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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠隔サーバから一対多型通信装置を介して同報通信された車両関連情報を、相互に通信
可能な受信装置及びメモリを有する特定の車両が受信する方法であって、
　スケジュールに基づいて所定時に前記遠隔サーバから前記同報通信された車両関連情報
を前記特定の車両の受信装置で受信する工程と、
　前記特定の車両において前記受信装置と通信する前記メモリの内部に保存されたユーザ
ープロフィールに基づいて、前記同報通信され且つ前記受信装置が受信した車両関連情報
のうちの一部だけに選択的にアクセスすると共に、該受信した車両関連情報のうちの残余
の部分をブロックする工程とを含み、
　前記特定の車両が、前記同報通信された車両関連情報を受信し、且つその受信した車両
関連情報の一部だけにアクセスできるようにしたことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記車両内及び／又は遠隔地点で、前記ユーザープロフィールがユーザによって変更さ
れることによって、選択的にアクセスされる前記受信した車両関連情報の一部を変更する
ことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記遠隔地点で遠隔メモリ内に保存された第２ユーザープロフィールに行われる変更を
含むよう、前記車両の前記メモリ内に保存されたユーザープロフィールが変更されること
を特徴とする、請求項２に記載の方法。
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【請求項４】
　受信した車両関連情報が、車両保守整備スケジュール、オイル交換催告、点検・整備キ
ャンペーン、リース調査、リース期間満了、車両機能を更に効果的に使用するためのアド
バイス、点検・整備リコール、リース延長の提供、ユーザ調査、自動車診断アンケートの
うちの少なくとも１つを含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記スケジュールは車両情報送信スケジュールに部分的に基づき、該車両情報送信スケ
ジュールは前記遠隔サーバと通信している遠隔メモリに保存されていることを特徴とする
、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記車両関連情報へ対応する工程を更に含み、前記車両関連情報は対応を要求するプロ
ンプトを含むことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　対応する工程が、受信した車両関連情報に応じて前記ユーザープロフィールを更新する
工程を更に含むことを特徴とする、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　対応する工程が、前記ユーザープロフィールを含むデータベースを更新する工程を更に
含むことを特徴とする、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　対応する工程が、ネットワークを介して前記データベースと前記ユーザープロフィール
とにアクセスする工程を更に含むことを特徴とする、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ネットワークがインターネットを備えることを特徴とする、請求項９に記載の方法
。
【請求項１１】
　更新したユーザープロフィールを前記遠隔サーバから前記車両で受信する工程を更に含
み、更新したユーザープロフィールを含むデータベースは前記遠隔サーバと通信している
ことを特徴とする、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　受信した更新済みユーザープロフィールを前記車両のメモリに保存する工程を更に含む
ことを特徴とする、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　対応する工程が、前記ユーザープロフィールの少なくとも一部を含む前記車両のメモリ
を更新する工程を更に含むことを特徴とする、請求項７に記載の方法。
【請求項１４】
　更新したユーザープロフィールを、データベースと通信している前記遠隔サーバへ送信
する工程と、前記ユーザープロフィールを含む前記データベースを更新する工程とを更に
含むことを特徴とする、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　対応する工程が、前記車両関連情報に含まれる点検・整備催告に応じて点検・整備提供
者と点検・整備の予約をする工程を更に含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項１６】
　対応する工程が、前記遠隔サーバへ所望の点検・整備の予約情報を送信する工程を更に
含むことを特徴とする、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記遠隔サーバは、送信された所望の点検・整備の予約情報に基づいて前記点検・整備
提供者と点検・整備の予約をすることを特徴とする、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記一対多型通信装置は、地上に配置したアンテナと地球の周りの軌道にある衛星とを
含む衛星通信装置を更に備えることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
