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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つまたは複数のプロセッサが、車両に表示情報を表示するためにコンピュータ実行可
能な命令を実行することを含む方法であって、
　前記方法はさらに、
　前記車両の少なくとも１人の乗員の身元を検出するステップと、
　前記１つまたは複数のプロセッサのうち、少なくとも１つによって、前記検出された乗
員の身元に少なくとも部分的には基づいて、表示情報を特定するステップと、
　前記車両に関連づけられた１つまたは複数のディスプレイ装置による使用のために、前
記表示情報を構成するステップと、
　構成された前記表示情報を前記１つまたは複数のディスプレイ装置に通信するステップ
と、
を含む方法。
【請求項２】
　前記車両の少なくとも１人の乗員の前記身元を検出するステップは、
　複数の承認された身元から、１つの身元を選択するステップと、
　過去の複数の身元から、予想される１つまたは複数の身元を選択するステップと、
　乗員の身元を特定するために、前記車両に関連づけられた１つまたは複数のセンサによ
って取得された前記少なくとも１人の乗員に関連づけられた情報を、格納された情報と比
較するステップと、
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　のうち、１つまたは複数のステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記検出された乗員の身元に関するプロファイルを受信するステップをさらに含む、請
求項１または請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記表示情報を構成するステップは、前記プロファイルに、少なくとも部分的には基づ
く、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記表示情報を構成するステップは、デジタル個人情報、推薦情報、第三者情報、時間
情報、位置情報またはＧＰＳ情報、ウェブアプリケーション情報、もしくはプロファイル
のうち、１つまたは複数に基づいて、前記表示情報をさらに特定するステップを含む、請
求項１から請求項４のいずれか1つに記載の方法。
【請求項６】
　前記表示情報を構成するステップは、前記少なくとも１人の乗員から、表示情報の入力
または承認を受信するステップを含む、請求項１から請求項５のいずれか1つに記載の方
法。
【請求項７】
　前記構成された表示情報を前記１つまたは複数のディスプレイ装置に通信するステップ
は、図形情報または制御情報を前記１つまたは複数のプロセッサから、プロジェクター、
電子インクディスプレイ、エレクトロクロミックガラスパネル、モーター、またはディス
プレイドライバのうち、１つまたは複数に送信するステップを含む、請求項１から請求項
６のいずれか1つに記載の方法。
【請求項８】
　車両であって、
　１つまたは複数のディスプレイ装置と、
　前記車両の乗員の身元を検出する１つまたは複数のセンサと、
　データおよびコンピュータ実行可能な命令を格納する少なくとも１つのメモリと、
　前記少なくとも１つのメモリにアクセスする少なくとも１つのプロセッサと、
を備え、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、さらに、
　前記車両内の少なくとも１人の乗員の身元を検出し、
　前記少なくとも１人の検出された乗員の前記身元に少なくとも部分的には基づいて、表
示情報を特定し、
　前記車両に関連づけられた１つまたは複数のディスプレイ装置によって用いられる前記
表示情報を構成し、かつ
　構成された前記表示情報を前記１つまたは複数のディスプレイ装置に通信するために、
　前記コンピュータ実行可能な命令を実行する、車両。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、さらに、
　複数の承認された身元から、１つの身元を選択することと、
　過去の複数の身元から、予想される１つの身元を選択することと、
　　乗員の身元を特定するために、前記車両に関連づけられた１つまたは複数のセンサに
よって取得された、前記少なくとも１人の乗員に関連づけられた情報を、格納されている
情報と比較することと、
　のうち、１つまたは複数によって、前記車両の少なくとも１人の乗員の前記身元を検出
する、請求項８に記載の車両。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、さらに、前記検出された乗員の身元に関するプロ
ファイルを受信する、請求項８または請求項９に記載の車両。
【請求項１１】
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　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記受信されたプロファイルに少なくとも部分的
には基づいて、前記表示情報を構成する、請求項１０に記載の車両。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、デジタル個人情報、推薦情報、第三者情報、時間
情報、位置情報またはＧＰＳ情報、ウェブアプリケーション情報、もしくはプロファイル
