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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】外部装置が接続されたときの動作モードの選択
を容易にした、車載装置と、車載装置に接続手段を介し
て接続された携帯端末とを含む電子装置、システムを提
供する。
【解決手段】車載装置は、接続手段２によって接続され
ると、携帯端末に対して、携帯端末において起動された
アプリケーションの起動情報の通知を要求する要求手段
と、接続手段２を介して起動情報を受信する受信手段と
、起動情報により識別されたアプリケーションに対応す
る動作モードを選択するように動作モードの選択を制御
する制御手段とを有する。ユーザーが携帯端末の画面５
００のアイコン５０２を選択すると、車載装置側のオー
ディオ選択画面４００のアイコン４０８が自動的に選択
される。
【選択図】図７



(2) JP 2016-85710 A 2016.5.19

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
１つまたは複数のアプリケーションを保有する外部装置との接続を可能にする接続手段と
、
　複数の動作モードから少なくとも１つの動作モードを選択する選択手段と、
　前記選択手段によって選択された動作モードに基づく出力を行う出力手段と、
　前記接続手段による接続に応答して、外部装置において起動されたアプリケーションの
起動情報の通知を要求する要求手段と、
　前記接続手段を介して前記起動情報を受信する受信手段と、
　前記起動情報により識別されたアプリケーションに対応する動作モードを選択するよう
に前記選択手段を制御する制御手段と、
　を有する電子装置。
【請求項２】
前記制御手段は、動作モードの切替の可否を判定する判定手段を含み、前記制御手段は、
前記判定手段により切替可と判定された場合に動作モードを変更させ、前記判定手段によ
り切替不可と判定された場合に動作モードを変更させない、請求項１に記載の電子装置。
【請求項３】
前記選択手段は、複数の動作モードを選択可能な入力画面を含み、前記入力画面には、前
記外部装置が保有するアプリケーションを起動するためのアイコンが表示され、
　前記入力画面のアイコンがユーザー選択されたとき、前記選択手段は、選択されたアイ
コンのアプリケーションに対応する動作モードを選択可能である、請求項１または２に記
載の電子装置。
【請求項４】
前記制御手段は、前記起動情報を受信したとき、当該起動情報により識別されたアプリケ
ーションに対応するアイコンを前記選択手段に自動的に選択させる、請求項３に記載の電
子装置。
【請求項５】
前記通知手段は、前記入力画面に表示されたアイコンに対応するアプリケーションの識別
情報を外部装置へ通知する、請求項３または４に記載の電子装置。
【請求項６】
電子装置はさらに、外部装置において起動されたアプリケーションの終了を示す終了情報
を受信する手段を含み、
　前記制御手段は、前記終了情報が受信されたとき、元の動作モードが選択されるように
前記制御手段を制御する、請求項１ないし５いずれか１つに記載の電子装置。
【請求項７】
前記判定条件は、前記出力手段が緊急情報または割込み情報を出力しているとき、動作モ
ードの切替不可と判定する、請求項２に記載の電子装置。
【請求項８】
前記判定手段により動作モードの切替不可と判定されたとき、前記制御手段は、動作モー
ドへの切替を行うか否かのユーザー入力画面を表示させる、請求項７に記載の電子装置。
【請求項９】
前記出力手段は、外部装置において起動されたアプリケーションによって生成されたビデ
オデータまたはオーディオデータを前記接続手段を介して受け取り、受け取ったビデオデ
ータまあはオーディオデータを出力する、請求項１ないし８いずれか１つに記載の電子装
置。
【請求項１０】
電子装置は、移動体の車両に搭載され、前記外部装置は、車内において電子装置に接続さ
れた携帯端末である、請求項１ないし９いずれか１つに記載の電子装置。
【請求項１１】
請求項１ないし１０いずれか１つに記載の電子装置と、前記接続手段を介して接続された
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外部装置とを含むシステムであって、
　前記外部装置は、
　１つまたは複数のアプリケーションを記憶する記憶手段と、
　ユーザー入力手段と、
　前記ユーザー入力手段からアプリケーションを起動させる指示を受け取ったとき、当該
指示に応答してアプリケーションを実行する実行手段と、
　前記要求手段からの要求に応じて、前記実行手段により起動されたアプリケーションの
起動情報を通知する起動情報通知手段と、
　を有するシステム。
【請求項１２】
外部装置はさらに、１つまたは複数のアプリケーションを起動するためのアイコンを表示
する表示手段を含み、
　前記電子装置の入力画面に表示される少なくとも１つのアイコンは、前記表示手段によ
って表示されるアイコンと重複する関係にある、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
外部装置はさらに、前記実行手段によりアプリケーションが実行されたとき、アプリケー
ションの実行により取得されたオーディオデータまたはビデオデータを前記接続手段を介
して電子装置へ送信する送信手段を含み、
　電子装置の出力手段は、前記接続手段を介して受信したオーディオデータまたはビデオ
