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(57)【要約】
【課題】グループ通信を開始する前に、グループに所属
するメンバーの所在地を把握することができる端末装置
、情報提示装置およびグループ通信システムを提供する
こと。
【解決手段】本願の開示する携帯端末装置は、サーバと
通信接続され、所定のグループに所属する複数の携帯端
末装置との間でグループ通信を行う携帯端末装置であっ
て、グループ通信を開始させるグループの選択候補を示
す選択候補画像と、グループに所属する複数の端末装置
の位置情報に対応した地図画像の位置に複数の端末装置
を示す画像を表示させた所在地画像とを含んだグループ
選択画像を生成する画像生成部を備える。
【選択図】図５Ｃ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　センター装置と通信接続され、所定のグループに所属する複数の端末装置との間でグル
ープ通信を行う端末装置であって、
　前記グループ通信を開始させるグループの選択候補を示す選択候補画像と、前記グルー
プに所属する複数の端末装置の位置情報に対応した地図画像の位置に前記複数の端末装置
を示す画像を表示させた所在地画像とを含んだグループ選択画像を生成する画像生成部
　を備えることを特徴とする端末装置。
【請求項２】
　前記画像生成部は、
　前記選択候補のグループが指定可能に表示される選択候補画像と、前記選択候補画像に
含まれるグループのうち指定されたグループに所属する複数の端末装置の位置情報に対応
した地図画像の位置に前記複数の端末装置を示す画像を表示させた所在地画像とを含んだ
グループ選択画像を生成することを特徴とする請求項１に記載の端末装置。
【請求項３】
　前記画像生成部は、
　前記選択候補の中からグループを選択する操作が行われた場合に、選択された前記グル
ープに所属する複数の端末装置との間で前記グループ通信を行うための画像を生成するこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の端末装置。
【請求項４】
　前記選択候補画像は、
　該選択候補画像に含まれるグループにそれぞれ対応する画像を、前記選択候補画像およ
び前記所在地画像の配列方向と交差する方向に配列させた画像であることを特徴とする請
求項１、２または３に記載の端末装置。
【請求項５】
　前記画像生成部は、
　前記選択候補画像に含まれるグループにそれぞれ対応する画面のうち特定の領域に位置
する画像に対応するグループの前記所在地画像を生成することを特徴とする請求項１～４
のいずれか一つに記載の端末装置。
【請求項６】
　前記画像生成部は、
　前記グループに所属する各ユーザの位置情報に基づいて前記所在地画像における地図画
像の縮尺を決定することを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載の端末装置。
【請求項７】
　前記画像生成部は、
　あらかじめ決定された縮尺の前記地図画像上に前記ユーザを示す画像を重畳させた前記
所在地画像を生成するとともに、前記地図画像の範囲内に所在しないユーザが存在する場
合には、該ユーザを示す画像を前記選択候補画像および前記所在地画像の領域外にさらに
含んだグループ選択画像を生成することを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載
の端末装置。
【請求項８】
　前記画像生成部は、
　前記グループに所在するユーザの経路を示す画像を前記地図画像上にさらに重畳させた
前記所在地画像を生成することを特徴とする請求項１～７のいずれか一つに記載の端末装
置。
【請求項９】
　前記グループ選択画像は、タッチ操作可能な車載装置の表示部に表示されることを特徴
とする請求項１～８のいずれか一つに記載の端末装置。
【請求項１０】
　所定のグループに所属する複数の端末装置との間でグループ通信を行う端末装置の画像
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生成部によって生成された、前記グループ通信を開始させるグループの選択候補を示す選
択候補画像と、前記グループに所属する複数の端末装置の位置情報に対応した地図画像の
位置に前記複数の端末装置を示す画像を表示させた所在地画像とを含むグループ選択画像
を表示部へ表示させる表示制御部
　を備えることを特徴とする情報提示装置。
【請求項１１】
　センター装置と、該センター装置と通信接続される複数の端末装置とを含み、所定のグ
ループに所属する端末装置間で通信データを共用するグループ通信システムであって、
　前記センター装置は、
　前記端末装置から取得した位置情報を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された位置情報を、前記グループに所属する端末装置に送信する位
置情報送信手段と、
　前記端末装置からの指示に応じて、前記グループに所属する端末装置間の通信データを
収集して前記端末装置へ送信するデータ処理手段と
　を備え、
　前記端末装置は、
　複数の前記グループの一覧を表示させるグループリスト表示手段と、
　前記グループリスト表示手段によって表示された複数の前記グループの中から仮選択グ
ループを指定するグループ指定手段と、
　前記センター装置の位置情報送信手段によって送信される前記位置情報に基づいて、前
記グループ指定手段によって指定された仮選択グループに所属する端末装置の位置を示す
アイコンを地図画像に表示させる端末地図表示手段と、
　前記仮選択グループに対して確定操作が行われた場合に、前記仮選択グループでのデー
タ通信の開始を前記センター装置に指示する確定手段と
　を備えることを特徴とするグループ通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末装置、情報提示装置およびグループ通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、たとえば「友人」や「家族」など、ユーザによって形成された所定のグループ内
で、グループに所属するメンバー同士が、スマートフォン等の携帯端末装置を用いて通信
を行うグループ通信システムが知られている。
【０００３】
　このようなグループ通信システムの一形態として、近年では、グループに所属する各メ
ンバーの位置情報をメンバー同士で共有することのできるグループ通信システムも提供さ
れている。
【０００４】
　たとえば、特許文献１に記載の通信システムでは、所定のグループに所属する各メンバ
ーの携帯端末装置が、ＧＰＳ（Global　Positioning　System）機能を用いて自装置の位
置情報を所定のサーバへ送信し、サーバが、各携帯端末装置から受け取った位置情報に基
づき、各メンバーの位置を示すアイコンを含んだ地図画像を生成して、各メンバーの携帯
端末装置へ送信する。これにより、グループ通信に参加するメンバーは、他のメンバーの
所在地を把握しながら会話を楽しむことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－０５５５６４号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した従来技術には、グループ通信に参加するまでは、メンバーの所
在地を把握することができないという問題があった。
【０００７】
　すなわち、ユーザは、たとえば他のメンバーの所在地を確認したうえでグループ通信を
行うか否かを決めたい場合であっても、グループ通信を開始した後でなければ、他のメン
バーがどこにいるのかを把握することができなかった。
【０００８】
　このため、たとえば単に他のメンバーの所在地を把握したいだけのユーザは、一旦グル
ープ通信へ参加して直ぐに退会するという行動を取る可能性がある。このような行動は、
ユーザにとって煩雑であるばかりでなく、グループに所属する他のメンバーに対して良く
ない印象を与えるおそれもある。
【０００９】
　開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、グループ通信を開始する前に、グ
ループに所属するメンバーの所在地を把握することができる端末装置、情報提示装置およ
びグループ通信システム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】
【００１０】
　本願の開示する端末装置は、センター装置と通信接続され、所定のグループに所属する
複数の端末装置との間でグループ通信を行う端末装置であって、前記グループ通信を開始
させるグループの選択候補を示す選択候補画像と、前記グループに所属する複数の端末装
置の位置情報に対応した地図画像の位置に前記複数の端末装置を示す画像を表示させた所
在地画像とを含んだグループ選択画像を生成する画像生成部を備える。
【００１１】
　また、本願の開示する情報提示装置は、所定のグループに所属する複数の端末装置との
間でグループ通信を行う端末装置の画像生成部によって生成された、前記グループ通信を
開始させるグループの選択候補を示す選択候補画像と、前記グループに所属する複数の端
末装置の位置情報に対応した地図画像の位置に前記複数の端末装置を示す画像を表示させ
た所在地画像とを含むグループ選択画像を表示部へ表示させる表示制御部を備える。
【００１２】
　また、本願の開示するグループ通信システムは、センター装置と、該センター装置と通
信接続される複数の端末装置とを含み、所定のグループに所属する端末装置間で通信デー
タを共用するグループ通信システムであって、前記センター装置は、前記端末装置から取
得した位置情報を記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶された位置情報を、前記グル
ープに所属する端末装置に送信する位置情報送信手段と、前記端末装置からの指示に応じ
て、前記グループに所属する端末装置間の通信データを収集して前記端末装置へ送信する
データ処理手段とを備え、前記端末装置は、複数の前記グループの一覧を表示させるグル
ープリスト表示手段と、前記グループリスト表示手段によって表示された複数の前記グル
ープの中から仮選択グループを指定するグループ指定手段と、前記センター装置の位置情
報送信手段によって送信される前記位置情報に基づいて、前記グループ指定手段によって
指定された仮選択グループに所属する端末装置の位置を示すアイコンを地図画像に表示さ
える端末地図表示手段と、前記仮選択グループに対して確定操作が行われた場合に、前記
仮選択グループでのデータ通信の開始を前記センター装置に指示する確定手段とを備える
。
【発明の効果】
【００１３】
　本願の開示する端末装置、情報提示装置およびグループ通信システムの一つの態様によ
れば、グループ通信を開始する前に、グループに所属するメンバーの所在地を把握するこ
とができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、実施例１に係るグループ通信システムの構成例を示す図である。
【図２】図２は、車両に設置される機器を示す図である。
【図３】図３は、携帯端末装置および車載装置の構成を示すブロック図である。
【図４Ａ】図４Ａは、ユーザ情報の一例を示す図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、グループ管理情報の一例を示す図である。
【図５Ａ】図５Ａは、タッチパネルディスプレイの表示例を示す図である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、タッチパネルディスプレイの表示例を示す図である。
【図５Ｃ】図５Ｃは、タッチパネルディスプレイの表示例を示す図である。
【図５Ｄ】図５Ｄは、タッチパネルディスプレイの表示例を示す図である。
【図５Ｅ】図５Ｅは、タッチパネルディスプレイの表示例を示す図である。
【図５Ｆ】図５Ｆは、タッチパネルディスプレイの表示例を示す図である。
【図５Ｇ】図５Ｇは、タッチパネルディスプレイの表示例を示す図である。
【図５Ｈ】図５Ｈは、タッチパネルディスプレイの表示例を示す図である。
【図６】図６は、アプリ起動時処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図７】図７は、グループ選択処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図８】図８は、グループトーク送信処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図９】図９は、グループトーク受信処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図１０】図１０は、端末側退会処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図１１】図１１は、サーバ側退会処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図１２】図１２は、実施例２におけるトーク中画像の一例を示す図である。
【図１３】図１３は、共用端末登録処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】図１４は、ユーザ切替処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図１５】図１５は、実施例３におけるグループ選択画像の一例を示す図である。
