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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置と情報端末とを備え、
　前記表示装置は、
　前記情報端末が出力するサイズ調整領域を含む映像信号から前記サイズ調整領域を除去
せずに前記表示装置の表示部のアスペクト比に変倍した第１の表示画像を生成する表示制
御手段と、
　前記表示制御手段により生成された前記第１の表示画像を前記情報端末へ出力する画像
送信手段と、を有し、
　前記情報端末は、
　前記表示装置へ前記映像信号を出力する映像出力手段と、
　前記画像送信手段により送信された前記第１の表示画像に基づいて、前記表示制御手段
が前記表示装置に表示される表示画面の生成に用いる画面調整情報を取得する画面調整情
報取得手段と、
　前記画面調整情報取得手段により取得された前記画面調整情報を前記表示装置へ送信す
る情報送信手段と、を有し、
　前記表示制御手段は、前記情報送信手段により送信された前記画面調整情報に基づいて
前記第１の表示画像よりも前記サイズ調整領域が狭められた第２の表示画像を生成する画
像表示システム。
【請求項２】
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　請求項１に記載の画像表示システムにおいて、
　前記表示制御手段は、前記画面調整情報を前記情報端末から受信する前は、前記第１の
表示画像を生成し、前記画面調整情報を前記情報端末から受信した後は、前記画面調整情
報に応じて前記第１の表示画像よりも前記サイズ調整領域が狭められた前記第２の表示画
像を前記表示画面として生成する画像表示システム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の画像表示システムにおいて、
　前記映像出力手段は、前記画面調整情報取得手段により前記画面調整情報が取得される
前は、前記サイズ調整領域と輝度および色相の少なくとも一方が所定値以上異なる校正用
画像を前記映像信号として出力する画像表示システム。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の画像表示システムにおいて、
　前記画面調整情報は、前記サイズ調整領域の幅に関する情報または前記映像信号の映像
領域を伸長する倍率に関する情報を含む画像表示システム。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の画像表示システムにおいて、
　前記画像表示システムは、
　前記表示装置および前記情報端末の組み合わせの識別に用いられる識別情報と前記画面
調整情報とが対応付けて登録されるデータベースと、
　前記画像送信手段により送信された前記第１の表示画像中の前記サイズ調整領域を検出
して、検出された前記サイズ調整領域が狭まるような前記画面調整情報を生成する画面調
整情報生成手段と、
　前記画面調整情報生成手段により生成された前記画面調整情報を前記識別情報に対応付
けて前記データベースに登録する画面調整情報登録手段と、
　を有し、
　前記情報端末と前記表示装置との組み合わせについて前記画面調整情報が前記データベ
ースに記憶されている場合、前記情報端末の前記画面調整情報取得手段が前記画面調整情
報を前記データベースから取得し、
　前記情報端末と前記表示装置との組み合わせについて前記画面調整情報が前記データベ
ースに記憶されていない場合、前記画面調整情報生成手段により前記画面調整情報を生成
して、前記画面調整情報を前記画面調整情報登録手段により前記データベースに登録する
画像表示システム。
【請求項６】
　請求項５に記載の画像表示システムにおいて、
　前記データベース、前記画面調整情報生成手段および前記画面調整情報登録手段を備え
るサーバをさらに備える画像表示システム。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の画像表示システムにおいて、
　前記情報端末は、
　アプリケーションを実行するアプリケーション実行手段と、
　前記アプリケーション実行手段により実行中のアプリケーションが切り替わったか否か
を判定する切替判定手段と、
　をさらに備え、
　前記画面調整情報取得手段は、前記アプリケーション実行手段により前記実行中のアプ
リケーションが切り替わったと前記切替判定手段により判定されると、切替後に実行中の
前記アプリケーションに対応した前記画面調整情報を取得する画像表示システム。
【請求項８】
　情報端末がサイズ調整領域を含む映像信号を表示装置へ出力し、
　前記表示装置が、前記映像信号から前記サイズ調整領域を除去せずに前記表示装置の表
示部のアスペクト比に変倍した第１の表示画像を生成し、前記第１の表示画像を前記情報
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端末へ出力し、
　前記情報端末が前記第１の表示画像に基づいて、前記表示装置による表示画面の生成に
用いられる画面調整情報を取得し、前記画面調整情報を前記表示装置へ送信し、
　前記表示装置が前記画面調整情報に基づき前記第１の表示画像よりも前記サイズ調整領
域が狭められた第２の表示画像を生成する画像表示方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の画像表示方法において、
　前記第１の表示画像の生成に用いる前記映像信号は、前記サイズ調整領域と輝度および
色相の少なくとも一方が所定値以上異なる映像に関する信号である画像表示方法。
【請求項１０】
　請求項８又は９に記載の画像表示方法において、
　前記画面調整情報は、前記サイズ調整領域の幅に関する情報または前記映像信号に含ま
れる映像領域を伸長する倍率に関する情報を含む画像表示方法。
【請求項１１】
　請求項８乃至１０のいずれか一項に記載の画像表示方法において、
　前記情報端末と前記表示装置との組み合わせについて前記画面調整情報がデータベース
に記憶されている場合、前記情報端末が前記画面調整情報を前記データベースから取得し
、
　前記情報端末と前記表示装置との組み合わせについて前記画面調整情報が前記データベ
ースに記憶されていない場合、前記第１の表示画像中の前記サイズ調整領域を検出して、
検出された前記サイズ調整領域が狭まるような前記画面調整情報を生成し、前記生成され
た前記画面調整情報を前記情報端末と前記表示装置との組み合わせに対応付けて前記デー
タベースに登録する画像表示方法。
【請求項１２】
　請求項８乃至１１のいずれか一項に記載の画像表示方法において、
　前記情報端末は、アプリケーションを実行可能であると共に実行中のアプリケーション
が切り替わったか否かを判定し、
　前記情報端末は、前記実行中のアプリケーションが切り替わったと判定すると、切替後
に実行中のアプリケーションに対応した前記画面調整情報を取得する画像表示方法。
【請求項１３】
　表示装置であって、
　情報端末から出力されるサイズ調整領域を含む映像信号から前記サイズ調整領域を除去
せずに前記表示装置の表示部のアスペクト比に変倍した第１の表示画像を生成する表示制
御手段と、
　前記表示制御手段により生成された前記第１の表示画像を前記情報端末へ送信する画像
送信手段と、を備え、
　前記表示制御手段は、前記画像送信手段により送信された前記第１の表示画像に基づい
て前記情報端末が取得した画面調整情報を前記情報端末から受信した後は、前記画面調整
情報に基づいて前記第１の表示画像よりも前記サイズ調整領域が狭められた第２の表示画
像を生成する表示装置。
【請求項１４】
　表示装置であって、
　情報端末から出力されるサイズ調整領域を含む映像信号から前記サイズ調整領域を除去
せずに前記表示装置の表示部のアスペクト比に変倍した第１の表示画像を生成する表示制
御手段と、
　前記第１の表示画像に基づいて、前記表示制御手段が表示画面の生成に用いる画面調整
情報を生成する画面調整情報生成手段と、
　を備え、
　前記表示制御手段は、前記画面調整情報生成手段により生成された前記画面調整情報に
基づいて前記第１の表示画像よりも前記サイズ調整領域が狭められた第２の表示画像を生
