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(57)【要約】
【課題】車室内へ持ち込んだ場合において、携帯端末の
電源自体をＯＦＦすることなく、携帯端末の電力の消費
を抑える携帯端末、及び車載装置、並びに通信システム
を提供する。
【解決手段】車両に搭載された車載装置と相互に通信可
能な携帯端末であって、車載装置と通信可能に接続され
たことを検出する携帯側接続検出手段と、携帯端末の電
力を消費して動作する複数の機能を制御する携帯側制御
手段と、を備え、携帯側制御手段は、携帯側接続検出手
段により接続されたことを検出した場合、携帯端末の電
力を消費して動作している機能のうち、所定機能の働き
を抑制又は停止することを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に搭載された車載装置と相互に通信可能な携帯端末であって、
　前記車載装置と通信可能に接続されたことを検出する携帯側接続検出手段と、
　当該携帯端末の電力を消費して動作する複数の機能を制御する携帯側制御手段と、を備
え、
　前記携帯側制御手段は、前記携帯側接続検出手段により接続されたことを検出した場合
、当該携帯端末の電力を消費して動作している機能のうち、所定機能の働きを抑制又は停
止することを特徴とする携帯端末。
【請求項２】
　前記携帯側制御手段は、当該携帯端末の電力を消費して動作している機能であって、前
記車載装置又は前記車載装置と通信可能に接続された通信端末において電力を消費して動
作する機能と同等機能である所定機能の働きを抑制又は停止することを特徴とする請求項
１に記載の携帯端末。
【請求項３】
　前記携帯端末の電力を消費して動作している所定機能と同等機能を前記車載装置又は前
記通信端末が備えるか否かを判断する同等機能判断手段と、を備え、
　前記携帯側制御手段は、前記同等機能判断手段により同等機能を備えると判断した場合
、前記所定機能の働きを抑制又は停止することを特徴とする請求項２に記載の携帯端末。
【請求項４】
　ユーザからの入力操作を受け付ける携帯側入力手段と、を備え、
　前記同等機能判断手段は、前記入力手段により、前記所定機能の代替として、前記車載
装置又は前記通信端末において電力を消費して動作する機能を利用する旨を指示された場
合、同等機能を備えると判断することを特徴とする請求項３に記載の携帯端末。
【請求項５】
　前記車載装置又は前記通信端末において電力を消費して動作する機能が動作中か否かを
判断する動作判断手段と、を備え、
　前記携帯側制御手段は、前記動作判断手段により、前記所定機能と同等機能が動作中で
あると判断した後で、前記所定機能の働きを抑制又は停止することを特徴とする請求項２
乃至４いずれかに記載の携帯端末。
【請求項６】
　前記携帯側制御手段は、前記所定機能の働きを抑制又は停止するとき、前記車載装置に
対し、前記車載装置において使用するデータを送信することを特徴とする請求項２乃至５
いずれかに記載の携帯端末。
【請求項７】
　前記携帯側制御手段は、前記所定機能の働きを抑制又は停止するとき、前記車載装置に
対し、当該携帯端末において使用するデータを送信するよう依頼することを特徴とする請
求項２乃至６いずれかに記載の携帯端末。
【請求項８】
　前記車載装置から、前記車載装置又は前記通信端末において電力を消費して動作する機
能に関する異常情報を取得する異常情報取得手段と、を備え、
　前記携帯側制御手段は、前記異常情報取得手段により取得した異常情報に基づき、前記
所定機能の働きの抑制又は停止を解除し、当該所定機能を動作させることを特徴とする請
求項２乃至７いずれかに記載の携帯端末。
【請求項９】
　前記携帯側接続検出手段は、前記車載装置との接続が切れたことを検出し、
　前記携帯側制御手段は、前記携帯側接続検出手段により接続が切れたことを検出した場
合、前記所定機能の働きの抑制又は停止を解除し、当該所定機能を動作させることを特徴
とする請求項２乃至８いずれかに記載の携帯端末。
【請求項１０】
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　前記車載装置から前記車両の走行状態に関する情報を取得する走行状態情報取得手段と
、を備え、
　前記携帯側制御手段は、前記走行状態情報取得手段により取得した走行状態情報に応じ
て、前記所定機能の働きを抑制又は停止することを特徴とする請求項１乃至９いずれかに
記載の携帯端末。
【請求項１１】
　前記携帯側制御手段は、前記走行状態情報に基づく車速が低下するにつれて、予め定め
た前記所定機能の働きの抑制度合いを高くすることを特徴とする請求項１０に記載の携帯
端末。
【請求項１２】
　前記携帯側制御手段は、前記走行状態情報に基づき、停車中であると判断した場合、予
め定めた前記所定機能の働きを停止することを特徴とする請求項１０又は１１に記載の携
帯端末。
【請求項１３】
　前記携帯側制御手段は、前記走行状態情報に基づく車速が所定閾値以上であり、高速走
行中であると判断した場合、前記所定機能の働きを停止することを特徴とする請求項１０
又は１１に記載の携帯端末。
【請求項１４】
　前記車載装置と通信可能に接続されることにより、その働きを抑制又は停止する機能と
して予め定める機能を示す情報を記憶する携帯側記憶手段と、を備え、
　前記携帯側制御手段は、当該携帯端末の電力を消費して動作している機能のうち、前記
携帯側記憶手段に記憶された前記予め定めた機能に合致する所定機能の働きを抑制又は停
止することを特徴とする請求項１乃至１３いずれかに記載の携帯端末。
【請求項１５】
　ユーザからの入力操作を受け付ける携帯側入力手段と、を備え、
　前記携帯側記憶手段は、前記予め定める機能として、前記携帯側入力手段によりユーザ
が指定した機能を記憶することを特徴とする請求項１４に記載の携帯端末。
【請求項１６】
　前記所定機能は、当該携帯端末に搭載されたオペレーティングシステム上で動作するア
プリケーションであり、
　前記携帯側制御手段は、前記アプリケーションの働きの抑制又は停止として、前記アプ
リケーションにおける処理頻度を低下、又は前記アプリケーションにおける処理を停止、
もしくは前記アプリケーションの起動を終了することを特徴とする請求項１乃至１５に記
載の携帯端末。
【請求項１７】
　前記所定機能は、画面に情報を表示する画面表示機能、音声を出力する音声出力機能、
ユーザからの入力操作を受け付ける入力機能、加速度を検出する加速度検出機能、回転運
動の大きさを検出するジャイロ検出機能、明るさを検出する明るさ検出機能、ＧＰＳ衛星
からの電波を受信するＧＰＳ受信機能、デジタル放送を受信するデジタル放送受信機能の
うち、少なくともいずれかを含むことを特徴とする請求項１乃至１５いずれかに記載の携
帯端末。
【請求項１８】
　ディスプレイと、前記ディスプレイを照明する携帯側照明手段と、を備え、
　前記携帯側制御手段は、前記画面表示機能の働きの抑制又は停止として、前記携帯側照
明手段による照明の明るさを低減もしくは照明を消灯することを特徴とする請求項１７に
記載の携帯端末。
【請求項１９】
　スピーカと、を備え、
　前記携帯側制御手段は、前記音声出力機能の働きの抑制又は停止として、前記スピーカ
からの出力音量を低下もしくは出力を停止することを特徴とする請求項１７に記載の携帯
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端末。
【請求項２０】
　ユーザからの入力操作を受け付ける携帯側入力手段と、を備え、
　前記携帯側制御手段は、前記入力機能の働きの停止として、前記携帯側入力手段による
入力操作の受け付けを停止することを特徴とする請求項１７に記載の携帯端末。
【請求項２１】
　加速度を検出する加速度センサと、を備え、
　前記携帯側制御手段は、前記加速度検出機能の働きの抑制又は停止として、前記加速度
センサにより検出する頻度を低下もしくは検出を停止することを特徴とする請求項１７に
記載の携帯端末。
【請求項２２】
　回転運動の大きさを検出するジャイロスコープと、を備え、
　前記携帯側制御手段は、前記ジャイロ検出機能の働きの抑制又は停止として、前記ジャ
イロスコープにより検出する頻度を低下もしくは検出を停止することを特徴とする請求項
１７に記載の携帯端末。
【請求項２３】
　明るさを検出する照度センサと、を備え、
　前記携帯側制御手段は、前記明るさ検出機能の働きの抑制又は停止として、前記照度セ
ンサにより検出する頻度を低下もしくは検出を停止することを特徴とする請求項１７に記
載の携帯端末。
【請求項２４】
　ＧＰＳ衛星からの電波を受信するＧＰＳ受信機と、を備え、
　前記携帯側制御手段は、前記ＧＰＳ受信機能の働きの抑制又は停止として、前記ＧＰＳ
受信機により受信する頻度を低下もしくは受信を停止することを特徴とする請求項１７に
記載の携帯端末。
【請求項２５】
　デジタル放送を受信するデジタル放送受信機と、を備え、
　前記携帯側制御手段は、前記デジタル放送受信機能の働きの停止として、前記デジタル
放送受信機による受信を停止することを特徴とする請求項１７に記載の携帯端末。
【請求項２６】
　車両に搭載され、携帯可能な携帯端末と相互に通信可能な車載装置であって、
　前記携帯端末と通信可能に接続されたことを検出する車載側接続検出手段と、
　前記携帯端末に対し、前記携帯端末の電力を消費して動作する機能の制御に関する指示
を送信する車載側制御手段と、を備え、
　前記車載側制御手段は、前記接続検出手段により接続されたことを検出した場合、前記
携帯端末に対し、前記携帯端末の電力を消費して動作する機能のうち、所定機能の働きが
抑制又は停止されるよう指示を送信することを特徴とする車載装置。
【請求項２７】
　前記車載側制御手段は、前記携帯端末の電力を消費して動作する機能であって、当該車
載装置又は当該車載装置と通信可能に接続された通信端末において電力を消費して動作す
る機能と同等機能である所定機能の働きが抑制又は停止されるよう、前記携帯端末に対し
て指示を送信することを特徴とする請求項２６に記載の車載装置。
【請求項２８】
　前記車載側制御手段は、当該車載装置又は前記通信端末における前記所定機能と同等機
能が動作中となるよう制御した後で、前記携帯端末に対し、前記所定機能の働きが抑制又
は停止されるよう指示を送信することを特徴とする請求項２７に記載の車載装置。
【請求項２９】
　当該車載装置又は前記通信端末において電力を消費して動作する機能に関する異常を検
出する異常検出手段と、を備え、
　前記車載側制御手段は、前記異常検出手段により異常が検出された機能と同等機能であ
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る所定機能の働きの抑制又は停止が解除され、当該所定機能が動作されるよう、前記携帯