のうち、１つまたは複数に基づいて前記表示情報を選択することによって、前記表示情報
を構成する、請求項８から請求項１１のいずれか1つに記載の車両。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記少なくとも１人の乗員から、表示情報の入力
または承認を受信することによって、前記表示情報を構成する、請求項８から請求項１２
のいずれか1つに記載の車両。
【請求項１４】
　図形情報または制御情報を前記１つまたは複数のプロセッサから、プロジェクター、電
子インクディスプレイ、エレクトロクロミックガラスパネル、モーター、またはディスプ
レイドライバのうち、１つまたは複数に送信することによって、前記表示情報が前記１つ
または複数のディスプレイ装置に通信される、請求項８から請求項１３のいずれか1つに
記載の車両。
【請求項１５】
　前記車両の乗員の身元を検出する前記１つまたは複数のセンサは、カメラ、体重検出装
置、形状検出装置、ＲＦＩＤリーダー、マイク、もしくはバイオメトリクス機能検出装置
のうち、１つまたは複数を備える、請求項８から請求項１４のいずれか1つに記載の車両
。
【請求項１６】
　データおよびコンピュータ実行可能な命令を格納する少なくとも１つのメモリと、
　前記少なくとも１つのメモリにアクセスする少なくとも１つのプロセッサと
を備え、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、さらに、
　車両の少なくとも１人の乗員の身元を検出し、
　前記少なくとも１人の検出された乗員の前記身元に少なくとも部分的には基づいて、表
示情報を選択し、
　前記車両に関連づけられた１つまたは複数のディスプレイ装置によって用いられる前記
表示情報を構成し、かつ、
　構成された前記表示情報を前記１つまたは複数のディスプレイ装置に通信するために、
　前記コンピュータ実行可能な命令を実行する少なくとも１つのプロセッサと、
　を備える装置。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、さらに、
　複数の承認された身元から、１つの身元を選択することと、
　過去の複数の身元から、予想される１つの身元を選択することと、
　乗員の身元を特定するために、前記車両に関連づけられた１つまたは複数のセンサによ
って取得された前記少なくとも１つの乗員に関連づけられた情報を、格納されている情報
と比較することと、
　のうち、１つまたは複数によって、前記車両の少なくとも１人の乗員の前記身元を検出
する、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、さらに、前記検出された乗員の身元に関するプロ
ファイルを受信する、請求項１６または請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記表示情報を構成するステップは、少なくとも部分的には、前記受信されたプロファ
イルに基づく、請求項１８に記載の装置。
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【請求項２０】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、デジタル個人情報、推薦情報、第三者情報、時間
情報、位置情報またはＧＰＳ情報、ウェブアプリケーション情報、もしくはプロファイル
のうち、１つまたは複数に基づいて前記表示情報を選択することによって、ディスプレイ
データを構成する、請求項１６から請求項１９のいずれか1つに記載の装置。
【請求項２１】
　図形情報または制御情報を前記１つまたは複数のプロセッサから、プロジェクター、電
子インクディスプレイ、エレクトロクロミックガラスパネル、モーター、またはディスプ
レイドライバのうち、１つまたは複数に送信することによって、前記表示情報は、前記１
つまたは複数のディスプレイ装置に通信される、請求項１６から請求項２０のいずれか1
つに記載の装置。
【請求項２２】
　コンピュータに、車両に関する情報を表示する方法を実行させるためのプログラムであ
って、
　前記方法は、
　前記車両の少なくとも１人の乗員の身元を検出するステップと、
　前記１つまたは複数のプロセッサのうち、少なくとも１つによって、前記少なくとも１
人の乗員のうち、前記検出された乗員の身元に少なくとも部分的には基づいて、表示情報
を特定するステップと、
　前記車両に関連づけられた１つまたは複数のディスプレイ装置によって用いられる前記
表示情報を構成するステップと、
　構成された前記表示情報を前記１つまたは複数のディスプレイ装置に通信するステップ
と、
　を備える、プログラム。
【請求項２３】
　前記車両の少なくとも１人の乗員の前記身元を検出するステップは、
　複数の承認された身元から、１つの身元を選択するステップと、
　過去の複数の身元から、予想される１つの身元を選択するステップと、
　乗員の身元を特定するために、前記車両に関連づけられた１つまたは複数のセンサによ
って取得された前記少なくとも１人の乗員に関連づけられた情報を、格納された情報と比
較するステップと、
　のうち、１つまたは複数のステップを含む、請求項２２に記載のプログラム。
【請求項２４】
　前記方法は、前記検出された乗員の身元に関するプロファイルを受信するステップをさ
らに備える、請求項２２または請求項２３に記載のプログラム。