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成する表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像表示システム、画像表示方法、及び画像表示システムに用いられる表示
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、映像信号に基づいて映像を表示部に表示する際、映像信号のアスペクト比が表示
部のアスペクト比と異なる場合には、映像の上下や左右に黒帯領域を付して画面サイズが
調整される。特許文献１には、入力映像信号の輝度レベルに基づき黒帯領域を検出し、そ
の黒帯領域を除いた映像を伸長することで、黒帯無く映像を表示部に表示させる映像変換
装置が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２２９７８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の手法では、表示すべき映像中の暗い部分等を黒帯として誤検出する
おそれがある。その結果、除去される黒帯領域がフレームごとに変わり、再生中に映像の
伸縮を繰り返し、ユーザに不快感を与えるおそれがある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一態様による画像表示システムは、表示装置と情報端末とを備え、表示装置は
、情報端末が出力するサイズ調整領域を含む映像信号からサイズ調整領域を除去せずに表
示装置の表示部のアスペクト比に変倍した第１の表示画像を生成する表示制御手段と、表
示制御手段により生成された第１の表示画像を情報端末へ出力する画像送信手段と、を有
し、情報端末は、表示装置へ映像信号を出力する映像出力手段と、画像送信手段により送
信された第１の表示画像に基づいて、表示制御手段が表示装置に表示される表示画面の生
成に用いる画面調整情報を取得する画面調整情報取得手段と、画面調整情報取得手段によ
り取得された画面調整情報を表示装置へ送信する情報送信手段と、を有し、表示制御手段
は、情報送信手段により送信された画面調整情報に基づいて第１の表示画像よりもサイズ
調整領域が狭められた第２の表示画像を生成する。
【０００６】
　本発明の別の一態様による画像表示方法は、情報端末がサイズ調整領域を含む映像信号
を表示装置へ出力し、映像信号からサイズ調整領域を除去せずに表示装置の表示部のアス
ペクト比に変倍した第１の表示画像を生成し、第１の表示画像を前記情報端末へ出力し、
情報端末が第１の表示画像に基づいて、表示装置による表示画面の生成に用いられる画面
調整情報を取得し、画面調整情報を表示装置へ送信し、表示装置が画面調整情報に基づき
第１の表示画像よりもサイズ調整領域が狭められた第２の表示画像を生成する。
【０００７】
　本発明の別の一態様による表示装置は、情報端末から出力されるサイズ調整領域を含む
映像信号からサイズ調整領域を除去せずに表示装置の表示部のアスペクト比に変倍した第
１の表示画像を生成する表示制御手段と、表示制御手段により生成された第１の表示画像
を情報端末へ送信する画像送信手段と、を備え、表示制御手段は、画像送信手段により送
信された第１の表示画像に基づいて情報端末が取得した画面調整情報を情報端末から受信
した後は、画面調整情報に基づいて第１の表示画像よりもサイズ調整領域が狭められた第
２の表示画像を生成する。
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【０００８】
　本発明の別の一態様による表示装置は、情報端末から出力されるサイズ調整領域を含む
映像信号からサイズ調整領域を除去せずに表示装置の表示部のアスペクト比に変倍した第
１の表示画像を生成する表示制御手段と、第１の表示画像に基づいて、表示制御手段が表
示画面の生成に用いる画面調整情報を生成する画面調整情報生成手段と、を備え、表示制
御手段は、画面調整情報生成手段により生成された画面調整情報に基づいて第１の表示画
像よりもサイズ調整領域が狭められた第２の表示画像を生成する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、ユーザが快適に映像を視聴することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る画像表示システムの構成を示す図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る表示装置と、情報端末の構成を示すブロック図で
ある。
【図３】情報端末の表示部および表示装置の表示部に表示された画面の一例を示す図であ
る。
【図４】情報端末におけるソフトウェアの概略構成を示す図である。
【図５】サイズ調整領域（黒帯領域）に関する説明に用いる図である。
【図６】第１の実施の形態における画面調整情報のデータフォーマットの一例を示す図で
ある。
【図７】第１の実施の形態に係る画像表示システムにおける車載装置１と携帯端末２の連
携機能の初期動作に関するフローチャートである。
【図８】図７のステップＳ２０４の処理に関するフローチャートである。
【図９】第２の実施の形態における画面調整情報のデータフォーマットの一例を示す図で
ある。
【図１０】第２の実施の形態における画面調整情報取得機能に関するフローチャートであ
る。
【図１１】図１０のステップＳ４０２の処理に関するフローチャートである。
【図１２】第３の実施の形態に係る画像表示システムの構成を示す図である。
【図１３】第３の実施の形態に係る画像表示システムにおける車載装置１と携帯端末２の
連携機能の初期動作に関するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
―第１の実施の形態―
　図１は、本発明の一実施形態に係る画像表示システムの構成を示す図である。図１に示
す画像表示システム１００は、車載装置１と携帯端末２とサーバ５とを備える。車載装置
１と携帯端末２は、近距離無線通信と、映像・音声ケーブル３を介した有線通信で互いに
接続される。車載装置１と携帯端末２の間で行われる近距離無線通信には、たとえばBlue
tooth（登録商標）などを用いることができる。映像・音声ケーブル３を介した有線通信
には、たとえばＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）（登録商標）などを
用いることができる。
【００１２】
　車載装置１は、車両内、たとえば車両のインストルメントパネル内などに設置されてい
る。車載装置１には、表示部１１と、操作キー（操作スイッチ）１２ａ、１２ｂ、１２ｃ
、１２ｄおよび１２ｅとが設けられている。表示部１１は、各種の画像（静止画像、動画
像、映像）を表示可能な表示モニタであり、たとえば液晶ディスプレイによって構成され
る。操作キー１２ａ～１２ｅは、ユーザの入力操作を検出するための操作スイッチ類であ
り、車載装置１が実行中の処理に応じて様々な機能が割り当てられる。ユーザは、操作キ
ー１２ａ～１２ｅのうち任意の操作キーを操作することで、所望の機能を車載装置１に実
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行させることができる。なお、図１では操作キー１２ａ～１２ｄを押圧可能なボタン式の
スイッチとし、操作キー１２ｅを左右に回転可能なダイヤル式のスイッチとした例を示し
ているが、各操作キーの配置、構造、数などはこの例に限定されない。また、表示部１１
をタッチパネル式の表示モニタとし、操作キーの一部または全部を省略してもよい。
【００１３】
　携帯端末２は、ユーザが持ち運び可能な携帯型の情報端末であり、たとえば携帯電話、
スマートフォン、タブレットＰＣなどである。携帯端末２には、表示部２１が設けられて
いる。表示部２１は、各種の画像（静止画像、動画像、映像）を表示可能なタッチパネル
式の表示モニタであり、たとえばタッチ位置を検出するタッチセンサと液晶ディスプレイ
とを組み合わせて構成される。ユーザは、表示部２１に表示される画像の内容に応じて、
表示部２１上で任意の位置を指等でタッチすることで、所望の機能を携帯端末２に実行さ
せることができる。なお、ここでは表示部２１をタッチパネル式の表示モニタとした例を
説明したが、タッチパネル式ではない通常の表示モニタとしてもよい。その場合、携帯端
末２が実行する処理の内容に応じた各種の操作スイッチを携帯端末２に設けることが好ま
