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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　イメージをキャプチャして表示する方法であって、
　第１移動体ユニットに搭載されたカメラを使用して、複数の異なる位置における複数の
イメージをキャプチャする第１工程と、
　前記イメージのそれぞれがキャプチャされた位置情報を取得する第２工程と、
　キャプチャされた前記イメージと前記位置情報を記憶する第３工程と、
　キャプチャされた前記イメージの関連情報を、第２移動体ユニットの要求により、前記
第１移動体ユニットから前記第２移動体ユニットへ送信する第４工程と、
　前記第１移動体ユニットから送信された前記イメージを、ドライバー又は乗員のために
前記第２移動体ユニットのディスプレイ上に表示する第５工程と、を有し、
　前記第４工程は、サービスセンターを介さずにピアツーピア無線通信により、キャプチ
ャされた前記イメージの関連情報が、前記第１移動体ユニットから前記第２移動体ユニッ
トへ送信されることを特徴とするイメージ表示方法。
【請求項２】
　請求項１記載のイメージ表示方法において、
　前記イメージのそれぞれがキャプチャされた時の前記カメラの方向情報を記憶する工程
をさらに有することを特徴とするイメージ表示方法。
【請求項３】
　請求項１記載のイメージ表示方法において、
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　前記イメージのそれぞれがキャプチャされた時の前記第１移動体ユニットの速度情報を
記憶する工程をさらに有することを特徴とするイメージ表示方法。
【請求項４】
　請求項１記載のイメージ表示方法において、
　記憶した前記イメージの少なくとも１つは、前記サービスセンターに向けて送信され、
前記イメージに対して前記サービスセンターと異なる目的地を確認することを特徴とする
イメージ表示方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、車両カメラによるビデオイメージのキャプチャ（捕捉）、そのイメージを記憶
すること、および、そのイメージを使用することに関する。
【０００２】
【従来の技術】
車両ドライバーの安心感および安全性に加えて、交通量および天候のような運転ルート伝
いの状況に関する情報をドライバーに提供することは有益である。いつでも、どこでも、
どんなドライバーに対しても正確な情報をもたらすと共に配給するために、大容量の初期
データを収集することが必要とされる。
【０００３】
データの各ユニットが特定場所および特定地点での将来の交通量と天候状況とを表示する
ので、多くの場所にデータを提供する正確なサービスが大量のデータを処理しなければな
らない。データが、適時でない場合には、殆ど役に立たない。時事的報道と、できるだけ
広範囲な地理的報道とを確実なものにするために、初期データを収集する包括的な検知シ
ステム(comprehensive sensing system)が必要になる。
【０００４】
安全運転は長い間の主要な関心事である一方、その必要性は、解決しようとする従来技術
の試みにも関わらず、増大しているように思われる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
それ故に、その報道と、ナビゲーション（走行指示）および安全性に対するイメージモニ
タの効率とを増大する必要性が長い間感じられている。更なる必要性は、そのような監視
のコストを低減することである。これら２つの必要性は、相反する複数の解決策を伴って
いるように見え、各解決策は、一方の必要性を犠牲にして他方の必要性を助けているよう
に見える。
【０００６】
車両搭載カメラは、従来技術で示されるように、様々な目的のイメージデータをキャプチ
ャするが、そのような従来技術は、上述されたような必要性を十分に満足しなかった。
【０００７】
安全性および交通事故：Bagueに対して２００１年６月１２日付けで付与された米国特許
第6,246,933 B1号には車両搭載デジタルビデオ／オーディオカメラシステムが開示されて
おり、そのシステムは、操作パラメータ、ビジュアル条件、およびオーディオ条件を感知
、記憶、および更新するための複数のセンサを有し；自動車を伴った交通事故が再現可能
なようにデータが読まれる。異なる公知システムは３次元イメージを処理し、衝突を与え
るような他のデータは車両のドライバーに警告を出す。Dukach等によって２００２年１月
２４日付けで出願された米国特許出願2002/0009978 A1号は、ドライバーにより送られた
緊急信号において現在起こっていることを記録するのを助けると共に、犯罪原因を決定す
るために、移動体ユニットのカメラからのイメージを提供する。
【０００８】
天候モニタ：Doerfelに対して２００１年３月２７日付けで付与された米国特許第6,208,9
38 B1号には、空港のような局地的な地域で、独立の高解像度デジタルカメラおよびレー
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ザ距離測定器を備えた天候モニタが開示されている。
【０００９】
誘導案内：Hahn等に対して２０００年５月２３日付けで付与された米国特許第6,067,111
号には、車両の前方に対してのイメージを獲得するために、車両頭部に搭載されたビデオ
カメラが開示されている。Takano等に対して１９９８年１２月１５日付けで付与された米
国特許第5,850,254号は、車両内部にビデオカメラを搭載し、車両誘導する際にカメラ振
動に対する補正を使って、車両の前方領域を見てドライバーを補助している。
【００１０】
背景記録：Gorr等に対して１９９９年１０月５日付けで付与された米国特許第5,961,571
号は、車両が予め確立されたルートに滞在する限り、車両に関しての背景の連続的な全景
的眺望を表示する選択的なイメージデータだけを記憶している。
【００１１】
舗装道路検査：Powellに対して１９９０年９月１８日付けで付与された米国特許第4,958,
306号は、舗装道路検査用の隆起輪郭または表面疲労度を決定するイメージを使用してい
る。
【００１２】
対象認識：Shimoura等に対して１９９７年６月１０日付けで付与された米国特許第5,638,
116号は、イメージを対象認識システムに入力、すなわち、道路痕跡を認識する。Takano
等に対して１９９８年１２月１５日付で付与された米国特許第5,850,254号では、車両に
固定された車両基準マークが、連続的なイメージに比較されるように、イメージ取込領域
内に存在する。
【００１３】
マップ生成：Helmann等に対して１９９９年９月７日付けで付与された米国特許第5,948,0
42号では、試験車両から獲得されたイメージデータが夜間に中心位置に送信され、そこに
おいて、データを使って既存のデジタルロードマップを更新し、車両を交通誘導して目的
地に案内する際にそのマップを使う。
【００１４】
Satoshi等によって出願された特願平9-188728号であり、１９９９年２月２日付けで公開
された特開平11-31295号公報には、情報をコントロールセンターに無線送信する車両カメ
ラとＧＰＳが開示され、それは、位置情報に基づいてマップ上で包括するために、交通量
、交通制御、および天候を認識する。
【００１５】
ナビゲーション：Nojima Akihikoにより出願されて１９９９年７月３０日付けで発行され
た特開平11-205782号の要約書によれば、外部車両イメージおよび内部車両イメージがス
テーションに送られるので、共有イメージに基づいてルート案内のような様々な対話が実
行可能になる。Ohmura等によって２００１年１２月２０日付けで出願された米国特許出願
第2001/0052861 A1号は、自動車の現在位置の周囲での領域におけるマップイメージを、
ドライバーに見える車載イメージユニットに送る車載ナビゲーションユニットと、パーソ
ナルコンピュータ上の復元をも可能にするデータフォーマットとを有している。出願番号
H10-1337であり、１９９９年７月３０日付けで発行された特開平11-205782号公報には、
車両からの転送イメージがナビゲーションシステムとサービスステーションとの間で共有
されている。
【００１６】
Toshiba Corp.のHashimoto Satoshiにより出願された特開平11-31295号公報の「道路情報
管理システムおよび道路情報端末装置」によれば、道路情報管理センターが、固定された
位置ウォッチング装置と移動体ウォッチング装置とからの無線送信された画像情報および
位置情報を受け取って記憶する。道路情報管理センターは、記憶された画像情報および位
置情報を分析することによって道路状況を表す情報を作成する。移動体画像情報は、運転
中および駐車中に、宅配サービス会社、タクシー会社、および搬送会社のような多くの商
用車によって取り出される。現存する多くの商用車は、多くの固定観測地点を使用するシ
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ステムと比較して、情報を収集するための低価格システムを備えている。マップ情報は、
ユーザの移動端末の液晶画面に表示される。移動端末のユーザは一般大衆または企業など
であっても良い。ユーザは、表示マップを参照して所望の道路区画の道路情報をリクエス
トする。移動端末は表示リクエストを車載装置に送る。車載装置は、リクエストに対応す
るマップ情報をメモリから読み出し、それを移動端末にダウンロードする。
【００１７】
交通モニタリング：１９９２年１１月１７日付けでSumnerに対して発行された米国特許第
5,164,904号は、中心位置から車両ドライバーにリアルタイムの交通混雑データ（文章、
音声、およびマップ表示）を提供する。その中心位置では、情報源の範囲からの情報が蓄
積されて、道路の各区画に対する単一混雑レベルデータ値にまとめられる。
【００１８】
広告：２００２年１月２４日付けで出願されたDukach等の米国特許出願番号2002/0009978
 A1は、大衆への広告を表示するための掲示板として、商用車の外面にビデオイメージを
利用している。さらに、見物人の興味を引くために、見物人または周囲の生の画像（スチ
ール写真またはビデオ）が表示される。
【００１９】
天候および交通：２００２年１月２４日付けで出願されたDukach等の米国特許出願番号20
02/0009978 A1は、広告に関係すると共に多くの選択肢および態様を論じている一方、移
動商用車からの交通ビデオイメージおよび天候ビデオイメージをキャプチャし、それらを
中心位置に送信する。移動体ユニットは、中心システムを通して間接的にその当時の画像