データを出力する、請求項１１または１２に記載のシステム。
【請求項１４】
外部装置はさらに、起動されたアプリケーションが終了されたとき、当該終了されたこと
を示す終了情報を電子装置へ通知する、請求項１１に記載のシステム。
【請求項１５】
１つまたは複数のアプリケーションを保有する外部装置との接続が可能な電子装置が実行
する動作モード選択プログラムであって、
　外部装置との接続を検知するステップと、
　外部装置との接続が検知されたことに応答して、外部装置に対し、外部装置において起
動されたアプリケーションの起動情報の通知を要求するステップと、
　前記起動情報を受信したとき、当該受信した起動情報により識別されたアプリケーショ
ンに対応する動作モードを選択するステップと、
　選択された動作モードを実行するステップと、
　を有する動作モード選択プログラム。
【請求項１６】
前記起動情報の通知を要求するステップは、電子装置側から起動させることが可能なアプ
リケーションの識別情報を通知する、請求項１５に記載の動作モード選択プログラム。
【請求項１７】
動作モード選択プログラムはさらに、前記起動情報を受信したとき、アプリケーションに
対応する動作モードへの切替の可否を判定するステップを含み、
　前記判定するステップにより切替可と判定されたとき、動作モードの切替を行う、請求
項１５または１６に記載の動作モード選択プログラム。
【請求項１８】
前記動作モードを実行するステップは、外部装置において実行されたアプリケーションに
よって生成されたビデオデータまたはオーディオデータを受け取り、受け取ったビデオデ
ータまたはオーディオデータを出力させる、請求項１５ないし１７いずれか１つに記載の
動作モード選択プログラム。
【請求項１９】
１つまたは複数のアプリケーションを保有する外部装置との接続が可能な電子装置の動作
モード選択方法であって、
　外部装置との接続を検知するステップと、
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　外部装置との接続が検知されたことに応答して、外部装置に対し、外部装置において起
動されたアプリケーションの起動情報の通知を要求するステップと、
　前記起動情報を受信したとき、当該受信した起動情報により識別されたアプリケーショ
ンに対応する動作モードを選択するステップと、
　選択された動作モードを実行するステップと、
　を有する動作モード選択方法。
【請求項２０】
前記起動情報の通知を要求するステップは、電子装置側から起動させることが可能なアプ
リケーションの識別情報を通知する、請求項１９に記載の動作モード選択方法。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スマートフォンに代表されるような多機能型携帯端末と接続可能な電子装置
に関し、特に、多機能型携帯端末が接続されているときの電子装置の動作モードの選択に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォンなどに代表される多機能型携帯端末（以下、携帯端末）の利用が
増加している。このような携帯端末が車内に持ち込まれたとき、携帯端末を車両に搭載さ
れた電子装置（以下、車載装置）に接続し、携帯端末で取得されたメディアデータまたは
携帯端末で再生されたメディアデータを車載装置側で出力させることが可能になっている
。すなわち携帯端末および車載装置はともに、ＵＳＢ接続や近距離無線接続、その他の規
格による接続インタフェースを備え、車載装置側から携帯端末のアプリケーションを利用
できるように構成されている。
【０００３】
　特許文献１には、アプリケーションを実行する携帯型端末情報に対してコマンドを送信
し、コマンドに従って実行されるアプリケーションの映像データや音声データを受信する
情報システムが開示されている。また、特許文献２には、車両に固定される車載機器に対
して取り外し可能な携帯端末に含まれるアプリケーションが、当該車載機器に設置された
タイミングで起動するよう制御を行う車両表示装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－２０８８９１号公報
【特許文献２】特開２０１４－９４６２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　携帯端末が有しているアプリケーションを車載装置から起動させると、携帯端末で実行
されたアプリケーションによって取得されたオーディオデータやビデオデータが車載装置
に送信される。車載装置は、受け取ったオーディオデータやビデオデータを出力する。
【０００６】
　携帯端末の画面には、携帯端末が保有するアプリケーションを起動させるためのアイコ
ンが表示され、他方、車載装置の画面には、携帯端末のアプリケーションを起動させるた
めのアイコンが表示される。つまり、携帯端末と車載装置とには、同一のアプリケーショ
ンを駆動させるための共通のアイコンが表示される。例えば、携帯端末のアプリケーショ
ンＰを起動させたい場合、ユーザーは、携帯端末側のアイコンまたは車載装置側のアイコ
ンのいずれかを操作すれば、アプリケーションＰを起動させることができる。
　しかしながら、携帯端末が車載装置に接続された場合、車載装置は、携帯端末から送信
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されたオーディオデータまたはビデオデータを出力可能な状態におかれるため、アプリケ
