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(57)【要約】
【課題】車両内に持ち込まれる携帯端末が、移動体通信
とローカルエリアの無線通信とを選択的に切り替えるタ
イプである場合に、その携帯端末が、車両内において移
動体通信のサービスを利用できるとともに、車載無線通
信装置が、その携帯端末のデータを、ローカルエリアの
無線通信によって無駄なリンク処理を要することなく円
滑に取得できること。
【解決手段】車載無線通信装置は、車内無線通信部を通
じて、携帯端末との車内無線通信が許容される時期を表
す情報を含む制御情報７０を取得し（Ｓ１０７）、その
制御情報７０に従って、車内無線通信部を通じて携帯端
末との間で行う通信の時期を制御する（Ｓ１０９，Ｓ１
１１）。さらに、車載無線通信装置は、携帯端末と通信
が行われる期間とその他の期間とで車内無線通信に用い
られる搬送波の出力特性を制御する（Ｓ１１０，Ｓ１１
２）。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両内で第一の無線通信方式によるローカルエリアでの無線通信を行う車内無線通信部
を備えた車載無線通信装置と、
　前記第一の無線通信方式によるローカルエリアでの無線通信を行う第一携帯側無線通信
部、及び第二の無線通信方式による移動体通信を行う第二携帯側無線通信部を備えた携帯
端末と、を含む無線通信システムであって、
　前記携帯端末は、
　前記第一携帯側無線通信部を通じて、前記第一の無線通信方式による無線通信を許容す
る時期を表す通信時期情報を出力する通信時期情報出力部を備え、
　前記車載無線通信装置は、
　前記車内無線通信部を通じて、前記通信時期情報を取得する通信時期情報取得部と、
　取得された前記通信時期情報に従って、前記車内無線通信部を通じて前記携帯端末との
間で行う通信の時期を制御する通信制御部と、を備えることを特徴とする無線通信システ
ム。
【請求項２】
　車両内で携帯端末との間で第一の無線通信方式によるローカルエリアでの無線通信を行
う車内無線通信部を備えた車載無線通信装置であって、
　前記車内無線通信部を通じて、前記第一の無線通信方式による無線通信が許容される時
期を表す通信時期情報を前記携帯端末から取得する通信時期情報取得部と、
　取得された前記通信時期情報に従って、前記車内無線通信部を通じて前記携帯端末との
間で行う通信の時期を制御する通信制御部と、を備えることを特徴とする車載無線通信装
置。
【請求項３】
　前記通信時期情報に従って前記車内無線通信部を通じて前記携帯端末と通信が行われる
期間とその他の期間とで前記第一の無線通信方式による無線通信に用いられる搬送波の出
力特性を制御する搬送波出力制御部をさらに備える請求項２に記載の車載無線通信装置。
【請求項４】
　前記車内無線通信部を通じて、前記携帯端末が前記第一の無線通信方式による無線通信
の実行中に第二の無線通信方式による移動体通信の実行を休止するタイプであることを表
す休止タイプ識別情報を前記携帯端末から取得する端末種別情報取得部をさらに備え、
　前記通信制御部は、前記携帯端末から前記休止タイプ識別情報を取得した場合にのみ、
前記通信時期情報に従って通信の時期を制御する、請求項２又は請求項３に記載の車載無
線通信装置。
【請求項５】
　第一の無線通信方式によるローカルエリアでの無線通信を行う第一携帯側無線通信部、
及び第二の無線通信方式による移動体通信を行う第二携帯側無線通信部を備えた携帯端末
であって、
　前記第一携帯側無線通信部を通じて通信を行う期間と前記第二携帯側無線通信部を通じ
て通信を行う期間とを選択的に切り替える切替制御部と、
　前記第一携帯側無線通信部を通じて、前記第一の無線通信方式による無線通信を許容す
る時期を表す通信時期情報を出力する通信時期情報出力部と、を備えることを特徴とする
携帯端末。
【請求項６】
　車両内で第一の無線通信方式による無線通信を行う車内無線通信部を備えた車載無線通
信装置と、前記第一の無線通信方式による無線通信を行う第一携帯側無線通信部、及び第
二の無線通信方式による移動体通信を行う第二携帯側無線通信部を備えた携帯端末と、の
間で行われる無線通信の方法であって、
　前記携帯端末が、前記第一携帯側無線通信部を通じて、前記第一の無線通信方式による
無線通信を許容する時期を表す通信時期情報を出力する手順と、
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　前記車載無線通信装置が、前記車内無線通信部を通じて、前記通信時期情報を取得する
手順と、
　前記車載無線通信装置が、取得された前記通信時期情報に従って、前記車内無線通信部
を通じて前記携帯端末との間で行う通信の時期を制御する手順と、を有することを特徴と
する無線通信の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両内でローカルな無線通信を行う車載無線通信装置、移動体通信を行う機
能と機器間でのローカルな無線通信を行う機能とを兼ね備える携帯端末、それら両機器を
含む無線通信システム、及びそれら両機器の間で行われる無線通信の方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、携帯電話機又はスマートフォンなどの携帯端末は、基地局又は人工衛星などの無
線局を通じた無線通信を行う移動体通信の機能と、IEEE802.11又はBluetooth（Bluetooth
 SGI Inc の登録商標）などの通信方式に従って比較的狭い領域内で他の機器と無線通信
を行うローカルエリアの無線通信機能とを兼ね備える。
【０００３】
　また、カーナビゲーション装置又はカーオーディオ装置などの車載装置が、ローカルエ
リアの無線通信機能を備える場合もある。この場合、車載装置は、車両内に持ち込まれた
携帯端末から地図、映像又は音楽などに関するコンテンツデータをローカルエリアの無線
通信により取得し、取得したコンテンツデータを再生する機能を備える。
【０００４】
　例えば、車載装置がクラウド型のカーナビゲーション装置である場合、携帯端末は、移
動体通信により地図のデータを随時ダウンロードし、車載装置は、その地図のデータを携
帯端末からローカルエリアの無線通信によって取得するとともに、そのデータに基づく画
像又は音声を出力する。
【０００５】
　また、特許文献１には、基地局を通じて移動体通信を行う車外通信部と、車内における
ローカルエリアの無線通信を行う車内通信部とを備えた車載通信装置が示されている。特
許文献１に示される車載通信装置は、予め記憶された基地局ごとの通信エリア及び使用周
波数の情報と、ＧＰＳ（Global Positioning System）などによって検出された車両の現
在位置とに基づいて車外通信部の使用周波数を特定し、それとは異なる周波数チャンネル
を車内通信部に割り当てる。これにより、車内通信部と社外通信部との間の電波干渉に起
因する通信エラーが低減する。
【０００６】
