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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車両内で少なくとも一つのモバイル端末を利用するシステムであって、前記少なく
とも一つのモバイル端末と、車内に配置される車両表示装置と、車内に備えられる車両操
作装置と、前記自動車両と前記モバイル端末間の通信用インタフェースとを有している、
システムにおいて、
　前記モバイル端末および／または車内に備えられる端末統合装置に、端末シーケンス制
御が備えられ、当該端末シーケンス制御は、前記モバイル端末の複数の機能および／また
はソフトウェア・アプリケーションを操作するための操作および／または表示表面を、車
両表示装置に呼び出すようになっていて、車両操作装置を介して操作されること、
　前記端末シーケンス制御により前記車両表示装置に呼び出される前記操作および／また
は表示表面が、モバイル端末の当該操作表面に対比して、前記操作および／または表示表
面が運転者にとってより理解しやすいようにおよび／またはより簡単に操作出来るように
、走行状況に対して適合化されており、その際、車両の第１の速度を上回る第２の速度で
は、前記操作および／または表示表面のメニュー構成および／またはメニュー・ガイドが
、第１の速度における場合よりもより理解し易いようにおよび／またはより簡単に操作で
きるように、前記端末シーケンス制御によって、一定の選択方式で、および／または圧縮
方式で、および／または、見易い構成で、呼び出されること、及び
　前記モバイル端末が、車両シーケンス制御、すなわち端末・車両シーケンス制御を有し
ており、それにより前記モバイル端末が、運転者支援システムまたは画像解析システムで
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ある車両固有の機能を少なくとも部分的に引き継いで、その際、前記車両に取り付けられ
た各種センサと協働すること
を特徴とする、システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムにおいて、
　前記操作および／または前記表示表面の走行状況に対する適合化のために、複数のメニ
ューへの分割方式が呼び出されることを特徴とする、システム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のシステムにおいて、
　前記モバイル端末が、携帯電話、ＰＤＡすなわちパーソナル・デジタル・アシスタント
、ノートブック、モバイル・コンピュータ、又は、モバイル・エンターテインメント装置
であることを特徴とする、システム。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載のシステムにおいて、
　前記モバイル端末が、インターネット・プロトコル（ＩＰプロトコル）を介して、前記
端末統合装置と通信することを特徴とする、システム。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載のシステムにおいて、
　前記操作および／または表示表面を介して、前記モバイル端末に現存するソフトウェア
・アプリケーションを前記自動車両内で前記車両表示装置および前記車両操作装置を使用
して利用できるようにすることを特徴とする、システム。
【請求項６】
　請求項５に記載のシステムにおいて、
　前記モバイル端末に現存するソフトウェア・アプリケーションが、インターネット・ブ
ラウジング、エンターテインメント、電話、ラジオ、ＴＶ、移動オフィス、メッセージン
グ、ナビゲーション、ゲーム、および／またはネットワーキング用のソフトウェア・アプ
リケーションであること、及び
　前記ネットワーキングがブルートゥース、ＷＬＡＮ、ＧＰＲＳ、および／またはＵＭＴ
Ｓであることを特徴とする、システム。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載のシステムにおいて、
　前記選択方式、および／または圧縮方式、および／または見易い構成が、前記車両に配
置される各種センサに基づいて、および／または車内に伝送される交通情報に基づいて算
出される、前記自動車両の運転者の負担に対処したものであることを特徴とする、システ
ム。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一項に記載のシステムにおいて、
　車内に備えられる車両シーケンス制御により、前記車両表示装置の制御および／または
前記車両操作装置の制御が引き継がれ、それにより、車両電子機器の重要な報知の際に、
前記端末シーケンス制御により呼び出される前記操作および／または表示表面に代わり、
前記車両の状態および／または交通状況を指向した別の操作および／または表示表面が呼
び出されることを特徴とする、システム。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載のシステムにおいて、