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【請求項１９】
　前記受信する工程が、前記ユーザープロフィールに基づいた所定の車両関連情報を受信
する工程を更に含み、前記ユーザープロフィールを含むデータベースが前記遠隔サーバと
通信していることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遠隔地点から車両へ情報を提供し、かつ車両から遠隔地点へ車両関連情報を
提供する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両の保守整備は、車両の走行状態を良好に維持し、車両製造会社の総合的な評判を維
持するために不可欠である。例えば、車両の欠陥ではなくユーザの不注意のために車両が
誤作動あるいは故障した場合でも、特に数台の車両がユーザの不注意のために誤作動した
場合には、車両製造会社の評判は損なわれるであろう。ユーザはしばしば車両の定期的な
点検・整備や、改良された部品の交換により車両をグレードアップするのを怠り、またリ
コールされた車両部品の交換を忘れる場合もあるので、車両の点検・整備を忘れないよう
にユーザに注意を促すことは重要である。
【０００３】
　ユーザに注意を促す公知の方法は、どれも柔軟性に欠け、煩雑であり、効率が悪い。従
来の方法では、事象が起きたときに点灯する警告灯を車両製造時に装着する。例えば、保
守整備催告灯やオイルレベル警告灯が点灯して、自動車を整備業者に持ち込むようユーザ
を促す。これらの表示灯は、車両のメモリに前もってプログラムされた時間間隔またはレ
ベルに応じて点灯するに過ぎない。従って、ユーザが車両の点検・整備のためしばしば訪
れる整備業者が、前もってプログラムされたスケジュールと異なる新たな点検・整備スケ
ジュールを使用すべきであると決定した場合、新たなスケジュールを組み込むようメモリ
を更新することが不可能であったり、大変困難であったりする。同様に、ユーザがそのよ
うな催告を停止したい場合、ユーザは複雑なステップを取らねばならず、これらのステッ
プは通常専門の整備業者による援助を必要とする。
【０００４】
　また、従来の方法では、自動車部品のリコール通知や車両に使用すべき改良部品の開発
などの購入後の進展を、車両に送信することは不可能であった。そのような進展をユーザ
に通知するために、車両製造会社および他の整備業者は、製品パンフレット等をユーザへ
郵送せざるを得なかった。パンフレットの郵送は、コストが高いだけでなく、時機を逸し
たり、煩雑、非効率的である。
【０００５】
　たとえユーザが警告灯に気が付いたり最新のパンフレットを受け取って、点検・整備の
ために自動車を持ち込みたいと欲しても、ユーザは、整備業者の電話番号を探したり、整
備業者に連絡したり、予約する必要がある。予約するために必要な情報の多くは、通常ユ
ーザが車両に所持していないため、ユーザは予約をするに当たっては車両から出なくては
ならない。車両から出た後で、保守整備催告灯が点灯したにもかかわらず、ユーザは予約
するのを忘れてしまうかもしれない。
【０００６】
　他の公知の方法では、ユーザのプロファイルに基づいて小売販売情報を車両へ提供する
が、車両関連情報をユーザへ提供することはない。その結果、上記他の方法は、点検・整
備スケジュール、車両に関する製品リコールその他の通知をユーザに知らせる便利で柔軟
な方法に対する需要に応えない。
【０００７】
　更に、公知の方法では、ユーザはしばしば前もってプログラムされた通知に気付くが、
その通知の重要性を理解しない。すなわち、ユーザはしばしば通知に応じて車両を点検・
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整備のために持ち込むべきかどうか、あるいは車両をいつ持ち込むべきかを理解しない。
ある従来の方法は、通知を受けたときユーザが実際のオペレータに電話する二方向電話シ
ステムを提供する。そして、待機中のオペレータがユーザに通知の重要性を説明する。他
の方法では、車両のエアバッグが展開したとき、待機中のオペレータにメッセージが自動
的に送信される。
【０００８】
　しかしながら、そのような公知の方法は、極端に制限されており柔軟性に欠ける。例え
ば、ユーザは、事象の発生に関する情報を遠隔地点へ自動的に送信すべきか、ケースバイ
ケースで送信すべきか送信すべきでないかを決定する選択肢を持たない。従来技術の方法
では、ユーザはほとんどの事象の発生に関する情報を遠隔地点へ自動的に送信する選択肢
を持たない。むしろ、ユーザは二方向電話システムを手動で使用して、オペレータに通知
灯が点灯したことを知らせなくてはならない。その結果、従来の方法では、ユーザは制約
が多く柔軟性に欠けるやり方で、車両の問題点に関する情報を遠隔地点へ送信することに
なる。
【０００９】
　他の公知の方法では、一般情報を特定の車両へ送信する試みがなされたが、とても非効
率的で柔軟性に欠ける方法を採用している。例えば、公知の方法は、特定の車両に車両固
有のデータを送信する試みで、特定の車両にデータストリームを個々に送信する一対一の
通信装置を用いている。しかしながら、これらの方法の問題点は、多くの車両が同一の情
報を必要としていることである。例えば、数台の車両が、国際／国内ニュース情報を必要
としているかもしれない。従って、従来の方法では、同一の情報を複数の車両に数回送信
しなくてはならず、貴重な帯域幅を浪費することとなる。
【００１０】
　他の方法は、すべての車両に同一の情報を送信する。しかしながら、これらの方法の問
題点は、多くの車両がたくさんの不要な情報を受け取り、ユーザはそれらの不要な情報の
取捨選択を要求されることである。
【００１１】
　その結果、遠隔地点から車両への車両関連情報の送信を可能とし、車両から遠隔地点へ
