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(57)【要約】
　プライバシが保護されたリモートビューシステムを動
作させるための方法、及び、プライバシが保護されたリ
モートビューシステムが提供される。１つの実施の形態
においては、本方法は、車室の１つ又は複数の画像に関
するリクエストをリモートデバイスから受信すること、
車室の１つ又は複数の画像を受信すること、プライバシ
キーが車室内に存在しているか否かを判定すること、一
人又は複数人の乗員が車室内に存在しているか否かを判
定すること、メモリに記憶されている車室のプライバシ
セッティングを検索すること、プライバシキー及び一人
又は複数人の乗員が車室内に存在しているという判定に
応答して、１つ又は複数のプライバシ画像を、車室の１
つ又は複数の画像及びプライバシセッティングに基づい
て生成すること、１つ又は複数のプライバシ画像を、ア
ンテナを介してリモートデバイスに伝送するためにトラ
ンシーバを制御すること、を含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プライバシが保護されたリモートビューシステムを動作させるための方法において、
　電子制御ユニットを用いて、車室の１つ又は複数の画像に関するリクエストをリモート
デバイスから受信することと、
　前記電子制御を用いて、前記車室の前記１つ又は複数の画像を受信することと、
　前記電子制御ユニットを用いて、プライバシキーが前記車室内に存在しているか否かを
判定することと、
　前記電子制御ユニットを用いて、一人又は複数人の乗員が前記車室内に存在しているか
否かを判定することと、
　前記電子制御ユニットを用いて、メモリに記憶されている前記車室のプライバシセッテ
ィングを検索することと、
　前記プライバシキー及び前記一人又は複数人の乗員が前記車室内に存在していると判定
したことに応答して、前記電子制御ユニットを用いて、１つ又は複数のプライバシ画像を
、前記車室の前記１つ又は複数の画像及び前記プライバシセッティングに基づいて生成す
ることと、
　前記１つ又は複数のプライバシ画像を、アンテナを介して前記リモートデバイスに伝送
するためにトランシーバを制御することと、
を含む、方法。
【請求項２】
　さらに、前記電子制御ユニットを用いて、前記車室を備えている車両が事故に遭ってい
るか否かを判定することを含み、
　前記１つ又は複数の画像から、かつ、前記車室の前記プライバシセッティングに基づい
て、前記１つ又は複数のプライバシ画像を生成することは、さらに、前記車両が事故に遭
っていないと判定したことに応答する、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記方法はさらに、前記車両が事故に遭っていると判定したことに応答して、前記電子
制御ユニットを用いて、前記１つ又は複数の画像を、前記アンテナを介して前記リモート
デバイスに伝送するために前記トランシーバを制御することを含む、
請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記方法はさらに、前記プライバシキーが前記車室内に存在していないと判定したこと
に応答して、前記電子制御ユニットを用いて、前記１つ又は複数の画像を、前記アンテナ
を介して前記リモートデバイスに伝送するために前記トランシーバを制御することを含む
、
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記方法はさらに、前記一人又は複数人の乗員が前記車室内に存在していないと判定し
たことに応答して、前記電子制御ユニットを用いて、前記１つ又は複数の画像を、前記ア
ンテナを介して前記リモートデバイスに伝送するために前記トランシーバを制御すること
を含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記車室の前記プライバシセッティングをデアクティブにし、
　前記１つ又は複数のプライバシ画像は、前記１つ又は複数の画像に実質的に相似する、
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記車室の前記プライバシセッティングを、前記一人又は複数人の乗員のうちの少なく
とも一人のアイデンティティを排除するようにセットし、
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　前記１つ又は複数のプライバシ画像は、当該１つ又は複数のプライバシ画像における前
記一人又は複数人の乗員のうちの前記少なくとも一人の前記アイデンティティを排除する
、
請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　プライバシが保護されたリモートビューシステムにおいて、
　前記リモートビューシステムは、
　車室の１つ又は複数の画像を捕捉するように構成されているカメラと、
　電子制御ユニットと、
を備えており、
　前記電子制御ユニットは、
　第１のアンテナに電気的に接続されている第１のトランシーバと、
　第２のアンテナに電気的に接続されている第２のトランシーバと、
　メモリと、
　前記メモリに電気的に接続されている電子プロセッサと、
を有しており、
　前記電子制御ユニットは、
　前記車室の前記１つ又は複数の画像に関するリクエストを、リモートデバイスから、前
記第１のトランシーバ及び前記第１のアンテナを介して受信し、
　前記車室の前記１つ又は複数の画像を受信し、
　プライバシキーが前記車室内に存在しているか否かを、前記第２のトランシーバ及び前
記第２のアンテナを介して判定し、
　一人又は複数人の乗員が前記車室内に存在しているか否かを判定し、
　前記メモリに記憶されている前記車室のプライバシセッティングを検索し、
　前記プライバシキー及び前記一人又は複数人の乗員が前記車室内に存在しているという
判定に応答して、前記車室の前記１つ又は複数の画像及び前記プライバシセッティングに
基づいて、１つ又は複数のプライバシ画像を生成し、
　前記１つ又は複数のプライバシ画像を、前記第１のアンテナを介して前記リモートデバ
イスに伝送するために前記第１のトランシーバを制御する、
ように構成されている、
リモートビューシステム。
【請求項９】
　前記電子制御ユニットは、さらに、前記車室を備えている車両が事故に遭っているか否
かを判定するように構成されており、前記１つ又は複数の画像から、かつ、前記車室の前
記プライバシセッティングに基づいて、前記１つ又は複数のプライバシ画像を生成するた
めに、さらに、前記車両が事故に遭っていないと判定したことに応答する、
請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記電子制御ユニットは、さらに、前記車両が事故に遭っているという判定に応答して
、前記１つ又は複数の画像を、前記第１のアンテナを介して前記リモートデバイスに伝送
するために前記第１のトランシーバを制御するように構成されている、
請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記電子制御ユニットは、さらに、前記プライバシキーが前記車室内に存在していない
という判定に応答して、前記１つ又は複数の画像を、前記第１のアンテナを介して前記リ
モートデバイスに伝送するために前記第１のトランシーバを制御するように構成されてい
る、
請求項８に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記電子制御ユニットは、さらに、前記一人又は複数人の乗員が前記車室内に存在して
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いないという判定に応答して、前記１つ又は複数の画像を、前記第１のアンテナを介して
前記リモートデバイスに伝送するために前記第１のトランシーバを制御するように構成さ
れている、
請求項８に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記車室の前記プライバシセッティングをデアクティブにし、