を取り出して、聴衆の興味を発展するためにおそらく車両の外部に表示されるだろう中心
ユニットに、特定位置の自己表示リクエスト(show-me request)をすることができる。車
両識別、時間、場所、および車両速度に関して中心位置でイメージを識別しても良い。イ
メージが交通データベース内に記憶されても良く、その交通データベースは、システムの
移動体ユニットのドライバーが様々な時間および場所で最も効果的なルートを発見するの
を可能とし、聴衆をウェブサイトに引き付けるのに使用される中心システムで販売可能で
あり、または、そのシステムの屋外画面上に表示可能であるメディアコンテンツを提供す
る。視覚確認システムが、時間および場所に関係する天候状況とデータベース内の記録状
況とを見積もる。その時間および場所では、そのイメージが記録され、さらに天候の視覚
的イメージが、このデータベース内で記憶可能であり、そして、システムの移動体ユニッ
トのドライバーを助けるために利用可能であり、中心システムで販売または認可可能であ
る。タクシーのために、センターシステムは、場所、時間、現在の交通情報、および、同
じような時間帯の交通履歴を考慮して、目的地への最善ルートの１つまたはそれ以上を計
算することができる。それから、センターシステムは、ドライバーへの表示のために、そ
のようなルートの１つまたはそれ以上をタクシーに送信する。移動体ユニットは、局所的
な天候に関する情報を獲得し、それをセンターシステムにアップロードし、それから、そ
の当時に屋外画面に表示している広大な地理的領域に渡っての天候に関する情報をセンタ
ーシステムから受け取る。
【００２０】
治安モニタリング：２００１年７月１７日付けでPetersonに対して発行された米国特許第
6,262,764 B1号は、警察車両の周囲およびクリップボードの上に配置されたカメラからの
イメージを記録するために密閉ボールト内にＶＣＲを有し、警察署との無線通信を提供す
る。
【００２１】
車両カメラ：２００１年９月２１日付けで公開されたOkamato Satoruの特開2001-257920 
号における要約書によれば、車両搭載カメラは、ＧＰＳシステムで決定されるような位置
情報をもとに、予め記憶した位置で所望の角度から画像を取得できるようにプログラム可
能である。
【００２２】
本発明は、セキュリティー（安全確保）およびセイフティー（安全性）のみならず、ナビ
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ゲーション用のイメージモニタリングの適用範囲と効率とを増大する。さらなる要求は、
そのようなモニタリングのコストを減少することである。
【００２３】
本発明の一部として、発明者が従来技術を分析して、車両ナビゲーション、安全確保、緊
急性、および安全性に関する問題点と、これらの問題点に関係する原因とを決定し、以下
の態様で実施されるように問題点に解決策を提供した。
【００２４】
【課題を解決するための手段】
初期イメージデータを集めることの１つの従来技術的アプローチは、道路に沿って様々な
場所に固定式感知設備を取付けることである。このアプローチを使うと、最初の取付けと
メンテナンスコストとが、国内を横断する全ての道路に及ぶために莫大になる。電気さえ
利用できない場所および道路がある。交通量が極端に少ない道路にそのような設備を配置
することはコストの点で効果的でない。
【００２５】
他の従来技術的アプローチは、車両搬送データセンサを有すること、および、キャプチャ
された初期データを中心位置に送信することである。従って、国内を横断する地面固定式
感知設備のコストは不要になる。しかしながら、車両は、厳格に適用範囲を制限する特定
目的ルートの場合には、通常商用車である。多くの車両を伴う場合には、適用範囲での僅
かな利得に対して、費やすコストが上昇し、伴われる車両台数を増大させる動機がない。
さらに、データ収集車両の台数が増大するにつれ、収集されたデータ量が増大する。デー
タ量が莫大になり、中心位置への送信の帯域幅を圧迫する。
【００２６】
初期データを受信する従来技術の中心位置では、データが天候および交通量に関して分析
され、組み合わされ、要約される。そのようなシステムを使って通常発見されることは、
分析結果または要約が全く古く、その状況が既に変更され、受け取ったドライバーが、分
析を行ったデータが如何に古いかを知りえず、および、ドライバーが、そのデータをキャ
プチャした位置を知りえないことである。すなわち、ドライバーに送信された従来技術の
天候および交通状況のデータと分析とが信頼できない。
【００２７】
Satoshiの公報が必要としていることは、ユーザに送られる全ての情報が、中心位置で分
析され、処理され、および、記憶されなければならないことである。これは、中心位置で
の大きな記憶装置および処理を必要としている。必然的に、そのデータは、結果として重
要性を失ったように要約され、また、広い間隔を置いて取得されることからその有効性を
減少し、精度から生じる損失で平均化されている。さらに、処理量は時々システムをオー
バーロードし、データを陳腐化している。
【００２８】
本態様は、リクエストされた情報の効率的かつ最新視覚的な表示を可能にし、それによっ
て音声および文章表示を補足できる。
【００２９】
本発明によって提供される１つの解決策は、ビデオカメラおよびマイクロホンを含めて車
両が適切なセンサを運搬すること、および、通信手段が、運転中に初期環境データをキャ
プチャし、データを必要とする場所に、または、必要とされるまでデータを安全に記憶す
る場所にデータを送信することである。
【００３０】
この発明によれば、国内を横断する値段の高い地面固定式感知設備を必要としない。
【００３１】
その態様によれば、車両は、１つまたはそれ以上のデジタルカメラ、様々なセンサ、コン
ピュータ、ユーザインタフェース、中心位置との広帯域無線データ通信、および、大きな
最新ビデオファイルにおけるピアツーピア転送のために他の車両との直接的または間接的
な広帯域無線データ通信が装備されている。
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【００３２】
カメラは、たとえば、車両が曲がる時に、車両が所定目的物を検知した時に、または、そ
うすることが望ましいとドライバーおよび／または乗客が考えた時に、運転中の半マイル
毎に対して、あるイベントの発生の時点で道路前面の様子をキャプチャする。１つまたは
それ以上のサービスセンターは、キャプチャされてデジタルカメラから受信されたデータ
を記憶し、そのデータに基づいて様々な新しいサービスを提供する。ドライバーは、同じ
ルートを走行する他の車両上のカメラでキャプチャされたイメージにアクセスすることに
よって、目的地までずっと交通状況をチェックできる。各車両システムには２台以上のカ
メラがあるので、各車両は前方、後方、および側方の様子をキャプチャする。また、カメ
ラは、車両の駐車中とリクエスト時にイメージをキャプチャする。
【００３３】
イメージがキャプチャされると、関連する情報が論理的または物理的にそのイメージに添
付される。そのような情報は、データと、イメージの取り出された時間、イメージを取り
出した位置、および、イメージを取り出した車両所有者のプロフィール（たとえば、所有
者ID）などとを含んでいる。イメージと添付された情報とを含めて、１パケットの情報は
、初期データパケットと呼ばれる。初期データパケットは、車両内に一時的または永久的
に記憶され、そして、永久的に記憶するためにサービスセンターに送信され、または、広
帯域無線データ通信を使って他のドライバーに再送信される。
【００３４】
イメージと、関連する情報とを含めたデータを使って、たとえば、リクエストしている車
両が１つの位置に接近する前に現在の交通状況および道路状況を知るので、リクエスト者
がその位置の周囲のルートとその位置へのルートとの状況を評価できる。運転ルートに沿
って目立った標識、建物、および風景のようなナビゲーション情報がデータの一部分であ
る。サービスセンターはデータを重視し、記憶し、分析する。この整理されたデータは、
中央サービスセンターで使用されて、現在の交通状況を見積もり、ドライバーが利用可能
なように処理を行う；たとえば、そのデータを分析して各道路の交通量に関する統計上の
情報を引き出す。サービスセンターからリクエストされるように、ユーザは、正確なデー
タを、または、必要に応じて要約された情報を得る。たとえば、ドライバーは、最近の１
０分間のみで取り出されたイメージにアクセスし、それを、計画された運転ルートに沿っ
てハイウェイのマイル数ポストにより地理的に分類することができる。
【００３５】
そのイメージは、各ドライバー用の運転記録の保存と、次回の運転の計画とに役立つ。
【００３６】
その態様は、スタンドアローンの新しい世代型ナビゲーションシステムとして機能し、ま
たは、既存システムを高める。
【００３７】
ドライバーなどは、運転前に、または、車両内に着席中に車両コンピュータシステムを通
して、インターネットに接続されたＰＣを介してサービスセンターのインターネットウェ
ブサイトにアクセスしても良い。サービスセンターは、電波で送信し、または、他の車両
が最近またはリアルタイムのイメージをその位置の近くから送信するように取り決めてい
る。
【００３８】
イメージアイコンは、記憶されたイメージが取り出された場合には、地図上にある。ドラ
イバーは、点およびクリックによって最も適切なアイコンを選択する。イメージは、その
イメージをキャプチャした車両の速度および方向と共に、リクエスト者に表示される；同
時に、関連するデータ、たとえば温度が表示される。最近のイメージと、関連する情報と
を提供することにより、ドライバーは、直感的に道路状況および天候状況を知覚して評価
できる。
【００３９】
データを地域的、全国的、および地球的に分配する目的で、イメージを取り替える２つの
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方法がある。１つの方法は、サービスセンターの記憶装置に由来する。他の方法は、デー
タの停滞を引き起こす遅延を避けるために、および、記憶装置とサービスセンター上の処
理負荷とを少なくするために、直接または間接的通信によって他の車両内の記憶装置に由
来する。ドライバーまたは他のリクエスト者は、車両間のピアツーピア通信を介して他の
車両内に存在するイメージと関連情報とを得る。サービスセンターの記憶装置からデータ
を受け取ることに対する１つの代替手段として、または、サービスセンターが、リクエス
トするドライバーに所望の情報を提供できない場合に、または、リクエスト者の選択肢と
して、ドライバーは、他の車両からの所望のデータを捜し求めるように、自己の車両シス