端末に対して指示を送信することを特徴とする請求項２７又は２８に記載の車載装置。
【請求項３０】
　前記車載側接続検出手段は、前記携帯端末との接続が切れたことを検出し、
　前記車載側制御手段は、前記車載側接続検出手段により接続が切れたことを検出した場
合、当該車載装置又は前記通信端末における前記所定機能と同等機能の動作を、前記車載
側接続検出手段により接続されたことを検出する前の状態に戻すことを特徴とする請求項
２７乃至２９いずれかに記載の車載装置。
【請求項３１】
　前記車両の走行状態を検出する走行状態検出手段と、を備え、
　前記車載側制御手段は、前記走行状態検出手段により検出された走行状態に応じて、前
記所定機能の働きが抑制又は停止されるよう、前記携帯端末に対して指示を送信すること
を特徴とする請求項２６乃至３０いずれかに記載の車載装置。
【請求項３２】
　車両に搭載された車載装置と、前記車載装置と相互に通信可能な携帯端末と、から構成
される通信システムであって、
　前記車載装置は、
　前記携帯端末と通信可能に接続されたことを検出する車両側接続検出手段と、
　当該車載装置において電力を消費して動作する第１の機能を制御する車両側制御手段と
、を備え、
　前記携帯端末は、
　前記車載装置と通信可能に接続されたことを検出する携帯側接続検出手段と、
　当該携帯端末の電力を消費して動作する機能であって、前記第１の機能と同等機能であ
る第２の機能を制御する携帯側制御手段と、を備え、
　前記車両側制御手段は、前記車両側接続検出手段により接続されたことを検出した場合
、前記第１の機能が動作中となるよう制御し、
　前記携帯側制御手段は、前記携帯側接続検出手段により接続されたことを検出した場合
、前記第２の機能の働きを抑制又は停止することを特徴とする通信システム。
【請求項３３】
　前記車載装置は、
　前記車両の走行状態を検出する走行状態検出手段と、を備え、
　前記携帯端末は、
　前記車載装置から前記走行状態の情報を取得する走行状態情報取得手段と、を備え、
　前記車両側制御手段は、前記走行状態検出手段により検出した走行状態に基づいて、前
前記第１の機能が動作中となるよう制御し、
　前記端末側制御手段は、前記走行状態情報取得手段により取得した走行状態の情報に基
づいて、前記第２の機能の働きを抑制又は停止することを特徴とする請求項３２に記載の
通信システム。
【請求項３４】
　前記車載装置は、前記第１の機能の異常を検出する異常検出手段と、を備え、
　前記携帯端末は、前記車載装置から前記第１の機能の異常情報を取得する異常情報取得
手段と、を備え、
　前記車載側制御手段は、前記異常検出手段により異常が検出された場合、前記第１の機
能の働きを停止するよう制御し、
　前記携帯側制御手段は、前記異常情報取得手段により異常情報を取得した場合、前記第
２の機能が動作中となるよう制御することを特徴とする請求項３２又は３３に記載の通信
システム。
【請求項３５】
　車両に搭載された車載装置と通信可能に接続されたことを検出する携帯側接続検出手段
と、携帯端末の電力を消費して動作する複数の機能を制御する携帯側制御手段とを備え、
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前記車載装置と相互に通信可能な携帯端末としてコンピュータを機能させる携帯端末用プ
ログラムであって、
　前記携帯側制御手段は、前記携帯側接続検出手段により接続されたことを検出した場合
、前記携帯端末の電力を消費して動作している機能のうち、所定機能の働きを抑制又は停
止することを特徴とする携帯端末用プログラム。
【請求項３６】
　車両に搭載された車載装置と相互に通信可能な携帯端末の電力を消費して動作する機能
の制御方法であって、
　車両に搭載された車載装置と通信可能に接続されたことを検出する携帯側接続検出ステ
ップと、
　前記携帯側接続検出ステップにより接続されたことを検出した場合、前記携帯端末の電
力を消費して動作している機能のうち、所定機能の働きを抑制又は停止する携帯側機能制
御ステップと、を備えることを特徴とする制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、相互に通信可能に接続される携帯端末及び車載装置、並びに当該携帯端末と
当該車載装置から構成される通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、大量の音楽データを記録することができる携帯型の音楽再生装置や、高機能な携
帯電話など、各種携帯端末が普及してきている。これら携帯端末は、軽量かつ小型である
ことから、ユーザによっては常に携帯されることも多い。そして、例えば、特許文献１の
ように、携帯端末を車室内へ持ち込み、車載オーディオ装置と接続することにより、車両
に搭載しているスピーカで音楽を聴くことも可能となっている。
【０００３】
　しかしながら、これら携帯端末は、軽量かつ小型化を実現するため、大容量のバッテリ
を備えていないものが多い。従って、車載オーディオ装置との接続中に電力を消耗してし
まい、車両から降りた後で持ち歩くときには、電力不足により使用できなくなる可能性も
ある。そこで、特許文献１では、音楽の再生が終了したとき、速やかに携帯端末の電源を
ＯＦＦするよう構成される。これにより、携帯端末の電力の消費を抑えることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１２９５０４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１のように、携帯端末の電源自体をＯＦＦしてしまうと、携帯
端末の全ての機能を使用することができなくなってしまう。例えば、複数の機能を搭載し
た高機能な携帯電話の場合、継続して動作させたい機能もあり得る。
【０００６】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、車室内へ持ち込んだ場合にお
いて、携帯端末の電源自体をＯＦＦすることなく、携帯端末の電力の消費を抑える携帯端
末、及び車載装置、並びに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】
【０００７】
　上記目的を達成するために成された請求項１に記載の発明は、車載装置と通信可能に接
続されたことを検出した場合、携帯端末の電力を消費して動作している機能のうち、所定
機能の働きを抑制又は停止する。これにより、携帯端末が車室内に持ち込まれた場合にお
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いて、携帯端末の電源自体をＯＦＦすることなく、携帯端末の電力消費を抑えることがで
きる。
【０００８】
　また、請求項２に記載の発明では、携帯端末の電力を消費して動作している機能であっ
て、車載装置又は車載装置と通信可能に接続された通信端末において電力を消費して動作
する機能と同等機能である所定機能の働きを抑制又は停止する。すなわち、車載装置又は
車載装置と通信可能に接続された通信端末が携帯端末と同等機能を有していれば、携帯端
末の機能を使用する代わりに、車載装置又は通信端末の機能を使用することもできるから
である。そうすれば、ユーザに対してその機能を継続して提供しつつ、携帯端末の電力消
費を抑えることが可能となる。
【０００９】
　そのため、請求項３に記載の発明では、携帯端末の電力を消費して動作している所定機
能と同等機能を車載装置又は通信端末が備えるか否かを判断する同等機能判断手段を有す
る。例えば、車載装置との通信により、車載装置又は通信装置が同等機能を備えるか否か
を判断してもよい。または、請求項４に記載された発明のように、携帯側入力手段により
、所定機能の代替として車載装置又は通信端末において電力を消費して動作する機能を利
用する旨を指示された場合、同等機能を備えると判断してもよい。このように、車載装置
又は通信端末が同等機能を有するか否かを判断した上で、携帯端末における所定機能の働
きを抑制又は停止すれば、ユーザに対してその機能を継続して提供することが可能となる
。
【００１０】
　また、請求項５に記載の発明では、車載装置又は通信端末において電力を消費して動作
する機能が動作中か否かを判断する動作判断手段を備える。そして、その機能が動作中で
あると判断した後で、所定機能の働きを抑制又は停止する。これにより、ユーザに対する
その機能の提供が途絶える期間を短くすることができる。
【００１１】
　さらに、請求項６に記載された発明のように、所定機能の働きを抑制又は停止するとき
、車載装置に対し、車載装置において使用するデータを送信するよう構成してもよい。例
えば、所定機能が画面表示機能である場合、画面表示機能としてディスプレイは車載装置
が備えるものを使うが、表示すべきデータは携帯端末が保有していることもあり得る。こ
のような場合、携帯端末の画面表示機能の働きを抑制又は停止するときに、表示すべきデ
ータを車載装置に対して送信する。これにより、携帯端末が車室内に持ち込まれた場合に
おいて、携帯端末での利用状況と同じ状態を提供することが可能となる。
【００１２】
　また、請求項７に記載された発明のように、所定機能の働きを抑制又は停止する前に、
車載装置に対し、携帯端末において使用するデータを送信するよう依頼するよう構成して
もよい。例えば、所定機能がＧＰＳ受信機能（測位機能）である場合、ＧＰＳ受信機能と
してＧＰＳ電波の受信や測位等は車載装置にて行うが、現在位置から目的地までの経路探
索は携帯端末にて行うこともあり得る。このような場合、携帯端末の画面表示機能の働き
を抑制又は停止する前に、車載装置に対し、現在位置に関するデータを送信するよう依頼
しておく。これにより、携帯端末が車載装置と接続される前と同じ機能を提供することが
可能となる。
【００１３】
　また、請求項８に記載の発明は、車載装置又は通信端末において電力を消費して動作す
る機能に関する異常情報を取得し、その異常情報に基づき、所定機能の働きの抑制又は停
止を解除し、所定機能を動作させる。これにより、車載装置又は通信装置において動作す
る機能に異常が生じた場合であっても、引き続き、その機能を提供することが可能となる
。
【００１４】
　また、請求項９に記載の発明は、車載装置との接続が切れたことを検出した場合、所定
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機能の働きの抑制又は停止を解除し、所定機能を動作させる。すなわち、例えば、携帯端
末を車外へ持ち出したり、車両のＡＣＣスイッチがＯＦＦされたりした場合には、抑制又