　前記１つ又は複数のプライバシ画像は、前記１つ又は複数の画像に実質的に相似する、
請求項８に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記車室の前記プライバシセッティングを、前記一人又は複数人の乗員のうちの少なく
とも一人のアイデンティティを排除するようにセットし、
　前記１つ又は複数のプライバシ画像は、当該１つ又は複数のプライバシ画像における前
記一人又は複数人の乗員のうちの前記少なくとも一人の前記アイデンティティを排除する
、
請求項８に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２０１５年４月１０日に出願された米国仮特許出願第６２／１４５，９４６
号明細書の利益を主張するものであり、その全内容は、参照により本明細書に組み込まれ
る。
【背景技術】
【０００２】
　背景技術
　現行の車両には、車室を、また、場合によっては車両の乗員を見ることができる内部カ
メラを装備させることができる。内部カメラを、車室内の乗員の安全性、セキュリティ、
快適性及び利便性に関連する多数の用途に使用することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　概要
　しかしながら、遠隔操作により内部カメラにアクセス可能な場合には、車室内の一人又
は複数人の乗員のアイデンティティは遠隔操作によりアクセス可能なものになる。従って
、プライバシが保護されたリモートビューシステム、及び、プライバシが保護されたリモ
ートビューシステムを動作させるための方法が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本明細書において開示する特定の実施の形態の概要を、以下に記載する。それらの態様
は、単にそれらの特定の実施の形態の簡単な概要を閲覧者に提供するために示されたもの
に過ぎず、本開示の範囲を限定することを意図したものではないと解されるべきである。
それどころか、本開示は、以下に記載していない場合もある種々の態様を包含していると
考えられる。
【０００５】
　１つの実施の形態においては、本発明は、プライバシが設定されるリモートビューシス
テムを動作させるための方法を提供する。本方法は、電子制御ユニットを用いて、車室の
１つ又は複数の画像に関するリクエストをリモートデバイスから受信することを含む。本
方法はまた、電子制御ユニットを用いて、車室の１つ又は複数の画像を受信することも含
む。本方法はまた、電子制御ユニットを用いて、プライバシキーが車室内に存在している
か否かを判定することも含む。本方法はまた、電子制御ユニットを用いて、一人又は複数
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人の乗員が車室内に存在しているか否かを判定することも含む。本方法はまた、電子制御
ユニットを用いて、メモリに記憶されている車室のプライバシセッティングを検索するこ
とも含む。本方法はまた、プライバシキー及び一人又は複数人の乗員が車室内に存在して
いると判定したことに応答して、電子制御ユニットを用いて、１つ又は複数のプライバシ
画像を、車室の１つ又は複数の画像及びプライバシセッティングに基づいて生成すること
も含む。付加的に、本方法はまた、１つ又は複数のプライバシ画像を、アンテナを介して
リモートデバイスに伝送するためにトランシーバを制御することも含む。
【０００６】
　１つの別の実施の形態においては、本発明は、プライバシが保護されたリモートビュー
システムを提供する。このシステムは、車室の１つ又は複数の画像を捕捉するように構成
されているカメラと、電子制御ユニットと、を備えており、電子制御ユニットは、第１の
アンテナに電気的に接続されている第１のトランシーバと、第２のアンテナに電気的に接
続されている第２のトランシーバと、メモリと、メモリに電気的に接続されている電子プ
ロセッサと、を有している。電子制御ユニットは、車室の１つ又は複数の画像に関するリ
クエストを、リモートデバイスから、第１のトランシーバ及び第１のアンテナを介して受
信し、車室の１つ又は複数の画像を受信し、プライバシキーが車室内に存在しているか否
かを、第２のトランシーバ及び第２のアンテナを介して判定し、一人又は複数人の乗員が
車室内に存在しているか否かを判定し、メモリに記憶されている車室のプライバシセッテ
ィングを検索し、プライバシキー及び一人又は複数人の乗員が車室内に存在しているとい
う判定に応答して、車室の１つ又は複数の画像及びプライバシセッティングに基づいて、
１つ又は複数のプライバシ画像を生成し、１つ又は複数のプライバシ画像を、第１のアン
テナを介してリモートデバイスに伝送するために第１のトランシーバを制御する、ように
構成されている。
【０００７】
　本発明の他の態様は、以下の詳細な説明及び添付の図面を考慮することによって明らか
になる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】プライバシが保護されたリモートビューシステムが装備されている車室のブロッ
ク図を示す。
【図２】図１のリモートビューシステムの画像処理電子制御ユニットのブロック図を示す
。
【図３】図１のリモートビューシステムの電子制御ユニットのブロック図を示す。
【図４】図１のリモートビューシステムを動作させるための方法のフローチャートを示す
。
【図５】プライバシが一切保護されていない車室の画像を示す。
【図６】プライバシが保護された車室のプライバシ画像を示す。
【図７】プライバシが保護された車室のプライバシ画像を示す。
【図８】プライバシが保護された車室のプライバシ画像を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　詳細な説明
　本発明の任意の実施の形態を詳細に説明する前に、本発明は、その用途に関して、下記
において説明する又は添付の図面に示した複数のコンポーネントの構造の詳細及びそれら
複数の構成要素から成る装置に限定されるものではないと解される。本発明は、他の実施
の形態を実現することができ、かつ、本発明を種々の手法で実施又は実行することができ
る。
【００１０】
　本発明を実施するために、ハードウェア及びソフトウェアをベースとする複数のデバイ
ス、並びに、構造の異なる複数のコンポーネントを使用できることに言及しておく。さら
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に本発明の実施の形態が、ハードウェア、ソフトウェア、及び、電子コンポーネント又は
電子モジュールを含むことができ、それらは、考察を目的として、コンポーネントの大部
分がハードウェアでのみ実施されているかのように図示及び説明されている場合もあると
解される。しかしながら、当業者であれば、この詳細な説明を閲覧することによって、少
なくとも１つの実施の形態においては、本発明の電子ベースの態様を、１つ又は複数のプ
ロセッサを用いて、（例えば、一時的でないコンピュータ可読媒体に記憶されている）ソ
フトウェアとして実施できると解される。従って、本発明を実施するために、ハードウェ
ア及びソフトウェアをベースとする複数のデバイス、並びに、構造の異なる複数のコンポ
ーネントを使用できることに言及しておく。例えば、本明細書において記載されている「
制御ユニット」及び「制御装置」は、１つ又は複数のプロセッサ、一時的でないコンピュ
ータ可読媒体を含む１つ又は複数のメモリモジュール、１つ又は複数の入力／出力インタ
フェース、及び、それらのコンポーネントを接続する種々の接続部（例えば、システムバ
ス）を含むことができる。
【００１１】
　図１は、プライバシが保護されたリモートビューシステム１０２（「リモートビューシ
ステム１０２」と記す）が装備されている車室１００を表すブロック図である。リモート
ビューシステム１０２は、画像処理電子制御ユニット（ＥＣＵ）１１０、カメラ１１２（
例えば、魚眼レンズカメラ又は広角レンズカメラ）、オプションの（任意選択的な）カメ
ラ１１４、ポイント・ツー・ポイントコネクション１１５Ａ及び１１５Ｂ（「ポイント・
ツー・ポイントコネクション１１５」と総称する）、車両通信インタフェース１１６Ａか
ら１１６Ｃ（「車両通信インタフェース１１６」と総称する）、電子制御ユニット（ＥＣ