テムまたはサービスセンターにさらに命令することができる。データが他の車両内に記憶
されていることが発見された時に、ピアツーピア機能を使って、他の車両からリクエスト
者にサービスセンターを介して直接的または間接的に送信される。
【００４０】
いったんピアツーピア機能が行使されると、車両システムまたはサービスセンターは、こ
の態様が装備された全車両または限定車両にリクエストを送る。また、そのリクエストは
、位置範囲（特定位置からイメージをキャプチャした距離）を制限しても良いし、または
、キャプチャ範囲の時間（イメージの時間幅、すなわち、イメージキャプチャとリクエス
ト時間との間の経過時間）を制限しても良い。その範囲は自動的に設定され（たとえば、
その範囲は、データ量が少ない場合、または、データ量が最初に設定した範囲で有益とな
らない場合には、拡大され）、リクエスト者によって代金を支払われたサービスに従って
設定され、または、リクエスト者の選択肢として設定される。他の車両は、記憶装置内に
要求されたデータを有する時に、リクエストしている車両にデータを送信する。その場合
には、そのデータが、サービスセンターでの記憶装置から得られたデータの表示と同様な
方法で表示され、または、リクエストの目的に依存して異なって表示されている。
【００４１】
データの共有を容易にすると共に標準化するために、ウェブサービス技術を使ってデータ
が記憶および提供されることは最も好ましい。たとえば、送信は、全て公知技術を使って
、IEEE 802.11a/b規格、データ通信サービス（たとえば携帯電話）、サービスプロバイダ
ーの広帯域無線LAN、または、位置ホスト無線ユニットまたはプライベート無線ユニット
を使う。ウェブサービス技術を使うことによって、データがウェブブラウザーを介してア
クセスおよび提供され、そして、さらなる処理のために公知のブラウザーソフトウェアに
よって処理される。
【００４２】
本発明におけるさらに他の態様、特徴、および利点は、本発明を実行するため発明者によ
って熟慮されたベストモード（最良形態）を含めて、多くの特定の態様および実施手段を
単に例示することより、以下の詳細な説明から容易に明らかになる。また、本発明は他の
態様および異なった態様を可能にし、本発明の趣旨および特許請求の範囲から全て逸脱す
ることなく、その幾つかの詳細が様々な自明の点で変更可能である。従って、添付図面と
本明細書の記述とは、本質的に実例と見なされ、限定されていないものと見なされる。
【００４３】
本発明は、添付図面の図の中で、例として、および、限定しないものとして例示され、同
一参照番号は類似要素に関連する。
【００４４】
【発明の実施の形態】
システム、アーキテクチャ、およびビジネス方式は、新しいナビゲーションシステムとし
て、または、従来技術システムの増進として機能する。
【００４５】
図１では、複数の車両（VEHICLEおよびOTHER VEHICLES）は、たとえば、無線周波数帯域
に渡って、車両はそれぞれ、WIRELESS LAN PROVIDER（無線LANプロバイダ）との無線LAN
通信を行い、WIRELESS LAN PROVIDER（無線LANプロバイダ）を介して互いに通信しても良
いし、および、CELL PHONE COMPANY（携帯電話会社）との無線携帯電話通信を行い、CELL
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 PHONE COMPANY（携帯電話会社）を介して互いに通信しても良い。この無線通信は受信お
よび送信を含めて２方式であり、その２方式は公知技術に従っても良い。
【００４６】
CELL PHONE COMPANY（携帯電話会社）とWIRELESS LAN PROVIDER（無線LANプロバイダ）と
は、インターネットに接続されて示されるような他の構成要素との２方式通信のみならず
、インターネットに習慣的に接続される他のリソースとの２方式通信のために、インター
ネットに接続されている。また、家庭用ＰＣを有するドライバー、または、ラップトップ
コンピュータを備えたレンタル車両(rented/borrowed vehicle)内のドライバーであるCLU
B MEMBERS（クラブメンバー）は、インターネットに接続され、インターネットを介してS
ERVICE CENTER（サービスセンター）との通信、または、自分自身の車両または他のメン
バー車両との通信をしても良い。図示された車両の何台か所有することに加えて、CLUB M
EMBERS（クラブメンバー）は、使用料金を支払ってメンバーパスワードを使うことにより
SERVICE CENTER（サービスセンター）のウェブページを介して接続する一般大衆の一部で
ある。その態様システムの管理者であるSERVICE CENTER（サービスセンター）は、インタ
ーネットに接続されている。インターネット接続は、光ケーブル、無線ケーブル、および
人工衛星を含めて、何らかの公知技術に従っている。
【００４７】
図１のシステムは、携帯電話サービスエリアと全く同様に、重なり合ったサービスエリア
または隣接するサービスエリアで、国内の至る所に繰り返されている。
【００４８】
車両のそれぞれはCOMPUTER（コンピュータ）を設けられ、そのCOMPUTER（コンピュータ）
は、RAM（図示しないが本来備わっている）、CPU（図示しないが本来備わっている）、バ
ス、STORAGE（ストレージ、記憶装置）（大規模記憶装置用のRAIDまたは不揮発性メモリ
）、WIRELESS LAN（無線LAN）接続、CELL PHONE MODEM（携帯電話モデム）、SECURITY BU
TTON（セキュリティーボタン）、GPS、CAMERAS（カメラ）、TEMPERATURE SENSOR（温度セ
ンサ）、SHOCK SENSOR（衝撃センサ）、および、VELOCITY SENSOR（速度センサ）を有し
ている。WIRELESS LAN（無線LAN）、GPS、およびCELL PHONE MODEM（携帯電話モデム）は
、本来の装備としてさえ、一般的に車両内に設けられている。車両の速度メータは、VELO
CITY SENSOR（速度センサ）の機能を提供する。エアーバック配置システムは、衝撃セン
サを使うと共にSHOCK SENSOR （衝撃センサ）として機能する。標準エンジン制御は、環
境温度である吸気温度を決定するための温度センサを必要とし、そのような構成要素がTE
MPERATURE SENSOR（温度センサ）として機能する。SECURITY BUTTON（セキュリティーボ
タン）は、ドライバーおよび前部座席乗員の容易に届く範囲内での単純なボタンであり、
その単純なボタンは、一般慣習におけるパニックボタンと全く同様に、緊急状況を示すた
めに押される。
【００４９】
図１の構成要素はCOMPUTER（コンピュータ）に接続されている。そのCOMPUTER（コンピュ
ータ）は汎用コンピュータであり、汎用コンピュータは、汎用操作システムと、この中で
開示された方法を実行するための実施の形態における特定目的用のソフトウェアとによっ
て、特に、図面のフローチャートとその説明とに関して動作される。従って、COMPUTER（
コンピュータ）は特定目的用のコンピュータである。
【００５０】
CAMERAS（カメラ）が、おのおののメンバー車両に装着される二台以上のビデオカメラか
らなることは好適である。カメラは一般的に異なる方向に、たとえば、前方、後方、右方
、および左方にそれぞれ向けられている。SERVICE CENTER（サービスセンター）からの命
令、または、ジョイスティックなどによって車両内で、CAMERAS（カメラ）が水平方向お
よび垂直方向に関して調節される。
【００５１】
メンバーはCAMERAS（カメラ）を選択的に起動し、その動きを制御する。一般的なデジタ
ルカメラでの基準である様々な調節が、CAMERAS にキャプチャされたイメージの特質を保
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証している。しかしながら、目的やこのシステムを使う環境によって固有の付加的な特徴
がある：たとえば、車両振動、車両速度、道路起伏、および、キャプチャされるイメージ
に関しての車両速度を考慮するシャッター速度制御と；極端な逆光のような環境状況を考
慮し、日光および極端な暗闇に直面する露光制御と；暗闇以外の或る状況に、たとえば、
破壊からの危険に遭遇した時に使用可能なフラッシュライトと；目標物奥行を最大にする
ための焦点制御と；解像度と；光感度などが挙げられる。
【００５２】
図２は、この実施の形態による車両システムの一部の動作方法を開示している。
【００５３】
図２のステップ２００：VEHICLE（車両）が道路を走行中に、または、VEHICLE（車両）が
駐車中に、イメージが図１のCAMERAS（カメラ）によってキャプチャされ、VEHICLE（車両
）が、図１で示されるように、主要データに関連するイメージを有して、または、主要デ
ータに関するイメージを有さずに、SERVICE CENTER（サービススセンター）に主要データ
を送る。SERVICE CENTER（サービスセンター）は主要データを再検討し、対応するイメー
ジが記憶装置（サービスステーションまたは他の車両）内に既に存在するか否かを決定し
；現在受信されている主要データが、新しいイメージ、または、さらに最新のイメージを
伴うことを示す場合には、処理がステップ２０５に移動する。そうでない場合には、処理
はステップ２１０に移動する。
【００５４】
図２のステップ２０５：サービスセンターは、主要データを、または、その主要データを
表示するイメージアイコンを、車両に送り、図６，図１０および図１２で示されるマップ
をアップデートする。そのマップは、地図形状のルートに沿ってイメージアイコン（ベク
トル、すなわち矢印）を伴い、主要データをキャプチャした位置を示す。主要データまた
はベクトルを車両間で送って、車両が自己のマップをアップデートすることと同様に、ア
ップデートされたマップが、サービスセンターによって車両に送られても良い。
【００５５】
図６，図１０および図１２では、イメージアイコンがマップ上で表示されて位置、速度、
キャプチャの方向、および、温度のような他のデータを示す。イメージアイコンは、イメ
ージが利用可能であること、および、イメージがキャプチャされた場合とを示す。イメー
ジアイコンは点滅して自己の存在を強調する。矢印は、幾何学上でのベクトルと同様に、
速度および方向を表す。たとえば、イメージを提供しようとする車両、または、記憶され
たイメージを既に提供した車両（イメージ車両）が南に時速３０マイルで走行している時
に、ベクトルは南に向かう矢印として表示され、その矢印は時速３０マイルを示す他の矢