　また、特許文献２には、基地局（アクセスポイント）を通じて移動体通信を行う通信モ
ジュールを備えた車載通信装置が示されている。特許文献２に示される車載通信装置は、
予め記憶された各基地局の位置及びプロファイルの情報と、ＧＰＳなどによって検出され
た車両の現在位置とに基づいて、通信モジュール及びアンテナの指向性を制御する。これ
により、通信モジュールが基地局をサーチして通信を確立するのに要する無駄な電力消費
が低減される。
【０００７】
　また、特許文献３には、携帯端末が、基地局を通じて移動体通信を行う第一の通信モー
ドと、基地局を経由せずにローカルエリアの無線通信を行う第二の通信モードとを選択的
に切り替えることについて示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００７－２４３７６５号公報
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【特許文献２】特開２００６－２６２１７７号公報
【特許文献３】特開２０１０－２６８０８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、スマートフォンなどの携帯端末は、限られた無線通信帯域の乱用を防止する
ため、ローカルエリアの無線通信を行う期間における移動体通信を禁止する機能、即ち、
移動体通信とローカルエリアの無線通信とを選択的に切り替える機能が組み込まれている
場合がある。以下、移動体通信とローカルエリアの無線通信とを選択的に切り替えるタイ
プの携帯端末のことを制限付き携帯端末と称する。
【００１０】
　なお、ここでいう無線通信帯域の乱用は、例えば、携帯端末が、移動体通信により送受
信しているデータを、ローカルエリアの無線通信によって第三者の装置へ中継伝送するこ
とにより、そのデータが、第三者の装置において利用されることなどを意味する。
【００１１】
　しかしながら、車載装置が、コンテンツデータを車内に持ち込まれた制限付き携帯端末
からローカルエリアの無線通信により取得し、利用したい場合、以下に示すような課題が
生じる。
【００１２】
　即ち、第一の課題は、車載装置が、制限付き携帯端末との間でローカルエリアの無線通
信を接続した状態を維持すると、制限付き携帯端末が、車両内において移動体通信のサー
ビスを利用できなくなることである。また、第二の課題は、制限付き携帯端末が、移動体
通信とローカルエリアの無線通信とを独自のタイミングで切り替えると、車載装置が、制
限付き携帯端末をサーチしてローカルエリアの無線通信を確立するリンク処理に要する無
駄な時間及び電力消費が増大することである。
【００１３】
　例えば、車載装置がクラウド型のカーナビゲーション装置であり、その通信相手となる
携帯端末が制限付き携帯端末である場合を考える。この場合、携帯端末とカーナビゲーシ
ョン装置とがローカルエリアの無線通信の接続を維持すると、携帯端末は地図のデータを
ダウンロードできず、カーナビゲーション装置は、地図のデータに基づくナビゲーション
動作を実行できない。また、携帯端末が、移動体通信とローカルエリアの無線通信とを独
自のタイミングで切り替えると、カーナビゲーション装置は、リンク処理が頻発すること
に起因して、円滑なナビゲーション動作を実行できない上に、バッテリの電力を無駄に消
費する。
【００１４】
　一方、特許文献１に示される車載通信装置は、車外通信部による移動体通信と、車内通
信部による携帯端末とのローカルエリアの無線通信とを同時に並行して行う。また、特許
文献２に示される車載通信装置は、移動体通信を行う機能を備えるが、ローカルエリアの
無線通信の機能を備えていない。即ち、特許文献１及び特許文献２に示される車載通信装
置は、ローカルエリアの無線通信が携帯端末側の都合で断続する場合の上記課題及びその
解決策について何ら考慮されていない。
【００１５】
　また、特許文献１及び特許文献２に示される車載通信装置において、各基地局（各アク
セスポイント）の通信エリア内での基地局との無線通信が、ローカルエリアの無線通信の
一種であると考えることもできる。この場合、特許文献１及び特許文献２に示される車載
通信装置は、ローカルエリアの無線通信の相手である基地局と通信可能となる時期を、予
め記憶した基地局の位置などの情報と現在位置の情報とに基づいて事前に検知する。
【００１６】
　しかしながら、ローカルエリアの無線通信の相手が車両内に持ち込まれる携帯端末であ
る場合、その携帯端末との間で通信が可能となる時期を予め記憶した情報などに基づいて
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事前に検知することはできない。
【００１７】
　また、特許文献３は、携帯端末が移動体通信とローカルエリアの無線通信とを独自のタ
イミングで切り替えることを示している。しかしながら、車載通信装置におけるローカル
エリアの無線通信の相手が、そのようなタイプの携帯端末である場合における上記課題及
びその解決策については何ら示されていない。
【００１８】
　本発明の目的は、車両内に持ち込まれる携帯端末が、移動体通信とローカルエリアの無
線通信とを選択的に切り替えるタイプである場合に、その携帯端末が、車両内において移
動体通信のサービスを利用できるとともに、車載無線通信装置が、その携帯端末のデータ
を、ローカルエリアの無線通信によって無駄なリンク処理を要することなく円滑に取得で
きることである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明に係る無線通信システムは、車両内で第一の無線通信方式によるローカルエリア
での無線通信を行う車内無線通信部を備えた車載無線通信装置と、第一の無線通信方式に
よるローカルエリアでの無線通信を行う第一携帯側無線通信部、及び第二の無線通信方式
による移動体通信を行う第二携帯側無線通信部を備えた携帯端末と、を含むシステムであ
る。さらに、本発明に係る無線通信システムにおいて、携帯端末は、第一携帯側無線通信
部を通じて、第一の無線通信方式による無線通信を許容する時期を表す通信時期情報を出
力する通信時期情報出力部を備える。さらに、車載無線通信装置は、車内無線通信部を通
じて、通信時期情報を取得する通信時期情報取得部と、取得された通信時期情報に従って
、車内無線通信部を通じて携帯端末との間で行う通信の時期を制御する通信制御部とを備
える。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、ローカルエリアの無線通信が携帯端末において許容される時期を表す
通信時期情報が、携帯端末から車載無線通信装置へ伝送される。さらに、車載無線通信装
置は、取得された通信時期情報に従って、携帯端末との間で行うローカルエリアの無線通
信の時期を制御する。そのため、車両内に持ち込まれる携帯端末は、移動体通信とローカ
ルエリアの無線通信とを選択的に切り替えつつ、移動体通信のサービスを利用できる。さ
らに、車載無線通信装置は、ローカルエリアの無線通信が許容される時期の情報を予め取