しい。あるいは、表示部２１をタッチパネル式の表示モニタとし、さらに所定の操作に対
応する操作スイッチを携帯端末２に設けてもよい。
【００１４】
　携帯端末２は、携帯電話網やインターネットなどにより構築された公衆通信回線網４と
の間で無線通信を行うことにより、公衆通信回線網４を介してサーバ５に接続することが
できる。サーバ５は、詳細を後述する画面調整情報に関するデータベース５１が記憶され
ており、このデータベース５１の管理を行う管理装置である。
【００１５】
　図２は、車載装置１および携帯端末２の構成を示すブロック図である。図２に示すよう
に車載装置１は、制御部１０、表示部１１、操作部１２、音声出力部１３、メモリ部１４
、近距離無線通信インタフェース部１５および映像・音声信号入力部１６を有する。一方
、携帯端末２は、制御部２０、表示部２１、操作部２２、音声出力部２３、メモリ部２４
、近距離無線通信インタフェース部２５、映像・音声信号出力部２６、無線通信部２７お
よびＧＰＳ（Global Positioning System）受信部２８を有する。
【００１６】
　車載装置１において、制御部１０は、マイクロプロセッサや各種周辺回路、ＲＡＭ、Ｒ
ＯＭ等によって構成されており、メモリ部１４に記録されている制御プログラムを実行す
ることにより各種機能を実現する。たとえば、制御部１０は、映像データに基づいて表示
画像を生成し、その表示画像を表示部１１に表示させる表示制御機能を実現する。
【００１７】
　表示部１１は、図１を用いて前述したように、液晶ディスプレイ等によって構成される
表示モニタである。操作部１２は、ユーザの入力操作を検出するためのスイッチであり、
たとえば図１に示した操作キー１２ａ～１２ｅによって実現される。なお、前述のように
表示部１１をタッチパネル式の表示モニタとすることで、表示部１１と操作部１２を一体
化された構成としてもよい。操作部１２に対して行われたユーザの入力操作内容は制御部
１０へ出力され、制御部１０が行う処理に反映される。
【００１８】
　音声出力部１３は、アンプ、スピーカ等を有しており、制御部１０の制御によって各種
の音声を出力することができる。たとえば、携帯端末２または不図示の記録媒体から読み
出された音楽データを再生した音楽や、車両を目的地まで誘導するための誘導音声などが
音声出力部１３から出力される。
【００１９】
　メモリ部１４は、不揮発性のデータ格納装置であり、たとえばＨＤＤ（ハードディスク
ドライブ）やフラッシュメモリ等によって実現される。メモリ部１４には、たとえば制御
部１０において用いられる前述の制御プログラム、車載装置１の識別情報など、各種のデ
ータが記憶されている。車載装置１の識別情報は、車載装置１の機種を識別するための情
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報であり、たとえば車載装置１の型番に関する情報を含む。メモリ部１４におけるデータ
の読み出しおよび書き込みは、制御部１０の制御により必要に応じて行われる。
【００２０】
　近距離無線通信インタフェース部１５は、制御部１０の制御により、携帯端末２との間
で近距離無線通信を行う際に必要なインタフェース処理を行う。たとえば、制御部１０か
ら出力された情報を所定の無線信号形式に変換して携帯端末２へ送信したり、携帯端末２
から所定の無線信号形式で出力された情報を受信して制御部１０へ出力したりする。近距
離無線通信インタフェース部１５によるインタフェース処理は、Bluetooth等の所定の通
信規格に従って行われる。この近距離無線通信インタフェース部１５が行う処理により、
車載装置１と携帯端末２との間で所定の近距離無線通信インタフェースが確立され、この
近距離無線通信インタフェースを介した情報の入出力が行われる。
【００２１】
　映像・音声信号入力部１６は、映像・音声ケーブル３を介して携帯端末２から入力され
る映像信号と音声信号を画面表示用の映像データと音声出力用の音声データにそれぞれ変
換し、制御部１０へ出力する。制御部１０は、表示制御機能により、映像・音声信号入力
部１６が出力した映像データに基づいて表示部１１に全画面表示させる表示画像を生成し
、その表示画像を表示部１１に表示させる。また、制御部１０は、映像・音声信号入力部
１６により出力された音声データに基づいて、音声出力部１３から音声を出力させる。こ
の映像・音声信号入力部１６が行う処理により、有線通信インタフェースである映像・音
声ケーブル３を介して、携帯端末２からの映像信号および音声信号が車載装置１において
入力される。
【００２２】
　一方、携帯端末２において、制御部２０は、車載装置１の制御部１０と同様にマイクロ
プロセッサや各種周辺回路、ＲＡＭ、ＲＯＭ等によって構成されており、メモリ部２４に
記録されている制御プログラムに基づいて各種の処理を実行する。
【００２３】
　表示部２１は、前述したようなタッチパネル式の表示モニタである。操作部２２は、ユ
ーザの入力操作を検出するための部分である。なお、図２では表示部２１と操作部２２を
別々の構成として示しているが、実際には、操作部２２はタッチパネル式の表示部２１と
一体化された構造を有している。あるいは、前述のように操作スイッチを携帯端末２に設
けた場合は、その操作スイッチが操作部２２に対応する。操作部２２に対して行われたユ
ーザの入力操作内容は制御部２０へ出力され、制御部２０が行う処理に反映される。
【００２４】
　音声出力部２３は、アンプ、スピーカ等を有しており、制御部２０の制御によって各種
の音声を出力することができる。たとえば、携帯端末２を用いて通話を行ったときには、
通話相手の音声が音声出力部２３から出力される。
【００２５】
　メモリ部２４は、車載装置１のメモリ部１４と同様の不揮発性のデータ格納装置であり
、制御部２０の処理において利用するための各種のデータが記憶されている。このメモリ
部２４には、ユーザが予め入手した様々なアプリケーションプログラム（以下、単にアプ
リケーションと称する）が記憶されている。ユーザは、メモリ部２４に記憶された各種ア
プリケーションの中からいずれかを選択して制御部２０に実行させることにより、様々な
機能を携帯端末２において実現することができる。また、メモリ部２４には、携帯端末２
の型番など、携帯端末２の機種を識別するための識別情報や、詳細を後述する校正用画像
なども記憶されている。
【００２６】
　近距離無線通信インタフェース部２５は、車載装置１の近距離無線通信インタフェース
部１５と同様に、所定の通信規格に基づいたインタフェース処理を行う。すなわち、近距
離無線通信インタフェース部１５と近距離無線通信インタフェース部２５とが互いに無線
通信で情報を授受することにより、車載装置１と携帯端末２の間で近距離無線通信インタ
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フェースが確立され、この近距離無線通信インタフェースを介した相互の情報通信が実現
される。
【００２７】
　映像・音声信号出力部２６は、制御部２０により生成された画像と音声を、たとえばＨ
ＤＭＩ等の所定の通信規格に応じた映像信号と音声信号にそれぞれ変換し、映像・音声ケ
ーブル３を介して車載装置１へ出力する。この映像信号と音声信号が車載装置１において
映像・音声信号入力部１６に入力されると、携帯端末２において表示部２１に表示される
のと同一の画面が車載装置１の表示部１１にも表示される。また、携帯端末２において音
声出力部２３から出力されるのと同一の音声が車載装置１の音声出力部１３からも出力さ
れる。こうした機能はビデオミラーリングと呼ばれている。
【００２８】
　無線通信部２７は、携帯端末２を図１の公衆通信回線網４に接続するための無線通信を
行う。携帯端末２は、無線通信部２７が行う無線通信により、公衆通信回線網４を介して
、他の携帯端末との間で通話を行ったり、サーバ５から前述の画面調整情報などの情報を
必要に応じてダウンロードしたりすることができる。
【００２９】
　ＧＰＳ受信部２８は、ＧＰＳ衛星から送信されるＧＰＳ信号を受信して制御部２０へ出
力する。ＧＰＳ信号には、携帯端末２の現在位置と現在時刻を求めるための情報として、
そのＧＰＳ信号を送信したＧＰＳ衛星の位置と送信時刻に関する情報が含まれている。し
たがって、所定数以上のＧＰＳ衛星からＧＰＳ信号を受信することにより、これらの情報