印に関して比例する長さを有している。単一の表示アイコン内では同時に矢印がイメージ
車両の位置、方向、および速度を直感的に示すので、ユーザは容易に選択できる。
【００５６】
図２のステップ２１０：活動中のカメラを備える車両は、連続的なイメージをキャプチャ
および記憶する（実際には、イメージは有限周波数で、たとえば、映画鑑賞中における人
間の目のフリッカ率(flicker rate)より大きく、または、スライドショウのようなスロウ
率(slower rate)であるが、好適には周期的に取り出されるだろう）。これらのイメージ
は、ある一定の時間で、たとえば、３０分間で車両内に記憶される。新しいイメージフレ
ームがキャプチャされると、最も古いフレーム（たとえば、３０分前にキャプチャされた
フレーム）が捨てられる。システムが、広い用途要求を満たすように仕組まれ、それによ
ってイメージに関係する様々なデータをキャプチャする。他のデータが、特定の道程に対
して各イメージと一緒に、または、１グループのイメージと一緒に入力される。または、
他のデータが、任意のイメージから独立して記憶される。
【００５７】
ステップ２１０では、イメージを表示するデータが、カメラから車両コンピュータ（図１
のCOMPUTER）に送られる。車両コンピュータは、画像のデータパッケージと、関連する他
のデータとを生成する。データパッケージまたはデータパケットは、イメージ；車両のGP
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S座標、または、車両位置に関する他の情報（たとえば、ナビゲーションシステムから検
索される街路名および都市名）と；イメージがキャプチャされた時間と；目標物確認シス
テムを使って引き出し可能なイメージ内の目標物名、たとえば、すぐ近くの建物、興味あ
る地点、および、ランドマーク（目印）と；イメージがキャプチャされたデータと；イメ
ージがキャプチャされた期間と；イメージがキャプチャされた時における車両速度と；イ
メージがキャプチャされた時における車両方向と；イメージがキャプチャされた時におけ
るカメラの三次元方向と；車両周囲の環境の温度と；車両周囲の環境の湿度と；車両周囲
の環境の気圧と；たとえば湿った、氷で覆われた、雪の積もった、および、でこぼこした
ような道路状況と；たとえば雨、晴れ、日のよく照る、または、曇ったような天候状況と
；他のセンサデータと；ドライバー、乗員、または車両のプロフィールとを含んでいる。
【００５８】
図２のステップ２１０では、図１のCAMERAS（カメラ）が、あるイベント（たとえば、図
２で後に言及するイベント、ステップ２２０およびステップ２２５）の発生時に使用する
ための静止イメージと動作イメージとをキャプチャする。ステップ２３０，ステップ２４
０、およびステップ２５０の例より、さらに詳細なイベント例の一覧は次の通りである：
最後のイメージを取り出してから指定時間期間が経過した時、たとえば３０秒後（ステッ
プ２３０）；最後のイメージを取り出してから車両が指定距離を進んだ時、たとえば１マ
イルの４分の１の後（ステップ２３０）；設定された時間期間内に、設定された角度より
大きく車両が回転する時、たとえば、ハイウェイ上で合流する曲がり角、または、交差点
で（ステップ２３０）；目的地またはドライバーの目標に関係する標識または建物のよう
な目標物認識を介して、ある通常環境の目標物が検知された時（ステップ２３０）；道路
の近くで特定位置に設定された目標物または送信器／再送信器のように、イメージおよび
データのキャプチャを稼動する目的で取付けられたある目標物または信号が検出される時
（ステップ２６０）；ある画像を取り出すように命令するサービスセンターからの信号を
送信する時（ステップ２４０）；車両のドライバー、乗客、または他の乗員が、イメージ
を取り出すように命令する時（ステップ２６０）；ある画像を取り出すように命令する他
の車両から信号が送信される時（ステップ２４０）；センサシステムが、車両運転により
車両または乗員にとっての危険を検出する時、たとえば、衝突時にまたは破壊のために、
極度のブレーキング、加速、減速、急激なステアリング変更、または、車体への異常な衝
撃を検出する時（ステップ２５０）；ある危険な状況が車両の外部から検知される時、た
とえば、道路上のちょうど前方の相対的に遅い対象物、または、任意の角度から車両経路
にやって来る早い対象物から検知される時（ステップ２５０）；車両への未知または望ま
ないアクセス、または、車両への試みられたアクセスが、たとえば、キーを使用せずに施
錠されたドアを開ける試み、キーを使用せずに車両を始動しようとする試み、または、車
両周囲のエリアの侵入が検知された時（ステップ２５０）。
【００５９】
図２におけるステップ２１０の強化として、上述のイベントの発生を決定するためのセン
サを提供することに加えて、車両の乗員、所有者、または乗客以外の人に役立つデータを
感知する複数のセンサ１～Ｎ（図１のSENSORS）がある。この環境センサは、車両速度、
車両方向、車両位置、および、環境温度を検出する。生じた環境データは、車両コンピュ
ータに送られる。センサは車両に組み込まれている。センサのコストはリーズナブル（相
応）であり、センサ用技術は市場で利用可能である。
【００６０】
図２のステップ２１５：車両GPSは車両の位置を自動的に決定し、イメージと一緒に、ま
たは、イメージと一緒でなく、車両位置をサービスセンターに定期的に送信する。
【００６１】
図２のステップ２２０：車両コンピュータは、ステップ２３０、ステップ２４０、ステッ
プ２５０およびステップ２６０におけるイベントの発生有無を調べる。１つのイベントも
検出されない時に、処理は、車両コンピュータのためにステップ２０５に戻る（ステップ
２００がサービスセンターのコンピュータによって実行される）。１つのイベントが検出
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されると、処理はステップ２２５に進む。
【００６２】
図２のステップ２２５：イベントが認識され、それから、処理が、対応するイベントによ
ってさらに選択されたステップ、たとえば、ステップ２３０，ステップ２４０，ステップ
２５０、およびステップ２６０のうちの１つに進む。
【００６３】
図２のステップ２３０：他人にとって一般的に興味あるイメージをキャプチャしたイベン
トの発生時に、このステップに到達する。そのイベントは自動的に誘発されて、たとえば
、最後のそのようなイベントから一定分後に、または曲がり角を曲がる時に、または、あ
る距離を走行時に発生する；その他にも、前記ステップ２１０の説明で述べたような状況
でイベントが発生する。それから、データが車両記憶装置に記憶される。記憶されたデー
タは、他の場所で述べたように、イメージ、時間、位置、速度、方向、および温度などを
含む。
【００６４】
図２のステップ２３５：主要データ（たとえば、イメージを含まないデータ）が、車両に
よってサービスセンターまで無線送信される。このイメージはこの時にサービスセンター
に送信されなくても良い。主要データは、ステップ２００でサービスセンターにより評価
されるデータを含んでいる。
【００６５】
図２のステップ２７０：ドライバーは動作モードを選択し、その動作モードでは、イベン
トの発生がディスプレイ上で示され、または、イベントのイメージが表示され、または、
ディスプレイがステップ２３０およびステップ２３５のイベントにより変更されない。ス
テップ２７０の後に、処理は、車両に対してステップ２０５に戻る。
【００６６】
図２のステップ２４０：他の場所で説明されるように、サービスセンター（ピアツーピア
）を介して直接的または間接的に１つまたはそれ以上の記憶イメージまたは将来イメージ
を他の車両と共有すること、または、記憶イメージまたは未来イメージの１つをサービス
センターなどと共有することの命令またはリクエストを受け取った車両のイベント発生時
に、このステップに達する。イメージ共有リクエストまたはイメージ共有命令が分析され
る。それから、主要データであって良いし、または、最新イメージ用の単なる位置および
方向であっても良いイメージIDとイメージの目的地とが引き出される。将来イメージのリ
クエストのために、車両コンピュータが車両速度に従ってイメージキャプチャ周波数また
はシャッター速度などを変更し、焦点および被写界深度のような他のカメラパラメータを
変更する。シャッターと他のカメラ制御信号とは、車両コンピュータからカメラに送信さ
れる。
【００６７】
図２のステップ２４５：イメージIDを使って車両記憶装置やそのデータベースからイメー
ジを検索する。それから、１つまたは複数のイメージが、リクエストまたは命令に従って
、目的地に送信される。
【００６８】
図２のステップ２７０：ドライバーが動作モードを選択しても良く、その動作モードでは
、イベントの発生がディスプレイ上で示され、または、イベントのイメージが表示され、
または、ディスプレイがステップ２４０およびステップ２４５のイベントによって変更さ
れない。ステップ２７０の後に、処理は、車両のためにステップ２０５に戻される。
【００６９】
図２のステップ２５０：緊急イベントの発生時に、たとえば車両が自己車両またはすぐ近
くの車両を伴った事故または接近した事故を検出した時に、または、自己車両用の緊急信
号または自己車両の位置エリアでの全車両用の緊急信号を受信した時に、このステップに
達する。なお、緊急イベントなどの例は、他の場合でもっと詳細に説明する。ステップ２
１０からのイメージデータ履歴が即座に永久的に記憶される。そして、より好ましくは、
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その時間から次の一定期間またはリクエスト期間の間の将来イメージ履歴が付加および記
憶される。将来イメージのリクエストに対して、車両コンピュータは、車両速度に従って
イメージキャプチャ周波数またはシャッター速度などを変更し、焦点または被写界深度の
ような他のカメラパラメータを変更する。シャッターおよび他のカメラ制御信号は、車両
コンピュータからカメラに送信される。
【００７０】
図２のステップ２５０：イメージデータがイメージデータ履歴用にキャプチャされている
間に、または、緊急イベントの発生を検出した時に、または、イベントの発生が検出され
た後に永久的に記憶された時に、それぞれのイメージフレームが透かしを入れられてイメ
ージを確保し、キャプチャ後にイメージがみだりに変更されなかったという合法的な証明
を提供するので、裁判上での証拠などとしてその後に信頼性を保証するためにイメージは
不正にいじられないようにできている。緊急イベント信号が車両内で生成された時に、た
とえば、車両が事故に巻き込まれた時に、車両は、自己の近くの他の車両に緊急イベント