の車両関連情報の選択的送信を可能とする方法が必要とされている。また、車両を特定し
た情報を複数の車両へ効率的に送信する方法が必要とされている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、従来技術の装置および方法の欠点を克服することである。特に、本発明は、
遠隔地点と車両との間での情報交換を容易にする方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の第１の特徴によれば、遠隔サーバから一対多型通信装置を介して同報通信され
た車両関連情報を、相互に通信可能な受信装置及びメモリを有する特定の車両が受信する
方法であって、スケジュールに基づいて所定時に前記遠隔サーバから前記同報通信された
車両関連情報を前記特定の車両の受信装置で受信する工程と、前記特定の車両において前
記受信装置と通信する前記メモリの内部に保存されたユーザープロフィールに基づいて、
前記同報通信され且つ前記受信装置が受信した車両関連情報のうちの一部だけに選択的に
アクセスすると共に、該受信した車両関連情報のうちの残余の部分をブロックする工程と
を含み、前記特定の車両が、前記同報通信された車両関連情報を受信し、且つその受信し
た車両関連情報の一部だけにアクセスできるようにしたことを特徴とする方法が提案され
、また第２の特徴によれば、第１の特徴に加えて、前記車両内及び／又は遠隔地点で、前
記ユーザープロフィールがユーザによって変更されることによって、選択的にアクセスさ
れる前記受信した車両関連情報の一部を変更することを特徴とする方法が提案され、さら
に第３の特徴によれば、第２の特徴に加えて、前記遠隔地点で遠隔メモリ内に保存された
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第２ユーザープロフィールに行われる変更を含むよう、前記車両の前記メモリ内に保存さ
れたユーザープロフィールが変更されることを特徴とする方法が提案される。
【００１４】
　上記特徴によれば、遠隔サーバは、通信装置を介して車両へ車両関連情報を送信する。
この車両関連情報には、例えば、適時の保守整備催告、製品の最新情報や製品リコール通
知が含まれる。車両関連情報を車両へ送信することにより、車両の点検・整備が必要なこ
とを車両ユーザに適時に通知し、かつ郵便サービスその他の書面連絡を不要とする。
【００１５】
　特に本発明では、車両関連情報を含む、あらゆるタイプの情報を、放送衛星通信装置な
どの一対多型通信装置により車両へ同報通信する。特定の車両は、同報通信された車両関
連情報を受信し、その受信した情報の一部だけにユーザがアクセスできるようにする。ユ
ーザがアクセスできる情報の一部は、車両に搭載したメモリ、例えば車両情報装置（ＶＩ
Ｄ）に保存されているユーザープロフィールの一部であるユーザ特定オプションによって
決まる。この方法では、数名の車両ユーザが必要とする情報を一度だけ同報通信すること
により帯域幅を節約するとともに、各車両においては不要な情報が除去できる。
【００１６】
　ある実施例では、ユーザは、ＶＩＤに保存されたユーザープロフィールにアクセスし更
新するか、あるいは遠隔地点に保存されているユーザープロフィールにアクセスしてユー
ザープロフィールを更新することができる。ユーザは、ある実施例においてはインターネ
ットであるネットワークを介して、遠隔地点にあるユーザープロフィールにアクセスして
ユーザープロフィールを更新することができる。そして、更新済みユーザープロフィール
は、ＶＩＤと遠隔地点の両方に保存される。ユーザープロフィールにＶＩＤでアクセスし
た場合、更新したユーザープロフィールはＶＩＤに保存されるとともに遠隔地点に送信さ
れ保存される。遠隔地点にあるユーザープロフィールにアクセスした場合、更新したユー
ザープロフィールは遠隔地点に保存されるとともにＶＩＤに送信され保存される。
【００１７】
　ユーザがユーザープロフィールを更新できるので、すべてのタイプの情報あるいは車両
関連情報に限定する等、車両においてユーザがアクセスできる情報のタイプを自由に選択
できる。その結果、各車両ユーザは、送信された不要な情報に煩わされることなく、必要
な情報だけ受信できることになる。
【００１８】
　遠隔地点と車両との間での情報交換を容易にする装置および方法は、以下の好適な実施
例の詳細な説明により、当業者にはより完全に理解されるとともに、他の利点やその目的
も理解されるであろう。添付の図面を参照するが、それについて最初に簡単に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図１は、本発明の特徴による装置の第１実施例の模式図である；
　図１ａは、本発明の特徴による、モバイルユニットと通信している車両情報装置（ＶＩ
Ｄ）の模式図であり、図２は、本発明の特徴による、遠隔地点から車両へ情報を送信する
方法のブロック図であり、図３は、本発明の特徴による、ユーザープロフィールを更新す
る方法のブロック図であり、図４は、本発明の特徴による、点検・整備の予約をする方法
のブロック図であり、図５は、参考例による、車両から遠隔地点へ情報を送信する方法の
ブロック図であり、図６は、本発明の特徴による装置の他の実施例の模式図である。
【００２０】
　本発明は、遠隔地点と車両との間での情報交換を容易にする装置および方法に関する。
特に、本発明は、通信ネットワークを介して遠隔地点と情報交換する車両を含む装置およ
び方法に関する。
【００２１】
　本発明によれば、遠隔サーバは一対多型通信装置を介して車両へ車両関連情報を送信す
る。車両関連情報は、例えば、適時の保守整備催告、製品最新情報、製品リコール通知な