に基づいて現在位置と現在時刻を制御部２０において算出することができる。
【００３０】
　本画像表示システムに備わる車載装置１と携帯端末２は、車載装置１と携帯端末２とが
互いに接続された状態において、以下で説明する連携機能を有している。この連携機能を
用いることにより、携帯端末２の表示部２１で表示中の画面、たとえばメニュー画面を車
載装置１の表示部１１にも表示すること、携帯端末２において実行中のアプリケーション
に応じた画像出力や音声出力を車載装置１で行うこと、車載装置１に対して行われたユー
ザの操作内容を携帯端末２において実行されているアプリケーションの動作に反映させる
ことなどが可能となる。
【００３１】
　たとえば、携帯端末２においてナビゲーション用のアプリケーションを実行することに
より、車両を目的地まで誘導するためのナビゲーション処理を行うことができる。このナ
ビゲーション処理では、携帯端末２において現在位置付近の地図を描画した地図画面を作
成し、その地図画面を表す画像情報を、前述の映像信号により、映像・音声信号出力部２
６から映像・音声ケーブル３を介して映像・音声信号入力部１６へ出力する。これにより
、携帯端末２から車載装置１へ地図画面を送信し、車載装置１の表示部１１において現在
位置付近の地図画面を表示できるようにする。また、車載装置１の操作部１２または携帯
端末２の操作部２２を操作してユーザが目的地を設定すると、車両の現在位置を出発地と
して、その出発地から設定された目的地までの推奨経路を携帯端末２において探索する。
そして、推奨経路上の誘導地点に車両が近づくと、その誘導地点における車両の進行方向
に応じた誘導音声を携帯端末２から車載装置１へ送信する。これにより、車載装置１の音
声出力部１３から誘導音声を出力できるようにする。なお、このとき携帯端末２から車載
装置１に対して、誘導音声出力の開始と終了のタイミングに応じてそれぞれ所定の信号を
出力してもよい。このようにすれば、車載装置１においてラジオ放送や再生中のＣＤ等に
よる音声が出力されている場合であっても、その音声のボリュームを誘導音声の出力中に
は低下させ、ユーザが誘導音声を聞き取りやすくすることができる。以上説明したように
、表示部１１に地図画像を表示したり、音声出力部１３から誘導音声を出力したりするこ
とで、車載装置１は、ユーザが迷わずに車両を目的地まで運転できるようにするための報
知をユーザに対して行う。
【００３２】
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　なお、携帯端末２がナビゲーション用のアプリケーションを実行するために必要な地図
データ等の各種データは、携帯端末２のメモリ部２４において予め記憶されたものを使用
してもよい。あるいは、メモリ部２４には必要最小限のデータのみを記憶しておき、携帯
端末２がナビゲーション用のアプリケーションを実行したときには、無線通信部２７を用
いて所定のサーバに接続し、必要なデータをその都度取得するようにしてもよい。
【００３３】
　携帯端末２では、上記のようなナビゲーション用のアプリケーションを含む複数のアプ
リケーションのうち、ユーザに選択されたアプリケーションを実行する。ユーザは、携帯
端末２の表示部２１に表示されるメニュー画面において、操作部２２を操作して所望のア
プリケーションを選択することにより、携帯端末２に実行させるアプリケーションの選択
を行うことができる。このメニュー画面には、たとえば、連携機能を利用可能な各アプリ
ケーションのアイコンが並べて表示されている。ユーザがメニュー画面上でいずれかのア
イコンをタッチパネル操作等により選択すると、そのアイコンに対応するアプリケーショ
ンが携帯端末２において実行される。
【００３４】
　さらに携帯端末２は、映像・音声信号出力部２６からの映像信号によりメニュー画面を
車載装置１へ送信する。車載装置１は、携帯端末２から送信された映像信号に基づいて、
表示部１１にメニュー画面を表示する。このメニュー画面において、ユーザがタッチパネ
ルの一部である操作部１２のタッチ操作により所望のアプリケーションを選択すると、そ
のタッチ操作に応じた操作情報が近距離無線通信インタフェース部１５により車載装置１
から携帯端末２へ送信される。
【００３５】
　図３（ａ）は、携帯端末２の表示部２１に表示されたメニュー画面の一例を示す。この
メニュー画面には、携帯端末２において実行可能なアプリケーションＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ
、およびＦの６個のアイコン８１～８６が並べて表示されている。
【００３６】
　図３（ｂ）は、連携機能により車載装置１へ送信され、車載装置１の表示部１１に表示
されたメニュー画面の一例を示す。図３（ｂ）に示すメニュー画面においても、アイコン
８１～８６が並べて表示されている。ユーザは、操作キー１２ａ～１２ｅなどを用いて、
表示部１１に表示されたアイコン８１～８６のいずれかを選択することができる。表示部
１１に表示されたアイコン８１～８６の中からいずれかが選択されると、その操作内容に
関する情報が携帯端末２に出力され、選択されたアプリケーションが携帯端末２において
実行される。
【００３７】
　車載装置１から送信された操作情報は、携帯端末２において近距離無線通信インタフェ
ース部２５により受信され、制御部２０へ出力される。こうして受信された操作情報に基
づいて、制御部２０は、車載装置１においてどのアプリケーションがユーザに選択された
かを認識し、当該アプリケーションを実行する。これによりユーザは、携帯端末２の表示
部２１に表示されるメニュー画面を用いた場合と同様に、所望のアプリケーションを車載
装置１において選択し、携帯端末２に実行させることができる。
【００３８】
　なお、制御部２０は、各アプリケーションをフォアグランドまたはバックグランドで実
行することができる。フォアグランドで実行した場合、そのアプリケーションは車載装置
１および携帯端末２において画像表示や操作入力の対象とされる。一方、バックグランド
で実行した場合、そのアプリケーションに応じた処理が制御部２０により実行されるが、
そのアプリケーションは車載装置１および携帯端末２において画像表示や操作入力の対象
とはされない。ただし、音声についてはバックグランド実行中のアプリケーションから出
力してもよい。
【００３９】
　車載装置１と携帯端末２とを互いに接続して前述のような連携機能を実現するために、
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携帯端末２には、アプリケーションマネージャと呼ばれるアプリケーションが予めインス
トールされてメモリ部２４に記憶されている。すなわち、メモリ部２４には、アプリケー
ションマネージャを含む複数のアプリケーションが記憶されている。車載装置１に携帯端
末２が接続されると、このアプリケーションマネージャがメモリ部２４から読み出され、
制御部２０において実行される。
【００４０】
　図４は、携帯端末２におけるソフトウェアの概略構成を示す図である。図４において、
アプリケーションマネージャ２０１は、サブアプリケーションＭａと、サブアプリケーシ
ョンＭｓとを有している。
【００４１】
　サブアプリケーションＭａは、アプリケーションマネージャ２０１以外のアプリケーシ
ョンを起動するためのランチャ機能を有している。制御部２０は、サブアプリケーション
Ｍａをフォアグランドで実行することにより、これらの機能を利用することができる。た
とえば、ランチャ機能を用いて、他のアプリケーションを呼び出し、サブアプリケーショ
ンＭａに代えてそのアプリケーションを制御部２０にフォアグランドで実行させることが
できる。
【００４２】
　サブアプリケーションＭｓは、携帯端末２を車載装置１に接続するための通信機能と、
サーバ５のデータベース５１から画面調整情報を取得するための画面調整情報取得機能と
を有している。制御部２０は、サブアプリケーションＭｓをバックグランドで実行するこ
とにより、これらの機能を利用することができる。たとえば、通信機能を用いて、携帯端
末２と車載装置１との間で連携時に必要な各種の通信情報をやり取りすることができる。
また、画面調整情報取得機能を用いて、車載装置１と携帯端末２との組み合わせに対応し
た画面調整情報をサーバ５から取得することができる。