【請求項２５】
　前記表示情報を構成するステップは、前記プロファイルに、少なくとも部分的には基づ
く、請求項２４に記載のプログラム。
【請求項２６】
　前記表示情報を構成するステップは、デジタル個人情報、推薦情報、第三者情報、時間
情報、位置情報またはＧＰＳ情報、ウェブアプリケーション情報、もしくはプロファイル
のうち、１つまたは複数に基づいて、前記表示情報をさらに特定するステップを含む、請
求項２２から請求項２５のいずれか1つに記載のプログラム。
【請求項２７】
　前記表示情報を構成するステップは、前記少なくとも１人の乗員から表示情報の入力ま
たは承認を受信するステップを含む、請求項２２から請求項２６のいずれか1つのプログ
ラム。
【請求項２８】
　構成された前記表示情報を前記１つまたは複数のディスプレイ装置に通信するステップ
は、図形情報または制御情報を前記１つまたは複数のプロセッサから、プロジェクター、
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電子インクディスプレイ、エレクトロクロミックガラスパネル、モーター、またはディス
プレイドライバのうち、１つまたは複数に送信するステップを含む、請求項２２から請求
項２７のいずれか1つに記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して外部から見える車両用ディスプレイに関し、特に、再構成可能なパー
ソナライズド車両用ディスプレイに関する。
【背景技術】
【０００２】
　人々が世界中を移動する際、表現の形態として、自身の車両を用いることができる。人
々は、自身の車両を通じて多くの方法で自分自身を表現することができる。例えば、バン
パーステッカー、自慢するライセンスプレート、マーク等である。車両の製造元、車種、
色でさえ、所有者の好みや社会的地位の表現であると考えられる。例えば、バンパーステ
ッカーは、宣伝したり、笑わせたり、楽しませたり、あるいは、反応を引き起こすことも
できる。政党の好みや社会的主張を、人々から見えるように車両に表示することができる
。子供を持つ親は、その周りの人々に、赤ちゃんが車両内にいることや、自分たちの子供
は学校で良い成績であることを知らせることができる。音楽バンドは、よく、バンパース
テッカーを創作する。これは、彼らのファンが、自身の車両にバンパーステッカーを取り
付け、無料の広告となることを願ってのことである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　車両を通じて特定の考えを表現することが、適切ではない状況、さらには、許されない
状況もある。会社の所有地に駐車する車両に、政治的な、あるいは、宗教的なスローガン
を表示することを防止しようとする、あるいは、禁止する会社もある。家族の複数のメン
バーが車両を共有しなければならない状況もある。例えば、親が、１０代の子供と車両を
共有しなければならない場合に、１０代の仲間に相応しいメッセージで装飾された車両に
乗っているところを見られるのは気まずいかもしれない。逆もまた同様である。バンパー
ステッカー、自慢するプレートや、その他の形式の表現を、車両の運転者や車両の位置に
基づいて、選択的に、見せたり、隠したり、外したりするのは、不便である。
【０００４】
　以下では、添付された図面を参照する。図面は、必ずしも正確な縮尺率ではない。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】説明のための、本発明の一例示的実施形態に係る、構成可能なパーソナライズド
ディスプレイシステムのブロック図である。
【図２】本発明の一例示的実施形態に係るパーソナライズドディスプレイを有する車両の
説明のための例である。
【図３】本発明一例示的実施形態に係る方法の一例のフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　以下の説明には、多くの詳細事項が記載されている。しかし、本発明の実施形態は、こ
れらの具体的な詳細事項を伴うことなく実施可能であると理解される。また、この説明の
理解の妨げとならないよう、周知の方法、構造、および技術の詳細は示していない。「一
実施形態」、「実施形態」、「例示的実施形態」、「種々の実施形態」等は、そのように
記載された本発明の実施形態が特定の機能、構造、または特徴を有することを示している
が、すべての実施形態がこの特定の機能、構造、または特徴を有している必要はない。さ
らに、「一実施形態において」という句が繰り返し用いられた場合、同じ実施形態を指し
ている場合もあるが、必ずしも同じ実施形態を指しているわけではない。
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【０００７】
　ここでは、特記されなければ、順序の形容詞「第１の」、「第２の」、「第３の」等は
、同じ物を説明するために用いられ、単に類似する物の異なる例を指していることを示す
のみであり、そのように記載された複数の物が、時間、空間、ランク等に関して特定の順
序でなければならないことを示唆することを意図していない。
【０００８】
　ここでは、車両という語は、広く自動車、車、トラック、乗用車、バス等を指す場合が
ある。
【０００９】
　ここでは、特記されなければ、ディスプレイという語は、概して、外見を選択的に変更