は停止していた所定機能を動作させ、車載装置と接続される前の状態に戻す。これにより
、ユーザの利便性を向上させることができる。
【００１５】
　また、請求項１０に記載の発明は、車載装置から取得した走行状態情報に応じて、所定
機能の働きを抑制又は停止する。例えば、請求項１１及び１２に記載された発明のように
、車速が低下するにつれて、予め定めた所定機能の働きの抑制度合いを高くしたり、停車
中であると判断した場合、予め定めた所定機能の働きを停止したりする。仮に、車載装置
又は通信端末が携帯端末と同等機能を有していれば、請求項２等に記載された発明により
、携帯端末の機能を使用する代わりに、車載装置又は通信端末の機能を使用し、携帯端末
の電力消費を抑えることが可能となる。一方、車載装置又は通信端末が携帯端末と同等機
能を有していない等の理由により携帯端末の機能を継続して使用する場合であっても、こ
れら請求項１０乃至１２に記載された発明により、携帯端末の電力消費を抑えることが可
能となる。
【００１６】
　また、車載装置又は通信端末が同等機能を備えている場合には、請求項１３に記載され
た発明のように、高速走行中であると判断したとき、所定機能の働きを停止するよう構成
してもよい。例えば、高速走行中は車載装置が備える同等機能の方が優れた性能を発揮す
る場合には、携帯端末の機能に代えて、車載装置の同等機能を使用することにより、ユー
ザに対してより快適な環境を提供できるからである。ここで、高速走行とは、高速道路を
走行する程度の車速であれば、高速走行であると判断する。例えば、８０ｋｍ／ｈ程度を
所定閾値とし、それ以上の車速である場合、高速走行中であると判断してもよい。
【００１７】
　また、請求項１４に記載の発明は、車載装置と通信可能に接続されることにより、その
働きを抑制又は停止する機能として予め定める機能を示す情報を記憶する携帯側記憶手段
を備える。その機能は、請求項１５に記載された発明のように、携帯側入力手段により、
ユーザが指定できるよう構成してもよい。これにより、乗車中は使用しない機能等が自動
的に抑制又は停止され、携帯端末の電力消費を抑えることができる。
【００１８】
　かかる所定機能は、請求項１６に記載された発明のように、携帯端末に搭載されたオペ
レーティングシステム上で動作するアプリケーションであってもよい。そして、アプリケ
ーションの働きの抑制又は停止として、アプリケーションにおける処理頻度を低下、又は
処理を停止、もしくはその起動を終了する。このように、ＣＰＵの負荷を低下させること
により、電力消費の削減に寄与することができる。
【００１９】
　また、かかる所定機能は、請求項１７に記載された各機能であってもよい。画面表示機
能であれば、請求項１８に記載された発明のように、携帯側照明手段による照明の明るさ
を低減もしくは照明を消灯する。音声出力機能であれば、請求項１９に記載された発明の
ように、スピーカからの出力音量を低下もしくは出力を停止する。入力機能であれば、請
求項２０に記載された発明のように、携帯側入力手段による入力操作の受け付けを停止す
る。加速度検出機能であれば、請求項２１に記載された発明のように、加速度センサによ
り検出する頻度を低下もしくは検出を停止する。ジャイロ検出機能であれば、請求項２２
に記載された発明のように、ジャイロスコープにより検出する頻度を低下もしくは検出を
停止する。明るさ検出機能であれば、請求項２３に記載された発明のように、照度センサ
により検出する頻度を低下もしくは検出を停止する。ＧＰＳ受信機能であれば、請求項２
４に記載された発明のように、ＧＰＳ受信機により受信する頻度を低下もしくは受信を停
止する。デジタル放送受信機能であれば、請求項２５に記載された発明のように、デジタ
ル放送受信機による受信を停止する。このように、各機能の働きを抑制又は停止すること
により、携帯端末における電力消費の削減に寄与することができる。
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【００２０】
　また、請求項２６乃至３１に記載された発明のように、車載装置において、携帯端末に
おける所定機能に対する指示を送信するよう構成してもよい。これにより、携帯端末の発
明と同様の効果を奏する。
【００２１】
　また、請求項３２乃至３４に記載された発明のように、車載装置と携帯端末とから成る
通信システムを構成してもよい。さらに、請求項３５に記載された発明のように、携帯端
末としてコンピュータを機能させる携帯端末用プログラムとして実現してもよいし、請求
項３６に記載された発明のように、携帯端末において動作する機能の制御方法として実現
してもよい。いずれにおいても、携帯端末の発明と同様の効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】通信システムの全体構成を示す概略図である。
【図２】携帯端末の構成を示す概略図である。
【図３】車載装置の構成を示す概略図である。
【図４】携帯端末における処理フローを示すフローチャートである。
【図５】携帯端末における画面表示例を示す図である。
【図６】携帯端末における異常情報取得時の処理を示すフローチャートである。
【図７】携帯端末における走行状態取得時の処理を示すフローチャートである。
【図８】車載装置における処理フローを示すフローチャートである。
【図９】車載装置における異常検出時の処理を示すフローチャートである。
【図１０】車載装置における走行状態検出時の処理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】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、ここで示す実施
の形態はあくまでも一実施例であって、本発明は必ずしもこの実施の形態に限定されるも
のではない。
【００２４】
　（第１の実施形態）
　第１の実施形態における通信システムの構成について、図１乃至図３を用いて説明する
。図１は、携帯端末１００、車載装置２００、及び通信端末３００から構成される通信シ
ステムの全体構成を示す概略図である。
【００２５】
　携帯端末１００は、例えば携帯電話であり、車載装置２００と無線または有線により相
互に通信可能である。同様に、通信端末３００も、車載装置２００と無線または有線によ
り相互に通信可能である。この通信端末３００は、携帯電話であってもよいし、携帯型の
音楽プレーヤーであってもよいし、両構成を兼ね備えたものであってもよい。本実施形態
における通信端末３００は、携帯端末１００と同一構成であるとして、各構成の説明は省
略する。
【００２６】
　図２は、携帯端末１００の構成を示す概略図である。携帯端末１００は、通信機１０１
、接続コネクタ１０２、スピーカ１０３、バックライト１０４、ディスプレイ１０５、バ
ッテリ１０７、バッテリセンサ１０８、加速度センサ１０９、照度センサ１１０、ジャイ
ロスコープ１１１、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）受
信機１１２、デジタル放送受信機１１３、制御装置１１４、記憶装置１１５から構成され
る。
【００２７】
　通信機１０１は、インターネットなどの公衆通信網に接続するための通信Ｉ／Ｆである
。公衆通信網を介して、サーバ（図示せず）と無線により通信を行う。接続コネクタ１０
２は、有線もしくは無線により、車載装置２００と直接通信するための接続Ｉ／Ｆである
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。有線の一例としてはＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）コネクタで
あり、無線の一例としてはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）である。
【００２８】
　スピーカ１０３は、音声を出力するものであり、例えば、後述する音楽再生アプリケー
ション１１６にて再生された音楽を出力する。ディスプレイ１０５は、例えばバックライ
ト１０４（本発明の携帯側照明手段に相当）を有する液晶ディスプレイであり、後述する
メールアプリケーション１１９にて作成されたメールなど各種情報を表示する。スイッチ
１０６（本発明の携帯側入力手段に相当）は、ユーザが入力操作を行うものであり、例え
ば、タッチパネルとしてディスプレイ１０５と一体的に構成してもよい。
【００２９】
　バッテリセンサ１０８は、バッテリ１０７の蓄電量を検出する。このバッテリセンサ１
０８にて検出された蓄電量をディスプレイ１０５に表示し、ユーザにバッテリ１０７の残
量を知らせる。
【００３０】
　加速度センサ１０９は、携帯端末１００の加速度を検出するセンサであり、例えば、Ｘ
ＹＺ軸の３方向の加速度を測定可能に構成される。この加速度センサ１０９により検出さ
れた加速度を用いて、ディスプレイ１０５に表示する際の上下方向を決定する。
【００３１】
　照度センサ１１０は、携帯端末１００の周囲の明るさを検出するセンサであり、この照
度センサ１１０により検出した明るさに応じて、ディスプレイ１０５を照明するバックラ
イト１０４の明るさが調節される。
【００３２】
　ジャイロスコープ１１１は、角度や各速度といった回転運動の大きさを検出する。ＧＰ
Ｓ受信機１１２は、ＧＰＳ衛星（図示せず）からの電波を受信する。受信した電波により
、現在位置、方位、速度等を計算することが可能となる。
【００３３】
　デジタル放送受信機１１３、例えば、地上デジタル放送を受信するための受信機であり
、放送局（図示せず）から送信される電波を受信する。この受信した電波を後述するデジ
タル放送デコードアプリケーション１１７にてデコードすることにより、番組の視聴や番
組表の表示等が可能となる。
【００３４】
　制御装置１１４（本発明の携帯側制御手段に相当）は、携帯端末１００全体を制御する
コンピュータであって、携帯端末１００のバッテリ１０７を消費して動作する各機能を制
御する。図示しないＣＰＵ、ワークエリアとしてデータを一時格納するＲＡＭ、及びこれ
らを接続するバスを含んで構成される。ＣＰＵが、記憶装置１１５に記憶されるプログラ
ムを実行することにより、各機能が実現される。
【００３５】
　記憶装置１１５（本発明の携帯側記憶手段に相当）は、例えば、フラッシュメモリやＳ
Ｄカード（登録商標）等で構成され、音楽データや電話帳データ、オペレーティングシス
テム上で動作するアプリケーションのプログラム等が記憶される。アプリケーションとし
て、例えば、音楽再生アプリケーション１１６、デジタル放送デコードアプリケーション
１１７、ナビゲーション１１８、メールアプリケーション１１９、着信アニメーション１
２０、Ｗｅｂブラウザ１２１、ゲームアプリケーション１２２等が記憶される。