信号を無線送信する。また、他の車両またはサービスセンターから受信されたイベント信
号が、すぐ近くの車両に送信されてイベント信号の受信を保証しても良い。さらに、州ハ
イウェイパトロールまたは地域警察のような独立の権力委任機関が緊急要請を行い、そし
て、特に、エリア内の事故または犯罪に言及した場所に、その権力委任機関がその緊急要
請を直接的に車両に送っても良いし、または、サービスセンターを介してその緊急要請を
送っても良い。また、車両のドライバーが、たとえば緊急ボタンの起動によって、緊急イ
ベントを発生させても良い。
【００７１】
図２のステップ２５５：イメージデータ履歴（主要データ、透かしを入れられたイメージ
、および、緊急モード識別）が、サービスセンター、および、本来の緊急イベント信号を
発生させた他の車両、および、本来の緊急イベント信号を発生させた権力委任機関に送信
される。
【００７２】
図２のステップ２７０：ドライバーが動作モードを選択しても良く、その動作モードでは
、緊急イベントの発生がディスプレイに表示され、または、イベントのイメージが表示さ
れ、または、ディスプレイがステップ２５０およびステップ２５５のイベントによって変
更されない。緊急がエリア内でおそらく発生し、それに応じて順応すべくようにドライバ
ーへの警告として、点滅するディスプレイを視覚的に使って、および／または、ディスプ
レイ上での警報メッセージおよび緊急メッセージを音声的に使って、緊急イベントの発生
により即時の警告が誘発されても良い。ステップ２７０の後に、処理が車両のためにステ
ップ２０５に戻る。
【００７３】
図２のステップ２６０：車両のドライバーまたは他の乗員は、たとえばイメージID、イメ
ージベクトル、または他のイメージアイコンの上でクリックまたはダブルクリックするこ
とにより、車両内に表示されたマップ上に、たとえば図６のマップ上にイメージリクエス
トのイベントを生成しても良いし；GPS座標などの位置を入力してイベントを生成しても
良いし；または、現在位置で音声、カーソル、またはボタン起動命令などによってイメー
ジのキャプチャリクエストを可能にする車両ドライバーまたは他の乗員がボタンを起動し
てイベントを生成しても良い。
【００７４】
図２のステップ２６０：車両の内部または外部から、センサからの情報と命令とが車両コ
ンピュータに送られ、そこでは、その情報および命令がイメージキャプチャ周波数を決定
するために処理される。車両コンピュータは、車両速度に従ってイメージキャプチャ周波
数またはシャッター速度などを変更し、焦点および被写界深度のような他のカメラパラメ
ータを変更する。シャッターおよび他のカメラ制御信号が車両コンピュータからカメラに
送られる。
【００７５】
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図２のステップ２６０：ユーザが、目の前のイメージを使って特定位置のシチュエーショ
ン（状況）をクリックしたい時に、最初にサービスセンターのウェブサイトに行き、次に
住所、街路名、ハイウェイ番号、都市または町、GPS座標、ランドマーク、興味ある地点
、および、郵便番号のような位置情報に入る。また、車両システムは、マウス、トラック
ボール、および、PCラップトップ用またはダッシュボード内ディスプレイ用のライトペン
のようなポインティングデバイスによって入力を受け入れ、それにより、ユーザが、表示
されたマップ上に、たとえば図６，図１０および図１２におけるマップ地図上に、所望の
位置またはイメージアイコンを指す。サービスセンターでの記憶装置または他の車両上で
の記憶装置内で利用可能なイメージが、ディスプレイまたは画面上に点滅光および矢印（
イメージアイコン）として表示される。目的地に到着するための最適な方法をサーチする
際に、旅行者は、ナビゲーションシステムを使って、提案されたルート上で利用可能なイ
メージを表示しても良い。
【００７６】
図２のステップ２６５：車両は、その車両IDおよびリクエストイメージIDをサービスセン
ターまたは他の車両に直接的または間接的に送信する（ピアツーピア）。このピアツーピ
ア送信は、他の車両に対するステップ２４０のイベントになるだろう。次に、通常通りに
、車両はそのイメージを受信する。
【００７７】
無線LAN（ピアツーピア送信）によって車両間の直接情報交換を行うことは、瞬時に変化
する状況では、たとえば交通渋滞では有効である。ドライバーが交通渋滞の原因を、およ
び、交通渋滞がどのくらい継続するのかを知りたい場合には、ドライバーは、道路上の前
方を走る他の車両からイメージをリクエストし、利用可能なイメージを他の車両から直接
的に受信、または、サービスセンターを介して受信する。
【００７８】
図２のステップ２７０：イベントのイメージが表示される。ステップ２７０の後に、処理
が車両のためにステップ２０５に戻る。
【００７９】
サービスセンターで実行されるステップ２００を除いて、車両は、図２の方法を実行する
。
【００８０】
サービスセンターは、サービスセンターで記憶されたイメージのディレクトリーと、サー
ビスセンターで記憶されたイメージと、自動車で記憶されたイメージのディレクトリーと
、イメージまたは位置に関連するデータと、イメージまたはデータの一方に関連する位置
情報とを含むデータベースを管理する。イメージおよびデータの統計的な分析が実行およ
び記憶される。
【００８１】
情報リクエストに応答して、たとえば、図２のステップ２６０およびステップ２６５から
、データベースにアクセスすることによってサービスセンターが最も適切なイメージ、ま
たは、移動体イメージ位置およびデータを検索する。サービスセンターと異なる位置に記
憶されたイメージに対して、サービスセンターは、そのようなイメージの公開をリクエス
トし、他の車両への送信のための車両に、すなわち、図２のステップ２４０およびステッ
プ２４５のピアツーピア送信のための車両に、目的地情報を提供する。リクエストされた
車両の所有者がその公開を許可しない場合には、サービスセンターに利用可能な選択肢は
、大衆に利用可能な他の当面あまり関連しないイメージを公開することである。こうして
、大衆に公開された情報は何らかのプライベート情報またはパーソナル情報をも有さない
ので、大衆はイメージのパーソナルな起源を検出できない。
【００８２】
サービスセンターは、画像イメージを使っての特定な道路または他の位置における現在の
交通状況と；イメージを使っての特定な道路または他の位置での未解決な事故および建築
サイトと；イメージを使っての特定な道路を取り巻く天候と；日によってまたは時間によ
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って特定な道路または他の位置における混雑統計と；重大なイベントに関する入手イメー
ジ、たとえば、車両破壊の発生時や車両盗難の発生時における事故でのイメージと；サー
ビスセンターのウェブサイト上で出版された全データの統計資料へのアクセスと；ピアツ
ーピアイメージ送信に対してディスプレイ視聴者（ビューア）とデータ所有者との間での
仲裁とを含めて、分析のデータおよび結果を顧客またはメンバーに提供する。
【００８３】
図３は、サービスセンターの立場からこの実施の形態における方法の一部を説明する。
【００８４】
図３のステップ３１０：言及されたように、緊急のリクエストまたは命令が、たとえば、
車両または当局から起こることもある。緊急のリクエストまたは命令の受信時に、サービ
スセンターは、そのリクエストまたは命令に関連するエリア内の車両の全部または選択さ
れた数台からのイメージ履歴を求めてリクエストを発信する。そのリクエストまたは命令
の受信時に、各車両はそれを、図２のステップ２２０、ステップ２２５、ステップ２５０
、ステップ２５５、およびステップ２７０に従って処理する。
【００８５】
図３のステップ３２０：サービスセンターは、図２のステップ２２０、ステップ２２５、
ステップ２３０、ステップ２３５、ステップ２４０、ステップ２４５、ステップ２５０、
およびステップ２５５に従って車両が送信する何らかの環境データ（たとえば、イメージ
を具備したまたは具備しない主要データ）を、その車両から受信する。ステップ２６０お
よびステップ２６５に関してのサービスセンターの機能は、図２のステップ２００および
ステップ２０５についての検討から明らかである。さらに、ステップ３２０の詳細が図４
に関して説明される。
【００８６】
図３のステップ３３０：サービスセンターにとって役立つ１つまたはそれ以上のイメージ
を受信データが含む時に、その処理はステップ３４０に進み、さもなければステップ３６
０に直接進む。サービスセンターは、その位置からのデータを殆ど持たない時に、および
、図４に関する検討から明らかな他の理由のために、受信されたイメージに興味をもって
も良い。
【００８７】
図３のステップ３４０：主要データを使って受信されたイメージが識別され、その識別は
ディレクトリーの中で利用され、イメージが記憶される。
【００８８】
図３のステップ３５０：サービスセンターにとって興味がない時にまたは発端の車両がイ
メージを記憶する時に、および、図４に関する検討から明らかな他の理由のために、受信
されたイメージが廃棄される。
【００８９】
図３のステップ３６０：必要とされる時にイメージおよび主要データが検索されるような
公知の方法で、サービスセンターのデータベースが管理される。
【００９０】
図３のステップ３７０：イメージから引き出された主要データおよび情報が検索および処
理されて、公知な方法で、たとえば、天候状況および予報についての統計的なデータおよ
び他のデータを生成する。
【００９１】
図３のステップ３８０：サービスセンターでの記憶装置内に、または、サービスセンター
で指示されるような他の車両での記憶装置内に存在しないイメージ、または、記憶装置内
に存在したとしても最新でないイメージ、または、ステップ３７０のために必要とされる
イメージに対しての車両からのリクエストに応答して、サービスセンターは、１つまたは
それ以上の車両からのイメージを（たとえば、位置、方向、および角度によって）リクエ
ストする。そのようなリクエストは、それぞれの車両によって受信され、図２のステップ
２４０およびステップ２４５のイベントとして取り扱われる。
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【００９２】
図３のステップ３９０：リクエスト（たとえば、図２のステップ２６０およびステップ２
６５に従って生成および送信されたリクエスト）を受信すると、サービスセンターは、公
知の方法、たとえばディレクトリーを使って、受信されたリクエストと主要データとの適
合点、たとえば特定の位置またはエリアに関しての適合点の所在位置を突き止める際に、