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どを含む。車両へ車両関連情報を送信することにより、車両ユーザへ車両の点検・整備の
必要性を適時に通知し、書面連絡を不要とする。
【００２２】
　更に本発明によれば、情報は同報通信され、車両によって受信される。車両情報装置（
ＶＩＤ）は、ユーザがアクセスしたいであろうタイプの情報を示すユーザ嗜好性を含むユ
ーザープロフィールに基づいて、同報通信情報の一部だけにユーザがアクセスできるよう
にする。従って、同一の情報を求める複数のユーザに異なる帯域幅で同一情報を送信する
代わりに、小幅の帯域幅のみが使用される。具体的には、小幅の帯域幅がすべてのユーザ
へ同一の情報を同報通信するために使用され、車両内のＶＩＤは、ユーザープロフィール
に基づいて、同報通信された情報の一部だけをユーザが利用できるようにする。
【００２３】
　図１は、本発明の特徴による、遠隔地点１０と車両１２との間での情報交換を容易にす
る装置の第１実施例を示す。車両１２は、車両情報装置（ＶＩＤ）１４と、車両検出装置
１６と、モバイルユニット１８とを備える。
【００２４】
　図１ａに示すように、車両情報装置（ＶＩＤ）１４は、相互に電気的に通信している、
ＶＩＤ受信機２０と、ＶＩＤ送信機２２と、ＶＩＤ入力装置２４および出力装置２６と、
ＶＩＤプロセッサ２８と、ＶＩＤメモリ３０とを備える。ＶＩＤメモリ３０は、ユーザー
プロフィールの少なくとも一部を含み、またある実施例では、ユーザープロフィールのす
べてを含んでいる。以下更に詳細に示すように、ＶＩＤメモリ３０に保存されているユー
ザープロフィールは、キーボード、タッチスクリーン、マイクのうちの少なくとも１つを
備えるＶＩＤ入力装置２４を介して車両において更新することができる。また、ユーザー
プロフィールは、ＶＩＤ受信機２０により受信した情報により更新してもよい。
【００２５】
　ＶＩＤ受信機２０は遠隔地点１０から情報を受信するが、ある実施例では、一対多型通
信装置を介して遠隔地点と通信している。一対多型通信装置は、同報通信ネットワーク３
１などの、１つのソースから複数の受信機へ情報を送信できる装置を含む。同報通信ネッ
トワークは、テレビ、ラジオ、衛星ネットワークを含む。ある実施例では、同報通信ネッ
トワーク３１は、同報通信タワーと、衛星サーバと、衛星とを備えるＸＭラジオ衛星ネッ
トワークである。ＶＩＤ受信機２０が受信した情報は、ＶＩＤディスプレイとＶＩＤスピ
ーカのうち少なくとも１つを備えるＶＩＤ出力装置２６を介してアクセスすることができ
る。ＶＩＤ受信機２０および出力装置２６は、ユーザ嗜好性に基づいて、受信した同報通
信情報の一部だけにユーザのアクセスを許可する。ユーザ嗜好性は、ユーザ識別情報およ
び車両識別情報と同様に、ユーザープロフィールの一部である。
【００２６】
　また、車両は、ＶＩＤ１４と通信している車両検出装置１６を備える。車両検出装置１
６は、数個の車両部品のレベルと状態を検出・監視する。例えば、ある車両検出装置１６
は、エンジン温度を監視し、他はオイルレベルを監視する。車両検出装置１６は監視した
レベルや状態をＶＩＤ１４へ送信し、そこで例えばＶＩＤメモリ３０に保存された閾値と
監視レベルとを比較して情報を処理する。
【００２７】
　第１実施例では、モバイルユニット１８を使用して遠隔地点１０と情報を送受信する；
図６に示す代替的実施例では、ＲＦ送受信装置６５２を使用して遠隔地点６１０と情報を
送受信する。モバイルユニット１８は、無線通信ネットワーク４６を介して他の装置と通
信する無線電話あるいは他の任意の装置であってもよい。図１ａに示すように、モバイル
ユニット１８は、相互に通信している、モバイルユニット受信機３２と、モバイルユニッ
ト送信機３４と、モバイルユニット入力装置３６および出力装置３８と、モバイルユニッ
トプロセッサ４０と、モバイルユニットメモリ４２とを備える。モバイルユニット１８は
、モバイルユニット受信機３２と、モバイルユニット送信機３４と、多数の基地局からな
る無線通信ネットワーク４６とを介して、遠隔地点１０と通信している。ある実施例では
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、無線通信ネットワーク４６の高帯域幅ＧＰＲＳ／１ＸＲＴＴチャネルにより、情報を車
両または遠隔地点からあるいはそこへ向けて送信する。高帯域幅チャネルが使用できない
場合は、低帯域幅ＤＴＭＦチャネルが使用される。モバイルユニット受信機３２は遠隔地
点１０から情報を受信し、モバイルユニット送信機３４は遠隔地点１０へ情報を送信する
。以下に詳述する他の実施例では、モバイルユニット送信機３４は、情報を情報提供者４
８、５０へも送信する。
【００２８】
　ある実施例では、ユーザは、モバイルユニット１８を介して遠隔地点１０から受信ある
いはそこへ送信された情報に、モバイルユニットと通信しているＶＩＤ１４によってアク
セスする。モバイルユニット１８は車両１２に埋設してもよく、例えば、ケーブルにより
ＶＩＤ１４と通信してもよい。
【００２９】
　他の実施例では、ＶＩＤ１４とモバイルユニット１８とは、ＲＦ送受信装置５２、５４
を介して相互に通信している。ＶＩＤ１４およびモバイルユニット１８はともに、ある実
施例ではＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線データ通信形式に準拠するＲＦ送受信装置
５２、５４を備える。ＲＦ送受信装置５２、５４は、ＶＩＤ１４とモバイルユニット１８
とが相互に通信することを可能とする。図示しない他の実施例では、ＶＩＤとモバイルユ
ニット受信機２０、３２および送信機２２、３４が、ＶＩＤとモバイルユニットとの相互
の通信を可能とする。更に他の実施例では、ＶＩＤ１４およびモバイルユニット１８と別