【図１６】図１６は、端末側グループ形成処理の処理手順を示すフローチャートである。
【図１７】図１７は、サーバ側グループ形成処理の処理手順を示すフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に添付図面を参照して、本願の開示する端末装置、情報提示装置およびグループ通
信システムのいくつかの実施例を詳細に説明する。ただし、これらの実施例における例示
で本発明が限定されるものではない。
【実施例１】
【００１６】
　まず、実施例１に係るグループ通信システムのシステム構成について図１を用いて説明
する。図１は、実施例１に係るグループ通信システムの構成例を示す図である。
【００１７】
　なお、以下では、音声によるグループ通信を行う場合の例について説明するが、本願に
開示するグループ通信システムにおけるグループ通信（以下、「グループトーク」と記載
する）は、これに限らず、たとえば文字によるグループ通信であってもよい。また、以下
では、情報提示装置の一例として、車載装置を用いて説明するが、情報提示装置は、車載
装置以外の装置であってもよい。
【００１８】
　図１に示すように、実施例１に係るグループ通信システム１００は、サーバ１と、携帯
端末装置２と、車載装置３とを含んで構成される。かかるグループ通信システム１００は
、所定のグループに所属する携帯端末装置２間で通信データを共用するシステムである。
【００１９】
　サーバ１は、グループトークサービスを提供するセンター装置である。サーバ１は、た
とえばパーソナルコンピュータ等の一般的なコンピュータであり、ＣＰＵ（Central　Pro
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cessing　Unit）等の制御部を備える。サーバ１の制御部は、携帯端末装置２からの要求
に応じて、グループトークに関する各種の処理を実行する。具体的には後述するが、サー
バ１の制御部は、たとえば位置情報送信手段やデータ処理手段として機能する。
【００２０】
　また、サーバ１は、ユーザ管理ＤＢ（データベース）１１ａおよびグループ管理ＤＢ（
データベース）１１ｂを含んだデータベースを備える。
【００２１】
　ユーザ管理ＤＢ１１ａは、グループトークサービスに加入しているユーザに関する情報
を管理するデータベースである。このユーザ管理ＤＢ１１ａは、たとえば、ユーザのＩＤ
、氏名、現在位置といった情報をユーザ管理情報として管理する。
【００２２】
　また、グループ管理ＤＢ１１ｂは、ユーザによって形成されるグループに関する情報を
管理するデータベースである。このグループ管理ＤＢ１１ｂは、たとえば、グループのＩ
Ｄ、グループ名、グループに所属するユーザのＩＤといった情報をグループ管理情報とし
て管理する。
【００２３】
　なお、ユーザ管理情報およびグループ管理情報の具体的な内容については、図４Ａおよ
び図４Ｂを用いて後述する。
【００２４】
　携帯端末装置２は、サーバ１と通信接続され、所定のグループに所属する複数の携帯端
末装置２との間でグループ通信を行う端末装置である。具体的には、携帯端末装置２は、
たとえばスマートフォンや携帯電話であり、インターネットや無線通信網といったネット
ワーク５０を介してサーバ１と相互に接続される。また、携帯端末装置２は、Ｗｉ－Ｆｉ
（登録商標）やブルートゥース（登録商標）などの近距離無線通信を用いて車載装置３と
接続する。
【００２５】
　車載装置３は、車両７０に搭載される情報提示装置である。具体的には、車載装置３は
、たとえば、表示機能やオーディオ再生機能、携帯端末装置２との通信機能といった基礎
的な機能のみを実装し、携帯端末装置２と連携することで多機能化する車載装置である。
なお、車載装置３は、これに限ったものではなく、上述した基礎的な機能以外の機能（た
とえば、ナビゲーション機能）を備えていてもよい。
【００２６】
　実施例１に係るグループ通信システム１００は、上記のように構成されており、同一の
グループに所属するメンバー同士が、車載装置３や携帯端末装置２を介して音声によるグ
ループトークを楽しむことができる。
【００２７】
　なお、携帯端末装置２／車載装置３間の通信は、たとえばＺｉｇＢｅｅ（登録商標）等
の他の無線通信規格を用いた近距離無線通信であってもよい。また、携帯端末装置２／車
載装置３間の通信を有線通信で行うこととしてもよい。
【００２８】
　次に、車両７０に設置される車載装置３等の機器について図２を用いて説明する。図２
は、車両７０に設置される機器を示す図である。図２に示すように、車両７０には、車載
装置３、認証装置４、マイク５、スピーカ６等が設けられる。
【００２９】
　認証装置４は、車両７０へ乗車したユーザの認証を行うための装置である。具体的には
、認証装置４は、ＲＦＩＤ（Radio　Frequency　Identification）等の近距離無線通信を
用いて携帯端末装置２からユーザＩＤを取得し、取得したユーザＩＤを車載装置３へ受け
渡す処理を行う。
【００３０】
　なお、ここでは、認証装置４が取得するユーザＩＤが、携帯端末装置２の固体識別情報
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（ＵＩＤ）であるものとするが、ユーザＩＤは、ＵＩＤ以外の識別情報であってもよい。
【００３１】
　マイク５は、ユーザの音声を音声データとして取得する音声入力部である。マイク５に
よって取得された音声データは、車載装置３へ受け渡される。また、スピーカ６は、車載
装置３から受け取った音声データに基づく音声を出力する音声出力部である。
【００３２】
　ここでは、マイク５およびスピーカ６がハンドルに設けられるものとするが、マイク５
およびスピーカ６は、ハンドル以外の場所に設置されてもよい。たとえば、スピーカ６は
、車両７０の天井、ドアやフロントパネル等に設置されてもよい。
【００３３】
　車載装置３は、フロントパネルの中央、言い換えれば、ドライバーから見て左斜め前方
に設置される。ただし、これに限ったものではなく、車載装置３は、フロントパネルの右
端、言い換えれば、ドライバーから見て右斜め前方に設置されてもよいし、フロントパネ
ル以外の場所に設置されてもよい。
【００３４】
　また、車両７０には、図２に示す機器以外の機器が設置されてもよい。たとえば、車両
７０には、車両周辺や車内を撮影するカメラが設置されてもよい。
【００３５】
　次に、携帯端末装置２および車載装置３の構成について図３を用いて説明する。図３は
、携帯端末装置２および車載装置３の構成を示すブロック図である。なお、図３では、携
帯端末装置２および車載装置３の特徴を説明するために必要な構成要素のみを示しており
、一般的な構成要素についての記載を省略している。
【００３６】
　携帯端末装置２は、近距離通信インタフェース２１と、位置情報取得部２２と、記憶部
２３と、制御部２４とを備える。また、記憶部２３は、ユーザＩＤ２３ａと、グループト
ークアプリケーションソフトウェア２３ｂと、地図情報２３ｃ、車載装置連携アプリケー
ションソフトウェア２３ｄとを記憶する。また、制御部２４は、認証処理部２４ａと、ア
プリ実行部２４ｂと、ナビゲーション部２４ｃとを備える。さらに、アプリ実行部２４ｂ
は、画像生成部２４１と、受信処理部２４２と、送信処理部２４３とを備える。
【００３７】
　一方、車載装置３は、近距離通信インタフェース３１と、タッチパネルディスプレイ３
２と、記憶部３３と、制御部３４とを備える。また、記憶部３３は、設定情報３３ａを記
憶する。また、制御部３４は、認証処理部３４ａと、操作情報送信部３４ｂと、表示制御
部３４ｃと、音声出力制御部３４ｄと、音声認識処理部３４ｅと、実行指示部３４ｆとを
備える。
【００３８】
　なお、図３に示すように、携帯端末装置２には車載装置３との連携動作を実現するため
の車載装置連携アプリケーションソフトウェア２３ｄが搭載されている。また、車載装置
３には携帯端末装置２との間で連携動作を行う連携機能が搭載されている。これにより、
たとえば、携帯端末装置２から各種アプリケーションによって生成された画像データが車
載装置３に伝送されて車載装置３のタッチパネルディスプレイ３２に表示され、また車載
装置３からタッチパネルディスプレイ３２等への操作内容を示す操作情報等が携帯端末装
置２へ伝送されて携帯端末装置２がかかる操作情報に基づいて処理を行う、といった連携
動作が実現される。
【００３９】
　なお、車載装置連携アプリケーションは、グループトークアプリケーション以外のアプ
リケーションとも連携し、かかるアプリケーションを車載装置３のタッチパネルディスプ
レイ３２や図示しないハードスイッチ等を用いて使用することが可能となる。このように
、車載装置連携アプリケーションは、ＯＳ（Operation　System）およびアプリケーショ
ンの中間的な性質を持ったアプリケーションである。
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【００４０】
　まず、携帯端末装置２の構成について説明する。近距離通信インタフェース２１は、車
載装置３との間で近距離無線通信を行うための通信デバイスである。また、位置情報取得
部２２は、たとえばＧＰＳ（Global　Positioning　System）受信部であり、測位衛星か
ら提供される位置情報を取得し、取得した位置情報をアプリ実行部２４ｂやナビゲーショ
ン部２４ｃへ渡すデバイスである。
【００４１】
　記憶部２３は、不揮発性メモリやハードディスクドライブといった記憶デバイスであり
、ユーザＩＤ２３ａ、グループトークアプリケーションソフトウェア２３ｂ、地図情報２
３ｃおよび車載装置連携アプリケーションソフトウェア２３ｄを記憶する。
【００４２】
　ユーザＩＤ２３ａは、たとえば携帯端末装置２のＵＩＤである。なお、ユーザＩＤは、
ＵＩＤに限ったものではなく、たとえば、ユーザによって任意に設定されるＩＤであって
もよいし、サーバ１によって自動的に割り振られるＩＤであってもよい。
【００４３】
　グループトークアプリケーションソフトウェア２３ｂは、サーバ１によって提供される
グループトークサービスを実現するためのソフトウェアである。地図情報２３ｃは、記憶
部２３に予め記憶されていてもよいし、地図情報を保有するサービスセンタから必要な地
図情報のみを適宜ダウンロードすることとしてもよい。車載装置連携アプリケーションソ
フトウェア２３ｄは、車載装置３との連携動作を実現するためのソフトウェアである。か
かる車載装置連携アプリケーションソフトウェア２３ｄは、たとえば、サーバ１からダウ
ンロードすることができる。
【００４４】
　制御部２４は、携帯端末装置２全体を制御する制御部であり、認証処理部２４ａ、アプ
リ実行部２４ｂおよびナビゲーション部２４ｃを備える。また、制御部２４は、近距離通
信インタフェース２１による近距離無線通信を用いて車載装置３との間で通信リンクを確
立する処理等も行う。
【００４５】
　認証処理部２４ａは、認証装置４からの要求に応じてユーザＩＤ２３ａを認証装置４へ
送信する処理を行う処理部である。認証装置４へ送信されたユーザＩＤ２３ａは、認証装
置４によって車載装置３の認証処理部３４ａへ受け渡される。
【００４６】
　アプリ実行部２４ｂは、グループトークアプリケーションに従ってグループトークに関
する各種の処理を実行する処理部である。具体的には、アプリ実行部２４ｂは、画像生成
部２４１、受信処理部２４２および送信処理部２４３を備える。
【００４７】
　画像生成部２４１は、グループトークに関する各種の画像を生成し、生成した画像を近
距離通信インタフェース２１経由で車載装置３へ送信する処理部である。
【００４８】
　たとえば、この画像生成部２４１は、グループの選択候補画像に加え、グループに所属
する各メンバーの所在地を示す所在地画像を含んだグループ選択画像を生成する。かかる
点については、後述する。
【００４９】
　受信処理部２４２は、サーバ１から送信される各種情報を受信する処理部である。たと
えば、受信処理部２４２は、グループに所属する各メンバーの位置情報をサーバ１から受
信し、受信した位置情報を画像生成部２４１へ受け渡す。
【００５０】
　また、受信処理部２４２は、後述するトークデータをサーバ１から受信すると、受信し
たトークデータを記憶部２３へ記憶する処理も行う。記憶部２３に記憶されたトークデー
タは、ユーザによるタッチパネルディスプレイ３２への入力操作に応じて記憶部２３から
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取り出され、かかるトークデータに含まれる音声データがスピーカ６から出力されること
となる。
【００５１】
　送信処理部２４３は、近距離通信インタフェース２１を介して車載装置３から受信した
各種情報をサーバ１へ送信する処理を行う処理部である。たとえば、送信処理部２４３は
、車載装置３から音声データを受信すると、位置情報取得部２２から現在の位置情報を取
得し、音声データ、位置情報、時刻、ユーザＩＤ、後述するグループＩＤ等を含んだトー
クデータをサーバ１へ送信する。
【００５２】
　また、アプリ実行部２４ｂは、車載装置３の認証処理部３４ａからグループトークアプ
リケーションソフトウェア２３ｂの起動指示を受信した場合に、かかる起動指示に従って