することができる装置またはシステムを指すために用いられる。例として、光学濃度、色
、または選択的に表示テキスト、画像、または映像を変えることができる装置が挙げられ
る。装置の例には、液晶ディスプレイ、発光ダイオードディスプレイ、画像プロジェクタ
ー、電子インクディスプレイ、エレクトロクロミック素子、偏光素子等が含まれる。
【００１０】
　本発明の例示的実施形態によれば、情報を表示したり、車両に関する外観を変更したり
するために、１つまたは複数のディスプレイを車両に取り付けたり、車両に統合させたり
することができる。外観は、例えば、車両に誰が乗っているか、車両がどこに位置するか
、に基づいて変更される。例示的実施形態によれば、表示情報は、例えば、車両の外部の
人々に見てもらうために、車両の１人以上の乗員に関するパーソナライズド情報を伝達す
ることができる。ある例示的実施形態では、表示情報は、例えば、車両内部のモニタやデ
ィスプレイに表示されて車両の内部の人々も見ることができる。ある例示的実施形態によ
れば、表示情報は、車両の運転者および／または同乗者の検出に基づいて生成される。例
えば、カメラ、重量センサ等を含む種々のセンサをキャビンに配置し、これらのセンサが
車両の１人以上の乗員の身元を特定する。
【００１１】
　例示的実施形態によれば、身元の特定はパターン認識に基づいて行われてもよく、また
、事前に収集された身体的特徴、プロファイル情報等を用いてもよい。別の例示的実施形
態によれば、事前にプロファイルが生成されていない乗員を検出することができる。この
状況で、システムは、新たな身元を学習し、データを収集して当該新たな身元と関連づけ
、新たな乗員に関する新たな好みのプロファイルを構築するプロセスを含んでもよい。例
示的実施形態によれば、システムは、付加的に検知された情報および／または既知の乗員
による付加的な入力に基づいて、当該既知の乗員に関連づけられた好みのプロファイルを
洗練するプロセスを含んでもよい。
【００１２】
　一例示的実施形態によれば、運転者の固有の身元を特定することができ、かつ、パーソ
ナライズド表示項目および／またはパーソナライズド表示の好みは、特定された身元と関
連づけられたプロファイルに基づいて取得または選択することができる。別の例示的実施
形態によれば、車両内センサは、車両内の複数の乗員の身元を検出することができる。ま
た、車両内センサは、例えば、複数の乗員の組み合わせに基づいて、表示のための項目ま
たは表示の好みをグループプロファイルから選択することができる。一例示的実施形態に
よれば、身元の特定および／または表示情報の選択に用いられるグループプロファイルは
、少なくとも部分的には、複数の乗員によって共有される特定の共通点に基づいている。
例示的実施形態によれば、グループプロファイルは、１人以上の乗員からの複数の項目が
継ぎ足される。例えば、ある家族が４人構成で、それぞれのメンバーが異なる味覚や好み
のプロファイルを有している場合がある。１つのモードでは、システムは、その家族の各
メンバーの好みのプロファイルにある共通点を見つけることを試みてもよい。例えば、そ
の家族全員が、同じスポーツチームのファンであれば、そのチームのロゴ、チームのマス
コットの画像、または最近の試合のスコアを選択して表示することができる。一例示的実
施形態によれば、グループプロファイルは、いずれのメンバーのプロファイルにも存在せ
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ず、特にそのグループ、または出来事に対して作成されてもよい。例えば、「アンダーソ
ン家の親睦会」のようなグループプロファイルが特定の出来事に対して作成されるか、ま
たは存在する。一例示的実施形態によれば、商業上の第三者のプロファイルが「ａｐｐ」
としてダウンロード可能であってもよく、また、特定の状況においては、販売業者が、乗
員に購入してもらうためにこれらのプロファイルを提供してもよい。これらのプロファイ
ルは、広告も含んでもよく、運転者は、その広告に対して支払いを受けられる。
【００１３】
　別の例示的実施形態によれば、１人以上の乗員の身元を特定し、特に身元が特定された
乗員の好みのプロファイルに基づいて、これらの乗員に関する情報が、身元が特定された
乗員に最も近いディスプレイにルーティングされてもよい。別の例示的実施形態によれば
、選択された情報が運転者、１人の同乗者、または車両内の２人以上のグループのいずれ
のものであっても、この情報は、特定されたプロファイルに関連づけられた考え、性格、
所属等を表現するために１つまたは複数のディスプレイにルーティングされてもよい。
【００１４】
　一例示的実施形態によれば、再構成可能なディスプレイの好みを設定するため、あるい
は、表示コンテンツを選択するために選択され、または利用される好みのプロファイルは
、デフォルトのプロファイルに基づいてもよい。一例示的実施形態によれば、例えば、車
両の１人以上の乗員の身元に関して十分な情報がない場合や、十分な確信がない場合に、
デフォルトのプロファイルを利用してもよい。別の例示的実施形態では、運転者や、その
他の乗員は、例えば、ディスプレイシステムの自動的な構成を上書きするために、デフォ
ルトのプロファイルを利用または選択してもよい。さらに別の例示的実施形態において、
デフォルトのプロファイルは、特定の身元に関連づけられてもよい。
【００１５】
　例示的実施形態によれば、表示される情報は、さらに、車両の物理的位置に基づいて選
