムが出来上がる結果となる
。そのような電子的手順はすべてコード化されて記録され、そうでなければ必要であるは
ずの付随する規制監視システムを動かすことなく、不当な書き換え又はハッキングが防が
れる。そのようなシステムにより、再度陸上道路用自動車の分野に適用すると、最終的に
は、ナンバープレートの製造、配布、設置、維持、変更、及び／又は取替えはすべて不要
とすることができると考えられる。そのようなシステムが適切にそして安全に設計される
と、そのような自動車識別の盗難及び悪用も防ぐことができる。同様に重要なことは、１
年有効のＤＭＶ登録も完全にオンラインで行うことができ、支払い済みの登録証はインタ
ーネットを通して電子的に直接自動車そのものへ送付され、新しい登録ステッカーを印刷
し、配布し、そして貼り付けるという毎年の煩雑なプロセスが不要となる。しかし、本発
明の使用による恩恵で間違いなく最大のものは、移動物体の操作者がその目、集中力、及
び注意力を、視覚的に注意を惹くことを競っているとめどなく続く数多くの明るい動画広
告板、沿道の標識、及びその他の気を散らすものに対してではなく、周囲を動いている他
の移動物体上へ保持することができることである。実際、本発明は、交通量の多い環境で
の従来の標識及び広告を著しく減少させ、そして高い可能性で最終的には完全に除去する
ことを可能にすることによって景色の浄化を行うという明確な可能性を提供する。
【００７１】
　今日の既製技術を用いることにより、説明した発明の作動するデモ機を容易に組み立て
ることができる。しかし、それは必要以上に高価となる可能性があり、このような大掛か
りで広範囲に及びプログラムを開始するにあたって不可欠である一体性、法令、及び市場
性は確かに欠けているであろう。成功させるために、そのような取り組みに必要となると
思われるものは、これらに限定されないが、提案されたルール作り、法令、試験、法令遵
守、デザイン、生産、及び性能の領域；製品開発の分野などにおける国際的な共通認識；
ハイウェイ、空路、又は水路交通の管理、安全性、及びインフラという面での国家の複数
の利益の調和；全般的な電気通信、テレマティーク、及び技術採択、並びに国、州、及び
地方の環境気象サービスの一体化など、いくつか例を挙げるとこのようなものがる。同様
に重要なのは、広告の分野におけるコンテンツ、コンテンツの表示、配信、配信、関与に
ついてのトラッキング、アカウンタビリティ、及び資金に関する基準及び実践であり、さ
らには、国際的な生産という側面において、移動物体の市場向け大量生産のためのデータ
処理、ディスプレイ、テレマティーク、ボディパネル、及び窓ガラスに関する協調開発で
ある。本発明を商業的に実体のあるものにするための適切な資本及びキャッシュフローを
生み出す資金と明確な動機がなければ、これらのいずれも実現しないであろう。従って、
本発明の別の主要な目的は、単に能力があり実行可能なシステム技術を実証することだけ
でなく、追加的に、資本投資、開発ファンドの適用、費用対効果の高い最終製品を生産す
るための適切なＲ＆Ｄ及び資本設備への投資、それらの製品又はサービスの適切な監視と
効果的な使用を促進し、並びに関係するすべての人々に金銭的な報酬をもたらす手段を育
成してシステムを可能とするよう設計された総合的なビジネスモデルを実証することでも
あり、関係する人々とは、本発明の広告プラットフォームをお金を払って使用する広告業
者及び代理業者から、本発明を政府が受け入れた結果としてより費用対効果の高い移動物
体と同等のものを投入する移動物体の製造者までを含み、政府の役目は、提携を通して本
発明の受け入れを促進するための燃料、保険、及びその他の優遇策を可能とする多くの交
通支援産業への、そして恐らくは最も重要である、最終的には私的な個人の移動物体を収
入を得るために公衆通信及び広告プラットフォームへ差し出すであろうフリート（ｆｌｅ
ｅｔ）、ビジネス、及び一般自動車の自動車人口の数多くのユーザーへの、本発明を通し
たコンテンツの配信によって利益を上げる新しい事業体に対して本発明を採用することに
よって、より充実し、より安全な公共サービスを保証することである。
【００７２】
　商業広告業者は、選択した広告代理業者との取引を続け、今日行っているものと同じ方
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法で創造的なコンテンツの開発を行なうが、それは、本発明の下に明らかとなった新しい
産業基準及び実践の下に行うことになる。コンテンツの制作者は、彼らの広告代理業者と
の業務を継続し、選択されたメディアにとって適切な最終製品を作り出し、そしてメディ
アバイヤー（ｍｅｄｉａ　ｂｕｙｅｒ）は広告枠を購入してコンテンツの予定を組み込む
が、これはインターネットを通じて行われる。提出されたコンテンツはまず、基準、実践
、及び技術的要求事項への適合に関してレビューを受け、その後、時間、場所、及び他の
予定された広告又はコンテンツの種類に対する相対的な優先度に関してコード化される。
コンテンツがコード化されると、最適な配信方法（ケーブル、衛星、ワイヤレス）が決定
され、料金が付けられ、そしてその予定に組み込まれたコンテンツはネットワークへアッ
プロードされる。配信方法を図で示すが、実践上は、最終的な配信の方法は種々の市場に
おける使用可能なインフラに依存するであろう。
【００７３】
　法の施行並びに軍及び政府に関連する公共サービスのコンテンツは、同様の方法で定期
的にアップロードされ、画像コンテンツの質及び基準への適合から始まり、続いて時間、
場所、及び他の種類のコンテンツに対する優先度に関するコード化を同様に行う。通常は
、政府又は公共サービスのコンテンツは、広告よりも表示の優先度が高くなる。公共サー
ビスの警告の作動は重要であり、外部システムによって行われる場合もある。母親の移動
が遅れることを防ぐ道路工事に関する警告の場合、汎用の音声と画像のコンテンツが彼女
のハードディスクにあらかじめロードされており（恐らくは工場で）、一方その状況に対
しての実際の作動は、車載ＧＰＳへの場所と時間の制約（一日の中の特定の時間帯に定め
られた地域に進入する移動物体）を有する情報の入力により、又はその地域のみで放送さ
れるラジオシグナルによって行われる。
【００７４】
　タクシー、配達用バン、若しくはレンタカー業者などのフリート及びビジネス自動車の
ユーザー、又はさらに大型の商業用輸送車、及び米国郵政公社の自動車又はＧＳＡカープ
ールなど政府の保有、運営によるフリート自動車は、そのフリート契約の下で専門のコン
テンツを提出する。同様の認可及び予定への組み入れの後、フリート及び政府のコンテン
ツはインターネットを通してアップロードされ、フリート用駐車場又は整備工場、及び倉
庫地域へ、家族、消費者、及び商業広告業者のコンテンツがビジネス用、大学用、又はモ
ール用の駐車場へ配信されるのと同じ方法で配信される。
【００７５】
　本発明の下で、法執行関係、消防署、及び恐らくは軍のユーザーも、公共の安全のため
に、いかなる進行中の現場でのコンテンツ表示に対してもこれらのユーザーを優先させる
ことができる特別のアクセス権を与えられることになると予想される。例えば、陸上又は
空中の移動物体内の警察官が、紛失したか又は盗難されたと推定される、又はカーチェイ
スに関与している、又は他者若しくは環境に対するある種の危険若しくは脅威を今にも引
き起こそうとしている陸上移動物体の外部にあるビデオディスプレイを「占有」すること
ができれば、そのような占有によってその移動物体内部、及びその他の近傍の移動物体内
部のハードディスクからあらかじめ記録されたデータを引き出し、視覚的な警告及びその
他の種類の表示を目立つ形で、そしてその地域内の複数の移動又は静止物体上に同時に出
現させることが可能となる。
【００７６】
　出願者は、稀なケースを除いて、全てのユーザーが本発明を用いてコンテンツを配信す
る権利、恩恵、及び機会に対して料金を支払うこと、及びこのような支払いの実費を除い
た後の一部は、この広告プラットフォームを有し、この特定のコンテンツを配信するのに
関与した種々の移動物体又は静止物体の個々の所有者又は操作者に支払われることを想定
している。本発明は、これを確実にするための電子アカウンタビリティの統合システムを
提供する。
【００７７】
　一般消費者は、自分たちの広告及び個人メッセージの配信に対して、それらが自分たち
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の移動物体上に表示される場合であっても、料金を支払うことになるが、そのような個人
的な使用は割引料金になると考えられる。当然、そのような個人的な使用により、ユーザ
ーにとっての、自分たちのコンテンツよりも大手のブランド広告業者のコンテンツを表示
することによるより大きな収入を得る機会が減少する。
【００７８】
　専門の広告業者は、特に最も価値のある時間帯及び場所におけるこのシステムの使用に
対して、割り増し料金を支払うことになるであろう。このことは、一日の中の特定の時間
帯に特定の市場に接触すること、及び特定の地域内の好ましい人口動態へ特定の数のイン
プレッションを配信することに基づいて確立された産業界の基準に対応している。本発明
において、課される料金は、メディアの種類、コンテンツ、及びアプリケーションによる
時価に基づくことになるが、支払いは、電子的に確認された配信に対してのみ行われる。
【００７９】
　政府及び公共サービスのユーザーは、特別の契約又は状況下でコンテンツを配信するこ
とができ、そのような契約には公的資金を使用する可能性がある。
【００８０】
　資金という面では、本発明は、株式会社が株式を提供するのに少し似ている。その会社
の株主は移動物体、すなわちその通信プラットフォーム、を所有し、それは会社の製品の
配信に時々使用される。株主の金融投資は、自分自身の輸送手段を購入、維持、そして操
作することによって行われる。投資に対するリターン（ＲＯＩ）は、提供されたサービス
に対する支払いの形、又は会社の実績に基づいた配当として得られる。株主が会社へ多く
投資するほど、すなわちより多くの移動物体を購入して使用するか、又はより頻繁にそれ
を使用するほど、ＲＯＩは大きくなる。株主の数が多いほど、会社の配信ネットワークは
拡大し、収入の可能性も大きくなる。
【００８１】
　しかし、多くのリソースからのもっと初期の投資が必要となるであろう。初期資金は、
この新しいプラットフォームから最も利益を得る可能性のある重要な企業連合からまず得
ることになると考えられる。広告業界には強い動機があり、長期的な受益者であり；従っ
て、初期投資は、より起業家的なコンテンツ制作者、メディアバイヤー、及び広告代理業
者、並びに彼らの大企業クライアント、そして最後に従来の競合する主なメディアプラッ
トフォーム（テレビ、インターネット、及び屋外）からもたらされる可能性がある。次に
、連邦政府及び地方政府は、主としてＲ＆Ｄの支援、法律制定、並びにハイウェイの交通
安全及び公衆通信の運営領域における投資の候補者である。最後に、移動物体の製造者は
、米国運輸省の機関及びその他に加えて、政府並びにガソリン、保険、銀行、コンピュー
タ、エレクトロニクス、及び電気通信などの交通支援産業からの投資と合わせて、自分た
ちの競争力のあるデザインと開発の取り組みに投資するであろう。
【００８２】
　陸上に関する態様においてこのシステムを立ち上げる移動物体の種類は、まず大きく４
個のカテゴリーに分類されると考えられ、それは、１）新自動車プロダクション、２）既
存自動車（又はアフターマーケットでのインストール）、３）もとのボディパネルを適切
なディスプレイ技術を受け入れるように変換することによる自動車の改造（ＳＵＶ、ミニ
バン、若しくはステーションワゴンの荷台のフタ又はドア、及びトラックの後部ドアなど
既存のボディパネルの付け替え）、並びに４）トラック、トレーラー、ＲＶ、キャンピン
グカー、及び非常に旧式の若しくは珍しいタイプの自動車へ用いるのに適した「アドオン
」モジュールパッケージである。
【００８３】
　１）好ましい態様である自動車などの陸上移動物体において、新自動車プロダクション
は、他のＧＰＳナビゲーション、オーディオエンターテイメント、及び恐らくはより新し
いテレマティークシステムなどの車載設備があればそれらと接続する小型の電子パッケー
ジを有する。このパッケージは送信機を有し、これは車種及びＶＩＮ（又は同等の識別情
報）に関する情報をコード化したシグナルを、選択された各乗員についての嗜好及び個人
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的興味を明らかにするコード化されたユーザープロフィール又はユーザーコードと共に、
圏内にある移動物体の受信機又は固定物体の受信機へワイヤレス送信する。シグナルは、
用途に応じて全方向パターンで送信してもよいが、走行中の自動車への用途の場合、その
ようなシグナルは、水平及び垂直方向に１５乃至３０度の広がり、又は通常自動車のヘッ
ドランプが水平方向に照らし出す広がりを有するおおむね前向きのパターンで送信される
。この広がりは最終的にはルール作りによって調整される可能性があり、さらに、地方道
路、個人的な嗜好、又は交通状況に応じて自動的に調整されることもあり得る。各自動車
上の電子パッケージには、そのようなシグナルを受信するためのアンテナ、受信自動車の
速度を測定する運動センサー、後方を走る自動車の接近速度を測定する後方近接センサー
、及びそのような自動車から送信されたシグナルを処理するデコーダーが含まれる。パッ
ケージは、ネットワークのアクセスポイント（ＮＡＰ）、アップロード／ダウンロード送
受信機、中央処理装置、及びネットワークからダウンロードされた、又は種々の移動物体
間の相互通信の結果その場でログに残されたすべての受信情報を記憶するためのハードデ
ィスクから、情報をワイヤレスで受信及び送信するためのアンテナを含む。類似の装備を
有する近傍の自動車からシグナルを受信する場合、通常、シグナルはユーザーコードの形
式であり、これは、その自動車の乗員の特性を、彼らのコンテンツに関する嗜好（極めて
関連性の高い広告の場合のように）と共に、特定のＶＩＮに関連し、その特定の移動物体
の物理的特徴に関する詳細を含む自動車自体の情報と合わせて明確にするものである。ほ
とんどの場合、このようなリクエストを用いて、見られる（又は表示する）側の自動車の
車載ハードディスクの集計を行い、所定の配信プロトコルに基づいてビデオディスプレイ
に必要なコンテンツを待機させる。コンテンツの配信を管理する特定の指示はそのコンテ
ンツと共にコード化される。コンテンツは、見られる側の自動車、見る側の自動車、又は
その両方に記憶することができる。見られる（表示する）側の自動車に記憶されたビデオ
コンテンツは、通常、その自動車の内臓型ハードディスクの記憶媒体から待機させ、表示
する。しかし、見る側の自動車の記憶媒体から待機させたビデオコンテンツは、見られる
（表示する）側の自動車に向けて、その自動車の外部表示手段で表示するために、ワイヤ
レス送信されなければならない（車内ディスプレイ向けを意図している場合以外は）。対
照的に、見られる（表示する）側の自動車の記憶媒体から待機させた音声コンテンツは、
見る側の自動車へ向けて、その内部サウンドシステム上で複製し再生するために、ワイヤ
レス送信されなければならない。従って、実際には、不必要な短い範囲での音声及びビデ
オコンテンツの送信を避けるため、このシステムはまずすべての移動物体中のすべてのコ
ンテンツを記憶することを選択し、ユーザー／コンテンツコードのみが自動車間で送信さ
れるようにする。この方法により、ビデオコンテンツそのものは決して別の自動車に送信
されることはないが、見られる（表示する）側の自動車のシステム中でのみ待機し、表示
される。同時に、そのビデオ表示と関連するいかなる音声コンテンツも待機し、同調し、
放出されて見る側の自動車の内部サウンドシステム上で音声が再生される。このような表
示はすべて関与する移動物体の動きと近さ、それらの相対速度、場所と相対的な位置関係
、一日の中の時間帯、並びに見る側の自動車から、その他の自動車から、及び環境から引
き続いて受信されるシグナル、及び提供している自動車そのものから発するシグナルに影
響を及ぼすその他の種々の要因によって制御される。
【００８４】
　２）既存自動車は、本発明が利用可能になる前に製造された自動車、又は単に本発明を
有さない自動車であるが、所有者又はユーザーは、新自動車プロダクションパッケージ（
Ｎｅｗ　Ｖｅｈｉｃｌｅ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｐａｃｋａｇｅ）のバージョン（ｖｅ
ｒｓｉｏｎ）を購入、リース、又はそのような移動自動車に追加することができるはずで
ある。アフターマーケットパッケージは、コンテンツの表示で収入を得ることを希望しな
いのであれば、この技術のビデオディスプレイ部分は追加する必要はない。極めて関連性
の高いコンテンツを視聴したいと考え、及び／又は、この全技術を用いて移動物体から見
るもの聞くものを制御したいと考える場合は、完全なプロダクションシステムの簡易版を
購入してインストールすることができる。このようなアフターマーケットバージョンは、
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コンテンツリクエスト、ＶＩＮデータ、及びユーザー／乗員プロフィール又はユーザーコ
ードを含むデータを、受信、処理、記憶、コード化、及び送信する能力を有する。さらに
、コンテンツリクエスト、他の自動車によって示されたコンテンツに関係する情報、及び
視聴されたコンテンツに対する所有者の反応のログを残す能力も有する。これらの情報は
すべて、後からネットワークへダウンロードするために既存自動車のハードディスクに記
憶された状態が維持される。
【００８５】
　３）自動車の改造は、新自動車プロダクションパッケージのインストールを含むが、ビ
デオディスプレイに関しては、パネル同士の交換に基づいた形になる。そのようなインス
トールはフリート又はタクシー若しくは商業用バン、特に交通密度の高い地域で動くそれ
らの自動車のようなプロダクションを限定した用途にとって最適である。そのような改造
を実施する最も費用対効果の高い方法は、この技術のディスプレイ部分を除去又は交換が
容易なボディ部品へ分離し、多くの場合、ＳＵＶ若しくはミニバンの後部ハッチ、トラッ
クの後部ドア、及び乗用車のドア若しくはとランクのフタなどのメンテナンスが容易で衝
撃を緩和するそれ自身の台へ取り付けることである。電子パッケージ、近接センサー、ア
ンテナ、受信機、及び送信機は、既存のボディ構造へ容易に組み込むことができる。実際
、都市輸送及びタクシーのフリートをそのように改造することは、本発明のベータテスト
及び生産前の準備の形として、並びに市場テストの展開として予想される。
【００８６】
　４）大型の、珍しい、又は旧式の自動車に「追加」することができ、所有者に収入を得
る可能性を与える「アドオン」モジュールパッケージは、システムの全機能（近接及び運
動検知、データの送信、処理、及び記憶、並びに表示）を提供し、取り扱いは容易である
。そのようなアプリケーションは、トラック及びバス用であり、又は適切な環境下では大
型若しくは中型のサイズの固定沿道標識又は広告板としても用いられるであろう。ＳＥＡ
ＲＳ又はＷＡＬＭＡＲＴのフルサイズのトラックトレーラーが会社のロゴを表示した大型
パネルディスプレイを搭載し、しかもそれが、通過する又は周囲にいるドライバーの具体
的な嗜好及びショッピングの興味を読み取り、そして直ちに彼らが本当に興味のある製品
を待機させ表示することができることを想像してみよう。
【００８７】
　従って、本発明の目的は、近傍に位置する他の固定又は可動物体から送信された本目的
のための情報を受信、記憶、収容、集計、抽出、及び使用することができる可動物体の外
部表面上に、広告コンテンツ及びその他の種類の音声／ビデオ情報を表示することによっ
て収入を得るためのシステム及び方法を提供することである。
【００８８】
　本発明の別の目的は、一つの可動物体中に記憶されたデータ及び情報を、その環境内の
別の可動又は固定物体へ送信することを可能にすることであり、ここで、そのデータは続
いて受信、集計、抽出、及び使用されてそのようなほかの物体の表面上への広告コンテン
ツ若しくは他の種類の情報の表示を制御する。
【００８９】
　本発明のさらなる目的は、表示し、その環境内の他の移動物体若しくは静止物体の相対
速度、角度、近さ、又は動きによってさらに調整されるそのような表示の視聴を、一日の
中の正確な時間帯及び厳密な地理的な位置において可能とすることである。
【００９０】
　本発明の別の目的は、移動中の移動物体上の画像表示を制御し、そのような表示が、す
ぐ近傍の移動物体を操作するプロセスの邪魔にならないようにすることである。
【００９１】
　本発明のさらに別の全般的な目的は、上記で参照したシステムに関連させて、そのよう
な可動若しくは固定物体の所有者が、彼らの所有物を使用することに対して報酬を受取る
手段を提供することである。
【００９２】
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　本発明のさらに別の全般的な目的は、個人自動車を収入をもたらす活動に広く使用でき
るようにすることである。
【００９３】
　本発明のさらに別の全般的な目的は、移動物体の所有者及び操作者に、彼らの所有物の
確認された使用に対して報酬を支払うことである。
【００９４】
　本発明のさらに別の全般的な目的は、ドライバーが交通で無駄にしている時間とお金を
収入に変換し、それによって税基盤を強化することである。
【００９５】
　本発明のさらに別の全般的な目的は、新しい自動車の所有及び／又は運行のコストを実
質的にゼロにすることである。
【００９６】
　本発明のさらに別の全般的な目的は、本発明の収入が得られるという利点を組み込むこ
とによって、消費者が早期に代替エネルギー自動車を採用するよう促進することである。
【００９７】
　本発明のさらなる全般的な目的は、政府機関、又はそのような移動物体の安全で適切な
使用に対する責任を有する機関を、広告の表示又は本発明の優先度の低い利用に対して優
先させ、公共の安全及び福祉という点でより重要であり得る通信を容易にすることである
。
【００９８】
　本発明の別の目的は、広告業者が、承認とそれに続く移動物体への配信のために、広告
コンテンツを配信情報と共に提出できるようにすることである。
【００９９】
　本発明のさらなる目的は、一般のドライバー人口が、視聴及び表示を行いたいと思う広
告コンテンツの種類を選択し、さらに、そのコンテンツを使用する権利と責任を明確にし
た契約を締結し、そしてそのような使用に対して報酬を受取ることができるようにするこ
とである。
【０１００】
　本発明の別の全般的な目的は、オンラインコミュニティを促進し、それを通じて本発明
のユーザーが彼らの移動物体を登録し、会員となり、彼らの個人的な嗜好及びユーザー基
準を含むユーザープロフィールを提出することができるようにすることである。
【０１０１】
　本発明のさらに別の目的は、フリート及び政府の移動物体のユーザーが、本発明を用い
て、彼らが視聴し表示したいと考える広告コンテンツ又は他のタイプの情報の種類を決定
し、そして、そのような使用に対する料金と報酬を明確にした契約を締結できるようにす
ることである。
【０１０２】
　本発明の別の目的は、ユーザーが、「自分たちが誰であるか」及び「自分たちが何を求
めているか」を明らかにし、そして、その情報を提供したことに対する報酬として、彼ら
に提供される広告コンテンツに関して彼らが見たり聞いたりするものを制御することがで
きるシステムを促進することである。
【０１０３】
　本発明の別の目的は、広告又はスポンサーコンテンツ、私的若しくは個人のコンテンツ
、及び公共サービスの若しくは緊急のコンテンツを、必要に応じてその記憶、取り出し、
及び表示を行うことができる複数の移動物体へ直接かつ同時に配信することを可能とする
ことである。
【０１０４】
　本発明のさらなる目的は、特有の配信（特定の条件及び状況下における時間及び場所、
または特定の人口動態へ）のためにコンテンツのコード化を可能とすること、及びクライ
アント、顧客、及びそのようなコード化に対して料金を支払いたいと考える団体との契約
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を可能とすることである。
【０１０５】
　本発明のさらなる目的は、ユーザーが、特定の種類のコンテンツを彼ら自身の又は他の
移動物体上に表示されるよう、あらかじめ又はその場でリクエストすること、及び、任意
に、そのサービスに対して料金を支払うことを可能とすることである。
【０１０６】
　本発明のさらに別の目的は、ユーザーが、特定の種類のコンテンツの移動物体上への表
示を、あらかじめ又はその場で、そしてリアルタイムで削除又は防止すること、及び、任
意に、そのサービスに対して料金を支払うことを可能とすることである。
【０１０７】
　本発明の別の目的は、移動物体の外表面上に、その物体が駐車している、又は移動して
いない時に、広告及びスポンサーコンテンツを表示することを可能とし、並びにそのよう
なコンテンツが、すぐ近くの周囲の状況と関連し、及び／又は歩行者と携帯用電子デバイ
スの両方の存在によって制御されることを可能とすることである。
【０１０８】
　本発明のさらなる目的は、移動物体上で配信されたコンテンツリクエスト、「削除され
た」リクエスト、又は「防止された」リクエストに関する情報及びデータを記憶する手段
を、引き続いて、トラッキング、調査、アカウンティング、及び報酬の目的でその情報を
アップロードする手段と共に提供することである。
【０１０９】
　本発明のさらに別の目的は、コード化されたユーザーコード又はプロフィールを、移動
物体へワイヤレスで自動ダウンロード可能とすることである。
【０１１０】
　本発明のさらなる目的は、コード化された公共サービスコンテンツ（公共の警報、及び
気象警報など）を、場所別又は時間別の作動基準と共に、移動物体の車載記憶デバイスへ
ワイヤレスで自動アップロード可能とすることである。
【０１１１】
　本発明の別の目的は、コード化された商業広告コンテンツを、コード化された配信情報
と共に、移動物体の車載記憶デバイスへワイヤレスで自動ダウンロード可能とすることで
ある。
【０１１２】
　本発明の別の目的は、コード化された一般市民の個人コンテンツを、コード化された配
信情報と共に、自宅又は個人ネットワークから移動物体の車載記憶デバイスへ直接ワイヤ
レスで手動アップロード可能とすることである。
【０１１３】
　本発明の別の目的は、ユーザーが、移動物体から又は移動物体を操作中にそのようなコ
ンテンツを見た時に、その場で追加情報のリクエスト、商品の購入、又は電子的な売り込
み及び広告への反応を行えるようにすることである。
【０１１４】
　本発明のさらなる目的は、コンテンツのリクエストを含む音声又はビデオによる公共サ
ービスコンテンツの配信に関する情報を、移動物体上でログを残し記憶するための手段を
提供すること、並びに、トラッキング、関与の調査、アカウンティング、及び報酬の目的
でそのような情報を後からアップロード可能とすることである。
の、
【０１１５】
　本発明のさらなる目的は、音声若しくはビデオによる広告若しくはスポンサーコンテン
ツの配信、又はコンテンツのリクエストに関する情報を、移動物体上でログを残し、記録
し、そして記憶する手段を提供すること、並びに、トラッキング、関与の調査、アカウン
ティング、及び報酬の目的でその情報を後からネットワークへアップロード可能とするこ
とである。
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【０１１６】
　本発明のさらなる全般的な目的は、音声若しくはビデオによる個人が利用するコンテン
ツの配信に関する情報を、移動物体上でログを残し、記録し、そして記憶する手段、並び
に、トラッキング、関与の調査、アカウンティング、及び報酬の目的でその情報を後から
ネットワークへアップロードする手段を提供することである。
【０１１７】
　本発明のさらなる目的は、前もって制作されて記憶されたコンテンツ、又はリアルタイ
ムでその場で作られたコンテンツ（たった今書かれた個人的なテキストメッセージなど）
などのビデオコンテンツを、自分の移動物体の外表面上に表示することを可能とすること
、並びに、任意に、そのコンテンツの音声部分を前記のビデオと同調させ、受信して聞く
ことができるよう別の移動物体へワイヤレスで送信することを可能とし、これを行うこと
である。
【０１１８】
　本発明の別の目的は、現在生産されている自動車の所有者が、容易にそして高い費用対
効果でその自動車の特定のボディパネルを収入をもたらすビデオディスプレイボディパネ
ルに交換し、それによって彼らが自分たちの所有物を上述のシステムに関連して使用する
ことに対して報酬を得られるようにする手段を可能とすることである。
【０１１９】
　本発明の別の目的は、自動車のボディパネルの交換及び電子機器の追加により、個人用
及び商業用自動車のフリートを高い費用対効果で変換することを可能とし、それによって
個人又は小規模ビジネスのフリートの所有者が、彼らの自動車をマルチメディア通信プラ
ットフォーム（ｍｕｌｔｉ‐ｍｅｄｉａ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｐｌａｔｆｏ
ｒｍ）として使用することから利益を得ることができるようにすることである。
【０１２０】
　本発明のさらなる目的は、車載ライブラリの更新の目的で、又はトラッキング、関与調
査、アカウンティング、及び報酬の目的で、ネットワークから駐車中又は移動中の数多く
の物体へ向けて、情報とコンテンツのアップロード及びダウンロードを同時に行うことを
可能にすることである。
【０１２１】
　本発明の別の目的は、ログに残された配信の内容、時間、場所、種類、及びそのきっか
けに関連する移動物体内に記憶された情報のアップロードを可能にすること、及び、次に
その情報を処理し、トラッキング、関与調査、アカウンティング、報酬、又は請求の目的
で、権限のある政府のユーザー、広告代理業者、広告業者、又は登録されたフリート、ビ
ジネス、若しくは個人のユーザーへフィードバックすることである。
【０１２２】
　本発明のさらなる全般的な目的は、移動物体に送信された従来の広告、ターゲット広告
、又は極めて関連性の高い広告、公共サービスコンテンツ、及びその他の種類の情報を、
その移動物体の内部ビデオディスプレイ上に表示することである。
【０１２３】
　本発明のさらなる全般的な目的は、従来の広告、ターゲット広告、又は極めて関連性の
高い広告コンテンツ、公共サービスコンテンツ、及びその他の種類の情報を、移動物体の
内部ビデオディスプレイ上に表示し、該表示の提供が、速度、場所、内容、一日の中の時
間帯、近さ、並びに環境中の移動物体及び他の近傍の移動物体又は静止物体の特性によっ
て調整し制御された状態で表示することである。
【０１２４】
　本発明の別の全般的な目的は、極めて関連性の高い広告コンテンツを、公共サービスコ
ンテンツ、個人コンテンツ、及びその他の種類の情報と共に、移動物体の内部に位置する
ビデオディスプレイ上で販売、予定への組み入れ、及び表示を可能とすることである。
【０１２５】
　本発明の別の目的は、従来の広告、ターゲット広告、又は極めて関連性の高い広告コン
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テンツ、公共サービスコンテンツ、個人コンテンツ、及びその他の種類の情報を、移動物
体の内部に位置するビデオディスプレイ上で配信、表示、及び記録することを可能とする
こと、並びにそのような表示に対して所有者又は操作者に金銭的な報酬をもたらすことで
ある。
【０１２６】
　本発明の別の目的は、消費者の動きを、ＶＩＮ、人口動態、時間、場所、興味、及びそ