ーションＰを実行させた場合には、ユーザーは、車載装置側のアイコンを操作し、そこか
らアプリケーションＰを起動させなければならない。これにより、車載装置は、アプリケ
ーションＰの動作モードを選択されたことになる。そして、車載装置から携帯端末に対し
て、アプリケーションＰを起動させるための信号が送信され、携帯端末は、当該起動信号
に基づきアプリケーションＰを実行し、アプリケーションＰの実行により生成または取得
されたオーディオデータまたはビデオデータが車載装置へ送信され、車載装置において受
信したオーディオデータまたはビデオデータが出力される。
【０００７】
　このように、携帯端末と車載装置とが接続された状態では、アプリケーションＰを起動
させるには、ユーザーは車載装置から操作しなければならないという制約が課される。特
に、車載装置と接続された携帯端末を有するユーザーが後部座席にいる場合は、たとえ携
帯端末が手元にあったとしても前席のユーザーに入力操作を依頼しなければならず、操作
性が良くないという課題があった。
【０００８】
　本発明は、このような従来の課題を解決するものであり、外部装置が接続されたときの
動作モードの選択を容易にした電子装置、システム、動作モード選択プログラムおよび動
作モード選択方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る電子装置は、１つまたは複数のアプリケーションを保有する外部装置との
接続を可能にする接続手段と、複数の動作モードから少なくとも１つの動作モードを選択
する選択手段と、前記選択手段によって選択された動作モードに基づく出力を行う出力手
段と、前記接続手段による接続に応答して、外部装置において起動されたアプリケーショ
ンの起動情報の通知を要求する要求手段と、前記接続手段を介して前記起動情報を受信す
る受信手段と、前記起動情報により識別されたアプリケーションに対応する動作モードを
選択するように前記選択手段を制御する制御手段と、を有する。
【００１０】
　好ましくは制御手段は、動作モードの切替の可否を判定する判定手段を含み、前記制御
手段は、前記判定手段により切替可と判定された場合に動作モードを変更させ、前記判定
手段により切替不可と判定された場合に動作モードを変更させない。好ましくは前記選択
手段は、複数の動作モードを選択可能な入力画面を含み、前記入力画面には、前記外部装
置が保有するアプリケーションを起動するためのアイコンが表示され、前記入力画面のア
イコンがユーザー選択されたとき、前記選択手段は、選択されたアイコンのアプリケーシ
ョンに対応する動作モードを選択可能である。好ましくは前記制御手段は、前記起動情報
を受信したとき、当該起動情報により識別されたアプリケーションに対応するアイコンを
前記選択手段に自動的に選択させる。好ましくは前記通知手段は、前記入力画面に表示さ
れたアイコンに対応するアプリケーションの識別情報を外部装置へ通知する。好ましくは
電子装置はさらに、外部装置において起動されたアプリケーションの終了を示す終了情報
を受信する手段を含み、前記制御手段は、前記終了情報が受信されたとき、元の動作モー
ドが選択されるように前記制御手段を制御する。好ましくは前記判定条件は、前記出力手
段が緊急情報または割込み情報を出力しているとき、動作モードの切替不可と判定する。
好ましくは前記判定手段により動作モードの切替不可と判定されたとき、前記制御手段は
、動作モードへの切替を行うか否かのユーザー入力画面を表示させる。好ましくは前記出
力手段は、外部装置において起動されたアプリケーションによって生成されたビデオデー
タまたはオーディオデータを前記接続手段を介して受け取り、受け取ったビデオデータま
あはオーディオデータを出力する。好ましくは電子装置は、移動体の車両に搭載され、前
記外部装置は、車内において電子装置に接続された携帯端末である。
【００１１】
　本発明のシステムは、上記構成の電子装置と、前記接続手段を介して接続された外部装
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置とを含むものであって、前記外部装置は、１つまたは複数のアプリケーションを記憶す
る記憶手段と、ユーザー入力手段と、前記ユーザー入力手段からアプリケーションを起動
させる指示を受け取ったとき、当該指示に応答してアプリケーションを実行する実行手段
と、前記要求手段からの要求に応じて、前記実行手段により起動されたアプリケーション
の起動情報を通知する起動情報通知手段と、を有する。
【００１２】
　好ましくは外部装置はさらに、１つまたは複数のアプリケーションを起動するためのア
イコンを表示する表示手段を含み、前記電子装置の入力画面に表示される少なくとも１つ
のアイコンは、前記表示手段によって表示されるアイコンと重複する関係にある。好まし
くは外部装置はさらに、前記実行手段によりアプリケーションが実行されたとき、アプリ
ケーションの実行により取得されたオーディオデータまたはビデオデータを前記接続手段
を介して電子装置へ送信する送信手段を含み、電子装置の出力手段は、前記接続手段を介
して受信したオーディオデータまたはビデオデータを出力する。好ましくは外部装置はさ
らに、起動されたアプリケーションが終了されたとき、当該終了されたことを示す終了情
報を電子装置へ通知する。
【００１３】
　本発明に係る動作モード選択プログラムは、１つまたは複数のアプリケーションを保有