グループトークアプリケーションソフトウェア２３ｂを起動させる処理も行う。
【００５３】
　なお、記憶部２３には、グループトークアプリケーションソフトウェア２３ｂ以外の各
種のソフトウェアが記憶されていてもよい。かかる場合、アプリ実行部２４ｂは、記憶部
２３に記憶されるグループトークアプリケーションソフトウェア２３ｂ以外のソフトウェ
アを実行する処理も併せて行う。
【００５４】
　ナビゲーション部２４ｃは、位置情報取得部２２によって取得された位置情報と、記憶
部２３に記憶される地図情報２３ｃとを用いてユーザへの経路案内を行う処理部である。
ナビゲーション部２４ｃによって生成される経路案内情報は、アプリ実行部２４ｂへ渡さ
れる。
【００５５】
　つづいて、車載装置３の構成について説明する。近距離通信インタフェース３１は、携
帯端末装置２との間で近距離無線通信を行うための通信デバイスである。タッチパネルデ
ィスプレイ３２は、各種画像を表示するためのディスプレイの表面に入力用のタッチパネ
ルを付した入出力デバイスである。タッチパネルディスプレイ３２は、ユーザから入力操
作を受け付けると、受け付けた入力操作に応じた操作情報を操作情報送信部３４ｂへ受け
渡す。
【００５６】
　記憶部３３は、不揮発性メモリやハードディスクドライブといった記憶デバイスであり
、設定情報３３ａを記憶する。設定情報３３ａは、たとえば、登録済みのユーザＩＤごと
に、かかるユーザＩＤを持つユーザのユーザ名等を関連付けた情報を含んだ情報である。
【００５７】
　また、設定情報３３ａには、「キラーワード」も含まれる。このキラーワードは、車両
７０に搭載されるエアコン等の機器、あるいは、携帯端末装置２が備えるナビゲーション
部２４ｃ等を音声によって制御するための専用の言葉であり、たとえばユーザによってあ
らかじめ登録される。
【００５８】
　制御部３４は、車載装置３全体を制御する制御部であり、認証処理部３４ａ、操作情報
送信部３４ｂ、表示制御部３４ｃ、音声出力制御部３４ｄ、音声認識処理部３４ｅおよび
実行指示部３４ｆを備える。
【００５９】
　認証処理部３４ａは、認証装置４から受け取ったユーザＩＤに基づいてユーザ認証を行
う処理部である。具体的には、認証処理部３４ａは、認証装置４から受け取ったユーザＩ
Ｄが設定情報３３ａに含まれるユーザＩＤと一致するか否かを判定し、一致すると判定し
た場合に、このユーザを認証する。
【００６０】
　また、認証処理部３４ａは、ユーザを認証すると、グループトークアプリケーションソ
フトウェア２３ｂの起動指示を近距離通信インタフェース３１経由で携帯端末装置２のア
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プリ実行部２４ｂへ送信する。これにより、携帯端末装置２のアプリ実行部２４ｂは、グ
ループトークアプリケーションソフトウェア２３ｂを起動させる。
【００６１】
　操作情報送信部３４ｂは、タッチパネルディスプレイ３２から受け取った操作情報を近
距離通信インタフェース３１経由で携帯端末装置２のアプリ実行部２４ｂへ送信する処理
部である。
【００６２】
　表示制御部３４ｃは、タッチパネルディスプレイ３２に対して各種の画像を表示させる
処理部である。たとえば、表示制御部３４ｃは、近距離通信インタフェース３１経由で携
帯端末装置２から受信したグループ選択画像をタッチパネルディスプレイ３２に対して表
示させる処理を行う。
【００６３】
　音声出力制御部３４ｄは、携帯端末装置２から近距離通信インタフェース３１経由でト
ークデータを受信し、受信したトークデータに含まれる音声データに基づいてスピーカ６
から音声を出力させる処理を行う。
【００６４】
　音声認識処理部３４ｅは、マイク５を介して取得した音声データを近距離通信インタフ
ェース３１経由で携帯端末装置２へ送信する処理部である。また、音声認識処理部３４ｅ
は、マイク５を介して取得した音声データから発話内容を認識する音声認識処理も行う。
【００６５】
　また、音声認識処理部３４ｅは、音声認識処理によって認識された発話内容と、設定情
報３３ａに含まれるキラーワードとを比較し、発話内容にキラーワードが含まれると判定
した場合には、このキラーワードを実行指示部３４ｆへ受け渡す処理も併せて行う。
【００６６】
　実行指示部３４ｆは、音声認識処理部３４ｅからキラーワードを受け取った場合に、受
け取ったキラーワードに対応する処理をエアコン等の機器に対して実行させる処理を行う
処理部である。また、実行指示部３４ｆは、キラーワードに対応する処理がナビゲーショ
ンに関する処理である場合には、キラーワードに対応する処理を行わせるための制御デー
タを近距離通信インタフェース３１経由で携帯端末装置２へ送信する。
【００６７】
　また、実行指示部３４ｆは、後述する同期制御データを携帯端末装置２から近距離通信
インタフェース３１経由で受信した場合には、受信した同期制御データに含まれる制御デ
ータに応じて、該当する機器に対して該当する処理を実行させる。かかる点については、
後述する。
【００６８】
　なお、ここでは、携帯端末装置２および車載装置３の特徴を説明するために必要な構成
や機能についてのみ示したが、携帯端末装置２および車載装置３は、上記以外の構成や機
能を備えていても構わない。たとえば、車載装置３の音声出力制御部３４ｄは、上述した
動作だけでなく、楽曲や音声案内等の出力制御も行う。
【００６９】
　次に、サーバ１が備えるユーザ管理ＤＢ１１ａおよびグループ管理ＤＢ１１ｂによって
それぞれ管理されるユーザ管理情報およびグループ管理情報の内容について図４Ａおよび
図４Ｂを用いて説明する。図４Ａは、ユーザ管理情報の一例を示す図であり、図４Ｂは、
グループ管理情報の一例を示す図である。
【００７０】
　図４Ａに示すように、ユーザ管理情報は、ユーザＩＤに対して、「ユーザ名」項目、「
アイコン画像」項目、「現在位置」項目、「経路」項目、「状態」項目および「所属グル
ープ」項目を関連付けた情報である。
【００７１】
　ここで、「ユーザ名」は、ユーザの氏名が格納される項目である。なお、ユーザ名は、
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本名ではなく、ニックネーム等であってもよい。「アイコン画像」項目は、たとえばユー
ザの顔写真など、ユーザを特定するアイコン画像としてユーザが任意に選択した画像が格
納される項目である。
【００７２】
　「現在位置」項目は、ユーザの位置情報が格納される項目である。具体的には、サーバ
１は、各ユーザの携帯端末装置２から位置情報を定期的に収集して、ユーザ管理情報の「
現在位置」項目を更新する。このように、サーバ１は、携帯端末装置２から位置情報を定
期的に収集することによって各ユーザの所在地を管理する。このように、サーバ１が備え
るデータベースは、携帯端末装置２から取得した位置情報を記憶する記憶手段の一例であ
る。
【００７３】
　「経路」項目は、目的地までの予定経路、出発地から現在位置までの通過済み経路など
の情報が格納される項目である。たとえば、サーバ１は、ナビゲーション部２４ｃによっ
て生成される経路案内情報を携帯端末装置２から取得して、「経路」項目を更新する。
【００７４】
　「状態」項目は、ユーザの状態情報が格納される項目である。ユーザの状態情報とは、
たとえば、車両７０に乗車中か否かを示す情報である。たとえば、図４Ａに示すユーザ管
理情報の「状態」項目には、「乗車中」が格納されている。これは、ユーザＩＤ「Ｕ０１
」のユーザ（山田太郎）が、車両７０に乗車中であることを示している。
【００７５】
　ユーザが車両７０に乗車中か否かは、携帯端末装置２から送信される情報によって特定
することができる。
【００７６】
　たとえば、携帯端末装置２は、グループトークアプリケーションソフトウェア２３ｂの
起動を車載装置３からの指示によって行った場合には、ユーザが乗車中である旨の情報を
ユーザＩＤとともにサーバ１へ送信する。また、携帯端末装置２は、ユーザ操作によって
グループトークアプリケーションソフトウェア２３ｂを起動させた場合には、ユーザが非
乗車中である旨の情報をユーザＩＤとともにサーバ１へ送信する。そして、サーバ１は、
携帯端末装置２から送信されるこれらの情報に基づいて、ユーザ管理情報の「状態」項目
を更新する。
【００７７】
　また、ユーザが車両７０に乗車中か否かを判断する方法としては、車載装置３と携帯端
末装置２との接続状態（近距離無線通信の通信状態）に基づいて判断する方法であっても
よい。この場合、車載装置３と携帯端末装置２とが接続されている状態で、グループトー
クアプリケーションソフトウェア２３ｂを起動させた場合には、ユーザが乗車中である旨
の情報をユーザＩＤとともにサーバ１へ送信する。車載装置３と携帯端末装置２とが接続
されていない状態で、グループトークアプリケーションソフトウェア２３ｂを起動させた
場合には、ユーザが非乗車中である旨の情報をユーザＩＤとともにサーバ１へ送信する。
【００７８】
　「所属グループ」項目は、ユーザが所属するグループの識別情報（グループＩＤ）が格
納される項目である。たとえば、図４Ａに示す場合には、ユーザＩＤ「Ｕ０１」に対して
所属グループ「Ｇ０１」、「Ｇ０２」および「Ｇ０３」が関連付けられている。これは、
ユーザ「山田太郎」が、それぞれグループＩＤ「Ｇ０１」、「Ｇ０２」および「Ｇ０３」
によって識別される３つのグループに所属していることを示している。
【００７９】
　なお、図４Ａに示すユーザ管理情報は、あくまで一例であり、図４Ａに示した項目以外
の項目をユーザ管理情報が含んでいてもよい。
【００８０】
　つづいて、グループ管理情報の内容について図４Ｂを用いて説明する。図４Ｂに示すよ
うに、グループ管理情報は、グループＩＤに対して、「グループ名」項目、「トーク中」
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項目、「所属ユーザ」項目および「通信履歴」項目を関連付けた情報である。
【００８１】
　ここで、「グループ名」項目は、グループＩＤに対応するグループのグループ名が格納
される項目である。「トーク中」項目は、グループＩＤに対応するグループが現在グルー
プトーク中であるか否かを示す情報が格納される項目である。たとえば、図４Ｂに示す場
合には、「トーク中」項目に対して「○」が格納されている。これは、グループＩＤ「Ｇ
０１」のグループが現在グループトーク中であることを示している。
【００８２】
　「所属ユーザ」項目は、グループＩＤに対応するグループに所属するユーザのユーザＩ
Ｄが格納される項目である。また、「通信履歴」項目は、「所属ユーザ」項目に格納され
る各ユーザＩＤと関連付けられ、各ユーザの通信履歴が格納される項目である。この通信
履歴には、トークデータのほか、ユーザがグループトークに参加した時刻、グループトー
クから退会した時刻、あるいは、ユーザグループトークに参加中か否かを示す情報等が含
まれる。
【００８３】
　このように、サーバ１は、グループトークにおける各グループの一覧情報であるグルー
プ管理情報を記憶する記憶部としてグループ管理ＤＢ１１ｂを備える。また、サーバ１は
、各グループに所属するユーザが所有する携帯端末装置２から取得される位置情報を含ん
だユーザ管理情報を記憶する記憶部としてユーザ管理ＤＢ１１ａを備える。
【００８４】
　次に、ユーザが認証装置４を用いてユーザ認証を行ってからグループトークが開始され
るまでの各手順について、車載装置３のタッチパネルディスプレイ３２に対して表示され
る画面を参照しつつ説明する。図５Ａ～図５Ｈは、タッチパネルディスプレイ３２の表示
例を示す図である。
【００８５】
　グループトークサービスの加入者であるユーザは、車両７０に乗車すると、まず、認証
装置４に対して携帯端末装置２をかざす。これにより、携帯端末装置２の記憶部２３に記
憶されるユーザＩＤ２３ａが認証装置４によって読み取られ、車載装置３の認証処理部３
４ａが、ユーザＩＤ２３ａと設定情報３３ａとを用いてユーザ認証を行う。
【００８６】
　つづいて、認証処理部３４ａは、ユーザを認証すると、ユーザが認証された旨の情報を
このユーザのアイコン画像やユーザ名等とともに表示制御部３４ｃへ受け渡す。そして、
表示制御部３４ｃは、これらの情報に基づいて認証成功画像を生成し、生成した認証成功
画像をタッチパネルディスプレイ３２に対して表示させる。
【００８７】
　図５Ａには、認証成功画像の一例を示している。図５Ａに示すように、認証成功画像に
は、認証されたユーザのアイコン画像やユーザ名等が含まれる。
【００８８】
　また、認証処理部３４ａは、ユーザを認証すると、グループトークアプリケーションソ
フトウェア２３ｂの起動指示を携帯端末装置２のアプリ実行部２４ｂへ送信する。そして
、アプリ実行部２４ｂは、かかる起動指示に従ってグループトークアプリケーションソフ
トウェア２３ｂを起動させる。なお、本実施例では、グループトークアプリケーションソ
フトウェア２３ｂを認証後に自動起動する方式としたが、認証後に自動起動するのではな
く、認証後のユーザによる起動操作によって起動する方式でも良い。
【００８９】
　つづいて、携帯端末装置２では、アプリ実行部２４ｂの画像生成部２４１が、メニュー
画面を生成し、生成したメニュー画面を車載装置３の表示制御部３４ｃへ送信する。そし
て、車載装置３では、表示制御部３４ｃが、画像生成部２４１から受信したメニュー画面
をタッチパネルディスプレイ３２に対して表示させる。
【００９０】