の他の要因に基づいてトラッキングし、リサーチ、マーケティング、及びプランニングを
行う目的で、現場の移動物体間でその場その場で送信されたユーザーコードをアップロー
ドすることである。
【０１２７】
　本発明の別の目的は、ＶＩＮ、人口動態、時間、場所、興味、及びその他の要因ごとの
現場での消費者の動きに関連するユーザーコード並びに情報を、リサーチ、マーケティン
グ、及びプランニングを行う目的で販売可能とすることである。
【０１２８】
　本発明の別の目的は、類のない広告プラットフォームに対する広告業界の意欲とその必
要性を前記発明の資本投資へ変換し、それによって民間企業及び政府からの共同投資を促
進することである。
【０１２９】
　本発明のさらなる目的は、一般ドライバー人口に収入をもたらす本発明の機能を利用し
て業界及び政府からのさらなる投資を促進することである。
【０１３０】
　本発明の別の目的は、ドライバー人口に収入をもたらす本発明の機能を通して、製造者
の競合する利益に影響を与え、彼らが彼らの移動物体の大量生産へ本発明を組み込むよう
にし、該大量生産によって製造者のコストを抑え、ドライバー人口が製品をより手に入れ
易くすることである。
【０１３１】
　本発明のさらなる目的は、移動物体が、ハイウェイの交差点での交通パターン及び信号
の順番を検知及び学習し、その情報を他の移動物体へ伝達し、その情報を該物体と同調さ
せ、そしてコンテンツを安全に表示することができる区域内に居る残り時間を計算するこ
とができるシステムを可能とすることである。
【０１３２】
　本発明のさらなる目的は、データのトラッキングを召喚状なしには合法的に行うことが
できないことから、市民の自由を侵害しない方法で移動物体の地理的なトラッキングを行
なうシステムを可能とすることである。
【０１３３】
　本発明のさらなる全般的な目的は、適切なオーディオ及びビデオデバイスによって可能
となる場合、そのビデオディスプレイを移動物体上での娯楽目的又は静止画像表示のため
に使用することを可能とすることである。
【０１３４】
　本発明のさらなる目的は、移動物体間の距離を、その物体が停止状態又は停止に近い状
態である場合に短くし、それによって、特に道路信号、交差点、ランプ、及び右折左折用
レーンにおいて無駄にされている都市の交通レーンのかなりの量を節約する新規なシステ
ムを提供することである。
【０１３５】
　本発明のさらなる全般的な目的は、法執行機関が、移動物体のアクティブディスプレイ
（ａｃｔｉｖｅ　ｄｉｓｐｌａｙ）を遠隔操作で優先的に使用する、又は強制的に操作す
ることで、移動物体の識別の確認、紛失した若しくは盗難にあった移動物体のハイライト
、又は可動危険警告、照明、又は通信プラットフォームとしての移動物体の使用を可能と
することである。
【０１３６】
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　本発明の別の目的は、あらゆる適切な時間に移動物体の識別、ライセンス、及び登録を
電子的に表示し、さらには、法執行機関を含むドライバー人口がそのような識別を要求に
応じて電子的に入手し記録可能とすることである。
【０１３７】
　本発明のさらなる目的は、通常必要とされる照明、安全、ブランド化、ライセンス、及
び登録のシステムすべてを、可能な限り大きな規模で、今後の移動物体のデジタルビデオ
ディスプレイに組み込むことである。
【０１３８】
　本発明の一つの局面は、第一の物体と；第一の物体中の送信機と；第二の物体と；第二
の物体中の受信機と；第一の物体に関連するユーザーについてのデータを含むプロフィー
ルと、を含むシステムであり；ここで、そのプロフィール又はそのプロフィールの一部が
第一の物体から第二の物体へ送信され；第一の物体へコンテンツが提供され；そしてその
コンテンツの少なくとも一部が第一の物体から第二の物体へ送信されたプロフィール又は
そのプロフィールの一部に基づいている。
【０１３９】
　一つの形態では、プロフィールは第一の物体中に記憶されている。本局面の別の態様は
、さらに、コンテンツを提供したことに対する第二の物体に関連するユーザーへの報酬を
含む。別の形態では、第一の物体は移動することができる。他の形態では、第一の物体は
自動車、自動車中のデバイス、又は携帯デバイスである。他の形態では、第二の物体は自
動車であるか、固定されているか、又は移動可能な標識である。
【０１４０】
　別の形態では、第一の物体は自動車であり；そしてプロフィールが、第一の物体に関連
するその他のユーザー又は考えられるユーザーについてのデータをさらに含む。別の形態
では、第一の物体及び第二の物体は、第一及び第二の物体の相対的な位置、速度、及び動
きに関連する情報；第一及び第二の物体の特徴、構成、及び特性に関連する情報；周囲の
物体に関連する情報；並びに周囲の地域に関連する情報；又はこれらの組み合わせを交換
する。別の形態では、コンテンツの提供は、近傍の交通信号の予定パターンに関連する情
報に影響される。さらに別の形態では、コンテンツはさらに前記のプロフィールに基づか
ないコンテンツを含む。
【０１４１】
　本局面の別の態様は、コンテンツの内容に基づいた、コンテンツの提供に関連する優先
システム（ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｓｙｓｔｅｍ）をさらに含む。本態様の一つの形態では、
コンテンツの内容は、緊急コンテンツ；周囲の環境の状況に関連するコンテンツ；第二の
物体に関連する登録及び識別コンテンツ；公共安全コンテンツ；又はこれらの組み合わせ
として分類される。
【０１４２】
　別の形態では、第一及び第二の物体からの相対的な動きに関するデータにより、コンテ
ンツを提供するか、そして提供されるコンテンツを動画ビデオ、静止ビデオ、又はこの両
方の組み合わせとして提供するかを決定する。別の形態では、コンテンツは音声コンテン
ツ、ビデオコンテンツ、又はこの両方の組み合わせを含み；ここで、音声コンテンツは第
一の物体によって提供され；そしてビデオコンテンツは第一の物体又は第二の物体のいず
れかによって提供される。
【０１４３】
　別の形態では、第一及び第二の物体は自動車であり；コンテンツは第一及び第二の物体
に関連する位置情報を含み；そしてコンテンツは、第一の物体の操作者に対して最適な停
止位置を示す。別の形態では、速度と位置の情報を送信範囲内のすべての物体間で交換し
；そして第一の物体に提供されるコンテンツは、第一の物体の操作者に対して第一の物体
の前を走る物体の相対的な制動状態を示す。
【０１４４】
　別の形態では、第二の物体は第二の物体と関連するユーザーを持ち；そして、第一の物
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体に提供されたコンテンツの少なくとも一部は第二の物体と関連するユーザーによって作
製される。別の形態では、第三者が第二の物体上でコンテンツを提供する権利を購入し；
そして、第二の物体が第三者の嗜好に基づいてコンテンツを提供する。さらなる形態では
、その権利は、固定の若しくは相対的な地理的区域；一日の中の時間帯；使用可能な表示
時間；又はこれらの組み合わせに基づいている。
【０１４５】
　別の形態では、プロフィールは、第一の物体に関連するユーザーによって任意に他の物
体へ移送されることが可能である。別の形態では、コンテンツは、第一の物体に関連する
人物以外でも視聴することができる。別の形態では、コンテンツは、第一の物体に関連す
る個人以外は視聴できない方法で提供される。
【０１４６】
　本局面の別の態様は、第二の物体に一体化されたディスプレイをさらに含み；ここで、
第一の物体に提供されたコンテンツの少なくとも一部は、そのディスプレイ上に出現する
。別の形態では、そのコンテンツの提供は、第二の物体の外面上で行われる。
【０１４７】
　本局面の別の態様は、第一の物体に付随する第一の記憶媒体；及び、第二の物体に付随
する第二の記憶媒体をさらに含み；ここで、コンテンツの提供に関連するデータは第一及
び第二の記憶媒体に記憶される。本態様の別の形態は、第一及び第二の物体とワイヤレス
で接続される中央サーバーをさらに含み；ここで、コンテンツの提供に関連するデータは
中央サーバーへアップロードされる。本態様のさらなる形態では、中央サーバーへアップ
ロードされたデータの編集物が販売される。本態様の一つの形態では、コンテンツの提供
に関連するデータは、表示した時間帯；該コンテンツの主題；コンテンツの表示時間；プ
ロフィールの一部；又はこれらの組み合わせを含む。
【０１４８】
　一つの形態では、コンテンツの提供は、第一の物体の内側の部分で行われる。本局面の
別の態様は、第一の物体に関連するユーザーへの、コンテンツの受信、コンテンツの視聴
、又はこれらの組み合わせに対する報酬をさらに含む。
【０１４９】
　別の形態では、隣接及び近傍のすべての物体の身元に関連する情報が、第一の物体と隣
接若しくは近傍の物体との間で交換され、並びに、それらの中に記憶される。別の形態で
は、第一及び第二の物体は、第一の物体での音声再生に関連する情報を交換し；そして、
第一の物体に提供されるコンテンツは、その音声に同調したビデオコンテンツを含む。別
の形態では、第一の物体に提供されるコンテンツは、第二の物体に関連するユーザーによ
って制限される。
【０１５０】
　本発明の別の局面は、コンピュータで実行される方法であり：第一のユーザーから提供
されたデータの分析に基づいて第一のユーザーの固有のプロフィールを編集する工程；そ
のプロフィールを第一の物体と関連付ける工程；そのプロフィール若しくはプロフィール
の一部を第二の物体へ送信する工程；及び、第一のユーザーにコンテンツを提供する工程
を含み、ここで、第一の物体は第一のユーザーと関連しており；そのコンテンツは第二の
物体から発生したものであり；及び、そのコンテンツの少なくとも一部は第二の物体へ送
信されたプロフィール若しくはプロフィールの一部に基づいている。
【０１５１】
　本局面の一つの態様は、コンテンツを第一のユーザーへ提供することに対して、第二の
物体と関連するユーザーへ報酬を支払うことをさらに含む。
【０１５２】
　本局面の別の態様は、コンテンツの目的に基づいてコンテンツの表示を優先させること
をさらに含み；ここで、コンテンツの目的とは、広告；情報；交通関連；安全関連；ニュ
ース関連；地域限定；政治；単なるジョーク；又はこれらの組み合わせである。本態様の
一つの形態は、第一及び第二の物体の周囲の環境；緊急事態の存在；公共の利益；又はこ
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れらの組み合わせに基づいて、コンテンツの提供を差し替えることをさらに含む。
【０１５３】
　本局面の他の態様は、第一のユーザーの嗜好に基づいてコンテンツの表示を優先させる
こと；第一のユーザーが任意にプロフィールを他の物体へ送信すること；第二の物体の登
録及び識別情報を第二の物体上で表示すること；又は第二の物体に関連するユーザーによ
って作製されたコンテンツを第二の物体上で表示することをさらに含む。
【０１５４】
　本局面の別の態様は、最適な走行中の位置及び視聴位置のインジケータを第二の物体上
に、第一のユーザーへ向けて表示することをさらに含み；ここで、第一の物体及び第二の
物体は自動車である。
【０１５５】
　本局面の他の態様は、緊急又は交通案内目的の外部からのワイヤレスシグナルが存在す
る場合にコンテンツの表示を差し替えること；第一の物体を用いて第一のユーザーに音声
コンテンツを提供すること；第一の物体、第二の物体、若しくは第一及び第二の物体の組
み合わせを用いて第一のユーザーにビデオコンテンツを提供すること；又は、第一及び第
二の物体の相対的な位置関係、速度、及び動きに関連する情報；第一及び第二の物体の特
徴、構成、及び特性に関する情報；周囲の物体に関する情報；並びに周囲の地域に関する
情報；若しくはこれらの組み合わせを第一の物体と第二の物体との間で交換すること、を
さらに含む。
【０１５６】
　本局面の別の態様は、第一及び第二の物体の相対的な動きを判定すること；及び、第一
及び第二の物体のその相対的な動きに基づいて、コンテンツを提供しない、又は動画ビデ
オ、静止画ビデオ、若しくは動画及び静止画ビデオの組み合わせを提供すること、をさら
に含む。
【０１５７】
　他の形態では、コンテンツは、第二の物体に一体化されたディスプレイ上で提供される
か、又は第二の物体の外表面部分上で提供される。
【０１５８】
　本局面の他の態様は、コンテンツの提供に関連するデータを第一及び第二の物体中に記
憶すること；コンテンツの提供に関連するデータを、第一及び第二の物体とワイヤレスで
接続される中央サーバーへアップロードすること；又は、中央サーバーからアップロード
されたデータの編集物を販売すること、をさらに含む。別の態様では、コンテンツの提供
に関連するデータは、表示した時間帯；コンテンツの主題；コンテンツの表示時間；プロ
フィールの一部；又はこれらの組み合わせを含む。
【０１５９】
　本発明のさらなる局面は、発信元となる物体にコンテンツを搭載させること；及び、受
け手側の物体から発信元の物体へ提供された受けて側の物体に関連する固有のプロフィー
ル又はその一部に応答して、受けて側の物体へそのコンテンツを提供すること、を含む方
法である。
【０１６０】
　本発明のさらに別の局面は、コンテンツ記憶デバイス；及び、そのコンテンツ記憶デバ
イス上に記憶されたコンテンツを、受け手側の物体から発信元の物体へ提供された受け手
側の物体に関連する固有のプロフィール又はその一部に応答して受けて側の物体へ提供す
る手段、を含むシステムである。
【０１６１】
　本発明のさらなる局面は、本明細書の以下の部分で明らかとなり、ここで、その詳細な
説明は、本発明の好ましい態様を限定することなく詳細に開示することを目的としている
。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１６２】
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発明の詳細な説明
　説明の目的で図面をより詳細に参照すると、本発明は図１乃至図３５に全般的に示した
システム及び方法を含む。本開示の基本概念から逸脱しない限りにおいて、このシステム
及び装置が、その構成及び部品の詳細に関して変更し得ること、並びに、この方法が、特
定の工程及び順序に関して変更し得ることは認識されるであろう。
【０１６３】
　図１は、このような類のない広告及び通信プラットフォームを立ち上げるためには相互
に関連しなければならない不可欠な要素のいくつか：すなわち、まずは、基盤となるユー
ザー（政府機関２００、広告業者３００、ドライバー人口４００、及びフリート／政府ユ
ーザー５００から成る）；移動物体（本態様では、量産車）の開発業者、供給業者、及び
製造者６００；配信団体８００、報酬団体９００（ここでは分かりやすいように区別して
示す；実質、この団体は配信団体と組み合わさった形となることが多い）、並びに、１０
００で示される、登録済み所有者及び操作者の集団、を示すことで、本発明の全般的な態
様及び概略を図示する。任意の態様が、お互いの間に広範囲にわたる種類の相互関係を有
する数多くのそのようなグループを含むこともあり得るが、本明細書で列挙するグループ
は、本発明の広範囲の展開にとって最も基本的で重要であるもののいくつかである。その
ような関係は、開発の資金提供及び投資から、システムの製造、実施、運営、及びメンテ
ナンスにまで及ぶ。初期の計画にとっての基本的な要素は、１００で示す提案されたルー
ル作り、及びこれに続く、この新しく登場するシステムを運営するという面での設計、実
行、及び法令遵守基準の法制定である。そのような取り組みは、協調という目的、及び政
府と業界との創造的な意見交換を象徴しており、その結果として関係者すべてが受け入れ
ることのできる方針が現れることになる。政府と交通業界との間のそのような取り組みは
先例及びこれに類似のものは存在していて、自動車性能に対するもっと厳格な基準を確立
するという点でよく知られており、例えば、自動車の操作基準及び耐衝撃性に関する運輸
省の連邦政府自動車安全基準（Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｍｏｔｏｒ　Ｖｅｈｉｃｌｅ　Ｓａｆｅ
ｔｙ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ）（ＦＭＶＳＳ）；自動車の排気ガスに対するＥＰＡの改正大
気浄化法（ＣＡＡＡ）、若しくは米国低排気ガス車（ＮＬＥＶ）基準（Ｎａｔｉｏｎａｌ
　Ｌｏｗ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｖｅｈｉｃｌｅ　Ｓｔａｎｄａｒｄ）、又は燃費に対する
ＮＨＴＳＡの企業平均燃費（ＣＡＦＥ）基準（Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ　Ａｖｅｒａｇｅ　Ｆ
ｕｅｌ　Ｅｃｏｎｏｍｙ　Ｓｔａｎｄａｒｄ）、である。そのような基準は、実質的には
交通業界の供給業者及び自動車製造者６００と適切な政府機関２００との間で、その他の
利害関係者からの意見も取り入れながら、協議されることになる。従来の広告、ターゲッ
ト広告、及び極めて関連性の高い広告を最終的にいかにして消費者に提供するかを明確に
するコンテンツ基準１０５は、このシステムの運営及び配信の部分で並行して確立される
可能性が最も高い。この相互関係は、関係する政府団体、フリート及び政府の操作者６０
０並びにドライバー人口からの意見も取り入れた形での、広告業界３００、製造元６００
、配信団体８００、及びその報酬ユニット９００の間でのものとなるであろう。
【０１６４】
　非常に初期のＲ＆Ｄ及び技術開発に対する資金提供は、商業的なサイドでは広告及びメ
ディア業界の投資部門１１０、１１５から、ハイウェイ／交通安全及び公共サービスのサ
イドの調査に対しては政府からもたらされるであろうと想定される。この初期の開発資金
は、大手自動車製造者及びその供給業者６００によって提供される資金と組み合わされ、
試作的な運営システムを得る結果となり、最終的には、全面的な生産供給１２０へと繋が
って、そのような生産は定期的な自動車生産予定に組み込まれることになるであろう。さ
らに、後述するフリート及びタクシーの運営など、管理された状態での本プラットフォー
ムの導入に理想的である、特定の、ターゲットを非常に絞り込んだ運営ニッチ市場も存在
する。関心、参画、及び投資が多くの民間セクター団体、財団、機構、又は政府機関から
向けられると考えられることから、事業資金提供の多くの異なるシナリオ及びモデルの可
能性があることにも注目すべきである。別の可能性の高い投資シナリオは、１２８で表さ
れていて、輸送機器製造者による配信団体への投資の可能性という形であり、これは、そ
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の最終製品がこの新しい広告通信プラットフォームに不可欠な構成部分であるためである
。
【０１６５】
　ユーザーの集団からの民間投資１３０は、革新的な法執行への適用（このうちのいくつ
かは既述）を支援する州及び地方政府の資金提供；広告業者３００又は大手メディアのオ
ーナーからの直接株式投資；一般のドライバー人口４００又はフリート及びビジネスユー
ザー５００からの民間投資（私用自動車を所有するための投資は除く）、など多くの形態
が想定され、そのような投資は、恐らくはＩＰＯを通しての配信団体８００の株式という
形になるであろう。しかし、配信が運営されると、ユーザー集団は、この新しいプラット
フォームへコンテンツを載せるために、利用料１４０の支払いを始めることになる。
【０１６６】
　配信ユニット８００の出力側は、チャンネル１５０、１５５を通してネットワークに登
録された自動車に直接配信されるコンテンツ（前章で論じたような）の配布であり、これ
は以下で説明する。 コンテンツ１５０は、フリートユーザー又は政府ユーザー及び一般
のドライバーからの、従来の、標的化された及び／又は非常に関連性の高い音声及び映像
コンテンツ、公共サービスコンテンツ、個人的コンテンツ及びコード化された個人的プロ
フィールを表す。コンテンツ１５５は、小売店を通して販売された又は自動車ディーラー
でアップグレードとして設置されたアフターマーケットシステムを用いる、既存自動車６
５５への個人的嗜好の配布を表す。既存自動車６５５は、ＶＩＮ、モデルデータ、コンテ
ンツ要求及び広告制御信号７５０を新規製造自動車６５２、６５４に無線送信し、次いで
、移動物体の映像表示部７６０上のデータ由来の音声及び映像コンテンツを受信すること
ができる。完備した新規製造自動車６５２、６５４は、類似のＶＩＮ、コンテンツ及び制
御要求７４０を送信し、内部で音声コンテンツを受信し、それらの自動車、外面、又はガ
ラスと一体型の表示部７６０上で映像コンテンツを視聴する。既に説明したように、かか
るコンテンツ及び制御要求は全て、後の章で論じるネットワークアクセスポイント（ＮＡ
Ｐ）を介して、１６０、１６５に示したように後で無線ダウンロードするために、新規及
びアフターマーケットプラットホームの両方にログ記録される。
【０１６７】
　報酬ユニット９００は、登録された移動物体からダウンロードした全てのデータを収集
し、コンテンツ要求とコンテンツ配布を比較し（以下でより詳細に論じる）、これらのデ
ータを適合させることにより実際のコンテンツ配布を確認する。確認した配信情報は、続
いて、１７０に示すように配信ユニット８００（報酬ユニット９００と同一であってよい
）に戻される。コンテンツの配布測定、会計及び報酬における重要な工程は、この工程で
生じる。出願人は、任意のかかるシステムが、「ワンクリック詐欺」のようなインターネ
ット広告業界で知られるようになっているものを識別し、防ぐことができることが重要で
あると考えている。これは、ユーザー、企業実体又はソフトウェアが、特定の広告又はサ
イトへの関心を実際に存在する以上に示そうとして、コンテンツ配布（視聴）に対する詐
欺的要求を作製するプロセスである。本発明の場合、これは実際に視聴されていない広告
の提示に対する支払いを得るために、個人により企てられる場合がある。この工程では、
詐欺の可能性を測定するために、時間、場所及びこれらの物体の物理的移動とともに、移
動物体の特定のＶＩＮを照合することを含む、報酬ユニット９００（ダウンロードされた
ログ記録した自動車データを有する）と、配信ユニット８００との間でのデータの交換１
７０が行われる。このプロセスは、以下の章でより詳細に説明する。一度現場でのコンテ
ンツ配布が認証されれば、報酬ユニット９００は、１７０での機構を介して確認されたコ
ンテンツの表示部を有する登録された自動車に対する支払いを承認することができる。こ
れは、全ての登録量産車６５２、６５４に適用され、場合によっては、アフターマーケッ
ト設備６５５を有する自動車のようなコンテンツを視聴するだけの自動車にも適用される
。配信ユニット８００は、次いで、１８０で示したような一般ユーザー体に現場での業績
測定をフィードバックすることができる。報酬ユニット９００は、以下の章で論じる多く
の作業の中でも、２つの鍵となる機能：１７８で示すように登録されたプラットホームの
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所有者／操作者１０００への経済的な報酬の支払い；並びに１１００で示すような、マー
ケティング担当者及び調査者に対するアドホック収集データの販売を有する。
【０１６８】
　図２は、本発明の資金調達、規制及び使用に関連する、政府機関２００と開発者、供給
者及び製造者６００との間の潜在的関係を示す。かかる可能性のある組み合わせが多数存
在するが、名付けられているのは、規制問題２２０及び公共サービス使用問題２４０の幾
つかに関係する可能性のある数機関である。幹線道路交通安全局（ＮＨＴＳＡ）２０２は
、例えば、そのうち幾つかは既に言及されている、他の運輸省（ＤＯＴ）プログラムで有
するのと同時に、試験及び順守手続を含む、自動車基準の規定に明確な役割を有する。連
邦道路管理局（ＦＨＷＡ）２０４は、世界で最も優れた輸送システムを開発するという展
望を有する。ハイウェイ及び輸送コミュニティ全体との協力において、その設立趣意は、
衝突、遅延及び混雑が著しく低減され、道路は生態系を保護し、歩行者及び自転車が適応
し、輸送サービスが災害及び緊急事態の直後に回復する、最も安全且つ効率的なハイウェ
イ及び複合一貫輸送システムを確実に実行することである。本発明は、これらの具体的な
目標の全てに著しく寄与することができる。電気通信情報局（ＮＴＩＡ）２０６の最も重
要な目標は、効率性及び生産性を強化する支持スペクトルベースの技術に連邦政府の資源
を生かしながら、消費者への価格を低下させ、革新を促進する市場ベースの方針を促進す
る基本任務を通して、国の経済的、社会的、及び政治的生活を飛躍的に成長させ、変化さ
せることである。明らかに、これもまた消費者にとって経済的に利益になる、商業的及び
公共の通信機会を生み出すための無線スペクトルの広範な適用は、ＮＴＩＡの設立趣意の
範囲内である。調査・革新技術庁（ＲＩＴＡ）２０８は、輸送技術及び構想における革新
及び調査のためにＤＯＴ優先度の向上に尽くす。革新は、我々の移動性を改善し、経済成
長を促進し、最終的にはより良い統合輸送システムをもたらす。機関の設立趣意は、調査
及び研究室から現場への革新的なアイデアの調達に傾倒している最優先育成環境における
アイデア及び情報の交換を促進することである。ＲＩＴＡは、気を散らすようなハイウェ
イ標識の刺激を除去し、より効果的な直接自動車衝突警告システムに適合し、飲酒運転法
の施行及び救急医療サービスの配布に最先端技術を組み込み、一般に、本発明を通して、
ハイウェイ安全プログラムの設計及び管理を劇的に向上させる、本発明の能力を効率よく
評価することができる。国立測候所（ＮＯＡＡ）２１０は、「洪水が前方にあったら、後
戻りし、溺れるな（Flooding Ahead Turn Around Don't Drown）」と呼ばれる、所定の場
所における現行プログラムを有し、これは、大変な浸水地域を横切ろうとして自動車が流
されることにより毎年数多く失われている運転者の命の数を減少させようとする試みであ
る。このプログラムは、道路が水の下に見えなくなった場所で小さな金属スタンド上にプ
ラスチック表示を掲示することに既に関与している。プログラムは、限られた効果を享受
しているが、緊急ベースの導入の観点では総合物流の悪夢である。竜巻、地滑り、ハリケ
ーン、鉄砲水、野火は全て、同様の衝撃を有し、それらが起こった時に公共を保護するた
めの問題解決法を有する。しかしながら、本発明は、実は、どこであろうと、それらのコ
ンテンツ（点滅光を備える動画、可動式、警告標識を含む）を即座に展開できる即時通信
を有する回転掲示板である。従って、早期規則制定におけるＮＯＡＡの関与は、公共安全
に対して非常に有益であることが証明できる。交通統計局（ＢＴＳ）２１２は、我々の輸
送システムの国内総生産、雇用及び輸送支出に占める割合を含む、輸送と経済との関係の
評価に継続的に関与する。その機能は、都市過密化のような既に論じた地域並びに燃料及
び時間の浪費における消費者への直接費において大変な義務を負う。この地域は唯一、本
発明の効果的な長期効果を実証するために、ＢＴＳの早期関与及び持続的追跡を正当化す
る。最終的には、その機能が本発明の実施に影響するようになる可能性のある、多くの他
の機関２１４が存在し、それらの協調努力は対象とする範囲が多国籍でなければならない
。
【０１６９】
　使用法２４０は、連邦政府による財政支援の価値がある潜在的適用のごく一部を示す。
かかる財政支援１１０は、自動車開発者、供給者及び製造者６００の調査及び開発努力の
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支援をある程度指示されたものである。開発の主な領域はテレマティックス６１０、移動
物体間の通信を実施するための手段；データ処理６２０、本発明を介して配信するための
データ及びコンテンツの復号化、保存、ポーリング、抽出、待機、コード化、及びアップ
ロードの手段；表示部６３０、全ての種類の大量生産自動車に組み込むための、現行の又
は新規技術による、費用効率の高い表示部の進化；並びにパネル及びガラス６４０、コン
テンツ表示用プラットホームとしての自動車ガラスの使用である。
【０１７０】
　提案されている規則作成及び法律制定の関係１００。その初期導入後本発明用のハード
ウェア及びソフトウェアを含む、遠隔通信及びコンテンツの取扱、操作システム、表示部
のアップグレードを１２５に示す。投資を１２８に示し、これは配信実体において公平な
立場をとる自動車メーカー及びそれらの供給者の可能性を提案する。１４２では、１５２
で示した政府又は公共サービスコンテンツのダウンロードに対する使用料が配信ユニット
８００に支払われ、これは次いで自動車のハードドライブに保存される。かかる料金は、
種々の政府機関と配信実体との間で取り決めたサービス契約に基づいて、一部は前もって
、支払われる可能性が高い。残高は、一度現場でのコンテンツ配布がログ記録されたダウ
ンロードから確認されれば、後に支払われる。１６１では、ログ記録された公共サービス
コンテンツ要求（及び所望により、確認された配布）が、アフターマーケットプラットホ
ーム設備からダウンロードされる。１６２では、ログ記録された公共サービスコンテンツ
要求及びログ記録された公共サービス公開が、処理及び確認のために報酬９００に同様に
ダウンロードされる。１８２では、確認された公用コンテンツ公開が配信に戻され、そこ
では、次いで、契約、コンテンツ配布のための正確な時間、場所、環境及びかかるコンテ
ンツ配布に応答して適時に受信者が特定の且つ適切な行動を取るかどうか（換言すれば、
彼らは現場で彼らに提示された特定の音声／映像表示に従って行動したか？）に関する効
率的な測定情報に変換される。最終的には、１８６で、実証された業績を適切な政府機関
２００にフィードバックする。このフィードバックは、関与している特定の機関の必要性
により変動し、恐らく配信と特定の政府機関との間の契約の下で達成される。かかる測定
及びフィードバックの例は、警報効果を測定できるように、音声／視覚警報（本発明を介
した）に同時に曝される自動車の位置及び数を示す地域限定マッピング、警報後のそれら
の自動車の正確なタイミング及び移動（ログ記録されたＧＰＳデータに基づく）、並びに
警報に注意を払わなかった発明装備自動車の移動に加えて、鉄砲水地帯から引き返し、実
際の危機より前に代替経路に導かれた具体的な自動車の数のＮＯＡＡへの確認である。
【０１７１】
　図３は、本発明に対する広告主及び製造者の関係を示す図である。広告コミュニティ３
００は多角的であるが、メディアバイアー３０５（種々のメディアにおける広告の購入及
びスケジューリングに関与する実体）、広告代理店及びそれらの顧客３１０、及びコンテ
ンツ製作者３１５（典型的には広告代理店に雇用され、メディアプレースメントのために
製品を作製、製作及び施行する実体）という３つの要素として集合的に定義されている。
出願人は、独創的なコンテンツ及びシステムの機能性のために提案されている基準１０６
に影響を与え、導くこれらのグループを個別に及び集合的に思い描き、これらの鍵となる
要素をコンテンツ基準３２０に列挙する。これらの基準の整備が、米国及び外国の政府機
関２００との連動により１００で補強されることに留意すべきである。これらのグループ
は、グラフィック及びアニメーション基準（例えば、運転者の注意に関するアニメーショ
ンの気を散らす性質を測定し、かかる表示のための基準を定める）；コンテンツ基準及び
形式（特定の層に関するある種の広告コンテンツの制限、又は、ある提示を作製し、彼ら