　前記端末シーケンス制御がジャヴァアプリケーションを有しており、それによって端末
の動作システムおよび／または種類からの独立性が達成されることを特徴とする、システ
ム。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載のシステムにおいて、
　前記車両の各種装置の操作に利用され、前記車両の前記表示装置に表示される第１のメ
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ニューが、車内に現存するデータ演算処理装置により発生され、および前記モバイル端末
の操作に利用される第２のメニューが、前記モバイル端末および／または車内に備えられ
る前記端末統合装置により発生されることを特徴とする、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の上位概念（所謂おいて部分、プリアンブル部分）に係る、特に乗
用車または二輪車等の車両内の少なくとも一つのモバイル端末の利用システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ブルートゥース短距離無線通信システムを介して車両と通信して、車両のフリートーク
装置を介して通話が行われるようにする携帯電話を使用することが知られている。車両の
いわゆる「モバイル統合ユニット」は、この携帯電話の電話番号にアクセスして、これを
車両のディスプレイに表示できるようにする。車両のマン・マシン・インタフェースの操
作装置により、携帯電話に記憶されたダイヤルアップ番号を選択することができる。車内
に組み付けられたディスプレイのメニュー構成およびメニュー・ガイドは、車内にあるシ
ーケンス制御ないしはプログラム・コントローラにより決定される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の課題は、車両内のモバイル端末の改良型利用システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この課題は、請求項１に記載の各特徴により解決される。有利な展開構成例は、従属請
求項の対象となっている。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
　モバイル端末および／または車内に備えられる端末統合装置には、本発明にしたがって
、端末シーケンス制御が備えられている。この端末シーケンス制御、特にプログラム・コ
ントローラにより、前記モバイル端末により提供される各種機能および／またはソフトウ
ェア・アプリケーションないしはプログラムを操作するために、車両表示装置、特にＴＦ
Ｔディスプレイまたはヘッドアップ・ディスプレイに、操作および／または表示表面の表
示をもたらすようにしている。アプリケーションないしはプログラムとは、特にモバイル
端末にインストールないしは記憶されている、モバイル端末を車両の外部で利用する場合
もモバイル端末により提供されるアプリケーション、および／または、端末にインストー
ルないしは記憶されている、車両の各種装置と協力して、相応の通信用結合手段を介して
提供されるようなアプリケーションのことである。本発明においては、各種機能および／
またはアプリケーションが、車両操作装置、たとえば特に押し回し式調整部材、ないしは
出願人のいわゆるアイ・ドライブ・コントローラ（iDrive-Controller）により操作され
るようになっている。
【０００６】
　本発明にしたがったシステムにより、運転者は、車内のディスプレイおよび車両操作装
置を利用して、自分のモバイル端末の各種機能および／またはアプリケーションを使用す
ることが可能な状況に置かれるようになる。車内での操作および表示のための操作および
／または表示表面ないしはメニュー構成は、端末シーケンス制御により提供および／また
はもたらされるようになっている。
【０００７】
　そのために必要なハードウェアおよび／またはソフトウェア・リソースについては、本
発明にしたがったシステムにおいては、モバイル端末により全てまたは一部が提供される
ために、車両により提供されなければならないのは、そのほんのごく一部か、または皆無
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である。これにより、モバイル端末と車両とでは開発周期が大きく異なることによる、互
換性および／または信頼性の問題を、十分に回避することができる。本発明にしたがって
、車両に「ぴたりと合った」端末シーケンス制御が、モバイル端末および／または車内に
備えられる端末統合装置の使用に供される場合は、モバイル端末とその各種アプリケーシ
ョンおよび機能を、車両の表示および操作装置を使用して、車内で利用することができる
。
【０００８】
　本発明の構成例においては、モバイル端末が、携帯電話、ＰＤＡすなわちパーソナル・
デジタル・アシスタント、ノートブック、またはその他のモバイル・コンピュータ、たと