【００４３】
　以上説明したように、アプリケーションマネージャ２０１は、制御部２０においてフォ
アグランドで実行されるサブアプリケーションＭａと、制御部２０においてバックグラン
ドで実行されるサブアプリケーションＭｓとに分けて構成されている。このようにするこ
とで、アプリケーションマネージャ２０１の機能分担を最適化し、フォアグランドとバッ
クグランドでそれぞれ実行するのに適した機能分担とすることができる。
【００４４】
　アプリケーションマネージャ２０１は、サブアプリケーションＭａのランチャ機能によ
り、アプリケーション２０２に含まれるアプリケーションのいずれかを呼び出す。呼び出
されたアプリケーションは、サブアプリケーションＭａに代えて制御部２０によりフォア
グランドで実行される。なお、図４に対する以下の説明では、アプリケーションＡが実行
されているものとして説明する。
【００４５】
　ＯＳ（オペレーティングシステム）２０３は、携帯端末２の全体的な動作を管理するた
めのソフトウェアである。携帯端末２を車載装置１に接続した場合、ＯＳ２０３は、制御
部２０においてバックグランドで実行されるサブアプリケーションＭｓと、ＳＰＰ（Seri
al Port Profile）プロファイル２０４およびＨＩＤ（Human Interface Device Profile
）プロファイル２０５との間で入出力される情報の仲介を行う。ＳＰＰプロファイル２０
４およびＨＩＤプロファイル２０５は、車載装置１と携帯端末２の間で行われる近距離無
線通信において利用されるドライバであり、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈで用いられる規格の一部
として標準化されている。
【００４６】
　ＳＰＰプロファイル２０４は、サブアプリケーションＭｓの通信機能により携帯端末２
と車載装置１の間で入出力される通信情報の送受信処理を行う。携帯端末２から車載装置
１へ送信される通信情報には、画面調整情報取得機能により取得された画面調整情報など
が含まれる。車載装置１から携帯端末２へ送信される通信情報には、車載装置１の識別情
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報などが含まれる。一方、ＨＩＤプロファイル２０５は、車載装置１におけるユーザの操
作内容に応じて車載装置１から出力される操作情報を受信するための処理を行う。ＳＰＰ
プロファイル２０４およびＨＩＤプロファイル２０５により受信された各情報の内容は、
ＯＳ２０３を介してサブアプリケーションＭｓに出力され、サブアプリケーションＭｓの
通信機能により実行中のアプリケーションへと受け渡される。なお、これらの各情報の送
受信は、車載装置１の近距離無線通信インタフェース部１５と携帯端末２の近距離無線通
信インタフェース部２５との間で無線通信により行われる。
【００４７】
　制御部２０においてサブアプリケーションＭａをフォアグランドで実行中の場合、サブ
アプリケーションＭａは、前述のランチャ機能により、ユーザに実行するアプリケーショ
ンを選択させるためのメニュー画面の画像を生成する。また、制御部２０においてアプリ
ケーションＡをフォアグランドで実行中の場合、アプリケーションＡは、所定の画像や音
声を生成する。これらの画像や音声は、音声・画像メモリ２０６に一時的に記憶された後
、ＨＤＭＩドライバ２０７へ出力される。
【００４８】
　ＨＤＭＩドライバ２０７は、ＨＤＭＩで定められた方式に従って、サブアプリケーショ
ンＭａやアプリケーションＡにより生成された画像や音声を映像信号や音声信号に変換す
る処理を行う。ＨＤＭＩドライバ２０７は、画像を映像信号に変換する際、その映像信号
の画面サイズを所定値、たとえば７２０×５７６ピクセルに変更する。なお、映像信号の
画面サイズは、携帯端末２の機種ごとに様々な値が設定されている。サブアプリケーショ
ンＭａやアプリケーションＡにより生成された画像のアスペクト比が所定の画面サイズの
アスペクト比と異なる場合、サブアプリケーションＭａやアプリケーションＡにより生成
された画像の縦横を同倍率で変倍しても所定の画面サイズにならない。ＨＤＭＩドライバ
２０７は、変倍した画像の上下または左右に帯状の領域を付加して画面サイズを調整する
。たとえば、図５（ａ）に示す１２８０×７２０ピクセル（アスペクト比１６：９）の画
像を７２０×５７６ピクセル（アスペクト比１０：８）に変倍する場合、ＨＤＭＩドライ
バ２０７は、図５（ｂ）に示すように、１６：９のアスペクト比を保ったまま７２０×４
０５ピクセルに縮小し、その画像の上下に幅が約８６ピクセルの帯状の領域を付加する。
なお、図５（ｂ）では、帯状の領域は、図示上の制限によりハッチングが掛けられている
が、典型的には黒色で塗りつぶされている。以降、帯状の領域のことを黒帯領域と呼ぶ。
なお、第１の実施の形態では、ＨＤＭＩドライバ２０７が映像信号に変換する際に変更す
る画面サイズは、映像信号の基になる画像を生成したアプリケーションによらず、同じ携
帯端末２であれば一定であるものとしている。
【００４９】
　ＨＤＭＩドライバ２０７の変換処理により生成された映像信号や音声信号は、映像・音
声信号出力部２６により、映像・音声ケーブル３を介して車載装置１へ出力される。車載
装置１は、黒帯領域が付加された映像信号を受信すると、表示制御機能により、映像信号
から黒帯領域を除去し、除去後の画像を表示部１１のアスペクト比に変倍して表示画像を
生成する。図３（ｂ）は、その表示画像を表示部１１に表示した一例を示している。なお
、ここで黒帯領域の除去とは、黒帯領域の幅を厳密にゼロにする処理だけでなく、黒帯領
域の幅を狭めて実質的にゼロに近づける処理を含む。
【００５０】
　前述の画面調整情報は、表示制御機能による表示画面の生成に用いられ、特に映像信号
から黒帯領域を除去する際に用いられる。図６は、画面調整情報のデータフォーマットの
一例を示す。画面調整情報は、車載装置１の識別情報と、携帯端末２の識別情報と、黒帯
領域の幅に関する情報とを有する。画面調整情報は、図１に示したデータベース５１に複
数登録されており、それぞれ車載装置１と携帯端末２の組み合わせに対応する黒帯領域の
幅を表す。黒帯領域の幅は、映像信号の上端側、下端側、左端側、右端側で除去する黒帯
の幅をそれぞれ有する。
【００５１】
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　図７は、第１の実施の形態に係る画像表示システムにおける車載装置１と携帯端末２の
連携機能の初期動作に関するフローチャートである。図７に示す動作は、車載装置１と携
帯端末２が起動した状態から始まり、車載装置１の制御部１０と携帯端末２の制御部２０
とが協働して行う。
【００５２】
　車載装置１の制御部１０は、図７の動作を開始するとステップＳ１０１に進み、携帯端
末２の接続を検知したか否かを判定する。制御部１０は、携帯端末２の接続を検知するま
でステップＳ１０１の判定を繰り返し、携帯端末２の接続を検知するとステップＳ１０２
に進み、近距離無線通信インタフェース部１５を介して携帯端末２へ要求信号を送信し、
映像信号の送信を要求する。その後、制御部１０は、ステップＳ１０３に進み、映像信号
を受信したか否かを判定する。制御部１０は、映像信号を受信するまでステップＳ１０３
の判定を繰り返す。
【００５３】
　携帯端末２の制御部２０は、図７の動作を開始するとステップＳ２０１に進み、要求信
号を受信したか否かを判定する。制御部２０は、ステップＳ１０２で送信された要求信号
を受信するまでステップＳ２０１の処理を繰り返す。制御部２０は、ステップＳ２０１に
おいて近距離無線通信インタフェース部２５を介して要求信号を受信するとステップＳ２
０２に進み、全面白色の校正用画像に関する映像信号を映像・音声信号出力部２６を介し
て車載装置１へ送信する。この映像信号には、ＨＤＭＩドライバ２０７により、白色の校
正用画像の上下または左右に黒帯領域が付加される。なお、校正用画像は、携帯端末２の
メモリ部２４に記憶されている。
【００５４】
　車載装置１の制御部１０は、映像・音声信号入力部１６を介して校正用画像に関する映
像信号を受信すると、ステップＳ１０３の判定を肯定判定し、ステップＳ１０４に進む。
ステップＳ１０４において、制御部１０は、表示制御機能によりその映像信号に対して黒