体のＲＦ送受信装置でもよく、これがＶＩＤとモバイルユニットとの相互の通信を可能に
する。
【００３０】
　図６に示す前記代替的実施例では、ＶＩＤ６１４は、ネットワーク６６２と通信してい
るＲＦ送受信装置６５２とアクセスポイント６７０、６７２とゲートウェイ６７４、６７
６とを介して遠隔地点６１０と情報の送信および受信を行う。ある実施例では、ＲＦ送受
信装置６５２およびアクセスポイント６７０、６７２は、ＩＥＥＥ８０２．１１仕様に準
拠しており、そのような送受信装置やアクセスポイントはＷｉ－Ｆｉ（登録商標）認定機
器を備える。アクセスポイント６７０、６７２は通常ケーブルを介してゲートウェイ６７
４、６７６と通信しており、ゲートウェイはネットワーク６６２を介して遠隔地点６１０
と通信している。アクセスポイント６７０、６７２はＲＦ送受信装置６５２と通信してお
り、ＲＦ送受信装置６５２と通信可能な限られたレンジを持つ。従って、アクセスポイン
トと車両１２が通過する領域との距離がアクセスポイントの限られたレンジ以下であるよ
うに、多数のアクセスポイント６７０、６７２を配置することが好ましい。アクセスポイ
ント６７０、６７２がそのように配置されると、ＲＦ送受信装置６５２はアクセスポイン
ト６７０、６７２、延いては遠隔地点６１０と効果的に情報を交換する。
【００３１】
　図６の前記代替的実施例では、ＶＩＤ６１４は、図示しないＶＩＤ入力装置および出力
装置と、ＶＩＤ受信機と、ＶＩＤメモリと、ＶＩＤプロセッサとを備えることに留意され
たい。前記代替的実施例によるＶＩＤ６１４のＶＩＤ部品は、第１実施例によるＶＩＤ６
１２のＶＩＤ部品と同一の機能を有する。
【００３２】
　遠隔地点１０、６１０は、相互に通信している、遠隔サーバ４４、６４４と、遠隔送信
機５６、６５６および受信機５８、６５８と、遠隔メモリ６０、６６０とを備える。上述
したように、第１実施例では、遠隔送信機および受信機５６、５８は、それぞれ同報通信
ネットワーク３１および無線通信ネットワーク４６を介してＶＩＤ１４およびモバイルユ
ニット１８と通信する；そして、前記代替的実施例では、遠隔送信機および受信機６５６
、６５８は、同報通信ネットワーク６３１およびネットワーク６６２を介してＲＦ送受信
装置６５２を含むＶＩＤ６１４と通信する。また、遠隔地点１０、６１０は、ネットワー
ク６２、６６２を介して車両販売店、車両整備業者、車両ユーザなどの情報提供者４８、
５０、６４８、６５０と通信している。
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【００３３】
　図１、６に示す第１および代替的実施例では、ネットワーク６２、６６２は、通常イン
ターネットなどのワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）である。他の実施例では、車両販
売店や車両整備業者などの情報提供者４８、５０、６４８、６５０のいくつかは、ローカ
ルエリアネットワーク（ＬＡＮ）を介して遠隔地点１０、６１０と通信していてもよく、
一方、車両ユーザなどの他の情報提供者４８、５０、６４８、６５０はインターネットを
介して遠隔地点と通信している。更に他の実施例では、ＲＦ送受信装置６５２は、ネット
ワーク６６２、すなわちＬＡＮを介して遠隔地点６１０および／または情報提供者６４８
、６５０と通信している。これらの他の実施例では、ＬＡＮ６６２はＩＥＥＥ８０２．３
仕様に準拠しているか、あるいはイーサーネットネットワークである。
【００３４】
　以下更に詳細に述べるように、情報提供者４８、５０、６４８、６５０は、更新したユ
ーザープロフィールおよび新たな車両関連情報を遠隔地点１０、６１０へ送信することが
できる。複数のユーザープロフィールは、車両関連情報とともに遠隔メモリ６０、６６０
に格納されているユーザープロフィールデータベース中にある。更新したユーザープロフ
ィールおよび新たな車両関連情報は、同報通信ネットワーク３１、６３１を介して遠隔地
点１０、６１０からＶＩＤ１４、６１４へ送信される。他の実施例では、新たな車両関連
情報および更新したユーザープロフィールは、無線ネットワーク４６あるいはネットワー
ク６６２を介して車両１２、６１２へ送信してもよい。車両では、ＶＩＤメモリ３０に保
存されているユーザープロフィールが更新され、またユーザはＶＩＤ出力装置２６を介し
て車両関連情報にアクセスできるようになっている。他の実施例では、情報提供者は、無
線通信ネットワーク４６あるいはネットワーク６６２を介して直接モバイルユニット１８
やＲＦ送受信装置６５２と通信してもよい。
【００３５】
　図２は、本発明の特徴による遠隔地点と車両との間での情報交換を容易にする方法の第
１実施例を示す。ステップ２００では、車両関連情報を作成する。車両関連情報は、点検
・整備関連情報、車両販売促進情報、およびユーザ更新情報を含むが、交通関連情報や小
売情報は含まない。点検・整備関連情報には、例えば車両保守整備スケジュール、オイル
交換催告、点検・整備キャンペーン、車両用品や車両機能を更に効果的に使用するための
アドバイス、点検・整備リコール、自動車診断アンケートなどの、車両の保守や点検・整
備に関する情報が含まれる。車両販売促進情報には、例えば、新しいローンプラン、リー
ス調査、リース期間満了などの、車両購入時の商取引契約に関する情報が含まれる。
【００３６】
　車両関連情報は、車両へ送信される車両関連情報を再検討・更新することにより作成さ
れる。通常は、車両製造会社の代理人が車両関連情報を再検討・更新し、メッセージを作
成する。代理人の作成したメッセージは責任者により再検討され、ＶＩＤ１４、６１４へ
同報通信されるメッセージとして完成される。例えば、代理人は、車両に使用されている
製品がリコールされている旨を示し、リコールされた部品を交換するために車両ユーザに