Ｕ）１２０、車両センサ１４０、プライバシキー１４２、リモートデバイス１４４、ワイ
ヤレスネットワーク１４６、並びに、ワイヤレスネットワーク１４８を含む。ワイヤレス
ネットワーク１４６を、セルラネットワーク、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ(R)ネットワーク、ワ
イヤレス・ローカル・アクセス・ネットワーク（ＷＬＡＮ）、近距離用ワイヤレスネット
ワーク、遠距離用ワイヤレスネットワーク、又は、他の適切なワイヤレスネットワークの
うちの一部若しくは全てにおいて実施することができる。ワイヤレスネットワーク１４８
を、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ(R)ネットワーク、ＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎ）ネットワーク、近距離用ワイヤレスネットワーク、遠距離用ワイヤレ
スネットワーク、又は、他の適切なワイヤレスネットワークのうちの一部若しくは全てに
おいて実施することができる。
【００１２】
　車室１００は、運転席１３０、助手席１３２、左後部座席１３４、中央後部座席１３６
、右後部座席１３８も含む。画像処理ＥＣＵ１１０及びＥＣＵ１２０を別個のコンポーネ
ントとして説明し、また、図１においてそのような別個のコンポーネントとして図示した
が、画像処理ＥＣＵ１１０及びＥＣＵ１２０を、まとめて単一の電子制御ユニットとして
実施できると解される。また、画像処理ＥＣＵ１１０及びＥＣＵ１２０それぞれに属して
いる機能を、画像処理ＥＣＵ１１０又はＥＣＵ１２０のうちの一方によって完全に実行す
ることができるか、又は、画像処理ＥＣＵ１１０及びＥＣＵ１２０の両ＥＣＵの種々の組
合せによって実行することができると解される。
【００１３】
　カメラ１１２は、ポイント・ツー・ポイントコネクション１１５Ａを介して画像処理Ｅ
ＣＵ１１０と通信を行うように接続されており、かつ、１つ又は複数の画像又はビデオス
トリームを画像処理ＥＣＵ１１０に伝送する。付加的に、いくつかの実施の形態において
は、オプションのカメラ１１４が、ポイント・ツー・ポイントコネクション１１５Ｂを介
して画像処理ＥＣＵ１１０と通信を行うように接続されており、かつ、１つ又は複数の画
像又はビデオストリームを画像処理ＥＣＵ１１０に伝送する。オプションのカメラ１１４
は、カメラ１１２の位置とは異なる位置に設けられている。例えば、カメラ１１２が車室
１００の前部付近に設けられている場合、オプションのカメラ１１４は、車室１００の後
部付近に設けられている。
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【００１４】
　画像処理ＥＣＵ１１０は、カメラ１１２によって捕捉された、また、いくつかの実施の
形態においては、オプションのカメラ１１４によって捕捉された、１つ又は複数の画像（
例えば、全方位画像）を受信する。いくつかの実施の形態においては、画像処理ＥＣＵ１
１０は、所定の時間間隔で１つ又は複数の画像を処理し、かつ、１つ又は複数の画像及び
関連付けられたデータを記録する。例えば、画像処理ＥＣＵ１１０は、少なくとも部分的
に、車室１００が移動した距離に基づいて、１つ又は複数の画像を処理することができる
。画像処理ＥＣＵ１１０は、車両通信インタフェース１１６Ａを介してＥＣＵ１２０と通
信を行うように接続されており、かつ、１つ又は複数の画像をＥＣＵ１２０に伝送する。
例えば、図２は、図１のリモートビューシステム１０２の画像処理ＥＣＵ１１０のブロッ
ク図である。画像処理ＥＣＵ１１０は、画像処理１１０内及び／又はカメラ１１２内のコ
ンポーネント及びモジュールに電力、動作制御及び保護を提供する、電気的及び電子的な
複数のコンポーネントを含む。例えば、画像処理ＥＣＵ１１０は、特に制御装置２０５（
例えば、プログラマブル電子マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、又は、他の適
切な処理デバイスなど）、電源２１０、及び、入力／出力モジュール２１５を含む。いく
つかの実施の形態においては、画像処理ＥＣＵ１１０は、カメラ１１２と共に、単一のデ
バイスに統合されている。
【００１５】
　図２の例においては、制御装置２０５は、電子プロセッサ２２０及びメモリ２２５を含
む。電子プロセッサ２２０は、メモリ２２５と通信を行うように接続されており（例えば
、電気的に接続されており）、かつ、メモリ２２５に記憶することができる命令を実行す
る。制御装置２０５は、特に本明細書に記載した制御プロセス及び制御方法に関連する命
令をメモリ２２５から検索して実行するように構成されている。また、制御装置２０５を
、同時係属中のＰＣＴ出願ＰＣＴ／ＵＳ１６／２６７４７（２０１６年４月８日出願）に
記載されている乗員検出プロセス及び乗員検出方法に関連する命令をメモリ２２５から検
索して実行するように構成することもできる。この刊行物の全内容は参照により本明細書
に組み込まれる。特に、画像処理ＥＣＵ１１０は、車室１００内の一人又は複数人の乗員
の数、大きさ、姿勢及び対応する位置を識別するために、乗員検出システムを使用するこ
とができる。画像処理ＥＣＵ１１０は、一人又は複数人の乗員の情報を、車室１００の１
つ又は複数の画像に関連付けられたメタデータとして、ＥＣＵ１２０に出力することがで
きる。別の実施の形態においては、画像処理ＥＣＵ１１０は、付加的なコンポーネント、
より少ない数のコンポーネント、又は、異なるコンポーネントを含む。画像処理ＥＣＵ１
１０を、本明細書において挙げた特定の機能を実行するようにそれぞれが構成されている
、独立した複数の電子制御ユニットとして実施できることに言及しておく。付加的に、画
像処理ＥＣＵ１１０は、特定のタイプのセンサデータを入力し、かつ、関連する処理を実
行するサブモジュールを含むことができる。
【００１６】
　画像処理ＥＣＵ１１０は、カメラ１１２から１つ又は複数の画像を受信して、その１つ
又は複数の画像を処理するように構成されている。例えば、図２の実施の形態においては
、入力／出力モジュール２１５が、カメラ１１２から１つ又は複数の画像を受信して、そ
の１つ又は複数の画像を、画像処理のために制御装置２０５に送信する。続いて、制御装
置２０５は、その１つ又は複数の画像を処理する。代替的には、画像処理ＥＣＵ１１０の
制御装置２０５によって実施される解析モジュールが、カメラ１１２から１つ又は複数の
画像を受信し、その１つ又は複数の画像を適切なフォーマットに変換し、その１つ又は複
数の画像内の対象物及び特徴部（例えば、車室内の一人又は複数人の乗員）を認識し、そ
の１つ又は複数の画像内の対象物及び特徴部を追跡し、他のＥＣＵ（例えば、ＥＣＵ１２
０）を制御することができるか、又は、それらの処理からのデータ出力を他のＥＣＵに送
信することができる（例えば、１つ又は複数の画像及び／又はメタデータをＥＣＵ１２０
に送信することができる）。
【００１７】
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　画像処理ＥＣＵ１１０、画像処理ＥＣＵ１１０のサブモジュール、及び、付加的なＥＣ
Ｕ（例えば、ＥＣＵ１２０）を、車両通信インタフェース１１６における１つ又は複数の
通信モジュールを介してリンクさせることができる、及び／又は、画像処理ＥＣＵ１１０
の入力／出力モジュール２１５を介して直接的に接続することができる。いくつかの実施
の形態においては、ＥＣＵ１２０は、画像処理ＥＣＵ１１０の入力／出力モジュール２１
５と通信するために、Ｊ１９３９又はＣＡＮバスのようなプロトコルを用いて通信を行う
。別の実施の形態においては、ＥＣＵ１２０は、特定の用途の要求に応じた他の適切なプ
ロトコルの使用の下で、画像処理ＥＣＵ１１０の入力／出力モジュール２１５と通信する
。いくつかの実施の形態においては、画像処理ＥＣＵ１１０の入力／出力モジュール２１
５は、種々のコントール及びセンサからの専用信号線を直接的に使用して、情報を入力す
る。
【００１８】
　再び図１を参照すると、ＥＣＵ１２０は、画像処理ＥＣＵ１１０から１つ又は複数の画