【００３６】
　音楽再生アプリケーション１１６は、記憶装置１１５に記憶された音楽データを再生し
、音声をスピーカ１０３から出力する。デジタル放送デコードアプリケーション１１７は
、デジタル放送受信機１１３により受信した放送波をデコードし、映像や番組表をディス
プレイ１０５に表示し、音声をスピーカ１０３から出力する。ナビゲーション１１８は、
ＧＰＳ受信機１１２により計算した現在位置を定期的に取得し、地図上に表示する。現在
位置の計算には、ジャイロスコープ１１１により検出した値を用いてもよい。そして、設
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定された目的地までの経路をディスプレイ１０５に表示するとともに、音声にて目的地ま
での経路案内を行う。メールアプリケーション１１９（例えば、特開２００１－２１１２
６６号）は、スイッチ１０６からユーザの文字入力を受けてメールを作成し、また、通信
機１０１を介してメールを送受信する。着信アニメーション１２０（例えば、特開２００
１－１４８８８５号）は、電話の着信があった際、ディスプレイ１０５に動画を表示する
。Ｗｅｂブラウザ１２１は、通信機１０１を介してインターネットへ接続し、Ｗｅｂペー
ジを閲覧するためのアプリケーションである。インターネットからＨＴＭＬファイルや画
像ファイル等をダウンロードし、レイアウトを解析して、ディスプレイ１０５への表示等
を行う。ゲームアプリケーション１２２（例えば、特開２００３－２３０７６６号）は、
主に、インターネットからダウンロードされる各種ゲームのアプリケーションである。各
アプリケーション１１６～１２２は、いずれも公知技術であるため、ここでの詳細な説明
は省略する。
【００３７】
　このように、携帯端末１００には、バッテリ１０７を消費して動作する機能が多数存在
するため、電力不足を生じやすい。例えば、ナビゲーション１１８にて経路案内を行うた
め、ＧＰＳ受信機１１２にて定期的にＧＰＳ電波を受信し、現在位置を測位する。そして
、この現在位置をセンタ（図示せず）へ送信し、現在位置を含む地図情報をセンタから受
信し、ディスプレイ１０５に表示する。このように、ＧＰＳ受信機１１２によるＧＰＳ電
波の受信が頻発する場合、バッテリ１０７の消費が増加する。同様に、Ｗｅｂブラウザ１
２１によってインターネットサーバとの通信が頻発する場合も、バッテリ１０７の消費が
増加し、携帯端末１００の電力不足が生じやすくなる。
【００３８】
　次に、車載装置２００の構成について説明する。図３は、車載装置２００の構成を示す
概略図である。車載装置２００は、接続コネクタ２０１、スピーカ２０２、バックライト
２０３、ディスプレイ２０４、スイッチ２０５、車速センサ２０６、加速度センサ２０７
、ジャイロスコープ２０８、ＧＰＳ受信機２０９、デジタル放送受信機２１０、制御装置
２１１、記憶装置２１２から構成される。
【００３９】
　接続コネクタ２０１は、有線もしくは無線により、携帯端末１００と直接通信するため
の接続Ｉ／Ｆである。有線の一例としてはＵＳＢコネクタであり、無線の一例としてはＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈである。
【００４０】
　スピーカ２０２は、音声を出力するものであり、例えば、後述する音楽再生アプリケー
ション２１３にて再生された音楽を出力する。ディスプレイ２０４は、例えばバックライ
ト２０３を有する液晶ディスプレイであり、後述するデジタル放送デコードアプリケーシ
ョン２１４にてデコードされた放送番組の映像や番組表など各種情報を表示する。スイッ
チ２０５は、ユーザが入力操作を行うものであり、例えば、タッチパネルとしてディスプ
レイ２０４と一体的に構成してもよい。
【００４１】
　車速センサ２０６、加速度センサ２０７、及びジャイロスコープ２０８は、本発明の走
行状態検出手段に相当するものである。車速センサ２０６は車両の速度を、加速度センサ
２０７は車両の前後方向の加速度を、ジャイロスコープ２０８は車両の角度や各速度とい
った回転運動の大きさを、それぞれ検出する。車両の前後方向の加速度を検出する加速度
センサ２０７に加え、横方向の加速度を検出するセンサ（図示せず）を備えてもよい。こ
れら各センサ２０６～２０８で検出された走行状態のデータは、記憶装置２１２に記憶さ
れ、制御装置２１１によって参照される。
【００４２】
　ＧＰＳ受信機２０９は、ＧＰＳ衛星からの電波を定期的に受信し、車両の現在位置、方
位、速度等を計算する。
【００４３】
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　デジタル放送受信機２１０は、例えば、地上デジタル放送を受信するための受信機であ
り、放送局からの送信される電波を受信する。この受信した電波をデコードすることによ
り、番組の視聴や番組表の表示等が可能となる。
【００４４】
　制御装置２１１（本発明の車載側制御手段に相当）は、車載装置２００全体を制御する
コンピュータであって、車両の電力を消費して動作する各機能を制御する。図示しないＣ
ＰＵ、ワークエリアとしてデータを一時格納するＲＡＭ、及びこれらを接続するバスを含
んで構成される。ＣＰＵが、記憶装置２１２に記憶されるプログラムを実行することによ
り、各機能が実現される。
【００４５】
　記憶装置２１２は、例えば、ＲＡＭ及びＨＤＤ等で構成される。ＲＡＭには、各種セン
サ２０６～２０８の出力値や各種受信機２０９～２１０での受信データ等が記憶される。
一方、ＨＤＤには、音楽データや、オペレーティングシステム上で動作するアプリケーシ
ョンのプログラムが記憶される。アプリケーションとして、音楽再生アプリケーション２
１３、デジタル放送デコードアプリケーション２１４等が記憶される。
【００４６】
　音楽再生アプリケーション２１３は、記憶装置２１２に記憶された音楽データを再生し
、音声をスピーカ２０２から出力する。デジタル放送デコードアプリケーション２１４は
、デジタル放送受信機２１０により受信した放送波をデコードし、映像や番組表をディス
プレイ２０４に表示し、音声をスピーカ２０２から出力する。
【００４７】
　このように、車載装置２００にも、電力を消費して動作する機能が多数存在する。しか
しながら、車両のバッテリ（図示せず）は、携帯端末１００のバッテリ１０７と比べて大
容量であり、各機能の動作によって電力不足を生じることは少ない。
【００４８】
　続いて、携帯端末１００が車内に持ち込まれ、車載装置２００と接続された際の処理に
ついて、図４乃至図７を用いて説明する。このとき、車両はＡＣＣスイッチがＯＮの状態
である。一方、携帯端末１００は電源がＯＮであり、バッテリ１０７を消費する各機能が
動作している状態である。
【００４９】
　図４は、携帯端末１００の制御装置１１４における処理を示すフローチャートである。
ステップＳ１１で、車載装置２００と接続された際に省電力となるよう制御する省電力モ
ードが有効になっているか否か判断する。この省電力モードは、予め、ユーザが携帯端末
１００のメニュー等から有効または無効を設定しておく。省電力モードが無効となってい
る場合（ステップＳ１１：Ｎ）、本処理を終了する。一方、省電力モードが有効となって
いる場合（ステップＳ１１：Ｙ）、ステップＳ１２へ進む。
【００５０】
　ステップＳ１２で、制御装置１１４は、バッテリセンサ１０８からバッテリ１０７の蓄
電量を取得する。そして、蓄電量が予め定められた所定残量未満であるか否かを判断する
。例えば、蓄電量がバッテリ１０７の総容量に対して７０％以上である場合（ステップＳ
１２：Ｎ）、省電力にする制御は不要であるとみなし、本処理を終了する。一方、蓄電量
が７０％未満である場合（ステップＳ１２：Ｙ）は、ステップＳ１３へ進む。
【００５１】
　ここで、蓄電量による判断に加えて（もしくは、蓄電量による判断に代えて）、バッテ
リ１０７への充電が可能な環境か否かを判断してもよい。例えば、充電ケーブル（図示せ
ず）や接続コネクタ１０２を介して、車両のバッテリ等から充電可能な環境か否かを判断
する。充電可能な環境である場合（ステップＳ１２：Ｎ）、省電力にする制御は不要であ
るとみなし、本処理を終了する。一方、充電可能な環境でない場合（ステップＳ１２：Ｙ
）、ステップＳ１３へ進む。
【００５２】
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　ステップＳ１３（本発明の携帯側接続検出手段に相当）で、携帯端末１００が車載装置
２００と通信可能に接続されたか否かを判断する。例えば、接続コネクタ１０２がＵＳＢ
コネクタの場合、携帯端末１００において、車載装置２００を認識できたら、接続された
と判断する。また、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈの場合には、車載装置２００との通信回線を確立
できたら、接続されたと判断する。もしくは、車載装置２００が本処理に必要なＢｌｕｅ
ｔｏｏｔｈプロファイルに対応しているか否かも含め、通信可能に接続されたか否かを判
断するよう構成してもよい。制御装置１１４は、接続されたと判断するまで待機し（ステ
ップＳ１３：Ｎ）、接続されたと判断したら、ステップＳ１４へ進む。なお、車載装置２
００に接続されたと判断した（ステップＳ１３：Ｙ）後に、ステップＳ１１、ステップＳ
１２の判断を行うよう構成してもよい。
【００５３】
　ステップＳ１４で、制御装置１１４は、車載装置２００に接続されたことを契機として
、予め定められた機能を停止又は抑制する。このとき、どの機能を停止又は抑制するかは
、予め記憶装置１１５に記憶しておけばよい。もしくは、ディスプレイ１０５に機能の一
覧を表示し、どの機能を停止又は抑制するかを、スイッチ１０６により予めユーザに指定
させ、記憶装置１１５に記憶するよう構成してもよい。
【００５４】
　例えば、乗車後は使用しないと考えられる機能として、Ｗｅｂブラウザ１２１及びゲー
ムアプリケーション１２２を停止させる。アプリケーションが実行中だった場合、実行を
停止するだけでもよいし、アプリケーションの起動自体を終了させてもよい。もしくは、
実行中だった場合、その実行頻度を下げるだけでもよい。例えば、Ｗｅｂブラウザ１２１
におけるインターネットサーバとの通信頻度を下げたり、データの送受信を一時的に停止
したりするだけでもよい。ＣＰＵ負荷を低下させることが、携帯端末１００の省電力につ
ながるからである。
【００５５】
　一方、乗車後も使用したい機能は停止しない。例えば、音楽再生アプリケーション１１
６は停止せず、引き続き音楽データの再生を継続する。また、作成中のメールが残存して
いる状態のメールアプリケーション１１９等、ユーザが編集中の状態にあるアプリケーシ