に提示することができる方法）；テレマティックス基準（移動物体が互いに相談すること
を可能にするのに適用される技術）；近接及び発生地規制（ある種の広告が許可されない
場合がある又は範囲若しくは内容が制限される場合がある時間及び位置を決定する）；人
口コード化方法及びスキーム（消費者の要求プロフィールに適合し、測定、責任及び報酬
のために適切に追跡できるように、種々の種類の製品及び広告を分類する）；インパルス
応答基準（消費者が製品情報を要求する、又は、移動物体を使用しながら製品を安全に注
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文及び購入し、かかる注文をクレジット及び発送情報と安全にリンクさせることができる
ようにする一様な方法）；フィールド無効基準（法執行機関が、公共安全の利益又は必要
性において継続表示の指揮をとることができるようにする基準及び手順）；現在の及び予
想されるＮＨＴＳＡ基準に確実に適合させる；順守及び規制（製造及び使用において基準
を保証する試験及び順守手順を構築する）；並びに報酬基準（業界の公正な取引方法、所
有権、課税、現金支払、及び同様の消費者関連ビジネス問題を定義することを含む、会計
、請求、並びに一般的報酬手順及び契約の構築）のような問題のために、それらの本質的
に独創的なマーケティング力と、規則制定を構築するための政治的及び立法的経験を組み
合わせる。１３４では、共同製造規格が、製造チーム６００により実施され、配信ユニッ
ト８００によりネットワーク操作システムに組み込まれる。
【０１７２】
　経路１３０及び１４３は、広告集団のための２つの鍵となる金融経路を表す。生じる投
資のための多くのシナリオが存在するが、これらは重要なユーザーと受益者の両方を表し
ているため、最も可能性が高いものは、総じて広告又はメディア産業による普通株、融資
又は前払いを介したものである。上述のように、広告の責任向上、ターゲット層の有効性
及び契約の追跡に対する重大な要求が存在し、広告者及び巨大メディアバイアーが、消費
者を獲得する及び民放テレビからインターネットへの離反を奪還する新規方法を必死で見
つけようとしていることは疑いようがない。業界には多くの問題があり、本発明のための
論理的なコア投資家は、主要メディアバイアー３０５、広告代理店及びそれらの顧客３１
０、コンテンツ製作者３１５、及び無論従来のメディア及び民放テレビのような広告プラ
ットホームの操作者である。これが大変道理にかなっている理由の１つは、これらの３つ
の実体を含む広告コミュニティ３００もまた、ネットワークの最も巨大なユーザーであり
、ユーザー手数料１４３の支払者になることである。
【０１７３】
　さらに、１２０は新型車生産６５０の供給経路を表し、１５３はコード化されたプロフ
ィール、アップグレード及びインターネットを介した個々の自動車６５２、６５４、６５
５への配信指示とともに、広告コンテンツのアップロードを表す。
【０１７４】
　経路１６７は既存自動車からのログ記録されたコンテンツ要求を示し、一方、経路１６
４は新型車生産からログ記録された広告要求及びログ記録された広告公開のためのアップ
ロード経路を示す。それが確認された公共サービス使用であった場合、経路１７３は、広
告業績評価、契約追跡、測定、責任、詐欺的公開及び報酬のために配信ユニットに返信さ
れる、確認された広告配信を示す。一度データが配信ユニット８００により処理されれば
、それはメディアバイアー、広告代理店又は広告主に、種々の形式で業績フィードバック
１８３を提供することができ、それは消費者の見解及び意見、関連する情報要求、得られ
る購買及び他の基準、精度の深さの複数の水準及び広告業界で以前は利用することができ
なかった測定の全てに加えて、正確な時間、場所及びかかるインプレッションの持続期間
で、特定の層に直接毎日配布に関するデータを含む。
【０１７５】
　かかる広範な、柔軟性のある、携帯用映像プラットホームの作製によって、主要なニュ
ースの前に、娯楽メディア会社は、本発明が、消費者があちこち動き回っているが、かか
る情報を受信するために安全且つリラックスした状態でいる間に、消費者に豊富なコンテ
ンツ提示を届ける優れた手段を提供することを認識するのも時間の問題であることは注目
に値する。ＦＯＸニュースのようなケーブルテレビリーダーに対しては、本発明は、ニュ
ース速報及び局所的事象の警報を配布するための独特の携帯用フォーラムを提供し、従っ
て全ての一般メディア及び遠隔通信のための巨大な潜在的収益源を表す。
【０１７６】
　図４は、ドライバー４００及びフリートユーザー／政府ユーザー５００から配信ユニッ
ト８００への関係を示す図である。これらのユーザーグループの双方は、一方は一般的ド
ライバーとして４１０に参照され、他方はフリートユーザー事業及び政府ユーザーとして
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５１０に参照されるオンラインユーザーコミュニティの観点で論じられる。これらの例及
びそれらがどのように機能するかの例は、前述の通りである。時間とともに、かかるコミ
ュニティは種々の形態をとるようになる可能性があるが、出願人はこれらの大部分が、移
動物体自体の設計及び製造に関与する、個々の自動車メーカー、アフターマーケット製作
者又は小売りディーラー本体により操作されていると考える。この議論の目的のために、
これらのコミュニティは４つのセクションで定義され、それぞれがオンライン活動を表し
ている。ドライバーについては、（１）登録４２０、ディーラーにおける自動車のＶＩＮ
の記録に始まり、家庭におけるオンラインでの最終ライセンス供与で完了することができ
る、（２）会員資格４３０、家庭の各メンバーが、自身のユーザーネーム及びパスワード
を作成することにより、コミュニティに参加することができる、（３）嗜好４４０、各新
規メンバーは複数の選択肢、プルダウンメニュー、チェックボックス又はテキスト記入形
式の、容易なオンラインプロンプトに従い、一対のプロフィールを定義づける「誰か」及
び「何を欲しているか」という観点で、これらの嗜好が個人的生活様式及び見たい又は提
示したい広告の種類に関連するように、彼らの個人的関心、望み、必要性、願望、可能性
及び経験を定義することができる、（４）個人的使用４５０、メンバーが、典型的には、
システム管理者と表記されている登録所有者の承認により、個人的又は事業目的のために
他者に表示したい、且つ、自身の自動車に提示される場合割引価格で請求される、種々の
個人的メッセージ、後援、又は広告の作製及びアップロードを選出することができる、で
ある。
【０１７７】
　これらのオンラインセクションは、それらが、事業及び商業用途に合わせて調整され、
移動物体又は自動車の多様性に適合するように構築されていることを除き、商業若しくは
フリートユーザー事業ユーザー体又は政府ユーザーのために用いられるものと類似してい
る：（１）登録５２０、事業又はフリートユーザー所有者が事業に対する契約下で運転者
により運転される多数の自動車を登録できる、（２）操作者プロフィール５３０、事業管
理者が運転手を識別し、彼らにネットワークシステム及びルールを知らせるのに関与する
、（３）嗜好５４０、事業又は政府フリートユーザー管理者が、自身の運転者及びフリー
トユーザーについての通信、視聴及び提示嗜好を定めることができる、（４）フリートユ
ーザー／政府公用５５０、登録された事業主又はフリートユーザー管理者は、配信実体８
００と契約を結び、自身の会社の広告、ブランド確立又は宣伝を表示することができる。
出願人は、多数の個別に操作される広告及び宣伝事業が、かかる商業的プラットホームか
ら分離独立することを予想しており、そこでは小企業主が、基幹市場で休みなく携帯用広
告プラットホームのフリートユーザーを操作することを目的として二重目的の自動車を購
入し、かかる企業用に運転者を訓練及び管理し、次いで別の方法では利用不可能な場合が
ある発生地又は時間に専門化することによりコンテンツの提示のための料金を広告主に請
求することができる。これは、有名なＥｂａｙモデルから分離独立した、私的に操作され
るオークション事業と類似する。かかるフリートユーザー用途のための態様は、移動物体
フリートユーザー採用及び製造に関連する以下の章で論じる。所有者／操作者プロフィー
ルのための複合アップロード経路を１１４に示す。
【０１７８】
　上記で説明したように、本発明のための自動車登録は、自動車識別番号（ＶＩＮ）とリ
ンクし、法律又は事業展望から、会員資格の承認が不可能な場合がある情報のためにＤＭ
Ｖの記録と照合される。かかる予防策は、業界で周知であり、一般に定められている慎重
な事業及び法律実務に従う。所有者／操作者プロフィール５３０及び嗜好４４０、５４０
は、同様の精密な調査に供される場合があるが、かかる所有者及び操作者に視聴されるコ
ンテンツの性質を規定すること、及び、それほどの重要性はないが、広く他のメンバー及
び公共に実際に表示されるものを決定することが、かかるプロフィールの目的である。本
発明下で実際どんなものが公に表示されるのかという観点で、全てのコンテンツが十分に
監視され、上述のように、政府と事業との間の共同努力を通して定められている厳しい基
準及び慣行下で承認さる。個人的及びフリートユーザー／政府ユーザーの双方についての
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、承認され、コード化された所有者／操作者プロフィールは、１１６でＶＩＮにより、又
は、登録所有者を彼らの自動車とリンクさせる同等の自動車識別処理により、特定の自動
車にアップロードされる。広告及び公共サービスコンテンツで既に発生しているように、
一般のドライバーに対する個人的コンテンツ、並びに、フリートユーザー又は政府公共サ
ービス及び事業コンテンツは、１５４で新型車生産にアップロードされる。さらに、既存
自動車からの視聴特徴を制御するための個人的嗜好は、１１８でこれらの自動車にアップ
ロードされる。
【０１７９】
　本発明の重要な副次効果（プロフィールが使用可能な、非常に関連性の高いコンテンツ
の配布を要求し、確認する能力に加えて）は、同時に且つ受動的にさえ、現場にいる間か
かる配布の結果として消費者によりとられる任意の行動を含む、全てのかかる要求及び配
布を追跡及び測定し、次いで、全て彼らの人口学的及び心理学的プロフィールに関連して
、時間、発生地及びＶＩＮにより消費者の移動の観点からかかるデータを収集し、コンパ
イルする能力である。この種類の情報は、本発明を用いる移動物体の対話、及び移動物体
と現場の他の種類の適合性、プロフィール主導型携帯用デバイスとの対話を通して容易に
生み出すことができる。各移動物体又は携帯用デバイスが、本発明の場合のように、発信
されたユーザーコード「要求」と保存されたコンテンツを適合させる目的で（又は、全文
が本明細書に参照として組み込まれる、本出願人による、非仮出願特許第１１／５５２，
９３２号（２００６年１０月２５日出願）「METHOD AND APPARATUS FOR OBTAINING REVEN
UE FROM THE DISTRIBUTION OF HYPER-RELEVANT ADVERTISING THROUGH PERMISSIVE MIND R
EADING, PROXIMITY ENCOUNTERS AND DATABASE AGGREGATION」に開示したように、ユーザ
ーコードと適合させる目的で）他者と通信する場合、これらの移動物体は、探索している
集団の本質的な性質、構造及び関心を記述するコード化された信号を削除する。適合した
コンテンツ要求、配布されたコンテンツ、又は試みられた若しくは完了した現場通信に関
わらず、全てのかかる移動物体又は携帯用デバイスは、そうプログラムされている場合、
他のかかる移動物体及びデバイス全てからの現場送信を受信し保存する。これらの送信は
それぞれ打刻され、デバイス及び位置により識別される。かかる任意の試みられた又は完
了した通信用のコードは、次いで、これらの移動物体がネットワークにリンクした時、報
酬ユニット９００及び配信ユニット８００に収集され、アップロードされてよい。
【０１８０】
　彼らの運動と旅行を結び付けて考える時、消費者の人口、心理学及び関心に関するこの
水準の検証可能な情報は、市場調査者及びプランナにとって非常に価値のあるものである
場合がある。これらとしては、建築家及びディベロッパー、小売店及びショッピングモー
ルプランナ、高校及び大学、コンサート及びイベントプロデューサー、リゾート及びテー
マパークプランナ、運送プランナ、法執行機関、政府の立法者並びに無論広告主及びマー
ケティング担当者が挙げられる。このデータの販売は、図１の１１００に示す。自主的に
契約した又は測定した研究に基づくアドホック調査及び計画データの収集のための特別な
指示のダウンロードを図４の１１２０に示す。かかるアドホック収集現場データのアップ
ロードを１１４０に示す。
【０１８１】
　ログ記録された個人的使用認可（視聴自動車に提示された個人的コンテンツを許可又は
防止する要求信号）は、１６７で全ての自動車から報酬ユニット９００にアップロードさ
れる。ログ記録した個人使用公開（個人的コンテンツの提示を視聴自動車に確認するデー
タ）は、ログ記録された広告又は公共のサービス公開が移動物体からアップロードされる
のと同様の方法で、１６８でネットワークアクセスポイント（ＮＡＰ）を介して報酬ユニ
ット９００にアップロードされる。かかるログ記録された公開は、配信８００に送られ、
そこで１７５で示すように個人的及びフリートユーザー／政府使用プロフィールに整合さ
れる。一度、コンテンツ配布が整合し認証されれば（配布されたコンテンツのコードが、
受信する移動物体のコードと整合することを確認し、またもともとアップロードされたコ
ンテンツと照合することにより）、その結果報酬ユニットは、登録所有者１０００に請求
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される、又は１７８に示すように登録所有者に支払われる任意の報酬から差し引かれる、
かかる個人使用公開に請求された料金を認証する。
【０１８２】
　図５は、本発明の典型的な所有者登録プロセスを示すブロック図である。オンライン登
録を完了するための基本手順は、今日一般的に知られており、よってこの図の目的は、消
費者が非常に関連性の高い広告を視聴及び表示する事業並びに個人的通信に関与する可能
性のある工程及び決定を記載することである。２つの平行な契約経路が示され、陸上自動
車を含む好ましい態様を反映する。両方の経路は、既存（又はアフターマーケット）自動
車の場合４０２で、及び新規製造自動車の場合４０４で始まる、配信ネットワークへの消
費者の参加を記載する。
【０１８３】
　４０２で始まる、既存自動車の消費者は、配信ネットワーク８００内にそれを通して参
加するハードウェア及びソフトウェアの購入、設置及び設定の責任を有する。これは、自
動車ディーラーからの電子装置パッケージの購入を通して（続いてディーラーにより設置
される）達成することができる、又は、自動車アクセサリ又はアフターマーケット小売業
者からパッケージを購入し、所有者自身により設置することができる場合もある。とにか
く、登録プロセス及び続く会員資格は、両方のユーザー経路に対して本質的に同様である
。
【０１８４】
　４２２では、アフターマーケット製造者のウェブサイトと対話するためのコンピュータ
、モデム及びオンラインブラウザを使用して、予想されるユーザーは、かかるデータがＶ
ＩＮ及びクレジット情報に規定されていない限り、自動車識別番号（ＶＩＮ）と、（未決
定の最終登録及び契約要件）運転免許証番号並びに、自動車のブランド、製造年、メーカ
ー及びモデルのような他の必要な情報のような他の必要な情報を送信する。各自動車の物
理的特徴である、高さ、幅、運転手の視点（又はアイエンベロープ（eye envelope））、
完全乗車時の乗車人数等は、登録されたＶＩＮの一部又はメーカー及びモデルによる各所
有者の自動車プロフィールの下で予めコード化されている。実際には、これらの仕様は、
様々な自動車の種類に基づいた正確な視線、視角で、往来中停止する際、最適だが最小限
の移動物体間の間隔が常に定められるように、移動物体間で送信される。例えば、車高の
低いセダン又はスポーツカーの典型的な高さでフロントガラスを通した、車高の高いＳＵ
Ｖの後部への運転手の前方への視線は、視線の角度がより上方になり、特定のバンパー間
の自動車間隔の必要性をもたらし；逆に、車高の高いＳＵＶのフロントガラスを通した車
高の低いスポーツセダンの後方面の映像表示への視線は、視角が非常に下方になり、さら
に様々な種類の自動車間の最適間隔を生じさせ；最後に、同様の高さのＳＵＶから別のＳ
ＵＶへは、視角がより水平になり、自動車間隔についてのさらに別の指定が生じるだろう
。換言すれば、対話している自動車は互いに会話し、ＶＩＮ番号を交換するため、先導す
る又は停止している自動車は、後方から接近する自動車に、その後部に実装された表示部
を最適に視聴するために最も良い停止場所を正確に伝えることができる。どの場合におい
ても、近接測定及び自動車間の間隔（図１７でさらに論じる）は、コンテンツ配布のため
に最適な視線が定められるように、且つ、それが装備された全ての車種の間で最も緊密な
現実的間隔を保証するように、自動車コードにより支配され、これは、実際の交通条件下
で車線の消費を節約する。視界／停止指示器により可能になった自動車間の車線間隔の節
約は、本発明の有益な副次効果である。
【０１８５】
　４３４でオンライン登録プロセスを続けると、各新規ユーザーが登録の機会を有し、そ
のＶＩＮ下で自動車に同乗する可能性がある任意の子供又は他の家族の年齢及び性別とと
もに、家庭内の（又はフリートユーザー用途の場合、事業内の）他の運転手又は同乗者の
登録を可能にする。この点で、各家族は、望むならば、自身のユーザーネーム及びパスワ
ードを定めることができる。その家族が未成年である場合、又は登録所有者（通常、ＶＩ
Ｎのシステム管理者となる）が好む場合、彼らはシステム及びかかる家族のための後に完
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了される任意のプロフィールへのアクセスを制御する。
【０１８６】
　４３８では、これらのユーザーネーム（又はハンドルネーム）は、自動車のユーザーセ
レクタ７８０（図７でより詳細に説明する）にプログラムされる。この制御により、消費
者はその場で、ある人物から別の人物又はこれらの組み合わせの視聴嗜好へ切り替えるこ
とが可能になる。しかしながら、最終的な制御は、常に自動車のシステム管理者のままで
あってよい。換言すれば、父親の車に乗っている間は、父親が何を見るかを制御する。
【０１８７】
　４４３では、自宅で個人的に、家族が個別の広告視聴嗜好を選択することができる。こ
こで、各家族（又は事業においては認可されたユーザー）は、個人的関心、望み、必要性
及び経験の観点で、並びに視聴したい広告の種類で、「誰か」及び「何を欲しているか」
を定義させることができる、多項選択、クリックオン又はボックス中にテキストで回答を
記載することを実行することができる。このプロファイリング技術は、全文が本明細書に
参照として組み込まれる、本出願人による非仮出願第１１／５５２，９３２号（２００６
年１０月２５日出願）「METHOD AND APPARATUS FOR OBTAINING REVENUE FROM THE DISTRI
BUTION OF HYPER-RELEVANT ADVERTISING THROUGH PERMISSIVE MIND READING, PROXIMITY 
ENCOUNTERS AND DATABASE AGGREGATION」に詳細に説明される。
【０１８８】
　個人の家庭又はオフィスのコンピュータ、ネットワーク化ノートパソコン、ＰＤＡ又は
携帯電話をも使用し、ユーザーの個人的プロフィールを、ネットワークアクセスを有する
近くの任意の位置から定期的にアップデート及び送信することができる。また、広告嗜好
は元来大変個人的なものである場合があり、且つ、それらはユーザーが興味を持っている
若しくは知りたがっている製品及びサービスの種類、又は娯楽及び生活様式の種類に直接
影響を与えるため、ユーザーは４４３で、全ての発信コンテンツ要求についてタイミング
及び状況を選択し、制御することが可能である。例えば、個人が、秘密にしておきたいあ
る種類の個人用品又は対象に興味を持っている場合、彼が個人的広告視聴嗜好のこの部分
を完了した時、彼はかかるコンテンツ要求を、例えば、彼が自動車に一人で乗っている時
間にだけ制限することができる。また、被視聴自動車に隣接する自動車内の他者が、表示
されている任意のコンテンツを見ることができない又は見えにくいように、外部表示部の
視角を制御することもできる。
【０１８９】
　同様の方法で、ユーザーは、ある種類又は全ての種類の広告が、自身の移動物体を操作
している又はその中にいる時に、他の物体により自身に提示されるのを防ぐことができる
。ユーザーがある種のコンテンツにそれ程個人的関心がない若しくは全く興味がないと気
付いた場合、又はそれが不快感を与える若しくは不愉快であると感じた場合、ユーザーは
そのコンテンツの自身への公開及び一緒にいる又はすぐ近くにいる可能性のある他者への
公開を防ぐことができる。本発明は、これを、特定のユーザーの保存プロフィールに基づ
いてコンテンツ要求を検出又は防止することにより、簡単に達成する。ユーザーがかかる
コンテンツの自身への表示を防ぐ時、彼はまた、表示団体が、かかる表示から任意の報酬
を得るのを防ぐこともできる。従って、本発明は、多くの点で非常に民主的な方法である
。
【０１９０】
　若い子供の親にとって、システムは非常に有益である。陸上の移動物体を定義する好ま
しい態様下で、子供が両親の自動車で移動している時、両親は、子供の周囲の移動又は固
定物体上に表示されるのが不適切であると感じるある種の広告又はコンテンツを防ぐこと
ができる。子供がもはや自動車内にはいない時、それらの広告を切り替えて元に戻す又は
表示可能にすることができる。
【０１９１】
　４４５で、既存自動車の登録所有者はまた、自身の及び家族の視聴プロトコールを決定
することもできる。嗜好は、自動車の乗員に応じて、又は自動車に関与する団体が、任意
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の他の特定の団体により広告が視聴されるのを可能にする又は防ぐことを望むかどうかに
応じて、スイッチを入れる又は切ることができる。調査により、子供は今日、彼らが関心
を持っている対象を扱う限り、コマーシャルを見ることを本当に楽しんでいることが明ら
かになった。よって、子供が不作法に振る舞う場合、両親は残りの帰り道に子供の広告視
聴嗜好を止めると脅迫する可能性がある。
【０１９２】
　広範な広告視聴特徴は、配信ネットワーク８００及びそれに関する政府規制により組み
立てられたガイドラインの下で、移動物体の個別の製造者により行われることが期待され
る。例えば、かかる特徴は、ユーザーが、使用中時分割の観点で、各家族の嗜好にウェイ
トを与えることを可能にする（例えば、彼らが幸福になることを見込み、２０％は父親の
嗜好、３０％は母親の嗜好、残り５０％は子供たちで均等に分割する）。これらの嗜好は
、近くで他の移動又は静止物体に放送する信号に翻訳され、それにより、かかる他の物体
による提示のためにポーリングされ選択された広告の多様性及び性質を制御する。各自動
車の製造者の規格及びネットワークコンテンツガイドラインに基づいて、ユーザー嗜好の
適用は、時間及びイベントの位置に基づいて、自動又は手動のいずれかでさらに制御する
ことができる。例えば、母親が用事をしていて一日中走り回り、次に子供たちを迎えに行
き、彼らを３：００ＰＭから４：００ＰＭの間に家又は友達の家に送り届ける場合、母親
は３：００ＰＭまでは彼女自身の好む嗜好に設定し、次に１時間子供たちの嗜好を予約し
、次に自動車に指示して、子供たちを下ろした後自動的に彼女の嗜好に切り替える又はこ
れを手動で行うことができる。自動車の空調及び娯楽制御システムの設計及び遂行と同様
に、それは各製造者次第で、それ自体の品質制御及び操作基準下で、マーケティング、人
的因子及び使いやすさのために、これらの制御の自身のバージョンを設計及び一体化する
が、ただし、無論彼らはまた、任意の連邦政府又はより世界的に命じられたシステム基準
に従う。
【０１９３】
　４５５では、会員資格、視聴及びプロトコール嗜好を完了した後、既存自動車の新規登
録所有者に、読んで電子署名しなければならない、ネットワークの配信及び報酬契約期間
及び条件が提示される。最終的に、４６５で、彼は自分のプロフィールパッケージ及び承
認のために配信実体８００にオンラインで実行された契約を送信する。
【０１９４】
　第二の契約経路では、４０４で始まり（陸上自動車を用いた好ましい態様下でも）、所
有者は、広告表示技術が組み込まれた新規製造自動車を購入又は賃貸している。家族のシ
ナリオで見られるように、ディーラーは新規製品のＶＩＮとリンクしている新規所有者の
運転免許証番号を用いて既に登録された自動車を有する。４２０では、この新規所有者は
、自動車メーカーの家庭用入会コミュニティのウェブサイトを使用して、登録プロセスを
完了する。
【０１９５】
　人口学及び心理学解析分野並びに人間の関心及び商業的契約を含む主観的要素を解釈す
る分野の当業者に周知である、容易なプロセスが存在するため、消費者のプロファイリン
グ又はコンテンツのコード化の種々の潜在的方法を記載することは、この文書の範囲を超
える。とにかく、関連する生活経験、期待、信念、関心及び種々の種類の製品又はサービ
ルに関する目的の観点で、「誰か」及び「何を欲しているか」を広く定義するために、消
費者が別々のプロフィールに呼び入れられる時、プロセスは図５において、新規製造自動
車の場合は４２０で（工程４３２、４３６、４４２、４４４、４４６を通じて続く）、ア
フターマーケット自動車の場合は４２２で（４３４、４３８、４４３及び４４５を通じて
続く）始まる。これは、特定のブランド、メーカー、会社又は政治的所属にさえ及ぶ場合
がある。かかるプロフィールは、多項選択質問並びに、個人をより知り、彼ら自身及び彼
らの独自の個性を明らかにするのを促進するために設計された非構造化テキスト回答を組
み合わせた、ガイド付きオンライン質問及び回答セッションで実施される。これらのプロ
フィールは、後に、個人が多くの場合自分自身を定義することが不可能である又は定義す
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ることを嫌がる個人的特徴を識別するために設計された、所有権を有する深い探求のため
のソフトウェアを利用して、隠された相関的価値及び意味を解析することができる。プロ
ファイリングを通した、かかる個人情報の作成及び収集方法は、心理学及びマーケティン
グ分野の当業者に周知である。また、一旦作成されたかかるデータをコード化及び暗号化
する方法とともに、製品及びサービスを販売するために、かかる結果を定量化、重みづけ
、特徴づけ、優先順位づけ、統合及び最終的にはリンクづけする方法も既知である。新規
なものは、消費者がそれについて視聴することに最も興味を持っているコマーシャルコン
テンツについて、直接消費者に質問し（非常に詳細に質問し）、次いで、技術的構造及び
システムを通して、彼らがかかる情報に対して最もオープンで受容力のある時間に、時間
及び発生地特異的方式で、彼らがかかるコンテンツを要求、ポーリング、待機及び提示す
ることを可能にする、本発明の方法である。
【０１９６】
　以下の工程、追加の家族の登録（４３２）；嗜好セレクタへの家族／ユーザーネームの
割り当て（４３６）；家族の個人的広告視聴嗜好の選択（４４２）及び登録所有者の視聴
プロトコールの決定（４４４）は、既存自動車登録経路で論じたものと実質的に同様であ
る。
【０１９７】
　しかしながら、４４６で、新型車所有者は、外部又は内部に映像表示部を装備していな
い限り、既存自動車がすることのできない、彼の自動車の表示嗜好を決定する機会が与え
られる。一般に、大部分のコンテンツのスケジューリングは、メディアバイレベルで実施
される。換言すれば、非常に正確な位置で、特定の時間に特定の且つ非常に関連性の高い
メッセージを（本発明により初めて）、特定の顧客に届けるために、プラットホームの能
力に基づいて所与の広告のインプレッションの価値を決定する、メディア公開階層が存在
する。かかるメディアバイは、ある種の広告主に対して非常に有益であり、それ故、高い
価格を広告主に要求する。登録所有者が、価値の高い市場で多数のインプレッションを配
布することができる場合、彼はまた、彼自身の自動車のＶＩＮの場合、特定のプラットホ
ームにより発生する収益を当然分かち合う。この理由のために、出願人者は、主に、人口
密集都市の繁華街のような高価値な標的市場内に広告を配布するために、多数の移動物体
を登録することができる個人を含む小事業の子会社又は小企業を心に描く。これが、これ
らの地域内に不必要な交通の流れを発生させる場合、かかるランダムな増加を防ぐために
手順を所定の場所に置くことができる。
【０１９８】
　コンテンツ配布が、実質的に自動化され、洗練されたメディアバイ（コンテンツの種類
、視聴者の人口、位置、配布時間等に対して敏感である）を表すため、及び大部分の消費
者が、常に配布プラットホームにより発生する収益を最適化することを望むため、消費者
が、彼らの表示嗜好を自動に設定することが最良である。自動表示照会は、まず最も高い
価値の市場を標的化し、優先権を与えることにより、最も高い収益を生むよう設計される
。この点で、４４６において、消費者及び配信実体の双方の関心が対立することがない。
自身の表示嗜好の決定において、比較的選択性であることもまた可能である。例えば、プ
ロフィールにより、登録所有者が、その会社の製品又はサービスの広告、宣伝又は表示を
好まない任意の会社を除外する（又は「ブラックリストに載せる」）ことが可能になる。
そうすることにおいて、所有者はまた、これらの除外された表示広告機会からの収益をあ
きらめる。例としては、ある種の製品又は会社をボイコットすることを望む個人を挙げる
ことができる。別の例は、特に選挙が近い時に、ある政党又は別の政党の政治家候補であ
る場合もある。ここには、配信及び本発明の固有の特性に対する別の責任が伴い、投票所
内及びその周辺での政治的宣伝は電子的に監視され、防止される。逆もまた真である。個
人が特定の会社又は製品を好む場合、彼はその会社の製品又はサービスに関連するコンテ
ンツの表示に対して優先権を要求することができる。彼の選択において、彼はまたその実
体に対する会社の後援を購入することもできる。しかしながら、かかる選択はそれぞれ、
登録所有者に対する収益という結果を有する可能性が高い。
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【０１９９】
　４４８では、メディアプラットホームの所有者は、自身の移動物体について、彼らの個
人的使用嗜好を選択するという、彼らの資産の用途を決定する別の工程を実施することが
できる。なぜなら、個人的広告斡旋決定はまた、ＶＩＮの収入を生み出す全体的な能力に
も関係し、そのＶＩＮのシステム管理者（通常登録所有者）のみがそれを認可することを
許されている。これは、彼のユーザー／コミュニティウェブサイト上のプロンプトに従っ
て、消費者により容易に且つ内密に行われる。かかる個人的使用は、典型的には、家族又
は個人が自身の資産を使用するため、割引料金が請求されるが、かかる使用は明らかに、
個人の他者に対するコンテンツの表示から得られる収益を低下させる。
【０２００】
　４５２では、家族（又は小事業）は、自身の又は他の移動物体に表示するための、自身
の個人的広告コンテンツを作製し、送信することが可能である。かかるコンテンツは、単