車両を点検・整備のために持ち込むよう要求するメッセージを作成する。責任者は、メッ
セージを車両１２、６１２へ送信する前に、それを再検討し完成する。他の実施例では、
代理人が作成したメッセージは、責任者が再検討することなく同報通信されることに留意
されたい。
【００３７】
　更に、車両関連情報は、車両整備業者などの情報提供者４８、５０、６４８、６５０の
うちの１つから、遠隔地点１０、６１０で受信してもよい。そのような車両関連情報には
、更新した保守整備スケジュールを含むことができる。代理人は更新した保守整備スケジ
ュールに関するメッセージを作成し、責任者がメッセージを再検討する。上述したように
、他の実施例では、代理人により作成されたメッセージは、責任者によって再検討されな
い。他の実施例では、代理人あるいは責任者が介入することなく、情報提供者４８、５０
、６４８、６５０は、情報を遠隔地点へ直接送信し、車両関連情報を直接更新することが
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できる。
【００３８】
　ステップ２０５では、送信すべき車両関連情報を同報通信するために処理する。ある実
施例では、車両関連情報を、所定の基準に基づいてフィルター処理し、テレメトリフォー
マットに変換する。車両関連情報の処理には他のいくつかの方法が使用できることは当業
者には明らかであろう。
【００３９】
　ステップ２１０では、車両関連情報は通信ネットワークを介してＶＩＤ１４、６１４に
送信される。送信のタイミングは、遠隔メモリ６０、６６０に保存されている車両情報送
信スケジュールに基づく。代替的実施例では、車両関連情報は同報通信ネットワーク３１
、６３１を介して複数の車両１２、６１２へ同報通信される。上記代替的実施例では、遠
隔地点１０、６１０は、これに限定されるものではないが車両関連情報を含む数種の情報
を車両１２、６１２へ同報通信できることに留意されたい。後述するように、ＶＩＤ受信
機２０およびＶＩＤ出力装置２６は、ユーザープロフィールに基づいて、同報通信された
情報の一部だけにアクセスできるようにする。ステップ２１５では、車両において、ＶＩ
Ｄ受信機、ＶＩＤ送受信機、モバイルユニット受信機２０、６５２、３２のいずれかによ
り車両関連情報を受信する。ステップ２２０では、ＶＩＤ１４、６１４は、ユーザープロ
フィールに基づいて、受信した情報の一部だけにユーザがアクセスできるようにする。
【００４０】
　ユーザープロフィールには、ユーザ嗜好性、車両ＩＤ情報、ユーザ情報が含まれる。従
って、ユーザ嗜好性が製品最新情報などのある一定タイプの車両関連情報をブロックする
ように設定されていると、そのような車両関連情報は、ユーザがアクセスを許可するよう
にユーザ嗜好性を変更しない限り、ユーザはアクセスできないことになる。また、ユーザ
ープロフィールは、ユーザがいつ情報にアクセスできるようにするかを制御するために使
用できる。例えば、ユーザは所定の時間または頻度で点検・整備／保守更新情報を受信す
るようにユーザオプションを調整してもよい。
【００４１】
　上記代替的実施例によれば、複数の車両に関連するかもしれない同一の情報は、再送信
されないので、貴重な帯域幅を浪費をしない。その代りに、遠隔地点１０、６１０から複
数の車両１２、６１２へすべてのタイプの情報を一回だけ同報通信するので、帯域幅を大
幅に節約できる。同時に、各車両１２、６１２は、ＶＩＤメモリ３０に保存されているユ
ーザープロフィールのユーザ嗜好性に従って、その車両に関連する情報だけにユーザがア
クセスできるようにする。その結果、帯域幅は節約され、ユーザは不要な情報に煩わされ
ずにすむ。
【００４２】
　ステップ２２５では、受信した情報が対応を要求しているかどうか決定しなくてはなら
ない。対応が要求されていない場合には、情報はＶＩＣメモリ３０に保存されるか、ある
いは所定の時間が経過した後に削除する（２３０）。場合によっては、受信した情報によ
って、ＶＩＣメモリ３０に保存されている車両関連情報を変更できる。例えば、整備業者
が車両点検・整備プロモーションの期間や料金を変更した場合、ＶＩＤメモリ３０に保存
されている既存の点検・整備プロモーションの期間や料金を新たな期間や料金に変更する
。そのような車両関連情報を車両へ提供することにより、車両ユーザに車両点検・整備の
必要に関して適時に通知できるとともに、郵便サービスその他による書面連絡を不要とす
る。
【００４３】
　受信した情報が対応を要求している場合（２３５）、ユーザは、その要求に対応する（
２４０）か対応しない（２４５）かを選択できる。ユーザが要求に対応しない（２４５）
ことを選択した場合、フローはステップ２１５へ戻る。ユーザが対応する（２４０）こと
を選択した場合、通常ユーザープロフィールの更新あるいは点検・整備の予約（２５０）
を要求される。
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【００４４】
　図３は、ユーザープロフィールを更新するためのステップを示す。ステップ３００では
、ユーザはユーザープロフィールにアクセスする。ユーザは、ＶＩＤディスプレイ上に適
当なスクリーンが現れるまでスクリーンを走査し、ユーザログイン名とパスワードを入力
することによりユーザープロフィールにアクセスすることができる。また、ユーザはネッ
トワーク６２、６６２を介して遠隔地点１０、６１０にあるユーザープロフィールデータ
ベースにアクセスすることによって、ユーザープロフィールにアクセスしてもよく、この
場合ユーザは情報提供者４８、５０、６４８、６５０としての役割を果たす。ある実施例
では、ユーザはパソコンとユーザログイン名およびパスワードとを使用して、インターネ