帯領域の除去を行わずに表示画像を生成し、生成された表示画像を取得する。このとき表
示制御機能により生成された表示画像のことを標本画像と呼ぶ。制御部１０は、ステップ
Ｓ１０５において、その標本画像と、メモリ部１４に記憶されている車載装置１の識別情
報とを近距離無線通信インタフェース部１５を介して携帯端末２へ送信する。その後、制
御部１０は、ステップＳ１０６に進み、画面調整情報を受信したか否かを判定する。制御
部１０は、画面調整情報を受信するまでステップＳ１０６の判定を繰り返す。
【００５５】
　携帯端末２の制御部２０は、ステップＳ２０２の動作完了後、ステップＳ２０３に進み
、標本画像および車載装置１の識別情報を受信したか否かを判定する。制御部２０は、標
本画像および車載装置１の識別情報を受信するまでステップＳ２０３の処理を繰り返す。
車載装置１の制御部１０がステップＳ１０５において標本画像および車載装置１の識別情
報を送信すると、制御部２０は、近距離無線通信インタフェース部２５を介してそれらの
情報を受信し、ステップＳ２０３の判定を肯定判定し、ステップＳ２０４に進む。
【００５６】
　ステップＳ２０４では、携帯端末２の制御部２０は、ステップＳ２０３で受信した標本
画像および車載装置１の識別情報と、メモリ部２４に記憶されている携帯端末２の識別情
報とに基づいて、サーバ５から画面調整情報を取得する。ステップＳ２０４の処理につい
ては、図８を用いて後述する。ステップＳ２０５では、携帯端末２の制御部２０は、ステ
ップＳ２０４で取得した画面調整情報を近距離無線通信インタフェース部２５を介して車
載装置１へ送信し、初期動作を終了する。
【００５７】
　車載装置１の制御部１０は、近距離無線通信インタフェース部１５を介して画面調整情
報を受信すると、ステップＳ１０６の判定を肯定判定し、ステップＳ１０７に進み、受信
した画面調整情報を表示制御機能に適用し、初期動作を終了する。ステップＳ１０７以降
、制御部１０は、表示制御機能において、携帯端末２から受信した映像信号に対して画面
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調整情報に基づいて黒帯領域を除去し、除去後の画像を変倍して、表示画像を生成する。
【００５８】
　図８は、ステップＳ２０４の処理に関するフローチャートである。図８に示す処理は、
携帯端末２の制御部２０とサーバ５とが協働して実行される。サーバ５は、予め立ち上が
っており、図８の処理が開始した時点でステップＳ３０１の処理を実行している。ステッ
プＳ３０１では、サーバ５は、標本画像に関する情報と、車載装置１および携帯端末２の
識別情報とを携帯端末２から受信したか否かを判定する。サーバ５は、それらの情報を受
信するまでステップＳ３０１の処理を繰り返す。ステップＳ２４１では、携帯端末２の制
御部２０は、図７のステップＳ２０３で受信した標本画像および車載装置１の識別情報と
、メモリ部２４に記憶されている携帯端末２の識別情報とをサーバ５へ送信する。サーバ
５は、ステップＳ２４１で送信された情報を受信すると、ステップＳ３０１を肯定判定し
てステップＳ３０２に進む。
【００５９】
　サーバ５は、ステップＳ３０２において、ステップＳ３０１で受信した車載装置１の識
別情報と携帯端末２の識別情報とに対応する画面調整情報がデータベース５１に登録され
ているか否かを判定する。サーバ５は、ステップＳ３０１で受信した車載装置１の識別情
報と携帯端末２の識別情報の組み合わせに対応する画面調整情報をデータベース５１の中
から検索する。サーバ５は、車載装置１の識別情報と携帯端末２の識別情報とに対応する
画面調整情報がデータベース５１に登録されている場合、ステップＳ３０７において検索
により画面調整情報を取得し、ステップＳ３０６に進み、その画面調整情報を携帯端末２
へ送信する。サーバ５は、画面調整情報がデータベース５１に登録されておらず、検索に
より画面調整情報を取得できなかった場合は、ステップＳ３０３に進む。
【００６０】
　ステップＳ３０３では、サーバ５は、標本画像から黒帯領域を検出する。黒帯領域の検
出は、たとえば、標本画像のすべての画素について輝度信号が所定値以上か否かを判別し
、輝度信号が所定値未満の領域を黒帯領域として検出することにすればよい。また、標本
画像に対してエッジ検出処理を行って黒帯領域とそれ以外の画像領域との境界を検出する
ことにしてもよい。校正用画像が全面白色であるため、校正用画像と黒帯領域とが紛れる
ことがなく、精度よく黒帯領域を検出することができる。
【００６１】
　ステップＳ３０４では、サーバ５は、ステップＳ３０３で標本画像の上端側に検出され
た黒帯領域の幅、下端側に検出された黒帯領域の幅、左端側に検出された黒帯領域の幅、
右端側に検出された黒帯領域の幅をそれぞれ画素数単位で算出し、画面調整情報を生成す
る。
【００６２】
　ステップＳ３０５では、サーバ５は、ステップＳ３０４で生成された画面調整情報を車
載装置１の識別情報および携帯端末２の識別情報に対応付けて画面調整情報としてデータ
ベース５１に登録する。以降、車載装置１と携帯端末２の同一の組み合わせについては、
画面調整情報を新たに生成する必要がなく、データベース５１に登録済みの画面調整情報
を使用することができる。
【００６３】
　ステップＳ３０６では、サーバ５は、ステップＳ３０４で生成された画面調整情報を携
帯端末２へ送信し、ステップＳ３０１に戻る。
 
 
【００６４】
　ステップＳ２４２では、携帯端末２の制御部２０は、ステップＳ３０６で送信された画
面調整情報を受信する。したがって、制御部２０は、画面調整情報の取得動作を完了する
。制御部２０は、図８の動作を終了する。
【００６５】
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　上述した第１の実施の形態によれば、次の作用効果が得られる。
（１）本発明の第１の実施の形態に係る画像表示システムは、表示部１１を有する車載装
置１と携帯端末２とを備える。車載装置１は、表示制御機能を実現する制御部１０を有す
る。制御部１０は、表示制御機能により、携帯端末２が出力する映像信号に基づいて、サ
イズ調整領域、すなわち黒帯領域が付加された標本画像を生成し（ステップＳ１０４）、
近距離無線通信インタフェース部１５を介してその標本画像を携帯端末２へ出力する（ス
テップＳ１０５）。携帯端末２は、画面調整情報取得機能を実現する制御部２０を有する
。制御部２０は、ＨＤＭＩドライバ２０７を介して車載装置１へ校正用画像に関する映像
信号を出力し（ステップＳ２０２）、画面調整情報取得機能により標本画像に基づいて画
面調整情報を取得し（ステップＳ２０４）、その画面調整情報を近距離無線通信インタフ
ェース部２５を介して車載装置１へ送信する（ステップＳ２０５）。車載装置１の制御部
１０は、表示制御機能により、携帯端末２により送信された画面調整情報に基づいて黒帯
領域が所定量狭められた表示画像を生成する。したがって、ユーザが映像を快適に視聴す
ることができる。
（２）車載装置１の制御部１０は、表示制御機能により、画面調整情報を携帯端末２から
受信する前は標本画像を生成し、画面調整情報を携帯端末２から受信した後は画面調整情
報に応じて標本画像よりも黒帯領域が狭められた、たとえば黒帯領域が除去された表示画
像を生成する。画面調整情報を取得した後は標本画像が生成されないため、画面調整情報
がフレームごとに変わるということがなく、再生中に映像が伸縮することがないため、ユ
ーザが映像を快適に視聴することができる。
　特に車両に搭載される表示装置では、再生中に映像が伸縮すると、運転者の注意をそら
し、脇見運転を引き起こすおそれがある。本発明によると、再生中に映像が伸縮すること
がないため、運転者の注意をそらすことがなく、脇見運転を抑制することができる。
（３）携帯端末２の制御部２０は、画面調整情報取得機能により、画面調整情報が取得さ
れる前は、黒帯領域とは反対の全面白色の画像に関する映像信号を校正用画像の映像信号
として送信する（ステップＳ２０２）。したがって、標本画像から精度よく黒帯領域を検
出することができる。
（４）画面調整情報は、黒帯領域の幅に関する情報を含む。したがって、車載装置１が黒
帯領域を除去する際に映像信号から取り出す領域を容易に判断することができるとともに
、変倍する倍率を容易に算出することができる。
（５）画像表示システム１００は、データベース５１を有するサーバ５を有する。データ