(13) JP 2013-115589 A 2013.6.10

10

20

30

40

50

　図５Ｂには、メニュー画面の一例を示している。図５Ｂに示すように、メニュー画面に
は、グループトークサービスを含む各種のサービスに対応する画像が含まれる。
【００９１】
　ここで、ユーザによってグループトークサービスに対応する画像がタッチされたとする
。かかる場合、車載装置３では、操作情報送信部３４ｂが、タッチパネルディスプレイ３
２から操作情報を受け取り、受け取った操作情報を携帯端末装置２へ送信する。
【００９２】
　携帯端末装置２では、送信処理部２４３が、グループトークサービスに対応する画像が
タッチされた旨の操作情報を車載装置３から受信すると、グループ選択画像の生成に必要
な情報を取得するための取得要求をユーザＩＤ２３ａや位置情報等とともにサーバ１へ送
信する。
【００９３】
　サーバ１は、これらの情報を受信すると、ユーザ管理ＤＢ１１ａを参照し、ユーザが所
属するグループのグループＩＤを取り出す。たとえば、ユーザがユーザＩＤ「Ｕ０１」の
「山田太郎」である場合、サーバ１は、グループＩＤ「Ｇ０１」、「Ｇ０２」および「Ｇ
０３」を取り出す。
【００９４】
　また、サーバ１は、取り出したグループＩＤに対応するグループ管理情報をグループ管
理ＤＢ１１ｂから取り出すとともに、取り出したグループ管理情報に含まれる所属ユーザ
のユーザＩＤに対応するユーザ管理情報をユーザ管理ＤＢ１１ａから取り出す。たとえば
、サーバ１は、グループＩＤ「Ｇ０１」に対応するグループ管理情報をグループ管理ＤＢ
１１ｂから取り出すとともに、このグループの所属ユーザ「Ｕ０２」のユーザ管理情報を
ユーザ管理ＤＢ１１ａから取り出す。
【００９５】
　そして、サーバ１は、ユーザ管理ＤＢ１１ａおよびグループ管理ＤＢ１１ｂから取り出
した情報を取得要求の送信元である携帯端末装置２へ送信する。このように、サーバ１の
制御部は、データベースに記憶された携帯端末装置２の位置情報を、同一のグループに所
属する複数の携帯端末装置２に対して送信する位置情報送信手段の一例として機能する。
【００９６】
　つづいて、携帯端末装置２では、受信処理部２４２が、サーバ１からグループ選択画像
の生成に必要な情報を受信し、受信した情報を画像生成部２４１へ受け渡す。そして、画
像生成部２４１は、受信処理部２４２から受け取った情報と、記憶部２３に記憶される地
図情報２３ｃとに基づいて、グループ選択画像を生成する。
【００９７】
　画像生成部２４１は、かかるグループ選択画像を生成すると、生成したグループ選択画
像を車載装置３へ送信する。そして、車載装置３では、表示制御部３４ｃが、画像生成部
２４１から受信したグループ選択画像をタッチパネルディスプレイ３２に対して表示させ
る。このように、グループ選択画像は、タッチ操作可能な車載装置３の表示部（タッチパ
ネルディスプレイ３２）に対して表示される。
【００９８】
　また、画像生成部２４１は、受信処理部２４２から受け取った情報を記憶部２３に一時
的に記憶する。
【００９９】
　図５Ｃには、グループ選択画像の一例を示している。図５Ｃに示すように、グループ選
択画像には、選択候補画像６１と、所在地画像６２とが含まれる。
【０１００】
　選択候補画像６１は、グループトークを開始させるグループの選択候補を示す画像、言
い換えれば、複数のグループの一覧画像である。具体的には、選択候補画像６１は、選択
候補となるグループにそれぞれ対応する画像を含んでいる。
【０１０１】
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　この選択候補画像６１は、選択候補となるグループのうち一部のグループを含んで構成
される。具体的には、選択候補画像６１は、選択候補となるグループの画像がユーザの操
作に応じて仮想的に回転して切り替わる、いわゆるドラム式の表示形式を採用した画像で
ある。
【０１０２】
　選択候補となるグループの画像には、たとえば、グループ名と、所属メンバーのアイコ
ン画像とが含まれる。図５Ｃに示す場合、選択候補画像６１には、グループ名「家族」の
グループに対応する画像、「友人１」のグループに対応する画像および「同僚」のグルー
プに対応する画像が含まれている。
【０１０３】
　また、グループ名「友人１」のグループに対応する画像には、このグループに所属する
ユーザとして、４人のユーザ（ここでは、ユーザＡ～Ｄとする）のアイコン画像が含まれ
ている。また、グループ「友人１」の画像の左右にそれぞれ位置するグループ「家族」の
画像およびグループ「同僚」の画像には、グループ「家族」の所属メンバーの一部である
ユーザＺのアイコン画像およびグループ「同僚」の所属メンバーの一部であるユーザＥの
アイコン画像がそれぞれ含まれる。
【０１０４】
　なお、グループ名は、グループ管理情報に含まれる情報であり、所属メンバーのアイコ
ン画像は、ユーザ管理情報に含まれる情報である。画像生成部２４１は、これらの情報を
受信処理部２４２から受け取り、選択候補画像６１を生成する。
【０１０５】
　選択候補画像６１の中央位置は、選択候補画像６１の中でフォーカスの合った位置であ
り、かかる位置に配置されるグループ（図５Ｃでは、「友人１」）、すなわち、フォーカ
スの合ったグループが、仮選択状態のグループとなる。
【０１０６】
　そして、所在地画像６２は、選択候補画像６１の中央位置に配置されるグループ（図５
Ｃでは、「友人１」）に所属するユーザの所在を示す画像である。すなわち、所在地画像
６２は、仮選択状態のグループに所属するユーザの位置情報に応じた地図画像上の位置に
ユーザのアイコン画像を重畳させた画像である。
【０１０７】
　たとえば、図５Ｃに示す場合、選択候補画像６１の中央には、グループ「友人１」の画
像が配置されており、所在地画像６２には、かかるグループ「友人１」の所属メンバーで
あるユーザＡ～Ｄのアイコン画像が地図画像上に重畳されている。
【０１０８】
　この時、選択候補画像６１の中央に位置するグループは仮選択状態にあり、この仮選択
状態のグループに対応する所在地画像６２が表示される。そして、タッチパネルディスプ
レイ３２へのタッチ操作や押圧操作等の確定操作によって仮選択状態のグループの選択が
確定され、この確定されたグループでグループトークが開始される。
【０１０９】
　なお、仮選択状態にないグループ、すなわち、選択候補画像６１の中央に位置しないグ
ループ（例えば、図５Ｃでは、グループ「友人１」の両隣に位置するグループ「家族」と
グループ「同僚」）に対して、タッチパネルディスプレイ３２へのタッチ操作や押圧操作
を行ったとしても確定操作は行われず、タッチ操作あるいは押圧操作されたグループが選
択候補画像６１の中央に移動し、仮選択状態となる。このように、画像生成部２４１は、
複数のグループの中から仮選択グループを指定するグループ指定手段の一例として機能す
る。
【０１１０】
　ここで、仮選択状態とは、選択候補画像６１の中央に設けられたカーソルによって特定
されたグループに所属するメンバーの状態を表示させており、グループトークに参加する
前の状態である。
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【０１１１】
　このように、実施例１に係るグループ通信システム１００では、グループ選択画像とし
て、選択候補画像６１とともに、グループに所属するユーザの所在地を示す所在地画像６
２を併せて表示することとした。具体的には、画像生成部２４１は、選択候補のグループ
が指定可能に表示される選択候補画像６１と、選択候補画像６１に含まれるグループのう
ち指定されたグループに所属する複数の携帯端末装置２の位置情報に対応した地図画像の
位置に複数の携帯端末装置２を示す画像を表示させた所在地画像６２とを含んだグループ
選択画像を生成する。
【０１１２】
　したがって、ユーザは、グループのメンバーの所在地を把握したうえで、グループトー
クを行うか否かを決定することができる。すなわち、ユーザは、実際にグループトークを
開始しなくとも、グループのメンバーがどこにいるのかを把握することができる。また、
ユーザは、単に他のメンバーの所在地を把握したい場合に、一旦グループトークへ参加し
て直ぐに退会するといった煩雑な行動を取る必要がない。
【０１１３】
　また、実施例１に係るグループ通信システム１００では、表示制御部３４ｃが、選択候
補となるグループのうち一部のグループを含んだ選択候補画像６１をタッチパネルディス
プレイ３２へ表示させるとともに、タッチパネルディスプレイ３２に対する入力操作に応
じて選択候補画像６１に含ませるグループを変更することとした。
【０１１４】
　具体的には、携帯端末装置２の画像生成部２４１は、車載装置３の操作情報送信部３４
ｂから選択候補画像６１に対する入力操作（たとえば、左右へのスライド操作）の操作情
報を受信すると、受信した操作情報に応じて、グループの画像をスライドさせた選択候補
画像６１をあらたに生成する。そして、画像生成部２４１は、あらたに生成した選択候補
画像６１を車載装置３の表示制御部３４ｃへ送信する。これにより、タッチパネルディス
プレイ３２には、ユーザのスライド操作に応じてグループの画像がスライドした選択候補
画像６１が表示される。
【０１１５】
　このように、実施例１に係るグループ通信システム１００では、選択候補画像６１の表
示形式をドラム式とすることで、タッチパネルディスプレイ３２における選択候補画像６
１の表示領域を小さくでき、所在地画像６２を表示させるスペースを確保することができ
る。
【０１１６】
　しかも、実施例１に係るグループ通信システム１００では、図５Ｃに示すように、選択
候補画像６１および所在地画像６２が、縦方向に配列され、選択候補画像６１に含まれる
グループの画像が、横方向に配列されている。このように、選択候補画像６１および所在
地画像６２の配列方向と交差する方向に、各グループの画像を配列させた画像を選択候補
画像６１として用いることで、所在地画像６２の表示スペースをさらに広く確保すること
ができる。
【０１１７】
　また、実施例１に係るグループ通信システム１００では、表示制御部３４ｃが、選択候
補画像６１に含まれるグループにそれぞれ対応する画面のうち、特定の領域（ここでは、
中央の領域）に位置する画像に対応するグループの所在地画像６２をタッチパネルディス
プレイ３２へ表示することとした。したがって、ユーザは、所望のグループに対応する画
像（たとえば、グループ「友人１」の画像）を特定の領域（たとえば、中央の領域）に位
置させることで、所望のグループに所属する各ユーザの所在を確認することができる。
【０１１８】
　画像生成部２４１は、複数のグループの一覧を表示させるグループリスト表示手段の一
例として機能する。また、画像生成部２４１は、サーバ１から送信される携帯端末装置２
の位置情報に基づいて、仮選択グループに所属する携帯端末装置２の位置を示すアイコン
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を地図画像に表示させる端末地図表示手段の一例としても機能する。
【０１１９】
　なお、ここでは、選択候補画像６１の表示形式がドラム式である場合の例について説明
したが、選択候補画像６１の表示形式は、必ずしもドラム式である必要はない。また、選
択候補画像６１に含まれるグループの画像は、選択候補画像６１および所在地画像６２の
配列方向と同一の方向に配列させても構わない。また、ここでは、選択候補画像６１の下
に所在地画像６２が配置される場合の例を示したが、これとは逆に、所在地画像６２の下
に選択候補画像６１が配置されてもよい。
【０１２０】
　なお、グループに所属するユーザの人数が多い場合、選択候補画像６１におけるグルー
プの画像には、一部のユーザだけが含まれるようにしてもよい。また、かかる場合、グル
ープに所属するユーザの表示順序を、グループトークへ参加する可能性が高い順としても
よい。たとえば、グループトークへの参加率が高いほど、グループトークへ参加する可能
性が高いと判断することができる。また、現在通信不能（オフライン）のユーザは、グル
ープトークへ参加する可能性が低いと判断することができる。このように、グループ選択
時においてタッチパネルディスプレイ３２に表示されるユーザの表示順序を、グループト
ークへ参加する可能性が高い順とすることで、グループ選択をより適切に行うことができ
る。
【０１２１】
　また、グループに所属するユーザの表示順序を、グループトークへ参加した日時が古い
順としたり、グループトークでの発言回数が多い順としたりしてもよい。たとえば、グル
ープトークへの参加した日時が古いユーザほど、あるいは、グループトークでの発言回数
が多いユーザほど、グループトークの話題の中心にいる可能性が高いと判断することがで
きる。このように、グループ選択時においてタッチパネルディスプレイ３２に表示される
ユーザの表示順序を、グループトークの話題の中心にいる可能性が高い順とすることで、
グループ選択をより適切に行うことができる。
【０１２２】
　また、画像生成部２４１は、受信処理部２４２から受け取った情報のうち所属メンバー
の状態情報に応じて、地図画像上に重畳させるアイコン画像を変更する。
【０１２３】
　たとえば、ユーザＡのユーザ管理情報に含まれる「状態」項目が「非乗車中」である場
合、画像生成部２４１は、ユーザＡのアイコン画像を地図画像上に重畳させる。一方、ユ
ーザＢのユーザ管理情報に含まれる「状態」項目が「乗車中」である場合、画像生成部２
４１は、ユーザＢのアイコン画像と車両のイラストとを組み合わせた画像を地図画像上に
重畳させる。
【０１２４】
　このように、所属メンバーの状態に応じて地図画像上に重畳させる画像を変更すること
で、ユーザは、各メンバーの状態を把握することができる。
【０１２５】
　また、画像生成部２４１は、所属メンバーの各位置情報に基づいて地図画像の縮尺を決
定する。すなわち、画像生成部２４１は、グループに所属する全てのユーザのアイコン画
像が所在地画像６２に含まれるように地図画像の縮尺を決定する。これにより、ユーザは
、グループに所属する全てのユーザの所在地を容易に把握することができる。
【０１２６】
　ところで、図５Ｃでは、所属メンバーの各位置情報に基づいて地図画像の縮尺を決定す
る場合の例について説明したが、地図画像の縮尺は、固定であってもよい。図５Ｄに、地
図画像の縮尺を固定とした場合のグループ選択画像の一例を示す。
【０１２７】
　なお、図５Ｄには、図５Ｃに示す選択候補画像６１がユーザによって左方向へスライド
された結果、グループ「同僚」に対応する画像が中央に位置し、グループ「同僚」に所属