ットを介してユーザープロフィールデータベースにアクセスする。ユーザは通常遠隔地点
１０，６１０に連絡してユーザログイン名およびパスワードとを取得し、そのログイン名
およびパスワードを使用してデータベースへアクセスする。
【００４５】
　車両の所有者が変わった場合、車両の新たな所有者が（すなわち、新ユーザ）が遠隔地
点１０、６１０に連絡して、新しいユーザログイン名とパスワードを取得することに留意
されたい。所有者の変更が通知されたとき、旧ユーザープロフィールの旧ユーザ嗜好性お
よびＩＤ情報は通常遠隔地点から削除され、新ユーザは新しいユーザ嗜好性およびＩＤ情
報をユーザープロフィールへ入力するように指示される。他の実施例では、旧ユーザ嗜好
性は削除されず、新ユーザは旧ユーザ嗜好性をそのまま使用することを選ぶ場合もある。
　　　
【００４６】
　ステップ３０５では、ユーザは、ユーザープロフィールを更新し、例えば、ユーザ嗜好
性および／またはユーザＩＤ情報を変更することができる。所有者が変わった場合、新し
いユーザログイン名とパスワードでユーザープロフィールにアクセスした後、新ユーザは
新しいユーザ嗜好性および／またはＩＤ情報を入力する。旧ユーザ嗜好性が削除されてい
なかった場合には、新ユーザは、所望により新ユーザ嗜好性を反映するように旧ユーザ嗜
好性を変更してもよい。しかしながら、車両ＩＤ番号などの車両ＩＤ情報は通常は変更さ
れない。ステップ３１０では、新ユーザ嗜好性やＩＤ情報を含む更新済みユーザープロフ
ィールが、ユーザが更新のためにユーザープロフィールにアクセスしたＶＩＤメモリ３０
あるいは遠隔メモリ６０、６６０に保存される。
【００４７】
　ステップ３１５では、更新したユーザープロフィールが第２地点に送信される。ユーザ
ープロフィールが最初にＶＩＤ１４、６１４でアクセスされた場合、更新したユーザープ
ロフィールは遠隔地点１０、６１０にあるユーザープロフィールデータベースへ送信され
る。ユーザープロフィールが最初に遠隔地点１０、６１０にあるユーザープロフィールデ
ータベースでアクセスされた場合、ユーザープロフィールは遠隔地点から車両１２、６１
２へ送信される。ステップ３２０では、ユーザープロフィールは第２地点に保存される。
ユーザープロフィールが遠隔地点１０、６１０にあるユーザープロフィールデータベース
に送信された場合、更新したユーザープロフィールはユーザープロフィールデータベース
に保存される。更新したユーザープロフィールが車両１２、６１２へ送信された場合、更
新したユーザープロフィールはＶＩＤメモリ３０に保存される。
【００４８】
　図４は、点検・整備の予約をするためのステップを示す。ステップ４００では、ユーザ
は、点検・整備の予約を、手入力でするかあるいは遠隔サーバ４４、６４４によってする
か選択する。ユーザが点検・整備の予約を手入力でする４０５ことを選んだ場合、ユーザ
は整備業者（情報提供者４８、５０、６４８、６５０でもよい）に連絡して、予約の日時
を決めてもよい。ユーザは通常モバイルユニット１８あるいはＲＦ送受信装置６５２を含
むＶＩＤ６１４を使用して手入力で予約する。
【００４９】
　ユーザが遠隔サーバ４４、６４４によって予約することを選択した場合、ユーザは所望
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の点検・整備の予約情報を遠隔サーバ４１０へ送信することができる。所望の点検・整備
の予約情報には、例えば、好ましい整備業者４８、５０、６４８、６５０の名前、住所、
電話番号や、ユーザが予約したい週の曜日と時間が含まれる。ある実施例では、所望の点
検・整備の予約情報は、ＶＩＤメモリ３０に保存され、ユーザが遠隔サーバ経由で予約し
たいと応答したときに遠隔サーバ４４、６４４へ送信される。また、ユーザはユーザープ
ロフィールを更新して所望の点検・整備の予約情報を変更し、変更した所望の点検・整備
の予約情報を遠隔サーバ４４、６４４へ送信することも可能である。
【００５０】
　遠隔サーバ４４、６４４は、好ましい整備業者４８、５０、６４８、６５０に連絡を取
り、所望の点検・整備の予約情報に従ってユーザ４１５のために予約することを試みる。
所望の日時が不可能な場合には、遠隔サーバ４４、６４４はユーザに連絡して、ユーザに
他の日時、他の販売店などの所望の点検・整備の予約の追加情報を提供するように要求す
る。また、所望の点検・整備の予約の追加情報はユーザープロフィールの一部としてＶＩ
Ｄメモリ３０に保存して、ユーザがそのような情報を要求されたときに遠隔サーバ４４、
６４４へ送信してもよい。遠隔サーバ４４、６４４は整備業者と予約して、ユーザへ適切
なメッセージを送信する。ユーザは、通常モバイルユニット１８および無線ネットワーク
４６またはＲＦ送受信装置６５２およびネットワーク６６２により遠隔地点１０、６１０
および整備業者４８、５０、６４８、６５０と通信することに留意されたい。遠隔地点１
０は、通常ＶＩＤ１４、６１４および同報通信ネットワーク３１、６３１、モバイルユニ
ット１８および無線ネットワーク４６、および／またはＲＦ送受信装置６５２およびネッ
トワーク６６２を介して、ユーザと通信する。
【００５１】
　図５は、遠隔地点１０と車両１２との間での情報交換を容易にする方法の参考例を示す
。ステップ５００では、所定事象が発生し、ステップ５０５では、所定事象が発生した後
に、車両１２、６１２から遠隔地点１０、６１０へ車両関連情報が選択的に送信される。
遠隔地点１０、６１０へ情報を選択的に送信させる所定事象のタイプは、ＶＩＤメモリ３
０に保存されているユーザープロフィールで特定される。例えば、所定事象の１つとして
は、オイルレベルが所定のオイルレベル閾値以下になることが挙げられ、オイルレベル閾
値はユーザープロフィールに保存することができる。車両検出装置１６、６１６はオイル