えば特にモバイル・エンターテインメント装置となっている。
【０００９】
　本発明の好ましい構成例においては、モバイル端末が、インターネット・プロトコル（
ＩＰ）を介して、本発明にしたがった端末統合装置と通信するようになっている。
　本発明の展開構成例においては、操作および／または表示表面を介してモバイル端末に
現存するソフトウェア・アプリケーションを、たとえば特にインターネット・ブラウジン
グ、エンターテインメント、電話、ラジオ、ＴＶ、移動オフィス、メッセージング、ナビ
ゲーション、ゲーム、および／または、ネットワーキング、たとえば特にブルートゥース
、ＷＬＡＮ、ＧＰＲＳ、および／またはＵＭＴＳ等のために、車両内で車両表示装置およ
び車両操作装置を使用して利用できるようにしている。
【００１０】
　あるいはその代わりに、またはそれに補足して、本発明の別の展開構成例においては、
モバイル端末のソフトウェアおよび／またはハードウェア・タイプの少なくとも一つのイ
ンフラ・コンポーネント、たとえば特にモバイル端末のセキュリティまたは暗号化コンポ
ーネント、半導体メモリ、またはプロセッサを、車両表示装置および車両操作装置を使用
して利用できるようにしている。
【００１１】
　最新のモバイル端末により、ブロードバンド化が進展するのが通例である最新の「外界
」との通信手段を、車両は常に利用できるようになる。これは特に、たとえば迅速に実行
可能な点検または修理対策（テレ・サービス対策）の枠内で行われる、車両のメーカから
当該車両に対する相応のデータ伝送による、車両ソフトウェアの高速アップデートのため
に、有利である。それにより、顧客が車両をサービス工場に持ち込まなければならないリ
コール対策は、多くのケースでもはや不要となる。
【００１２】
　本発明の別の構成例においては、本発明にしたがって、車両表示装置に呼び出される操
作および／または表示表面が、モバイル端末の当該操作表面に対比して、車内の状況、特
に走行状況に対して適合化されるように、端末シーケンス制御が構成されている。この適
合化は特に、運転者がより理解し易いように、および／またはより簡単に操作できるよう
に行われる。
【００１３】
　本発明の展開構成例においては、本発明にしたがって、モバイル端末の操作および／表
示表面と対比して、操作表面の走行状況に対する適合化がもたらされるように、端末シー
ケンス制御が構成されるようになっている。この適合化は特に、本発明にしたがって、モ
バイル端末の操作および／表示表面と対比して、選択方式において、および／または圧縮
方式において、および／または見易い構成において、行われるようにするとよい。運転者
におびただしい数の情報が提供されるのを回避するためには、たとえば端末シーケンス制
御により複数の操作および／または表示メニューへの分割、または適切に分類された複数
のメニューへの分割が実施されるようにするとよい。
【００１４】
　本発明の別の実施形態においては、モバイル端末の各種機能および／またはアプリケー
ションを操作するための操作および／または表示表面のメニュー構成／またはメニュー・
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ガイドが、速度に関連付けられている。これは、車両の第１の速度を上回る第２の速度に
おいては、より理解し易いように、および／またはより簡単に操作できるようになってい
る。これは、本発明においては相応の端末シーケンス制御により達成される。この対策に
より、ほかにもさらに車内のモバイル端末の操作ないしは使用が人間工学的に改善される
。それに加え、運転者の気を引くことが回避されるために、交通安全も向上する。
【００１５】
　本発明の別の構成例においては、選択方式、および／または圧縮方式、および／または
見易い構成が、車両の運転者の負担に対処したものとなっている。車両の運転者の負担は
、特に車両に配置される各種センサに基づいて、および／または車内に伝送される交通情
報に基づいて算出されるようになっている。当該データは、演算処理のために端末シーケ
ンス制御に伝送される。
【００１６】
　本発明のさらに別の構成例においては、車内に備えられる車両シーケンス制御により、
車両表示装置の制御および／または車両操作装置の制御が引き継がれるようになっており
、それにより、端末シーケンス制御により呼び出される操作および／または表示表面に代
わり、別の操作および／または表示表面が呼び出されるようにしている。これはたとえば
、車載エレクトロニクスの重要なメッセージを運転者に報せるべきである場合等に行われ
る。ほかにも、車両の状態および／または交通状況が変化する場合は、操作および／また
は表示表面が、本発明にしたがった端末シーケンス制御により変更されるようにするとよ
く、またその際にはこの変化が、特に運転者に警告するために利用されるようにするとよ
い。
【００１７】
　本発明の別の実施形態においては、モバイル端末が、車両シーケンス制御、すなわち端
末‐車両シーケンス制御を有しており、それにより車両固有の機能、たとえば特にパーキ