像を受信し、ワイヤレスネットワーク１４６を介するリモートデバイス１４４からのリク
エストの受信に応答して、下記においてより詳細に説明するような種々の判定に応じて、
上記において説明したような１つ又は複数の画像、又は、１つ又は複数のプライバシ画像
をリモートデバイス１４４に伝送する。例えば、ＥＣＵ１２０は、１つ又は複数の画像、
又は、１つ又は複数のプライバシ画像を、ワイヤレスネットワーク１４６を介してリモー
トデバイス１４４に伝送することができる。
【００１９】
　車室１００からの画像又はビデオにアクセスして、アイテムが車室１００内に設けられ
ているか否かを判定するために、リモートデバイス１４４からのリクエストを、リモート
デバイス１４４のユーザによって開始することができる。付加的又は代替的に、車室１０
０からの画像又はビデオにアクセスして、いずれかの乗員が車室１００内に存在している
か否かを判定するために、リモートデバイス１４４からのリクエストを、リモートデバイ
ス１４４のユーザによって開始することができる。いくつかの実施の形態においては、リ
モートデバイス１４４は、スマートフォン、タブレット、サーバ、又は、他の適切な通信
デバイスである。いくつかの実施の形態においては、リモートデバイス１４４は、車室１
００のユーザによって、又は、第三者のユーザ（例えば、救急隊員）によってアクセスさ
れる。
【００２０】
　いくつかの実施の形態においては、車室１００の画像を伝送するために、ＥＣＵ１２０
がリモートデバイス１４４からリクエストを受信した際に、車室１００内には一人又は複
数人の乗員が存在している。車室１００の、１つ又は複数の画像、又は、１つ又は複数の
プライバシ画像を伝送する際に、車室１００内の一人又は複数人の乗員に関するプライバ
シ保護を実現するために、ＥＣＵ１２０は、ＥＣＵ１２０のメモリに記憶されているプラ
イバシセッティングを使用する。
【００２１】
　ＥＣＵ１２０は、ＥＣＵ１２０のメモリから検索したプライバシセッティングに少なく
とも部分的に基づいて、１つ又は複数の画像から１つ又は複数のプライバシ画像を生成す
ることができる。例えば、図３は、図１のリモートビューシステム１０２のＥＣＵ１２０
のブロック図である。ＥＣＵ１２０は、画像処理ＥＣＵ１１０と同種の複数のコンポーネ
ントを含んでおり、従って、それらのコンポーネントについてはより詳細に説明しない。
ＥＣＵ１２０は、第１のトランシーバ３０２、第１のアンテナ３０４、第２のトランシー
バ３０６及び第２のアンテナ３０８を含む。いくつかの実施の形態においては、ＥＣＵ１
２０は、リモートビューシステム１０２に専用のものである。別の実施の形態においては
、ＥＣＵ１２０は、リモートビューシステム１０２を含む種々の車両システム間で共有さ
れる。いくつかの実施の形態においては、ＥＣＵ１２０は、マルチカメラシステム（例え
ば、外部サラウンドビューシステム、バックアップカメラシステム、又は、他の車両カメ
ラシステム）の一部である。
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【００２２】
　ＥＣＵ１２０の制御装置２０５は、電子プロセッサ２２０及びメモリ２２５を含む。電
子プロセッサ２２０は、メモリ２２５と通信を行うように接続されており（例えば、電気
的に接続されており）、かつ、メモリ２２５に記憶することができる命令を実行する。Ｅ
ＣＵ１２０のメモリ２２５は、車室１００に関連付けられたプライバシセッティングも記
憶している。制御装置２０５は、特に本明細書に記載した制御プロセス及び制御方法に関
連する命令（例えば下記においてより詳細に説明するプライバシセッティングを基礎とす
る制御プロセス及び制御方法）をメモリ２２５から検索して実行するように構成されてい
る。別の実施の形態においては、ＥＣＵ１２０は、付加的なコンポーネント、より少ない
数のコンポーネント、又は、異なるコンポーネントを含む。ＥＣＵ１２０を、本明細書に
おいて挙げた特定の機能を実行するようにそれぞれが構成されている、独立した複数の電
子制御ユニットとして実施できることに言及しておく。付加的に、ＥＣＵ１２０は、特定
のタイプのセンサデータを入力し、かつ、関連する処理を実行するサブモジュールを含む
ことができる。
【００２３】
　ＥＣＵ１２０の入力／出力モジュール２１５は、画像処理ＥＣＵ１１０から１つ又は複
数の画像を、関連付けられたメタデータ（例えば、メタデータは、乗員の数、一人の乗員
又は複数人の乗員各々の姿勢、一人の乗員又は複数人の乗員各々の大きさ、一人の乗員又
は複数人の乗員各々の位置、又は、他の適切なメタデータを含むことができる）と共に受
信するように構成されている。制御装置２０５は、入力／出力モジュール２１５によって
受信された１つ又は複数の画像又はビデオを処理するように構成されている。例えば、図
３の実施の形態においては、入力／出力モジュール２１５が、画像処理ＥＣＵ１１０から
１つ又は複数の画像を受信して、その１つ又は複数の画像を、画像処理のために制御装置
２０５に送信する。続いて、制御装置２０５は、その１つ又は複数の画像を処理する。１
つ又は複数の画像を処理することによって、ＥＣＵ１２０の制御装置２０５は、その１つ
又は複数の画像から、１つ又は複数のプライバシ画像を生成することができる。付加的に
、種々の判定に応じて、制御装置２０５は、１つ又は複数のプライバシ画像をリモートデ
バイス（例えば、リモートデバイス１４４）に伝送するために、第１のトランシーバ３０
２及び第１のアンテナ３０４を制御することができる。代替的に、種々の判定に応じて、
制御装置２０５は、１つ又は複数の画像を直接的に、画像処理ＥＣＵ１１０からリモート
デバイス（例えば、リモートデバイス１４４）に伝送するために、第１のトランシーバ３
０２及び第１のアンテナ３０４を制御することができる。第１のトランシーバ３０２は、
長距離用無線周波数（ＲＦ）トランシーバ（例えば、第２世代（２Ｇ）、第３世代（３Ｇ
）、又は、第４世代ロングタームエボリューション（４Ｇ　ＬＴＥ）のうちの１つを介し
て通信を行うＲＦトランシーバ、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）トランシ
ーバ、又は、他の適切な長距離用ＲＦトランシーバ）である。
【００２４】
　ＥＣＵ１２０、サブモジュール、及び、付加的なＥＣＵ（例えば、画像処理ＥＣＵ１１
０）を、車両通信インタフェース１１６における１つ又は複数の通信モジュールを介して
リンクさせることができる、及び／又は、入力／出力モジュール２１５を介して直接的に
接続することができる。いくつかの実施の形態においては、画像処理ＥＣＵ１１０は、入
力／出力モジュール２１５と通信するために、Ｊ１９３９又はＣＡＮバスのようなプロト
コルを用いて通信を行う。別の実施の形態においては、画像処理ＥＣＵ１１０は、特定の
用途の要求に応じた他の適切なプロトコルの使用の下で、入力／出力モジュール２１５と
通信する。いくつかの実施の形態においては、入力／出力モジュール２１５は、種々のコ
ントール及びセンサからの専用信号線を直接的に使用して、情報を入力する。
【００２５】
　再び図１を参照すると、いくつかの実施の形態においては、ＥＣＵ１２０は、車室１０
０内のプライバシキー１４２を、無線ネットワーク１４８を介して検出又は通信すること
もできる。図３の例においては、第２のトランシーバ３０６は、短距離用ＲＦトランシー
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バ（例えばＢｌｕｅｔｏｏｔｈ(R)トランシーバ、ＮＦＣトランシーバ、又は、他の適切
な短距離用ＲＦトランシーバ）である。プライバシキー１４２は、スマートフォン、キー
フォブ、タブレット、スマートウォッチ、若しくは、ＥＣＵ１２０、又は、他の車両シス
テムによって検出することができる他の適切なワイヤレスデバイスであってよい。さらに
車室１００のプライバシセッティングを制御するために、プライバシキー１４２を、ＥＣ
Ｕ１２０によって使用することもできる。
【００２６】
　いくつかの実施の形態においては、プライバシセッティングは、種々の閾値を含んでお
り、また、ＥＣＵ１２０は、プライバシセッティングのそれらの種々の閾値を、車室１０