する外部装置との接続が可能な電子装置が実行するものであって、外部装置との接続を検
知するステップと、外部装置との接続が検知されたことに応答して、外部装置に対し、外
部装置において起動されたアプリケーションの起動情報の通知を要求するステップと、前
記起動情報を受信したとき、当該受信した起動情報により識別されたアプリケーションに
対応する動作モードを選択するステップと、選択された動作モードを実行するステップと
、を有する。
【００１４】
　本発明に係る動作モード選択方法は、１つまたは複数のアプリケーションを保有する外
部装置との接続が可能な電子装置におけるものであって、外部装置との接続を検知するス
テップと、外部装置との接続が検知されたことに応答して、外部装置に対し、外部装置に
おいて起動されたアプリケーションの起動情報の通知を要求するステップと、前記起動情
報を受信したとき、当該受信した起動情報により識別されたアプリケーションに対応する
動作モードを選択するステップと、選択された動作モードを実行するステップと、を有す
る。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、電子装置が接続された外部装置から、当該外部装置において起動され
たアプリケーションの起動情報を受信し、受信した起動情報に基づきアプリケーションに
対応する動作モードが選択されるようにしたので、ユーザーは、外部装置からアプリケー
ションを起動させることができ、電子装置側から動作モードを選択させるための操作を行
う必要がない。これにより、ユーザー操作性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施例に係る車載電子システムの一例を示す図である。
【図２】本発明の実施例に係る車載装置の構成例を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施例に係る車載装置側に搭載される動作モード選択プログラム
の機能的な構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施例に係る携帯端末の構成例を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施例に係る携帯端末側に搭載される動作モード選択プログラム
の機能的な構成を示すブロック図である。
【図６】本発明の第１の実施例に係る動作モード選択の動作を説明するフローチャートで
ある。
【図７】車載装置のオーディオ選択画面と携帯端末のアイコン表示画面とを示す図である
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。
【図８】図７に示す動作モードの具体的な動作例を説明するフローチャートである。
【図９】本発明の第３の実施例に係る動作モード選択の動作を説明するフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　次に、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。本発明の好まし
い実施の形態は、電子装置は、移動体等の車両に搭載される。また、電子装置に搭載され
る機能は、特に制限されないが、テレビ・ラジオを受信する機能、通信機能などを備える
ことが可能である。また、電子装置に接続される外部装置は、携帯電話、スマートフォン
、タブレット型端末等である。以下の実施例では、車載装置と携帯端末とが接続されたシ
ステムを例示する。
【実施例】
【００１８】
　図１は、本発明の実施例に係る車載装置と、当該車載装置に接続された携帯端末とを含
む車載電子システムの構成例である。本システム１において、携帯端末２０が車内に持ち
込まれたとき、携帯端末２０は、車載装置１０と接続手段２によって接続可能である。接
続手段２は、有線または無線による接続を問わないが、例えば、ＷｉＦｉ（登録商標）、
Bluetooth（登録商標）、ＵＳＢなどにより接続可能である。接続手段２は、車載装置１
０と携帯端末２０との間で、双方向のデータの送受を可能にする。当該データには、オー
ディオデータ、ビデオデータ、制御データ等が包含される。携帯端末２０が車載装置１０
に接続されると、携帯端末２０と車載装置１０とは、それぞれ連係した動作が可能になる
。例えば、車載装置１０は、あたかも携帯端末２０の入出力デバイスとして機能すること
ができ、携帯端末２０のリソースは、車内に搭載された音響システムにより出力され得る
。携帯端末２０のリソースとは、携帯端末自身が保有するデータやアプリケーションのみ
ならず、携帯端末２０が外部のネットワークＮＷと通信することでそこから取得されたデ
ータ等も含まれる。
【００１９】
　車載装置１０は、オーディオデータやビデオデータを再生する機能を搭載し、再生され
たビデオデータを表示するための表示部１６０、オーディオデータを出力するためのスピ
ーカ１４２、ユーザーからの音声指示などを入力するマイクロフォン１０２を備える。ス
ピーカ１４２、マイクロフォン１０２には、車内スピーカ、車内マイクが使用されるが、
これ以外にも、車載装置１０に無線または有線で接続されたヘッドフォンセットが使用さ
れてもよい。
【００２０】
　典型的な携帯端末２０は、スマートフォンであり、携帯端末２０は、公衆電話回線網を
利用する電話機能、ネットワークＮＷを介して種々のサーバー等のデータ通信するデータ