得できるため、無駄なリンク処理を要することなく円滑に携帯端末とのデータ通信を実行
できる。従って、車載無線通信装置は、携帯端末のデータを、ローカルエリアの無線通信
によって無駄なリンク処理を要することなく円滑に取得できる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施形態に係る無線通信システム１の構成を表すブロック図である。
【図２】無線通信システム１における車載通信装置１０と携帯端末２０との間の通信処理
の手順の第一の例を表すフローチャートである。
【図３】携帯端末２０から車載通信装置１０へ伝送される制御情報のデータ構成を示す図
である。
【図４】無線通信システム１における車載通信装置１０と携帯端末２０との間の通信処理
の手順の第二の例を表すフローチャートである。
【図５】無線通信システム１における車載通信装置１０と携帯端末２０との間の通信処理
の手順の第三の例を表すフローチャートである。
【図６】通信処理の手順の第四の例において携帯端末２０から車載通信装置１０へ伝送さ
れる制御情報のデータ構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
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　以下、添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。以下の実施形
態は、本発明を具体化した一例であり、本発明の技術的範囲を限定する事例ではない。
【００２３】
　＜システムの構成＞
　まず、図１を参照しつつ、本発明の実施形態に係る無線通信システム１の構成について
説明する。図１に示されるように、無線通信システム１は、自動車などの車両に搭載され
、車両内でのローカルな無線通信の機能を備えた車載通信装置１０と、移動体通信の機能
と機器間でのローカルな無線通信の機能とを兼ね備える携帯型の無線通信装置の一例であ
る携帯端末２０とを含むシステムである。
【００２４】
　車載通信装置１０は、本発明の実施形態に係る車載無線通信装置の一例であり、携帯端
末２０は、本発明の実施形態に係る携帯端末の一例である。なお、図１には、無線通信シ
ステム１を構成する車載通信装置１０及び携帯端末２０に加え、ＤＳＲＣ車載装置３０、
ＤＳＲＣ路側装置４０、無線局５０、インターネット７及びサーバ６０も示されている。
なお、ＤＳＲＣは、Dedicated Short Range Communications を意味する。
【００２５】
　ＤＳＲＣ車載装置３０は、車両に搭載され、道路沿いに配置された複数のＤＳＲＣ路側
装置４０各々との間で、５．８ＧＨｚ帯のＩＳＭバンドを用いた無線通信を行う装置であ
る。ＤＳＲＣ路側装置４０の通信エリアは、２０メートルから３０メートル程度の範囲内
に制限されており、ＤＳＲＣ車載装置３０は、ＤＳＲＣ路側装置４０各々の通信エリア内
に入ったことを自動的に検出し、ＤＳＲＣ路側装置４０との間で無線通信を行う。
【００２６】
　ＤＳＲＣ車載装置３０は、例えば、車両の進行方向における道路の交通情報又は道路の
利用料などの案内情報をＤＳＲＣ路側装置４０から取得し、その案内情報を車載通信装置
１０へ送信する。
【００２７】
　＜車載通信装置＞
　車載通信装置１０は、カーナビゲーション装置又はカーオーディオ装置などの車載装置
と接続される、又はそのような車載装置の一部に含まれることにより、車載装置とデータ
の受け渡しが可能な装置である。図１に示されるように、車載通信装置１０は、車内有線
通信部１１、車内無線通信部１２、搬送波制御部１３及び車内無線通信制御部１４を備え
ている。
【００２８】
　車内有線通信部１１は、ＭＯＳＴ（Media Oriented Systems Transport）、ＩＤＢ－１
３９４もしくはＣＡＮ（Controller Area Network）などの車載機器間ネットワークの通
信方式、或いはＲＳ２３２もしくはＵＳＢ（Universal Serial Bus）などの通信規格に従
って、通信ケーブル８を通信媒体とする有線通信を行う通信インターフェースである。Ｄ
ＳＲＣ車載装置３０は、車載通信装置１０が車内有線通信部１１を通じて有線通信を行う
際の通信相手の一つである。
【００２９】
　車内無線通信部１２は、車両内で第一の無線通信方式によりローカルエリアで機器間の
無線通信を行う通信インターフェースである。第一の無線通信方式は、例えば、IEEE802.
11、Bluetooth（Bluetooth SGI Inc の登録商標）又はＩｒＤＡ（Infrared Data Associa
tion）などの通信方式である。
【００３０】
　以下の説明において、ローカルエリアの無線通信と車内無線通信とは、いずれも第一の
無線通信方式に従った無線通信を意味する用語として用いられる。概ね、車内無線通信は
、車載通信装置１０が実行する第一の無線通信方式に従った無線通信のことを指し、ロー
カルエリアの無線通信は、携帯端末２０が実行する第一の無線通信方式に従った無線通信
のことを指す。
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【００３１】
　搬送波制御部１３は、車内無線通信部１２が無線通信に用いる電波又は赤外線波などの
搬送波の出力特性を制御する装置である。例えば、搬送波制御部１３は、車内無線通信部
１２が無線通信に用いる搬送波の強度、周波数及び出力周期のうちの一つ又は複数を制御
する機能を備える。本実施形態は、搬送波制御部１３が、搬送波の特性の一例として搬送
波の電波強度を制御する例を示す。なお、搬送波の強度の制御には、搬送波の出力の開始
及び停止の制御が含まれる。
【００３２】
　車内無線通信制御部１４は、車内無線通信部１２及び搬送波制御部１３を制御すること
により、車両内に持ち込まれた携帯端末２０との間で行われる車内無線通信を制御するマ
イクロコンピュータ又はマイクロコンピュータを含む回路である。例えば、車内無線通信
制御部１４は、車両内の各機器を制御する車載ＥＣＵ（Electronic Control Unit）の一
つである。
【００３３】
　また、車内無線通信制御部１４には、リンク処理部１４１、制御情報取得部１４２及び
タイミング制御部１４３などが含まれる。リンク処理部１４１、制御情報取得部１４２及
びタイミング制御部１４３は、例えば、車載ＥＣＵなどが備えるマイクロコンピュータと
、そのマイクロコンピュータが実行するプログラムモジュールとにより構成される。或い
は、リンク処理部１４１、制御情報取得部１４２及びタイミング制御部１４３が、それぞ
れの機能を果たす制御回路として構成されてもよい。
【００３４】
　リンク処理部１４１は、車内無線通信部１２を制御することにより、車両内に持ち込ま
れた携帯端末２０との間で車内無線通信の開始のために必要な初期処理であるリンク処理
を実行する。
【００３５】
　制御情報取得部１４２は、携帯端末２０との間の車内無線通信がリンク処理部１４１に
よって確立された後に、車内無線通信部１２を通じて車内無線通信の制御情報７０を取得