択されてもよい。例えば、表示用プロファイルは、少なくとも部分的には全地球測位シス
テム（ＧＰＳ）の座標に基づく選択を含んでいてもよい。例示的実施形態によれば、表示
される情報は、少なくとも部分的には、１つまたは複数の物体への近接度に基づいて選択
されてもよい。例えば、ある位置や、他の車両への近接度に基づいて、情報が選択される
。一例示的実施形態によれば、システムは、特定の無線周波数のビーコンを検知するよう
に構成され、表示される情報は、少なくとも部分的には、検知されたビーコンに基づいて
選択されてもよい。
【００１６】
　ある例示的実施形態によれば、好みのプロファイルを構成するためにリモートウェブサ
ーバーを利用してもよい。一実施形態では、個人が、ウェブサイトへのインターネット接
続を介して、自身のプロファイルを構成してもよい。例示的実施形態によれば、このウェ
ブサイトは、当該特定の個人が車両内にいるときに、ディスプレイコンテンツや、その他
のプロファイル情報を提供するために、車両と無線通信するように構成できるサーバーと
通信できる。別の例示的実施形態によれば、プロファイルの好み情報を車両用ディスプレ
イシステムに転送するために、携帯電話、キーフォブ、ＲＦＩＤチップ、バーコード等の
可搬メモリ装置を利用してもよい。これらのアイテムも、車両内の個人の身元を特定する
ために、利用することができる。
【００１７】
　例示的実施形態によれば、ユーザーのプロファイル情報および／または表示情報は、車
両内、またはスマートフォンやタブレット等の装置のいずれかに格納され、車両に転送さ
れる。別の例示的実施形態では、無線接続を介して、情報を車両にダウンロードすること
もできる。無線接続には、無線「クラウド」ネットワーク、セルラー通信チャネル等が含
まれる。例示的実施形態によれば、計算システムは、車両内、ユーザーによって車両内に
持ち込まれる装置（例えば、スマートフォンやタブレット）、またはクラウド内に存在し
ていてもよい。例示的実施形態では、ユーザー装置は、ブルートゥース等の無線接続を用
いる車両と通信してもよい。例示的実施形態によれば、プロファイルをホストするプロセ
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ッサ（クラウド内、ユーザー装置上、または車両内に存在し得る）は、ディスプレイを制
御するために車両上のプロセッサと通信してもよい。
【００１８】
　ある例示的実施形態によれば、スマートフォンや、その他の同様の装置で用いられるよ
うな専用のウェブアプリケーションを利用して、車両のパーソナライズドディスプレイシ
ステム用の表示コンテンツを特定、選択および／またはダウンロードしてもよい。一例示
的実施形態によれば、コンテンツにアクセスするために料金が課金されてもよい。例えば
、チームのロゴのように、保護されたもの、または著作権のあるものを、車両の乗員が表
示目的で所望する場合がある。一例示的実施形態によれば、コンテンツを選択し、コンテ
ンツをユーザーの好みのプロファイルに統合し、コンテンツの所有者が収益を得るという
プロセスを合理化するためにウェブアプリケーションを用いてもよい。
【００１９】
　例示的実施形態によれば、好みのプロファイルは、車両の１人以上の乗員に関連づけら
れてもよく、また、プロファイルは、時間や場所に依存していてもよい。例えば、車両位
置、またはある位置への車両の近接度を用いて、表示情報や車両に関連づけられた特徴を
修正してもよい。例えば、勤務先や子供の学校に近づいたときに、ディスプレイをオフに
する（または表示情報を切り替える）ように、プロファイルを構成してもよい。一例示的
実施形態によれば、プロファイルは、事業者のための広告を含んでもよい。例えば、車両
が、ある事業の一定の半径内に入ると、その事業に関する広告が１つまたは複数のディス
プレイに表示されるように、事業と、車両の乗員または所有者との間で、収益、または報
酬のプログラムを確立してもよい。広告主とユーザーとの間の関係を通して収益を得るた
めに、ユーザーの好みのプロファイルを設定することができるシナリオが多く存在する。
一例示的実施形態によれば、好みのプロファイルは、ユーザーの車両に広告を表示する合
意を含んでもよい。例えば、安く販売されている、コンサートやスポーツイベントに関す
る情報が、合意された取り決めによって表示されてもよい。ユーザーの好みのプロファイ
ルによって表示され得るメッセージの他の例には、午前６時から午前１０時の間の「おは
よう！」のような表示メッセージも含まれる。別の例のメッセージを、「アトランタブレ
ーブスが、ワールドシリーズで勝った！」等、特定のイベントの結果を表現するために用
いてもよい。
【００２０】
　例示的実施形態によれば、車両用ディスプレイには、文字列、画像、または映像のうち
１つまたは複数を表示できる、いかなる装置も含まれ得る。例えば、情報を表示するため
に、発光ダイオード（ＬＥＤ）ディスプレイや、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）を、車両に
取り付け、配置し、統合し、または組み込んでもよい。別の例示的実施形態では、画像を
、フード、トランク、ドア等の、車両の特定の部分に投影するために、１つまたは複数の
プロジェクターを、車両に取り付け、配置し、統合し、または組み込んでもよい。別の例
示的実施形態では、窓や、その他の車両に関連づけられた構成要素に情報を表示するため