ョンについても終了させない。
【００５６】
　ステップＳ１５（本発明の同等機能判断手段に相当）では、携帯端末１００が備えてい
る機能と同等機能を車載装置２００が有しているか否かを判断する。携帯端末１００が車
載装置２００と通信可能に接続されたことに伴い、携帯端末１００における機能を停止し
、代替として、車載装置２００の有する同等機能を動作させるためである。
【００５７】
　例えば、図２及び図３で示したように、携帯端末１００と車載装置２００とは共にディ
スプレイ１０５、２０４を備えており、画面表示機能として同等機能を有する。音声出力
機能としてのスピーカ１０３、２０２、及び入力機能としてのスイッチ１０６、２０５に
ついても同様である。また、携帯端末１００と車載装置２００とは共にＧＰＳ受信機１１
２、２０９を備えており、ＧＰＳ電波を受信する機能として同等機能を有する。加速度検
出機能としての加速度センサ１０９、２０７、及びジャイロ検出機能としてのジャイロス
コープ１１１、２０８についても同様である。さらに、携帯端末１００と車載装置２００
とは共に、デジタル放送受信機１１３、２１０及びデジタル放送デコーアプリケーション
１１７、２１４を有しており、デジタル放送の受信機能及びデコード機能として同等機能
を有する。音楽再生機能としての音楽再生アプリケーション１１６、２１３についても同
様である。
【００５８】
　一方、携帯端末１００が備える機能のうち、明るさを検出する機能である照度センサ１
１０や、ナビゲーション１１８については、車載装置２００に同等機能が存在しない。こ
のように、携帯端末１００が備える機能と同等機能を車載装置２００が有しているか否か
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について、次のように判断する。以降、画面表示機能としてディスプレイ１０５、２０３
、ＧＰＳ受信機能（測位機能）としてＧＰＳ受信機１１２、２０８、音楽再生機能として
音楽再生アプリケーション１１６、２１３、及びデジタル放送の受信機能としてデジタル
放送受信機１１３、２０９を具体例として説明する。
【００５９】
　携帯端末１００の制御装置１１４は、車載装置２００との通信により、車載装置２００
が有する機能の一覧を取得し、車載装置２００が同等機能を有しているか否かを判断する
。もしくは、車載装置２００に対し、画面表示機能、ＧＰＳ受信機能と同等機能を有して
いるか否かを、順に問合せてもよい。このとき、携帯端末１００における機能の代替とし
て、車載装置２００の同等機能を使用したい機能に関してのみ、問合せを行うとよい。例
えば、携帯端末１００における音楽再生アプリケーション１１６を継続使用したい場合は
、車載装置２００が音楽再生アプリケーション１１６と同等機能を有しているか否かの問
合せは行わない。
【００６０】
　また、車載装置２００が同等機能を有するか否かを、ユーザの操作により判断するよう
構成してもよい。図５は、ユーザが操作する際のディスプレイ１０５の表示例である。制
御装置１１４は、携帯端末１００の電力を消費して動作する画面表示機能、ＧＰＳ受信機
能、デジタル放送の受信機能等について、それぞれ、携帯端末１００から車載装置２００
への切り替えを行うか否かをディスプレイ１０５に表示する。そして、タッチパネル１０
５によりユーザが「はい」を選択した場合、車載装置２００が同等機能を有していると判
断する。一方、ユーザが「いいえ」を選択した場合、車載装置２００は同等機能を有して
いないと判断する。
【００６１】
　このように、車載装置２００が同等機能を有していると判断した場合（ステップＳ１５
：Ｙ）は、ステップＳ１６へ進む。一方、同等機能を有していないと判断した場合（ステ
ップＳ１５：Ｎ）は、ステップＳ１８の異常情報取得時の処理へ進む。
【００６２】
　なお、ステップＳ１５において、接続コネクタ１０２の接続先が車載装置２００である
場合には、車載装置２００は、ディスプレイ２０４、ＧＰＳ受信機２０９等の特定機能を
必ず有しているとみなし、同等機能を有しているか否かを判断してもよい。
【００６３】
　ステップＳ１６（本発明の動作判断手段に相当）では、車載装置２００が有する同等機
能が動作しているか否かを判断する。例えば、ディスプレイ２０４の場合、バックライト
２０３が点灯し、情報を表示可能な状態であれば、動作中であると判断する。また、ＧＰ
Ｓ受信機２０９であれば、ＧＰＳ信号の受信を開始した状態を、動作中であると判断する
。また、音楽再生アプリケーション２１３であれば、アプリケーションが起動した状態を
、動作中であると判断する。これら車載装置２００における同等機能が動作中か否かは、
車載装置２００との通信により、機能が動作中である旨の情報を取得して判断する。動作
中であると判断した場合は（ステップＳ１６：Ｙ）、ステップＳ１７へ進む。一方、車載
装置２００から動作中でない旨の情報を取得した場合、または、所定時間経過しても動作
中である旨の情報を取得できなかった場合、同等機能は動作中でないと判断し（ステップ
Ｓ１６：Ｎ）、待機状態とする。
【００６４】
　なお、ステップＳ１６の判断に先立ち、携帯端末１００から車載装置２００に対し、同
等機能を動作させるよう指示を送信してもよい。この指示を受信した車載装置２００は、
指定された機能を動作させるよう制御する。このように、車載装置２００が自発的にその
機能を動作させる構成でない場合には、携帯端末１００から動作指示を送信することが望
ましい。
【００６５】
　ステップＳ１７において、制御装置１１４は、携帯端末１００にて動作している機能の
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うち、車載装置２００が同等機能を有するものについては、その機能の働きを抑制又は停
止させる。例えば、画面表示機能であれば、ディスプレイ１０５のバックライト１０４を
消灯させる。もしくは、バックライト１０４の輝度を低下させるだけでもよい。ＧＰＳ受
信機能であれば、ＧＰＳ受信機１１２によるＧＰＳ電波の受信を停止する。もしくは、Ｇ
ＰＳ電波の受信間隔を長くするだけでもよい。そして、ステップＳ１８へ進み、異常情報
取得時の処理を行い、ステップＳ１９へ進み、走行状態取得時の処理を行う。これらの処
理については、後述する。
【００６６】
　なお、必ずしも車載装置２００が同等機能を有する機能すべてについて、その働きを抑
制又は停止させる必要はない。例えば、車載装置２００が音楽再生アプリケーション２１
３を有していても、携帯端末１００の音楽再生アプリケーション１１６を停止させること
なく、継続動作させてもよい。
【００６７】
　ここで、ディスプレイ１０５のバックライト１０４を消灯する場合には、携帯端末１０
０から車載装置２００に対し、表示すべきデータを送信する。バックライト１０４を消灯
するより前に、表示すべきデータを送信し始めることが望ましい。車載装置２００では、
受信した表示データをディスプレイ２０４に表示する。
【００６８】
　また、ＧＰＳ受信機１１２によるＧＰＳ電波の受信を停止する場合、車載装置２００に
対し、ＧＰＳ電波の受信データを送信するよう依頼する。ＧＰＳ受信機１１２によるＧＰ
Ｓ電波の受信を停止するより前に、依頼しておくことが望ましい。例えば、携帯端末１０
０はナビゲーション１１８を備えているが、車載装置２００は同等機能を有していない場
合、ＧＰＳ電波の受信は車載装置２００のＧＰＳ受信機２０９で行い、現在位置の計算や
経路案内は携帯端末１００のナビゲーション１１８で行うこととなる。従って、車載装置
２００のＧＰＳ受信機２０９で受信したデータを、携帯端末１００へ送信してもらうよう
、接続コネクタ１０２を介して、通信により車載装置２００へ依頼しておく。この依頼を
受信した車載装置２００では、ＧＰＳ受信機２０９による受信データを、携帯端末１００
へ送信する。
【００６９】
　また、仮に、音楽再生アプリケーション１１６を停止する場合には、車載装置２００に
対し、音楽データを送信する。車載装置２００では、受信した音楽データを記憶装置２１
２に記憶し、音楽再生アプリケーション２１３にて読み出して再生する。
【００７０】
　ステップＳ２０で、制御装置１１４は、車両のＡＣＣスイッチがＯＦＦされたり、携帯
端末１００が車外へ持ち出されたりしたことにより、車載装置２００との接続が切れたか
否かを判断する。例えば、接続コネクタ１０２がＵＳＢコネクタの場合、携帯端末１００
において、車載装置２００を認識できなくなったら、接続が切れたと判断する。また、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈの場合には、車載装置２００との通信回線が切断されたら、接続が切れ
たと判断する。制御装置１１４は、接続が切れたと判断した場合（ステップＳ２０：Ｙ）
は、ステップＳ２１へ進み、接続が切れていないと判断した場合（ステップＳ２０：Ｎ）
は、ステップＳ１８へ戻る。
【００７１】
　ステップＳ２１では、ステップＳ１７等において、車載装置２００にて同等機能がある
ため、停止していた機能について、携帯端末１００にて動作中となるよう制御する。例え
ば、画面表示機能を停止していた場合には、ディスプレイ１０５のバックライト１０４を
点灯し、画面表示を再開する。ＧＰＳ受信機能を停止していた場合には、ＧＰＳ受信機１
１２によるＧＰＳ電波の受信を再開する。
【００７２】
　続いて、図６を用いて、異常情報取得時の処理について説明する。図６は、車載装置２
００から異常情報を取得した場合における携帯端末１００の制御装置１１４の処理を示す
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フローチャートである。
【００７３】
　ステップＳ３１（本発明の異常情報取得手段に相当）で、制御装置１１４は、車載装置
２００との通信により、車載装置２００において動作している機能の異常情報を取得する
。具体的には、車載装置２００にて、ディスプレイ２０４に関する異常を検出し、その旨
を携帯端末１００に送信する。例えば、ディスプレイ２０４のバックライト２０３を構成
する回路（図示せず）の故障等を検出し、画面表示機能に異常が生じたことを携帯端末１
００に送信する。また、車載装置２００は、音楽再生アプリケーション２１３が異常終了
したときや、起動終了後に再度起動できないとき、音楽再生機能に異常が生じたことを携
帯端末１００に送信する。携帯端末１００は、これら異常情報を受信し、車載装置２００
においてどの機能に異常が生じたかを知ることができる。ＧＰＳ受信機能など他の機能に
ついても同様に、車載装置２００にて検出した異常情報を取得する。車載装置２００から
異常情報を取得した場合（ステップＳ３１：Ｙ）、ステップＳ３２へ進む。一方、異常情