する処理を実行する。
【００３６】
　図３は、携帯端末２０から車載通信装置１０へ伝送される制御情報７０のデータ構成の
一例を示す図である。図３に示されるように、制御情報７０には、通信開始時期データ７
１、通信許容時間データ７２及び通信終了条件データ７３が含まれる。
【００３７】
　通信開始時期データ７１は、携帯端末２０との間の車内無線通信が中断された場合に、
その中断の後に携帯端末２０との間の車内無線通信の開始が許容される時期を表すデータ
である。また、通信許容時間データ７２は、通信開始時期データ７１が表す車内無線通信
の再開時点から、携帯端末２０との間の車内無線通信が許容される時間を表すデータであ
る。
【００３８】
　従って、車載通信装置１０において、通信開始時期データ７１及び通信許容時間データ
７２は、携帯端末２０との間の車内無線通信の中断後に携帯端末２０との間の車内無線通
信が許容される時期を表す。また、通信終了条件データ７３は、携帯端末２０との間の車
内無線通信を終了させる条件を表すデータである。
【００３９】
　通信開始時期データ７１は、例えば、携帯端末２０との間で一定周期で開始される車内
無線通信の開始の周期を表すデータである。また、車載通信装置１０及び携帯端末２０が
、共通のイベントを検知できる場合、そのイベントを表すデータが、通信開始時期データ
７１として設定されることも考えられる。例えば、車載通信装置１０及び携帯端末２０が
、ＧＰＳなどによって現在位置又は移動距離を検出するセンサを備えている場合がある。
この場合、通信開始時期データ７１が、現在位置が所定の位置に到達したというイベント
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、又は所定の距離だけ移動したというイベントを表すデータであることが考えられる。
【００４０】
　上述の「所定の位置」の取得方法としては、携帯端末２０が、無線通信を通じてインタ
ーネット７上の計算機であるサーバ６０から取得する方法が考えられる。また、車載通信
装置１０が、予め装置内のＲＯＭなどの記憶装置内に「所定の位置」のデータを保持する
ことも考えられる。また、携帯端末２０が、サーバ６０から取得した「所定の位置」のデ
ータを無線通信により車載装置１０へ送信し、車載通信装置１０が、その「所定の位置」
のデータを携帯端末２０から無線通信により取得することも考えられる。なお、ＤＳＲＣ
車載装置３０が、ＧＰＳなどによって現在位置又は移動方向と移動距離とを検出するセン
サを備えていれば、車載通信装置１０が、ＤＳＲＣ車載装置３０から「所定の位置」のデ
ータを取得することも考えられる。
【００４１】
　また、上述の「所定の位置」が、ＤＳＲＣ車載装置３０の無線通信の相手、即ち、図１
に示されるＤＳＲＣ路側装置４０の設置位置である場合も考えられる。一般に、ＤＳＲＣ
路側装置４０が一度設置されると、その設置位置が変更されることは希であるが、新たな
ＤＳＲＣ路側装置４０が設置されることがある。
【００４２】
　そのため、車載無線装置１０は、ＤＳＲＣ車載装置３０が最寄りのＤＳＲＣ路側装置４
０との通信接続を確立したときの現在位置、又は、ＤＳＲＣ通信の受信データに含まれる
ＤＳＲＣ路側装置４０の位置を、「所定の位置」として内部の記憶部に蓄積して利用して
もよい。
【００４３】
　そして、車載無線装置１０がＧＰＳなどによって現在位置又は移動距離を検出するセン
サを備えている場合は、蓄積した「所定の位置」に到達したというイベントを車載無線装
置１０で検出することができる。また、車載無線装置１０が、ＧＰＳなどによって現在位
置又は移動方向と移動距離とを検出するセンサを備えている携帯端末２０から現在位置の
情報を取得し、取得した情報に基づいて、蓄積した「所定の位置」に到達したというイベ
ントを検出してもよい。
【００４４】
　なお、上述の通信開始時期データ７１が、車載無線通信装置３０に有線接続された機器
から提供されることも考えられる。例えば、後述のＤＳＲＣ車載装置３０が、車載通信装
置１０に対し、「ＤＳＲＣ通信接続」、「ＤＳＲＣ通信認証完了」、「ＤＳＲＣ通信切断
」などＤＳＲＣ通信のイベントを表すデータを、通信開始時期データ７１として設定する
ことが考えられる。この場合、ＤＳＲＣ車載装置３０は、通信開始時期データ７１として
設定されたイベントを示すＤＳＲＣ通信イベントデータを車載通信装置１０に送信する。
【００４５】
　タイミング制御部１４３は、取得された制御情報７０における通信開始時期データ７１
及び通信許容時間データ７２の内容に従って、車内無線通信部１２を通じて携帯端末２０
との間で行う車内無線通信の時期を制御する。
【００４６】
　＜携帯端末＞
　一方、携帯端末２０は、携帯電話機、スマートフォン又は無線通信機能を備えたタブレ
ット型端末などの携帯型の無線通信装置であり、ローカルエリアの無線通信機能と、移動
体通信の機能とを兼ね備える。図１に示されるように、携帯端末２０は、移動体通信部２
１、ローカル無線通信部２２、搬送波制御部２３及び端末通信制御部２４を備える。
【００４７】
　ローカル無線通信部２２は、周辺に存在する機器との間でローカルエリアの無線通信を
行う無線通信インターフェースである。ローカルエリアの無線通信は、前述したように、
車載通信装置１０の車内無線通信部１２の通信方式と同じ第一の無線通信方式に従って比
較的狭い領域内で他の機器との間で行われる無線通信である。
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【００４８】
　移動体通信部２１は、基地局又は人工衛星などの無線局５０を通じて第二の無線通信方
式に従って移動体通信を行う無線通信インターフェースである。第二の無線通信方式は、
例えば、携帯電話網で採用されているＩＭＴ－２０００又はＩＭＴ－Ａｄｖａｎｃｅｄな
どの規格に準拠した無線通信方式である。前者の規格に準拠した通信は第３世代移動体通
信と称され、後者の規格に準拠した通信は第４世代移動体通信と称される。なお、ＩＭＴ
は、International Mobile Telecommunication を意味する。
【００４９】
　また、移動体通信部２１は、移動体通信によってインターネット７上の計算機であるサ
ーバ６０と通信することも可能である。例えば、移動体通信部２１は、不図示の位置検出
装置によって検出される現在位置の情報をサーバ６０へ送信し、現在位置を基準とする所
定範囲の地域における地図のデータをサーバ６０から取得する。また、移動体通信部２１
が、不図示の操作部を通じて入力された音楽の識別情報をサーバ６０へ送信し、音楽のデ
ータをサーバ６０から取得する。
【００５０】
　また、サーバ６０から得られたコンテンツデータは、携帯端末２０から車載通信装置１
０へ送信され、車載通信装置１０との間でデータの受け渡しが可能な不図示のカーナビゲ
ーション装置又はカーオーディオ装置などの車載装置によって再生される。
【００５１】
　携帯端末２０の搬送波制御部２３は、車載通信装置１０の搬送波制御部１３と同様に、