０内のプライバシキー１４２の検出に基づいて変更又は調整する。例えば、ＥＣＵ１２０
は、プライバシキー１４２が車室１００内に存在している場合には、リモートビューシス
テム１０２をディスエーブルにする（例えば、プライバシセッティングを最大プライバシ
閾値にセットする）ことができる。代替的に、ＥＣＵ１２０は、プライバシキー１４２が
車室１００内に存在していない場合には、リモートビューシステム１０２をイネーブルに
する（例えば、プライバシセッティングをデアクティブにするか、又は、プライバシセッ
ティングを最大プライバシ閾値から引き下げる）ことができる。さらに、プライバシセッ
ティングの種々の閾値に応じて、ＥＣＵ１２０は、下記においてより詳細に説明するよう
に、一人又は複数人の乗員を含んでいる１つ又は複数の画像の１つ又は複数の部分を様々
な程度で検閲して修正することによって、１つ又は複数のプライバシ画像を生成すること
ができる。
【００２７】
　ＥＣＵ１２０は、ワイヤレスネットワーク１４６を介するプライバシ画像のリモートデ
バイス１４４への伝送に先行して、１つ又は複数のプライバシ画像を生成する。このよう
にして、リモートデバイス１４４に伝送されるいずれのプライバシ画像も、車室１００内
に存在している一人又は複数人の乗員のアイデンティティを限定又は排除することができ
る。
【００２８】
　いくつかの実施の形態においては、ＥＣＵ１２０は、デフォルトでプライバシセッティ
ングを少なくとも車室１００に関する低い閾値にセットする。図１に図示した実施の形態
においては、ＥＣＵ１２０は、車両通信インタフェース１１６Ｃを介してユーザインタフ
ェース１５０に接続されており、このユーザインタフェース１５０によって、車室１００
のユーザは、デフォルト閾値セッティングを含むプライバシセッティングの種々の閾値を
調整することができる。ユーザインタフェースによって、ユーザは、種々のプライバシキ
ーを登録することができるか、又は、種々のプライバシキーをＥＣＵ１２０とペアリング
させることもできる。付加的又は代替的に、ＥＣＵ１２０は、他の車両システムから受信
した入力又はコマンドに応答して、プライバシセッティングをアクティブ又はデアクティ
ブにすることができる。ユーザインタフェース１５０は、グラフィカルユーザインタフェ
ースを含むことができ、このグラフィカルユーザインタフェースは、タッチスクリーンデ
ィスプレイに表示され、かつ、タッチスクリーンディスプレイから入力を受信し、また、
このグラフィカルユーザインタフェースは、ディスプレイに表示され、かつ、制御デバイ
ス又は他の適切なユーザインタフェースから入力を受信する。
【００２９】
　車両センサ１４０は、車両通信インタフェース１１６Ｂを介して、ＥＣＵ１２０と通信
を行うように接続されており、かつ、車両センサ１４０は、車室１００を備えている車両
が事故に遭っているか否かを示すことができる。いくつかの実施の形態においては、車両
センサ１４０は、ＥＣＵ１２０が車両の位置、走行方向及び動きを判定することができる
情報を伝送する。いくつかの実施の形態においては、ＥＣＵ１２０は、車両が事故に遭っ
ているか否かを、車両センサ１４０から受信した情報に基づいて判定する。ＥＣＵ１２０
は、車室１００を備えている車両が事故に遭っている場合には、プライバシセッティング
をデアクティブにする。プライバシセッティングのデアクティブ化によって、緊急係員又
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は他の救急隊員は、プライバシが保護されていない車室１００の１つ又は複数の画像にア
クセスして、リモートビューを行うことができる。いくつかの実施の形態においては、車
両センサ１４０は、グローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）、１つ又は複数のエア
バッグセンサ、又は、他の適切な衝突センサを含む。
【００３０】
　図４は、リモートビューシステム１０２を動作させるための方法４００のフローチャー
トである。方法４００を、図３と関連させて説明する。しかしながら、方法４００に示し
た機能を、複数のデバイス間に、例えば、画像処理ＥＣＵ１１０、ＥＣＵ１２０、及び／
又は、他の車両システムに分散させることができると解される。また、方法４００に示し
た機能は、ＥＣＵ１２０による実行に限定されるものではなく、画像処理ＥＣＵ１１０又
は他の車両システムによっても実行することができると解される。
【００３１】
　図４に示したように、ＥＣＵ１２０は、リモートデバイス（例えば、上記において説明
したようなリモートデバイス１４４）から画像リクエストを受信する（ブロック４０２）
。いくつかの実施の形態においては、ＥＣＵ１２０は、第１のトランシーバ３０２及び第
１のアンテナ３０４を介して、リモートサーバ（例えば、救急手配センタのコンピュータ
）から画像リクエストを受信する。
【００３２】
　また、ＥＣＵ１２０は、画像処理ＥＣＵ１１０を介して、カメラ１１２から車室（例え
ば、上記において説明したような車室１００）の１つ又は複数の画像を受信する（ブロッ
ク４０４）。いくつかの実施の形態においては、ＥＣＵ１２０は、１つ又は複数の画像を
、継続的に、又は、１つ又は複数の画像のリクエストに応じて、画像処理ＥＣＵ１１０か
ら受信する。別の実施の形態においては、１つ又は複数の画像は、車室内の全ての着席領
域をカバーする広角レンズを備えているカメラ１１２からのビデオストリームである。１
つ又は複数の画像は、ロー画像、処理された画像、圧縮画像、又は、非圧縮画像のうちの
１つであってよい。付加的に、ＥＣＵ１２０は、１つ又は複数の画像に関連付けられたメ
タデータを画像処理ＥＣＵ１１０から受信する。
【００３３】
　ＥＣＵ１２０は、プライバシキー（例えば、上記において説明したようなプライバシキ
ー１４２）が、車室内に存在しているか否かを判定する（判定ブロック４０６）。例えば
、ＥＣＵ１２０の第２のトランシーバ３０６は、ワイヤレスキーフォブから第２のアンテ
ナ３０８を介して信号を受信する短距離用無線周波数（ＲＦ）トランシーバである。ワイ
ヤレスキーフォブを、ＥＣＵ１２０のメモリ２２５にプライバシキーとして登録すること
ができる。１つの別の例においては、ＥＣＵ１２０が、スマートフォンは、ワイヤレスネ
ットワーク（例えば、上記において説明したようなワイヤレスネットワーク１４８）を介
してＥＣＵ１２０に接続されているか否か、また、メモリ２２５にプライバシキーとして
登録されているか否か、また、車室内に存在しているか否かを、判定することができる。
【００３４】
　ＥＣＵ１２０は、プライバシキーから受信した位置情報（例えば、ＧＰＳ情報又は他の
位置ベースの情報）に基づいて、プライバシキーが車室内に存在しているか否かを判定す
ることができる。選択的に、ＥＣＵ１２０は、第２のトランシーバ３０６及び第２のアン
テナ３０８を介して、ＥＣＵ１２０とプライバシキーとを接続するワイヤレスネットワー
クの特性に基づいて、プライバシキーが車両内に存在しているか否かを判定することがで
きる。例えば、ＥＣＵ１２０は、ＥＣＵ１２０のメモリ２２５内に記憶されている、ワイ
ヤレスネットワークの最大距離に関する情報を有しており、また、その最大距離に基づい
て、ＥＣＵ１２０は、プライバシキーが車室内に存在しているか否かを判定することがで
きる。換言すれば、ＥＣＵ１２０は、ワイヤレスネットワークの最大距離が６フィートで
あるという、ＥＣＵ１２０のメモリ２２５に記憶されている情報を有することができる。
車室が６フィートの長さであり、かつ、ＥＣＵ１２０がプライバシキーを検出しないか、
又は、ワイヤレスネットワークを介してプライバシキーと接続されない場合には、ＥＣＵ
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１２０は、プライバシキーが車室内に存在していないと判定することができる。
【００３５】
　ＥＣＵ１２０が、プライバシキーは車室内に存在していないと判定した場合には（判定
ブロック４０６）、ＥＣＵ１２０は、画像処理ＥＣＵ１１０からの１つ又は複数の画像を
、ワイヤレスネットワーク（例えば、ワイヤレスネットワーク１４６）を介して、第１の
アンテナから伝送するために、第１のトランシーバ３０２を制御する（ブロック４０８）