通信機能などを搭載し、さらに車載装置１０やヘッドフォンセットなどを介して音声通話
などを行うハンズフリー機能などを備えることができる。
【００２１】
　図２は、本発明の実施例に係る車載装置の詳細な構成例を示すブロック図である。本発
明に係る車載装置１０は、入力部１００、マルチメディア再生部１１０、ナビゲーション
部１２０、通信部１３０、接続部１４０、音声出力部１５０、表示部１６０、記憶部１７
０、および制御部１８０を含んで構成される。但し、この構成は一例である。
【００２２】
　入力部１００は、入力キーデバイス、音声入力認識装置、タッチパネルなどにより、ユ
ーザーからの指示を受け取り、これを制御部１８０へ提供する。マルチメディア再生部１
１０は、ＤＶＤ、ＣＤ、ブルーレイディスク等の記録媒体に記録されたビデオデータ、オ
ーディオデータ等を読み取り、これを再生する。さらにマルチメディア再生部１１０は、
テレビ受信機能、ラジオ受信機能を含み、受信したビデオデータやオーディオデータの再
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生する。ナビゲーション部１２０は、ＧＰＳ衛星から送信される位置情報や、車両に搭載
されたジャイロセンサや加速度センサ等の種々のセンサから得られる位置情報に基づき、
自車位置周辺の道路地図を表示させたり、目的地までの経路の探索や案内を行う。通信部
１３０は、外部のネットワーク等とデータ通信を行うことを可能にする。
【００２３】
　接続部１４０は、車載装置１０に外部装置の接続を可能にする。接続部１３０は、車載
装置１０と外部装置間において、無線接続または有線接続により双方向のデータ送受を可
能にする。接続部１４０は、図１に示した、車載装置１０と携帯端末２０とを接続する接
続手段２に対応する。音声出力部１５０は、マルチメディア再生部１１０やナビゲーショ
ン部１２０などによって生成されたオーディオデータをスピーカ１４２から出力する。表
示部１６０は、マルチメディア再生部１１０やナビゲーション部１２０などによって生成
されたビデオデータをディスプレイに表示する。
【００２４】
　記憶部１７０は、車載装置で実行されるアプリケーションソフトウエアや、制御部１８
０が実行するプログラム、その他必要なデータ等を記憶することができる。例えば、ナビ
ゲーション部１２０が必要とする道路データや施設データなどのデータベースを格納する
ことができる。制御部１８０は、マイクロプロセッサやマイクロコントローラを含み、Ｒ
ＯＭ／ＲＡＭあるいは記憶部１７０に記憶されたプログラム等を実行することにより各部
を制御する。
【００２５】
　好ましい態様では、車載装置１０に携帯端末２０が接続されたとき、制御部１８０は、
車載装置１０と携帯端末２０との連携動作を可能にする連携モードを実行し、これにより
各部の機能を制御する。連携モードが実行されたとき、車載装置１０は、あたかも携帯端
末２０の入出力デバイスとして機能することができ、その際、携帯端末２０によって生成
されたオーディオデータやビデオデータが車載装置１０から出力される。さらに本実施例
の連係モードは、携帯端末側において選択された動作モードが車載装置側において有効と
なるような制御を行う動作モード選択プログラムを含む。
【００２６】
　ここで動作モードは、車載装置に搭載された機能の選択であり、例えば、オーディオ動
作、ビデオ動作、ナビゲーション動作、携帯端末の出力動作などを含む。さらに動作モー
ドは、これらの動作のさらに下位のソースの識別を含むことができる。例えば、オーディ
オ動作であれば、ＤＶＤ、ＣＤ、ブルーレイディスク、ラジオ放送などの識別を含む。
さらに動作モードは、これらのソースの識別に加えて、ソースの特定のコンテンツの識別
を包むことが可能である。例えば、オーディオ動作のラジオ放送が実行され、特定の放送
局または緊急の放送などの識別を包含することができる。
【００２７】
　図３は、本発明の第１の実施例に係る動作モード選択プログラムの構成例を示す図であ
る。動作モード選択プログラム２００は、図３に示すように、接続検知部２１０、通知要
求部２２０、起動情報受信部２３０、切替可否判定部２４０、および動作モード選択部２
５０を含んで構成される。
【００２８】
　接続検知部２１０は、携帯端末２０が接続部１４０を介して車載装置１０に接続された
か否かを検知する。接続形態は、有線または無線のいずれであっても良い。通知要求部２
２０は、接続検知部２１０により接続が検知されると、これに応答して、携帯型端２０に
対して、携帯端末側において予め決められたアプリケーションが起動された場合に、その
ことを知らせる起動情報の通知を要求する。起動情報受信部２３０は、通知要求部２２０
の要求に応じて携帯端末２０が送信した起動情報を受信し、この起動情報が切替可否判定
部２４０へ提供される。切替可否判定部２４０は、車載装置１０において現在選択されて
いる動作モードを他の動作モードへ変更しても良いか否かを判定する。動作モード線選択
部２５０は、切替可否判定部２４０の判定結果に基づき動作モードの選択を行う。つまり
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、切替可否判定部２４０によって動作モードの切替が「可」と判定された場合には、動作
モード選択部２５０は、現在の動作モードを、携帯端末において選択された動作モードが
有効になるように車載装置側の動作モードの切替を行い、他方、切替可否判定部２４０に
よって動作モードの切替が「不可」と判定された場合には、動作モード選択部２５０は、