ローカル無線通信部２２が無線通信に用いる電波又は赤外線波などの搬送波の出力特性と
して、例えば、搬送波の強度、周波数及び出力周期のうちの一つ又は複数を制御する装置
である。本実施形態は、搬送波制御部２３が、搬送波の特性の一例として搬送波の電波強
度を制御する例を示す。なお、搬送波の強度の制御には、搬送波の出力の開始及び停止の
制御が含まれる。
【００５２】
　端末通信制御部２４は、移動体通信部２１、ローカル無線通信部２２及び搬送波制御部
２３を制御することにより、無線局５０との間で行われる移動体通信、及び車載通信装置
１０などの他の機器との間で行われるローカルエリアの無線通信を制御するマイクロコン
ピュータ又はマイクロコンピュータを含む回路である。
【００５３】
　また、端末通信制御部２４には、移動体通信制御部２４１、ローカル無線通信制御部２
４２、通信方式選択部２４３及び制御情報出力部２４４などが含まれる。移動体通信制御
部２４１、ローカル無線通信制御部２４２、通信方式選択部２４３及び制御情報出力部２
４４は、例えば、端末通信制御部２４が備えるマイクロコンピュータと、そのマイクロコ
ンピュータが実行するプログラムモジュールとにより構成される。或いは、移動体通信制
御部２４１、ローカル無線通信制御部２４２、通信方式選択部２４３及び制御情報出力部
２４４が、それぞれの機能を果たす制御回路として構成されてもよい。
【００５４】
　移動体通信制御部２４１は、移動体通信部２１を制御することにより、無線局５０との
間で移動体通信を実行する。
【００５５】
　ローカル無線通信制御部２４２は、ローカル無線通信部２２を制御することにより、近
くに存在する機器との間で、ローカルエリアの無線通信の開始のために必要な初期処理で
あるリンク処理、及びデータの送受信処理を実行する。
【００５６】
　通信方式選択部２４３は、移動体通信とローカルエリアの無線通信とを選択的に切り替
える制御を行う。即ち、通信方式選択部２４３は、ローカルエリアの無線通信を行う期間
における移動体通信を禁止する制御を行う。従って、携帯端末２０は、移動体通信とロー
カルエリアの無線通信とを選択的に切り替える制限付き携帯端末の一例である。
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【００５７】
　制御情報出力部２４４は、車載通信装置１０などの他の機器との間のローカルエリアの
無線通信がローカル無線通信制御部２４２によって確立された後に、ローカル無線通信部
２２を通じて制御情報７０を出力する処理を実行する。携帯端末２０において、図３に示
される制御情報７０は、携帯端末２０が第一の無線通信方式によるローカルエリアの無線
通信を許容する時期を表す通信開始時期データ７１及び通信許容時間データ７２を含む。
なお、ステップＳ２０５で出力される制御情報７０の内容は、端末通信制御部２４のメモ
リに記憶される。
【００５８】
　＜通信処理の第一の例＞
　次に、図２に示されるフローチャートを参照しつつ、無線通信システム１における車載
通信装置１０と携帯端末２０との間の通信処理の手順の第一の例について説明する。以下
の説明において、Ｓ１１，Ｓ１２，…，Ｓ２１，Ｓ２２，…は、処理の手順の識別符号を
表す。また、図２に示される車載通信装置１０及び携帯端末２０各々の処理は、それぞれ
の電源がＯＮ状態になったときなどに開始される。
【００５９】
　＜携帯端末の処理の第一の例＞
　まず、携帯端末２０の処理について説明する。携帯端末２０において、まず、移動体通
信制御部２４１が、移動体通信部２１を通じた移動体通信によるデータ通信を開始する（
Ｓ２０１）。これ以降、携帯端末２０は、無線局５０を通じたサーバ６０とのデータ通信
が可能となる。
【００６０】
　さらに、ローカル無線通信制御部２４２が、ローカルエリアの無線通信を開始する条件
が成立したか否かを判別する処理を随時実行する（Ｓ２０２）。ローカルエリアの無線通
信を開始する条件は、携帯端末２０において予め設定された条件であり、例えば、携帯端
末２０が備える不図示の操作部に対して通信開始の操作が行われたこと、などである。
【００６１】
　そして、ローカル無線通信制御部２４２が、ローカルエリアの無線通信を開始する条件
が成立したことを検知すると、搬送波制御部２３が、ローカルエリアの無線通信に用いら
れる搬送波の出力を開始させる（Ｓ２０３）。
【００６２】
　搬送波の出力開始に続いて、ローカル無線通信制御部２４２が、ローカル無線通信部２
２を制御することにより、通信エリア内に存在する他の機器との間でローカルエリアの無
線通信を開始するためのリンク処理を実行する（Ｓ２０４）。本実施形態において、通信
相手となる他の機器は、車載通信装置１０である。
【００６３】
　そして、リンク処理が成功し、ローカルエリアの無線通信が確立すると、制御情報出力
部２４４が、ローカル無線通信部２２を通じて制御情報７０を出力する（Ｓ２０５）。さ
らに、通信方式選択部２４３が移動体通信制御部２４１に中断指令を出し、移動体通信制
御部２４１が移動体通信を中断させる（Ｓ２０６）。
【００６４】
　それに続いて、通信方式選択部２４３がローカル無線通信制御部２４２にデータ通信開
始指令を出し、ローカル無線通信制御部２４２が、ローカル無線通信部２２を制御するこ
とによってローカルエリアの無線通信によるデータ通信を開始する（Ｓ２０７）。
【００６５】
　そして、ローカルエリアの無線通信が行われているときに、通信方式選択部２４３が、
ローカルエリアの無線通信に関し、終了条件が成立したか否かの判別と、通信許容時間が
経過したか否かの判別とを随時実行する（Ｓ２０８，Ｓ２０９）。ローカルエリアの無線
通信は、終了条件の成立又は通信許容時間の経過が検知されるまで継続される。
【００６６】
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　ステップＳ２０８で判別される終了条件は、携帯端末２０において予め設定された条件
であり、例えば、携帯端末２０が備える不図示の操作部に対して通信終了の操作が行われ
たこと、又は、通信相手から一定時間以上継続して応答がないこと、などである。
【００６７】
　ステップＳ２０９で参照される通信許容時間は、制御情報７０に設定された通信許容時
間データ７２が表す時間である。また、ステップＳ２０７でのデータ通信が開始されてか
らの経過時間が、ステップＳ２０９における判別の対象である。通信許容時間が経過した
ことは、ローカルエリアの無線通信を中断する条件の一例である。従って、ステップＳ２
０９の処理は、ローカルエリアの無線通信を中断する条件を判別する処理の一例である。
【００６８】
　そして、ステップＳ２０８において終了条件の成立が検知された場合、通信方式選択部
２４３が、携帯端末２０における無線通信に関する処理を、前述したステップＳ２０１か
らの処理へ移行させる。なお、処理がステップＳ２０８からステップＳ２０１へ移行され
る際に、搬送波制御部２３が、ローカルエリアの無線通信の搬送波を停止させるが、その
ことは、図２において省略されている。
【００６９】