(17) JP 2013-115589 A 2013.6.10

10

20

30

40

50

するユーザＥ～Ｇの所在を示す所在地画像６２が表示された場合の例について示している
。
【０１２８】
　図５Ｄに示すように、地図画像の縮尺を固定とした場合、画像生成部２４１は、たとえ
ば、自装置の位置情報を基準とする固定縮尺の地図画像上に、自装置の位置情報および状
態情報に基づくアイコン画像６２ａと、所属メンバーのユーザ情報（位置情報や状態情報
等）に基づくアイコン画像とを重畳させた所在地画像６２を生成する。
【０１２９】
　このとき、地図画像の範囲内に所在しないユーザが存在する場合、画像生成部２４１は
、所在地画像６２とは別に、地図画像の範囲内に所在しないユーザのアイコン画像をさら
に含んだグループ選択画像を生成する。
【０１３０】
　たとえば、グループ「同僚」に所属するメンバーＥ～Ｇのうち、ユーザＧが地図画像の
範囲内に所在しない場合、画像生成部２４１は、選択候補画像６１と、所在地画像６２と
、ユーザＧのアイコン画像６３とを含んだグループ選択画像を生成する。これにより、タ
ッチパネルディスプレイ３２には、所在地画像６２の表示領域外に、地図画像の範囲内に
所在しないユーザＧのアイコン画像６３が表示されることとなる。
【０１３１】
　また、所在地画像６２の表示領域外に表示されるユーザＧのアイコン画像６３は、ユー
ザＧが存在する方向に対応した所在地画像６２の表示領域外に表示すれば、グループに所
属するメンバーの方向を把握した上で、グループトークすることが可能となる。例えば、
図５Ｄにおいては、自分の後方にユーザＧが存在していることが把握できる。
【０１３２】
　このように、所在地画像６２が、あらかじめ決定された縮尺の地図画像上にユーザを示
す画像を重畳させた画像である場合に、表示制御部３４ｃが、地図画像の表示範囲外に所
在するユーザを示す画像をタッチパネルディスプレイ３２に対してさらに表示させること
とした。したがって、ユーザは、たとえば、グループに所属するメンバーのうち自分の周
囲に所在していないメンバーを容易に把握することができる。
【０１３３】
　また、ここでは、画像生成部２４１が、地図画像に対して所属メンバーのアイコン画像
を重畳させる場合の例について説明したが、画像生成部２４１は、さらに、所属メンバー
の目的地までの予定経路を示す予定経路画像を重畳させてもよい。図５Ｅには、地図画像
に対して予定経路画像をさらに重畳させた所在地画像６２を含むグループ選択画像の一例
を示す。
【０１３４】
　図５Ｅに示すように、所在地画像６２には、ユーザＥの予定経路画像６２ｂと、ユーザ
Ｆの予定経路画像６２ｃが含まれる。具体的には、画像生成部２４１は、ユーザＥのユー
ザ情報に含まれる経路情報を用いて予定経路画像６２ｂを生成し、ユーザＦのユーザ情報
に含まれる経路情報を用いて予定経路画像６２ｃを生成する。
【０１３５】
　このように、所在地画像６２に対して予定経路画像６２ｂ，６２ｃを重畳させることで
、ユーザは、所属メンバーがどこへ向かっているのかを考慮しつつ、グループトークを開
始させるグループを選択することができる。
【０１３６】
　なお、画像生成部２４１は、所属メンバーの出発地から現在位置までの通過済み経路を
示す通過済み経路画像を地図画像に対してさらに重畳させてもよい。たとえば、図５Ｆに
示すように、画像生成部２４１は、ユーザＥおよびユーザＦのユーザ情報にそれぞれ含ま
れる経路情報を用いて通過済み経路画像６２ｄ，６２ｅを生成して地図画像上に重畳させ
る。
【０１３７】
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　このように、通過済み経路画像を地図画像に対してさらに重畳させることで、ユーザは
、所属メンバーがどの方向から来たのかを考慮しつつ、グループトークを開始させるグル
ープを選択することができる。
【０１３８】
　なお、縮尺には上限（範囲を広げ過ぎない）を設け、その範囲内に位置しないメンバー
については、表示領域におけるメンバーの位置方向の端部にユーザのアイコン画像を配置
するものとする。また、この場合、ユーザのアイコン画像に加工を施し（色調の変化やマ
ーク付与等）、表示された地図の外側に当該ユーザが位置することが分かるようにするこ
とが好ましい。
【０１３９】
　図５Ｄに戻り、選択候補画像６１に含まれるグループ「同僚」の画像がユーザによって
タッチ操作された場合について説明する。
【０１４０】
　ユーザが、選択候補画像６１に含まれるグループ「同僚」の画像をタッチすると、グル
ープ「同僚」の画像が中央位置に配置された選択候補画像６１、すなわち、グループ「同
僚」にフォーカスの合った選択候補画像６１がタッチパネルディスプレイ３２に表示され
る。また、仮選択状態のグループは、「友人１」から「同僚」へと変更される。これによ
り、タッチパネルディスプレイ３２には、所在地画像６２として、グループ「同僚」に所
属するユーザの所在を示す画像が表示される。
【０１４１】
　グループ「同僚」の画像が選択候補画像６１の中央位置に配置されたのち（すなわち、
グループ「同僚」が仮選択状態となったのち）、グループ「同僚」の画像がユーザによっ
てタッチ操作されると、車載装置３の操作情報送信部３４ｂは、かかるタッチ操作に関す
る操作情報を携帯端末装置２へ送信する。そして、携帯端末装置２では、送信処理部２４
３が、かかる操作情報を受信すると、グループ「同僚」のグループＩＤおよび自装置のユ
ーザＩＤ等を含んだグループトーク開始要求をサーバ１へ送信する。
【０１４２】
　サーバ１は、携帯端末装置２からグループトーク開始要求を受信すると、かかるグルー
プトーク開始要求からグループＩＤを取り出し、かかるグループＩＤに対応するグループ
に所属する各ユーザのユーザＩＤをグループ管理ＤＢ１１ｂから取り出す。また、サーバ
１は、取り出したユーザＩＤに対応するユーザの携帯端末装置２に対してグループトーク
への参加の可否を確認する通知を送信する。
【０１４３】
　そして、グループに所属するいずれかのユーザからグループトークへの参加を許可する
旨の通知を受信すると、サーバ１は、グループトークを開始させる。なお、メンバーから
グループトークへ参加するか否かの応答があるまでの間、タッチパネルディスプレイ３２
には、図５Ｇに示すように、メンバーを呼び出し中である旨の画面が表示される。
【０１４４】
　このように、仮選択状態でないグループに対して選択操作を行うことで、選択されたグ
ループが仮選択状態となる。さらに、仮選択状態のグループに対して選択操作を行うこと
で、仮選択状態のグループが、グループトークを開始するグループとして確定する。
【０１４５】
　また、携帯端末装置２の送信処理部２４３は、仮選択グループに対して確定操作が行わ
れた場合に、仮選択グループでのデータ通信の開始をサーバ１に対して指示する確定手段
の一例として機能する。
【０１４６】
　図５Ｈに、グループトーク中にタッチパネルディスプレイ３２に表示されるトーク中画
像の一例を示す。以下では、図５Ｈを参照して、グループトークにおける処理内容につい
て説明する。
【０１４７】
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　グループトーク中にユーザが発話を行うと、発話内容が車両７０のマイク５によって集
音され、車載装置３の音声認識処理部３４ｅが、マイク５を介して取得した音声データを
携帯端末装置２へ送信する。また、携帯端末装置２では、送信処理部２４３が、携帯端末
装置２から音声データを受信すると、位置情報取得部２２から位置情報を取得し、音声デ
ータ、位置情報、時刻、ユーザＩＤ、グループＩＤ等を含んだトークデータを生成しサー
バ１へ送信する。
【０１４８】
　つづいて、サーバ１は、携帯端末装置２からトークデータを受信すると、受信したトー
クデータを同一のグループに所属する他のユーザの携帯端末装置２に対して送信する。こ
のように、サーバ１の制御部は、携帯端末装置２からの指示に応じて、グループに所属す
る携帯端末装置２間の通信データを収集して携帯端末装置２へ送信するデータ処理手段の
一例として機能する。携帯端末装置２では、受信処理部２４２が、他の携帯端末装置２か
らのトークデータをサーバ１経由で受信すると、受信したトークデータを記憶部２３へ記
憶する。
【０１４９】
　また、携帯端末装置２では、画像生成部２４１は、記憶部２３にあらたなトークデータ
が記憶されると、あらたに記憶されたトークデータに含まれるユーザＩＤおよび位置情報
を取り出す。また、画像生成部２４１は、取り出したユーザＩＤに対応するユーザのアイ
コン画像と所定の画像（たとえば、吹き出しの画像）とを組み合わせた画像（以下、「つ
ぶやきマーク」と記載する）を生成する。
【０１５０】
　また、画像生成部２４１は、生成したつぶやきマークをトークデータから取り出した位
置情報に応じた地図画像上の位置に重畳させたトーク中画像を生成し、生成したトーク中
画像を車載装置３へ送信する。そして、車載装置３の表示制御部３４ｃは、携帯端末装置
２から受信したトーク中画像をタッチパネルディスプレイ３２に対して表示させる。
【０１５１】
　これにより、図５Ｈに示すように、タッチパネルディスプレイ３２には、地図画像上に
つぶやきマーク６５が重畳されたトーク中画像が表示される。このトーク中画像は、グル
ープに所属するユーザがトークデータを送信するごとに更新され、新たなつぶやきマーク
６５が地図画像上に追加されることとなる。
【０１５２】
　このように、表示制御部３４ｃは、グループの中から一のグループを選択する選択操作
が行われた場合に、選択されたグループに所属するユーザの携帯端末装置２と、自装置と
の間で通信リンクが確立された携帯端末装置２との間でグループトークを行うためのトー
ク中画像をタッチパネルディスプレイ３２へ表示させる。
【０１５３】
　ユーザは、タッチパネルディスプレイ３２に表示されたつぶやきマーク６５をタッチす
ることによって、タッチしたつぶやきマーク６５に対応する音声メッセージを聞くことが
できる。
【０１５４】
　具体的には、車載装置３では、操作情報送信部３４ｂが、タッチパネルディスプレイ３
２からつぶやきマーク６５へのタッチ操作に関する操作情報を受け取り、受け取った操作
情報を携帯端末装置２へ送信する。また、携帯端末装置２では、アプリ実行部２４ｂが、
車載装置３から上記の操作情報を受信すると、記憶部２３に記憶されたトークデータのう
ち、ユーザがタッチしたつぶやきマーク６５に対応するトークデータから音声データを取
り出して車載装置３へ送信する。
【０１５５】
　そして、車載装置３では、音声出力制御部３４ｄが、携帯端末装置２が受信した音声デ
ータに基づき、ユーザがタッチしたつぶやきマーク６５に対応する音声メッセージをスピ
ーカ６から出力させる。
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【０１５６】