報を取得していない場合（ステップＳ３１：Ｎ）、待機状態とする。
【００７４】
　ステップＳ３２では、車載装置２００にて異常が検出された機能と同等機能について、
携帯端末１００にて動作中となるよう制御する。例えば、車載装置２００のディスプレイ
２０４に関する異常情報を取得した場合、携帯端末１００のディスプレイ１０５を動作中
となるよう制御する。具体的には、バックライト１０４を構成する回路を起動し、バック
ライト１０４を点灯させ、表示可能な状態にする。また、車載装置２００のＧＰＳ受信機
２０９に関する異常情報を取得した場合は、携帯端末１００のＧＰＳ受信機１１２による
ＧＰＳ信号の受信を開始する。また、車載装置２００の音楽再生アプリケーション２１３
に関する異常情報を取得した場合は、携帯端末１００の音楽再生アプリケーション１１６
を起動する。
【００７５】
　ここで、車載装置２００のディスプレイ２０４に関する異常情報を取得した場合には、
携帯端末１００から車載装置２００への表示データの送信を中止する。同様に、音楽再生
アプリケーション２１３に関する異常情報を取得した場合には、車載装置２００への音楽
データの送信を中止する。
【００７６】
　なお、車載装置２００にて機能の異常を検出した時点で、その機能は停止される。例え
ば、車載装置２００にてＧＰＳ受信機２０９に関する異常を検出した場合、その時点で、
ＧＰＳ受信機２０９による受信を停止する。
【００７７】
　次に、図７を用いて、走行状態取得時の処理について説明する。図７は、車載装置２０
０から走行状態を取得した場合における携帯端末１００の制御装置１１４の処理を示すフ
ローチャートである。
【００７８】
　ステップＳ４１（本発明の走行状態情報取得手段に相当）で、車載装置２００との通信
により、車載装置２００が搭載された車両の走行状態を取得する。具体的には、車載装置
２００の車速センサ２０６にて検出した車速を、車載装置２００から携帯端末１００へ送
信する。他にも、シフトポジションセンサ（図示せず）にて検出したシフトポジションや
、サイドブレーキセンサ（図示せず）にて検出したサイドブレーキのＯＮ／ＯＦＦを、車
載装置２００から携帯端末１００へ送信してもよい。携帯端末１００が、これら走行状態
の情報を受信した場合（ステップＳ４１：Ｙ）、ステップＳ４２へ進む。一方、走行状態
の情報を受信していない場合（ステップＳ４１：Ｎ）、待機状態とする。
【００７９】
　ステップＳ４２で、携帯端末１００の制御装置１１４が、受信した走行状態の情報に基
づき、車両が停車中か否かを判断する。例えば、車速が閾値Ｖｔｈ１（例えば、５ｋｍ／
ｈ）以上である場合、走行中であると判断し、閾値Ｖｔｈ１未満である場合、停車中であ
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ると判断する。また、シフトポジションがニュートラルやパーキングの位置である場合、
あるいは、サイドブレーキがＯＮの場合に、停車中と判断してもよい。停車中であると判
断した場合（ステップＳ４２：Ｙ）、ステップＳ４３へ進む。一方、走行中であると判断
した場合（ステップＳ４２：Ｎ）は、ステップＳ４４へ進む。
【００８０】
　ステップＳ４３では、停車中は使用しなくてもよい機能の動作を一時的に中断する。例
えば、現在位置が変化しない停車中は、ＧＰＳ受信機１１２によるＧＰＳ電波の受信を中
断する。
【００８１】
　一方、ステップＳ４４では、停車中に動作を中断していた機能について、動作を再開さ
せる。例えば、ＧＰＳ受信機１１２によるＧＰＳ電波の受信を再開する。
【００８２】
　ここで、走行中は、その車速に応じて、ＧＰＳ受信機１１２による受信間隔を設定して
もよい。車速が小さいときは、間隔を長く設定し、車速が大きくなるにつれて、間隔を短
く設定する。
【００８３】
　ステップＳ４５では、走行中になったことに伴い、走行中には使用すべきでない機能の
動作を停止する。すなわち、ステップＳ１４において、車載装置２００と接続された時点
では停止させなかった機能であっても、走行中となったときには停止すべき機能もある。
例えば、着信アニメーション１２０のような動画は、走行中にドライバが見入ってしまう
可能性があるため、アプリケーションの起動を終了させる。なお、ここで終了させた機能
については、起動と終了が頻発することを防ぐため、その後、停車中に変化したとしても
、その機能を再開させない。
【００８４】
　ステップＳ４６では、車速が閾値Ｖｔｈ２（例えば、８０ｋｍ／ｈ）より大きいか否か
を判断する。車速が閾値Ｖｔｈ２より大きいと判断した場合、ステップＳ４７に進む。一
方、車速が第２閾値Ｖｔｈ２以下と判断した場合、本処理を終了する。
【００８５】
　ステップＳ４７では、携帯端末１００と車載装置２００とが同等機能を有する場合にお
いて、車速がＶｔｈ２より大きくなったことに伴い、携帯端末１００の機能を停止し、車
載装置２００の有する代替機能を動作させる。例えば、携帯端末１００及び車載装置２０
０は共に、デジタル放送の視聴機能（受信機能及びデコード機能）として、デジタル放送
受信機１１３、２０９及びデジタル放送デコードアプリケーション１１７、２１４を有す
る。しかしながら、携帯端末１００に比べ、車載装置２００の有するデジタル放送視聴機
能の方が、高速走行における性能が優れている場合がある。例えば、携帯端末１００のデ
ジタル放送受信機１１３は１つのチューナから構成されるのに対し、車載装置２００のデ
ジタル放送受信機２１０は２つ又は４つのチューナから構成される場合である。そのため
、携帯端末１００の制御装置１１４は、デジタル放送受信機１１３による放送波の受信を
停止し、デジタル放送デコードアプリケーション１１７の起動を終了する。
【００８６】
　なお、ステップＳ４７に先立ち、携帯端末１００から車載装置２００に対し、デジタル
放送視聴機能を動作させるよう指示を送信してもよい。車載装置２００が自発的にその機
能を動作させる構成でない場合には、携帯端末１００から指示を送信することが望ましい
。
【００８７】
　以上のように、携帯端末１００は、車載装置２００と通信可能に接続された場合、動作
している機能のうち、一部の機能について、その働きを抑制又は停止する。これにより、
例えば、ＧＰＳ電波の受信による電力消費など、携帯端末１００の電力消費を抑えること
ができる。
【００８８】
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　そして、車載装置２００との接続が切れた場合には、その働きの抑制を解除又はその動
作を再開させる。これにより、車両のＡＣＣスイッチがＯＦＦされた場合や、携帯端末１
００を車外へ持ち出そうとする場合において、ユーザに対し、その機能を継続して提供す
ることができる。
【００８９】
　また、車載装置２００が同等機能を有する場合に、携帯端末１００における機能の働き
を抑制又は停止する。そして、車載装置２００にて同等機能を動作させるよう構成すれば
、ユーザに対してその機能を継続して提供しつつ、携帯端末１００の電力消費を抑えるこ
とができる。さらに、現在位置を計算する場合には、携帯端末１００のジャイロスコープ
１１１及びＧＰＳ受信機１１２を用いるよりも、車載装置２００のジャイロスコープ２０
８及びＧＰＳ受信機２０９を用いる方が、現在位置を精度よく計算できる。車載装置２０
０に設けられたジャイロスコープ２０８及びＧＰＳ受信機２０９の方が、取り付け場所や
取り付け角度など、最適化された設置状態になっていることが多いからである。
【００９０】
　ここで、車載装置２００にて同等機能を動作させる際、携帯端末１００から車載装置２
００に対し、画面表示データや音楽データ等の必要なデータを送信する。これにより、車
載装置２００にて同等機能を動作させる際、携帯端末１００での利用状況と同じ状態を提
供することができる。なお、これら必要なデータの送信は、携帯端末１００における機能
の働きを抑制又は停止する前に行っておくとよい。さらに、車載装置２００にて同等機能
が動作したことを確認した後で、携帯端末１００における機能の働きを抑制又は停止する
とよい。これにより、例えば、画面表示機能の場合、ユーザに対する情報提示が途絶える
期間を短くすることができる。
【００９１】
　また、車載装置２００における機能の異常情報を取得し、携帯端末１００において、異
常が生じた機能と同等機能を動作させることにより、その機能を継続して提供することが
できる。
【００９２】
　さらに、車載装置２００を搭載した車両の走行状態を取得し、走行状態に応じて、動作
している機能のうち、一部の機能について、その働きを抑制又は停止する。これにより、
携帯端末１００の機能を動作させる場合であっても、電力消費を抑えることが可能となる
。また、走行状態によって、携帯端末１００の機能と車載装置２００の機能とに性能の優
劣が生じる場合には、性能の優れた機能を動作させることにより、ユーザに対してより快
適な環境を提供することができる。
【００９３】
　（変形例１）
　上述した第１の実施形態では、画面表示機能、ＧＰＳ受信機能（測位機能）、音楽再生
機能、及びデジタル放送の受信機能を具体例として説明した。しかしながら、音声出力機
能としてのスピーカ１０３、２０２、入力機能としてのスイッチ１０６、２０５、加速度
検出機能としての加速度センサ１０９、２０７、及びジャイロ検出機能としてのジャイロ
スコープ１１１、２０８についても、同様に適用することができる。以下、上述した第１
の実施形態と重複する処理については記載を省略し、各機能それぞれの処理についてのみ
説明する。
【００９４】
　ステップＳ１５では、音声出力機能、入力機能、加速度検出機能、及びジャイロ検出機
能についても、車載装置２００に対して同等機能を有しているか否かを順に問合せる。
【００９５】
　ステップＳ１７において、音声出力機能であれば、スピーカ１０３からの音声出力を停
止する。もしくは、音量を低下させるだけでもよい。ユーザが入力操作を行う入力機能で
あれば、スイッチ１０６による入力操作の検出を停止する。加速度検出機能もしくはジャ
イロ検出機能であれば、加速度センサ１０９もしくはジャイロスコープ１１１による検出
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を停止する。もしくは、検出間隔を長くするだけでもよい。
【００９６】
　ここで、スピーカ１０３からの音声出力を停止する場合、車載装置２００に対し、音声
出力すべきデータを送信する。音声出力を停止するより前に、データを送信し始めること
が望ましい。
【００９７】
　また、スイッチ１０６による入力操作の検出を停止する場合、加速度センサ１０９また
はジャイロスコープ１１１による検出を停止する場合には、車載装置２００に対し、車載