純な近隣商店街の広告から、試合時間における高校の地元チームのロゴの表示のような、
突然自動車に適用される非常に自発的な広告まで、多岐にわたる場合がある。４５４で、
所有者は個人的メッセージを作製する機会を与えられる。これらは、即時に且つ自発的に
、又は予定された方式で、標準料金に基づいて、所有者自身の自動車又は他の自動車に、
掲示することができる。かかるメッセージはまた、受信されたコードに基づいて、視聴自
動車に搭載された音声システムに無線送信される又は内部のハードドライブから視聴自動
車内に解放される音声コンテンツにより達成することができる。かかる個人的広告、後援
又はメッセージ伝達の多くの例が存在する：例えば、政治家候補は、もしあなたが承認す
れば、次いでマウスをクリックして自分の車の後部に直接送信することができる、選挙事
務所からの動画電子的バンパーステッカーを、Ｅメールで送ることができる。別のかかる
自発的メッセージは、その場で情報を得るための手段として「インパルス要求」電子技術
とリンクした、自動車の後部の「売り物（For Sale）」標示である場合がある（この特徴
は、図７の７８２でより詳細に記載する）。別の例は、恐らく結婚式で全ての車に現れる
「結婚しました（Just Married）」標示、又はオープンハイウェイ上で問題に遭遇した場
合の「援助求む（Need Help）」警報である場合がある。任意の数の自発的に届けられる
個人的メッセージが可能であるが、ただし彼らが、図８の８４２で配信実体の個人的コン
テンツ基準及び慣行の審査にかない、承認された場合である。後に説明するように、この
ユニットは、電子的に選別し、次いで、公的公開の観点で一般的に不快感を与えると考え
られる場合がある又は合理的な言論の自由の境界外にある、ある種のグラフィックコンテ
ンツを締め出すことができる。かかるコンテンツは、登録所有者によりオンラインで送信
され、一度選別されれば、自動解放を予定する、又は現場の所有者による自発的若しくは
手動で解放するためにＶＩＮのハードドライブに保存することができる。個人的コンテン
ツの標示は、任意の割引額を差し引いた、期待される公開水準に対する（そのインプレッ
ションの時間、場所及び市場に基づいて）標準料金により達成することができ、取引はＶ
ＩＮ所有者の月次計算書に載せられる。個人的使用の請求は、通常、割引され、登録所有
者の月次収入受取総額から引き落とされる。個人的広告コンテンツの他の移動物体への放
送は、しかしながら、メディアバイを続ける。かかる購入は、現行価格で（再び、かかる
インプレッションの時間、場所及び市場に基づいて）オンラインで予定に入れられ、場合
により使用量の多いユーザー又はネットワークの長期会員への割引を含む場合がある。
【０２０１】
　登録所有者の操作契約条件への同意（４５６）、報酬契約条件への同意（４５８）及び
承認及び配信のための登録所有者のプロフィール送信（４６０）工程は、既存自動車のた
めに既に記載した工程と同様である。
【０２０２】
　工程４７０は、進行中のプロセスを示し、それにより登録所有者は、非常に関連性の高
いコンテンツの視聴のためにプロフィール及び会員資格を定期的に更新し、承認のために
任意の新規個人的コンテンツを配信ユニット８００に送信することを奨励され得る、又は
実際奨励される。
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【０２０３】
　本開示の目的は、個人のプロフィールが構築されるべき方法を教示することではなく、
消費者の関心及び応答の解釈的調査の分野に精通したマーケティング担当者及びプランナ
にそれを任せることである。とは言え、本発明の目的は、個人が、輸送、食品、衣類、不
動産、銀行取引、融資、投資、消費財、玩具、医薬品、娯楽、ソーシャルネットワーク、
通信、教育、先進技術、スポーツ、政治、時事等のような分野にどの程度関心を持ってい
るか、知りたがっているか、学んでいるか、又は購買しているかとともに、かかる関心事
又は予想される購入のタイミングの関連詳細を知る手段の手助けをすることに加えて、か
かる関心を特定の種類の生活様式及びコンテンツ配布とリンクさせる情報の種類を識別す
ることである。本発明の目的はまた、例えば、母親が１０代の息子の誕生日の、又は夫が
妻の記念日のアイデアを求めている時に、特別なイベントを準備することである。かかる
非常に関連性の高い関心及び必要性をシステムに組み込む能力、及び後で自動的に且つ適
時に、来たるイベントをユーザーに思い出させる能力により、本発明は、非常に標的化さ
れた又は非常に関連性の高いマーケティング及び宣伝を、全く新しいレベルの業績へ導く
ことができる。
【０２０４】
　図６は、非常に関連性の高い広告表示システムの組み込みを明瞭に見ることができる、
陸上移動物体６５０の第一態様を示す。示した自動車のデザイン及び本体は、予期される
デザイン進化のタイムラインに従い、元来表示技術に対応できる後部本体表面を示す。成
形、印刷されたＯＬＤＥ（又は代替物）表示部７６０が、対象自動車の所望の荷台のふた
及び本体パネルに対応するようにカーブのついた表面とともに存在する。表示部７６０は
、継ぎ目がなく、この例では、後部（５番目の）ドアの全幅に及ぶが、多くの形状が可能
である。表示部７６０は、後部バンパーの衝撃帯上に位置するが、最終的には自動車の衝
突部分と置換可能であると考えることができる。
【０２０５】
　自動車デジタル後端部の適切なデザイン及び組み込みが、自動車製品の審美的品質を十
分に高める場合があるが、一方、それらはテールライト、ウインカー、中央に備えつけら
れた停止灯、バックライト、番号灯、凹部、プレート、フレーム及び登録のような、置換
する要素の機能を最適化することが図から明らかである。同時に、単板、軽量表示部は、
自動車メーカーのモデル及びブランド確立に完全に自由を提供し、実際、史上初めて、自
動車がそれ自体をブランド化、識別及び／又は表現する方法のアニメ化能力を導入した。
しかしながら、極めて重要なことは、表示部７６０の部分が、後部ハッチの全幅に延在す
ることができ、広告コンテンツの提示のためのフルモーションビデオを可能にすることで
ある。本発明により提案した種類の自動車用途のために成形可能且つ可撓性有機発光ダイ
オード（ＯＬＥＤ）表示部を使用することの主な利点は、かかる表示部パネルが元の自動
車の設計目標に整合するよう形成できることである。例としては、図に示したパネルの大
きさ及び型の、従来のフラットパネルディスプレイの組み込みは、他の自動車機能に必要
である内部本体パネルの空洞を、禁止されている量消費する。また、フラットパネルディ
スプレイは可撓性ではないため、現行の自動車の表面カーブにぴったり重ねて組み込むこ
とができない。これは、適切な距離で読むことができる表示部としては小さすぎる小さな
フラットパネルの大きさを除いて、フラットパネルが望ましくない表面反射及び非常に洗
練されてないデザインの外観をもたらすことを意味する。ＯＬＤＥ表示部、ＦＯＬＥＤ（
可撓性有機発光ダイオード）表示部、又はＰＨＯＬＥＤ（リン光有機発光ダイオード）表
示部に加えて、種々の型の自動車ガラスに積層可能なＦＯＬＥＤ基材は、組み合わせた時
、本体パネル表面の製造のための、手頃な価格の映像表示部の自由度のアンエンディング
アレイ（unending array）を表す。ここで領域７６５に示したのは、「後援」モードと呼
ばれる場合のあるものにおける、単一企業ロゴ（この場合、アップルコンピュータ）であ
る。このモードは、フリーウェイ又はハイウェイの速度で走行している間に一般的に用い
られ、離れた距離からも容易に読めるようにデザインされ、近くの運転者の注意を引かな
いよう、僅かな色の変化又は強調のみが許可される。この例での表示パネルの背景は、こ
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の例で表したようにロゴ（現行の広告コンテンツ）が特に強調されるように、自動車の外
装と同色で放送することができる。この自動車がゆっくりと走り出した瞬間、ロゴはそっ
とディゾルブし、ここに見られるアップル社のロゴの真上にある、連邦政府の命令による
中央に実装された停止灯とともに、ブレーキライト「ゾーン」がパネル７６０の左右に同
時に現れる。同時に、ナンバープレートの識別表示が、自動車メーカーのデフォルト設計
に応じて、恐らく中央から片側へ、大きく、読みやすく、際立って明るいグラフィックで
現れる。デジタル後端部のブレーキライト／ウインカー／標識灯部分は、淡黄色から、鮮
黄色を通して、黄赤色へ、きつくブレーキをかけた場合は明赤色へ、色を変化及び移行さ
せ得ることが可能である。時間とともに、より広いパネル領域に広がる、かかる色及び明
度の移行は（運転者が距離をはかるのに役立つ場合がある、通常の左側／右側テールライ
トの視覚的分離を保持しながら）、完全にオンとオフの間を移行し、今日よく起こるよう
な過刺激及びパニック停止を導く可能性がある現行のブレーキ警告と比べて、緊急停止に
関連する情報のレベルが上昇している。本発明で重要なのは、任意の速度又は操縦変更中
、広告コンテンツのスレート（slate）が、全体的に気を散らすことがないよう、優しく
きれいに拭き取られることである。この時点で、実際、任意の自動者操縦、自動車点灯、
使用許可中、ＦＭＶＳＳ安全及び性能システムは、自動車のその部分上の任意の視覚的又
はグラフィック画像より明らかに優先される。換言すれば、本発明は、今日移動物体が視
聴されている方法に、いかなる新規変更も導入する必要がない。本発明に関与する運転者
は、彼らが路傍の広告及び標識を見る時、今日しなければならないように、道路を移動し
ている物体から目をそらす必要はない。実際には、移動物体のグラフィック表面の文字は
、運転者の目の前であるが、所定の時間（一般的には、完全に停止した時）においてのみ
、常に重大時における安全及び視覚的標準化をより高い水準に移行させることにより、単
純にディゾルブし、変化することができる。本発明は、それ故、より高価な、より関連性
が高く意義のある商業通信だけでなく、均一な自動車点灯及び安全システムの最適化を通
して、より運転しやすいハイウェイ及び交通安全をも約束する。特に、複数の自動車間で
相互通信し、後続運転者により円滑に、減速又は危険の発生を知らせることができる解決
法の形態での、自動車のブレーキ、方向転換又は危険警報に対する共通の視覚及び点灯基
準の作製は、今日の種々の関係ないデザイン及び視覚的サブシステムを行うよりも、ハイ
ウェイ安全に対して非常にプラスの影響を有する。本発明は、道路の安全及び操縦に対す
るかかる標準化及び機能的最適化を可能にし、一方、同時に、自動車の設計創造性、製品
のデザイン、ブランド設定、及び自由な市場表現の機会を広げる。
【０２０６】
　本発明を可能にする電子装置パッケージの幾つかの可能な位置のうち１つを６６０に示
す。実際には、ユニット全体が、今日の技術の観点では、おおよそ文庫本の大きさであり
、ほぼどこにでも配置することができる。
【０２０７】
　駐車場内、居住地又はオープンハイウェイ上でアンテナからコンテンツ及び配布指示の
両方を受信するためのダウンロードアンテナのための屋根の位置を７１２に示す。現場の
コンテンツ要求に関連する内蔵データ及び情報を送信し、測定、責任、確認及び報酬のた
めのネットワークアクセスポイントに配布するためのアップロードアンテナを７１５に示
す。これらのアンテナは、単一ユニットにまとめることができる、又は、移動物体上の多
数の位置に個別に配置することができる。他の自動車からのコード化されたコンテンツ要
求放送を検出する受信機のために可能な位置、並びに後ろ向きの近接センサ（これは図７
でさらに記載する）のために可能な位置を７４４に示す。本発明の自動車間隔技術は、上
記のように、表示部７６０が領域７６５内に、後に色が変化する（緑から黄を通じて赤へ
）着色「斑点」又は視覚的標的を生じさせ、コンテンツを視聴するため、及び、正確な自
動車の型に基づいて車線領域を一定に保つ目的で自動車間の実際の間隔を最も近くするた
めに、運転者が間を詰め、最適な距離に自らを位置づけるよう促す。
【０２０８】
　内部又は一体型システムデータベースからコンテンツを選択し待機させる目的のために
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、ＶＩＮ番号、コード化ユーザープロフィール及びコンテンツ要求又はこれらの組み合わ
せを、一般に前方の種々の自動車又は静止物体に送信するコード送信機７４２の、前部に
実装された位置を示した。送信機７４２はまた、かかる他の自動車又は本発明と対話する
よう装備された周囲の固定若しくは携帯用物体に複製を表示するために、要求している（
視聴している）自動車から映像データを送信するためにも用いられる。
【０２０９】
　交通信号灯の色移行及び交差点時計１８００の一部としての交差交通流を読み取る、光
学センサ１８２０の一般的な位置を示す。交差点時計１８００は、自動車が交通中一時停
止している時及び一般に自動車が交差点で停止している時に、映像コンテンツを表示する
ために利用可能な時間を測定する独立したシステムである。光学センサ１８２０は、自動
車の操作者の目線又はその上に位置し、陸上移動物体６５０の場合、最新の乗用車内のヘ
ッドランプセンサにはよくあることだが、内部の中央バックミラーケースの後方に組み込
むことができる。
【０２１０】
　図７～１０は、ＳＵＶ６５１における本発明の低価格フラットパネル態様を示す。この
用途は、本発明の非最適化バージョンを表すが、唯一完全に一体化したＯＥＭ生産ではな
く、存在する自動車の限定生産改造のために好適である。アフターマーケット本体パネル
改造を含む基本要素は、フラットパネル映像表示部７６１；電子構成品の構造及び保護の
両方を提供するシートメタル又は複合材料構造シェル又はパン７６３；映像表示部７６１
を封止し、清潔且つ安全に保つ、ガラス又はプラスチックの保護シュラウド（shroud）７
６６として図示する。これらの要素は別々に組み立てられ、次いで現行の生産から種々の
型の本体パネルに実装され、その後耐候試験及び電子的性能の最終チェックを行う。電子
装置パッケージを６９０に示し、後の章でより詳細に記載する。さらなる構成品が必要な
場合があり、それは自動車及び必要な設備の型によって異なる。図７～１０は、ＳＵＶ型
自動車の典型的な設備の４つの図を示す。図７～１６に示す全ての例は、元の装備組み立
てライン上での設置と対照的に、存在する量産車の本体パネルの改造を表す。目的は、本
発明をより早く且つより手頃な開発コストで市場に持ち込む中間段階として、より安価で
、より少量市場に対応することである。
【０２１１】
　低後部ハッチのシートメタル部分への縦型実装（図７～８、１０）とＳＵＶの後部窓を
通して視聴される横型実装（図９～１０）の、２種類のＳＵＶへの取り付けを図７～１０
に示す。両方とも、ホストＳＵＶの内部空間又は自動車付帯設備を大量に消費することな
く、後続（視聴している）自動車の乗員に対して優れた視聴視線を提供するよう設計され
る。縦型設備を７６７に示し、これは外部に実装されたスペアタイヤ（図９～１０に図示
したように）のような本来備わっている障害が存在しない場合に好ましい。７６８に図示
した横型映像パネル実装は、大きな積荷を運ばなければならない場合に外して折り畳むこ
とができる。しかしながら、適切な位置にある時、実装７６８とともに図示した表示部は
、その映像を上方の部分的に銀色の鏡、実際には平坦で光沢のあるパネル７６９に導き、
そこでＳＵＶの後部窓を通して視聴するために後方に反射される。パネル７６９は低（前
）面が部分的に銀色であるため、きれいな画像を反射し、運転者の後方視野を妨げない。
フラットスクリーンでの画像出力は、無論、この用途のために電子的に反転させる。積荷
へのアクセス又はメンテナンスのために、鏡面パネル７６９は、位置７７１に図示したよ
うに、頭上に取り外し可能である。
【０２１２】
　今日の市販の表示部は、本明細書で論じた、より進んだ表示部とほぼ同様の表示機能を
遂行することができ、提案されたビジネスモデルにおいてほぼ同様の費用効率で機能する
ことができる。従来のフラットスクリーンテレビ又はモニタを非光沢シートメタル部分に
組み込むために、一般のＳＵＶの後部ハッチを改造するのは簡単なことである。上記並び
に図１２～１３及び１５～１６にも図示したように、この同じ後部窓を通して運転者の後
部視野を危うくすることなく、ＳＵＶの後部窓を通して画像を見ることができるようにフ
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ラットスクリーンモニターを水平に配置し（裏側を上にして）、次いでこの表示部上に約
４５°の角度で部分的に銀色の鏡を配置することはかなり合理的である。かかる実装は、
表示部を自動車内に保持し、天候及び公共物破壊から保護し、外部シートメタル表面の改
造を必要としない。解決法を曲解する鏡及び視線は、現行の自動車内の大きなフラットパ
ネルディスプレイの新規設置を表す。
【０２１３】
　図１１～１３は、乗用車セダン又はタクシー６５３における本発明の一般的な態様を示
す。セダン又はタクシー用に最も一般的な設備は、自動車のトランクへの実装７６７がほ
とんどである。しかしながら、自動車の使用許可、プレート点灯及び登録問題に対して処
置を施すまで、後部のナンバープレートを再配置し、図１１の７７３に示すように全幅デ
ィスプレイを提供する必要がある。さらに、このユニットは、保護風雨封止光沢加工７６
６とともに構造的パン及び映像パネルアセンブリ７７５を含む。これらの設備は、特別注
文に応じて自動車を製造し、完全に試験し、色を適合させている。次いで、設置は、元々
のトランクを取り外し（後に映像表示部に改造される）、電子装置パッケージ６９０を配
線とともに自動車の電源及び制御システムに設置することにより、数分で実施される。表
示システム（自動車の操縦時に一般にオンである）は、運転者により別々に制御すること
ができ、かかる制御は、電子装置パッケージ６９０と直接対話する携帯用リモコンを介し
て行われることが予想される。このパッケージは、後に見られるように、映像表示部を制
御するための支援システム、センサ、及びドライバに加えて、アップロード／ダウンロー
ドアンテナ、中央処理装置、並びにコンテンツ及び配布指示記憶装置のためのハードドラ
イブを含む。図１２～１３では、水平内部実装７６８（ＳＵＶのような）を、いわゆるパ
ッケージ棚上の後部窓の真下に示す。さらに、部分的に銀色の鏡又はマジックミラー７６
９により、反転した映像を、セダンの後部窓を通して運転者の視線を遮ることなく、自動
車の外部から適切に見ることが可能になる。
【０２１４】
　図１４～１６は、ステーションワゴン６５６における本発明の一般的な態様を示す。さ
らに、縦型実装完全アセンブリ７７５は、７６６の保護光沢カバーとともに、ステーショ
ンワゴンの後部ハッチの低部シートメタルに設置する前の状態を示す。どんなものであれ
任意の外部本体パネルを改造する必要のない安全な代替物として、フラットパネルディス
プレイを、ＳＵＶと同構成で、水平実装７６８で窓線の下に自動車の積載容量の最低限の
違反で、ステーションワゴンの内部に容易に実装することができる。部分的に銀色の鏡を
７６９（両側面図及び端面図で）で示し、これは、より広い内部空間が必要な場合取り外
し可能である。さらに、内部設備は、完全に一体化した新型車生産と同様に最適な解決法
ではないが、それらは、新規又は中古量産車のユーザーが、早い時期に自身の自動車及び
本発明からの重要な収益源に気付くことを可能にする、堅調な改造市場の操作のために実
行可能である。従来どおり、表示設備のいずれかを操作するための設備電子装置パッケー
ジ６９０も示す。
【０２１５】
　本発明のアフターマーケット改造部門のための市場規模の観点では、出願人は、最も人
気の高いメーカー及び現行の量産車モデルに対する、ビデオ装備可換本体パネルのアップ
フィッティング（upfitting）に基づく、スムーズな段階的導入を予想する。後に、これ
らのパネル（後部ハッチ及びドア、トランクのふた及び小型トラックのテールゲートのよ
うな）は、新型車ディーラーを通してオプションとして提供され、任意の他の高級自動車
アクセサリと同じ方法で販売される可能性がある。結局、本発明が、全ての自動車所有者
にかなりの収益（実際には、自動車購入費をほとんど支払うことができる収入）を生み出
させ得ることが明らかになる時、本発明は自動車用の完全な相手先商標製品製造に進出し
、それ相応に大量市場になる。
【０２１６】
　本発明は、任意の他の自動車構成品と同様に、従来の自動車及び損害保険でカバーされ
る。取り外し可能なパネルのように、本発明は衝撃による損傷、窃盗又は他の種類の損失
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の場合、容易に取り換えることができる。少なくともコンテンツの表示に対する収益を生
む目的での窃盗は、他で論じるようにネットワークの一体型安全装置のために成功する可
能性はない。コストの観点では、かかる製品は、今日、完全に装備した際、自動車の基準
価格に、控えめに見て２，０００ドルを加える可能性がある。一般的に、自動車業界では
、これは完全には受け入れることができないが、これは収入生成構成品を発生させる。既
に定められ、非映像自動車広告の表示が立証されている（視覚的性能又は人口的及び近接
性非常に関連性の高いターゲティングの著しい自由度を命令することさえない）単純な収
入の流れを用いて、本発明は１０ヶ月未満にそれ自体に対する支払いを完全に済ませ、次
いで所有者に正のキャッシュフローをもたらすことができる。一方、本発明によるシステ
ムを含む自動車への改造コストは、融資された月々の購入又はリース支払い内で実際には
注目されない。
【０２１７】
　出願人は、視聴自動車への音声の送信、該視聴自動車によるかかるコンテンツの後制御
並びに電子的配信、測定、契約追跡、及び大量市場の後のダウンロード、所有者／操作者
報酬とともにアドホック収集情報は言うまでもなく、移動物体上の非常に関連性の高い映
像広告の表示を通して大量市場及び一般のドライバーに対する収益を生み出すことができ
る、任意の商業的に実現可能な、低価格のパネル改造代替物の存在に気付いていない。
【０２１８】
　図１７は、本発明の電子自動車パッケージを示すブロック図である。陸上自動車に関し
て、新型車製造は６５０に表し、既存自動車は６５５に表す。各新型車の内部は、電子装
置パッケージ６６０であり、これは自動車の電子機器の補完物に組み込まれている。また
、標準は、後ろ向き構成としての態様で示した、外部ビデオディスプレイ７６０であり、
後続の車により視聴されることを目的とするが、側板又は正面からの視聴が予測される。
映像７６４は、後続の（視聴している）移動物体の乗員により視聴可能である。
【０２１９】
　従来型車６５５もまた、内蔵電子装置パッケージ６８０を有するが、それは一体化した
映像表示部を有しない。既に論じたように、かかる所有者が、広告表示報酬機会から利益
を享受できるように、モジュラー又はアドオン映像表示部を購入することが可能である。
しかしながら、かかる表示部は、完全な量産車の高度な一体性を有する可能性はない。
【０２２０】
　まず新型車パッケージを見ると、描かれた各自動車から送信された前向き信号７４０に
気がつく。信号７４０は、一般にコード送信機７４２から前方へ向かい、典型的には、そ
のブランド、メーカー、モデル及び製造年を含む特定のＶＩＮについてのコード化された
規格、並びにそれ故、その物理的寸法、恐らく色、購入方法（購入対リース）、レンタカ
ーかどうか、登録の居住州、恐らく走行距離又は状態に関するデータさえを含むコンテン
ツ要求（既に論じた）を含む。多くのオプションが可能であり、このデータはマーケティ
ング担当者にとって価値のある手がかりに翻訳することができる。信号７４０はまた、か
かる「要求」がＶＩＮの移動性送信に含まれることを可能にするユーザーセレクタ７８０
でユーザーネームを契約し、それを完了している運転者及び乗車者のユーザーコード及び
プロフィールに基づいて、コード化された「コンテンツ要求」を送信する。既存自動車６
５５は、７５０に示したように、同様の信号を送信することができる。しかしながら、オ
プションとして、送信機７４２は、被視聴自動車に即時に待機及び表示するため６、１０
、１５、２０又は３０秒間の商業的映像コマーシャルを含むデジタルパケットを短距離送
信するよう構成することができる。ほとんどの状況下で、送信機７４２は、被視聴（表示
）自動車の内蔵ライブラリからコンテンツを選択及び待機させる目的のために、ＤＭＶ及
びユーザーコードコンテンツ要求を送信する必要しかない。しかしながら、特定のコンテ
ンツが被視聴自動車のデータベースで利用できない可能性がある、異例の又は特別な場合
、コンテンツを視聴自動車から得ることができ、両方の自動車がそういう風に装備されて
いれば、表示のために無線的に送信することができる。
【０２２１】
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　かかる無線信号を送信及び受信する多くの手段が存在するが（ＲＦ、光学的、音響的）
、任意のこれらは波長、強度、範囲、拡散、期間、変調、又はコード化の点で異なる場合
があり、一方かかる変化は、発生地、移動物体の種類、移動物体の数若しくは速度、天候
条件、価格、製造者、連邦規定若しくは地方条例、又は他のシステム及び要因との無効若
しくは統合要件により決定することができ、かかる信号は他の送信と干渉せず、夜の運転
で用いられる標準的な自動車の前照灯の広がりのものと一般的に一致する、概して水平な
拡散パターン及び範囲を含むことが予想される。換言すれば、最も強い信号は、移動物体
が走行する方向に真っ直ぐに送信されるが、その信号の強度は各側に徐々に低下する。こ
の方法では、ＶＩＮ及びユーザーコードは、左右異なる強度で後続の自動車から同時に受
信することができるが、受信機７４４は常に最も強い信号を好み、これは典型的には同一
経路又は車線のすぐ後方にいる移動物体からのものである。曲がった道路条件に適応する
ために、ＲＦ送信は、コンテンツ要求が単に前方に向かうだけでなく、予測される経路、
カーブ又は車線変更の方向にも向かうように、電子的又は機械的手段のいずれかにより横
方向に広がる（例えば、方向転換する前照灯とともに次第に行われるように、高度指向性
アンテナを自動車の操縦とリンクさせることにより、ただし機械的にではなく電子的に）
ことがさらに予想される。
【０２２２】
　まず新型車設備６００を見ると、受信機７４４で受信される信号７４０（既存自動車の
場合７５０）により表される、着信してくるコンテンツ要求が見られ、そこでコンテンツ
要求が復号器７４６に伝えられる。一度復号化されれば、この情報は中央処理装置７２２
に送信され、そこでポーリングされ、次にハードドライブ７１６からの非常に関連性の高
い広告、公共サービス、又は個人的コンテンツの選択及び待機を許可する、既に定められ
ているマーケティング基準と整合される。信号７４４が映像の複製のためのデジタル情報
を含む場合、それは７４６で復号化され、既に定められている配布プロトコールに基づい
て提示するためにディスプレイドライバ７６２に送信される。
【０２２３】
　コンテンツが内蔵ハードドライブ７１６から解放される前に、２つの重要な事柄が起こ
らなければならない。まず、コンテンツ表示に利用可能な時間の量を測定しなければなら
ないが、これは任意である。二番目に、そのコンテンツは、任意のこれらが標準的な商業
的メッセージに先手を打っている可能性のある、公共サービス警報、近接優先権、個人的
優先権、又は法執行優先権のような任意の最重要な優先権について７２２で審査されなけ
ればならない。コンテンツ配布に利用可能な時間を決定するタスクは、交差点時計１８０
０を介して行われる。交通停止信号がコンテンツ配布のために理想的な時間を表すため、
特定の位置における交通信号のタイミング、つまり、信号が赤から青に変わる時及び本発
明を装備した自動車が交通信号シーケンスのどの時点で到着するかを知ることが重要であ
る。交差点時計１８００は、交通を調節するためにインフラ（交通信号又はフリーウェイ
オンランプモニタのような）が用いられている都市の街路又は道路上の特定の位置又は交
差点を識別するために、自動車の内蔵ＧＰＳシステム（又は自身の内部ＧＰＳ型システム
）を使用する電子構成品である。ＧＰＳを用いて一度所与の位置を識別すれば、交差点時
計１８００が自身のデータベースをチェックし、この特定の交差点についての信号タイミ
ングシーケンスを提供する任意の保存情報が存在するかどうかが分かる。次に、交通信号
シーケンスを得る又は確認する目的で、及び既にそこにいる任意の他の自動車と時計を同
期化する目的で、既にその交差点にいる本発明を装備した他の自動車から着信してくるラ
ジオ信号を探す。仮に存在しなければ、交差点時計１８００は、次いで、位置ファイルを
開き、その発生地のための交通信号コードを作製し、データを内蔵データベースに保存す
る。それは、連続的な黄色、赤及び青の光の変化を読み取り、全ての交通流方向に対して
これらの変化の間のタイミングを記録する光学センサ１８２０を使用して行う。一度これ
らのタイミングを知れば、処理装置７２２は、利用可能な残り時間に対応するコンテンツ
を選択し、待機させることができる。交差点時計１８００は、図３５で説明され、コンテ
ンツの優先権は図３１で説明される。
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【０２２４】
　中央処理装置７２２で任意の着信してくる優先権の無効を常に監視している間に、待機
コンテンツは、内蔵速度／運動センサ７７４及び内蔵近接センサ７７０でチェックされ、
これは、被視聴及び視聴自動車間の近接及び相対位置並びに接近速度を算出する必要があ
る自動車範囲信号７７２を定める。既に定められている配布基準を満たす時（コンテンツ
、時間、場所、速度、位置、優先度、及び前の配布）、選択されたコンテンツはディスプ
レイドライバ７６２及び音声送信機７２５に解放される。ディスプレイドライバは映像コ
ンテンツを表示部７６０に送信し、これは映像が７６４で示されるのを可能にする。音声
が視聴しているＶＩＮから要求された場合、それは映像と同期化され、自動車インタフェ
ース７３０を介してＶＩＮのＦＭラジオに直接要求する送信機７２５から無線送信される
。或いは、要求された音声コンテンツを表すコードは、アンテナ７１２及び送受信機７１
４からハードドライブ７１６を介して視聴自動車へ無線送信され、そこで映像に対応する
音声コンテンツを待機させるために使用され、ＶＩＮの内蔵サウンドシステムの要求を超
えて複製するために自動車インタフェース７３０に配布される。
【０２２５】
　本発明に関して２つのアンテナが示され、一方は７１２、他方は７１５に示される。着
信アンテナ７１２は、コード化された所有者／操作者プロフィール１１６；一般コンテン
ツ配信１５０；公共サービスコンテンツ（道路／天気危険警報、アップグレード等）１５
２；非常に関連性の高い広告コンテンツ１５３；ドライバー個人的及びフリートユーザー
／政府公共サービスコンテンツ１５４；並びに自動車間のアドホック通信のための特別な
プログラミング指示１５６用の、送受信機７１４を介した、コンテンツ及びデータのダウ
ンロードのための送信信号を受信する。アンテナ７１５は、ハードドライブ７１６に保存
され格納されている、現場で収集されたデータ及び情報のアップロードを可能にする。か
かる情報としては、全てのログ記録されたコンテンツ公開１６０；ログ記録された公共サ
ービス公開１６２；特定のＶＩＮからのログ記録された広告要求１６３；及びログ記録さ
れた広告公開１６４が挙げられるが、これらに限定されない。 アンテナ７１５はまた、
現場にいる間に収集され、移動物体のハードドライブ（又は内蔵メモリ）に保存されたア
ドホック調査のアップロードを可能にする。アンテナ７１２、７１５は、システム設計及