　また、ステップＳ２０９において通信許容時間の経過が検知された場合、搬送波制御部
２３が、ローカルエリアの無線通信の搬送波を停止させる（Ｓ２１０）。
【００７０】
　それに続いて、通信方式選択部２４３が移動体通信制御部２４１にデータ通信開始指令
を出し、移動体通信制御部２４１が、移動体通信部２１を制御することにより、ステップ
Ｓ２０６で中断された移動体通信によるデータ通信を再開させる（Ｓ２１１）。
【００７１】
　さらに、移動体通信が行われているときに、通信方式選択部２４３が、ステップＳ２０
５で記憶した制御情報７０の通信開始時期データ７１の内容に従って、ローカルエリアの
無線通信を再開する時期が来たか否かの判別を随時実行する（Ｓ２１２）。移動体通信は
、ローカルエリアの無線通信の再開の時期が来るまで継続される。
【００７２】
　そして、ステップＳ２１２においてローカルエリアの無線通信の再開時期が来たことが
検知された場合、搬送波制御部２３が、ローカルエリアの無線通信の搬送波の出力を開始
させる（Ｓ２１３）。さらに、通信方式選択部２４３が、携帯端末２０における無線通信
に関する処理を、前述したステップＳ２０６からの処理へ移行させる。これにより、携帯
端末２０において、移動体通信が中断され、ローカルエリアの無線通信が再開される。
【００７３】
　以上に示したように、携帯端末２０の搬送波制御部２３は、制御情報７０に従ってロー
カル無線通信部２２を通じて車載通信装置１０と通信が行われる期間とその他の期間とで
、ローカルエリアの無線通信に用いられる搬送波の出力特性を制御する。
【００７４】
　＜車載通信装置の処理の第一の例＞
　次に、車載通信装置１０の処理について説明する。車載通信装置１０において、まず、
車内有線通信部１１が、通信ケーブル８を通信媒体とする有線通信を開始するためのリン
ク処理を実行する（Ｓ１０１）。本実施形態において、有線通信の通信相手となる機器は
、ＤＳＲＣ車載装置３０などの他の車載装置である。
【００７５】
　そして、リンク処理が成功し、ＤＳＲＣ車載装置３０などの車載装置との有線通信が確
立すると、車内有線通信部１１は、ＤＳＲＣ車載装置３０などの他の車載装置との間で車
内の有線通信によるデータ通信を開始する（Ｓ１０２）。これ以降、車載通信装置１０は
、ＤＳＲＣ車載装置３０を通じたＤＳＲＣ路側装置４０とのデータ通信が可能となる。
【００７６】
　さらに、車内無線通信制御部１４のタイミング制御部１４３が、車内無線通信を開始す
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る条件が成立したか否かを判別する処理を随時実行する（Ｓ１０３）。車内無線通信を開
始する条件は、車載通信装置１０において予め設定された条件であり、例えば、車載通信
装置１０が備える不図示の操作部に対して通信開始の操作が行われたこと、などである。
また、車載通信装置１０の起動が、車内無線通信を開始する条件であることも考えられる
。この場合、ステップＳ２０１の処理は不要である。
【００７７】
　そして、タイミング制御部１４３が、車内無線通信を開始する条件が成立したことを検
知すると、搬送波制御部１３が、車内無線通信に用いられる搬送波の出力を開始させる（
Ｓ１０４）。
【００７８】
　搬送波の出力開始に続いて、リンク処理部１４１が、車内無線通信部１２を制御するこ
とにより、車両内に存在する携帯端末２０との間で車内無線通信を開始するためのリンク
処理を実行する（Ｓ１０５）。
【００７９】
　なお、ステップＳ１０５において、車載通信装置１０の車内無線通信部１２は、無線Ｌ
ＡＮにおけるアクセスポイントとクライアントとの間、もしくはアドホック通信端末間の
通信の接続と同様に、ローカルエリアの無線通信が可能な携帯端末２０との通信を無差別
に接続する動作を実行することが考えられる。しかしながら、車内無線通信部１２が、予
め設定された秘密鍵を用いて、ＷＥＰ（Wired Equivalent Privacy）又はＷＰＡ（Wi-Fi 
Protected Access）などの暗号化方式に従って通信データを暗号化し、無線通信のセキュ
リティが高められることが望ましい。
【００８０】
　そして、リンク処理が成功し、車内無線通信が確立すると、制御情報取得部１４２が、
車内無線通信部１２を通じて携帯端末２０から制御情報７０を取得する（Ｓ１０６）。取
得された制御情報７０は、車内無線通信制御部１４のメモリに記録される。
【００８１】
　さらに、タイミング制御部１４３が、車内無線通信部１２を制御することによって車内
無線通信によるデータ通信を開始する（Ｓ１０７）。
【００８２】
　そして、車内無線通信が行われているときに、タイミング制御部１４３が、車内無線通
信に関し、終了条件が成立したか否かの判別と、通信許容時間が経過したか否かの判別と
を随時実行する（Ｓ１０８，Ｓ１０９）。車内無線通信は、終了条件の成立又は通信許容
時間の経過が検知されるまで継続される。
【００８３】
　本実施形態において、ステップＳ１０８で判別される終了条件は、取得された制御情報
７０に設定されている通信終了条件データ７３が示す条件を含む。また、ステップＳ１０
８で判別される終了条件に、車載通信装置１０において予め設定された条件が含まれるこ
とも考えられる。その終了条件は、例えば、車載装置１０が備える不図示の操作部に対し
て通信終了の操作が行われたこと、又は、通信相手から一定時間以上継続して応答がない
こと、などである。
【００８４】
　また、ステップＳ１０９で参照される通信許容時間は、制御情報７０に設定された通信
許容時間データ７２が表す時間である。また、ステップＳ１０７でのデータ通信が開始さ
れてからの経過時間が、ステップＳ１０９における判別の対象である。通信許容時間が経
過したことは、車内無線通信を中断する条件の一例である。従って、ステップＳ１０９の
処理は、車内無線通信を中断する条件を判別する処理の一例である。
【００８５】
　そして、ステップＳ１０８において少なくとも１つの終了条件の成立が検知された場合
、タイミング制御部１４３が、車載通信装置１０における車内無線通信に関する処理を、
前述したステップＳ１０３からの処理へ移行させる。なお、処理がステップＳ１０８から
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ステップＳ１０３へ移行される際に、搬送波制御部１３が、車内無線通信の搬送波を停止
させるが、そのことは、図２において省略されている。
【００８６】
　また、ステップＳ１０９において通信許容時間の経過が検知された場合、搬送波制御部
１３が、車内無線通信の搬送波を停止させる（Ｓ１１０）。これにより、車載通信装置１
０における車内無線通信によるデータ通信は中断される。
【００８７】
　そして、車載通信装置１０の車内無線通信が中断されているときに、タイミング制御部
１４３が、ステップＳ１０５で取得された制御情報７０の通信開始時期データ７１の内容
に従って、車内無線通信の再開の時期が来たか否かの判別を随時実行する（Ｓ１１１）。