車載装置において現在選択中の動作モードの切替を行わない。
【００２９】
　図４は、携帯端末２０の一構成例を示すブロック図である。携帯端末２０は、ユーザー
からの入力を受け取る入力部３００、公衆電話回線網やネットワーク通信を介しての通信
を可能にする通信部３１０、ディスプレイの表示を制御する表示制御部３２０、スピーカ
からの音声出力を制御する音声出力部３３０、車載装置１０等の電子機器との間で接続手
段２の接続を確立する接続部３４０、マイクロコントローラやマイクロプロセッサ等を含
みプログラムを実行することで各部を制御する制御部３５０、オーディオ再生、ラジオ再
生、ナビゲーションなど各種機能を実行するアプリケーションソフトウエア、車載装置１
０との連携モードに対応するためのプログラムなどを格納するプログラムメモリ３６０、
および種々のデータを格納するデータメモリ３７０を備えている。
【００３０】
　図５は、携帯端末側に搭載される動作モード選択プログラムの機能的な構成を示すブロ
ック図である。同図に示すように動作モード選択プログラム３００は、接続検知部３１０
、通知要求受信部３２０、アプリケーション起動検出部３３０、および起動情報通知部３
４０を含んで構成される。接続検知部３１０は、接続部３４０を介して車載装置１０に接
続されたか否かを検知する。通知要求受信部３１０は、車載装置１０の通知要求部２２０
から通知要求を受信し、この受信結果をアプリケーション起動検出部３３０へ伝える。ア
プリケーション起動検出部３３０は、携帯端末の入力部３００を介してアプリケーション
が起動されたか否かを検出する。携帯端末が保有するアプリケーションは、携帯端末のデ
ィスプレイにアイコン表示され、ユーザーは、タッチ入力等によって任意のアプリケーシ
ョンを起動させることができる。好ましい態様では、アプリケーション起動検出部３３０
は、車載装置１０と連係動作が可能なアプリケーションの起動を検出し、連係動作に無関
係なアプリケーションの起動は検出しない。連係動作が可能なアプリケーションか否かは
、携帯端末側に予め設定されるようにしてもよいし、車載装置１０から送信されるアプリ
ケーションを識別するアプリケーション識別情報に基づき連係動作が可能なアプリケーシ
ョンを特定するようにしてもよい。起動情報通知部３４０は、アプリケーション起動検出
部３３０の検出結果に基づき、起動されたアプリケーションの起動情報を車載装置１０へ
通知する。当該起動情報には、少なくともアプリケーションを識別するためのアプリケー
ション識別情報が含まれる。
【００３１】
　次に、本実施例の車載電子システムの動作について説明する。図６は、車載装置の動作
モード選択のフローを示す図である。ここでは、一例として、車載装置１０においてある
動作モードが選択された状態にあるとする（Ｓ１００）。携帯端末２０が車載装置１０に
接続されると、接続検知部２１０によって接続が検知される（Ｓ１０２）。接続検知部２
１０によって携帯端末２０との接続が検知されると、通知要求部２２０は、携帯端末２０
に対して、アプリケーションの起動情報の通知を要求する（Ｓ１０４）。このとき、通知
要求部２２０は、ある特定のアプリケーションの起動情報の通知を要求することができ、
その場合には、希望するアプリケーションの識別情報を一緒に通知する。好ましい態様で
は、後述するように、車載装置１０のメニュー画面において表示されるアイコンに関連付
けされたアプリケーションの起動情報の通知が要求される。
【００３２】
　起動情報受信部２３０は、携帯端末２０からの起動情報の受信を監視し（Ｓ１０６）、
起動情報を受信すると、次に、切替可否判定部２４０は、現在選択中の動作モードを、携
帯端末で起動されたアプリケーションに対応する動作モードへ切替可能か否かを判定する
（Ｓ１０８）。切替可能な否かの判定基準は予め設定されており、これに従い判定する。
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動作モードの切替が不可となる例として、現在選択中の動作モードが緊急放送や割込み放
送などを出力している場合（例えば、ラジオ放送など）、あるいは起動されたアプリケー
ションに対応する動作モードがスタンバイ状態になっていない（例えば、電源が供給され
ていないなど）等である。なお、切替可否の条件は、ユーザーが設定できるようにしても
よい。
【００３３】
　切替可否判定部２４０の判定結果が動作モード選択部２５０へ伝えられ、動作モード選
択部２５０は、切替可と判定された場合には、携帯端末で起動されたアプリケーションが
有効となるように、当該アプリケーションに対応する動作モードへの切替を実行する（Ｓ
１１０）。これに応答して、音声出力部１５０および／または表示部１６０は、切替られ
た動作モードを実行する（Ｓ１１２）。
【００３４】
　次に、具体的な動作例を説明する。図７（Ａ）は、携帯端末２０が車載装置１０に接続
されたときの両装置のディスプレイの表示例である。先ず、車載装置１０において、オー
ディオ動作を選択するためのオーディオ選択画面４００が表示部１６０に表示されている
ものとする。オーディオ選択画面４００には、各ソースを選択するためのアイコンが表示
され、例えば、アイコン４０２はＡＭ放送、アイコン４０４はＦＭ放送、アイコン４０６
はＣＤ、アイコン４０８はアプリケーションＡＡＡ、アイコン４１０はアプリケーション
ＢＢＢ、アイコン４１２はアプリケーションＰＰＰの選択／起動をするものである。ここ