データベースをサーチする。そのような適合点が発見された場合には、イメージがリクエ
スト者に送信される。そのような適合点が発見されなかった場合には、そのようなイメー
ジのキャプチャまたは検索のために１つまたはそれ以上の車両にリクエストがなされる。
そのキャプチャまたは検索は、車両の立場でステップ２４０およびステップ２４５のイベ
ントである。それから、処理がステップ３１０に戻る。
【００９３】
データを管理する実施の形態の方法における範囲内で一時的中止機能が、図３のステップ
３２０のためのさらなる処理の詳細として、図４に示されている。
【００９４】
図４のステップ４００：主要データ、イメージ、および他のデータを含めて、環境データ
が、サービスセンターによって車両から受信される。そのデータは、図２のステップ２３
５、ステップ２４５、およびステップ２５５のうちの１つに従って送信されたものである
。無線送信によって複数の車両から送信されるデータは、サービスセンターで受信される
。データのコンテンツは、上記で検討され、車両および乗客についての車両内の車両環境
と、車両外での車両環境とに関する情報に一般的に関連する。データは、サービスセンタ
ーでちょうど受信されたという点で、最新である。また、データが、カメラを含めて車両
の環境データ収集センサでちょうどキャプチャされたという点で、車両の立場から最新で
あることは最も好適であるが、必ずしもそうであるとは限らない。
【００９５】
図４のステップ４１０：サービスセンターは、主要データから識別されるような環境デー
タの発端位置を決定する。たとえば、公知の方法でパケットのヘッダーから、または、正
確な位置ＧＰＳ座標を有する領域を提供することから、または、ＧＰＳ座標に基づいてま
たは上述の物体認識などに基づいて車両コンピュータで決定されたエリアを示すコードか
ら、車両の位置が識別される。このステップは他の目的に、たとえば、データベースを指
示する際に役立つ。
【００９６】
図４のステップ４２０は、データベース内の情報、たとえばディレクトリーを使って、サ
ービスセンターは、イメージ量を決定し、または、位置エリア用の記憶装置の中での最新
の他のデータを決定し、そのエリアに対してイメージ密度を含んだデータ密度の表示を計
算する。１つのタイプのイメージ密度、たとえば、北向きを眺めるデータに対して、サー
ビスセンターのコンピュータは、異なる位置エリアごとに最新のデータ量に関するデータ
密度の表示を生成する。最近受信されたイメージを含めて、同一エリアに対して他の車両
から受信されるそのようなイメージ数は、密度として決定される。そのキャプチャから測
定されるような時間期間を除いて、ある時期のイメージは、他のイメージが記憶装置内で
最も新しい間に、廃棄されることもある。記憶装置内のイメージは、イメージを再生かつ
表示するのに使用可能なサービスセンターでの記憶装置内に存在するデータ、または、イ
メージをキャプチャした車両のメモリの記憶装置内で、イメージを再生かつ表示するのに
使用可能なデータに関係する。たとえば、ステップ４４０の後に実行されるように、ステ
ップ４２０を移動できる。
【００９７】
図４のステップ４３０：サービスセンターは、エリア用のしきい値画像または他のデータ
密度値を記憶装置から計算かつ検索する。ソフトウェアを生成して、サービスセンターで
使用されている汎用コンピュータから特殊用途コンピュータを作る際に、プログラマーに
よって設定され、および／または、システム変更の要求としてサービスセンターでのコン
ピュータのオペレータによって選択的に設定されるデータ密度しきい値が設けられ、それ
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によって、設定量またはそれ以下になるように制限する。そのような方法で、個々のしき
い値は、各エリア毎に、多数のイメージおよび他のデータタイプのそれぞれに対して設定
される。そのエリアは変更されることもある。たとえば、１つのエリアが、特定のハイウ
ェイに沿っても良いし、または、国の市、都会、田舎または国さえも１つの区間に沿って
も良い。複数のエリアは、おそらく、データのタイプにより異なり、たとえば温度に関し
て広範囲な田舎により異なり、かつ、イメージ用のハイウェイと市内の交差点とに沿って
異なっていただろう。このステップは、ステップ４５０内で必要とされるまで、記憶装置
内の設定を変更、または、値を維持しても良い。
【００９８】
図４のステップ４４０：データがエリアにとって有効または最新である時間期間は、主要
データ内のキャプチャ時間と比較される。古くなるようにイメージデータが決定されると
、廃棄フラッグがステップ４６０内で設定され、処理が図３のステップ３３０を介してス
テップ３５０に進む。古くならないようにイメージデータが決定されると、その処理がス
テップ４５０に進む。必ずではないけれども、データを受信する際に一時停止の必要性が
、それぞれ別個のデータの受信時に検討されず、それにより僅かな計算機能力および計算
遅延を必要とする。それ故に、時間期間が設定され、選択的に変更される。たとえば、あ
る自動適応装置を使って、時間期間はイメージに対して５分、および、温度に対して３０
分であっても良いし、たとえば、温度が氷点に近い場合には、その期間は減少される。時
間期間が、受信され続けたデータのタイプに対して終了する場合には、処理が図３のステ
ップ３２０からステップ３３０に進む。さらに計算時間を節約するためには、ステップ４
２０およびステップ４３０を進めてステップ４４０の後かつステップ４５０の前に生じさ
せても良い。
【００９９】
図４のステップ４５０：ステップ４２０に由来するデータ密度は、ステップ４３０で提供
されるしきい値と比較される。生成されたデータ密度がデータ密度しきい値を越えると、
処理はステップ４６０に進み、もしそうでなければ、図３のステップ３３０を介してステ
ップ３４０に進む。図５のステップ５００に従って、以下の方法のうち指定された１つに
よって、または、以下の方法のうち選択された１つによって、現在のデータ密度が制限さ
れる。制限する方法は、たとえば図５のステップ５１０、ステップ５２０およびステップ
５３０でそれぞれ説明されるように、変更しても良い。
【０１００】
図４のステップ４６０：上述されたように、ステップ４６０はステップ４４０またはステ
ップ４５０の何れか一方から到達される。ステップ４６０は、図５でさらに詳細に示され
る。
【０１０１】
図５のステップ５００：図４のステップ４４０およびステップ４５０の記述の中で説明さ
れた状況に従って、廃棄フラッグが設定される。
【０１０２】
図５のステップ５１０：ステップ５１０からの３つの経路は、現在のデータ密度を制限す
る３つの異なった選択可能な典型方法を提供する。たとえば、ステップ５２０、ステップ
５３０およびステップ５４０のうち１つだけを含めることによって、または、セットアッ
プ時またはプログラミング中にステップ５２０、ステップ５３０およびステップ５４０の
うち幾つかをディセーブル（割込を抑制）することによって、または、サービスセンター
でのオペレータの管理下でハードウェアまたはソフトウェアの切り替えによって、または
、信号が送信されることになっている車両システムのタイプに自動的に従うことによって
、ステップ５１０で選択された経路が選択されても良い。
【０１０３】
図５のステップ５２０：図２のステップ２３５をイネーブル（可能に）するためのイネー
ブル用送信信号が、高密度のエリア内の車両のうち何台かのみに送信される。イネーブル
用送信信号は位置エリアまたは時間を含めても良く、その位置エリア内ではイネーブル用
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送信信号は有効であり、その時間内ではイネーブル用送信信号は有効である。
【０１０４】
図５のステップ５３０：サービスセンターは、高密度エリアからイメージデータを廃棄し
、および、信号を車両に送信したりまたは送信しなかったりする。その後に、処理が図３
のステップ３２０からステップ３３０に進む。ステップ４００～ステップ４６０は、同一
車両からの同一パケット内で受信される様々なタイプのデータのために繰り返しても良い
。
【０１０５】
図５のステップ５４０：図２のステップ２３５を一時停止する一時停止送信信号が、高密
度のエリア内の車両のうち選択された何台かにまたは全部に送信される。一時停止送信信
号が位置エリアまたは時間を含めても良く、その位置エリア内では一時停止送信信号が有
効であり、その時間内では一時停止送信信号は有効である。
【０１０６】
それにより、図３、図４および図５によれば、データは、必要に応じて、そのデータをキ
ャプチャした車両から、図３のステップ２３５に従って選択的に計算される。サービスセ
ンターから必要とされる位置エリアのために、サービスセンターによって生成される一時
停止信号（ステップ５２０のイネーブル信号、ステップ５３０の廃棄信号、または、ステ
ップ５４０の一時停止信号）が存在しない時に、データが他と共有される。一時停止信号
がサービスセンターで生成され、そして、サービスセンター（ステップ５３０）で使用さ
れ、または、同一の道路または近くの道路（たとえば１つのエリア）上で選択された車両
（ステップ５２０およびステップ５４０）に送信され、にぎやかな道路上で適当な台数の
車両だけがサービスセンターにデータを送信するように、または、ピアツーピアでイメー
ジを送信するようにする。サービスセンターは、同一エリアからあまりにも多すぎるデー
タを受信すると、一時停止信号を生成する。たとえば、サービスセンターおよび車両ＧＰ
Ｓ位置センサからの信号内の許容位置範囲で、自動的に決定されるように、車両がにぎや
かな道路またはエリアを去る時に、車両コンピュータは一時停止を解除しても良い。ある
いはその代わりに、単にステップ５４０の一時停止信号の短縮である再開信号を一時停止
車両に送信することにより、サービスセンターは一時停止を解除する。同様に、再開信号
が、ステップ５２０のイネーブル信号の全車両への一般的な放送であっても良い。一時停
止が解除されると、車両はステップ２３５に従ってデータの送信を再開するだろう。シス
テムがセットアップされて、特にプライベートな理由のために、ユーザが自己車両からの
データ送信を選択的にイネーブルおよびディセーブルにしても良い。
【０１０７】
図１４は、緊急を感知する車両に関する、または、緊急を宣言してイベントのビデオ履歴
をキャプチャする車両の乗員に関する本実施の形態の方法の一部におけるフローチャート
である。
【０１０８】
図１４のステップ２０：たとえば、図２のステップ２２０、ステップ２２５およびステッ
プ２５０に関して記述されたように、車両（Ａ）は緊急イベントを感知する。緊急イベン
トは、車両（Ａ）の乗員によって感知されても良い。または、緊急イベントは、車両（Ａ