車載通信装置１０による車内無線通信は、車内無線通信の再開の時期が来るまで継続され
る。
【００８８】
　そして、ステップＳ１１１において車内無線通信の再開時期が来たことが検知された場
合、搬送波制御部１３が、車内無線通信の搬送波の出力を開始させる（Ｓ１１２）。さら
に、タイミング制御部１４３が、車載通信装置１０における車内無線通信に関する処理を
、前述したステップＳ１０７からの処理へ移行させる。これにより、車載通信装置１０に
おいて、ステップＳ１１０において中断された車内無線通信によるデータ通信が再開され
る。
【００８９】
　以上に示したように、車載通信装置１０の搬送波制御部１３は、制御情報７０に従って
車内無線通信部１２を通じて携帯端末２０と通信が行われる期間とその他の期間とで、車
内無線通信に用いられる搬送波の出力特性を制御する。なお、車載通信装置１０の搬送波
制御部１３は、搬送波出力制御部の一例である。
【００９０】
　＜効果＞
　無線通信システム１においては、ローカルエリアの無線通信が携帯端末２０において許
容される時期の情報を含む制御情報７０が、携帯端末２０から車載通信装置１０へ伝送さ
れる（Ｓ２０５，Ｓ１０５）。さらに、車載通信装置１０は、取得された制御情報７０に
従って、携帯端末２０との間で行う車内無線通信の時期を制御する（Ｓ１０９，Ｓ１１１
）。そのため、車両内に持ち込まれる携帯端末２０は、移動体通信とローカルエリアの無
線通信とを選択的に切り替えつつ、移動体通信のサービスを利用できる。さらに、車載通
信装置１０は、車内無線通信が許容される時期の情報を予め取得できるため、無駄なリン
ク処理を要することなく円滑に携帯端末２０とのデータ通信を実行できる（Ｓ１０７）。
従って、車載通信装置１０は、携帯端末２０のデータ、例えば、携帯端末２０がインター
ネット７経由で得たコンテンツデータを、車内無線通信によって無駄なリンク処理を要す
ることなく円滑に取得できる。
【００９１】
　また、無線通信システム１において、車載通信装置１０の搬送波制御部１３及び携帯端
末２０の搬送波制御部２３は、制御情報７０に従って第一の無線通信方式による通信が行
われる期間とその他の期間とで、その通信に用いられる搬送波の出力特性を制御する。そ
のため、車載通信装置１０と携帯端末２０との間の無線通信が中断されている間における
無駄な電力の消費が低減される。
【００９２】
　＜通信処理の第二の例＞
　次に、図４に示されるフローチャートを参照しつつ、無線通信システム１における車載
通信装置１０と携帯端末２０との間の通信処理の手順の第二の例について説明する。この
第二の例は、図２に示された第一の例と比較して、携帯端末２０から車載通信装置１０へ
制御情報７０が伝送されるタイミングのみが異なる。図４において、図２に示される処理
と同じ処理は、同じ参照符号が付されている。以下、第二の例における第一の例と異なる
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点についてのみ説明する。
【００９３】
　第一の例においては、制御情報７０は、車載通信装置１０と携帯端末２０との間で最初
に無線通信が実行されたときに１回だけ携帯端末２０から車載通信装置１０へ伝送される
。
【００９４】
　一方、第二の例においては、車載通信装置１０と携帯端末２０との間で断続的に無線通
信が実行される状況下において、最初の無線通信が実行されるときに加え、無線通信が再
開されるごとに、制御情報７０が、携帯端末２０から車載通信装置１０へ伝送される。
【００９５】
　即ち、携帯端末２０におけるステップＳ２１３の手順において、ローカルエリアの無線
通信の搬送波の出力が開始された後、通信方式選択部２４３は、携帯端末２０における無
線通信に関する処理を、前述したステップＳ２０５からの処理へ移行させる。これにより
、携帯端末２０において、移動体通信が中断され、ローカルエリアの無線通信が再開され
るとともに、車載通信装置１０に対する制御情報７０の出力が実行される。
【００９６】
　また、車載通信装置１０におけるステップＳ１１２の手順において、車内無線通信の搬
送波の出力が開始された後、タイミング制御部１４３は、車載通信装置１０における車内
無線通信に関する処理を、前述したステップＳ１０６からの処理へ移行させる。これによ
り、車載通信装置１０において、中断された車内無線通信によるデータ通信が再開される
とともに、制御情報７０が携帯端末２０から取得される。
【００９７】
　この第二の例においては、車載通信装置１０と携帯端末２０との間の無線通信が再開さ
れるごとに、携帯端末２０の通信方式選択部２４３は、次回の無線通信を許容する時期の
情報を含む制御情報７０の内容を新たに設定することが可能である。例えば、通信方式選
択部２４３が、それまでの移動体通信の負荷の状況に応じて、通信開始時期データ７１及
び通信許容時間データ７２を更新することが考えられる。図４に示される処理を実行する
無線通信システム１も、本発明の実施形態の一つである。
【００９８】
　＜通信処理の第三の例＞
　次に、図５に示されるフローチャートを参照しつつ、無線通信システム１における車載
通信装置１０と携帯端末２０との間の通信処理の手順の第三の例について説明する。この
第三の例は、図２に示された第一の例と比較して、車載通信装置１０と携帯端末２０との
間の無線通信の中断する手法が異なる。図６において、図２に示される処理と同じ処理は
、同じ参照符号が付されている。以下、第三の例における第一の例と異なる点についての
み説明する。
【００９９】
　第一の例においては、車載通信装置１０及び携帯端末２０の各々が、制御情報７０に含
まれる通信開始時期データ７１及び通信許容時間データ７２の内容に応じて、無線通信を
中断する時期を判別した（Ｓ１０９，Ｓ２０９）。
【０１００】
　一方、第三の例において、携帯端末２０の通信方式選択部２４３は、ローカルエリアの
無線通信が行われているときに、ローカルエリアの無線通信に関し、終了条件が成立した
か否かの判別と、中断条件が成立したか否かの判別とを随時実行する（Ｓ２０８，Ｓ２１
４）。
【０１０１】
　ステップＳ２１４において、通信方式選択部２４３は、通信許容時間データ７２の内容
に関わらず、通信開始時期データ７１の内容に矛盾が生じない範囲で、予め定められた他
の条件に基づいて無線通信の中断時期を制御できる。
【０１０２】
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　そして、通信方式選択部２４３は、中断条件の成立を検知したときに、ローカル無線通
信部２２を通じて車載通信装置１０に対して中断通知を送信する（Ｓ２１５）。その後、
携帯端末２０の処理はステップＳ２１１からの処理へ移行される。
【０１０３】
　また、第三の例において、車載通信装置１０のタイミング制御部１４３は、車内無線通
信が行われているときに、車内無線通信の終了条件が成立したか否かの判別と、携帯端末
２０から中断通知が受信されたか否かの判別とを随時実行する（Ｓ１０８，Ｓ１１３）。
【０１０４】