び配信方法に応じて単一ユニットにまとめることができ、移動物体の種々の位置に配置す
ることができる。
【０２２６】
　配信指示（配布される人に、配布される状況下で）に加えて全てのコンテンツは、配信
ユニット８００から、送受信機７１４を介してハードドライブ７１６にアップロードされ
る。かかるコンテンツは、予め且つ正確にコード化され、ガイドライン及び配布指示をコ
ード化する、定められている広告、公共サービス、又は個人的コンテンツに適合する。同
様に、ＶＩＮ情報及びそれに関連する個人プロフィールは、同様に、コード化され、送受
信機７１４を介してハードドライブ７１６にアップロードされる。
【０２２７】
　コンテンツ配布が特定の地域内で要求される時（例えば、繁華街のコンベンションセン
ターにおける会議で、会議の後援者又は出展者により）、これらの協調は、コンテンツと
ともにインターネットを介して無線的に、その物理的地域、例えば、市全域内の、全ての
動作しているＶＩＮのハードドライブにロードされる。中央処理装置７２２が、ＶＩＮの
内蔵ＧＰＳシステムから、自動車がコンテンツ表示の指定地域に入っていることを示す情
報を受信する時、それは自動的にかかる要求を処理し、表示用コンテンツを待機させる。
一般に、これらが同時に共通の発生地で起こる場合、広告コンテンツは、任意の緊急又は
極めて重要な公共サービス警報により優先される。
【０２２８】
　内蔵自動車電源装置を７２６に示す。これは、バッテリーバックアップシステムを有し
、使用許可及び登録表示が常に使用可能であり、自動車システムが公共サービス通信緊急
事態の場合にも依然として使用可能であることを保証する。
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【０２２９】
　自動車インターフェースを７３０に示す。これは、本発明と他の標準的な量産品の構成
品との適切な対話を保証する、システム統合構成品である。典型的な例は、被視聴自動車
に表示される映像とリンクしている着信してくる音声が、視聴自動車の音声システムに適
切に転送されること、特定のＶＩＮの外部ディスプレイに表示されたコンテンツが自動車
の内部ディスプレイにも観察され得ること、又はＧＰＳナビゲーションシステムが、分離
する場合、例えば、本発明の中央処理装置７２２及び交差点時計１８００に適切にリンク
されることを保証するインターフェースである。
【０２３０】
　７８０では、ユーザーセレクタが、登録所有者及び所望により家庭又は事業の任意のメ
ンバーが、ＶＩＮの発信コンテンツ要求に関する個人的嗜好をアクティブにすることを許
可する。さらに、個人のユーザーネーム、パスワード、嗜好及び個人の優先度は、オンラ
インで保持され、特定のＶＩＮでのみ、その結果そのシステム管理者（通常登録所有者）
による使用のみ認可される。ヒューマンインターフェースは、そのＶＩＮについての現在
アクティブであるユーザーネームを提示する小さなタッチスクリーンである場合がある（
換言すれば、プロフィールが現在アクティブであり、付近の他の移動又は静止物体の広告
表示及び通信に影響を与える個人のテキスト又はアイコンのリスト出力）。かかる表示は
、所望により、各ユーザーが発信コンテンツ要求に影響を与え、場合によりユーザーのコ
ンテンツ要求が現在表示されている相対的な割合を示す場合がある。
【０２３１】
　ユーザーセレクタ７８０にリンクしているのは、インパルス要求ユニット７８２である
。この構成品は、安全にコード化されたコンタクト及びクレジット情報とともに、認可さ
れたユーザーネームを保存し、実行時通信及び現場の自動車の登録乗員による購買を促進
する。１０代の若者が新しいスケートボードのコマーシャルを見る場合、例えば、彼が、
その製品の情報を、既に保存されている自分のメールアドレスに送信するために必要なの
は、自分の名前の隣のスクリーンをタッチすることだけである。彼は、同様に、母親の自
動車から友人にその情報を容易に送信することができる。母親が新しい本の広告又はさら
に新しいブラウスの広告を見つけた場合、彼女はこれらの品物を、ボタンをタッチするだ
けで購入することができる。なぜなら、彼女のクレジット情報及び服のサイズさえ既にコ
ード化され、保存されているためである。家に着く時には、彼女の注文の確認がコンピュ
ータに届いている。
【０２３２】
　７９４はインスタントメッセンジャーである。あなたは密接過ぎるくらい追ってくる誰
かに何度メッセージを返信したいと思っただろうか？又は、何度学校、野球、セール、イ
ベント又は遊びのための特別な合図を作製したいと思っただろうか？即時にできて、取り
外しが容易なバンパーステッカーはどうだろうか？インスタントメッセンジャーは、操作
者が、ボタンを一押しするだけで又は口頭で命じるだけで、呼び出し提示することができ
る、予め保存されたテキストメッセージ及び特別なデザインを送ることを可能にする。そ
れはまた、オプションのキーボードを使用して、又は自動車のインターフェース７３０を
通して、即座に合図を打ち込み、携帯電話又はＰＤＡから入力を受信することを可能にす
るが、中央処理装置７２２のソフトウェアは、全ての入力を監視し、定められているシス
テム標準及び慣行に基づいて任意の不快感を与える又は不愉快な用語又はコンテンツを除
外し続ける。
【０２３３】
　ＶＩＮ／プレート報告７９５は、ユーザーが、一時的に別の自動車のナンバープレート
又は識別表示を明らかにし、要求しているＶＩＮが範囲外に移動する又はその要求をやめ
るまで表示させ続けることができる。この報告機能は、さらに、登録所有者による後のア
クセスのためにナンバープレート及びＶＩＮ番号を記録することができ、これは誰ももは
や別の運転免許証番号を書き取るためにペンと紙を探す必要のないことを意味する。本発
明を装備する複数の自動車が関与する事故が発生した場合（ひき逃げ又は人が離れている
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間の駐車場での衝突のような）、かかる衝突は、近接センサ７７０により読み取られ、次
いで、時刻印、ＧＰＳ位置及びその時のホスト自動車の速度とともに、すぐ近くの全ての
ＶＩＮの情報をポーリングし収集する。そのデータは、次いで、後のダウンロード及び法
執行又は保険による潜在的使用のために、ハードドライブに記録される。
【０２３４】
　法執行チップ７４８は、種々の特徴を可能にするようプログラムすることができる。ま
ず、このチップは、外部法執行ユニット（追跡中のハイウェイパトロールカー又は頭上の
ヘリコプターのような）が、本発明を装備する自動車のアクティブな外部表示を無効にす
ることを可能にする。かかる無効は、例えば、かかる報告がその登録所有者により申請さ
れていると思われる盗難車を明らかにすることができる。別の例では、対象自動車の表面
に、かかる追跡の場合、動画警告を拍動又は点灯させることができる、又は恐らく公道の
事故若しくは災害の場合、照明の一次電源として作用させることができる。法執行チップ
はまた、システム内の改ざん又は不法侵入を感じ、所望により、自動車の外部ディスプレ
イに派手な勧告を配置する、又は、法に違反しているユーザーに対する報酬を一時停止す
ることを含むがこれに限定されない、ある種のシステムをロックすることさえできる。本
発明に関係のない技術が、アルコール又はドラッグの影響下にある可能性のある運転者を
示すことができる、異常な運転挙動を監視及び確認するために調査されている。自動車イ
ンターフェース７３０を介してかかる代替技術とリンクすることにより、並びに、近接セ
ンサ７７０及び速度／運動センサ７７４を介してかかる挙動をさらに確認することにより
、法執行チップは、使用可能なディスプレイを無効にし、それらを他の自動車に警告する
又はその地域の法執行機関に警報を出すよう設計された「異常自動車警告」と置換するこ
とができる。
【０２３５】
　これまで、我々は、人々が、関心を持っている主題についての広告の視聴を本当に嫌っ
ている訳ではないことを学んできた。我々は、子供が、生活様式の一部であり、好奇心を
抱いているものを扱う時、広告を喜んで受け入れることを学んできた。我々は、マーケテ
ィング担当者が、時間及び位置特異的方式で個人に対して非常に関連性の高いコンテンツ
を選択、設計及び配布することができるように、消費者が、広告主に「誰か」及び「何を
欲しているか」を伝えるプロフィールを作成することが可能であることを理解してきた。
我々は、コンテンツを、将来の使用のために保存することができる移動物体に配信する、
又は外部映像表示部上に及び他の移動物体の音声システムを通してリアルタイムで提示す
ることができることを学んできた。そして、我々は、消費者が、コマーシャル映像プラッ
トホームとしての自身の移動物体の外部の使用に対する報酬を受け取ることができること
を学んできた。よって、これら全てとともに、同様に移動物体の内部の内部映像表示部７
６５上に、非常に標的化されたコンテンツを提示するために、同じ技術を適用することが
必ず可能である。
【０２３６】
　非常に関連性の高い映像表示を、同じ自動車の内側及び外側の両方に提示し、一方は外
側の交通環境にいる団体、もう一方は内部に乗客として乗車している団体という、別々の
団体によるコンテンツ要求に同時に対応することができる、高級エグゼクティブタクシー
又は商業用ＳＵＶを想像してほしい。エグゼクティブＳＵＶの外側では、周囲の自動車が
既に説明したように対話し、自動車の外表面に提示されるコンテンツを電子的に要求する
。かかる表示は、たいがい、後続の自動車が容易に視聴できるように、エグゼクティブＳ
ＵＶ表面に後ろ向きに配置される。それらはまた、歩道の歩行者又は平行する車線で移動
している他の自動車の乗員が容易に見ることができるように、エグゼクティブＳＵＶの側
面に配置することもできる。しかし、自動車の内側は違うように構成される。内部は、高
度に標的化された情報又は広告の提示を通して、生の旅行経験を組み合わせるように合わ
せてつくられた、より貴重なサラウンドサウンド可動性シアターである。基本的な標的化
は、時間及び報酬特異的方式で行われる；換言すれば、小売店、景観及び同様の名所を通
過する時、これらのいずれかをより詳細な情報又はグラフィック表現でさらに説明し、旅
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行経験をよりよいものにすることができる。かかる画像が、通過している実在の世界環境
、イベント及び周囲に関連し、実際にはほぼ重なり合うように、窓の内側にグラフィック
及び情報を重ねることができる、ガラスに埋め込まれた表示部を想像してほしい。或いは
、通過している都市景観のリアルタイムなカメラ画像を伝える、中央に備えつけられたタ
ッチスクリーンコンソールであって、そこで、レストランのインテリアとメニュー；特定
のブティックの在庫；又は恐らく新しいブロードウェイショーの予告編等の、周囲の情報
をリアルタイムで得るために乗員がしなければならいことは、指でスクリーンをタッチす
るだけであるものを思い描いてほしい。ここで、あなた又はあなたの関心事に特異的に関
連する非常に関連性の高いコンテンツが待機し、自動車の内部表示部に提示され得るよう
に、移動物体内のハードドライブのように、個人的ユーザーコード及びプロフィールの全
てを保持することができ、これらのコードをアンテナ７１２、送受信機７１４及び処理装
置７２２を介してエグゼクティブＳＵＶのコンテンツハードドライブ７１６に送信するこ
とができる、ポケット又は財布にいれて持ち運べる小さな無線デバイスを思い描いてほし
い。
【０２３７】
　かかるパーソナルモバイルデバイスは、全文が本明細書に参照として組み込まれ、「ME
THOD AND APPARATUS FOR OBTAINING REVENUE FROM THE DISTRIBUTION OF HYPER-RELEVANT
 ADVERTISING THROUGH PERMISSIVE MIND READING, PROXIMITY ENCOUNTERS AND DATABASE 
AGGREGATION」と題された、本出願人による非仮出願第１１／５５２，９３２号（２００
６年１０月２５日出願）に開示されており、本明細書ではＭＭｘと呼ばれる。ＭＭｘは、
図１７の６６０及び６８０で記載された移動物体の電子装置パッケージと同様の方式で、
データ及び情報を受信、保存、ポーリング、抽出及び送信することができる。ＭＭｘデバ
イスに人間の関心事及び目的についての情報をプログラムする時、ＭＭｘデバイスは、次
いでこの情報を他のＭＭｘデバイス又は本発明を装備する任意の自動車若しくは静止物体
と交信することができる。換言すれば、ＭＭｘ携帯用デバイスを持ち運ぶことにより、歩
行者は、移動物体が互いに対話するのとほとんど同じ方法で、移動物体と対話することが
できる。近くの移動物体に、誰か及び何を欲しているかを電子的に伝えることにより、歩
行者は同種の非常に関連性の高い広告及び他の種の近くの自動車の外部に提示された情報
を有することができる。仮にかかる携帯用デバイスを持った人間が、本発明を装備してい
ない既存自動車に乗った場合、その携帯用デバイスは、本発明を装備した経路で他の移動
物体に関与することができ、次いで自動車の外部表示部上への非常に関連性の高いコンテ
ンツの表示を要求及び制御することができる。同時に、適切にプログラムされたＭＭｘデ
バイスを持ち運んでいる個人は、上記エグゼクティブＳＵＶの類の内部に乗ることができ
、そのユーザーの選択で、その自動車が通常標的としているコンテンツを、非常に関連性
の高いコンテンツ配布に切り替えることができる。従って、本発明を装備するラグジュア
リーＳＵＶでの単純な市内横断旅行は、それが個人の関心及び好奇心の特徴及び詳細を指
摘しているため、現在、他にはないような贅沢なガイド付きツアーになる。かかる経験は
、エグゼクティブＳＵＶのサウンドシステム及び先進内部映像表示部７６５を通して自然
に解決する。かかる限定生産フリートユーザー及び特殊用途自動車は、試験販売の標準的
な一部として予想され、本発明のフル生産が増加する。
【０２３８】
早期生産
【０２３９】
　早期展開は、量産車並びに、タクシー、旅客商業用バン、ＳＵＶ及びクロスオーバー車
のような特別に設計されたフリートユーザー用途の試作品になる可能性がある。本発明の
早期導入がアフターマーケットの改造部門で行われることも予想され、そこで、最新の新
規量産車は、内蔵映像表示部を有するものと元の構成品を置換する、早期に交換された本
体パネル（ＳＵＶの後部ハッチ／ドア及びトラックのテールゲートのような）にアップフ
ィットされる。フルハードドライブを含む電子装置パッケージ及び全てのテレマティック
スシステムは、自動車内の他の便利な場所に配置される。このアフターマーケットパッケ
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ージは、一つの態様では、次いで、アフターマーケット改造自動車の後部表示部上の視覚
的提示と同期化された、自身の内部サウンドシステムを通して音声を楽しむことができる
、後続の（視聴）自動車に短距離ＦＭ信号を送信するための指向性アンテナを備えるラジ
オ送信機を含む。
【０２４０】
　今日の既製技術を用いて、アフターマーケット改造の形態で、記載した発明の操作バー
ジョンを容易に組み立てることができる。最も単純な実施は、最新の乗用車セダン、小型
トラック又はＳＵＶを含む、多数の後部に面する本体パネル及びガラス要素のいずれかを
改造することである。これらの大部分は、取付具の特徴により、本体構造から容易に取り
外されるヒンジ付後部ハッチを有する。これは、改造に対する、低価格で参入できる事業
機会が存在することを意味する。実際には、注文後、元のハッチ、テールゲート又はトラ
ンクを取り外し、本発明の表示技術を含む改造された又は再生された製品と置換する組み
立て所に、車で行く新型車所有者に関与する。フラットスクリーン映像表示部及び配線ハ
ーネスは、典型的には、後部ドアアセンブリのシートメタル部分に組み込まれる。これら
の構成品はまた、ある種の自動車の内部又は内部パッケージ棚若しくはトランクのふたの
水平面に設置することもできる。これらを図６～１６でより具体的に示す。金属構造は、
必要に応じて、ラッチハンドル又は後部窓のワイパと置換する新規映像表示部を受容する
よう改造される。薄い色のついた、成形された強化光沢パネルは、天候及び公共物破損の
両方から保護するために映像表示部に適合し、良好な一体化した外観を与える。アセンブ
リ全体は、次いで風雨封止され、試験される。配線ハーネスは、コネクタを介して、大部
分は自動車の後部座席又は積載棚の真下に設置される電子装置パッケージに取り付けられ
る。このパッケージは、他のものの中でも、広告及び表示コンテンツを保存するためのハ
ードドライブ、コンテンツ配信を制御する中央処理装置、コンテンツ表示を支配する速度
及び自動車運動センサ、後続の自動車の存在を測定し、その範囲及び終速度を追跡する後
部向き近接センサ、配信指示されたコンテンツを受信する無線受信機、ネットワークに現
場のコンテンツ配布履歴を後にアップロードするための無線送信機、並びに、所望により
、コンテンツを手動でロードし、ソフトウェアを制御する光学ドライブを含む。位置感受
性コンテンツの配信のための内蔵ＧＰＳナビゲーションシステムに、電子装置パッケージ
をリンクさせるハードウェアインターフェースも存在する。パッケージは、標準的なＦＭ
ラジオ又は短距離のコード化された指向性音声コンテンツ信号を受信するための特別なラ
ジオを介して視聴自動車に対応する音声チャンネルを送信するための音声送信機を含む。
これらの全ては、中央処理装置に制御され、自動車の内蔵電源装置によって作動する。完
了したとき、最終製品は、新たに取り付けられた後部ハッチ、テールゲート、トランク又
はドアの内部に、独自の報酬発生映像表示部を含むことを除き、元の設計と実質的に異な
る外観を有する必要はない。
【０２４１】
　追加された特徴のように、電子装置パッケージは、自動車の所有者が特定の時間に表示
部上に個人的メッセージを配置できるようにするインスタントメッセンジャー設備を含む
場合がある。かかる伝言は、オンラインで送信され、それ故に、基準及び慣行並びに任意
の嫌がられるコンテンツを選別することが予想される。
【０２４２】
　本発明の早期展開の最も大きな利点は、アフターマーケット改造車の所有者に対してい
ち早く報酬が発生し得ることである。かかる報酬は、改造車自身にすぐに支払われ、次い
で、自動車の購入及び管理費を事実上無料にし、運転者及び所有者が増加する燃料費及び
交通を負担に感じている時に、著しい成果を出す。実際、悪化する交通渋滞の存在は、商
用テレビ広告プラットホームの一部となるだけで、登録所有者が現在毎年渋滞で浪費して
いる時間及び燃料経費を補償することができ、燃料、リース又は購入費用を完全に相殺す
ることができる、本発明のお膳立てをする。
【０２４３】
　自動車の所有者は、人口学的価値及び役に立つ市場に対して配布するインプレッション
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数に基づいて支払いをうける。本格的な生産が台頭してくるにつれて、ますます多くの本
発明を装備する自動車が対話することができる。しかしながら、多数の対話する自動車が
存在するまで、それらに表示される広告は、依然として比較的一般的なままであり、参加
している個人の特定の関心よりむしろ、特定の位置、人口動態グループ又は時刻を標的に
する場合が多い。新型車設備６６０の増加に伴って、既存自動車（アフターマーケット）
設備６８０も増加し、完全に標的化された、非常に関連性の高い広告が現れる。それが起
こるまで、出願人は、ＭＭｘ型デバイスの使用が、完全な非常に関連性の高い公共広告及
び個人的メッセージへの移行を補助することを予想する。そして、上述のように、台頭す
るビジネスモデルは、既存自動車６５５の登録所有者が、非常に関連性の高い広告の要求
及び視聴に対する報酬を受け取ることを可能にする。それ故に、ＭＭｘ型デバイスのユー
ザーは、広告主による、標的化された、非常に関連性の高いコンテンツの視聴に対する報
酬を受け取ることができるとも考えられ得る。
【０２４４】
　図１７に続けて、アフターマーケット設備６８０は、新型車生産設備６６０と同様だが
、映像表示部、ディスプレイドライバ、音声送信機、ＧＰＳ、又は大きな処理装置として
のハードドライブ若しくはメモリを含まない。個人的（ユーザーコード及びプロフィール
）コンテンツは、アンテナ７１２を介してフル生産ユニットと類似の方法で保存するため
に受信され、非表示自動車１１８のための一般個人的嗜好のダウンロード；コンテンツ嗜
好１５５のダウンロード；公共サービスコンテンツ（道路／天候災害警報等）１５２のダ
ウンロード；広告コンテンツダウンロード１５３；及び広範囲の監視及び測定のためのア
ドホックデータ収集（一般に自動車間）に関する、任意の特別なソフトウェア又は指示１
５６を含む。全てのダウンロードされたコンテンツは、ハードドライブ７１９に保存され
、７１８で処理され、そこでコード送信機７５２を介して前向き送信のためのコード化さ
れた電気信号に転換される。信号７５０は、受信機７４４を介して本発明を装備した他の
自動車に受信される。
【０２４５】
　自動車電源７２６；自動車インターフェース７３０；ユーザーセレクタ７９０；インパ
ルス要求ユニット７８２；インスタントメッセンジャー７９４；及びＶＩＮ／プレート報
告７９５は、新規生産ユニットでのように、アフターマーケットユニットでも同様の機能
を果たす。内部に内蔵表示部７６５を備える場合、かかるアフターマーケット設備は、所
望により、内部の映像表示部のための安全標準に従って、乗員に非常に関連性の高い広告
を提示することができる。
【０２４６】
　現場使用の後、処理装置７１８は、ネットワークに、アップロード／ダウンロード送受
信機７１４及びアンテナ７１５を介して、ハードドライブ７１９に保存されている、全て
の現場コンテンツ要求をアップロードする。そうすることにおいて、以下の種類の情報を
、報酬ユニット９００；非表示自動車１６５からのログ記録された現場コンテンツ要求１
６５；ＶＩＮ、発生地及び時間によるログ記録された広告要求１６３；ログ記録された個
人使用認可（任意の視聴ブロッキング又は個人的広告を含む）１６７；並びにＶＩＮ、発
生地及び時間によるログ記録された個人使用公開又はインプレッション１６８に送信され
る。
【０２４７】
　図１８Ａ～１８Ｂは、本発明の配信モデル８００を記載するブロック図を示す。このビ
ジネスユニット（明瞭性のために報酬ユニットから分離した図をここに示す）は、現場の
種々の移動又は固定物体へ種々のコンテンツタイプを受信、処理及び配布のために必須の
要素の観点で定義される。二番目に、図１８Ａ～１８Ｂは、鍵となる団体とかかる報酬と
の潜在的融資関係を提案する。１１０では、種々の関心のある政府機関から移動物体の開
発者、供給者及び製造者への潜在的に入ってくる財政支援が示される。１１５は、広告コ
ミュニティからの同じものを示し、これは大きなメディア会社又は広告主自体を含む場合
がある。しかしながら、概してそれは、かかる配信実体における投資を支援する移動物体
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自体のメーカー及び販売者であってよく、これは潜在的財政支援１２８及び生産の一部と
しての継続中のシステムアップグレード１２５として示す。
【０２４８】
　図１８Ａの最上部には、政府機関２００、広告主３００、一般のドライバー４００並び
にフリートユーザー及び政治ユーザー５００を含む、主要な外部ユーザーグループが表さ
れている。コンテンツ作製に寄与する多くのサブグループから構成される場合がある、こ
れらの各参加グループは、ネットワークテレビのようなプラットホームにコンテンツを配
置していた場合、かかるコンテンツを同様の方法で送信する。参加政府機関は、従って、
２５０で、州及びその地域の標識、災害勧告者、連邦政府緊急コンテンツ又は地域のハイ
ウェイ通信、並びに自動車の使用許可及び登録問題のような、公共サービスコンテンツを
送信する。全ての種類の商業用広告コンテンツ送信を３５０に示す。ドライバーのための
操作者プロフィール及び個人的コンテンツの入力を１１４に示し、一方、プロフィールの
送信並びに商業用フリートユーザー及び政府ユーザーのコンテンツを１１６に示す。ここ
で留意すべきは、政府使用が２５０及び１１６の両方に記載されていることである。政府
使用は、多くの方法及び用途でそれ自体を決定するが、ここでの記述は、２５０で予想さ
れる使用は、かかる地域の公共輸送機関及び安全又はハイウェイ開発における規制問題及
び監督により関連し、一方、１１６での政府使用は、法執行、国境監視、ＧＳＡ、米国郵
便及び類似用途のような、本来より自動車であると推定されると仮定する。
【０２４９】
　配信のために着信してくるコンテンツを処理する第一段階は、定められたコンテンツ指
針、基準、及び慣行に適合させるために、それを監視することである。この工程は、ネッ
トワークテレビ又は屋外の掲示板用メディアの構成において適合しなければならないコン
テンツ及び技術的要件の種類と同様に、コンテンツが、配布プラットホームにより必要と
される承認済コンテンツ指針及び技術仕様を満たさなければならないという意味で、メッ
セージ及びメッセンジャーの両方に対応する。これらの工程は、政府機関の場合８０２に
、商業用広告の場合は８０４に示す。ドライバーの場合の処理は８０６に、フリートユー
ザー／政府ユーザーの場合は８０８に示す。これらの各工程は、ユーザープロフィールの
コンピュータ選別及び承認、ユーザー契約の承認、並びにその後送信される個人的及び事
業用コンテンツの監視に関与する。かかる監視及び承認方法及び手順は、業界で周知であ
り、メディアバイ及びコンテンツ配布の平行形式（parallel form）で十分な前例が存在
する。しかしながら、全ての配布及び会計機能のためにインターネットの使用が増加する
につれて、次第に洗練された形態の画像認識及びコンテンツ格付け方法論が発達し、これ
は人間の介入の必要性及びコストを低減すると予想される。
【０２５０】
　主要な政府及び広告主ユーザーと対照的に、ドライバー及びフリートユーザー／事業ユ
ーザーは、サービス期間、コンテンツ配布及びプラットホームの使用を定義するために、
厳密なユーザープロフィールの作製に従事する。オンラインプロフィールは、既に開示し
たＭＭｘ特許出願で定義した、本質的な「誰か」及び「何を欲しているか」（ＷＩＡ／Ｗ
ＩＷ）という特性を反映する全ての消費者及び事業者により完了される。彼らは次に、各
団体の義務及び制限を定義し、手数料、コスト並びに各ユーザータイプ及び変化に対する
潜在的所得の範囲を定める役務契約を締結する。これらの工程は、ドライバーの場合８０
６に、フリートユーザーユーザーの場合８０８に示す。これらは、次いで、８４０でまと
められ、そこで所有者／操作者プロフィール（個人情報を含まない識別不能な形式で提供
される、人口学的及び心理学的データとともに、ユーザーの関心、望み、必要性及び経験
を定義する）が承認及びコード化され、マーケティング担当者が特定の種類の非常に関連
性の高い広告コンテンツと、ユーザーコードの特定の組み合わせとを関連付けることを可
能にする。
【０２５１】
　８４２における、次の段階は、所有者／操作者開発コンテンツの審査及び承認である。
コンテンツの承認後、それは配布コード化（以下で記載）のためのシステムを通過する。
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一度契約勘定が定められれば、８５４の自動コンテンツ監視で定期的に処理され、そこで
、またコンテンツの不適合又は契約違反を分離し警告を与えるためにプログラムされたコ
ンピュータにより全て、消費者の要求した変更、順守及び一貫性が自動的に監視される。
この事業ユニット８００は、結局、報酬ユニット９００及び任意の企業向け消費者サービ
ス要素とリンクされる。
【０２５２】
　承認後のコンテンツのコード化の第一段階は、配布時間を決定することであり、この工
程は公共サービス及び商業用広告コンテンツの場合は８２０に、ドライバー及びフリート
ユーザー／政府使用の場合は８４４に示す。時間コード化は、コンテンツが、任意の要求
している又は要求していない移動又は固定物体に解放される特定の時刻を決定する。ほぼ
全ての場合、緊急又は危険な道路状況警告、迂回路、遮断、洪水等は、事象又は緊急事態
の時間に対応する持続放出が認められる。我々が間もなく学ぶように、緊急事態は、一般
に、常に、他の種類のコンテンツに比べて高い配布優先度が与えられる。例えば、ある交
差点で交通事故があり、迂回路が必要な場合、事故がネットワークの交通応答部門に最初
に報告された時間から、事故がその地域から一掃されるまで、必要な時間は伸びる。毎日
７：３０ＡＭ～３：１５ＰＭに発生する道路工事のために混雑状態が引き起こされる場合
、それが、特定の警告が伝わる時間コード化である。これらの例は両方、隣接区域におけ
る商業用広告を超える配布優先度を有し、コンテンツ自体のグラフィック性質は予め作成
され、それを必要とする区域にいる可能性がある全ての移動物体のハードドライブに保存
される。
【０２５３】
　コード化の次の段階は、８２２及び８４６に示す、位置又は発生地に対するものである
。発生地コード化は、無論、任意の種類の近接広告又は位置ベースの通信にとって非常に
重要である。これらは、少なくとも初期は、ほぼＧＰＳに基づくため、交差点又は特定の
住所のような比較的密接な座標の形態である場合がある。それはまた、より広い区域、例
えば、スタジアム、モール、空港又はテーマパークのような特定の位置を取り囲む数街区
として指定することもできる。
【０２５４】
　コード化の三番目の方法は、８２４及び８４８に示す優先度コード化である。さらに、
緊急事態は、有料優先権を含む全ての他の種類のコンテンツ配布を超える、最も高い優先
度を与えられる。重要な種類の優先度は、基本的に、両方ではないが、高価値の位置又は
時刻における、他のコンテンツを超える好ましい配布優先度に対する、優先手数料の支払
いに基づいている。
【０２５５】
　最終コード化段階は、要求され、予定に入っている特定の時間、場所及び優先度の市場
価値に基づいて配布手数料を決定する工程である。この工程は８２８に示され、真っ昼間
又は真夜中に放送する番組制作に対して、ゴールデンタイムのテレビに付随する価値の設
定とは異なり、人口動態及びその時間の視聴者数によって変動する。マーケティングメッ
セージの配布に対するハード価値（hard value）は存在しない。それは、人によって異な
る何かに価値がある。それ故、任意のドル額が可能であり、価値は付け値市場で頻繁に定
められる。
【０２５６】
　商業用広告又は公共サービスコンテンツの、プラットホームへの配布方法は、消費者が
作成する個人的コンテンツ又は小事業コンテンツのようなコンテンツよりも矛盾なく、よ
り規則正しい。消費者及びフリートユーザーユーザーに対するコストの決定において鍵と
なる工程は、それ故、８５０に示すように、アクティブな要求されたプラットホームへの
実際の配布方法の決定の中にある。かかる配信は、ケーブル、衛星又は無線とともにイン
ターネットに関与し、位置及び使用可能なインフラで広く変動する可能性がある。しかし
ながら、一度決定されれば、全ての４つの基本ユーザーグループからのコンテンツは、８
３０及び８５２において一定間隔で、８３２に表した種々の配信インフラにアップロード
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される。
【０２５７】
　一度展開が適度な水準に達すれば、本発明の非常に重要な機能の一つは、任意の且つ全
ての目的のために、日夜ひっきりなしに現場で全ての移動物体から要求され、全ての移動
物体により配布されるコンテンツの非侵入的大量収集（mass collection）である。この