）のセンサのうち１つ、たとえば、急ブレーキ用のセンサ（ＡＢＳを配備したセンサ）、
エアバック展開用のセンサ、および、車両（Ａ）内に入ろうとする侵入者用のセンサの１
つによって感知されても良い。その急ブレーキ用のセンサ、エアバック展開用のセンサ、
および、侵入者用のセンサは、車両（Ａ）が思いがけない事故に会ったこと、ちょうど事
故を避けたこと、および、どこか故障したことを示す。
【０１０９】
図１４のステップ２１：緊急の感知は、たとえば、車両（Ａ）の乗員によって行われたの
ではなく、車両センサ自体によって行われたものか。この車両（Ａ）のコンピュータシス
テムにおける質問および決定が「Ｙｅｓ（はい）」の結果に達すると、処理はステップ２
３に進み、そうでない場合にはステップ２２に進む。
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【０１１０】
図１４のステップ２２：乗員が、感知された乗員ＥＳ命令を確認するか、または、車両（
Ａ）の外部で始まった、たとえば他の車両（Ｂ）のサービスセンター（ＳＣ）から始まっ
たＥＳ命令を受信するかに関して、車両（Ａ）のコンピュータシステムが質問する。「Ｙ
ｅｓ（はい）」が質問結果である場合には、車両（Ａ）の乗員によって入力されるように
、処理がステップ２４に進み、そうでない場合には処理が終了する。さらなる向上として
、たとえば、駐車またはエンジンオフの時の待機モードで車両コンピュータに指示される
ように、車両が無人の場合には、確認フラッグを設定した後に、処理が自動的にステップ
２４に進む。処理はステップ２８まで継続し、そして、車両の乗員が通知されるまで、お
よび、ステップ２８を実行するように処理が進むために車両の乗員が確認フラッグを明確
にするように選択するまで、その処理は停止する。
【０１１１】
図１４のステップ２３：車両（Ａ）のコンピュータシステムは緊急信号（ＥＳ）を生成す
る。
【０１１２】
図１４のステップ２４：それから、車両（Ａ）は現在のビデオ履歴を、たとえば、キャプ
チャされた次のビデオイメージを使ってその現在のビデオ履歴の上書きを防止すること（
上書き禁止フラッグを設定すること）によって、永久的に記憶する。
【０１１３】
図１４のステップ２５：車両（Ａ）は、（携帯電話システムのような）無線WANでサービ
スセンター（SC）に受け取り通知（ACK）を送ってサービスセンターに緊急を知らせる。A
CKは、車両（Ａ）の識別、車両（Ａ）の位置、現在データ、現在時間、および、緊急の種
類のような主要データを含む。サービスセンターは道路当局または道路サービスに緊急を
知らせ、たとえば、警察に通報して緊急サービスをリクエストしても良い。このサービス
は緊急の重大度に依存しても良い。また、サービスセンターは、緊急時の当面エリア内で
の他の車両に、ステップ２１で言及されるようなサービスセンター（SC）の命令を伴った
イベントを目撃するよう命令しても良い。
【０１１４】
図１４のステップ２６：車両（Ａ）は、無線LANで他の車両（Ｂ）に緊急信号を送信し、
緊急信号の有効性を制限する。たとえば、緊急イベント時の当面エリア内に存在する他の
車両（Ｂ）によってのみ受信されるように、信号が低電力で送信される。ESは、車両（Ａ
）の識別、車両（Ａ）の位置、データ、時間、緊急の種類、および、キャプチャイメージ
命令のような主要データを含む。
【０１１５】
図１４のステップ２７：それから、車両（Ａ）は、ステップ２４における現在のビデオ履
歴の継続として、さしあたって将来のビデオ履歴を永久的に記憶するように処理する。将
来のビデオ履歴は、ステップ２４から開始するタイマーによって制御され、緊急の重大度
に従ってコンピュータシステムにより指定または自動的に選択された時間期間の間、継続
する。
【０１１６】
図１４のステップ２８：車両（Ａ）は、ビデオ履歴（現在のビデオ履歴とその継続（さし
あたって将来のビデオ履歴）とを含めて）を、（携帯電話システムのような）無線WANで
サービスセンターに送信する。ビデオ履歴は、その識別用の主要データと；イメージと；
温度、車両内外からの音響記録、および天候要因のような他の環境データとを含む。
【０１１７】
図１４のステップ２９：サービスセンター（SC）は、ステップ２８でサービスセンターに
送られたビデオ履歴を受信しかつ永久に記憶する。記憶装置は索引付けられ、主要データ
に従って緊急サービスのディレクトリーに入力される。
【０１１８】
図１４のステップ３０：サービスセンターは、ビデオ履歴が受信されて良好な順番で記憶
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されたことを決定した後に、受け取り通知（ACK）を元の車両（Ａ）に送信し、そしてま
た、何らかの道路当局または道路サービスの配備を確認する。受け取り通知は車両（Ａ）
で表示される。その受け取り通知を受信するまで、車両（Ａ）は繰り返しサービスセンタ
ーに送信する。
【０１１９】
図１４のステップ３１：よくある管理のように、インデックス、ディレクトリーなどを確
立および維持することにより、受信されたビデオ履歴用のデータベースをサービスセンタ
ーが管理する。そして、サービスセンターは、個人のプライバシーを破ることなく、他人
の適法な要求に従って情報を分配する。
【０１２０】
図１４のステップ３２：車両（Ｂ）は、ステップ２６内で送信された緊急信号ESを受信す
る。それは、車両（Ｂ）が車両（Ａ）と一緒に無線LANの範囲内にいるからである。
【０１２１】
図１４のステップ３４：車両（Ｂ）のコンピュータシステムは、そのカメラが作動してい
るか、または、機能しているかを判断する。カメラが作動している場合には処理はステッ
プ３５に進み、カメラが作動していない場合には処理はステップ３６に進む。
【０１２２】
図１４のステップ３５：車両（Ｂ）のコンピュータシステムが、その現在のビデオ履歴を
、たとえば、キャプチャされた次のビデオイメージを使って現在のビデオ履歴の上書きを
防止すること（上書き禁止フラッグを設定すること）によって、記憶する。
【０１２３】
図１４のステップ３６：車両（Ｂ）のコンピュータシステムは、無線LANで車両（Ａ）に
受け取り通知（ACK）を送信して、イメージデータをキャプチャしていることを車両（Ａ
）に知らせる。ACKは、車両（Ｂ）の識別、車両（Ｂ）の位置、データ、および時間よう
な主要データを含む。
【０１２４】
図１４のステップ３７：それから、車両（Ｂ）のコンピュータシステムは、ステップ３５
における現在のビデオ履歴の継続として、さしあたり将来のビデオ履歴を永久的に記憶す
るように進む。将来のビデオ履歴は、ステップ３５から開始するタイマーにより制御され
、緊急の重大度に従ってコンピュータシステムにより指定または自動的に選択される時間
期間の間、継続する。
【０１２５】
図１４のステップ３８：車両（Ｂ）のコンピュータシステムは、ビデオ履歴（現在のビデ
オ履歴と、その継続（さしあたり将来のビデオ履歴）とを含めて）を（携帯電話のような
）無線WANでサービスセンターに送信する。ビデオ履歴は、リクエスト者としての車両（A
）の識別と、データの源としての車両（B）の識別と、イメージと、他の環境データとの
ために主要データを含む。他の環境データは、温度、車両の内外からの音響記録、および
、天候要因のようなものである。
【０１２６】
図１４のステップ３９：サービスセンター（SC）は、ステップ３８でサービスセンターに
送信されたビデオ履歴を受信しかつ永久に記憶する。記憶装置は索引付けされ、主要デー
タに従って緊急サービスのディレクトリー内に入力される。
【０１２７】
図１４のステップ４０：ビデオ履歴が受信され、良好な順序で記憶されたことを決定した
後に、サービスセンター（SC）は元の車両（Ｂ）に受け取り通知（ACK）を送信する。受
け取り通知は、車両（Ｂ）で表示される。その受け取り通知を受信するまで、車両（Ｂ）
は繰り返しサービスセンターに送信する。
【０１２８】
図１４のステップ３１：よくある管理のように、インデックス、ディレクトリーなどを確
立して維持することによって、サービスセンターは、受信されたビデオ履歴用のデータベ
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ースを管理する。そして、サービスセンターは、個人のプライバシーを破ることなく、他
人の法的な要求に従って情報を分配する。
【０１２９】
図１５は、イベントのビデオ履歴をキャプチャするために、他の車両（A）に端を発する
緊急を感知する車両（B）に関する、または、非常事態の車両（１）に関して観測された
ことに基づいて緊急を宣言する車両（Ｂ）の乗員に関する実施の形態における方法の一部
のフローチャートである。
【０１３０】
図１５のステップ４０：車両（Ａ）は、図２に関して議論されたタイプの緊急イベント、
すなわちステップ２２０、ステップ２２５、ステップ２６０、およびステップ２６５を有
する。
【０１３１】
図１５のステップ４１：車両（Ｂ）は、車両の感知が、たとえば、車両（Ｂ）の乗員によ
って行われるのではなく、車両センサ自体に端を発するかどうかを決定する。車両（Ｂ）
のコンピュータシステムの質問および決定が「Ｙｅｓ（はい）」の結果に達する場合には
、処理はステップ４３に進み、そうでない場合にはステップ４２に進む。
【０１３２】
図１５のステップ４２：乗員が、感知された乗員ESの命令を確認するか否かに関して、車
両（Ｂ）のコンピュータシステムが質問する。「Ｙｅｓ（はい）」が質問の結果である場
合には、車両（Ｂ）の乗員によって入らされるように、処理はステップ４３に進み、そう
でない場合には処理は終了する。さらなる強化として、車両が無人である場合には、たと
えば、駐車またはエンジンオフ時の待機モードで車両のコンピュータシステムに指示され
るように、確認フラッグを設定した後に処理がステップ４３に自動的に進む。そして、処
理がステップ４７まで継続し、車両の乗員が通知されるまで、かつ、処理が進んでステッ
プ４７を実行するため確認フラッグを明確にするように車両の乗員が選ぶまで、その処理
は停止する。
【０１３３】
図１５のステップ４３：車両（Ｂ）のコンピュータシステムは、そのカメラが作動してい
るか、または、機能しているかを判断する。そのカメラが作動している場合には処理がス
テップ４４に進み、カメラが作動していない場合には処理がステップ４５に進む。
【０１３４】
図１５のステップ４４：車両（Ｂ）のコンピュータシステムはその現在のビデオ履歴を、
たとえば、キャプチャされた次のビデオ履歴を使って現在のビデオ履歴の上書きを防止す
ること（上書き禁止フラッグを設定すること）によって、記憶される。
【０１３５】
図１５のステップ４５：車両（Ｂ）は（携帯電話システムのような）無線WANでサービス