に、電子インク技術を利用してもよい。
【００２１】
　例示的実施形態によれば、車両用ディスプレイは、光の送信レベル、着色、色、不透明
度等を選択的に修正できる装置を含んでもよい。例示的実施形態によれば、窓の遮光、着
色、不透明度、色、または透明度は、車両の１人以上の乗員の身元プロファイルおよび／
または車両の位置に基づいて制御されてもよい。例えば、制御可能な、種々のレベルの着
色を提供するために、エレクトロクロミック素子、液晶素子や、その他の、構成可能また
は制御可能な遮光装置や修正装置を車両の窓に組み込んだり、取り付けたりしてもよい。
ある例示的実施形態において、車両が一定のエリア内にある間、車両の乗員の身元（性別
、民族性等を含み得る）を隠すために、ＧＰＳ座標を利用してもよい。
【００２２】
　ここで、本発明の実施形態を、本発明の実施形態を示す図面を参照して、より完全に説
明する。しかし、本発明は、多くの異なる形態において実現することができるものであり
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、本発明が、本明細書に記載された実施形態に限定されるものと解釈すべきではない。こ
れらの実施形態は、本開示を十分で完全なものにし、かつ、当業者に本発明の範囲を伝え
るために、提供される。
【００２３】
　図１は、一例示的実施形態に係る、構成可能なパーソナライズドディスプレイシステム
１００を示す。パーソナライズドディスプレイシステム１００は、車両１０２に取り付け
られ、車両１０２内に統合され、あるいは、車両１０２に関連づけられることができる特
定の構成要素１０１を含んでもよい。一例示的実施形態によれば、構成要素１０１は、制
御装置１０３と、１つまたは複数のディスプレイ１３２と、を含んでもよい。例示的実施
形態によれば、１つまたは複数のディスプレイは、スクリーン、映像ディスプレイ、プロ
ジェクター、制御可能な着色窓等の先に記載した装置を含んでもよい。
【００２４】
　例示的実施形態によれば、パーソナライズドディスプレイシステム１００は、さらに、
１人以上の乗員の身元を特定するために、車両１０２の内部を撮像する車両内カメラ１２
８を含んでもよい。例示的実施形態によれば、車両１０２内の構成要素１０１には、他の
センサ１３０が含まれてもよい。例えば、センサ１３０は、車両１０２の乗員を、少なく
とも部分的には体重に基づいて特定するための重量測定装置を含んでもよい。例示的実施
形態では、センサ１３０は、車両１０２の１人または複数の乗員から、音声応答等の可聴
情報を受信するためのマイクを含んでもよい。センサ１３０の他の例は、車両の１人また
は複数の乗員から情報を収集するための、他のバイオメトリクスリーダー、ＲＦＩＤリー
ダー、バーコードリーダー、メモリスティックリーダー、ブルートゥースリーダー、スマ
ートキー等を含んでもよい。
【００２５】
　一例示的実施形態によれば、制御装置１０３は、メモリ１０４と、１つまたは複数のプ
ロセッサ１０６と、カメラ１２８、センサ１３０、および／またはディスプレイ１３２と
通信するための１つまたは複数の入出力インタフェース１０８と、を含んでもよい。一例
示的実施形態では、メモリ１０４はオペレーティングシステム１１２およびデータ１１４
を含んでもよい。一例示的実施形態によれば、メモリ１０４は、１つまたは複数のプロセ
ッサ１０６を構成できるコンピュータ可読コードを含む１つまたは複数のモジュールを含
んでもよい。例えば、メモリ１０４は、１つまたは複数の検知モジュール１１８を含んで
もよい。１つまたは複数の検知モジュール１１８は、例えば、車両の１人または複数の乗
員の身元を特定する目的で、車両１０２内のセンサ１３０、カメラ１２８、または、その
他のデータ収集装置によって得られた情報を解釈するために、１つまたは複数のプロセッ
サ１０６によって利用され得る。メモリ１０４は、さらに、１つまたは複数のディスプレ
イモジュール１２０を含んでもよい。１つまたは複数のディスプレイモジュール１２０は
、車両１０２の１人または複数の乗員の好みのプロファイルに基づいて表示情報を選択し
、１つまたは複数のディスプレイ１３２にルーティングするために利用され得る。
【００２６】
　一例示的実施形態によれば、制御装置１０３は、さらに、ネットワークインタフェース
１１０を含んでもよい。このネットワークインタフェース１１０は、携帯電話、キーフォ
ブ、ＲＦＩＤ等のユーザー装置と通信するために利用され得る。一例示的実施形態によれ
ば、ネットワークインタフェース１１０は、ネットワーク１２２を介して、無線でリモー
トサーバー１２４と通信するために利用され得る。ある例示的実施形態によれば、車両１
０２内の制御装置１０３は、ネットワークインタフェース１１０および無線ネットワーク
１２２を介して、他の車両１２６と通信していてもよい。
【００２７】
　図２は、本発明の一例示的実施形態に係るパーソナライズドディスプレイを有する車両
２００の一例を示している。一例示的実施形態によれば、このパーソナライズドディスプ
レイは、情報を提供したり、車両２００に関連づけられた一定の視覚される外観を制御し
たりするために利用され得る。例えば、このパーソナライズドディスプレイは、電子的に
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再構成可能な文字列、図形、画像、および／または、映像を提供することができる。一例