　なお、ここでは、つぶやきマーク６５をタッチすることによって音声メッセージが再生
される場合、すなわち、音声を用いてグループトークを行う場合の例について説明したが
、グループトークは、たとえば文字を用いて行ってもよい。
【０１５７】
　かかる場合には、車載装置３の音声認識処理部３４ｅが、マイク５を介して取得した音
声データを音声認識処理によって文字データに変換し、携帯端末装置２の送信処理部２４
３が、文字データを含んだトークデータをサーバ１へ送信すればよい。これにより、表示
制御部３４ｃは、ユーザがつぶやきマーク６５をタッチすることで、タッチされたつぶや
きマーク６５に対応する文字メッセージをタッチパネルディスプレイ３２に対して表示さ
せることができる。
【０１５８】
　また、他の構成として、携帯端末装置２の送信処理部２４３からサーバ１に音声データ
を送信し、サーバ１で音声データを文字データに変換する構成であってもよい。
【０１５９】
　また、図５Ａ～図５Ｈでは、登録済みのグループからグループトークを開始するグルー
プを選択する場合の例について説明したが、これに限ったものではなく、あらたにグルー
プを形成してグループトークを開始することもできる。かかる点については、後述する。
【０１６０】
　次に、サーバ１、携帯端末装置２および車載装置３の具体的動作について説明する。ま
ず、携帯端末装置２が実行するアプリ起動時処理について図６を用いて説明する。図６は
、アプリ起動時処理の処理手順を示すフローチャートである。
【０１６１】
　なお、アプリ起動時処理は、携帯端末装置２がグループトークアプリケーションソフト
ウェア２３ｂの起動を指示されてから後述するグループ選択モードフラグまたはグループ
形成モードフラグがオンされるまでの処理である。
【０１６２】
　図６に示すように、携帯端末装置２では、受信処理部２４２が、自装置から所定範囲内
に所在するユーザのユーザ情報をサーバ１から取得し（ステップＳ１０１）、画像生成部
２４１が、受信処理部２４２によって取得されたユーザ情報に基づき、地図画像上にユー
ザのアイコン画像を重畳させた画像を生成する（ステップＳ１０２）。
【０１６３】
　つづいて、携帯端末装置２では、送信処理部２４３が、「グループ選択モード」が選択
されたか否かを判定する（ステップＳ１０３）。ここで、「グループ選択モード」とは、
登録済みのグループからグループトークを開始するグループを選択するモードである。
【０１６４】
　たとえば、タッチパネルディスプレイ３２には、ステップＳ１０２において生成された
画像とともに、「グループ選択モード」を選択するための画像および後述する「グループ
形成モード」を選択するための画像が表示される。そして、ユーザが「グループ選択モー
ド」を選択するための画像に対してタッチ操作を行い、車載装置３の操作情報送信部３４
ｂが、かかる操作情報を携帯端末装置２へ送信することで、携帯端末装置２の送信処理部
２４３は、「グループ選択モード」が選択されたと判定する。
【０１６５】
　ステップＳ１０３において「グループ選択モード」が選択されたと判定すると（ステッ
プＳ１０３，Ｙｅｓ）、アプリ実行部２４ｂは、グループ選択モードフラグをオンし（ス
テップＳ１０４）、アプリ起動時処理を終了する。
【０１６６】
　一方、「グループ選択モード」が選択されていない場合（ステップＳ１０３，Ｎｏ）、
送信処理部２４３は、「グループ形成モード」が選択されたか否かを判定する（ステップ
Ｓ１０５）。そして、「グループ形成モード」が選択されたと判定すると（ステップＳ１
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０５，Ｙｅｓ）、アプリ実行部２４ｂは、グループ形成モードフラグをオンして（ステッ
プＳ１０６）、アプリ起動時処理を終了する。
【０１６７】
　なお、アプリ実行部２４ｂは、ステップＳ１０５において「グループ形成モード」が選
択されていない場合には（ステップＳ１０５，Ｎｏ）、処理をステップＳ１０１へ戻し、
ステップＳ１０１以降の処理を繰り返す。
【０１６８】
　次に、携帯端末装置２が実行するグループ選択処理の処理手順について図７を用いて説
明する。図７は、グループ選択処理の処理手順を示すフローチャートである。なお、グル
ープ選択処理は、図６のステップＳ１０４においてグループ選択モードフラグがオンされ
た場合に実行される処理である。
【０１６９】
　図７に示すように、グループ選択処理を開始すると、携帯端末装置２の送信処理部２４
３は、グループ選択画像の生成に必要な情報を取得するための情報取得要求をユーザＩＤ
２３ａや位置情報等とともにサーバ１へ送信する（ステップＳ２０１）。
【０１７０】
　つづいて、携帯端末装置２では、受信処理部２４２が、グループ選択画像の生成に必要
な情報をサーバ１から受信し（ステップＳ２０２）、画像生成部２４１が、選択候補画像
６１および所在地画像６２を含んだグループ選択画像を生成する（ステップＳ２０３）。
これにより、タッチパネルディスプレイ３２には、表示制御部３４ｃによってグループ選
択画像が表示されることとなる。
【０１７１】
　つづいて、送信処理部２４３は、グループ確定操作がなされたか否かを判定する（ステ
ップＳ２０４）。たとえば、送信処理部２４３は、選択候補画像６１の中央位置に配置さ
れるグループの画像、すなわち、仮選択状態のグループの画像に対してタッチ操作がなさ
れた旨の操作情報を車載装置３から受信した場合に、グループ確定操作がなされたと判定
する。
【０１７２】
　ステップＳ２０４においてグループ確定操作がなされたと判定すると（ステップＳ２０
４，Ｙｅｓ）、アプリ実行部２４ｂは、グループトークモード開始要求をサーバ１へ送信
する（ステップＳ２０５）。そして、アプリ実行部２４ｂは、グループ選択モードフラグ
をオフするとともに（ステップＳ２０６）、グループトークモードフラグをオンして（ス
テップＳ２０７）、グループ選択処理を終了する。
【０１７３】
　一方、ステップＳ２０４においてグループ確定操作がなされていない場合（ステップＳ
２０４，Ｎｏ）、送信処理部２４３は、仮選択グループ変更操作がなされたか否かを判定
する（ステップＳ２０８）。仮選択グループ変更操作とは、たとえば、仮選択状態でない
グループの画像へのタッチ操作、あるいは、選択候補画像６１に対するスライド操作のこ
とである。送信処理部２４３は、選択候補画像６１に対してこれらの操作がなされた旨の
操作情報を車載装置３から受信した場合に、選択候補変更操作がなされたと判定する。
【０１７４】
　ステップＳ２０８において仮選択グループ変更操作がなされたと判定すると（ステップ
Ｓ２０８，Ｙｅｓ）、画像生成部２４１は、選択候補画像６１を更新するとともに（ステ
ップＳ２０９）、所在地画像６２を更新し（ステップＳ２１０）、処理をステップＳ２０
４へ戻す。なお、アプリ実行部２４ｂは、仮選択グループ変更操作がなされていない場合
にも（ステップＳ２０８，Ｎｏ）、処理をステップＳ２０４へ戻す。
【０１７５】
　次に、車載装置３が実行するグループトーク送信処理の処理手順について図８を用いて
説明する。図８は、グループトーク送信処理の処理手順を示すフローチャートである。こ
こで、グループトーク送信処理は、グループトークモードフラグがオンされた場合に実行
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される処理のうち、トークデータ等の送信に関する処理である。なお、図８に示すグルー
プトーク送信処理は、グループトークモードフラグがオンされている間、繰り返し実行さ
れる。
【０１７６】
　図８に示すように、グループトーク送信処理を開始すると、車載装置３の音声認識処理
部３４ｅは、マイク５を介して音声データを取得し（ステップＳ３０１）、取得した音声
データに対して音声認識処理を行う（ステップＳ３０２）。
【０１７７】
　つづいて、音声認識処理部３４ｅは、発話内容にキラーワードが含まれるか否かを判定
する（ステップＳ３０３）。キラーワードとは、上述したように、車両７０に搭載される
エアコン等の機器、あるいは、携帯端末装置２が備えるナビゲーション部２４ｃ等を音声
によって制御するための専用の言葉である。
【０１７８】
　ステップＳ３０３において発話内容にキラーワードが含まれると判定した場合（ステッ
プＳ３０３，Ｙｅｓ）、実行指示部３４ｆは、キラーワードに対応する処理の実行指示を
行う（ステップＳ３０４）。
【０１７９】
　また、実行指示部３４ｆは、他メンバー同期制御が設定されているか否かを判定する（
ステップＳ３０５）。ここで、他メンバー同期制御とは、キラーワードに対応する処理を
同一グループに所属する他のユーザの携帯端末装置２や車両７０についても実行させる制
御のことである。
【０１８０】
　なお、他メンバー同期制御の設定は、キラーワード毎に設定する構成、例えばキラーワ
ードＫＷ１についてはメンバー同期制御が設定され、キラーワードＫＷ２にはメンバー同
期制御が設定されていないと言った、キラーワード毎に他メンバーの携帯端末装置２等に
対する処理を変更できる構成にするのが望ましい。
【０１８１】
　ステップＳ３０５において他メンバー同期制御が設定されている場合（ステップＳ３０
５，Ｙｅｓ）、実行指示部３４ｆは、ステップＳ３０４において実行指示した内容と同様
の制御コマンドを含む同期制御データを携帯端末装置２に対して送信し（ステップＳ３０
６）、グループトーク送信処理を終了する。このように、実行指示部３４ｆは、あらかじ
め登録されたキラーワードが発話内容に含まれる場合に、かかるキラーワードに応じた処
理を実行させる旨の同期制御データを携帯端末装置２経由でサーバへ送信する。
【０１８２】
　なお、他メンバー同期制御の可否は、キラーワード毎に設定されている。たとえば、目
的地設定等、メンバー間で同じ行動を行うことが適するような機能は、他メンバー同期制
御に設定される傾向が強く、エアコン制御等、個々の車両毎に適切な制御が異なるような
機能は、他メンバー同期制御に設定されない傾向が強い。
【０１８３】
　一方、ステップＳ３０３において発話内容にキラーワードが含まれない場合（ステップ
Ｓ３０３，Ｎｏ）、制御部３４は、現在のモードがトーク停止モードであるか否かを判定
する（ステップＳ３０７）。たとえば、図５Ｆに示すトーク停止ボタン６６がタッチ操作
された場合、制御部３４は、トーク停止モードであると判定する。
【０１８４】
　ステップＳ３０７において現在のモードがトーク停止モードではない場合（ステップＳ
３０７，Ｎｏ）、音声認識処理部３４ｅは、ステップＳ３０１において取得した音声デー
タを携帯端末装置２へ送信する（ステップＳ３０８）。そして、制御部３４は、ステップ
Ｓ３０８の処理を終えた場合、あるいは、ステップＳ３０５において他メンバー同期制御
が設定されていない場合（ステップＳ３０５，Ｎｏ）に、グループトーク送信処理を終了
する。また、制御部３４は、ステップＳ３０７において現在のモードがトーク停止モード