ベース５１には、車載装置１と携帯端末２との組み合わせに対応付けて画面調整情報が記
憶されている。図８のステップＳ２４１において送信された車載装置１と携帯端末２との
組み合わせに対応する画面調整情報がデータベース５１に記憶されている場合は、サーバ
５は、その画面調整情報をデータベース５１から取得する（図８のステップＳ３０７）。
車載装置１と携帯端末２との組み合わせに対応する画面調整情報がデータベース５１に記
憶されていない場合は、サーバ５は、標本画像から黒帯領域を検出し（ステップＳ３０３
）、その検出結果に基づいて画面調整情報を生成し（ステップＳ３０４）、データベース
５１に登録する（ステップＳ３０５）。したがって、車載装置１と携帯端末２との組み合
わせに対応する画面調整情報をデータベース５１に蓄積していくことにより、同一の演算
を繰り返すことを防ぎ、画面表示システム全体の処理効率を向上させることができる。
（６）図８に示すように、サーバ５を用いて、標本画像から黒帯領域を検出し、画面調整
情報を生成することにした。したがって、車載装置１と携帯端末２に係る処理負荷を低減
することができる。
【００６６】
―第２の実施の形態―
　第２の実施の形態に係る画像表示システムについて説明する。第２の実施の形態に係る
画像表示システムは、図１に示した第１の実施の形態に係る画像表示システム１００と同
一構成、すなわち車載装置１と携帯端末２とサーバ５とを備える。第２の実施の形態にお
ける車載装置１および携帯端末２の構成は、図２に示した第１の実施の形態の車載装置１
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および携帯端末２の構成と同一である。第１の実施の形態では、ＨＤＭＩドライバ２０７
が映像信号に変換する際に変更する画面サイズは、映像信号の基になる画像を生成したア
プリケーションによらず一定であるものとした。本発明の第２の実施の形態では、ＨＤＭ
Ｉドライバ２０７が映像信号に変換する際に変更する画面サイズがアプリケーションごと
に設定される場合を想定し、携帯端末２がアプリケーションごとに異なる画面調整情報を
取得するようにする。
【００６７】
　第２の実施の形態における画面調整情報取得機能は、フォアグランドでどのアプリケー
ションが実行されているかを監視する機能を有し、フォアグランドで実行されているアプ
リケーションが切り替わるたびに画面調整情報を取得する。
【００６８】
　図９は、第２の実施の形態においてサーバ５のデータベース５１に記憶されている画面
調整情報のデータフォーマットの一例を示す。第２の実施の形態における画面調整情報は
、車載装置１の識別情報、携帯端末２の識別情報および黒帯領域の幅に関する情報の他に
アプリケーションの識別情報をさらに有する。画面調整情報にアプリケーションの識別情
報をさらに設けることにより、アプリケーションごとに異なる画面調整情報を管理するこ
とができる。
【００６９】
　図１０は、第２の実施の形態における画面調整情報取得機能に関するフローチャートで
ある。図１０に示す動作は、図７に示した初期動作が実行された状態、すなわちフォアグ
ランドで実行されているアプリケーションについて画面調整情報が表示制御機能に適用さ
れた状態から始まり、車載装置１の制御部１０と携帯端末２の制御部２０とが協働して行
う。なお、図１０に示す動作のうち図７に示した動作と同様のステップについては、同一
の符号を付し、その説明を省略する。
【００７０】
　携帯端末２の制御部２０は、図１０の動作を開始するとステップＳ４０１に進む。ステ
ップＳ４０１では、制御部２０は、フォアグランドで実行されるアプリケーションが切り
替わったか否かを判定する。制御部２０は、フォアグランドで実行されるアプリケーショ
ンが切り替わるまでステップＳ４０１の動作を繰り返し、フォアグランドで実行されるア
プリケーションが切り替わると、新たな画面調整情報を取得するためステップＳ２０２に
進み、全面白色の校正用画像に関する映像信号を車載装置へ送信する。この映像信号には
、ＨＤＭＩドライバ２０７により、白色の校正用画像の上下または左右に黒帯領域が付加
される。
【００７１】
　ステップＳ４０２では、制御部２０は、ステップＳ２０３で受信した標本画像および車
載装置１の識別情報と、携帯端末２の識別情報と、携帯端末２においてフォアグランドで
実行されているアプリケーションの識別情報に基づいて、サーバ５から画面調整情報を取
得する。
【００７２】
　図１１は、ステップＳ４０２の処理に関するフローチャートである。図１１に示す処理
は、携帯端末２の制御部２０とサーバ５とが協働して実行される。なお、図１０に示す動
作のうち図８に示した動作と同様のステップについては、同一の符号を付し、その説明を
省略する。
【００７３】
　サーバ５は、図１１の処理が開始した時点でステップＳ５０１の処理を実行している。
ステップＳ５０１では、サーバ５は、標本画像に関する情報と、車載装置１および携帯端
末２の識別情報と、携帯端末２においてフォアグランドで実行されているアプリケーショ
ンの識別情報とを携帯端末２から受信したか否かを判定する。サーバ５は、それらの情報
を受信するまでステップＳ５０１の処理を繰り返す。ステップＳ４４１では、携帯端末２
の制御部２０は、図１０のステップＳ２０３で受信した標本画像および車載装置１の識別
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情報と、メモリ部２４に記憶されている携帯端末２の識別情報と、携帯端末２においてフ
ォアグランドで実行されているアプリケーションの識別情報とをサーバ５へ送信する。サ
ーバ５は、ステップＳ４４１で送信された情報を受信すると、ステップＳ３０１を肯定判
定してステップＳ５０２に進む。
【００７４】
　サーバ５は、ステップＳ５０２において、ステップＳ５０１で受信した車載装置１の識
別情報、携帯端末２の識別情報および携帯端末２においてフォアグランドで実行されてい
るアプリケーションの識別情報に対応する画面調整情報がデータベース５１に登録されて
いるか否かを判定する。サーバ５は、ステップＳ５０１で受信した車載装置１の識別情報
と携帯端末２の識別情報の組み合わせに対応する画面調整情報をデータベース５１の中か
ら検索する。サーバ５は、車載装置１の識別情報、携帯端末２の識別情報および携帯端末
２においてフォアグランドで実行されているアプリケーションの識別情報に対応する画面
調整情報がデータベース５１に登録されている場合は、ステップＳ３０７において検索に
よりその画面調整情報を取得し、ステップＳ３０６においてその画面調整情報を携帯端末
２へ送信する。サーバ５は、画面調整情報がデータベース５１に登録されておらず、検索
により画面調整情報を取得できなかった場合は、ステップＳ３０３に進む。
【００７５】
　上述した第２の実施の形態によれば、次の作用効果が得られる。
（１）本発明の第２の実施の形態に係る画像表示システムでは、携帯端末２の制御部２０
は、アプリケーション２０２を実行するとともに、画面調整情報取得機能により実行中の
アプリケーションが切り替わったか否かを判定する（図１０のステップＳ４０１）。そし
て、制御部２０は、実行中のアプリケーションが切り替わったと判定されると、画面調整
情報を取得する（ステップＳ４０１を肯定判定した後のステップＳ４０２）。したがって
、映像データを映像信号に変換する際に変更する画面サイズがアプリケーションごとに設
定される場合であっても、適切に映像を変換することができる。
【００７６】
―第３の実施の形態―
　第３の実施の形態に係る画像表示システムについて説明する。第３の実施の形態に係る
画像表示システムは、画面調整情報をサーバ５ではなく、車載装置１で生成する。図１２
は、第３の実施の形態に係る画像表示システム６００の構成を示す。第３の実施の形態に
係る画像表示システム６００では、車載装置１と携帯端末２とを備える。第３の実施の形
態における車載装置１および携帯端末２の構成は、図２に示した第１の実施の形態の車載
装置１および携帯端末２の構成と同一である。
【００７７】
　図１３は、第３の実施の形態に係る画像表示システムにおける車載装置１と携帯端末２
の連携機能の初期動作に関するフローチャートである。図１３に示す動作は、車載装置１
と携帯端末２が起動した状態から始まり、車載装置１の制御部１０と携帯端末２の制御部