示的実施形態によれば、側面ディスプレイパネル２０２は、再構成可能な広告を提供、ま
たは表示するために利用され得る。側面ディスプレイパネル２０２は、本発明の一例示的
実施形態に係るパーソナライズドディスプレイに関連づけられたその他の情報を提供する
ために利用され得る。この車両２００の例は、例示的実施形態に係るディスプレイの、他
のいくつかの例であって、電子的に再構成可能な文字列、図形、画像、および／または、
映像を提供するものを示している。例えば、一例示的実施形態によれば、車両は、１つま
たは複数の側面窓ディスプレイ２０４および／または後部窓ディスプレイ２０６を含んで
もよい。例示的実施形態によれば、車両２００は、車両２００に関連づけられた複数の表
面２２０に表示情報を投影する１つまたは複数のプロジェクター２０８を含んでもよい。
例示的実施形態によれば、後部搭載ディスプレイ２２２が、例えば、電子的に再構成可能
な情報を車両２００の後方にいる人々に表示するために利用され得る。先に述べた自動ま
たは手動の制御に応じて、情報を動的に変えたり、ディスプレイをオンにしたりオフにし
たりすることができるので、これらのディスプレイは、電子的なバンパーステッカーであ
ると考えることができる。例示的実施形態によれば、車両２００は、さらに、構成可能な
窓着色２２４を備えてもよい。窓着色２２４は、手動で、もしくはユーザーの好みのプロ
ファイル、または位置に基づいて制御されてもよい。一例示的実施形態によれば、窓着色
２２４は、他の検知情報に応じて電子的に構成されてもよい。他の検知情報は、日光の強
さや、外光の不足等の光レベルを含んでもよいが、これに限られない。
【００２８】
　車両にパーソナライズド情報を表示するために、１つまたは複数のプロセッサが、コン
ピュータが実行可能な命令を実行する方法３００の一例を、図３のフロー図を参照して説
明する。この方法３００は、ブロック３０２で開始し、本発明の一例示的実施形態によれ
ば、車両の少なくとも１人の乗員の身元を検出することを含む。ブロック３０４において
、方法３００は、少なくとも部分的には、検出された乗員の身元に基づく表示情報を、１
つまたは複数のプロセッサのうちの少なくとも１つがが特定することを含む。ブロック３
０６において、方法３００は、車両に関連づけられた、１つまたは複数のディスプレイ装
置によって使用される表示情報を構成することを含む。ブロック３０８において、方法３
００は、構成された表示情報を１つまたは複数のディスプレイ装置に通信することを含む
。方法３００は、ブロック３０８の後、終了する。
【００２９】
　例示的実施形態によれば、車両の乗員がパーソナライズド情報を車両に表示することを
可能にする、一定のシステム、方法、および装置を創造するという、一定の技術的効果が
得られる。本発明の例示的実施形態は、車両の１人または複数の乗員の身元を検出し、検
出された身元に関連づけられたユーザーの好みのプロファイルに基づいて、パーソナライ
ズド情報を表示するシステム、方法、および装置を提供するという、さらなる技術的効果
を得ることができる。本発明の例示的実施形態は、検出された乗員の身元、検出された乗
員のグループ、車両の位置、時間、および／または、他の物体、車両、または、位置への
車両の近接度、のうち１つまたは複数に基づいて、動的に表示情報を構成するシステム、
方法、および装置を提供するという、さらなる技術的効果を得ることができる。
【００３０】
　本発明の例示的実施形態において、構成可能なパーソナライズドディスプレイシステム
１００は、任意の数のハードウェアおよび／またはなんらかの操作を容易にするために実
行されるソフトウェアアプリケーションを含んでもよい。例示的実施形態において、１つ
または複数の入出力インタフェースが、構成可能なパーソナライズドディスプレイシステ
ム１００と、１つまたは複数の入出力装置との間の通信を容易にする。例えば、ユニバー
サルシリアルバスポート、シリアルポート、ディスクドライブ、ＣＤ－ＲＯＭドライブ、
および／または、１つまたは複数のユーザーインタフェース装置が、ユーザーによる構成
可能なパーソナライズドディスプレイシステム１００との対話を容易にすることができる
。１つまたは複数のユーザーインタフェース装置には、ディスプレイ、キーボード、キー
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パッド、マウス、制御パネル、タッチスクリーンディスプレイ、マイク等が含まれ得る。
１つまたは複数の入出力インタフェースは、幅広い種類の入力装置から、データおよび／
またはユーザーの命令を受信、もしくは収集するために利用されてもよい。受信したデー
タは、本発明の種々の実施形態において上述したように、１つまたは複数のコンピュータ
プロセッサによって処理され、かつ／あるいは、１つまたは複数のメモリ装置に格納され
得る。
【００３１】
　１つまたは複数のネットワークインタフェースは、１つまたは複数の適切なネットワー
クおよび／または接続に対して入出力をする構成可能なパーソナライズドディスプレイシ
ステム１００の接続を容易にする。接続とは、例えば、システムと関連づけられた任意の
数のセンサとの通信を容易にするものである。１つまたは複数のネットワークインタフェ
ースは、さらに、１つまたは複数の適切なネットワークへの接続を容易にする。ネットワ
ークとして、例えば、外部装置および／または外部システムと通信するための、ローカル