で、アイコン４０２ないし４０６は、車載装置１０に搭載された機能を実行させるもので
あるが、アイコン４０８～４１２は、車載装置１０に接続された携帯端末２０が保有する
アプリケーションを実行するものである。
【００３５】
　一方、携帯端末２０の画面５００には、携帯端末が保有する種々のアプリケーションを
起動させるためのアイコンが表示される。これらの複数のアイコンのうち、アイコン５０
２は、アプリケーションＡＡＡを実行させるものであり、アイコン５０４は、アプリケー
ションＢＢＢを実行させるものである。
【００３６】
　車載装置１０に携帯端末２０が接続手段２によって接続された場合の従来の動作につい
て説明する。従来の動作では、オーディオ選択画面４００において、ユーザーは、任意の
アイコンを選択し、所望の動作を開始させることができる。例えば、アイコン４０２を選
択すれば、ＡＭ放送を受信させることができ、アイコン４０６を選択すれば、ＣＤを視聴
することができる。また、アイコン４０８を選択すれば、アイコン４０８に関連付けされ
たアプリケーションＡＡＡの識別情報が接続手段２を介して携帯端末２０へ送信され、携
帯端末２０がアプリケーションＡＡＡを実行し、アプリケーションＡＡＡの実行により生
成されたオーディオデータ／ビデオデータが接続手段２を介して車載装置１０へ送信され
、車載装置においてオーディオデータ／ビデオデータが出力される。
【００３７】
　ユーザーは、オーディオ選択画面４００においてある動作モード（アイコン）を選択し
た後に、他の動作モードへの切替を行う場合には、オーディオ画面４００から所望のアイ
コンを選択しなければならない。例えば、あるラジオ放送を受信しているときに、当該ラ
ジオ放送と同一内容を放送しているインターネットラジオ放送に切替たい場合がある。仮
に、アプリケーションＡＡＡが、インターネットラジオ放送を受信するためのアプリケー
ションであるとすれば、ユーザーは、車載装置側のオーディオ選択画面４００からアイコ
ン４０８を選択しなければならない。つまり、アイコン４０８と共通のアプリケーション
ＡＡＡを起動するアイコン５０２が携帯端末２０に表示されていたとしても、携帯端末側
から動作モードを選択することができない。
【００３８】
　これに対し、本実施例では、携帯端末２０において、アイコン５０２を選択することで
、車載装置のオーディオ選択画面においてあたかもアイコン４０８が選択されたかの如く
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、動作モードが自動的に切替られる。図７（Ｂ）は、これを概念的に示した図である。
【００３９】
　図８は、図７の動作モードの選択を説明するフローチャートである。先ず、車載装置１
０と携帯端末２０が接続手段２によって接続される（Ｓ２００）。この接続が検知される
と、通知要求部２２０は、携帯端末２０に対してアプリケーションの起動情報の通知を要
求する（Ｓ２０２）。通知要求には、車載装置側のオーディオ選択画面４００の表示され
てアイコンに関連付けされたアプリケーションの識別情報が含まれる。本例では、オーデ
ィオ選択画面４００には、アプリケーションに関連付けされたアイコン４０８、４１０、
４１２があるので、これらのアプリケーションＡＡＡ、ＢＢＢ、ＰＰＰの各識別（ＩＤ）
情報が通知される。なお、アイコン４０８、４１０、４１２は、車載装置１０に当初から
登録されたものであってもよいし、後に、ユーザー設定によって登録されたものであって
もよい。
【００４０】
　携帯端末側の通知要求受信部３２０は、通知要求および識別情報を受け取り、車載装置
から起動可能なアプリケーションと、携帯端末自身が保有するアプリケーションとを比較
し、一致するアプリケーションを識別する（Ｓ２０４）。この例であれば、一致するアプ
リケーションは、ＡＡＡ、ＢＢＢであり、携帯端末はアプリケーションＰＰＰを保有して
いないので、これは一致するアプリケーションではない。
【００４１】
　次に、アプリケーション起動検出部３３０は、携帯端末側から一致するアプリケーショ
ンが起動されたか否かを監視する（Ｓ２０６）。つまり、アプリケーション起動検出部３
３０は、携帯端末側の画面５００のアイコン５０２、５０４がユーザー入力によって選択
されたか否かを監視する。アイコン５０２または５０４がユーザー入力によって選択され
ると、アプリケーション起動検出部３３０は、起動されたことの通知と、起動されたアプ
リケーションの識別情報を含む起動情報を車載装置１０へ送信する。
【００４２】
　車載装置の切替可否判定部２４０は、起動情報を受信すると、動作モードの切替可否判
定を行い(Ｓ２０８)、切替可と判定された場合には、動作モード選択部２５０は、動作モ
ードの切替を行い（Ｓ２１０）、車載装置１０と携帯端末２０との連携が開始される（Ｓ
２１２）。他方、切替不可と判定された場合には、動作モード選択部２５０は、動作モー
ドの切替を行わない（Ｓ２１４）。例えば、ユーザーが、ＡＭラジオ放送を受信しており
、その後、インターネットラジオ放送に動作モードを切り替えるために携帯端末２０のア
イコン５０２を選択した場合には、車載装置１０は、携帯端末２０において起動されたイ
ンターネットラジオ放送のアプリケーションによって取得されたオーディオデータが車載
装置１０へ送信される。このとき、車載装置１０は、あたかもアイコン４０８が選択され
たかの如く動作モードを自動的に切り替えているので、携帯端末から受信したオーディオ
データを音声出力させることができる。