２０とが協働して行う。なお、図１０に示す動作のうち図７および図８に示した動作と同
様のステップについては、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００７８】
　ステップＳ７０１では、車載装置１の制御部１０は、標本画像から黒帯領域を検出する
。黒帯領域の検出は、たとえば、標本画像のすべての画素について輝度信号が所定値以上
か否かを判別し、輝度信号が所定値未満の領域を黒帯領域として検出することにすればよ
い。また、標本画像に対してエッジ検出処理を行って黒帯領域とそれ以外の画像領域との
境界を検出することにしてもよい。校正用画像が全面白色であるため、校正用画像と黒帯
領域とが紛れることがなく、精度よく黒帯領域を検出することができる。
【００７９】
　ステップＳ７０２では、制御部１０は、ステップＳ７０１で標本画像の上端側に検出さ
れた黒帯領域の幅、下端側に検出された黒帯領域の幅、左端側に検出された黒帯領域の幅
、右端側に検出された黒帯領域の幅をそれぞれ画素数単位で算出し、画面調整情報を生成
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する。
【００８０】
　上述した第３の実施の形態によれば、次の作用効果が得られる。
（１）本発明の第３の実施の形態に係る車載装置１は、表示制御機能を実現する制御部１
０を有する。制御部１０は、表示制御機能により、携帯端末２が出力する映像信号に基づ
いて、サイズ調整領域、すなわち黒帯領域が付加された標本画像を生成し（ステップＳ１
０４）、その表示画像に基づいて画面調整情報を生成する（ステップＳ７０１～Ｓ７０２
）。車載装置１は、生成された画面調整情報に基づいて、黒帯領域が所定量狭められた表
示画像を生成する。したがって、画面調整情報を車載装置１の中で生成することにしたた
め、サーバ５を用いることなく適切に映像を変換することができる。
【００８１】
　次のような変形も本発明の範囲内であり、変形例の一つもしくは複数を上述の実施形態
と組み合わせることも可能である。
（変形例１）上述の第１および第２の実施の形態では、画面調整情報をサーバ５で生成し
、第３の実施の形態では、画面調整情報を車載装置１で生成したが、携帯端末２で画面調
整情報を生成することにしてもよい。また、携帯端末２のメモリ部２４にデータベース５
１を記憶させ、携帯端末２をデータベース５１の管理装置として機能させてもよい。たと
えば、図８のステップＳ３０２～Ｓ３０５およびステップＳ３０７の動作、または図１１
のステップＳ３０３～Ｓ３０５、ステップＳ３０７およびステップＳ５０２の動作を携帯
端末２の制御部２０に実行させることにしてもよい。
【００８２】
（変形例２）上述の実施の形態では、サーバ５は、データベース５１を記憶しているもの
としたが、必ずしもデータベース５１を記憶していなくてもよい。たとえば、サーバ５は
、携帯端末２から標本画像を受信すると図８のステップＳ３０２または図１１のステップ
Ｓ５０２の判定を飛ばしてその標本画像から黒帯領域を検出し、画面調整情報を生成する
ことにしてもよい。また、上述した変形例１のように、携帯端末２において画面調整情報
を生成する場合も同様に携帯端末２のメモリ部２４等にデータベース５１を記憶させず、
図８または図１１のステップＳ３０３およびステップＳ３０４の動作を携帯端末２の制御
部２０に実行させることにしてもよい。
【００８３】
（変形例３）第３の実施の形態において、車載装置１は、データベース５１を備えること
にしてもよい。車載装置１がデータベース５１を記憶している場合、携帯端末２の接続を
検知した後、要求信号を送信する前に、携帯端末２の識別情報を取得し、データベース５
１に画面調整情報が登録されているか否かを判定し、登録されている場合はその画面調整
情報を取得し、登録されていない場合は画面調整情報を生成することにすればよい。
【００８４】
（変形例４）上述の実施の形態では、図５（ａ）に示すような画面サイズの調整に用いる
帯状の領域は、典型的には黒色で塗りつぶされており、黒帯領域と呼ぶことにした。しか
し、この画面サイズの調整に用いる帯状の領域、すなわちサイズ調整領域の態様は、黒色
の塗りつぶしでなくてもよく、たとえば白色や青色の塗りつぶしであってもよい。校正用
画像は、サイズ調整領域の態様と明確に識別可能な態様であればよく、たとえばサイズ調
整領域が白色の場合は、校正用画像を黒色の塗りつぶし等の態様にすればよい。また、サ
イズ調整領域が青色など、有彩色である場合は、校正用画像はサイズ調整領域と輝度、色
相またはその両方が所定値以上異なる態様にすればよい。たとえば、サイズ調整領域が青
紫色の場合は、校正用画像を青紫色の補色である黄色の塗りつぶし等の態様にすればよい
。なお、校正用画像において、サイズ調整領域と明確に識別可能な態様である必要がある
のは、画像の周縁部のみであって、画像の中心部の態様はサイズ調整領域と誤検出されな
いような態様であれば、如何なる態様であってもよい。たとえば、校正用画像の仕様に関
する文字情報、携帯端末２の識別情報に関する文字情報などを校正用画像の中に含めるこ
とにしてもよい。
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【００８５】
（変形例５）上述の実施の形態では、画面調整情報は、黒帯領域の幅に関する情報を含む
ことにした。しかし、除去すべき黒帯領域の幅を車載装置１の制御部１０が判断すること
ができる情報であれば、画面調整情報は、必ずしも黒帯領域の幅に関する情報でなくても
よい。たとえば、標本画像から黒帯領域を除去した画像を縦方向と横方向にそれぞれ伸長
する際の倍率を画面調整情報に含めることにしてもよい。たとえば、車載装置１は、縦方
向の倍率がａの場合、標本画像の縦方向のサイズｙに（１－１／ａ）／２を乗じて縦方向
の黒帯領域の幅を算出することにしてもよい。横方向の黒帯領域の幅も同様である。また
、標本画像中の黒帯領域以外の領域、すなわち映像領域の四隅の座標を画面調整情報とす
ることにしてもよい。
【００８６】
（変形例６）上記の実施の形態では、図４に示した携帯端末２におけるソフトウェアの概
略構成には、ＨＤＭＩドライバ２０７が含まれることにした。しかし、ＨＤＭＩドライバ
２０７の代わりに、または加えてＭＨＬ（登録商標）ドライバのようにＨＤＭＩとは異な
る通信規格に従って、サブアプリケーションＭａやアプリケーションにより生成された画
像や音声を映像信号や音声信号に変換する処理を行うものを有することにしてもよい。
【００８７】
（変形例７）上記の実施の形態では、車載装置１の表示部１１をタッチパネルとし、この
表示部１１に携帯端末２から受信した画像を表示する場合の例を説明した。しかし、本発
明の適用範囲はこれに限定されるものではない。携帯端末２などの情報端末と接続され、
その情報端末から受信した画像をタッチパネルに表示するものである限り、どのような表
示装置においても本発明を適用することができる。
【００８８】
（変形例８）本発明は、情報端末が映像信号を表示装置へ出力し、映像信号を入力された
表示装置がサイズ調整領域を含む第１の表示画像を映像信号に基づいて生成し、第１の表
示画像を情報端末へ出力し、情報端末が第１の表示画像に基づいて、表示装置による表示
画面の生成に用いられる画面調整情報を取得し、画面調整情報を表示装置へ送信し、表示
装置が画面調整情報に基づき第２の表示画像を生成する画像表示方法を含む。
【００８９】
　また、以上では、画像表示システムについて本発明を説明したが、本発明の範囲内には
画像表示システムに備わる車載装置の発明も含まれる。
【００９０】
　上記では、種々の実施の形態および変形例を説明したが、本発明はこれらの内容に限定
されるものではない。本発明の技術的思想の範囲内で考えられるその他の態様も本発明の
範囲内に含まれる。
【符号の説明】
【００９１】
１　車載装置
２　携帯端末
５　サーバ
１０，２０　制御部
１１，２１　表示部
１２，２２　操作部
１４，２４　メモリ部
１５，２５　近距離無線通信インタフェース部
１６　映像・音声信号入力部
２６　映像・音声信号出力部
２７　無線通信部
５１　データベース
１００，６００　画像表示システム
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