レベルを常時監視し、オイルレベルをＶＩＤプロセッサ２８へ伝達し、監視したオイルレ
ベルとオイルレベル閾値とを比較する。
【００５２】
　オイルレベルがオイルレベル閾値以下に低下した場合に警告灯が点灯するようにしても
よく、他のユーザ嗜好性に基づいて、低オイルレベル通知を遠隔地点へ選択的に送信する
。ユーザープロフィールのユーザ嗜好性により、所定事象発生後、どのタイプの車両関連
情報を遠隔地点１０へ送信するかを決定することができる。また、ユーザ嗜好性は情報が
送信されるべきかどうかを決定してもよい。例えば、事象の発生に伴って情報が遠隔地点
１０、６１０へ自動的に送信されるように、または事象が発生しても情報を送信しないよ
うに、または事象が発生したとき情報を送信するようにユーザに要求するように、ユーザ
嗜好性を設定できる。ユーザが情報を送信するよう要求された場合は、ユーザは遠隔地点
へ情報を送信することを選んでもよいし、あるいは情報を送信しないことを選んでもよい
。
【００５３】
　情報の選択的送信が実行される所定事象をユーザが選択でき、車両関連情報の送信をい
つするかユーザが決定できるので、遠隔地点と共有する情報の操作や選択の柔軟性がユー
ザに与えられる。このようにして、ユーザは、遠隔地点１０、６１０へ情報を送信するこ
とに関してプライバシーや他の関連する事柄を心配する必要がなくなる。
【００５４】
　参考例では、ユーザは、所定事象が発生したときに車両関連情報のうちのいくつかを選
択的に送信することができるが、ユーザの安全性を高めるために、車両製造業者は、ユー
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ザ嗜好性に拘らず所定事象の発生直後に所定車両関連情報の自動送信を要求する他のオプ
ションを設定してもよいことに留意すべきである。例えば、車両検出装置が車両が高速で
走行している間にタイヤ圧が突然減少したことを検知した場合、タイヤ圧急低下通知を自
動的に遠隔地点へ送信するようにしてもよい。遠隔地点の代理人は、車両ユーザに連絡を
取り、ユーザがサポートを必要としているかどうか見極めることができる。
【００５５】
　ステップ５１０では、遠隔地点１０、６１０へ送信された車両関連情報を分析する。遠
隔サーバ４４、６４４は情報を分析し、ある実施例では、分析した情報を遠隔メモリ６０
、６６０に保存する。複数の車両からの情報を遠隔メモリ６０、６６０に保存してもよく
、保存した情報は更に分析して車両誤作動の傾向を見極めることができる。その傾向によ
り、車両１２、６１２が技術的な改良を要するかどうかが示される。
【００５６】
　ステップ５１５では、分析した情報を車両１２、６１２へ再び送信し、ユーザに、例え
ば低オイルレベルなどの所定事象の重要性を知らせる。必要ならば、ユーザは、図４に示
すように、整備業者と点検・整備の予約をすることを選択できる。
【００５７】
　遠隔地点へ情報を送信するに当たっては、エアバッグ展開などのたった１つの事象によ
る代わりに、複数の所定事象によって、情報の遠隔地点への選択的送信を行い、異なるタ
イプの情報を遠隔地点へ送信してもよい。その結果、遠隔地点では、車両１２、６１２の
状態に関する情報へのアクセスの幅が広がる。アクセスの幅が広がることにより、遠隔地
点１０、６１０では車両１２、６１２の状態をより正確に分析でき、ユーザに車両状況の
重要性に関してより正確に通知でき、複数の車両の傾向をより正確に分析できる。要する
に、１つの事象の結果によるメッセージを１つだけ送信する代わりに、いくつかの所定事
象を使用していくつかのタイプの車両関連情報を選択的送信させることで、車両の全体的
な状態がより正確に評価できる。
【００５８】
　以上、車両と遠隔地点との間での通信を容易にする方法および装置の好ましい実施例を
示したが、装置内のある特定の利点が達成されたことは当業者には明らかであろう。また
、本発明の要旨を超えない範囲で、上記の種々の変更、適応、他の実施例が可能であるこ
とは理解されるであろう。また本発明は、更に添付の請求項により定義される。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の特徴による装置の第１実施例の模式図
【図１ａ】本発明の特徴による、モバイルユニットと通信している車両情報装置（ＶＩＤ
）の模式図
【図２】本発明の特徴による、遠隔地点から車両へ情報を送信する方法のブロック図
【図３】本発明の特徴による、ユーザープロフィールを更新する方法のブロック図
【図４】本発明の特徴による、点検・整備の予約をする方法のブロック図
【図５】参考例による、車両から遠隔地点へ情報を送信する方法のブロック図
【図６】本発明の特徴による装置の他の実施例の模式図
【符号の説明】
【００６０】
１２　　　　　　　　車両
１４、６１４　　　　　ＶＩＤ
１８　　　　　　　　モバイルユニット
１６、６１６　　　　検知装置
２０、３２、５８、６５８　　受信機
２２、３４、５６、６５６　　送信機
２４、３６　　　　　入力装置
２６、３８　　　　　出力装置
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２８、４０　　　　　プロセッサ
３０、４２、６０、６６０　　メモリ
３１、６３１　　　　一対多型通信ネットワーク
４４、６４４　　　　遠隔サーバ
４６　　　　　　　　無線通信ネットワーク
５２、５４、６５２　ＲＦ送受信装置
６２、６６２　　　　ネットワーク

【図１】 【図１ａ】
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【図２】 【図３】

【図４】

【図５】 【図６】
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