【００４３】
　上記実施例では、車載装置１０から携帯端末２０に対して、特定のアプリケーションの
識別情報（図７のアプリケーションＡＡＡ、ＢＢＢ、ＰＰＰ）を送信するようにしたが、
必ずしも識別情報の送信は不要である。携帯端末２０は、車載装置１０からアプリケーシ
ョンの識別情報の送信がない場合には、携帯端末２０において起動されたすべてのアプリ
ケーションを対象に、その起動情報を車載装置１０へ送信し、車載装置側において、遠隔
操作が可能なアプリケーションが起動されたか否かを判定し、遠隔操作が可能なアプリケ
ーションである場合に動作モードを切替るようにしてもよい。
【００４４】
　さらに上記実施例では、切替可否判定部２４０によって動作モードの切替が不可と判定
された場合には、動作モードの切替を行わないようにしたが、そのような場合、動作モー
ドの切替の最終的な判断をユーザーに委ねるようにしてもよい。例えば、動作モードの切
替不可と判定された場合には、表示部１６０に、動作モードの切替を行うか否かの入力ボ
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タンを表示させ、ユーザー入力を待つようにしもよい。
【００４５】
　次に、本発明の第２の実施例について説明する。第２の実施例では、車載装置１０は、
携帯端末２０からアプリケーションの終了情報を受信したとき、動作モードを元の動作モ
ードに戻すような切替を行う。第２の実施例では、第１の実施例と同様の構成を有するが
、携帯端末２０の動作モード選択プログラム３００がさらに、アプリケーションの終了を
検知するアプリケーション終了検知部と、アプリケーション終了検知部によって終了が検
知されたとき終了情報を通知する終了情報通知部とを備える。アプリケーション終了検知
部は、例えば、ユーザー入力によってアプリケーションの終了が指示されたことを検知し
たり、あるいはアプリケーションが一定の動作シーケンスで自動的に完了するものであれ
ば当該アプリケーションの実行が終了した時点が検知される。車載装置の動作モード選択
部２５０は、アプリケーションの終了情報を受信すると、動作モードを元の動作モードに
戻す。例えば、携帯端末においてインターネットラジオのアプリケーションが起動された
とき、車載装置の動作モードは、ラジオ放送からインターネットラジオ放送へ切替えられ
、携帯端末においてインターネットラジオのアプリケーションが終了されたとき、車載装
置の動作モードは、インターネットラジオからラジオ放送へ切り替えられる。
【００４６】
　このように第２の実施例によれば、携帯端末側のアプリケーションの起動および終了に
同期して、車載装置の動作モードの切替を自動的に制御することができる。
【００４７】
　次に、本発明の第３の実施例について説明する。第３の実施例は、通知要求部２２０か
らの要求に対して、携帯端末２０が対象となるアプリケーションを備えていない場合の対
応に関する。図９は、本発明の第３の実施例に係る車載電子システムの動作モード選択の
フローである。０と同様の構成を持つものとする。図９のＳ４００およびＳ４０２は、図
８のＳ２００およびＳ２０２と同様であるので説明を割愛する。
【００４８】
　携帯端末２０は、車載装置１０から通知要求およびアプリケーションの識別情報を受信
すると、そのような対象となるアプリケーションを保有しているか否かを判定する（Ｓ４
０４）。対象となるアプリケーションを保有していない場合には、携帯端末２０は、車載
装置１０にその旨を示すエラー通知を送信する。車載装置１０の動作モード選択部２５０
は、エラー通知を受信した場合には、動作モードを自動切替できない旨を表示部１６０に
表示させる。例えば、図７に示す例であれば、オーディオ選択画面４００にアプリケーシ
ョンＰＰＰのみのアイコン４１２が表示されている場合には、携帯端末５００にはアプリ
ケーションＰＰＰが保有されていないので、車載装置側にエラー通知が成される。ユーザ
ーは、エラー通知によって、携帯端末にアプリケーションが存在しないこと認識すること
ができる。
【００４９】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、本発明は、特定の実施形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、
種々の変形・変更が可能である。
【符号の説明】
【００５０】
　　１：車載電子システム　　　　　　　　　　　　２：接続手段
　１０：車載装置　　　　　　　　　　　　　　２０：携帯端末
２００：動作モード選択プログラム　　　　　２１０：接続検知部
２２０：通知要求部　　　　　　　　　　　　２３０：起動情報受信部
２４０：切替可否判定部　　　　　　　　　　２５０：動作モード選択部
３００：動作モード選択プログラム　　　　　３１０：接続検知部
３２０：通知要求受信部　　　　　　　　　　３３０：アプリケーション起動検出部
３４０：起動情報通知部　　　　　　　　　　４００：オーディオ選択画面
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４０２～４１２：アイコン　　　　　　　　　５００：携帯端末の画面
５０２、５０４：アイコン
　

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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