情報が表すものは、本質的に、移動物体（各移動物体が、ＷＩＡ／ＷＩＷプロファイリン
グに基づいて乗員の正確な性質、関心、経験及び履歴を記載できる）、位置、時刻、及び
優先度による、コンテンツに対する任意の要求である。この情報は、後にネットワーク及
び最終的にはベンチャー実体にアップロードするために、かかる要求を保存することがで
きる、任意の他の移動又は固定物体を通して追跡される。しかしながら、全てのかかる情
報は、識別不可能なプライバシー対応形式で収集され、それ故、それ自体によりプラット
ホームのユーザーの任意の極秘又は個人情報を明らかにすることはできない。物理的移動
の実際の追跡は、コンピュータを用いて、単一移動物体からの全ての要求を、通信してい
る全ての他の物体又は固定位置とリンクさせ、所望により、かかる要求に対する任意の要
求又は応答とともに、時間及び場所からなる「コンタクトマップ」に基づく発生地を作製
することにより、再現することだけできる。これは、大量に収集され、多くの種類のマー
ケティング担当者及びプランナにとって価値のある情報である。しかしながら、かかる追
跡は、特異的に識別可能な団体においてのみ再現され、法の認める召喚状のもとにベンチ
ャー実体により明らかにされる。マスデータの一般的収集のための指示及び、プラットホ
ームによりダウンロードするための挿入を８９０に示す。
【０２５８】
　８８０では、要求している（視聴）移動物体のコンテンツ配布に対する任意の現場応答
（その位置で「割引セール」を注意喚起した直後の、特定の小売店への運転のような）と
ともに、全ての実証された現場要求、全てのログ記録されたコンテンツ配信（又は試みら
れた配信）が、対応する配布している（被視聴）移動物体のコンピュータにより照合され
る。かかるデータは、かかる変化の理由を実証する一部の例でさえ、自動車の型、走行範
囲、出発地及び到着地、経路の変化又は迂回路を含む、種々の時刻に種々の道路を走行し
ている運転者及び参加している乗客の人口及び関心、要するに、地方及び都会の輸送シス
テム及び世界中のコミュニティーインフラの至る所での、運転者の毎日の移動に関するデ
ータの豊富な新規本体（rich new body）をさらに関連付けることができる。このデータ
は、次いで、配信実体８００で、確かにかかるデータが実際にネットワークに配信され、
請求された視聴期間中アクティブであったことが確認される。これらは、オンライン広告
事業で次第に検出されている「クリック詐欺」と同等の、報酬に対する誤った配布請求の
発生を防ぐために組み込まれる重要な工程である。この双方向データ移送は、報酬ユニッ
ト９００への確認された配布情報の転送として、１７０に示される。
【０２５９】
　コンテンツの集合配信を図１８Ｂの１５０に示す。一度コンテンツが８３０及び８５２
でアップロードされれば、その配信手段が８３２を介して選択され、多数の潜在的位置及
び環境において受信及び配信するために、１５０に示したような電子的配信インフラを用
いて、インターネット（ケーブル、ＤＳＬ）、衛星若しくは無線ネットワーク又はこれら
の組み合わせを介してコンテンツが配信される。インターネット、衛星又はＷｉＭａｘの
ような無線ネットワークを介した、一家族用住宅８６０及び／若しくは近辺のネットワー
クアクセスポイント（ＮＡＰ）への直接配信；住宅と同じであるが、分譲マンション、ア
パート、モール複合施設若しくは駐車場８６２に対するもの；同じインフラを用いる、オ
フィスビル、モール、小売店及び商業用、政府又は公共サービス標識設備８６４への直接
配信；バス、電車、フリートユーザー商業用及び／若しくは公共輸送ルート、空港、駅、
船着場及び主要な道路への直接送信８７０；衛星、インターネットＮＡＰ若しくはＷｉＭ
ａｘのような無線等を介した、ハイウェイ上の乗用車への直接送信８６８；緊急若しくは
一時的用地を含むフリートユーザー自動車駐車場又は保守整備工場への直接配信８６６；
支出している町又は村、地方のハイウェイ、港、山、砂漠、海岸又は沖合の指定区域のよ
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うな地方の又は遠隔地への直接配信８７２；又は移動性近接通信若しくは商業用通信が望
まれている又は必要とされている他の種類の新たな且つ人気の高い場所８７４が含まれる
。
【０２６０】
　図１８Ｂの図はアンテナ１５１をさらに含み、これは、コンテンツ、ユーザーコード及
び配信指示を、他の移動又は固定アンテナに送信するための無線送信ポイント（双方向Ｎ
ＡＰ又は衛星ダウンリンク）を提供する。受信アンテナ１７２もまた存在し、典型的には
本発明を装備した移動物体又は静止物体上に見出される。かかるアンテナ１７２はユーザ
ーコード及び配信指示とともにコンテンツ要求を受信するだけでなく、アドホック方式で
広範囲に及ぶデータ収集に参加している複数の移動物体からのコード化されたデータに加
えて、消費者の関与に影響する正確な追跡情報とともに、時間及び場所によりコンテンツ
配布に関してコード化された確認を戻す。
【０２６１】
　図１９は、本発明の報酬モデルを記載するブロック図である。上述のように、報酬機能
は明瞭性のために本明細書では分離されているが、依然として配信ユニット８００又は主
要なベンチャー実体に不可欠な部分である可能性がある。このユニットは、多くの変形を
含んでよいが、図１９は、プラットホームユーザーに報酬を支払うことを可能にする、情
報及び収益の基本的且つ本質的な流れを提案する。
【０２６２】
　この流れは、全てのプラットホーム自動車からの複合データダウンロードで始まる。か
かる流入は９０５で参照され、この例では、新規量産車６６０のハードドライブ及び既存
自動車６８０のハードドライブからのデータダウンロードを表す。かかるダウンロードは
また、１１４０に示した認可された又はプログラムされた移動又は固定物体の間で通信さ
れるユーザーコードのアドホック収集からの複合データも含む。上述のように、かかるデ
ータの広範囲に及ぶ収集は、従来利用不可能であった。その移動物体から配信ユニットへ
のアップロードを図１９の１１６０に示し、そのマーケティング担当者及び調査者に対す
る販売を１１００に示す。
【０２６３】
　未加工の現場データの流入は、自動車の型及び配布ミッションに伴って変化する可能性
があるが、着信してくる情報は、一般的に、２つのカテゴリーに分類される：本明細書で
は１６５に示した全ての自動車（非表示自動車からの個人的使用認可を含む）からのログ
記録されたコンテンツ要求及び本明細書では１６０に示した全てのログ記録されたコンテ
ンツ公開（完了した又は部分的に完了したコンテンツ配布を含む）である。これらの各カ
テゴリー内では、３種のコンテンツ型が示される：ログ記録されたコンテンツ要求１６５
に対しては、特定のＶＩＮ番号１６１からのログ記録された公共サービス要求；発生地及
び時間による特定のＶＩＮ番号からのログ記録された広告要求１６３；特定のＶＩＮ番号
からのログ記録された個人的使用認可１６７（任意の視聴ブロック又は個人的広告を含む
）が存在し；ログ記録されたコンテンツ公開１６０に対しては、ログ記録された公共サー
ビス公開１６２；ログ記録された広告公開１６４；及びログ記録された個人使用公開又は
特定のＶＩＮ、発生地及び時間によるインプレッション１６８が存在する。
【０２６４】
　この情報は、次に、カテゴリー間で横方向にコンピュータ照合される。換言すれば、関
与する特定のＶＩＮ間で、全ての実証された広告要求１６３は、全ての実証された広告公
開１６４と比較され、それにより、時間及び場所によっても証明できる、これらの特定の
ＶＩＮの間での現場要求及び公開（実際の配布）の両方を確認する。この比較処理は、コ
ンピュータにより完了し、それらが各コンテンツ型に確証的に適合する時のみ、それらは
確認されるようにコード化される。従って、９１０では、全ての公共サービス配布は、特
定のＶＩＮについて確認され；９２０では、全ての広告配布が、特定のＶＩＮについて確
認され；９３０では、全ての個人使用配布が、特定のＶＩＮについて確認される。
【０２６５】
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　この完全に自動化された処理の次の段階は、このコンテンツが実際にその時に、適切に
コード化されて、要求され、確認された対話に基づいた質問でＶＩＮにより現場で配布さ
れた、配信ユニット８００による配信のために解放されたことを決定することである。こ
れは、９１０、９２０及び９３０で収集された、確認されたコンテンツが、詐欺検出及び
順守選別ユニット９４０に出力され、そこで元の配信されたデータ及びコンテンツコード
と比較されることを意味する。この全てのデータの双方向照合は、図９の１７０に示す。
同時に、確認された広告公開対配信を１７３に示し；確認された個人及びフリートユーザ
ー／政府公開対配信を１７４、１７５に示し；確認された公共使用公開対配信を１８２に
示す。なぜこの照合が重要なのか？
【０２６６】
クリック詐欺
【０２６７】
　上述のように、「クリック詐欺」は、実はそれらの広告は実際には全てが視聴されてい
る訳ではない、増大した明らかな価値を反映することにより、それらの広告に対する多く
の支払いを受け取るために、誤ってオンライン「ヒット」を勘定させ、それによりそれら
の品目への関心を示す目的で（又は検索形式におけるキーワード選択への応答を示す目的
で）、インターネット上の広告に対するクリック（又は明らかな要求）を発生させる方法
に与えられた用語である。本発明は、予防方法が実施される場合を除いて、かかる詐欺に
対して脆弱である場合がある。例えば、自身の自動車を使用している１０代のカップルの
自動車がそれぞれ本発明を装備していることを想像してほしい。何が、確認された視聴又
は「インプレッション」を見せ、次いでこれらの視聴に対する支払いを受けるために、彼
らが私道に自動車を長期間駐車し、そこで一台の自動車が持続的にコンテンツを要求し、
もう一台の自動車が持続的にそのコンテンツを表示させるのを防ぐことができるだろうか
？かかる詐欺を防ぐ方法は多数存在するが（一度かかる技術が展開されればさらに別のも
のが現れる）、大部分の事業及びシステムにおけるように、詐欺と戦い安全を保証するこ
とは持続した活動でなければならない。一方、本発明自体により提供される、幾つかの基
本的な監視及び予防手段が存在する。
【０２６８】
　まず、かかる詐欺又は本発明の悪用は、移動物体を操縦している時、多くの法律違反の
ように扱われる又は扱われる場合があることが予想される。あなたがかかる詐欺の囚人で
ある場合、運転免許証を一時停止することができるのと同時に、本発明のシステムを用い
て収入を生み出すというあなたの権利を無効にすることができる、といった方法で、かか
る違反は、個人の運転免許証にリンクさせることができる。違反の証拠を発生させるとい
う観点で、かかる悪用に打ち勝つために用いることができるある種の固有のシステムは、
本発明中に存在する。例えば、コンテンツの実際の要求及び配布のための履歴パターンは
、時間とともに定められ、正確にそれを行うように設定されたコンピュータを監視するこ
とにより認識可能である。コンテンツの要求及び配布は、それ自体受取総額及び差引残高
の源である。各要求は、特定のＶＩＮとリンクしており、従ってそれぞれ独自の自動車か
らの要求のパターンは、自動車の操縦（時間、場所、経路、一貫性等）として、時間とと
もに定められる。自動車のかかる要求の受信についても同じである。時間とともに、要求
及び応答的配布の「正常な」パターンは、特定の団体への携帯電話通話が文書化され、会
計及び請求書作成において後に使用するために保存されるのと同じ方法で、各自動車のハ
ードドライブに保存される。さらに、それぞれのかかる要求及び応答的配布は、関与する
それぞれのＶＩＮだけでなく、それらのＶＩＮの登録所有者及び、ユーザーアカウントに
ファイルされた登録所有者に接続されている認可されたユーザープロフィールにリンクし
ている。従って、任意の証拠を示された悪用は、特定のユーザー並びに任意の悪用に特異
的な不規則なパターンに端を発している場合がある。次に、各要求及び各配布の正確な時
間及び場所は、関連する全ての自動車の速度、相対速度、近接、態度及び走行方向に関す
る厳密なデータとともに、ＧＰＳを介して実証される。また、無論、類似の要求及び配布
の連続数は、各配布の期間とともに注意深くカウントされる（完了した配布は、サービス
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の質及び最終的な請求総額及び報酬にとって重要であるため）。運転者及び乗員が実際に
自動車内にいる時、並びに、彼らが占めている座席でシートベルト及び自動車の安全シス
テムが用いられている時を決定する一般的な方法も存在する。独りでに実際の自動車を追
跡することができる、さらなる方法も存在する。従って、１０代の場合、明らかに駐車さ
れている（乗員にかかわらず）同じ自動車間の反復要求及び配布は、正常な「パターンエ
ンベロープ（pattern envelope）」外の事象に配置され、コンテンツ配布は調査及び可能
な一時停止を受ける場合がある。かかる自動車が移動している時、運転中の注意散漫な運
転者が存在し、進行性位置で作製されるインプレッションは有効である場合がある。シス
テム内の運動、速度、近接センサは、コンテンツ配布中の状況をさらに識別することがで
きる。時間がＧＰＳ情報にリンクしている時、特定の時間及び場所の相関をとることがで
き、ＧＰＳ改ざんを容易に追跡及び実証することができる。実際、報酬システムに関する
ＧＰＳ入力にリンクしている改ざんは、恐らく、本発明の予想される規則作成に基づく法
律違反である。一対の自動車が緩徐な速度で互いに後を追い、次いで停止し、長期間にわ
たって多数のコンテンツ配布事象を発生させることも予想できるが、それらの自動車の乗
員は用心深く、運転者に合わせた、独自の待機している非常に関連性の高いコンテンツを
視聴しなければならないため、実はかかる場合もまた合法コンテンツインプレッション又
は配布に寄与することができる。ＧＰＳはまた、フリーウェイ又は平面道路上で渋滞して
いる交通と、住宅地に駐車している一対の自動車又は地方のハイウェイ上の一台の自動車
を区別するような、識別可能な交通パターンを特定し、それらを特定の環境と関連付ける
ことができる。さらに、必要に応じて、配信システムは本発明を備える近くの交通の移動
パターンを電気的に読み取ることにより、周囲の交通パターンを比較及び確認することが
できる。さらに、使用期間にわたって発生する交通パターンの区別の観点では、互いに連
続してコンテンツを要求及び表示する２台以上のＶＩＮの任意の反復の発生は疑わしくな
る。自動車間のコンテンツ要求及び配布を改ざんするための任意の長さは、価値以上に問
題が多くなる可能性があること、登録所有者の権利を危険にさらす（代替基準下で監視及
び保護された電子技術の改ざん又は不法侵入の不足）こと、何らかの方法で関与している
人間にコンテンツの実際の公開をもたらすと仮定することもできる。コンテンツ配布の不
正請求に対するさらなる障壁は、全ての請求された適合する要求及び配布と、配信のため
にネットワークにアップロードされた元のコンテンツとを比較することによる。かかるコ
ンテンツは、常に、コンテンツが自動車のハードドライブにアップロードされ、それ故配
布用ネットワークで利用可能である性質、時間及び場所を記載するリリースコードを含む
。これらのコード及び／又はそれらのコンテンツは、一日当たり数回程度変化する場合が
あり、従って、人工的コンテンツ又はコンテンツコードが、詐欺的に発生した場合、それ
らを送信する自動車とともに識別することができる。
【０２６９】
　最終確認時、配信料を、特定のＶＩＮごとに、各コンテンツカテゴリーに対して算出す
る。これらは、公共サービス料９１５；広告料９２５；及び個人使用料９３５として図１
９に示す。種々の料金に対する相対価値は、後の章で論じるが、公共サービス料９１５及
び広告料９２５は、プラットホーム所有者／ユーザーに対する収入を表し、一方、個人使
用手数料９３５は通常所有者／ユーザーに対するコストを表す、なぜなら、彼は自身のＶ
ＩＮ上に自身のコンテンツを表示しており、プラットホームネットワークの他のＶＩＮに
自身のコンテンツを表示させるために支払いを行っているからである。換言すれば、個人
使用料９３５は、多くの場合、他者への広告又は公共サービスコンテンツの表示に対する
、ＶＩＮにより累積された任意の収益から差し引かれる。
【０２７０】
　一度手数料が算出されれば、指定された請求ユニットは、請求書を送付し、全てのプラ
ットホーム参加者から使用料を収集する。これは契約料及び主要なブランド広告主又は政
府ユーザーに請求される取手レートを含む。かかる料金は、参加者への支払いのために、
収集ユニット、この場合配信ユニット８００から、報酬ユニット９００に送られる場合が
ある。政府機関は、プラットホームユーザーによる任意の公共サービスコンテンツの配布
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のために、この段階で請求され、これを９９０に示す。
【０２７１】
　適切に算出され、請求書が送付された料金では、各コンテンツ部門は総計を送信し、報
酬を運転団体、フリートユーザー／政府ユーザー及び個人財産をこの新規広告及び通信プ
ラットホームに使用させていた全ての他の参加者に送ることができる。この段階は、公共
サービス利用の場合９５０に、広告使用の場合９６０に、個人使用又は任意の他のユーザ
ー作成コンテンツ公開の場合は９７０に示す。さらに、ユーザー作成コンテンツの表示に
対する支払いは、典型的には、ＶＩＮが稼ぐことができた報酬に対して、移動物体の自身
の使用を自身の口座から引き落とすことに伴って生じる。これらの登録所有者及び操作者
１０００への直接支払いは、図１９に経路１７８で示す。
【０２７２】
　９８０は共同支払い、金融的提携又は自動車メーカー、銀行、石油会社、保険会社及び
他のもののような実体による宣伝後援を可能にすることができる報酬システムの特徴であ
る。任意のこれらは、この独自の広告プラットホームの使用のための奨励金とともに宣伝
を提供することができ、これらは最終的には多くの形態をとることができる。例えば、石
油会社は、単純に実体から広告費を受け取る代わりに、彼らの銘柄の購入に対する報奨金
に加えて無料のガソリンを提供することができる。この種の共同支払いは、自動車保険、
クレジットカード又は自動車メーカー自体に対してさえ適用することができる。製造者は
、例えば、本発明をまず、より高価な代替エネルギー自動車になるに違いないものの提供
と一体化させ、次いで、収益を生む潜在能力に依存して、消費者に対する高い取得原価を
相殺する。従って、本発明は、低燃費自動車の計画及び生産に適切に統合され、実際には
、かかる進歩的又はより高価な製品の早期採用を刺激する。
【０２７３】
　図２０～２３は、操作モード並びに環境及び他の移動又は固定物体に対する関係に基づ
いて、３種の表示例を有する陸上自動車を示す図である。表示部を組み込む多くの方法が
存在するが、図２０はデジタル後端部及び一時的、薄型ワンボックスデザインを有する、
予想される期間の典型的な４ドア乗用車１０１０を示す。その比較的上昇した後部ハッチ
により、その後方バンパー衝撃領域を軽く超えるデジタル表示部は、大部分の後続の（視
聴）移動物体の乗員の優れた視線内に置かれる。この例では、自動車のカーブのついたＯ
ＬＥＤ映像表示部の表面全体及びデフォルトの色は、固有のデザイン線に釣り合う。
【０２７４】
　図２１～２３は、３種の異なる表示を示す。多くの可能な種類の表示が存在するが、図
２１の定常状態自動車１０２０は、自動車が日中定常状態で走行している速度で見ること
ができる画像を提示し、ここでは、もしあるとすれば、一般道路又はフリーウェイで発生
する場合があるように、速度又は操縦が何度か変化する。かかるディスプレイは静止画で
あり、今日交通中で自動車に見られるグラフィックにかなり類似している。これらの画像
は、画像１０２２における揺れる髪のように軽微な動画を導入することができる、又は、
表示されている自動車が停止した又はほぼ停止した状態でのみ、他の画像にそっとディゾ
ルブすることができる。基準及び慣行が、全てのかかる動画及び画像移行に関して定めら
れる。軽微な動画又は変化でさえ、近くの自動車の操作者の気を散らせる場合があるため
、急速に除外される可能性がある。従って、本発明を使用する表示されたグラフィックは
、図２１に示すように、今日道路上にあるもと全く異なる。
【０２７５】
　図２２の移行状態の自動車１０４０は、速度又は方向を変化させている任意の自動車に
特徴的な状態を示す。全てのかかる変化（減速、急ブレーキ、加速、方向転換、前方又は
後方への緩徐な進行）は、全ての連邦政府に命じられた点灯及び安全システムに置換する
ために、不必要な画像を急速にディゾルブさせる（これらはデジタルになり、従来よりの
独立した点灯システムの一部ではないと仮定する）。かかるデジタル点灯は、ウインカー
及びブレーキライトと最適な間隔にある１対のテールライト１０４２、中央に実装された
停止灯１０４６、に加えて後退灯及び反射灯を含む。１０４８に示すように、ナンバープ
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レート及び登録システムもまた、デジタル映像を介して発生する場合、これらは、連邦又
は地方の要求事項が最終的に全ての時間におけるそれらの提示を指示しない限り、任意の
自動車速度又は態度が変化する間、即座に再び現れる。任意の種類の商業用画像がかかる
時間に提示される場合、これらは最小限、非動画及び気を散らせないという、今日自動車
上に見られる種類のブランド設定に全てが非常に類似したものになる。
【０２７６】
　図２３の停止している自動車１０６０は、完全に停止している自動車上の表示を示す。
表示（被視聴）自動車の速度センサが非移動状態を示し、その近接センサが範囲内の要求
している自動車又はデバイス（又はかかる電子的要求の非存在下でさえ）を示す時、次い
でその表示自動車はフルモーション、型にはまった又は非常に関連性の高い映像１０６２
を待機させ、提示することができる。表示自動車がゆっくりと前方にずれるべき場合、フ
ルモーション映像は、大部分のシナリオのもとで、ディゾルブし、図２１に示した点灯、
使用許可及び安全システムに置換される。規則作成及びその結果生じる連邦政府自動車安
全基準（ＦＭＶＳＳ）は、消費者及び安全性試験を通して、フルモーション映像、移行及
び配布に対する速度及び運動境界、並びに他の関与する自動車の相対速度及び移動に基づ
く適切な開始及び打ち切りのタイミングを決定した後採用される。
【０２７７】
　夜間又は暗がりの期間中又は潜在的に危険な状態下で、全ての点灯システムを表示する
ことは意味がない。デジタル後端部を有する陸上自動車には幾つかの真の利点が存在する
。そのうちの一つは、重要な操作に対するグラフィック標準化である。テールライトの大
きさ及び横方向分離を組み合わせて、任意の後続車に、前方の自動車までの幅又は距離に
関する有益な合図を提供する。テールライトが異なる大きさであり、異なる横方向分離を
有する時、これらの合図の有効性は低下する。本発明は、これらの重要な視覚的要素の広
範囲に及ぶ標準化を可能にする。それはさらに、デジタル映像本体パネル又はガラスを有
する全ての自動車間での相互通信を可能にし、早期警告及び減速又は停止中の段階的な警
告さえ表示させる。自動車の長い車線の先頭を行く自動車が急速に減速し始めると、全て
の自動車は同時にラジオを介して減速警告を受信することができ、その信号は、全ての自
動車がおおよそ同じ速度で減速するにつれて徐々に赤に変化する均一な黄色テールライト
警報を導入する。この特徴は、単独で、高速で交通の車線に警告することなく、ブレーキ
ライトがパッと浮かぶような、非常に一般的なますます強調しすぎる停止を防ぐことがで
きる。
【０２７８】
　図２４～２７は、４種類の表示されたコンテンツの図である。１１００は、緊急型表示
を示す。これらの大部分は、公共サービスカテゴリーに入り、連邦、州又は地方政府によ
り保存され、展開される。しかしながら、これは個人的又は消費者の緊急時の購買を除外
しない。緊急グラフィックは、全てのハードドライブに保存することができる、又は、位
置及び走行環境に基づき自動車にアップロードすることができる。緊急コンテンツは、典
型的には、正確な時間で及び厳しい条件下での配信指示が組み込まれており、通常地元地
域の無線信号、正確な期間でのＧＰＳ座標、又は自動車間の無線送信を通して誘発される
。ここで留意すべきは、緊急表示は、全ての自動車免許及び登録情報を即座に再現させる
ことであり、これはデジタル方式で表されると仮定する。緊急コンテンツ送信は、全ての
他の種類のコンテンツより高い優先度を有し、ＧＰＳ座標により定義されることが多い危
険領域への近接又は入場により誘発される。
【０２７９】
　１１２０では、典型的な近接広告が示される。後続自動車内の消費者は、付近の物体に
表示されるかかる近接コンテンツを要求することができる、又は、これらは近接メディア
バイに基づき受動的に現れる場合がある。後に記載する例では、近接バイは時刻（例えば
、食事時）及び、間違いなく、位置（例えば、レストランの周囲の街区）に基づく場合が
ある。グラフィックは、近接イラストレーション１１２０に示した右折矢印のような動画
標識を含んでよい。ドライブスルーレストランの場合、ドライブスルーに並んでいるすぐ
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前方の被視聴自動車上のグラフィックは、図形及び、現行価格とともに豊かな映像の動画
メニューでさえ、表示することができる。
【０２８０】
　本発明は、広告主又はメディアバイ機関により決定された正確な位置で広告を配布する
ために、現行の内蔵ＧＰＳナビゲーションシステムを使用する。内蔵自動車内部ハードド
ライブに保存された特定のコンテンツを特定の地理的位置（例えば、街区、市の大部分、
又は地方のハイウェイの長さ）と対にすることにより、広告主は地域により特定の人口グ
ループを標的とすることができ、運転者又は消費者がそれらに接近している間、特定の製
品又はサービスに対する注意を促すことができる。これは近接広告と呼ばれる。レストラ
ンを広告する、特別セール若しくは名所を宣伝する、自発的関心を獲得する、又は地域を
よく知らない可能性のある人に情報を提供する能力は有力であり、マーケティングの世界
で大変引く手あまたである。実際には、所望のＧＰＳ座標は、アップロード時の広告コン
テンツと対になっている。自動車のＧＰＳシステムが後に特定の境界内での走行を示す時
、それらの広告は待機させられる、又は他のコンテンツを超える優先度を与えられる。
【０２８１】
　１１４０は、後援コンテンツの例である。例えば、会議の宣伝者又は出展者は、時間又
はコンベンションセンターの周囲の市街道路及びフリーウェイ用のコンテンツを購入する
ことができる。本発明を装備した自動車が、テーマパーク、競技場、国立公園又は空港の
ような後援発生地の会場に接近する時、それらの後援者を表すコンテンツは隣接区域内及
びその周囲を移動している全ての物体に現れることができる。
【０２８２】
　後援の別の一般的な形態は、マーケティング担当者、実体又は個人が、視聴団体に対す
る無料優待又はサービス増強として、移動物体の表面上の時間及び空間を購入する場所で
ある可能性がある。本発明を装備した２台の自動車が、交通信号で一方がもう一方の後ろ
に停止し、そこで後方の自動車は前方の自動車の外部表示部表面を視聴することができる
と想像してほしい。視聴自動車がその時に、内蔵娯楽システムを用いて、又は、将来のｉ
Ｐｏｄ、衛星回線の携帯、ＭＭｘ若しくは電話のような携帯用ハンドヘルドデバイスを聞
いて、あるラジオ局に周波数を合わせると仮定しよう。視聴自動車内又は周囲のかかる設
備が、現在用いているコンテンツを記載するコード化された信号を無線送信する手段を備
える時、前方の自動車は、消費者の現在のオーディオ環境に同期化した視覚的コンテンツ
を導入することにより、その使用を強化することができる。換言すれば、視聴自動車の乗
員が特定の音楽を再生している衛星ラジオ局を聞いている場合、その音楽コード（又はコ
ンテンツ自体）を前方の被視聴自動車に送信することができ、その自動車の表示は次いで
、視聴自動車に受信される又は消費される音声コンテンツに関連し且つ同期化された映像
資料を提示することができる。かかる無料の娯楽又はマーケティング強化を提供する後援
者のロゴ又はタグラインは無論、視聴自動車の視線の範囲内にある映像表示部のどこかに
表示される。当然、これらの商業的後援は、範囲内の任意の適切に装備された視聴自動車
又は任意の互換性のある携帯用デバイスによりスイッチを切る又はシャットアウトするこ
とができる。
【０２８３】
　１１６０は、個人的メディアコンテンツ配置の例である。かかるメディアは、消費者又
は専門家により作成される場合があり、ユーザー自身がアップロードすることができる。
個人的広告が他の自動車に配置された場合、彼らは予想される位置、時刻、インプレッシ
ョン数に対する現行のメディア価格を支払う。かかるコンテンツが所有者自身の自動車に
配置された場合、そのコストは他者へのコンテンツ表示から得た収益から差し引かれる。
【０２８４】
　本発明の主要用途が、大きな屋内外の駐車場における商業用広告の表示及び駐車してい
る自動車の後部表面を用いることによる構造であることは注目に値する。この方法では、
消費者は、彼らが停止している間でさえ、駐車場所を探して通過してゆく運転手又は小売
りスペースへの途中に駐車している自動車の列を歩いて通過している歩行者に商業用広告
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を提示することにより、収益を得ることができる。この近接用途だけで、小売店の周囲の
駐車スペースには重要な価値がある。駐車場からモールへの途中に通りすぎる家族に特別
番組を表示する、又は映画の予告編を示すことができる、ノードストロームのような主要
なモール主体又は主要なブランドレストラン又は映画館チェーン付近の空間に駐車してい
る多数の自動車を想像してほしい。各自動車に内蔵された近接センサは、歩行者が接近し
た時及び背後を通過した時、かかる広告をアクティブにすることができる。これらの表示
はまた、近接、発生地、又は時刻により容易に標的化されることができ、消費者がさらに
、消費者の「誰か」又は「何を欲しているか」をコード化した嗜好を送信するハンドヘル
ドＭＭｘデバイスユニットを持ち運んでいる時、駐車している移動物体はそれらの歩行者
に非常に関連性の高いコンテンツを表示することができる。
【実施例１】
【０２８５】
　図２８は、地域限定コンテンツ配信を示す図である。それは、代表的な繁華街内の数街
区を示す。大通りを１２８０に、一番街を１２００に示す。コンベンションセンターは１
２２０に位置する。マクドナルドのドライブスルーを１２４０に示し、ヒルトンホテルを
１２６０に示す。三番街は矢印１２８４で示すように一方通行であり、一時的な道路工事
を１２５０に示す。コンテンツメディアバイの観点で、アップルコンピュータはコンベン
ションセンターの周囲の数ブロックの街区領域を購入しているが、エレクトロニクス展示
会の開場時間だけである。この領域を１２２２で示す。マクドナルドレストラン１２４０
は、そのレストランのすぐ周囲の街区領域のために更新可能な賃借権を有し、このメディ
ア領域の境界を１２４２で示す。しかしながら、マクドナルドはまた、年中無休方式でコ
ンベンションセンターの地下駐車場に対するメディア権も購入しており、かかる追加空間
は１２４４で示す。一方、ヒルトンホテルは、そのホテルの周囲の領域の賃借権を有して
いるが、ホテルから半ブロックの大通りに沿った交通の流れに対する独占権についても取
り決めている。これらの各領域は、ＧＰＳ座標により定義された境界を有し、それぞれが