。このようにして、プライバシキーが車室内に存在していないことに起因して、ＥＣＵ１
２０は、プライバシが保護されたいずれの画像も生成しない。例えば、図５は、プライバ
シが一切保護されていない車室の画像５００である。この図示した実施の形態においては
、画像５００には二人の乗員、即ち、第１の乗員５０５及び第２の乗員５１０が含まれて
いる。二人の乗員は、関心の対象となる対象物であり、上記において説明したように、画
像処理ＥＣＵ１１０の乗員検出システムによって検出され、また、二人の乗員に関する情
報は、関連付けられたメタデータとしてＥＣＵ１２０に供給される。図５に示したように
、第１の乗員５０５及び第２の乗員５１０は、カメラ１１２からの画像５００の一部を占
有している（例えば、車室の運転席１３０及び右後部座席１３８をそれぞれ占有している
）。
【００３６】
　ＥＣＵ１２０が、車室内にプライバシキーは存在していると判定した場合には、ＥＣＵ
１２０は、一人又は複数人の乗員が車室内に存在しているか否かを判定する（判定ブロッ
ク４１０）。例えば、ＥＣＵ１２０は、一人又は複数人の乗員が車室内に存在しているか
否かを判定するために、車室の１つ又は複数の画像に関連付けられたメタデータを使用す
ることができる。代替的に、ＥＣＵ１２０は、他の車両センサ（例えば、上記において説
明したような車両センサ１４０）から情報を受信し、かつ、ＥＣＵ１２０は、他の車両セ
ンサからの情報に基づいて、車両内に一人又は複数人の乗員が存在しているか否かを判定
することができる。例えば、ＥＣＵ１２０がシートベルト着用センサからの指示又は重量
センサからの指示を受信すると、ＥＣＵ１２０は、一人又は複数人の乗員が車室内に存在
していると判定することができる。
【００３７】
　ＥＣＵ１２０が、車室内に乗員は存在していないと判定した場合には、ＥＣＵ１２０は
、画像処理ＥＣＵ１１０からの１つ又は複数の画像（例えば、上記において説明したよう
な画像５００）を、ワイヤレスネットワークを介して第１のアンテナ３０４から伝送する
ために、第１のトランシーバ３０２を制御する（ブロック４０８）。このようにして、乗
員が車室１００内に存在していないことに起因して、ＥＣＵ１２０は、プライバシが保護
されたいずれの画像も生成しない。
【００３８】
　ＥＣＵ１２０が、車室内に乗員は存在していると判定した場合には（判定ブロック４１
０）、ＥＣＵ１２０は、ＥＣＵ１２０のメモリ２２５に記憶されているプライバシセッテ
ィングを検索し、プライバシセッティングがアクティブにされているか否かを判定する（
判定ブロック４１２）。ＥＣＵ１２０が、プライバシセッティングはアクティブにされて
いないと判定した場合には（判定ブロック４１２）、ＥＣＵ１２０は、画像処理ＥＣＵ１
１０からの１つ又は複数の画像（例えば、上記において説明したような画像５００）を、
ワイヤレスネットワークを介して、第１のアンテナ３０４からリモートデバイスに伝送す
るために、第１のトランシーバ３０２を制御する（ブロック４０８）。このようにして、
プライバシセッティングがアクティブにされていないことに起因して、ＥＣＵ１２０は、
プライバシが保護されたいずれの画像も生成しない。
【００３９】
　ＥＣＵ１２０が、プライバシセッティングはアクティブにされていると判定した場合に
は（判定ブロック４１２）、ＥＣＵ１２０は、１つ又は複数の画像から１つ又は複数のプ
ライバシ画像を生成し、その１つ又は複数のプライバシ画像を、ワイヤレスネットワーク
を介して、第１のアンテナ３０４からリモートデバイス（例えば、リモートデバイス１４
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４）に伝送するために、第１のトランシーバ３０２を制御する（ブロック４１４）。この
ようにして、プライバシキー及び一人又は複数人の乗員が車室内に存在しており、かつ、
プライバシセッティングがアクティブにされていると、ＥＣＵ１２０が判定したことから
、ＥＣＵ１２０は、プライバシが保護された１つ又は複数のプライバシ画像を生成する。
いくつかの実施の形態においては、プライバシキーは、ＥＣＵ１２０のメモリに記憶され
ているプライバシセッティングをアクティブにする、又は、調整することができる。いく
つかの実施の形態においては、プライバシセッティングは、リモートデバイスに提供され
る情報のタイプを判定する種々の閾値を有している。
【００４０】
　プライバシセッティングの最大閾値は、車室のいずれの画像又は情報にも対応していな
くてよい。プライバシセッティングの最小閾値は、車室の１つ又は複数の無検閲画像に対
応することができる。プライバシセッティングの高い閾値は、車室の情報（例えば、乗員
の数）にのみ対応することができ、画像には対応しなくてよい。プライバシセッティング
の中程度の高さの閾値は、車室の一人又は複数人の乗員を含んでいるプライバシ画像の複
数の部分を検閲するプライバシ画像に対応することができる。例えば、図６は、プライバ
シが保護された車室のプライバシ画像６００である。図示した実施の形態においては、プ
ライバシ画像６００にはプライバシ画像６００の２つの部分、即ち、第１の部分６０５及
び第２の部分６１０が含まれている。図６に示したように、第１の部分６０５及び第２の
部分６１０は、プライバシ画像６００の複数の部分（例えば、運転席１３０及び右後部座
席１３８それぞれ）を完全に検閲して修正している。ここでは、ＥＣＵ１２０が、二人の
乗員（例えば、図５に示したような第１の乗員５０５及び第２の乗員５１０）の位置を、
画像処理ＥＣＵ１１０からのメタデータに基づいて特定している。
【００４１】
　ＥＣＵ１２０によって生成されたプライバシ画像は、プライバシ画像６００に示されて
いるような完全に検閲されて修正された部分に限定されるものではなく、その代わりに、
検閲の程度を変更できると解される。例えば、図７は、プライバシが保護された車室のプ
ライバシ画像７００である。プライバシ画像６００の完全に検閲されて修正された部分の
代わりに、プライバシ画像７００は、二人の乗員７０５及び７１０のぼやかされた顔を含
んでいる。代替的に、図８は、プライバシが保護された車室のプライバシ画像８００であ
る。プライバシ画像６００の完全に検閲されて修正された部分又はプライバシ画像７００
のぼやかされた顔の代わりに、プライバシ画像８００は、二人の乗員（例えば、乗員７０
５及び７１０）の姿に対応する、検閲されて修正された部分８０５及び８１０を含んでい
る。
【００４２】
　任意選択的に、いくつかの実施の形態においては、ＥＣＵ１２０は、車室を備えている
車両が事故に遭っているか否かを判定することもできる（判定ブロック４１６）。ＥＣＵ
１２０が、車両は事故に遭っていると判定した場合には（判定ブロック４１６）、ＥＣＵ
１２０は、画像処理ＥＣＵ１１０からの１つ又は複数の画像（例えば、上記において説明
したような画像５００）を、ワイヤレスネットワークを介して、第１のアンテナ３０４か
らリモートデバイスに伝送するために、第１のトランシーバ３０２を制御する（ブロック
４０８）。このようにして、ＥＣＵ１２０は、車両が事故に遭っていることに起因して、
プライバシが保護されたいずれの画像も生成せず、また、救急隊員が、車室内の一人又は
複数人の乗員についての情報を収集することが必要になると考えられる。換言すれば、事
故によって、車室に関連付けられたプライバシセッティングがデアクティブにされる。
【００４３】
　ＥＣＵ１２０が、車両は事故に遭っていないと判定し（判定ブロック４１６）、かつ、
ＥＣＵ１２０が、プライバシセッティングはアクティブにされていると判定した場合には
（判定ブロック４１２）、ＥＣＵ１２０は、１つ又は複数の画像から１つ又は複数のプラ
イバシ画像を生成し、その１つ又は複数のプライバシ画像を、ワイヤレスネットワークを
介して、アンテナからリモートデバイス（例えば、リモートデバイス１４４）に伝送する
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（ブロック４１４）。このようにして、ＥＣＵ１２０が、プライバシキー及び一人又は複
数人の乗員が車室内に存在しており、プライバシセッティングがアクティブにされており