装置２００にて検出した結果を送信するよう依頼しておく。いずれの場合も、携帯端末１
００の機能を停止するより前に、依頼しておくことが望ましい。
【００９８】
　ステップＳ２１において、音声出力機能を停止していた場合には、スピーカ１０３から
の音声出力を再開する。入力機能、加速度検出機能、ジャイロ検出機能を停止していた場
合には、それぞれ、スイッチ１０６、加速度センサ１０９、ジャイロスコープ１１１によ
る検出を再開する。
【００９９】
　ステップＳ３２では、車載装置２００のスピーカ２０２に関する異常情報を取得した場
合、携帯端末１００のスピーカ２０２から音声を出力するよう制御する。また、車載装置
２００のスイッチ２０５、加速度センサ２０７、ジャイロスコープ２０８に関する異常情
報を取得した場合は、それぞれ、携帯端末１００のスイッチ１０６、加速度センサ１０９
、ジャイロスコープ１１１による検出を開始する。
【０１００】
　ステップＳ４３において、現在位置が変化しない停車中は、ＧＰＳ受信機１１２による
ＧＰＳ電波の受信中断とともに、ジャイロスコープ１１１による角度や各速度の検出も中
断する。
【０１０１】
　一方、ステップＳ４４では、ＧＰＳ受信機１１２による受信再開とともに、ジャイロス
コープ１１１による検出も再開する。ここで、走行中は、その車速に応じて、ジャイロス
コープ１１１による検出間隔を設定してもよい。
【０１０２】
　（変形例２）
　上述した第１の実施形態では、車載装置２００が同等機能を有する場合、携帯端末１０
０の機能を停止又は抑制する処理について説明した。しかしながら、以下のように変形し
てもよい。
【０１０３】
　ステップＳ１５において、携帯端末１００の制御装置１１４は、車載装置２００だけで
なく、車載装置２００と通信可能に接続された通信端末３００が同等機能を有するか否か
を判断する。制御装置１１４は、車載装置２００との通信により、通信端末３００が有す
る機能の一覧を取得し、通信端末３００が同等機能を有しているか否かを判断する。もし
くは、車載装置２００に対し、通信端末３００が同等機能を有しているか否かを問合せて
もよい。
【０１０４】
　図２及び図３に示すように、車載装置２００は明るさを検出する機能を有しないが、携
帯端末１００と同一構成である通信端末３００は照度センサ１１０を有する。従って、ス
テップＳ１５で、通信端末３００に照度センサ１１０と同等機能があると判断し（ステッ
プＳ１５：Ｙ）、ステップＳ１６へ進む。そして、ステップＳ１６で、通信端末３００の
照度センサ１１０が動作中であると判断すると（ステップＳ１６：Ｙ）、ステップＳ１７
で、携帯端末１００の照度センサ１１０による明るさの検出を停止する。
【０１０５】
　同様に、車載装置２００は経路案内機能を有しないが、通信端末３００はナビゲーショ
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ン１１８を有する。従って、ステップＳ１６へ進み、通信端末３００のナビゲーション１
１８が起動していると判断すると（ステップＳ１６：Ｙ）、ステップＳ１７で、携帯端末
１００のナビゲーション１１８の実行を停止もしくは起動を終了する。
【０１０６】
　ここで、携帯端末１００の照度センサ１１０による明るさの検出を停止する場合、車載
装置２００を介して、通信端末３００に対し、明るさの検出結果を送信するよう依頼して
おく。車載装置２００を介してこの依頼を受信した通信端末３００は、照度センサ１１０
による明るさの検出結果を、車載装置２００を介して携帯端末１００へ送信する。
【０１０７】
　なお、ステップＳ１５において、車載装置２００と接続されている通信端末３００が携
帯電話である場合には、ディスプレイ１０５、照度センサ１１０等の特定機能を必ず有し
ているとみなし、同等機能を有しているか否かを判断してもよい。
【０１０８】
　以上のように、携帯端末１００は、車載装置２００が同等機能を有していなくても、車
載装置２００と接続された通信端末３００が同等機能を有すれば、携帯端末１００におけ
る機能の働きを抑制又は停止することが可能となる。そして、通信端末３００にて同等機
能を動作させるよう構成すれば、ユーザに対してその機能を継続して提供しつつ、携帯端
末１００の電力消費を抑えることができる。例えば、通信端末３００におけるバッテリ１
０７の蓄電量に比べ、携帯端末１００の蓄電量が極めて少ない場合、携帯端末１００の電
力消費を抑えることで、携帯端末１００が電力不足により使用できなくなることを予防す
ることができる。
【０１０９】
　（第２の実施形態）
　上述した第１の実施形態では、主に携帯端末１００の制御装置１１４における処理につ
いて説明した。本実施形態では、主に車載装置２００の制御装置２１１における処理につ
いて説明する。なお、第１の実施形態と同一の構成については、同一の符号を付与し、説
明を省略する。
【０１１０】
　まず、携帯端末１００が車内に持ち込まれ、車載装置２００と接続された際の処理につ
いて、図８を用いて説明する。図８は、車載装置２００の制御装置２１１における処理を
示すフローチャートである。
【０１１１】
　ステップＳ５１（本発明の車載側接続検出手段に相当）で、車載装置２００に携帯端末
１００が通信可能に接続されたか否かを判断する。例えば、接続コネクタ１０２がＵＳＢ
コネクタの場合、車載装置２００において、携帯端末１００を認識できたら、接続された
と判断する。また、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈの場合には、携帯端末１００との通信回線を確立
できたら、接続されたと判断する。もしくは、携帯端末１００が本処理に必要なＢｌｕｅ
ｔｏｏｔｈプロファイルに対応しているか否かも含め、通信可能に接続されたか否かを判
断するよう構成してもよい。制御装置２１１は、接続されたと判断するまで待機し（ステ
ップＳ５１：Ｎ）、接続されたと判断したら（ステップＳ５１：Ｙ）、ステップＳ５２へ
進む。
【０１１２】
　ステップＳ５２では、車載装置２００に携帯端末１００が接続されたことを契機として
、携帯端末１００に対し、予め定められた機能を停止又は抑制するよう指示を送信する。
どの機能を停止又は抑制させるか、予め記憶装置２１２に記憶しておき、具体的に機能を
指定して停止又は抑制するよう指示してもよい。例えば、乗車後は使用しないと考えられ
る機能として、Ｗｅｂブラウザ１２１及びゲームアプリケーション１２２を停止させるよ
う指示を送信する。逆に、停止させない機能を、予め記憶装置２１２に記憶しておき、そ
れ以外の機能を停止するような指示を送信してもよい。ここでの指示は、アプリケーショ
ンの実行を停止する指示でもよいし、アプリケーションの起動自体を終了させる指示でも
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よい。もしくは、通信頻度等の実行頻度を下げるような指示でもよい。ＣＰＵの負荷を低
下させることが、携帯端末１００の省電力につながるからである。
【０１１３】
　また、具体的な機能は指定せず、車載装置２００との接続に伴う機能の停止だけを指示
し、どの機能を停止又は抑制させるかは、携帯端末１００に任せてもよい。
【０１１４】
　ステップＳ５３では、車載装置２００が有する機能と同等機能の停止を、携帯端末１０
０に指示する。制御装置２１１は、車載装置２００が有する画面表示機能、ＧＰＳ受信機
能等それぞれの機能について、携帯端末１００に対し、各機能を停止するよう指示を送信
する。そして、携帯端末１００において、動作中の機能が停止されたときには、車載装置
２００における機能を動作中となるよう制御し、ステップＳ５４の異常検出時の処理、ス
テップＳ５５の走行状態検出時の処理へと進む。これらの処理については、後述する。
【０１１５】
　例えば、携帯端末１００へ画面表示機能を停止もしくは抑制するよう指示した場合、携
帯端末１００において、点灯していたディスプレイ１０５のバックライト１０４が消灯も
しくはその輝度が低下される。このとき、制御装置２１１は、車載装置２００のディスプ
レイ２０４が動作中となるよう、バックライト１０４の点灯等を行う。そして、携帯端末
１００から送信される画面表示データを、ディスプレイ２０４に表示する。音楽再生アプ
リケーション２１３の場合も同様である。
【０１１６】
　また、携帯端末１００へＧＰＳ受信機能を停止もしくは抑制するよう指示したときには
、ＧＰＳ受信機２０９によるＧＰＳ電波の受信を開始する。そして、受信したデータを、
携帯端末１００へ送信する。
【０１１７】
　なお、制御装置２１１は、携帯端末１００との通信により、携帯端末が有する機能の一
覧を予め取得してもよい。そして、携帯端末１００及び車載装置２００が共に有する同等
機能について、車載装置２００の機能が動作中となるよう制御した後、携帯端末１００に
対し、機能を停止又は抑制するよう指示を送信してもよい。
【０１１８】
　そして、ステップＳ５６で、制御装置２１１は、携帯端末１００が車外へ持ち出された
等により、携帯端末１００との接続が切れたか否かを判断する。例えば、接続コネクタ２
０１がＵＳＢコネクタの場合、車載装置２００において、携帯端末１００を認識できなく
なったら、接続が切れたと判断する。また、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈの場合には、携帯端末１
００との通信回線が切断されたら、接続が切れたと判断する。制御装置２１１は、接続が
切れたと判断した場合（ステップＳ５６：Ｙ）は、ステップＳ５７へ進み、接続が切れて
いないと判断した場合（ステップＳ５６：Ｎ）は、ステップＳ５４へ戻る。
【０１１９】
　ステップＳ５７では、車載装置１００において動作している機能を、携帯端末１００と
接続される前の状態に戻す。すなわち、携帯端末１００と通信可能に接続される前は停止
状態であり、携帯端末１００の代替機能として動作することとなった機能を停止する。例
えば、携帯端末１００との接続前は、ディスプレイ２０４のバックライト２０３が消灯状
態であり、携帯端末１００との接続後、携帯端末１００の画面表示機能の代替としてバッ
クライト２０３を点灯させた場合、携帯端末１００との接続が切れた時点で、バックライ
ト２０３を消灯状態に戻す。スピーカ２０２、ジャイロスコープ２０８、ＧＰＳ受信機２
０９等についても同様である。
【０１２０】
　また、仮に、携帯端末１００と通信可能に接続される前は動作していた機能であり、携
帯端末１００の同等機能を動作させた代わりに停止させた機能があれば、その機能の働き
を再開させればよい。
【０１２１】
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　続いて、図９を用いて、異常検出時の処理について説明する。図９は、車載装置２００