時刻に基づいて、コンテンツ配布に対する個別の優先権を有する。かかる地域に対する料
金及びそれらの相対優先度は、予想される公開水準、典型的には任意の所与の時間に配信
できる標的化されたインプレッション数に基づき、屋外の掲示板広告の評価と同じ方法に
より定められる。特定のコンテンツ購入を図２９に記載する。図３０では、我々は、大通
りを北に運転し、その走行中に４種の異なる種類のユーザーにより見られるコンテンツの
種類を経験する。
【０２８６】
　図２９は、コンテンツ購入及びコンテンツタイプによるコード化を示す図である。最上
部の上は、後援、近接、個人及び緊急の項目見出しであり、図２４～２７で論じた４種の
コンテンツカテゴリーを表す。左側は、上から下へ、コンテンツ、時間コード化、発生地
コード化、公開優先度及び料金帯の見出しである。共に、これらは図２８に記載したメデ
ィアバイの種類を表す。
【０２８７】
　１３０５の後援の列を上から下へ読むと、繁華街のコンベンションセンターにおける消
費者エレクトロニクス展示会のアップル社の購入が見られる。１３２５では、アップル社
は、コンベンションセンターが開館している時のゴールデンタイム、つまりエレクトロニ
クス展示会開場中の７：３０ＡＭ～６：００ＰＭを購入している。１３４５では、アップ
ル社が、入口及び駐車場への侵入経路の全てを含む、コンベンションセンターの周囲の街
区数ブロックを購入していることにも留意すべきである。アップル社の後援に割り当てら
れた公開優先度（アップル社の宣伝に与えられた優先権は、他の種類のコンテンツを上回
る）を１３６５にレベル２（レベル１が最も高い）として示す。最終的に、１３８５の料
金帯は、展示会及びこの発生地の高価値事業交通に基づいて「高」である。
【０２８８】
　１３１０の近接コンテンツの列は、マクドナルド及びヒルトンホテルの局所的発生地広
告購買を反映する。１３３０で、両方の会社は２４時間休みなく又は年中無休方式でのメ
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ディア購入を選択している。１３５０は、マクドナルドのすぐ周囲の街路の購入を示すが
、図２８に示したように、それはまた、空腹の会議来場者を引きつける目的で、コンベン
ションセンターの地下駐車場全体をも含む。１３７０は、レベル３優先度（全部で４段階
）を示し、これは時間及び場所の競合がある場合は、レベル２のアップル社の後援を優先
することを意味する。最後に、マクドナルド及びヒルトンの近接広告についての年間取引
に基づいて、１３９０に示すように中手数料帯の価格に取り決められた。
【０２８９】
　１３１５の個人コンテンツの下には、自身の事業を最小限のコストで宣伝したい登録所
有者が見られる。かかるコンテンツの例は、図２７の１１６０に示したような犬の散歩事
業である。コストは低く抑えるが、標的市場に的中させるために、この人は１３３５で非
ゴールデン広告時間を選択し、その結果、この期間彼は大会社のブランド広告を表示する
ことにより収益を得続けることができるが、彼はまた、彼が選ぶ時にいつでも、手動で自
身の予定を無効にして自身の又は他の個人的広告を提示させるオプションを選択している
。また、彼の事業は局所的地域で営業しており、かかる個人のサービスに関与するため、
１３５５でこの所有者は、ＧＰＳ入力に基づいた彼のすぐ近所の人々を選択している。換
言すれば、彼が家をさらに離れて危険を冒している時、彼は一流のブランド広告の表示を
通して金を稼ぐことができるが、彼が家の近郊に再び入るや否や、彼の個人的又は事業広
告が待機し、彼の地元企業を宣伝する。１３７５では、この彼自身のコンテンツに対する
公開優先度が最も低くなっていることが分かり、それは彼がまず収入を生み出すコンテン
ツを最大限に利用することを可能にする。彼の個人コンテンツに対する料金は、従って、
この中で最も安く利用可能であり、１３９５に示すように彼の月間広告収益から容易に差
し引かれる。
【０２９０】
　最後の列、緊急には、１３２０で市の運輸局が公共サービス配置を要求し、それを自動
的起動に指定しているのが分かる。これは、ネットワークが、要求されたコンテンツを自
動的に、地方の法律及び時間／場所の指定に従って、特定の発生地内で動作する本発明を
装備した全ての移動又は固定物体の表示部上に現すことを意味する。１３４０及び１３６
０で、時間コード化及び発生地コード化の両方が、プロジェクト期間中地方の道路、ハイ
ウェイ及び安全基準により支配されることが分かる。これは単純に「警報」又は「緊急事
態」コンテンツが、それを必要としている時間及び場所で掲示されることを意味する。こ
れらのメディア掲示の多くが輸送機関又はハイウェイの安全に関係する可能性のある緊急
警報であるため、それらは１３８０に示すように最も高い優先度であるレベル１を付与さ
れる。かかるメディアに対する料金は、典型的には、公的資金又は市民の税金により負担
される。しかしながら、政府機関がそのメッセージを配布するために私有資産を使用して
いる場合、任意のかかる公共サービスメディアバイの利益は、１３９８に示すように、資
産の登録所有者で分けられる。
【０２９１】
　図３０は、図２４～２９からの情報を参照するコンテンツの視聴を示す図である。図２
４～２７では、４種の基本的な種類のコンテンツを学んだ。図２８では、ある種のコンテ
ンツをいかにして人間、場所及びものへの近接に基づいて選択的に表示することができる
かが分かり、図２９では、コンテンツの優先度、コード化及び料金について学んだ。ここ
で図３０は、これらの全てを合わせて、４人の異なる自動車運転者（それぞれ個別の関心
及び必要性を表す）が、正午１２：００に、図２８に示すように大通りを北に移動する時
に、本発明と通信することができる彼らの周囲の種々の固定又は移動物体上に何を見るか
についてデモを行わせる。
【０２９２】
　図３０の最上部の上は、４人の異なる運転者の種類が表されている：１４０２では多く
の子供を乗せたＳＵＶを運転しているサッカーママ；１４０４はその市についてよく知ら
ない、レンタカーを運転している商用旅行者；１４０６では自分の個人自動車を運転して
いる地元の通勤者（その市についてかなりよく知っている）；１４０８はアフターマーケ
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ットシステム（図１７の６８０で記載したような）を装備した自動車を使用し、彼の主張
で種々の移動物体上の広告を無効にしている無関心な運転者である。
【０２９３】
　第二列は、これらの各運転者が、現在スイッチが入っている特定の自動車に割り当てた
嗜好設定を示す。サッカーママは１４１２で、彼女のＳＵＶに携わっている家族のプロフ
ィールを有し、彼女の子供の嗜好もまたアクティブである。１４１４では商用旅行者は、
レンタカー会社に、彼の個人自動車からレンタカーへ彼の嗜好を転送するよう頼んでおり
、さらにレンタカー会社に、個人的関心に基づいて市を案内する、地元訪問者支援プログ
ラムを追加するよう要求していた。通勤者は、１４１６で、彼の通常の個人的プロフィー
ルをアクティブにしていた。無関心な運転者は、１４１８に示すように、彼の広告視聴嗜
好を全て停止していた。よって、正午に大通りを北に運転する時、これらの各運転者は、
車内の任意の乗員とともに、本発明を装備した周囲の表示部上で、彼らの前方又は周囲に
以下の種類のコンテンツを見る可能性がある。
【０２９４】
　一番街から二番街へは、ＳＵＶ内の母親は、１４２２に示すように、子供の関心事と混
在する、自身の関心事に由来する家族向け広告を見る（彼らのプロフィールがそのように
調整されているため）。１４２４では、町の商用旅行者は、彼の現在の位置を反映する任
意の近接ベースの関心を除いて、自身のＷＩＡ／ＷＩＷプロフィール関心に基づいた広告
及びコンテンツを見る。換言すれば、彼の嗜好の一つが、彼が現在住んでいるシカゴの素
晴らしいジャマイカ料理レストランに設定されている場合、彼は、特に現地の昼食時に、
現在の位置（例えば、ロサンゼルス）の付近のジャマイカ料理レストランの存在に関する
連絡を受ける。訪問者は、１４２４でレンタカー会社に地元訪問者支援パッケージの追加
を頼んでいたため、彼はまた、彼の新たな走行領域で種々の地元の関心事を見る。彼が、
例えば博物館よりもある種の釣り又はボート遊びに関心がある場合、これらの名所がより
強調されて配置される。１４２６では、地元の通勤者には、スイッチの入っている個人プ
ロフィールに対応するコンテンツが提示される。最後に、１４２８では、無関心な運転者
は、一番街と二番街の間を移動している時、彼の自動車の前の物体上には何も表示されな
い。
【０２９５】
　二番街と三番街の間では、北へ向かう運転者は、コンベンションセンターにおいてアッ
プルコンピュータが購入している最初で最も大きな近接メディアバイ領域に入る。ここで
、子供を連れた母親は１４３２で、商用旅行者は１４３４で、地元の通勤者は１４３６で
、全員周囲の種々の物体上にアップル社後援の画像を見るが、レンタカーの訪問者は地元
訪問者支援を要求していたため、１４３４で、交差点に近づくにつれて、走行の最後の２
０％の間は、絶対的表示優先度が生じる一方通行警報も見る。１４３８では、無関心な運
転者には、引き続き周囲の自動車又は固定標識上に何も表示されない。
【０２９６】
　三番街と四番街の間では、母親と子供は１４４２で、レンタカー運転者は１４４４で、
地元の通勤者は１４４６で、無関心な運転者でさえ１４４８で、全員が、提示時間中、一
時的な道路工事及び閉鎖状態への注意を促している交差点に近づくにつれて「右折禁止」
警報を見る。全ての自動車は、これらが最も高い優先度を有し、交通安全の問題に関与す
るため、警報を受信する。自動車が交差点に近づくにつれて、この警報はアップル社の最
も高価な宣伝及び１４４８では無関心な運転者の嗜好にさえ優先し、商業的コンテンツを
見せないようにする。この時間帯のアップル社の公開は、これらの平行な街路の間の運転
時間のおよそ７０％に落ちる。かかる道路障害物情報は、地元地域の市及び交通標識イン
フラにより調節される。
【０２９７】
　四番街から五番街へは、母親は１４５２で、レンタカー訪問者は１４５４で、通勤者は
１４５６で、前方及び／又は周囲の物体上に提示されたアップル社の宣伝及びヒルトンホ
テルの近接広告の両方を見る。アップル社は一時的なコンベンションセンター後援に割増
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料金を支払っているため、アップル社のロゴは大通りに沿った四番街と五番街の間の時間
のおよそ７０％見られ、ヒルトンの広告はその時間の約３０％見られる。四番街と五番街
の間では、無関心な運転者は１４５８で、彼の予め定めた嗜好に従って何も商業的コンテ
ンツが提示されない状態に戻る。
【０２９８】
　五番街と六番街の間では、母親と子供は１４６２で、レンタカーユーザーは１４６４で
、通勤者は１４６６で、全員実質的に同じ水準の支払い済コンテンツが提示される：７０
％はアップル社（割増料金のため）、ネットワークからリースしている、周囲の平面道路
の近接領域購入のために、直線ブロックの２０％はヒルトンホテルの広告、直線ブロック
の１０％はマクドナルドである。これらの街路の間では、しかしながら、無関心な運転者
は１４６８で、任意のさらなる道路又は交通安全警報の非存在下で、彼の利益のために何
も表示されない。
【０２９９】
　最後の広がりである六番街と七番街の間では、無関心な運転者には、１４８８に示すよ
うに商業的コンテンツは引き続き表示されない。しかしながら、子供連れのサッカーママ
は１４８２で、レンタカー運転者は１４８４で、通勤者は１４８６で、予め予定されてい
た近接メディアバイ及びコンテンツ配布指示に基づいて広告を見続ける。結果はおおよそ
以下のコンテンツ表示に分かれる：時間をかけて走行する直線領域に応じて、７０％はア
ップルコンピュータ（割増料金のため）、マクドナルドとヒルトンは等しく分けられたバ
ランスで（それぞれ１５％）。６：００ＰＭ以降は、コンベンションセンターのコンピュ
ータ展示会が閉館し、二番街と七番街の間の交通はもはやアップル社と共有されない（会
社が展示会の時間中だけ時間を購入しているため）ことに留意することが重要である。こ
の時間は、図２８に示すように、領域１２４２（マクドナルド）及び１２６２（ヒルトン
）に基づいて、マクドナルドとヒルトンホテルの間で分割される。図２８に示した近接コ
ンテンツ購入により定義されない大通りに沿った残りの領域では、提示はアクティブな個
人の「誰か」／「何を欲しているか」個人プロフィール又は各自動車の車内に保存された
嗜好に基づき、これはまた所有者（又はシステム管理者）により起動されている。
【０３００】
　図３１は、移動物体間の可能なコンテンツ配布プロトコールを示すブロック図である。
かかるシーケンスは、典型的には、７４０／７５０で、データ及びＶＩＮ番号、プロフィ
ール、ユーザーコード又はコンテンツ要求の組み合わせを送信する手段を含む別の移動物
体又は携帯用可動性ハンドヘルドデバイスからの局所的無線信号で始まる。かかる信号は
受信機７４４で受信され、７４６で復号化される。この情報は次いで、１５０５に示した
ように、受信（又は被視聴）自動車、又は移動若しくは固定物体内で処理される。一度受
信されれば、１５１０で広告が拒否されているか？という最初の質問を尋ねられる。答え
がＹＥＳである場合、１５１５に示すように広告は待機せず、その後、１５２０で、断ら
れた広告視聴指示が要求（送信）及び表示（受信）移動物体の両方のハードドライブにロ
グ記録される。最終的には、この断られたデータ配布は、送受信機７１４を介して、ＶＩ
Ｎ、時間、場所及び人口の情報とともにネットワークにアップロードされる。
【０３０１】
　１５１０で答えがＮＯである場合、次いでそのＶＩＮに関連する嗜好が１５２５で復号
化される。１５３０で、第二の質問、要求されたコンテンツは利用可能か？が尋ねられる
。答えが肯定的である場合、別の質問／決定：要求されたコンテンツのための時間はある
か？が１５４０で続く。この決定のための入力は交差点時計１８００によってもたらされ
、これは図３５でより詳細に説明される。交差点時計１８００は、移動物体のＧＰＳ（地
理的位置又はナビゲータ）システム７５５にリンクしている独立したデータベースであり
、これは、独りでに、正確な位置、交通信号での近接、橋又は鉄道の交差、フリーウェイ
の流入ランプ、及び、ひどい交通渋滞を経験する都市又は地方環境全体にわたるイベント
履行遅滞を記録し、それを学習する。このデータベースは、その現行のデータベースと、
交差点に早く到着し、次いでその位置で継続中の交通信号シーケンスを自動追尾すること
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ができた他の移動物体（本発明を装備した）からの信号とを同期化することができる短距
離無線送受信システムにリンクしている。この情報に基づいて、交差点時計１８００は、
停止している交通が再び動き出す前に、コンテンツ表示のための時間がどのくらい残され
ているかを決定することができる。
【０３０２】
　１５４０で、要求されたコンテンツを表示するために十分な時間が残されている場合、
次いで１５５０で、システムは、取引のために任意の優先権を無効にするものが存在する
かどうかを決定する。かかる無効は複数の原因により生じる場合がある。ブロック図要素
８４６、８４８及び８２４は、それぞれ近接優先権、個人優先権及び公共サービス優先権
を表す。これらの優先権の割り当ては、典型的には、解放指示としてコンテンツに埋め込
まれており、時間、場所又は図２９及び３０で論じたような序列により誘発される。別の
種類の優先権の無効を１５９５に示す。法執行及び安全保障優先権は、予めプログラムさ
れた内部プロトコールの使用とは対照的に、システムの外部から誘発される場合がある。
７４８の法執行チップは、公共安全の利益のために法執行機関のメンバーにより移動物体
の表示を無効にする要因の例である。例えば、迷子の子供が市の特定の地域で報告された
と想像してほしい。ほんの数分間迷子の子供の写真を配信し、子供が最後に目撃された数
平方マイルの範囲内の全ての装備自動車の表示パネル上に画像を再生することが可能であ
る。別の例では、救急車が交差点に近づいている場合、自動車の表示部上に「注意、停止
して待て（WARNING STOP WAIT）」というグラフィックを配置することが可能である。
【０３０３】
　優先権の無効がコンテンツに組み込まれている場合、これらは１５５０で明らかになり
、コンテンツはそれに従って表示される。優先権が存在しない場合、１５５５でコンテン
ツは内蔵記憶ハードドライブから解放される。優先権の監視は、１５６０に示すように、
継続的且つ持続的リアルタイム処理である。配布条件が変化する場合、待機中のコンテン
ツ又は表示は、即座に一時停止され、他のコンテンツと置換することさえできる。コンテ
ンツの配布の監視において最も重要な段階の一つは、リアルタイムで自動車の相対速度及
び近接性を確認することである。この段階は１５６５に示される。全ての予め定められた
配布基準が、要求している自動車と提示している自動車の間で適合していた時、優先され
たコンテンツが、１５７０に示すように、提示している自動車のディスプレイドライバに
送信され、次いで映像表示部７６０に提示される。表示中、配布変更が１５６５で検出さ
れた場合、コンテンツ配布を一時停止又は変更する必要がある場合がある。例えば、提示
している自動車が渋滞で前方にわずかにのろのろ進んでいる、視角及び視野が変化する、
そしてより重要なことには、視聴自動車の操縦者が、交通渋滞レーンの前方の自動車を操
作することに集中する必要性を導入する場合である。操縦処理を脅かす可能性のある任意
のコンテンツ配布を一時停止すること、及び、全ての視覚的点灯及び安全システムを明ら
かにすることが、早急に重要になる。本発明の本質的な目的は、移動物体とそれらの操作
者の間に今日存在する、安全な操作状況を最小限維持することである。このために、映像
インプレッションは、自動車が静止、駐車、又は最小限の受容可能な制限内で移動してい
る時のみ生じることが予想される。従って、定められた基準を超える任意の変化により、
コンテンツ配布は変更される。
【０３０４】
　一度コンテンツがディスプレイドライバに送られれば、配布の程度が１５７５で確認さ
れる。待機中のコンテンツが完全に配布された場合、次いで１５９０に示すように、時間
、場所及び配布割合がコード化され、要求している及び提示している自動車の両方のハー
ドドライブにログ記録される。これは、目的とするコンテンツが要求通り実際に配布され
たこと及びプラットホーム所有者及び操作者がここで報酬ユニット９００による適切な報
酬を受けられることがマーケティング担当者及び配信ネットワークに明らかになるため、
重要な確認工程である。図３１には反映されていないが、既に論じたように、コンテンツ
配布は、音声コード又はコンテンツのいずれかの送信を含み、その結果映像コンテンツの
音声部分は、視聴又は要求自動車及びデバイスのサウンドシステムに再生することができ
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る。それ故に、配布は数段階で確認することができ、４つの最も一般的な段階は、（１）
コンテンツが視聴されなかった（コンテンツ要求は遮断された又はコンテンツが拒否され
た）；（２）コンテンツは見られただけだった（要求されたコンテンツは表示されたが、
音声は遮断された）；（３）コンテンツは見られ且つ聞かれた（両方のシステムが配布中
完全に機能した）；（４）かかる視聴後コンテンツは視聴者を特異的に応答させた（受信
している団体が特定の位置に移動させる、製品についてのさらなる情報を要求させる、又
は特定の期間内に購入させることができたことを意味する）である。
【０３０５】
　コンテンツ配布が、何らかの理由で１５８０において変更された場合、１５８２で、最
小限の配布要件が実際の配布を構成するのに適合していたかどうかを決定する。これは一
般的に、視聴者に公開したコンテンツの量により解釈される。１５８２で最低限の公開が
適合していた場合、これは１５９０で配布割合としてログ記録される。最低限の公開が適
合していなかった場合、類似の種類のより短いコンテンツを待機させる（１５４５に示す
ように）、又は１５８６に示すように配布を単純に差し替え、１５８８でその全体を再度
待機させることができる。
【０３０６】
　１５３０で、要求されたコンテンツが利用不可能であると決定された場合（恐らくハー
ドドライブが最近ネットワークからアップロードしていないことを意味する）、次いで、
１５３５で、代替、類似又は一般的なコンテンツが待機する。１５４０で、要求されたコ
ンテンツ（例えば、３０秒間の広告）を１００％表示する十分な時間がないと決定された
場合、１５４５で、同じ又は類似のコンテンツのより短い広告に置換することができる。
一度かかる改訂コンテンツが１５３５又は１５４５で待機すれば、１５５５に示すように
、ハードドライブから解放される。
【０３０７】
　図３２は、農村地域における地域限定コンテンツ配信を示す図である。地図は、田園地
方を北／南に通る州間ハイウェイ１６１０を示す。田園道路を１６２０に、川を１６３０
に、橋が外れた状態を１６４０に示す。ハイウェイから数百フィートにガソリンスタンド
／マーケットが１６５０に存在する。矩形境界をガソリンスタンド／マーケット領域の周
囲に示す。この領域は、その中で特定の商業的又は公共サービスメッセージを配布するこ
とができる近接広告領域１６６０を画定する。別の境界を１６７０に示す。この矩形領域
は、橋が外れたことの注意警報領域を画定し、公共サービス警報領域と呼ばれる。最後に
、４つの電気掲示板設備を１６８０、１６８２、１６８４及び１６８６に表す。
【０３０８】
　交通渋滞が州間道路に存在する時、本発明を装備した移動物体は、経路にいる他の物体
を用いて即座に商業的又は公共サービスコンテンツを表示させることができる。彼らが気
を散らすのは今日移動物体上に存在する他の種類のグラフィックと同じであり、現に、路
傍で急速に通りすぎる自動車を見るのとは対照的に、走行速度で視聴者とともに移動して
いるため容易に読み取ることができるので、非動画グラフィック（例えば、近づきつつあ
る前方のガソリンスタンド又はマーケットの停止場を知らせる標識）を、近くの移動物体
に急速に配置することができると一般的に予想される。しかしながら、本発明を装備した
自動車の非存在下では、電子コンテンツは１６８０に示す掲示板のような他の種類の表示
部表面に配置しなければならない。標準的な電子掲示板と本発明を装備したものとの間の
違いは、本発明に従って装備したものが、商業的、個人的又は公共サービスコンテンツの
集合要求を受信し、解釈することができ、かかるコンテンツを通過する自動車の乗員に表
示することができることである。
【０３０９】
　例えば、州間道路１６１０を南へ向かう交通は、１６８０で示す掲示板へ前進無線信号
（それぞれ、コンテンツ要求とともにＶＩＮ、プロフィール、及びユーザーコードを表す
）を送信する。自動車がかかる掲示板に近づく時、掲示板は既に内部記憶装置（図３１を
参照）にポーリングされており、近づくにつれてそのＶＩＮにより要求されたコンテンツ
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を待機させ、表示する。この方法では、本発明を用いる単独又は一台だけの自動車でさえ
、非常に適切な又は非常に関連性の高いコンテンツを、多くの種類の周囲表面に現すこと
により、環境内で独立に機能することができる。南へ向かう自動車の燃料が空になりそう
だと想像してほしい。かかる「低燃料」状態は、自動車インターフェース７３０を通して
解釈され、一度ガソリンスタンドの位置に関するＧＰＳデータと連携すれば、送信機７４
２を介してラジオ信号７４０をコード化及び送信し、付近の掲示板に利用可能なガソリン
スタンドの近接情報を表示させることができる。かかる情報を自動車内部の表示部に提示
させることができるのは真実であるが、他の種類のコンテンツは、電子掲示板上で外部に
見せるのに適している。例えば、掲示板１６８０は、ガソリンスタンド／マーケット１６
５０の存在を明らかにすることができ、これは別の方法で、州間道路交通の直視から遮ら
れる場合がある。掲示板１６８２はガソリンスタンド／マーケットへの方向をさらに示す
ことができ、任意の接近しているＶＩＮの乗員の嗜好及び関心に基づいて他の製品及びサ
ービスを特徴づけることができる。田園道路１６２０を西に向かう交通は、近接広告領域
１６６０により画定される人口集中地域を離れる前に、電子掲示板１６９４に公開される
。通常、掲示板１６９４は、道路に沿った特徴に関連するコンテンツを伝える、又はコン
テンツ要求に応答する。しかしながら、この例では、近接公共サービス警報領域１６７０
を示し、かかる掲示板１６８４に要求されたコンテンツより、状況が片づくまで「橋が外
れた」警報が優先する。電子掲示板は、インターネット及びケーブル、無線又は衛星のよ
うな配布手段を使用してコンテンツをアップロードさせる。さらに、配布のために組み込
まれたコンテンツは、そのコンテンツの流布のための特異的指示である場合がある。「橋
が外れた」警報の場合、これらの指示は警報領域の周囲を画定するＧＰＳ座標の形態であ
ってよい。かかる境界は１６７０に示す。一度これらの境界座標が識別され、政府機関に
より承認されれば、それらはインターネット／ケーブル／無線／衛星を介して、影響を受
けた領域内の全てのかかる電子表示デバイスに送信することができる。これは、全ての移
動物体が、本発明を装備していようといまいと、かかる視覚的表示に遭遇することができ
ることを意味する。第二に、これらの座標は図１８Ｂの８６８、８７０、８７２又は９７
４で示したような本発明を装備した全ての移動物体に送信することができ、かかる警報が
領域１６７０の境界内に入る任意の装備自動車の他の種類のコンテンツを無効にする。無
論、利点は、地方政府が、今日一般的に行われているように、その領域を訪れてかかる一
時的標識を物理的に据え付けることなく、橋が外れた又は洪水／引き返せ警告のような重
要な公共サービス警報を即座に展開することができる点である。固定電子標識及び移動物
体の両方は、音声／視覚的メッセージを直接自動車、発生地及び関係する消費者に適時に
伝えることにより、商業的収益から緊急の公共サービス目的へ即座に切り替えることがで
きる。
【実施例２】
【０３１０】
　図３３は、典型的な都市の交差点における移動物体と静止物体との間の対話を示し、移
動物体上のコンテンツの待機及び表示に関する２つの要素を明確にするのに役立つ：（１
）交差点時計１８００の使用を通して表示のタイミングを割り当てる、（２）自動車間視
聴の特別な方法。
【０３１１】
　横断歩道により周囲を囲まれた、都市及び地方環境でますます一般的になっている構成
の交差点を１７００に示す。１７０５は８車線の北／南ハイウェイを示す。１７１０は、
活発な交差交通のある東／西ハイウェイを表す。張り出している信号機構造１７１５は、
北／南回廊の２箇所に示す。これらはそれぞれ、左折レーンの反対且つその上方に整列す
る左折信号１７２０に加えて、車線を通して上方にある青／黄／赤信号灯、１７２５に示
すような各曲がり角の同一の信号灯を有する。
【０３１２】
　まず、Ａ～Ｌの印の付いた北へ向かう自動車について言及する。この最初の例では、自
動車Ａは最初に交差点に到着し停止していた。自動車Ａは、本発明の製品バージョンを装
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備しているが、前もってこの特定の交差点を通過してはいない。結果として、自動車Ａが
この交差点に近づいた時、幾つかのことが発生した：（ａ）自動車Ａの運転者は、信号１
７２５が青から黄色に変化するのを見て、横断歩道１７３０で停止するためにブレーキを
かけ、ゆるめた；（ｂ）自動車Ａの前向き光学センサは青から黄色への信号灯の色変化を
感じた；（ｃ）色変化を感じ（運転者と同じ方法で）、内蔵交差点時計１８００と連動し
ている自動車Ａは記録機能を開始し、信号が青（進行）に戻るまでの間信号の赤（停止）
を記録する。この経過時間を記録することにより、及び、自動車のＧＰＳ位置とその最後
の進行方向（北向き）を相互参照することにより、自動車Ａは、最初にコンパイルするこ
とができ、全体のタイミングの観点で、この特定の位置における信号シーケンス用のデー
タベースを開始する。
【０３１３】
　全ての信号交差点は、基本的且つ比較的一貫した事象タイミングプロトコールを有する
。幾つかの位置は、しかしながら、独自の事象予定を有するが、本発明により定義される
ように、交差点時計１８００によりさらに学習することができる。例えば、交差点信号灯
は、通常、反対方向の交通の流れを停止させ、交差交通の流れを可能にする。この処理は
、通常、交差交通が、最初に対向する左折を完了させることにより始まる。左折が時間切
れ（約１２～１６秒）になった後は、これらの車線は次いで停止し、通過交通が前進する
ことが可能になる。所定の期間後（どこでも６０～９０秒）、この処理は停止され、垂直
方向の交通の流れに対してこのシーケンス自体が繰り返される。明らかに、一方通行、複
数の道の集中、踏切等を含む多くの変化が存在するが、ＧＰＳ識別及び事象の開始（青か
ら黄色への色移行のような）を見つける能力と組み合わせた時、本発明の交差点時計を装
備した任意の自動車は自動的に、使用する任意の交差点用の時刻によりデータベースを構
築することができる。表１は典型的な交通信号事象タイミングサイクルを示す。
【０３１４】
　スクラッチ（scratch）から事象タイミングデータベースを構築することに加えて、本
発明を装備した移動物体はまた、交差点内及び周囲の他の移動物体から交差点事象タイミ
ングデータを受信することができる。換言すれば、この交差点を既に通過した別の自動車
が数秒後に到着する場合、この２回目に到着する自動車は、自身の内蔵交差点時計のデー
タベースに保存されたこの交差点の交通事象シーケンスを有している。例えば、自動車Ｈ
が（又は現在交差点を渡っている自動車Ｍでさえ）かかる情報を含むと仮定する。これら
の自動車はそれぞれ、送信機７１４及びアンテナ７１５を通して交差点時計１８００から
それを無線送信することにより、交差点に入る又は横断する時、この交差点の事象シーケ
ンスを自動的に送信する。この方法では、全ての本発明を装備した自動車は、即座にこの
交差点用に内蔵データベースをアップデートすることができる。同時に、自動車Ａは、黄
色から赤への信号灯の変化を発端に、北向き車線のための事象タイミングの記録を始める
ため、これらの後の到着のための信号の正確な同期化に寄与することができる。この任意
の過密交差点での情報の即時アドホック交換を通して、全ての適切に装備された自動車が
、現在の事象タイミングに寄与し、外部インフラに依存することなく内部時計を同期化す
ることができる。
【０３１５】
　各交差点時計の最終段階の一つは、それぞれの自動車について、その車線で信号が青に
代わり、交通が流れ始める前に、コンテンツ提示に残された時間の量を算出することであ
る。表１からは、自動車（例えば、南向き自動車Ｐ）が後から交差点に到着し、事象段階
４で他の自動車と同期化する場合、これらの自動車が再び動き始める前に、映像コンテン
ツを待機させ、提示するのにおよそ９２秒間を有することを理解することができる。９２
秒は、義務的な自動車安全システムが再び作動しなければいけなくなる前に、２本の完全
な３０秒商業的コマーシャル、２本の１５秒コマーシャル及び２秒の企業ロゴ後援へのデ
ィゾルブに十分である。
【０３１６】
　自動車間通信は、どこ、いつ、どんな条件下で種々の種類のコンテンツをハイウェイ及
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び交通操作安全を遮ることなく表示することができるかを定義する、コンテンツ配布手順