(23) JP 2013-115589 A 2013.6.10

10

20

30

40

50

であると判定した場合にも（ステップＳ３０７，Ｙｅｓ）、グループトーク送信処理を終
了する。
【０１８５】
　なお、音声認識処理部３４ｅによって送信された音声データは、携帯端末装置２の送信
処理部２４３によって受信される。そして、送信処理部２４３は、音声データ、位置情報
、時刻、ユーザＩＤ、グループＩＤ等を含んだトークデータを生成してサーバ１へ送信す
る。
【０１８６】
　次に、携帯端末装置２が実行するグループトーク受信処理の処理手順について図９を用
いて説明する。ここで、グループトーク受信処理は、グループトークモードフラグがオン
された場合に実行される処理のうち、トークデータ等の受信に関する処理である。なお、
図９に示すグループトーク受信処理は、グループトークモードフラグがオンされている間
、繰り返し実行される。
【０１８７】
　図９に示すように、グループトーク受信処理を開始すると、携帯端末装置２の画像生成
部２４１は、所属メンバーの位置情報に応じて地図画像の縮尺を決定し（ステップＳ４０
１）、決定した縮尺の地図画像上に所属メンバーのアイコン画像を重畳させる（ステップ
Ｓ４０２）。
【０１８８】
　これにより、タッチパネルディスプレイ３２には、表示制御部３４ｃによってトーク中
画像が表示されることとなる。なお、所属メンバーのアイコン画像は、所属メンバーの状
態に応じて決定される。たとえば、ユーザの状態情報が「乗車中」である場合には、ユー
ザ既定のアイコン画像および車両のイラストを組み合わせた画像が、ユーザのアイコン画
像として用いられる。
【０１８９】
　つづいて、携帯端末装置２では、画像生成部２４１が、つぶやきマーク６５の描画処理
を行う（ステップＳ４０３）。すなわち、画像生成部２４１は、地図画像上につぶやきマ
ーク６５を追加したトーク中画像を生成する。
【０１９０】
　つづいて、受信処理部２４２は、同期制御データを受信したか否かを判定する（ステッ
プＳ４０４）。かかる処理において同期制御データを受信していない場合（ステップＳ４
０４，Ｎｏ）、送信処理部２４３は、つぶやきマーク６５の選択操作がなされたか否かを
判定する（ステップＳ４０５）。たとえば、送信処理部２４３は、つぶやきマーク６５に
対してタッチ操作がなされた旨の操作情報を車載装置３から受信した場合に、つぶやきマ
ーク６５の選択操作がなされたと判定する。
【０１９１】
　ステップＳ４０５においてつぶやきマーク６５が選択されたと判定した場合（ステップ
Ｓ４０５，Ｙｅｓ）、アプリ実行部２４ｂは、選択されたつぶやきマーク６５に対応する
音声データを記憶部２３から取り出して車載装置３へ送信し（ステップＳ４０６）、処理
を終える。なお、アプリ実行部２４ｂは、ステップＳ４０５においてつぶやきマーク６５
の選択操作がなされていない場合にも（ステップＳ４０５，Ｎｏ）、処理を終える。
【０１９２】
　また、ステップＳ４０４において同期制御データを受信したと判定すると（ステップＳ
４０４，Ｙｅｓ）、アプリ実行部２４ｂは、同期制御データに含まれる制御コマンドに対
応する処理の実行を指示し（ステップＳ４０７）、グループトーク受信処理を終了する。
【０１９３】
　なお、アプリ実行部２４ｂは、同期制御データによる制御対象が車両に搭載された機器
である場合には、受信した同期制御データを車載装置３へ送信する。これにより、車載装
置３の実行指示部３４ｆが、同期制御データに含まれる制御コマンドに対応する処理の実
行を指示することとなる。このように、実行指示部３４ｆは、サーバ１から同期制御デー
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タを受信した場合には、受信した同期制御データに応じた処理を実行させる。また、同期
制御データに含まれる制御コマンドに対応する処理を、ユーザによる実行許可操作後に実
行するようにしても良い。
【０１９４】
　次に、携帯端末装置２が実行する退会処理である端末側退会処理の処理手順について図
１０を用いて説明する。図１０は、端末側退会処理の処理手順を示すフローチャートであ
る。なお、退会処理とは、グループトークを終了するための処理のことである。
【０１９５】
　図１０に示すように、端末側退会処理を開始すると、携帯端末装置２の送信処理部２４
３は、退会操作がなされたか否かを判定する（ステップＳ５０１）。たとえば、送信処理
部２４３は、タッチパネルディスプレイ３２に表示される退会ボタン（図示せず）がタッ
チされた旨の操作情報を車載装置３から受信した場合に、退会操作がなされたと判定する
。
【０１９６】
　ステップＳ５０１において退会操作がなされていない場合（ステップＳ５０１，Ｎｏ）
、ナビゲーション部２４ｃは、設定された目的地へ到着したか否かを判定する（ステップ
Ｓ５０２）。かかる処理において、目的地へ到着していない場合（ステップＳ５０２，Ｎ
ｏ）、アプリ実行部２４ｂは、処理を終了する。
【０１９７】
　一方、ステップＳ５０１において退会操作がなされたと判定した場合（ステップＳ５０
１，Ｙｅｓ）、または、ステップＳ５０２において目的地へ到着したと判定した場合（ス
テップＳ５０２，Ｙｅｓ）、送信処理部２４３は、ユーザＩＤ２３ａおよびグループＩＤ
等を含んだ退会データをサーバ１へ送信する（ステップＳ５０３）。そして、アプリ実行
部２４ｂは、グループトークモードフラグをオフし（ステップＳ５０４）、端末側退会処
理を終了する。なお、ステップＳ５０２において目的地へ到着していない場合（ステップ
Ｓ５０２，Ｎｏ）にも、アプリ実行部２４ｂは端末側退会処理を終了する。
【０１９８】
　このように、目的地に到着した場合にも退会データを送信することとした。これは、目
的地に到着した場合、次の目的とする行動をするのが通常で、例えば自動車の場合は降車
して施設に対応した行動を行うと言った状況が全く異なったものとなるため、グループト
ークから退会するのが通常である。このため、目的地に到着したことを条件として退会デ
ータを送信することなど退会処理を自動的に行えば、退会に必要な操作を行うことなく退
会することができる。尚、念のために目的地到着後、ユーザの退会確認操作（退会確認ボ
タンを表示し、それに対するユーザの操作）に基づき退会処理を実行しても良い。
【０１９９】
　なお、目的地に到着した場合には、タッチパネルディスプレイ３２に対してグループト
ークから退会するか否かの確認画面を表示させ、退会する旨の操作があった場合に、ステ
ップＳ５０３以降の処理を行ってもよい。また、かかる場合には、ユーザの便を考慮し、
確認画面を表示させてから所定時間以内に操作がなかった場合にも、ステップＳ５０３へ
移行することとしてもよい。
【０２００】
　次に、サーバ１が実行する退会処理であるサーバ側退会処理の処理手順について図１１
を用いて説明する。図１１は、サーバ側退会処理の処理手順を示すフローチャートである
。なお、この処理はユーザからの退会データの受信検知により実行する。
【０２０１】
　図１１に示すように、サーバ１は、携帯端末装置２から退会データを受信したか否かを
判定し（ステップＳ６０１）、受信したと判定すると（ステップＳ６０１，Ｙｅｓ）、該
当グループの全メンバーがグループトークから退会したか否かを判定する（ステップＳ６
０２）。かかる処理において全メンバーがグループトークから退会したと判定しない場合
（ステップＳ６０２，Ｎｏ）、すなわち、グループトークへの参加者が１人でも存在する
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場合、サーバ１は、既退会者を含む全メンバーの携帯端末装置２へ受信した退会データを
送信する（ステップＳ６０３）。
【０２０２】
　なお、携帯端末装置２では、サーバ１から退会データを受信すると、画像生成部２４１
が、退会データの送信元であるユーザがグループトークから退会した旨のメッセージを生
成し、車載装置３の表示制御部３４ｃへ送信する。このとき、画像生成部２４１は、退会
データの送信元であるユーザのアイコン画像を地図画像上から削除、あるいは表示形態を
変更してもよい。
【０２０３】
　ステップＳ６０２において全メンバーがグループトークから退会したと判定した場合（
ステップＳ６０２，Ｙｅｓ）、サーバ１は、既退会者を含む全メンバーの携帯端末装置２
へ解散データを送信する（ステップＳ６０４）。解散データとは、グループトークが終了
したことを示すデータである。携帯端末装置２では、サーバ１から解散データを受信する
と、画像生成部２４１が、グループトークが終了した旨（グループが解散した旨）のメッ
セージを生成し、車載装置３の表示制御部３４ｃへ送信する。
【０２０４】
　サーバ１は、ステップＳ６０３またはステップＳ６０４の処理を終えると、該当グルー
プのグループ管理情報を更新し（ステップＳ６０５）、サーバ側退会処理を終了する。な
お、サーバ１は、ステップＳ６０１において退会データを受信していない場合にも（ステ
ップＳ６０１，Ｎｏ）、サーバ側退会処理を終了する。
【０２０５】
　このように、既に退会したメンバーに対しても退会データや解散データを送信すること
で、誰が何時退会したかあるいはグループが何時解散されたかを自分がグループから退会
した後においても把握することができる。
【０２０６】
　なお、本例の場合、一度退会したメンバーがグループ存続を確認して復帰することを考
慮して、全メンバーがグループトークから退会したと判定した場合（ステップＳ６０２，
Ｙｅｓ）に解散処理を行ったが、グループトークが成立しない状態である残メンバーが一
人になった場合に解散処理を行っても良い。
【０２０７】
　上述してきたように、実施例１では、携帯端末装置の画像生成部が、グループトークを
開始させるグループの選択候補を示す選択候補画像と、グループに所属する複数の携帯端
末装置の位置情報に対応した地図画像の位置に複数の携帯端末装置を示す画像を表示させ
た所在地画像とを含んだグループ選択画像を生成する。
【０２０８】
　また、実施例１では、サーバのデータベースが、携帯端末装置から取得した位置情報を
記憶する記憶手段の一例として機能し、サーバの制御部が、データベースに記憶された位
置情報を、グループに所属する携帯端末装置に送信する位置情報送信手段、携帯端末装置
からの指示に応じて、グループに所属する携帯端末装置間の通信データを収集して携帯端
末装置へ送信するデータ処理手段の一例として機能する。また、実施例１では、携帯端末
装置の制御部が、複数のグループの一覧を表示させるグループリスト表示手段、グループ
リスト表示手段によって表示された複数のグループの中から仮選択グループを指定するグ
ループ指定手段、サーバから送信される携帯端末装置の位置情報に基づいて、グループ指
定手段によって指定された仮選択グループに所属する携帯端末装置の位置を示すアイコン
を地図画像に表示させる端末地図表示手段、仮選択グループに対して確定操作が行われた
場合に、仮選択グループでのデータ通信の開始をサーバに指示する確定手段の一例として
機能する。
【０２０９】
　したがって、実施例１によれば、グループトークを開始する前に、グループに所属する
メンバーの所在地を把握することができる。
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【実施例２】
【０２１０】
　ところで、上述してきた実施例１では、１台の携帯端末装置を１人のユーザが使用する
場合の例について説明した。しかし、たとえば車両に複数人が乗車しており、その内の１
人が所有する１台の携帯端末装置を複数人が共用してグループトークを行いたい場合もあ
る。
【０２１１】
　ところが、従来技術では、１台の携帯端末装置を複数人で共用した場合であっても、グ
ループトークサービス上では、あくまでも１人と見なされてしまうという問題があった。
すなわち、１台の携帯端末装置を複数人で共用したとしても、他のユーザのディスプレイ
上では、１人のユーザ（携帯端末装置の所有者）しか認識されないため、面白みに欠けて
いた。
【０２１２】
　また、従来技術では、他のユーザが、１台の車両に複数人が同乗している状況を把握す
ることができないという点においても面白みに欠けていた。
【０２１３】
　そこで、以下では、グループ通信の楽しさを増進させることのできる車載装置およびグ
ループ通信システムの例について説明する。なお、以下の説明では、既に説明した部分と
同様の部分については、既に説明した部分と同一の符号を付し、重複する説明を省略する
。
【０２１４】
　図１２は、実施例２におけるトーク中画像の一例を示す図である。図１２に示すように
、地図画像上には、たとえばユーザＪのアイコン画像、ユーザＫのアイコン画像および車
両のイラストを組み合わせた画像が重畳される。この画像は、ユーザＪとユーザＫとが車
両７０に同乗していることを示している。
【０２１５】
　このように、実施例２では、複数のユーザが１台の車両７０に同乗していることを容易
に把握することができる。
【０２１６】
　また、図１２に示すように、地図画像上には、たとえば、ユーザＫのアイコン画像と吹
き出しの画像とを組み合わせたつぶやきマーク６８ａと、ユーザＪのアイコン画像と吹き
出しの画像とを組み合わせたつぶやきマーク６８ｂとがそれぞれ重畳される。
【０２１７】
　これにより、複数人が１台の携帯端末装置２を共用する場合であっても、実際に音声メ
ッセージを聞かなくても、誰の音声メッセージであるかを容易に把握することができる。
【０２１８】
　次に、実施例２における携帯端末装置２の具体的動作について説明する。まず、共用端
末登録処理の処理手順について図１３を用いて説明する。ここで、共用端末登録処理とは
、１台の携帯端末装置２を複数のユーザで共用するための登録処理である。この処理は装
置動作中、繰り返し実行される。
【０２１９】
　図１３に示すように、共用端末登録処理を開始すると、携帯端末装置２の送信処理部２
４３は、共用端末設定操作がなされたか否かを判定する（ステップＳ７０１）。たとえば
、送信処理部２４３は、携帯端末装置２の共用化に必要な情報（たとえば、同乗者のユー
ザＩＤなど）を車載装置３から受信した場合に、共用端末設定操作がなされたと判定する
。
【０２２０】
　共用端末設定操作がなされたと判定すると（ステップＳ７０１，Ｙｅｓ）、送信処理部
２４３は、車載装置３から受け取った情報と自装置のユーザＩＤとを含んだ共用端末登録
要求をサーバ１へ送信して（ステップＳ７０２）、共用端末登録処理を終了する。
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【０２２１】
　サーバ１では、携帯端末装置２から共用端末登録要求を受信すると、受信した共用端末
登録要求に基づいて共用端末登録（たとえば、ユーザ管理ＤＢ１１ａやグループ管理ＤＢ
１１ｂへの登録等）を行う。なお、アプリ実行部２４ｂは、共用端末設定操作がなされて
いない場合にも（ステップＳ７０１，Ｎｏ）、共用端末登録処理を終了する。
【０２２２】
　ここで、上述した共用端末登録処理の処理手順について、ユーザＪがユーザＫの携帯端
末装置２を共用する場合を例に挙げて具体的に説明する。なお、ここでは、ユーザＪおよ
びユーザＫの双方が携帯端末装置２を所持しており、かつ、ユーザＪおよびユーザＫの双
方のユーザ管理情報がユーザ管理ＤＢ１１ａに登録されているものとする。また、ユーザ
Ｋの携帯端末装置２は、車載装置３との間で既に通信リンクを確立させた状態であるもの
とする。
【０２２３】
　たとえば、ユーザＪは、同乗中の車両７０に搭載される認証装置４に対して、ユーザＪ
が所有する携帯端末装置２をかざす。これにより、認証装置４によって読み取られたユー
ザＪのユーザＩＤは、車載装置３へ受け渡される。また、車載装置３の制御部３４は、認
証装置４から受け取ったユーザＪのユーザＩＤをユーザＫの携帯端末装置２へ送信する。
【０２２４】
　そして、ユーザＫの携帯端末装置２では、送信処理部２４３が、車載装置３からユーザ
ＪのユーザＩＤを受信するとともに、受信したユーザＩＤと自装置のユーザＩＤとを含ん
だ共用端末登録要求をサーバ１へ送信する。
【０２２５】
　携帯端末装置２から共用端末登録要求を受信すると、サーバ１は、たとえば、ユーザＫ
が現在グループトークに参加しているグループのグループ管理情報における「所属ユーザ
」項目に格納されるユーザＫのユーザＩＤに対して、ユーザＪのユーザＩＤを共用ユーザ
のユーザＩＤとして関連付ける。
【０２２６】
　これにより、他のユーザの携帯端末装置２は、ユーザＪおよびユーザＫが携帯端末装置