において異常を検出した場合における制御装置２１１の処理を示すフローチャートである
。
【０１２２】
　ステップＳ６１（本発明の異常検出手段）で、制御装置２１１は、車載装置２００にお
いて動作している機能の異常を検出する。例えば、画面表示機能であれば、ディスプレイ
２０４のバックライト２０３を構成する回路（図示せず）の断線、短絡等の故障を検出す
る。加速度検出機能やジャイロ検出機能であれば、加速度センサ２０７、ジャイロスコー
プ２０８により検出された値が、予め定められた基準範囲外であった場合に、異常である
と判断する。また、ＧＰＳ受信機能やデジタル放送視聴機能であれば、車載装置２００が
管理する現在時刻と、ＧＰＳ受信機２０９、デジタル放送受信機２１０による受信データ
に含まれる時刻情報とを照合し、所定値を超える差があった場合に、異常であると判断す
る。また、音楽再生機能であれば、音楽再生アプリケーション２１３が異常終了したとき
や、起動終了後に再度起動できないときに、異常であると判断する。なお、このような異
常を検出した場合、制御装置２１１は、その機能を停止しておく。
【０１２３】
　ステップＳ６２では、携帯端末１００に対し、異常が発生した機能と同等機能を動作さ
せるよう指示を送信する。例えば、ディスプレイ２０４の異常を検出した場合、携帯端末
１００の画面表示機能を動作させるよう指示を送信する。この指示を受信した携帯端末１
００は、ディスプレイ１０５のバックライト１０４を点灯し、情報を表示可能な状態とす
る。
【０１２４】
　ここで、携帯端末１００に対し、車載装置２００における機能の異常情報を送信しても
よい。携帯端末１００において、受信した異常情報に基づき、携帯端末１００が自発的に
同等機能を動作させるよう構成することもできる。
【０１２５】
　次に、図１０を用いて、走行状態検出時の処理について説明する。図１０は、車載装置
２００において走行状態を検出した場合における制御装置２１１の処理を示すフローチャ
ートである。
【０１２６】
　ステップＳ７１で、車速センサ２０６にて検出した車速に基づき、車両が停車中か否か
を判断する。例えば、車速が閾値Ｖｔｈ１（例えば、５ｋｍ／ｈ）以上である場合、走行
中であると判断し、閾値Ｖｔｈ１未満である場合、停車中であると判断する。また、シフ
トポジションセンサやサイドブレーキセンサにて検出した値に基づき、シフトポジション
がニュートラルやパーキングの位置である場合、あるいは、サイドブレーキがＯＮの場合
に、停車中と判断してもよい。停車中であると判断された場合（ステップＳ７１：Ｙ）、
ステップＳ７２へ進む。一方、走行中であると判断された場合（ステップＳ７１：Ｎ）は
、ステップＳ７３へ進む。
【０１２７】
　ステップＳ７２で、制御装置２１１は、携帯端末１００に対し、停車中は使用しなくて
もよい機能の動作を一時的に中断するよう指示を送信する。例えば、停車中は現在位置が
変化しないため、ＧＰＳ受信機１１２によるＧＰＳ電波の受信、及びジャイロスコープ１
１１による角度や各速度の検出を中断するよう指示を送信する。なお、動作の中断ではな
く、動作の働きを抑制するような指示であってもよい。例えば、ＧＰＳ受信機１１２によ
る受信間隔や、ジャイロスコープ１１１による検出間隔を長くするよう、携帯端末１００
に対して指示するよう構成してもよい。
【０１２８】
　一方、ステップＳ７３では、停車中に動作を中断していた機能について、動作を再開さ
せるよう、携帯端末１００に対して指示を送信する。例えば、ＧＰＳ受信機１１２による
ＧＰＳ電波の受信、及びジャイロスコープ１１１による角度や各速度の検出を再開するよ
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う指示を送信する。
【０１２９】
　ステップＳ７４では、走行中になったことに伴い、走行中には使用すべきでない機能の
動作を停止するよう、携帯端末１００に対して指示を送信する。すなわち、ステップＳ５
２において、携帯端末１００が接続された時点では停止を指示しなかった機能であっても
、走行中となったときには停止すべき機能もある。例えば、着信アニメーション１２０の
ような動画は、走行中にドライバが見入ってしまう可能性があるため、アプリケーション
の起動を終了させるよう、携帯端末１００に対して指示を送信する。なお、ここで終了さ
せた機能については、起動と終了が頻発することを防ぐため、その後、停車中に変化した
としても、その機能を再開させない。
【０１３０】
　ステップＳ７５では、車速が閾値Ｖｔｈ２（例えば、８０ｋｍ／ｈ）より大きいか否か
を判断する。車速が閾値Ｖｔｈ２より大きいと判断した場合、ステップＳ７６に進む。一
方、車速が第２閾値Ｖｔｈ２以下と判断した場合、本処理を終了する。
【０１３１】
　ステップＳ７６では、携帯端末１００と車載装置２００とが同等機能を有する場合にお
いて、車速がＶｔｈ２より大きくなったことに伴い、携帯端末１００の機能を停止するよ
う指示し、車載装置２００の有する代替機能を動作させる。例えば、携帯端末１００及び
車載装置２００は共に、デジタル放送の視聴機能として、デジタル放送受信機１１３、２
０９及びデジタル放送デコードアプリケーション１１７、２１４を有する。しかしながら
、携帯端末１００に比べ、車載装置２００の有するデジタル放送視聴機能の方が、高速走
行における性能が優れている場合がある。そのため、制御装置２１１は、デジタル放送デ
コードアプリケーション２１４を起動し、デジタル放送受信機２１０による放送波の受信
を開始する。そして、携帯端末１００に対し、デジタル放送視聴機能を停止するよう指示
を送信する。この指示を受信した携帯端末１００は、デジタル放送受信機１１３による放
送波の受信を停止し、デジタル放送デコードアプリケーション１１７の起動を終了する。
【０１３２】
　なお、携帯端末１００に対し、車速、シフトポジション、及びサイドブレーキＯＮ／Ｏ
ＦＦといった走行状態の情報を送信してもよい。携帯端末１００において、受信した走行
状態情報に基づき、自発的に機能の動作を制御するよう構成することもできる。
【０１３３】
　以上のように、車載装置２００は、携帯端末１００と通信可能に接続された場合、携帯
端末１００において動作する機能について、その働きを抑制又は停止する。これにより、
車載装置２００と接続後、携帯端末１００の電力消費を抑えることができる。
【０１３４】
　また、車載装置２００が有する機能と同等機能の働きを抑制または停止するよう、携帯
端末１００に指示を送信する。そして、車載装置２００にて、その機能が停止中であれば
、動作中となるよう制御する。これにより、ユーザに対してその機能を継続して提供しつ
つ、携帯端末１００の電力消費を抑えることができる。さらに、携帯端末１００との接続
が切れた場合には、各機能を接続前の状態に戻す。すなわち、携帯端末１００を車外へ持
ち出す等により、接続が切れた場合には、携帯端末１００の代替として動作させていた各
機能を停止させることで、車載装置２００の電力消費を抑えることができる。
【０１３５】
　また、車載装置２００における機能の異常を検出し、異常が検出された場合には、携帯
端末１００における同等機能を動作させるよう、携帯端末１００に対して指示を送信する
。これにより、車載装置２００における機能に故障等が生じた場合であっても、その機能
を継続して提供することができる。
【０１３６】
　さらに、車載装置２００を搭載した車両の走行状態を取得し、走行状態に応じて、機能
の働きを抑制又は停止するよう、携帯端末１００に対して指示を送信する。これにより、
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携帯端末１００の機能を動作させる場合であっても、電力消費を抑えることが可能となる
。また、走行状態によって、携帯端末１００の機能と車載装置２００の機能とに性能の優
劣が生じる場合には、性能の優れた機能を動作させることにより、ユーザに対してより快
適な環境を提供することができる。
【０１３７】
　（変形例）
　上述した第２の実施形態では、車載装置２００が有する機能と同等機能を抑制または停
止するよう、携帯端末１００に指示を送信する処理について説明した。しかしながら、以
下のように変形してもよい。
【０１３８】
　ステップＳ５３において、車載装置２００の制御装置２１１は、車載装置２００だけで
なく、車載装置２００と通信可能に接続された通信端末３００が有する機能と同等機能を
抑制または停止するよう、携帯端末１００に対して指示を送信する。制御装置２１１は、
通信端末３００との通信により、通信端末３００が有する機能の一覧を取得すればよい。
そして、携帯端末１００に対して同等機能の抑制または停止を指示するとともに、通信端
末３００に対し、機能を動作させるよう指示を送信する。
【０１３９】
　さらに、例えば、携帯端末１００の照度センサ１１０による明るさの検出を停止するよ
う指示し、通信端末３００の照度センサ１１０による明るさの検出を開始するよう指示す
る場合には、通信端末３００に対し、明るさの検出結果を送信するよう依頼しておく。そ
して、送信された明るさの検出結果を、携帯端末１００へ送信する。
【０１４０】
　以上のように、車載装置２００は、車載装置２００が同等機能を有していなくても、車
載装置２００と接続された通信端末３００が同等機能を有すれば、携帯端末１００におけ
る機能の働きを抑制又は停止するよう指示を送信することが可能となる。そして、通信端
末３００に対し、同等機能を動作させるよう指示を送信することにより、ユーザに対して
その機能を継続して提供しつつ、携帯端末１００の電力消費を抑えることができる。
【０１４１】
　なお、本発明は、上述した実施形態の構成要素を適宜組み合わせることが可能であり、
その組み合わせにより多くのバリエーションが可能となる。
【符号の説明】
【０１４２】
　１００　携帯端末
　２００　車載装置
　３００　通信端末
　１０１　通信機
　１０２、２０１　接続コネクタ
　１０３、２０２　スピーカ
　１０４、２０３　バックライト
　１０５、２０４　ディスプレイ
　１０６、２０５　スイッチ
　２０６　車速センサ
　１０７　バッテリ
　１０８　バッテリセンサ
　１０９、２０７　加速度センサ
　１１０　照度センサ
　１１１、２０８　ジャイロスコープ
　１１２、２０９　ＧＰＳ受信機
　１１３、２１０　デジタル放送受信機
　１１４、２１１　制御装置
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　１１５、２１６　記憶装置
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