の試験、規則制定及び管理を通して支配される。自動車操作者が、連邦政府に命じられた
点灯及び安全システムの及ばない、それらの物体が表示する可能性のある任意のグラフィ
ックコンテンツよりむしろ、周囲の全ての物体の動きに集中する必要性を減じないコンテ
ンツが必須である。本発明は、自動車が完全に停止している時だけコンテンツが視聴又は
提示されることを保証することができる。それはまた、コンテンツは非常に気を散らす可
能性があるため、隣接する車線を通過している自動車がコンテンツを視聴できないことを
保証する。本発明により予想される表示の種類は、工学的に又は電子的に画像が見られ得
る角度を増加又は減少させることができる薄膜オーバーレイと組み合わせることができる
。光学フィルタは、例えば、これらの表示部の外側保護層に埋め込むことができる。この
種類の基本的なフィルタの一つは、光学的にフラットパネルディスプレイの視角を制限す
る3M Corporationのマイクロルーバ（micro-louvre）技術である。Sharp Corporation及
びSharp Laboratories of Europe, Ltd.により生み出されたさらに別の技術により、ＬＣ
Ｄが、ＬＣＤの視角を方向的に制御することにより、単一ディスプレイ上の右及び左視野
に同時に異なる情報及び画像コンテンツを表示することが可能になる。これは、表示部を
視聴する正確な角度に応じて、特定のユーザーに合わせた情報及びコンテンツを提供する
ことを可能にする。かかる用途は、例えば、要求された非常に関連性の高い映像コンテン
ツを直接後方の後続自動車へ導くことができ、一方、より大きな斜角で通過する自動車か
らの視聴は、所与の自動車のデフォルトの本体色に又は一般的な若しくは要求されていな
い視聴にふさわしいコンテンツに、同じ画像をディゾルブさせることができる。
【０３１７】
　視聴が選択的である又は制御される主な理由は、コンテンツ要求が一般に私的なもので
あり、識別不能な情報要求に基づいていることである。後続（視聴）車内の個人が、本来
はかなり個人的であるコンテンツを要求する嗜好を許可している場合、そのコンテンツが
隣接する車線の自動車の乗員により視聴可能であるのは望ましくない。例えば、後ろの自
動車Ｂに、要求された非常に関連性の高いコンテンツを提示している自動車Ａに注目して
ほしい。１７３５に示す角拡散に注目してほしい。この上述の技術により制御された横方
向拡散は、周囲の自動車Ｄ、Ｇ又はＨの乗員が、自動車Ａの後ろ向き面に表示されている
ものを見るのを防ぐ。自動車Ｄへの公開は、寸法１７４０により示すように、自動車Ｂに
よりブロックされる。自動車Ｂが自動車Ａに近接近していない場合、この状況は自動車Ａ
の近接センサ７７０により検出され、システムは特に個人的な非常に関連性の高いコンテ
ンツの待機を防ぐ。垂直視角は、水平視角と同じ方法で制御することができ、例えば、元
来地上に対する座席位置の高い、隣接するトラック又はバスが個人的コンテンツを視聴す
るのを防ぐ。さらに、全てのかかる画像は、周囲の視聴自動車が完全に停止するまで、動
画又は別の方法で気を散らすコンテンツを組み込まない。
【０３１８】
　１７４５で、自動車Ｄが自動車Ｃからのコンテンツを要求していることに留意すべきで
ある。自動車Ｃはそのコンテンツを選択し、待機させることができるが、自動車Ｄが自動
車Ｃの後ろの所定の範囲で完全に停止するまでそれを提示することはできず、かかる間隔
は２台の自動車のそれぞれのＶＩＮに基づく。かかる最適な間隔は、寸法１７５０で自動
車Ｇ及びＨにより反映されている。ここで、自動車Ｇは車高の高いＳＵＶであり、自動車
Ｈは車高の低い２ドアスポーツクーペである。プロトコールの要求中これらの自動車間で
交換されるＶＩＮ番号は、後続（視聴）自動車の運転者の平均百分順位アイエンベロープ
とともに、各自動車のそれぞれの高さを識別している。この情報から、これら２台の物体
間の最適視聴範囲が得られる。さらに、自動車Ｈの自動車Ｇとの間隔が狭まるにつれて、
小さな青い点が自動車Ｇの後ろ向き表示部上に現れる。自動車Ｈの運転者が前方に進み続
けるにつれて、この点は次第に黄色に、最終的には、自動車Ｈのフロントガラスを通して
最も視聴しやすい最適停止点を示す赤の状態になる。その点では、点が消失し、コンテン
ツ視聴が始まる。この本発明の前方／後方自動車間隔機能は、さらに、自動車がより効率
的に自動車間の縦間隔を維持するのを可能にすることにより、容易に、数千平方フィート
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の車線空間を節約する。
【０３１９】
　対照的に、自動車Ｋ及びＬは、距離１７５５に示すように、最適間隔に到達しているが
、自動車Ｋは、両方の自動車が同じ車線をゆっくりと前方に進んでいるためコンテンツを
提示することができない。一度両方の自動車が完全に停止すれば、それらはコンテンツ表
示を始めることができる。他方、自動車Ｋは１７６０で示した比較的離れた範囲で、自動
車Ｊへの自動コンテンツ要求を作製した。自動車Ｊが完全に停止しているため、自動車Ｋ
が自動車Ｊの後方の最適間隔で完全に停止するまで、ある種の静止コンテンツ（非動画企
業ロゴのような）を待機させ、提示できる可能性がある。
【０３２０】
　図３４は、中央分離帯１７６５及びカープール用車線１７７０を有する、一方向車線を
備えるフリーウェイの一部を示す。一貫したフリーウェイ速度で移動しながら、自動車Ｂ
は１７７５で示すように、前方の自動車Ａにコンテンツ要求をする場合があるが、かかる
要求は、相対自動車速度及び範囲プロトコールのために限られた方式でのみ実行される。
四六時中、急速に、コマーシャル画像は、デジタル後端部の小さな中心に位置する表示部
領域に限定される可能性があり、動画は自動車が完全に停止しない限り許可されない。こ
れは、アニメーション又は動画が付近の運転者の気を散らせる場合があるためである。同
時に、プロトコールは、運転中物体の外観に著しい変化を導入することができるように、
自動車の点灯及び安全システムが関与する前に、コマーシャル画像をディゾルブ又は削除
することを欲してはいない。さらに、夜間運転中、均一なテールライト、走行灯、及びウ
インカーが、運転者が前方の自動車との距離及び状態を判断するのに非常に重要な要素で
あるため、全ての点灯及び安全システムは、速度、近接又は位置にかかわらず全ての移動
物体でアクティブなままである。
【０３２１】
　例外は、右端車線１７８０に示したように停止している又は非常にゆっくりな渋滞交通
間で発生する場合がある。かかる状態は、渋滞している流出ランプで引き起こされる場合
がある。時間とともに、交通量の多いフリーウェイ上でかかるブロックが反復的になる場
合、これらの状態は次第に本発明を装備した移動物体の交差点時計に記録される。かかる
遅延の見積もりは、次いで、一貫性について監視することができ、ある種のコンテンツ又
は公共サービス警報が表示される場合がある。かかる場合、自動車はそれらの内蔵送信機
を用いて、長い列を成している自動車の相対運動を測定することができ、これらの自動車
がほぼ静止している間、短時間のコンテンツを待機させ、表示するための機会を確認する
ことができる。車線１７８０では上から下へ、自動車Ｉが非特異的（一般的）商業的コン
テンツを自動車Ｊ（本発明を有しない）に提示し、自動車Ｌが非常に関連性の高いコンテ
ンツを自動車Ｍ（それを要求した）に提示し、自動車Ｍは自動車Ｎに一般的コンテンツを
提示している。かかる状況で重要な価値のあるものは、本発明に適合した任意の自動車の
、公共サービス又は交通安全表示を、他の適切に装備した自動車と同期化する能力である
。上述のように、複数の自動車間でラジオにより同時に均一に通信され、続いて均一に応
答する（黄色に輝き（注意のために）、次いで同じ速度で赤－黄に移行し、次いで均一な
輝度レベルで赤に移行する（警告なく個々のブレーキライトが即時に点滅するのと対照的
に）、全ての自動車の後部点灯システムを引き起こすように）時、フリーウェイの速度変
化は、相当安全な運転者制御及び後端部衝突を導く、徐々に過度な減速を事実上排除する
。米国政府は現在、本発明に容易に適合する又はインターフェースをとることができる、
かかるハイウェイ技術を開発するために準備の整っているプログラムを有する。かかるプ
ログラムの１つは、運転者警告方法論を調査し、最終的には展開するよう設計された、前
向き後端部衝突警告システム（ＦＣＷ）である。本発明により予想されるデジタル自動車
後端部及び点灯安全システムは、極めて新しい方法でＦＣＷ警告表示に近づくため、研究
により全ての標的警告表示特徴及び後続車過接近警告方法論に順応する。同様に重要なの
は、立法ではなく取引により決定される、本発明の消費者採用プランである。なぜなら、
それは参加している消費者が収益を生み出すことを可能にし、結果として、新技術採用の
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ための独自の機会を表すためである。我々がエネルギー効率のよい自動車の広い採用を促
進したいとしよう。本発明をかかる自動車に最初に導入することにより、我々は消費者が
重要な個人的収益を生み出すことを可能にし、これは効率的にそれらの本来は高価な製造
、取得及びインフラコストを相殺する。
【０３２２】
　図３５は、それは交通信号タイミングシーケンスの記録を可能にし、交通の流れがイン
フラにより制御される位置でコンテンツの表示のために利用可能な時間を測定するデバイ
スである、交差点時計１８００のブロック図である。交差点時計は、自動車の内蔵ＧＰＳ
ナビゲーションシステム７５５（通常自動車インターフェース７３０を通して）とリンク
し、これは自動車の進行方向及び位置データを１８０５に示すように交差点時計にリアル
タイムで継続的に導入する。交差点時計はまた、光学センサ１８２０とリンクし、これは
従来の地上交通環境において、前向きであり、好ましい態様では、自動車がそれらに近づ
く時交通信号灯の色を読み取る。このセンサは、交通の「進行」状態の特徴である青信号
の存在を探し、監視し、次いで、運転者が信号の色変化に応答するのと同じ方法で応答し
、青信号が黄色に移行する時、「警告」状態を起動する。色の移行は、１８１５で受信及
び記録され、そこで従来の利用可能な電子的手段を用いてＧＰＳ位置が割り当てられる。
この黄色信号が赤に移行する瞬間、時刻印を押された信号が時計構成品１８１０に送信さ
れ、自動車の最後の走行方向及び現在の位置に基づいた発生地用の位置ファイルが開かれ
る。その瞬間、交差点時計１８００は、この位置のために既に保存された情報に関してチ
ェックする。１８２５で、シーケンスコード又は同期化信号が保存されていないことが決
定された場合、黄色から赤への信号の移行で始まる、事象時間記録が１８３０で誘発され
る。同時に、初期状態の残り時間信号１８３５（その地域内の交通信号のために保存され
たデータに基づいた平均）が交差点時計１８８０に転送され、これはあるコンテンツを待
機させることができる。一方、１８４０では、赤／停止サイクルタイミング（黄色から赤
への移行で始まる）は、その時計のデータベース１８５０に保存するために、自動車の方
向及び位置がログ記録される。さらなる着信データの非存在下では、この情報は、これら
のＧＰＳ座標でさらに使用するために自動車のデータベースにログ記録される。この位置
に関するデータベース１８５０に実際のデータが存在する場合、次いでその信号シーケン
スコードデータは１８４５で読み出され、次いで１８５５の経路で示したようにデータベ
ースから１８６０へ移行し、そこでシーケンスコードは進行方向及び位置をログ記録した
だけの赤／停止サイクルと同期化される。
【０３２３】
　しかしながら、同期化された信号シーケンスコード又は同期化されていない信号シーケ
ンスコードは、１８６５に示すように、他の本発明を装備した自動車から受信することも
可能である。これは、アンテナ７１２、７１５及び送信機７１４を介して達成される。こ
れらのコード、並びに同期化信号は、すれ違う又は異なる時間にその場に到着する自動車
間で送信することができる。位置に関する信号シーケンスコードを所有する自動車が到着
する場合、アドホック方式で（ある自動車から別の自動車へ）、この位置がログ記録され
ている交通信号タイミングシーケンスを送信することができる。この方法では、元々タイ
ミングシーケンスを有しない自動車が１８６５で示すようにそれを受信することができ、
次いでこのシーケンスを、１８４０で処理又はログ記録された赤／停止サイクル事象記録
を用いて、１８６０で同期化することができる。新たな又はアップロードされたコードシ
ーケンスを別の自動車から受信した時、又は新規データを使用して特定の位置を記録した
時、１８７０で示すように、保存し、自動車が同じ位置に戻ってきた時に使用するために
データベース１８５０に送信される。逆に、特定の位置用のデータベース内にシーケンス
コードを所有する自動車が、黄色―赤事象開始サイクルを記録し始めている自動車の後で
到着する時、その自動車は次いで、より早く到着している自動車のシーケンスコードと同
期化することができる。
【０３２４】
　交差点時計１８００の最終段階は、コンテンツを表示するための残り時間を算出するこ
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とである。これは、タイミングサイクルにおける現在点を確認し（図３３に図示し、より
詳細に記載したように、任意の自動車により与えられた方向に対する黄色から赤への移行
に基づいて）、次いで１８８０で、所与の走行方向に対して赤（停止）信号が青（進行）
に移行する前の残り時間を決定することにより達成される。一度それが決定されれば、残
り時間に適合したコンテンツパッケージが待機し、１５５５に示すように、コンテンツハ
ードドライブ７１６から解放される。交差点時計１８００は単に、本発明を装備した移動
物体が、他の操作システムを支持して終了しなければならなくなる前に、画像を表示する
ことができる時間を定義する。この処理は、全く自動車又は移動物体の物理的操作を制御
しない。
【実施例３】
【０３２５】
　最後に、本発明の好ましい態様のより基本的な例は、かかるシステムの自家用車への組
み込みである。本発明を内蔵する自動車を家庭にもたらすことは、過去に最初のテレビ、
ビデオ又はコンピュータが家庭にもたらされたことを連想させることができる。
【０３２６】
　父親が、家族の休暇用に十分頑丈であるが、オフィス用及び母親が友達とランチをする
ためには十分洗練されている、新しいレクサス「クロスオーバー」カーで家族を驚かせよ
うと決意した。２種類のモデルが入荷しており、一方は基本的なもの、他方はレクサスの
新規内蔵広告表示システムを有するもの（時に会社は「アド／ハイブリッド」と呼ぶ）で
あった。これ以外は２種類のモデルは全く同じであった。融資の際、アド／ハイブリッド
でわずかに増加するコストは、月々の支払いではほとんど目立たないが、ウインドーステ
ッカーが、その車は所有者にかなりの年収を生み出し、内蔵広告表示技術のコストをかな
り相殺することを明らかにしていた。ステッカー上では、この収益は、平均燃料性能を見
積もるのと同じ方法で、自動車の操作コストの年間節約の観点で解釈されていた。父親は
書類にサインし、ディーラーはアド／ハイブリッドのＶＩＮを予め登録し、父親は自宅へ
戻った。
【０３２７】
　子供達は、車がやって来るや否や全員車に殺到した。すぐに、８歳の娘は、彼女の放課
後の犬散歩事業の写真広告を配置したがった。１４歳の息子は、彼と友達が芝の上でワイ
ドスクリーンのテールゲート映画を見ることができるように、ＤＶＤプレイヤーを取り付
ける用意ができていた。実際に、両方の子供は、父親よりもその技術についてもっと知り
たいように見え、母親は、このような見え透いた商業主義について考えるとうんざりして
、扉から批判的に見ているだけであった。実際、車はコマーシャルを見せるのだ！
【０３２８】
　その夜、父親は、歓迎の雰囲気のオンラインコミュニティーを有する、非常に精巧につ
くられたレクサスのサイトにログオンした。彼は各家族のユーザーネームを作成し、ディ
ーラーで始めていた登録プロセスを完了することができた。穏やかに且つ思慮深く、父親
は、彼自身、彼の関心事及び彼の家族のそれを記載する簡単なプロンプトに従って、ユー
ザープロフィールを完成させた。彼は、プロフィールにおいて、いかなる正確な個人情報
をも尋ねられなかったことに気付いた。年齢、性別、職業、教育レベル等、これらは全て
多項選択式質問で容易に答えられるものであり、また彼が好きなもの及び純粋に関心を持
っていたものを記載するよう仕向けた。彼は、全てが何らかの形で新しい車のＶＩＮにリ
ンクされることを正確に推測した。
【０３２９】
　終わると、「送信」をクリックした。その夜遅く、彼は新しい車をもう一度見るために
ガレージに行き、新しいナンバープレートが車の他の暗い後部デジタル表示部上に柔らか
く輝いているのを見て驚いた。彼は、もはや金属プレート上にボルトでとめたり、新しい
ステッカーを毎年追加したりしなくてもよいとは何という改良だろうと考えた。
【０３３０】
　次の朝、仕事に行く途中の並木通りの信号で、別の自動車の後ろに一時停止した時、前
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方の自動車の表示部に突然光と色が現れ、彼自身のユーザーネームとともに父親に挨拶し
、彼をレクサスアドネットワークへ暖かく迎え入れた。数分後、フリーウェイの流入ラン
プにおいて別の自動車の後方で、彼はお気に入りの球団、ＡＢＣの月曜日の夜のフットボ
ールの宣伝の３０秒間のコマーシャルを視聴し、彼の家から数ブロックのスポーツシャレ
ーでは彼の誕生日に５０％オフすることが提案された。彼は次の週が誕生日であることを
完全に忘れていた！
【０３３１】
　父親は、新しいレクサスを、会社の駐車場のいつもの場所に駐車したが、頭上のアンテ
ナが既に、朝の記録された広告配布をアップロードし、ニューヨークで数秒前にインター
ネットに解放された最新のコンテンツをハードドライブへダウンロードしたことに気付か
なかった。
【０３３２】
　家への運転中、フリーウェイ渋滞で、父親は、彼の前方の自動車が全て、メーカー又は
モデルに関わらず、自動車が減速及び加速する時、瞬動し輝く明るい色のナイキロゴを表
示していることに気付いた。もちろん！彼らはコンベンションセンターを通過しており、
その週は、ナイキが主要な後援者である、大きなスポーツ用品製造協会（ＳＧＭＡ）展示
会の週であった。地方の広告空間を購入することは利口なやり方だと、彼はひそかに思っ
た。コンベンションセンターを数ブロック過ぎると、ナイキ後援はディゾルブし、アメリ
カンエクスプレス、ベストバイ、ホームデポ及びナスカーのロゴに置換された。父親は、
自動車が適度な速度で移動している時、それらは、遠くからでも容易に読める単純で動か
ないロゴ以外を表示することができず、実際、過去１０年間路上で見られたトラック及び
商業車によるものと大差ないことに気付いた。父親がハンドル上の広告パッドを強く握る
と、インストルメント・クラスタ内の小さな表示部は、現在彼のレクサスの後部で彼の後
方にいる人に再生されている画像を明らかにしていた。ビクトリアの秘密（Victoria’s 
Secret）！彼は、彼のプロフィールにより、彼がその製品又はサービスが届けられること
を好まない任意の後援者が対象から外れていることを思い出した。フリーウェイの交通が
減速するにつれて、彼は、ロゴがそっと弱まり、徐々に速度が落ちるにつれて色さえも変
化し、ゆっくりとした減速を示す濃黄色から完全にブレーキをかけたことを示す明るい赤
に移行する、標準的なブレーキ又は方向転換信号灯に置換されたことに気づいた。後に、
交通が前方にのろのろ進んでいる時、各自動車のナンバープレートは、いかなる広告もな
しで目立って表示されていた。新しいレクサスが完全に停止している前方の車に近づくと
いつも、自動車の後ろ向き表示部に青の斑点が現れ、徐々に黄色、次いで赤に変化し、そ
の点で彼は停止し、斑点は消えた。彼は、これが渋滞中の自動車間の最小限の間隔、最適
の範囲、及び２台の自動車間で送信されたモデル及びＶＩＮコードに基づいた最良の視聴
用視線に彼を配置したことを知っていた。彼が読んでいた報告書によると、この近接小型
副次効果だけで、市街で浪費されている車線空間を数百平方マイル節約し、多くの混雑し
た交差点で方向転換レーンの混雑を解消した。渋滞中一度彼が完全に停止すれば、彼の前
の車の表示は黒に薄れてゆき、レクサスのサラウンドサウンドシステムを通して自身の車
の内部に音楽が流れた。前方の車の表示部は、次いで、突然ステレオサウンドを備えたワ
イドスクリーン映画の予告編に変わり、これは次いで、交通が再び前方に進み出すと、次
第に暗くなりブレーキライトに置換された。再び停止すると、ブレーキライトは薄れ、映
画の予告編が選抜され、そこで中止され、近所の映画館での家族用割引チケットが提供さ
れることにより終了した。それは彼の興味のある映画であった。父親は、嗜好コードがレ
クサスの内蔵プロフィールに由来することを知っていたが、映像及び音声コンテンツが彼
の自動車又は前方の自動車のどちらに由来するのかについては確信がなかった。彼は、そ
れがどちらかに由来し得ることは知っていた。
【０３３３】
　父親が家に到着した時、彼は娘が犬の散歩サービス用の小さなグラフィック広告を仕上
げていることを見つけた。どのようにしたら彼は娘が自家用車にそれをアップロードする
ことを拒絶することができるだろうか？結局、すぐ近所の人々にだけ、そして特定の時刻
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にだけ見せることである。実際、手順はとても単純であり、一度彼女がプロフィールを完
了すれば、彼女は全て自分自身でネットワーク承認のための小さなコマーシャルをアップ
ロードすることができるが、ネットワークは彼女が１８歳未満であるため、彼女が電話番
号を提示することを拒否する。一方、彼女の兄は、自身のコンピュータを使用してプロフ
ィールを完了しており、家族の無線家庭内ネットワークを使用して、彼自身のユーザーネ
ーム及びパスワードで、ネットワーク承認のために再びそれをダウンロードしていた。
【０３３４】
　父親が次の朝仕事に運転していく時、彼は、車が自身の嗜好設定ではなく、息子の新し
い嗜好に切り替えられていることに気付くまで、スノーボード、ビデオゲーム、ラジカル
の新しいソーダ、及び子供用テレビ番組の予告編の広告を浴びせられた。その夜、彼は、
各家族が自身のパスワードを有していることを確認し、彼がアド／ハイブリッドの公式な
システム管理者であることを宣言した。
【０３３５】
　土曜日、母親は、繁華街のモンドリアンホテルでの昼食会及び書評に２人の友達と一緒
に行くために、レクサスを借りた。父親は、彼女が友達とおしゃべりしている間、彼女に
とって「障害」にならないように、システムのスイッチを切る方法を示した。案の定、お
しゃべりは前方の車の後部の見苦しいコマーシャルに邪魔されることはなかったが、ある
曲がり角で、彼女の前方の大きなＳＵＶが光を発し、道路工事があり、モンドリアンホテ
ルへの通常の経路は閉鎖されていることを警告した。リアルタイムで交通閉鎖を警告して
くれたことをアド／ハイブリッドに感謝し、彼女と友達は時間通りに到着したが、他の参
加者は遅延に巻き込まれ、展示会の最初を見逃した。一人で家に運転していると、好奇心
がそそられ、母親はアド／ハイブリッドシステムのスイッチを入れた。ホテルから２ブロ
ックで、彼女の前の黒いエスカレードが光を発し、モンドリアンの優雅な写真が表示され
、彼女の先般の訪問に感謝し、続いて全国のモンドリアンホテルのいずれかでの２人用短
期休暇パッケージが提供された。母親は、父親がそれについて彼女に伝えていた「Ｉ」ボ
タンを押し、彼女のコンピュータにその情報をＥメールで送ることを要求した。母親が家
に着く前に、彼女は新たなクレイロール（Clairol）製品の素晴らしいコマーシャル、新
しい高級靴店の簡単な先行宣伝を見て、彼女の経路から３ブロックのボーダーズ書店（Bo
rders Bookstore）の開店に運転して行くよう口説き落とされた。その夜、彼女は折れて
、非常に関連性の高い広告を受信できるように、自身のオンラインアド／ハイブリッドプ
ロフィールを完了した。
【０３３６】
　１カ月が過ぎ、母親のＶＩＳＡカードの計算書が届いた。驚くべきことに、彼女が幾つ
かの広告を見ただけで、シティバンクの宣伝の下に＄４８．７０のクレジットが示されて
いた！その夜、彼女は小さな予期せぬ収穫について夫に話した。父親は自宅事務所に行き
、誇らしげに、幾つかの広告を表示させただけでレクサスから受け取った総額＄８４９．
６０とともに戻ってきた。
【０３３７】
　当業者は、本明細書で記載した代表的な態様が種々の方法で実施できることを理解する
。例えば、視覚表示部は、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）表示部、有機発光ダイオード（Ｏ
ＬＥＤ）表示部、又は特定の状況での設置及び使用に適した任意の他の種類の表示部のよ
うな、任意の従来の種類であってよい。ネットワークシステム及びデバイスは、サーバベ
ース又はピアツーピア（peer-to-peer）、集中型又は分散型、安全型又は非安全形等であ
ってよい。システムとデバイス間の通信及びネットワークインターフェースは、有線（例
えば、イーサネット、ワイアケーブル、光ファイバー等）及び無線（例えば、ラジオ周波
数、赤外線、光変調等）インターフェースを含んでよい。システム、デバイス及びコンポ
ーネントは、プログラムされた又はプログラム可能なデータ処理装置、固定若しくは着脱
可能なメモリ又は他の記憶媒体、入力／出力（Ｉ／Ｏ）デバイス及びアダプタ等を含む、
ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア又はこれらの任意の組み合わせを使用して
実施することができる。さらに、コンテンツを表示する手段は、固定又は着脱可能であっ
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てよく、使用状況に従って可動又は静止物体（自動車、電車、トラック、航空機、船、携
帯電話、無線ハンドヘルドデータデバイス及び他の視覚表示部に接続可能な又は接続して
いるデバイスを含むが、これらに限定されない）に取り付ける又は一体化させることがで
きる。
【０３３８】
　上記記載は多くの詳細を含むが、これらは本発明の範囲を限定すると解釈されるべきで
はなく、単に本発明の現在好ましい態様の幾つかの実例を提供するものである。それ故に
、本発明の範囲は、当業者に明らかになる可能性のある他の態様を完全に包含し、従って
、本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲以外の何者にも限定されず、そこで単数形によ
る要素への言及は、明示的に定められない限り、「１つ及び１つだけ」を意味することを
意図せず、「１つ又はそれ以上」を意味する。当業者に既知である、上記好ましい態様の
要素に対する全ての構造的、化学的、機能的等価物は、参照することにより明確に本明細
書に組み込まれ、本特許請求の範囲により包含されることを意図する。さらに、デバイス
又は方法が、本発明により解決しようとする各及び全ての問題に取り組む必要はなく、そ
れが本発明に包含される必要もない。さらに、本開示の要素、コンポーネント又は方法工
程は、要素、コンポーネント又は方法工程が特許請求の範囲内で明示的に列挙されている
かどうかに関わらず、公共に捧げることを意図しない。本明細書における請求要素は、要
素が「～のための手段（means for）」という語句を使用して明示的に列挙されない限り
、米国特許法１１２条６項のもとに解釈されない。

【図面の簡単な説明】
【０３３９】
　本発明は、説明することのみを目的とした以下の図面を参照することでさらに十分に理
解されるであろう。
【図１】図１は、本発明の一般的な態様及び概要を示す図である。
【図２】図２は、政府機関及び製造者の本発明との関係を示す図である。
【図３】図３は、広告主及び製造者の本発明との関係を示す図である。
【図４】図４は、ドライバー人口及びフリートユーザー又は政府ユーザーの本発明との関
係を示す図である。
【図５】図５は、本発明のための所有者登録プロセスを示すブロック図である。
【図６】図６は、本発明を用いる陸上移動物体の第一の態様を示す図である。
【図７】図７は、多目的スポーツ車（ＳＵＶ）の、アフターマーケットでのボディパネル
の変換を示す図である。
【図８】図８は、多目的スポーツ車（ＳＵＶ）の、アフターマーケットでのボディパネル
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【図９】図９は、多目的スポーツ車（ＳＵＶ）の、アフターマーケットでのボディパネル
の変換を示す図である。
【図１０】図１０は、多目的スポーツ車（ＳＵＶ）の、アフターマーケットでのボディパ
ネルの変換を示す図である。
【図１１】図１１は、乗用車セダン又はタクシーの、アフターマーケットでのボディパネ
ルの変換を示す図である。
【図１２】図１２は、乗用車セダン又はタクシーの、アフターマーケットでのボディパネ
ルの変換を示す図である。
【図１３】図１３は、乗用車セダン又はタクシーの、アフターマーケットでのボディパネ
ルの変換を示す図である。
【図１４】図１４は、ステーションワゴンの、アフターマーケットでのボディパネルの変
換を示す図である。
【図１５】図１５は、ステーションワゴンの、アフターマーケットでのボディパネルの変
換を示す図である。
【図１６】図１６は、ステーションワゴンの、アフターマーケットでのボディパネルの変
換を示す図である。
【図１７】図１７は、本発明の電子自動車パッケージ（ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　ｖｅｈｉ
ｃｌｅ　ｐａｃｋａｇｅ）を示すブロック図である。
【図１８Ａ】図１８Ａは、本発明の配信モデルを示すブロック図である。
【図１８Ｂ】図１８Ｂは、本発明の配信モデルを示すブロック図である。
【図１９】図１９は、本発明の報酬モデルを示すブロック図である。
【図２０】図２０は、陸上自動車及び３種類の基本タイプのディスプレイを示す図である
。
【図２１】図２１は、陸上自動車及び３種類の基本タイプのディスプレイを示す図である
。
【図２２】図２２は、陸上自動車及び３種類の基本タイプのディスプレイを示す図である
。
【図２３】図２３は、陸上自動車及び３種類の基本タイプのディスプレイを示す図である
。
【図２４】図２４は、４種類の異なるコンテンツ表示を示す図である。
【図２５】図２５は、４種類の異なるコンテンツ表示を示す図である。
【図２６】図２６は、４種類の異なるコンテンツ表示を示す図である。
【図２７】図２７は、４種類の異なるコンテンツ表示を示す図である。
【図２８】図２８は、地域限定コンテンツの配信を示す図である。
【図２９】図２９は、コンテンツの種類ごとの、コンテンツの購入及びコード化を示す図
である。
【図３０】図３０は、図２８に基づいたコンテンツの視聴を示す図である。
【図３１】図３１は、視聴される側の自動車におけるコンテンツのプロトコル及びコンテ
ンツの待機を示すブロック図である。
【図３２】図３２は、農村地方における地域限定コンテンツの配信を示す図である。
【図３３】図３３は、都市部及びフリーウェイ環境中における移動物体間の表示の相互関
係を示す図である。
【図３４】図３４は、都市部及びフリーウェイ環境中における移動物体間の表示の相互関
係を示す図である。
【図３５】図３５は、表示に使用可能な時間を測定するための交差点時計（Ｉｎｔｅｒｓ
ｅｃｔｉｏｎ　Ｃｌｏｃｋ）を示す図である。
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