、かつ、車室を備えている車両が事故に遭っていないと判定したことに起因して、ＥＣＵ
１２０は、プライバシが保護された１つ又は複数のプライバシ画像を生成する。
【００４４】
　従って、本発明は特に、プライバシが保護されたリモートビューシステム、及び、プラ
イバシが保護されたリモートビューシステムを動作させるための方法を提供する。本発明
の種々の特徴及び利点は、以下の特許請求の範囲に記載されている。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【手続補正書】
【提出日】平成30年1月9日(2018.1.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プライバシが保護されたリモートビューシステムを動作させるための方法において、
　電子制御ユニットを用いて、車室の１つ又は複数の画像に関するリクエストをリモート
デバイスから受信することと、
　前記電子制御ユニットを用いて、前記車室の前記１つ又は複数の画像を受信することと
、
　前記電子制御ユニットを用いて、プライバシキーが前記車室内に存在しているか否かを
判定することと、
　前記電子制御ユニットを用いて、一人又は複数人の乗員が前記車室内に存在しているか
否かを判定することと、
　前記電子制御ユニットを用いて、メモリに記憶されている前記車室のプライバシセッテ
ィングを検索することと、
　前記プライバシキー及び前記一人又は複数人の乗員が前記車室内に存在していると判定
したことに応答して、前記電子制御ユニットを用いて、１つ又は複数のプライバシ画像を
、前記車室の前記１つ又は複数の画像及び前記プライバシセッティングに基づいて生成す
ることと、
　前記１つ又は複数のプライバシ画像を、アンテナを介して前記リモートデバイスに伝送
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するためにトランシーバを制御することと、
を含む、方法。
【請求項２】
　さらに、前記電子制御ユニットを用いて、前記車室を備えている車両が事故に遭ってい
るか否かを判定することを含み、
　前記１つ又は複数の画像から、かつ、前記車室の前記プライバシセッティングに基づい
て、前記１つ又は複数のプライバシ画像を生成することは、さらに、前記車両が事故に遭
っていないと判定したことに応答して行われる、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記方法はさらに、前記車両が事故に遭っていると判定したことに応答して、前記電子
制御ユニットを用いて、前記１つ又は複数の画像を、前記アンテナを介して前記リモート
デバイスに伝送するために前記トランシーバを制御することを含む、
請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記方法はさらに、前記プライバシキーが前記車室内に存在していないと判定したこと
に応答して、前記電子制御ユニットを用いて、前記１つ又は複数の画像を、前記アンテナ
を介して前記リモートデバイスに伝送するために前記トランシーバを制御することを含む
、
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記方法はさらに、前記一人又は複数人の乗員が前記車室内に存在していないと判定し
たことに応答して、前記電子制御ユニットを用いて、前記１つ又は複数の画像を、前記ア
ンテナを介して前記リモートデバイスに伝送するために前記トランシーバを制御すること
を含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記車室の前記プライバシセッティングをデアクティブにし、
　前記１つ又は複数のプライバシ画像は、前記１つ又は複数の画像に相似する、
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記車室の前記プライバシセッティングを、前記一人又は複数人の乗員のうちの少なく
とも一人のアイデンティティを排除するようにセットし、
　前記１つ又は複数のプライバシ画像は、当該１つ又は複数のプライバシ画像における前
記一人又は複数人の乗員のうちの前記少なくとも一人の前記アイデンティティを排除する
、
請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　プライバシが保護されたリモートビューシステムにおいて、
　前記リモートビューシステムは、
　車室の１つ又は複数の画像を捕捉するように構成されているカメラと、
　電子制御ユニットと、
を備えており、
　前記電子制御ユニットは、
　第１のアンテナに電気的に接続されている第１のトランシーバと、
　第２のアンテナに電気的に接続されている第２のトランシーバと、
　メモリと、
　前記メモリに電気的に接続されている電子プロセッサと、
を有しており、
　前記電子制御ユニットは、
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　前記車室の前記１つ又は複数の画像に関するリクエストを、リモートデバイスから、前
記第１のトランシーバ及び前記第１のアンテナを介して受信し、
　前記車室の前記１つ又は複数の画像を前記カメラから受信し、
　プライバシキーが前記車室内に存在しているか否かを、前記第２のトランシーバ及び前
記第２のアンテナを介して判定し、
　一人又は複数人の乗員が前記車室内に存在しているか否かを判定し、
　前記メモリに記憶されている前記車室のプライバシセッティングを検索し、
　前記プライバシキー及び前記一人又は複数人の乗員が前記車室内に存在しているという
判定に応答して、前記車室の前記１つ又は複数の画像及び前記プライバシセッティングに
基づいて、１つ又は複数のプライバシ画像を生成し、
　前記１つ又は複数のプライバシ画像を、前記第１のアンテナを介して前記リモートデバ
イスに伝送するために前記第１のトランシーバを制御する、
ように構成されている、
リモートビューシステム。
【請求項９】
　前記電子制御ユニットは、さらに、前記車室を備えている車両が事故に遭っているか否
かを判定するように構成されており、
　前記電子制御ユニットは、さらに、前記１つ又は複数の画像から、かつ、前記車室の前
記プライバシセッティングに基づいて、さらに、前記車両が事故に遭っていないと判定し
たことに応答して、前記１つ又は複数のプライバシ画像を生成するように構成されている
、
請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記電子制御ユニットは、さらに、前記車両が事故に遭っているという判定に応答して
、前記１つ又は複数の画像を、前記第１のアンテナを介して前記リモートデバイスに伝送
するために前記第１のトランシーバを制御するように構成されている、
請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記電子制御ユニットは、さらに、前記プライバシキーが前記車室内に存在していない
という判定に応答して、前記１つ又は複数の画像を、前記第１のアンテナを介して前記リ
モートデバイスに伝送するために前記第１のトランシーバを制御するように構成されてい
る、
請求項８に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記電子制御ユニットは、さらに、前記一人又は複数人の乗員が前記車室内に存在して
いないという判定に応答して、前記１つ又は複数の画像を、前記第１のアンテナを介して
前記リモートデバイスに伝送するために前記第１のトランシーバを制御するように構成さ
れている、
請求項８に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記車室の前記プライバシセッティングをデアクティブにし、
　前記１つ又は複数のプライバシ画像は、前記１つ又は複数の画像に相似する、
請求項８に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記車室の前記プライバシセッティングを、前記一人又は複数人の乗員のうちの少なく
とも一人のアイデンティティを排除するようにセットし、
　前記１つ又は複数のプライバシ画像は、当該１つ又は複数のプライバシ画像における前