ングアシスト等の運転者支援システム、または画像解析システム等が少なくとも部分的に
モバイル端末に引き継がれるようにしている。この場合は、これに対応するモバイル端末
により、特に車両に取り付けられた各種センサから提供されるデータの演算処理が行われ
る。
【００１８】
　モバイル端末により、公然周知であるように、たとえばナビゲーション用、ないしはル
ート案内用のソフトウェアが提供される場合は、車両に取り付けられた各種センサから提
供されるデータを利用して、ナビゲーションないしはルート案内を改善することが可能と
なる。たとえば車両のホイールセンサのデータにより、ＧＰＳ信号を受信できないトンネ
ル内の車両の位置確認を改善することきができる。当然ながら本発明にしたがって、車両
に取り付けられた各種センサにより提供されるデータにより、モバイル端末の多数のアプ
リケーション・ソフトをさらに「精緻化」できるようにすることも考えられる。
【００１９】
　モバイル端末の、特にその性能および通信能力の向上となって現れる、常に時代の先を
いく改良により、本発明にしたがった高性能ハードウェアおよび／または高性能ソフトウ
ェアに基づく改良型システム、たとえば特に改良型運転者支援システムを、運転者の使用
に供することが可能となる。それと比べて比較的早く時代遅れとなってしまう車載エレク
トロニクスとの不利な結合を、これにより十分に相殺することができる。
【００２０】
　本発明の別の好ましい構成例においては、端末シーケンス制御がＪａｖａ（登録商標）
アプリケーションを有することが予定されている。それにより特に、車両の運転システム
、および／またはモバイル端末の動作システム、および／または端末の種類からの独立性
が達成される。
【００２１】
　本発明の別の実施形態においては、車両の各種装置の操作に利用される、車両の表示装
置に表示される第１のメニューが、車内に現存するデータ演算処理装置により発生される



(6) JP 5308673 B2 2013.10.9

ようになっている。モバイル端末の操作に利用される第２のメニューは、モバイル端末お
よび／または車内に備えられる端末統合装置により、ディスプレイないしは車両表示装置
に表示される。車両の各種装置の操作と、モバイル端末の操作とをこのように切り離すこ
とにより、故障時やモバイル端末が無い場合も、車両を安全に運転可能であることを保証
している。当然ながらこの移行は、安全性に支障を来たさない、またはいわんや安全性を
向上する場合は、流動的であるとよく、移行は何とコスト／利用上の理由からも好適であ
るかもしれない。



(7) JP 5308673 B2 2013.10.9

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ヴァイル　ダニエル
            ドイツ連邦共和国　デー・８０９９７　ミュンヘン　オスナブリュッカーシュトラーセ　２７
(72)発明者  シュタインベルク　カール・エルンスト
            ドイツ連邦共和国　デー・８１２４９　ミュンヘン　アルトシュトラーセ　１３２　アー

    審査官  山岸　登

(56)参考文献  特開２００３－２４４３４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１０８２９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－１０８８８４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１５２６２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－３０８２７２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２２４６５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２２２０３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－２４３０６０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２９３１６５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２７６８０３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｍ　　１／００，　１／２４－　１／２５３，
              　　　　　　１／５８－　１／６２，　１／６６－　１／８２，９９／００，
              Ｈ０４Ｗ　　４／００－９９／００，　　　　
              Ｇ０１Ｃ　２１／００－２１／３６，２３／００－２５／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	overflow