エリアネットワーク、ワイドエリアネットワーク、インターネット、セルラーネットワー
ク、無線周波数ネットワーク、ブルートゥース（登録商標）（Ｔｅｌｅｆｏｎａｋｔｉｅ
ｂｏｌａｇｅｔ　ＬＭ　Ｅｒｉｃｓｓｏｎ所有）使用可能なネットワーク、Ｗｉ－Ｆｉ（
商標）（Ｗｉ－Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎｃｅ所有）使用可能なネットワーク、衛星ベースのネ
ットワーク、任意の有線ネットワーク、任意の無線ネットワーク等が挙げられる。
【００３２】
　上述したように、本発明の実施形態は、図１に示したいくつかの構成要素を有する構成
可能なパーソナライズドディスプレイシステム１００を含んでもよい。
【００３３】
　ここまで、本発明のある実施形態を、本発明の例示的実施形態に係るシステムおよび方
法、ならびに／または、コンピュータプログラム製品のブロック図およびフロー図を参照
して説明した。ブロック図やフロー図の１つまたは複数のブロック、およびブロック図や
フロー図内の複数のブロックの組み合わせは、それぞれ、コンピュータ実行可能なプログ
ラム命令によって実装できることが、理解されるだろう。同様に、本発明のいくつかの実
施形態では、ブロック図およびフロー図のいくつかのブロックは、必ずしも示された順に
実行されなくてもよく、さらには、必ずしも実行されなくてもよい。
【００３４】
　これらのコンピュータ実行可能なプログラム命令は、コンピュータ、プロセッサ、また
はその他のプログラム可能なデータ処理装置で実行される命令は、フロー図の１つのブロ
ック、または複数のブロックに示された１つまたは複数の機能を実装する手段を生成する
ように、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、プロセッサ、またはその他のプログラム
可能なデータ処理装置に読み出されて、特別なマシンを創作する。これらのコンピュータ
プログラム命令は、さらに、コンピュータ可読メモリに格納されてもよい。このコンピュ
ータ可読メモリは、コンピュータ可読メモリに格納された命令が、フロー図の１つのブロ
ック、または複数のブロックに示された１つまたは複数の機能を実装する命令手段を含む
製品を創作するように、コンピュータ、またはその他のプログラム可能なデータ処理装置
を特別な方法で機能させることができる。一例として、本発明の実施形態は、内部にコン
ピュータ可読のプログラムコード、またはプログラム命令を含むコンピュータ使用可能媒
体を有するコンピュータプログラム製品を提供してもよい。なお、このコンピュータ可読
プログラムコードは、フロー図の１つのブロック、または複数のブロックに示された１つ
または複数の機能を実装することに適合したものである。コンピュータプログラム命令は
、さらに、一連の演算要素、またはステップがコンピュータその他のプログラム可能な装
置で実行されるようにするために、コンピュータその他のプログラム可能なデータ処理装
置に読み出されてもよい。これは、コンピュータや、その他のプログラム可能な装置で実
行される命令が、フロー図の１つのブロック、または複数のブロックに指定された機能を
実装する要素、またはステップを提供するような態様で、コンピュータ実装プロセスを創
作するために行われる。
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　したがって、ブロック図およびフロー図の複数のブロックは、複数の指定された機能を
実行する複数の手段の組み合わせと、指定された複数の機能を実行する複数の要素または
ステップの組み合わせと、指定された複数の機能を実行するプログラム命令手段と、をサ
ポートする。ブロック図およびフロー図の各ブロック、ならびに、ブロック図またはフロ
ー図内の複数のブロックの組み合わせは、専用の、ハードウェアベースのコンピュータシ
ステムによって実装できることも理解されるであろう。なお、このコンピュータシステム
は、指定された複数の機能、複数の要素またはステップ、もしくは専用ハードウェアとコ
ンピュータ命令との組み合わせを実行する。
【００３６】
　ここまで、本発明の、ある実施形態を、現時点で最も実用的であると考えられるものお
よび種々の実施形態との関連で説明してきたが、本発明は、開示された実施形態に限定さ
れず、反対に、添付した特許請求の範囲内に含まれる種々の変更や同等の構成にも及ぶこ
とが理解されるであろう。本明細書において具体的な用語が用いられているが、それらは
一般的かつ説明的な意味合いでのみ用いられており、限定する目的で用いられていない。
【００３７】
　この明細書では、ベストモードを含む本発明の複数の特定の実施形態を開示するため、
かつ、当業者であれば、任意の装置やシステムを作成したり、使用したりでき、かつ、任
意の組み入れられた方法を含む、本発明の複数の特定の実施形態を実現できるようにする
ために、複数の例を用いている。本発明の複数の特定の実施形態の範囲は、各請求項に定
義されており、その範囲には、当業者が想到する他の例も含まれ得る。このような、他の
例は、請求項の文字通りの言葉と相違しない構成要素を有する場合、または請求項の文字
通りの言葉と実質的には相違しない同等の構成要素を有する場合には、特許請求の範囲に
含まれることを意図している。

【図１】 【図２】
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