　そして、タイミング制御部１４３は、中断通知が受信されたときに、車載通信装置１０
の処理はステップＳ１１０からの処理へ移行される。
【０１０５】
　この第三の例においては、携帯端末２０は、車載通信装置１０との無線通信の中断のタ
イミングを、状況に応じて側で独自に制御するこが可能である。また、通信を中断する時
期を表す通信許容時間データ７２は、制御情報７０に含められなくてもよい。例えば、通
信方式選択部２４３が、移動体通信及びローカルエリアの無線通信の負荷の状況に応じて
、中断通知の送信タイミングを制御することが考えられる。図５に示される処理を実行す
る無線通信システム１も、本発明の実施形態の一つである。
【０１０６】
　なお、図５に示される第三の例において、携帯端末２０における搬送波の出力特性の制
御が省力されているが、図１に示されるステップＳ２１１及びＳ２１３と同様の処理が、
第三の例に含められてもよい。
【０１０７】
　＜通信処理の第四の例＞
　ところで、車載通信装置１０の通信相手となる携帯端末２０が、移動体通信とローカル
エリアの無線通信とを選択的に切り替えるタイプの携帯端末、即ち、制限付き携帯端末で
はない場合も考えられる。そこで、以下に示すような通信処理の第四の例も考えられる。
【０１０８】
　第四の例において、車載通信装置１０の制御情報取得部１４２は、車内無線通信部１２
を通じて、携帯端末２０がローカルエリアの無線通信の実行中に移動体通信の実行を休止
するタイプであるか否かを表す端末タイプ識別データを取得する。なお、前述したように
、ローカルエリアの無線通信は、第一の無線通信方式による無線通信であり、移動体通信
は、第二の無線通信方式による移動体通信である。
【０１０９】
　図６は、端末タイプ識別データ７４が、制御情報７０に含まれる例を示している。この
場合、携帯端末２０の制御情報出力部２４４は、ステップＳ２０５において、端末タイプ
識別データ７４を含む制御情報７０を出力する。一方、車載通信装置１０の制御情報取得
部１４２は、ステップＳ１０６において、端末タイプ識別データ７４を、制御情報７０の
一部として取得する。
【０１１０】
　そして、車載通信装置１０のタイミング制御部１４３は、端末タイプ識別データ７４が
ローカルエリアの無線通信の実行中に移動体通信の実行を休止するタイプであることを示
す休止タイプ識別子であるか否かを判別する。さらに、車載通信装置１０のタイミング制
御部１４３は、端末タイプ識別データ７４が休止タイプ識別子である場合にのみ、即ち、
休止タイプ識別子を取得した場合のみ、制御情報７０に従って車内無線通信の時期を制御
する。
【０１１１】
　また、携帯端末２０が、移動体通信とローカルエリアの無線通信とを選択的に切り替え
るタイプではない場合に、制御情報７０を出力する機能を備えないことも考えられる。こ
の場合、制御情報７０そのものを休止タイプ識別子と捉えることが可能である。そのため
、車載通信装置１０のタイミング制御部１４３は、ステップＳ１０６において制御情報７
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０を取得できた場合にのみ、制御情報７０に従って車内無線通信の時期を制御する。
【０１１２】
　なお、制御情報７０に従って車内無線通信の時期を制御する処理は、第一の例及び第二
の例におけるステップＳ１０８～Ｓ１１２の処理、及び第三の例におけるステップＳ１０
８，Ｓ１１３，Ｓ１１０～Ｓ１１２の処理である。
【０１１３】
　以上に示される通信処理の第四の例を実行する無線通信システム１も、本発明の実施形
態の一つである。
【０１１４】
　＜その他＞
　以上に示された実施形態において、制御情報７０における通信終了条件データ７３が省
略されることも考えられる。その場合、車載通信装置１０のタイミング制御部１４３は、
ステップＳ１０８において、制御情報７０の内容とは異なる予め設定された終了条件を判
別する。
【０１１５】
　また、制御情報７０における通信許容時間データ７２は、車載通信装置１０と携帯端末
２０との間の無線通信の中断時期を表す情報の一例である。そのため、第一の例又は第二
の例において、通信許容時間データ７２の代わりに、ローカルエリアの無線通信の中断時
期を表す他のデータが、制御情報７０に含められることも考えられる。例えば、無線通信
が開始又は再開された時点を基準とする通信中断時期のデータが、制御情報７０に含めら
れることなどが考えられる。
【０１１６】
　また、以上に示された実施形態において、車載通信装置１０の搬送波制御部１３及び携
帯端末２０の搬送波制御部２３は、第一の無線通信方式による通信が行われる期間とその
他の期間とで、その通信に用いられる搬送波の出力特性の制御の一例として、搬送波の出
力及び停止を制御する。しかしながら、搬送波の出力特性の制御としては、搬送波の強度
の制御の他、搬送波の周波数又は出力周期の制御なども考えられる。
【０１１７】
　例えば、搬送波制御部１３及び搬送波制御部２３が、第一の無線通信方式による通信が
行われる期間に搬送波の電波強度を相対的に強くし、その他の期間の期間において搬送波
の電波強度を相対的に弱くすることも考えられる。
【０１１８】
　また、搬送波の周波数帯域が、第一の無線通信方式による通信が行われる期間において
、第一の無線通信方式に準拠した帯域に設定され、その他の期間において、第一の無線通
信方式に準拠しない帯域に設定されることも考えられる。
【０１１９】
　また、搬送波の出力周期が、第一の無線通信方式による通信が行われる期間における出
力周期よりも、その他の期間における出力周期の方が長い周期に設定されることも考えら
れる。また、搬送波制御部１３及び搬送波制御部２３が、第一の無線通信方式による通信
が行われる期間とその他の期間とで、無線通信に用いる搬送波の強度、周波数及び出力周
期のうちの複数の特性を併せて変更することも考えられる。
【符号の説明】
【０１２０】
　１　無線通信システム、７　インターネット、８　通信ケーブル、１０　車載通信装置
、１０　車載装置、１１　車内有線通信部、１２　車内無線通信部、１３　搬送波制御部
、１４　車内無線通信制御部、２０　携帯端末、２１　移動体通信部、２２　ローカル無
線通信部、２３　搬送波制御部、２４　端末通信制御部、３０　ＤＳＲＣ車載装置、４０
　路側装置、５０　無線局、６０　サーバ、７０　制御情報、７１　通信開始時期データ
、７２　通信許容時間データ、７３　通信終了条件データ、７４　端末タイプ識別データ
、１４１　リンク処理部、１４２　制御情報取得部、１４３　タイミング制御部、２４１
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　移動体通信制御部、２４２　ローカル無線通信制御部、２４３　通信方式選択部、２４
４　制御情報出力部、Ｓ１０１～Ｓ１１２，Ｓ２０１～Ｓ２１４　処理手順の識別符号。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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