２を共用していることを把握することができる。また、ユーザＫのユーザ管理情報には、
ユーザＫが乗車中であることを示す状態情報が含まれるため、ユーザＪおよびユーザＫが
１つの車両７０に同乗していることも把握することができる。
【０２２７】
　なお、ユーザＪのユーザ管理情報がユーザ管理ＤＢ１１ａに登録されていない場合、ユ
ーザＪは、携帯端末装置２の共用化に必要な情報（ユーザ名、アイコン画像など）をタッ
チパネルディスプレイ３２を用いて入力あるいは選択してもよい。
【０２２８】
　かかる場合、ユーザＪによって入力あるいは選択された情報が携帯端末装置２を介して
サーバ１へ送信される。そして、サーバ１は、ユーザＪに対してあらたに発行したユーザ
ＩＤに対してユーザＪの情報を関連付けることによってユーザＪのユーザ管理情報を新規
作成したうえで、ユーザＫのユーザＩＤを共用ユーザのユーザＩＤとして関連付ける。
【０２２９】
　次に、ユーザ切替処理の処理手順について図１４を用いて説明する。図１４は、ユーザ
切替処理の処理手順を示すフローチャートである。ここで、ユーザ切替処理とは、グルー
プトーク中において発話の主体となるユーザを切り替えるための処理のことである。
【０２３０】
　図１４に示すように、ユーザ切替処理を開始すると、携帯端末装置２の送信処理部２４
３は、ユーザ切替操作がなされたか否かを判定する（ステップＳ８０１）。たとえば、送
信処理部２４３は、タッチパネルディスプレイ３２に表示されるユーザ切替ボタンがタッ
チ操作された旨の操作情報を車載装置３から受信した場合に、ユーザ切替操作がなされた
と判定する。
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【０２３１】
　ユーザ切替操作がなされたと判定すると（ステップＳ８０１，Ｙｅｓ）、アプリ実行部
２４ｂは、発話の主体となるユーザを切り替える（ステップＳ８０２）。具体的には、ア
プリ実行部２４ｂは、自装置を共用しているユーザ（たとえば、ユーザＪおよびユーザＫ
）のうち発話主体となるユーザを示すフラグ情報を記憶部２３等に記憶しており、ユーザ
切替操作に応じてかかるフラグ情報を切り替える。
【０２３２】
　アプリ実行部２４ｂは、たとえばユーザＫが発話主体であることをフラグ情報が示して
いる場合には、ユーザＫのユーザＩＤを含んだトークデータをサーバ１へ送信する。また
、アプリ実行部２４ｂは、ユーザＪが発話主体であることをフラグ情報が示している場合
には、ユーザＪのユーザＩＤを含んだトークデータをサーバ１へ送信する。
【０２３３】
　そして、各携帯端末装置２の画像生成部２４１は、サーバ１から受信したトークデータ
にユーザＫのユーザＩＤが含まれる場合には、ユーザＫのアイコン画像を用いてつぶやき
マークを生成し、ユーザＪのユーザＩＤが含まれる場合には、ユーザＪのアイコン画像を
用いてつぶやきマークを生成する。
【０２３４】
　これにより、１台の携帯端末装置２を複数人が共用する場合であっても、他のユーザは
、発話主体が誰であるかを容易に把握することができる。
【０２３５】
　なお、アプリ実行部２４ｂは、ステップＳ８０２の処理を終えたとき、あるいは、ステ
ップＳ８０１においてユーザ切替操作がなされていない場合（ステップＳ８０１，Ｎｏ）
、ユーザ切替処理を終了する。
【０２３６】
　上述してきたように、実施例２によれば、１台の携帯端末装置２を複数人で共用してい
ることや、１台の車両に複数人が同乗していることをグループトークに所属する他のユー
ザが容易に把握することができ、グループ通信の楽しさを増進させることができる。
【０２３７】
　なお、上述した実施例２では、１台の車両７０に同乗している複数のユーザが１台の携
帯端末装置２を共用する場合の例について説明したが、携帯端末装置２を共用するユーザ
は、必ずしも車両７０に同乗している必要はない。
【０２３８】
　ここで、本願に開示するグループ通信システムでは、１台の車両７０に複数のユーザが
同乗している状態を表示することができる。これにより、１台の車両７０に複数のユーザ
が同乗していることをグループトークに参加中の他のユーザが把握することが可能となる
。かかる処理を同乗者処理と呼ぶ。
【０２３９】
　同乗者処理における同乗者の判断は、ユーザによる設定、あるいは車載装置３を介した
設定により行うことができる。ユーザによる設定とは、たとえば、ユーザ操作により同乗
者のユーザＩＤ等をサーバ１へ送信する処理などである。また、車載装置３を介した設定
とは、たとえば、接続された車載装置３が自装置のＩＤを携帯端末装置２へ送信し、携帯
端末装置２が、サーバ１にユーザＩＤと車載装置３のＩＤを送信し、サーバ１が、これら
データを記憶するとともに車載装置３のＩＤを用いたマッチングで同乗者を特定する処理
である。なお、共用端末登録処理を行った場合も、ユーザＩＤと車載装置３のＩＤがサー
バ１に記憶されることになり、これにより、同乗者を判別することが可能である。
【実施例３】
【０２４０】
　ところで、実施例２では、１台の携帯端末装置を複数人で共用する場合の例について説
明した。しかし、これに限ったものではなく、たとえば、複数の携帯端末装置を１組とし
て扱うこととしてもよい。以下では、複数の携帯端末装置を１組として扱う場合の例につ
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いて説明する。
【０２４１】
　図１５は、実施例３におけるグループ選択画像の一例を示す図である。図１５では、ユ
ーザＬの携帯端末装置２とユーザＭの携帯端末装置２とが１組として扱われる場合の例を
示している。以下では、１組として扱われるユーザ同士（ここでは、ユーザＬおよびユー
ザＭ）を「セットメンバー」と呼ぶこととする。
【０２４２】
　図１５に示すように、地図画像上には、ユーザＬとユーザＭとがセットユーザであるこ
とを示す画像として、ユーザＬのアイコン画像とユーザＭのアイコン画像とを接続する矢
印画像６９がさらに重畳される。これにより、ユーザは、ユーザＬとユーザＭとがセット
ユーザであることを容易に把握することができる。
【０２４３】
　次に、実施例３に係る携帯端末装置２およびサーバ１の具体的動作について説明する。
まず、携帯端末装置２が実行する端末側グループ形成処理の処理手順について図１６を用
いて説明する。図１６は、端末側グループ形成処理の処理手順を示すフローチャートであ
る。
【０２４４】
　ここで、グループ形成処理とは、登録済みのグループからグループトークを開始するグ
ループを選択するのではなく、あらたにグループを形成してグループトークを開始するた
めの処理である。端末側グループ形成処理は、グループ形成モードフラグ（図６参照）が
オンされた場合に実行される。
【０２４５】
　図１６に示すように、端末側グループ形成処理を開始すると、携帯端末装置２のアプリ
実行部２４ｂは、グループ形成要求をサーバ１へ送信し（ステップＳ９０１）、サーバ１
からグループ形成用データを受信する（ステップＳ９０２）。
【０２４６】
　ここで、グループ形成要求には、自装置の位置情報のほか、あらたに形成するグループ
の条件（たとえば、「自装置の周囲５００メートルに所在するユーザ」など）等を含んだ
情報である。また、グループ形成用データとは、あらたに形成するグループのメンバー候
補としてサーバ１によって抽出されたユーザのユーザ管理情報を含んだ情報である。
【０２４７】
　つづいて、携帯端末装置２の画像生成部２４１は、サーバ１から受信したグループ形成
用データに含まれる各メンバー候補の位置情報に応じて地図画像の縮尺を決定し（ステッ
プＳ９０３）、かかる地図画像上に、各メンバー候補のアイコン画像を重畳させる（ステ
ップＳ９０４）。
【０２４８】
　また、画像生成部２４１は、メンバー候補の中にセットメンバーの登録がなされている
ユーザが含まれるか否かを判定し（ステップＳ９０５）、含まれる場合には（ステップＳ
９０５，Ｙｅｓ）、地図画像上にセットユーザであることを示す画像（たとえば、図１５
に示す矢印画像６９）をさらに重畳させる（ステップＳ９０６）。
【０２４９】
　ステップＳ９０６の処理を終えたとき、あるいは、ステップＳ９０５においてセットメ
ンバーが含まれていない場合（ステップＳ９０５，Ｎｏ）、アプリ実行部２４ｂは、メン
バー選択が完了したか否かを判定する（ステップＳ９０７）。
【０２５０】
　かかる処理においてメンバー選択が完了したと判定すると（ステップＳ９０７，Ｙｅｓ
）、画像生成部２４１は、確認画面を生成する（ステップＳ９０８）。これにより、タッ
チパネルディスプレイ３２には、選択したメンバーで間違いないかを確認する確認画面が
表示される。
【０２５１】
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　つづいて、アプリ実行部２４ｂは、決定操作がなされたか否かを判定し（ステップＳ９
０９）、決定操作がなされたと判定すると（ステップＳ９０９，Ｙｅｓ）、ユーザによっ
て選択された各メンバー候補のユーザＩＤを含む新規グループデータをサーバ１へ送信し
て（ステップＳ９１０）、端末側グループ形成処理を終了する。なお、アプリ実行部２４
ｂは、ステップＳ９０９において決定操作がなされなかった場合（ステップＳ９０９，Ｎ
ｏ）、すなわち、メンバー選択をやり直す旨の操作がなされた場合には、処理をステップ
Ｓ９０７へ戻す。
【０２５２】
　一方、ステップＳ９０７においてメンバー選択が完了していない場合（ステップＳ９０
７，Ｎｏ）、アプリ実行部２４ｂは、セットメンバーを個別選択する操作がなされたか否
かを判定する（ステップＳ９１１）。たとえば、アプリ実行部２４ｂは、ユーザＬおよび
ユーザＭがセットメンバーとして登録されている場合に、ユーザＬのみを選択する操作が
なされた場合に、セットメンバーを個別選択する操作がなされたと判定する。
【０２５３】
　ステップＳ９１１において、セットメンバーを個別選択する操作がなされたと判定する
と（ステップＳ９１１，Ｙｅｓ）、画像生成部２４１は、セットメンバーの１人だけを選
択する操作が無効である旨の選択無効メッセージを生成する（ステップＳ９１２）。これ
により、タッチパネルディスプレイ３２には、選択無効メッセージが表示されることとな
る。
【０２５４】
　ステップＳ９１２の処理を終えたとき、あるいは、ステップＳ９１１においてセットメ
ンバーを個別選択する操作がなされていない場合（ステップＳ９１１，Ｎｏ）、アプリ実
行部２４ｂは、処理をステップＳ９０７へ戻す。
【０２５５】
　次に、サーバ１が実行するサーバ側グループ形成処理の処理手順について図１７を用い
て説明する。図１７は、サーバ側グループ形成処理の処理手順を示すフローチャートであ
る。この処理は、サーバ動作中、繰り返し実行される。
【０２５６】
　図１７に示すように、サーバ側グループ形成処理を開始すると、サーバ１は、携帯端末
装置２からグループ形成要求を受信した否かを判定する（ステップＳ１００１）。かかる
処理においてグループ形成要求を受信したと判定すると（ステップＳ１００１，Ｙｅｓ）
、サーバ１は、受信したグループ形成要求に基づき、ユーザ管理ＤＢ１１ａから条件に該
当するユーザを抽出する（ステップＳ１００２）。
【０２５７】
　たとえば、条件が、「自装置の周囲５００メートルに所在するユーザ」である場合、サ
ーバ１は、グループ形成要求に含まれる位置情報を用い、この位置情報によって示される
位置から５００メートル以内に所在するユーザを特定し、特定したユーザのユーザ管理情
報をユーザ管理ＤＢ１１ａから取り出す。そして、サーバ１は、条件に該当するユーザの
ユーザ管理情報を含むグループ形成用データを携帯端末装置２へ送信する（ステップＳ１
００３）。
【０２５８】
　つづいて、サーバ１は、携帯端末装置２から新規グループデータを受信すると（ステッ
プＳ１００４）、受信した新規グループデータをグループ管理ＤＢ１１ｂへ登録する（ス
テップＳ１００５）。
【０２５９】
　一方、ステップＳ１００１においてグループ形成要求を受信していない場合（ステップ
Ｓ１００１，Ｎｏ）、サーバ１は、携帯端末装置２から新規ユーザデータを受信したか否
かを判定し（ステップＳ１００６）、新規ユーザデータを受信したと判定すると（ステッ
プＳ１００６，Ｙｅｓ）、受信した新規ユーザデータをユーザ管理ＤＢ１１ａへ登録する
（ステップＳ１００７）。
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【０２６０】
　また、サーバ１は、新規ユーザデータにセットメンバー登録要求が含まれる場合には、
セットメンバー登録処理を行う（ステップＳ１００８）。たとえば、セットメンバー登録
要求には、新規ユーザのセットメンバーとなる現ユーザのユーザＩＤが含まれている。サ
ーバ１は、現ユーザのユーザ管理情報に「セットメンバー」項目をあらたに追加し、かか
る「セットメンバー」項目に新規ユーザのユーザＩＤを格納する。同様に、サーバ１は、
新規ユーザのユーザ管理情報に「セットメンバー」項目をあらたに追加し、かかる「セッ
トメンバー」項目に現ユーザのユーザＩＤを格納する。
【０２６１】
　ステップＳ１００５またはステップＳ１００８の処理を終えると、サーバ１は、グルー
プ形成モードフラグをオフするとともに（ステップＳ１００９）、グループトークモード
フラグをオンして（ステップＳ１０１０）、サーバ側グループ形成処理を終了する。なお
、サーバ１は、ステップＳ１００６において新規ユーザデータを受信していない場合にも
（ステップＳ１００６，Ｎｏ）、サーバ側グループ形成処理を終了する。
【０２６２】
　上述してきたように、実施例３によれば、複数台の携帯端末装置２を１組として扱うこ
とで、グループ通信の楽しさを増進させることができる。
【０２６３】
　なお、上述してきた各実施例では、サーバ１との通信を携帯端末装置２が行う場合の例
について説明したが、サーバ１との通信は、車載装置３が行ってもよい。また、上述して
きた各実施例では、携帯端末装置２がナビゲーション機能を備える場合の例について説明
したが、ナビゲーション機能は、車載装置３が備えていてもよい。
【０２６４】
　また、上述してきた実施例では、グループ通信システム１００が、サーバ１と、携帯端
末装置２と、車載装置３とを含んで構成される場合の例について説明したが、グループ通
信システムの構成は、これに限ったものではない。たとえば、グループ通信システムは、
携帯端末装置を含まず、サーバと車載装置とを含んで構成されてもよい。かかる場合には
、車載装置が、図３に示す位置情報取得部２２、記憶部２３、アプリ実行部２４ｂ、ナビ
ゲーション部２４ｃ、緊急状態検出部２４ｄを備えていればよい。
【０２６５】
　また、グループ通信システムは、車載装置を含まず、サーバと携帯端末装置とを含んで
構成されてもよい。かかる場合には、携帯端末装置が、操作情報送信部３４ｂ、表示制御
部３４ｃ、音声出力制御部３４ｄ、音声認識処理部３４ｅ、実行指示部３４ｆを備えてい
ればよい。
【０２６６】
　また、グループ通信システムは、緊急通報対応サーバおよびグループトークサーバの２
つのサーバを備えていてもよい。かかる場合には、緊急通報対応サーバおよびグループト
ークサーバが連携することによって、図１に示すサーバ１と同様の動作を行うこととすれ
ばよい。
【０２６７】
　さらなる効果や変形例は、当業者によって容易に導き出すことができる。このため、本
発明のより広範な態様は、以上のように表しかつ記述した特定の詳細および代表的な実施
の形態に限定されるものではない。したがって、添付の特許請求の範囲およびその均等物
によって定義される総括的な発明の概念の精神または範囲から逸脱することなく、様々な
変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【０２６８】
　以上のように、本願に係る端末装置、情報提示装置およびグループ通信システムは、グ
ループのメンバーの所在地を把握したうえで、グループ通信を行うか否かを決定したい場
合に有効であり、特に、車載装置や車載システムへの適用が考えられる。



(32) JP 2013-115589 A 2013.6.10

10

20

30

40

【符号の説明】
【０２６９】
　　１　サーバ
　１１ａ　ユーザ管理ＤＢ
　１１ｂ　グループ管理ＤＢ
　　２　携帯端末装置
　２１　近距離通信インタフェース
　２２　位置情報取得部
　２３　記憶部
　２３ａ　ユーザＩＤ
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