センター（SC）に受け取り通知（ACK）を送信して、車両（Ａ）に伴った緊急状態をサー
ビスセンターに知らせる。ACKは、車両光学認識装置で知らされまたは知覚された場合に
は車両（Ａ）の識別、車両（Ｂ）の位置、データ、時間、緊急状態の種類のような主要デ
ータを含む。車両（Ａ）または他の車両がまだサービスセンターに知らせていない場合に
は、サービスセンターが道路当局または道路サービスに緊急を知らせ、たとえば、警察に
知らせて救急車をリクエストしても良い。このサービスは緊急の重要度に依存しても良い
。また、サービスセンターは、緊急状態の当面エリア内での他の車両に、そのイベントを
目撃するよう命令しても良い。そのイベントは、図１４のステップ２１内で言及されるよ
うなサービスセンター（SC）命令を伴っている。
【０１３６】
図１５のステップ４６：それから、車両（Ｂ）が、ステップ４４における現在のビデオ履
歴の継続として、さしあたり将来のビデオ履歴を永久的に記憶するように処理する。将来
のビデオ履歴は、ステップ３５から始まるタイマーを使って制御され、および、緊急の重
要度に従ってコンピュータシステムにより指定または自動的に選択される時間期間の間、
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継続する。
【０１３７】
図１５のステップ４７：車両（Ｂ）のコンピュータシステムは、ビデオ履歴（現在のビデ
オ履歴と、その継続（さしあたり将来のビデオ履歴）とを含めて）を（携帯電話システム
のような）無線WANでサービスセンターに送信する。ビデオ履歴は、緊急状態の車両とし
ての車両（Ａ）の識別と、データの源としての車両（Ｂ）の識別と、イメージと、他の環
境データとのための主要データを含む。他の環境データは、温度、車両内外からの音響記
録、および、天候要因のようなものである。
【０１３８】
図１５のステップ４８：サービスセンター（SC）は、ステップ４７内に送信されたビデオ
履歴を受信して永久的に記憶する。記憶装置は索引を付けられ、主要データに従って緊急
サービスディレクトリー内に入らされる。
【０１３９】
図１５のステップ４９：サービスセンター（SC）は、ビデオ履歴が受信されて良好な順序
で記憶されたことを決定した後に、元の車両（Ｂ）に受け取り通知（ACK）を送信する。
受け取り通知は車両（Ｂ）で表示される。その受け取り通知を受信するまで、車両（Ｂ）
は繰り返しサービスセンターに送信する。
【０１４０】
図１５のステップ５０：よくある管理のように、インデックス、ディレクトリーなどを確
立して維持することにより、受信されたビデオ履歴のためにデータベースをサービスセン
ター（SC）が管理する。そして、サービスセンターは、個人のプライバシーを破ることな
く、他人の法的な要求に従って情報を分配する。
【０１４１】
実施の形態によって提供されるサービスに対する顧客が、非メンバーまたはメンバーとし
て分類されても良い。
【０１４２】
非メンバーは、サービスセンターのウェブサイトの公開ページにアクセスして、イメージ
を含めてマップディスプレイ上でデータのうち利用できるものを調べることができる。あ
る情報は、一般大衆の間で興味を生み出すために、自由に閲覧またはダウンロードするこ
ともでき、そして一方、他の情報は、一回ごとの手数料に対して利用可能である。
【０１４３】
メンバーは、交通情報サービス、データセンターへの任意情報検索などのような会社ウェ
ブ系サービスへの十分なアクセスを有する。メンバーは会費を支払い、自己の車両に装置
を組み込んで、その装置で可能とされる多くのサービスを、たとえば、サービスセンター
への無線通信、および、ローカル車両間で直接的に分配される情報を得る。メンバーは、
インターネット上で、または、サービスセンターとの直接的な無線通信によって、潜在的
に興味あるイメージをスキャンでき、それにより、イメージを記憶しても、または、ディ
レクトリー利用できるものを抜き出しても良し、および、リクエストしている車両に直接
的にイメージを送信するように、または、サービスセンターを介してイメージを送信する
ように他の車両コンピュータに命令しても良い。サービスセンターを介してまたはサービ
スセンターにデータを送る際の寄与度に従って、メンバーは、メンバー会費を割り引くた
めに利用されるポイントを与えられる。メンバーの個人情報およびデータはサービスセン
ターによって厳重に保存され、持ち主によって許可されない場合には訂正不可能である。
【０１４４】
イメージを含めたデータパックと関連情報とを使って、特定エリアへの接近前に現在の交
通状況および道路状況を知り、ドライバーがそのルートを評価できるようにしている。ま
た、データパケットは、走行ルートに沿って目立った標識、建物、および眺望のようなナ
ビゲーション情報を提供する。たとえば、最近の１０分間で他の車両により関心ある位置
でキャパチャされたデータが、関心ある各ハイウェイのルートに沿って総マイル数まで記
憶される。このように構成されたデータは、ドライバーにとって利用可能であり、そして
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、関心ある位置に到着する前にそこでの現在の道路状況にアクセスするために利用される
。また、サービスセンターまたは車両コンピュータは、エリアと、関心ある各道路の交通
とに関する統計的情報を引き出す。
【０１４５】
データは有益である：一緒に運転していないが、どちらかと言えば、同一時刻または異な
る時刻で同じルートに関して異なる車両で運転している家族および他人と通信すること；
駐車した車両を離れてチェックすること；インターネットおよびウェブサイトを有する人
によってアクセスされるようにウェブサイト上で公開するため：ドライバーが自己の経験
に基づいて運転を計画または思い出すための記録として、道路および素晴らしい眺望の名
前をユーザに思い出させること；持ち主に対する事故、または、データのキャプチャによ
って同時発生的に出会わされた他の車両に対する事故の重大な証明として：目的地への最
適な方法を選択すること。他の車両から目の前のイメージを使って、所望の位置での現在
の天候を知ること；一台またはそれ以上の車両によって事故現場または犯罪現場でキャプ
チャされ、その事故または犯罪の原因の証拠としてその時に使用されることもあるイメー
ジを獲得すること；道路固定カメラおよび道路固定センサの下部構造を構築することによ
ってよりむしろ、複数の車両間で分配されることによって、遙かにコスト効率的な方法で
イメージを獲得すること；個々人、様々なメディア配給者、政府当局、および企業に対し
て、特にニュース源としての交通状況および天候状況に関しての販売のため。
【０１４６】
本発明は、多くの実施の形態および実例に関して記載されたが、そのように限定されず、
添付された請求項の範囲に入る様々な明白な変形および等価物を含む。
【０１４７】
【発明の効果】
本発明は、セキュリティー（安全確保）およびセイフティー（安全性）のみならず、ナビ
ゲーション用のイメージモニタリングの適用範囲と効率とを増大する。そのようなモニタ
リングのコストを減少する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を実施するための総合システム装置における一実施の形態を示す概略図で
ある。
【図２】異なるイベントの発生時に、図１の総合システムにおける他の構成要素と相互作
用する１台の車両によって実行されるような一実施の形態の方法を示すフローチャートで
ある。
【図３】図１の総合システムにおける他の構成要素と相互作用する機能的に同様なサービ
スセンターの１つの動作方法を示すフローチャートである。
【図４】図３のステップ３２０をさらに詳細に示す図である。
【図５】図４のステップ４５０をさらに詳細に示す図である。
【図６】図２の方法を実行する車両コンピュータまたは車両ラップトップ用のコンピュー
タ画面ディスプレイを概略的に描写する図、さらに詳細には、図２のステップ２０５にお
ける典型的なマップ表示と図８のステップ８０３における典型的な表示とを示す図である
。
【図７】図２の方法を実行する車両コンピュータまたは車両ラップトップ用のコンピュー
タ画面ディスプレイを概略的に描写する図、さらに詳細には、図２のステップ２６０およ
びステップ２６５からのデータを使ってステップ２７０の典型的なイメージ表示と、図８
のステップ８０８およびステップ８１０における典型的なイメージ表示とを示す図である
。
【図８】特定位置で取り出されたイメージをリクエストする車両を使って、図２のステッ
プ２６０、ステップ２６５、およびステップ２７０で提供されるものよりもっと詳細に、
システム動作のための一実施の形態における方法を示すフローチャートである。
【図９】キャプチャされたイメージの記憶装置を管理する際に、特に、イメージフラッグ
に関して、総合システムの動作、すなわち図２のステップ２３０およびステップ２３５を
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【図１０】マップ上で１つの位置を選択するように位置決めされたカーソルを使って、図
６による現実のマップ表示がどのように見えるかを示す図である。
【図１１】図１０で選択された位置から取り出されたように、図７による現実のマップ表
示がどのように見えるかを示す図である。
【図１２】図１０と類似するが、ハイウェイに沿ってさらに位置決めされたカーソルを伴
ったマップ表示を示す図である。
【図１３】図１１と類似するが、図１２の位置を選択するための現実のマップ表示を示す
図である。
【図１４】緊急事態を感知した車両に関する、または、緊急事態を宣言してイベントのビ
デオ履歴をキャプチャした車両の乗員に関する一実施の形態における方法の一部を示すフ
ローチャートである。
【図１５】他の車両に端を発する緊急事態を感知した車両に関する、または、緊急事態を
宣言してイベントのビデオ履歴をキャプチャした車両の乗員に関する一実施の形態におけ
る方法の一部を示すフローチャートである。
【符号の説明】
CAMERA　　　　　　　　　　カメラ
COMPUTER　　　　　　　　　コンピュータ
OTHER VEHICLE　　　　　　 他の車両
SERVICE CENTER　　　　　　サービスセンター
SHOCK SENSOR　　　　　　　衝撃センサ
TEMPERATURE SENSOR　　　　温度センサ
VEHICLE 　　　　　　　　　車両
VELOCITY SENSOR　　　　　 速度センサ
WIRELESS LAN　　　　　　　無線LAN
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】
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