記一人又は複数人の乗員のうちの前記少なくとも一人の前記アイデンティティを排除する
、
請求項８に記載のシステム。
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【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　画像処理ＥＣＵ１１０は、カメラ１１２によって捕捉された、また、いくつかの実施の
形態においては、オプションのカメラ１１４によって捕捉された、１つ又は複数の画像（
例えば、全方位画像）を受信する。いくつかの実施の形態においては、画像処理ＥＣＵ１
１０は、所定の時間間隔で１つ又は複数の画像を処理し、かつ、１つ又は複数の画像及び
関連付けられたデータを記録する。例えば、画像処理ＥＣＵ１１０は、少なくとも部分的
に、車室１００が移動した距離に基づいて、１つ又は複数の画像を処理することができる
。画像処理ＥＣＵ１１０は、車両通信インタフェース１１６Ａを介してＥＣＵ１２０と通
信を行うように接続されており、かつ、１つ又は複数の画像をＥＣＵ１２０に伝送する。
例えば、図２は、図１のリモートビューシステム１０２の画像処理ＥＣＵ１１０のブロッ
ク図である。画像処理ＥＣＵ１１０は、画像処理ＥＣＵ１１０内及び／又はカメラ１１２
内のコンポーネント及びモジュールに電力、動作制御及び保護を提供する、電気的及び電
子的な複数のコンポーネントを含む。例えば、画像処理ＥＣＵ１１０は、特に制御装置２
０５（例えば、プログラマブル電子マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、又は、
他の適切な処理デバイスなど）、電源２１０、及び、入力／出力モジュール２１５を含む
。いくつかの実施の形態においては、画像処理ＥＣＵ１１０は、カメラ１１２と共に、単
一のデバイスに統合されている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　図２の例においては、制御装置２０５は、電子プロセッサ２２０及びメモリ２２５を含
む。電子プロセッサ２２０は、メモリ２２５と通信を行うように接続されており（例えば
、電気的に接続されており）、かつ、メモリ２２５に記憶することができる命令を実行す
る。制御装置２０５は、特に本明細書に記載した制御プロセス及び制御方法に関連する命
令をメモリ２２５から検索して実行するように構成されている。また、制御装置２０５を
、同時係属中のＰＣＴ出願ＰＣＴ／ＵＳ１６／２６７４７（２０１６年４月８日出願）に
記載されている乗員検出プロセス及び乗員検出方法に関連する命令をメモリ２２５から検
索して実行するように構成することもできる。この刊行物の全内容は参照により本明細書
に組み込まれる。特に、画像処理ＥＣＵ１１０は、車室１００内の一人又は複数人の乗員
の数、大きさ、姿勢及び対応する位置を識別するために、乗員検出システムを使用するこ
とができる。画像処理ＥＣＵ１１０は、一人又は複数人の乗員の情報を、車室１００の１
つ又は複数の画像に関連付けられたメタデータとして、ＥＣＵ１２０に出力することがで
きる。別の実施の形態においては、画像処理ＥＣＵ１１０は、付加的なコンポーネント、
より少ない数のコンポーネント、又は、異なるコンポーネントを含む。画像処理ＥＣＵ１
１０を、本明細書において挙げた特定の機能を実行するようにそれぞれが構成されている
、独立した複数の電子制御ユニットとして実施できることに言及しておく。付加的に、画
像処理ＥＣＵ１１０は、特定のタイプのセンサデータを受信し、かつ、関連する処理を実
行するサブモジュールを含むことができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１７】
　画像処理ＥＣＵ１１０、画像処理ＥＣＵ１１０のサブモジュール、及び、付加的なＥＣ
Ｕ（例えば、ＥＣＵ１２０）を、車両通信インタフェース１１６における１つ又は複数の
通信モジュールを介してリンクさせることができる、及び／又は、画像処理ＥＣＵ１１０
の入力／出力モジュール２１５を介して直接的に接続することができる。いくつかの実施
の形態においては、ＥＣＵ１２０は、画像処理ＥＣＵ１１０の入力／出力モジュール２１
５と通信するために、Ｊ１９３９又はＣＡＮのようなプロトコルを用いて通信を行う。別
の実施の形態においては、ＥＣＵ１２０は、特定の用途の要求に応じた他の適切なプロト
コルの使用の下で、画像処理ＥＣＵ１１０の入力／出力モジュール２１５と通信する。い
くつかの実施の形態においては、画像処理ＥＣＵ１１０の入力／出力モジュール２１５は
、種々の制御装置及びセンサからの専用信号線を直接的に使用して、情報を受信する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　ＥＣＵ１２０の制御装置２０５は、電子プロセッサ２２０及びメモリ２２５を含む。電
子プロセッサ２２０は、メモリ２２５と通信を行うように接続されており（例えば、電気
的に接続されており）、かつ、メモリ２２５に記憶することができる命令を実行する。Ｅ
ＣＵ１２０のメモリ２２５は、車室１００に関連付けられたプライバシセッティングも記
憶している。制御装置２０５は、特に本明細書に記載した制御プロセス及び制御方法に関
連する命令（例えば下記においてより詳細に説明するプライバシセッティングを基礎とす
る制御プロセス及び制御方法）をメモリ２２５から検索して実行するように構成されてい
る。別の実施の形態においては、ＥＣＵ１２０は、付加的なコンポーネント、より少ない
数のコンポーネント、又は、異なるコンポーネントを含む。ＥＣＵ１２０を、本明細書に
おいて挙げた特定の機能を実行するようにそれぞれが構成されている、独立した複数の電
子制御ユニットとして実施できることに言及しておく。付加的に、ＥＣＵ１２０は、特定
のタイプのセンサデータを受信し、かつ、関連する処理を実行するサブモジュールを含む
ことができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　ＥＣＵ１２０、サブモジュール、及び、付加的なＥＣＵ（例えば、画像処理ＥＣＵ１１
０）を、車両通信インタフェース１１６における１つ又は複数の通信モジュールを介して
リンクさせることができる、及び／又は、入力／出力モジュール２１５を介して直接的に
接続することができる。いくつかの実施の形態においては、画像処理ＥＣＵ１１０は、入
力／出力モジュール２１５と通信するために、Ｊ１９３９又はＣＡＮのようなプロトコル
を用いて通信を行う。別の実施の形態においては、画像処理ＥＣＵ１１０は、特定の用途
の要求に応じた他の適切なプロトコルの使用の下で、入力／出力モジュール２１５と通信
する。いくつかの実施の形態においては、入力／出力モジュール２１５は、種々の制御装
置及びセンサからの専用信号線を直接的に使用して、情報を受信する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００４１】
　ＥＣＵ１２０によって生成されたプライバシ画像は、プライバシ画像６００に示されて
いるような完全に検閲されて修正された部分に限定されるものではなく、その代わりに、
検閲の程度を変更できると解される。例えば、図７は、プライバシが保護された車室のプ
ライバシ画像７００である。プライバシ画像６００の完全に検閲されて修正された部分の
代わりに、プライバシ画像７００は、二人の乗員７０５及び７１０のぼやかされた顔を含
んでいる。代替的に、図８は、プライバシが保護された車室のプライバシ画像８００であ
る。プライバシ画像６００の完全に検閲されて修正された部分又はプライバシ画像７００
のぼやかされた顔の代わりに、プライバシ画像８００は、二人の乗員（例えば、乗員７０
５及び７１０）の姿に対応する、検閲されて修正された部分８０５及び８１０を含んでい
る。いずれにせよ、プライバシ画像６００，７００，８００は、車室の画像５００に実質
的に相似する。
【手続補正８】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図１】
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