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(57)【要約】
【課題】ＡＶ・ナビゲーション装置等の車載機器とスマ
ートフォン等の携帯端末とが通信可能に接続されてなる
「車載機器システム」を提供することである。
【解決手段】車載機器１００と、携帯端末２０とが通信
可能な状態で接続されてなる車載機器であって、前記車
載機器１００は、第１ユニットから前記第２ユニットに
切換えられる際に、前記アプリケーションの起動要求を
携帯端末２０に送るアプリケーション起動要求手段（１
）を有し、前記携帯端末２０は、車載機器１００からの
前記起動要求に応じて前記アプリケーションを起動させ
るアプリケーション起動手段（Ｓ３２）を有し、起動さ
れた前記アプリケーションにより前記第１処理と同種の
処理が前記携帯端末にてなされる構成となる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１処理を実行して表示部に画像表示を行う第１ユニットと、第２処理を実行して前記
表示部に前記第１処理による画像表示と異種の画像表示を行う第２ユニットとを有する車
載機器と、前記第１ユニットによる前記第１処理と同種の処理を行って表示画面に前記第
１処理による画像表示と同種の画像表示を行うアプリケーションを備えた携帯端末とが通
信可能な状態で接続されてなる車載機器システムであって、
　前記車載機器は、前記第１ユニットから前記第２ユニットに切換えられる際に、前記ア
プリケーションの起動要求を前記携帯端末に送るアプリケーション起動要求手段を有し、
　前記携帯端末は、前記車載機器からの前記起動要求に応じて前記アプリケーションを起
動させるアプリケーション起動手段を有し、
　起動された前記アプリケーションにより前記第１処理と同種の処理が前記携帯端末にて
なされる車載機器システム。
【請求項２】
　前記車載機器は、前記第１ユニットから第２ユニットに切換えられる際に、前記第１処
理にて利用される情報であって前記アプリケーションによる当該第１処理と同種の処理に
利用可能な情報を前記携帯端末に送る手段を有する請求項１記載の車載機器システム。
【請求項３】
　前記車載機器は、前記第２ユニットによる前記第２処理が終了する際に、前記アプリケ
ーションの終了要求を前記携帯端末に送るアプリケーション終了要求手段と、
　前記終了要求が前記携帯端末に送られた後に、前記第１ユニットによる前記第１処理を
再開させる復帰制御手段とを有し、
　前記携帯端末は、前記車載機器からの前記終了要求に応じて前記アプリケーションによ
る処理を終了させるアプリケーション終了制御手段を有する請求項１または２記載の車載
機器システム。
【請求項４】
　前記携帯端末は、前記アプリケーションによる処理が終了する際に、前記アプリケーシ
ョンの終了を前記車載機器に通知する終了応答手段を有し、
　前記車載機器の前記復帰制御手段は、前記アプリケーションによる処理が終了したこと
の通知を受けた際に、前記第１ユニットによる第１処理を再開させる請求項３記載の車載
機器システム。
【請求項５】
　前記携帯端末は、前記アプリケーションによる処理が終了する際に、前記アプリケーシ
ョンによる処理にて利用される情報であって前記第１処理に利用可能な情報を前記車載機
器に送る手段を有する請求項４記載の車載機器システム。
【請求項６】
　前記携帯端末は、前記アプリケーションによる処理が終了した後に、前記車載機器から
の当該アプリケーションの起動要求を受ける前の状態に復帰させる状態復帰手段を有する
請求項３乃至５のいずれかに記載の車載機器システム。
【請求項７】
　前記第１ユニットは、車両ナビゲーション処理を第１処理として実行して前記表示部に
車両ナビゲーションに係る画像表示を行う車両ナビゲーションユニットであり、
　前記第２ユニットは、音声・映像源の再生処理を前記第２処理として実行して前記表示
部に前記音声・映像源の再生に係る画像表示を行うＡＶユニットであり、
　前記アプリケーションは、ナビゲーション処理を行うナビゲーションアプリケーション
である請求項１乃至６のいずれかに記載の車載機器ユニット。
【請求項８】
　第１処理を実行して表示部に画像表示を行う第１ユニットと、第２処理を実行して前記
表示部に前記第１処理による画像表示と異種の画像表示を行う第２ユニットとを有し、前
記第１ユニットによる前記第１処理と同種の処理を行って表示画面に前記第１処理による
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画像表示と同種の画像表示を行うアプリケーションを備えた携帯端末と通信可能に接続さ
れる車載機器であって、
　前記第１ユニットから前記第２ユニットに切換えられる際に、前記アプリケーションの
起動要求を前記携帯端末に送るアプリケーション起動要求手段を有する車載機器。
【請求項９】
　前記第１ユニットから前記第２ユニットに切換えられる際に、前記第１処理にて利用さ
れる情報であって前記アプリケーションによる当該第１処理と同種の処理に利用可能な情
報を前記携帯端末に送る手段を有する請求項８記載の車載機器（請求項２）。
【請求項１０】
　前記第２ユニットによる前記第２処理が終了する際に、前記アプリケーションの終了要
求を前記携帯端末に送るアプリケーション終了要求手段と、
　前記終了要求が前記携帯端末に送られた後に、前記第１ユニットによる前記第１処理を
再開させる復帰制御手段とを有する車載機器（請求項３）。
【請求項１１】
　前記第１ユニットは、車両ナビゲーション処理を第１処理として実行して前記表示部に
車両ナビゲーションに係る画像表示を行う車両ナビゲーションユニットであり、
　前記第２ユニットは、音声・映像源の再生処理を前記第２処理として実行して前記表示
部に前記音声・映像源の再生に係る画像表示を行うＡＶユニットであり、
　前記携帯端末が備える前記アプリケーションは、ナビゲーション処理を行うナビゲーシ
ョンアプリケーションである請求項８乃至１０のいずれかに記載の車載機器。
【請求項１２】
　第１処理を実行して表示部に画像表示を行う第１ユニットと、第２処理を実行して前記
表示部に前記第１処理による画像表示と異種の画像表示を行う第２ユニットとを有する車
載機器に通信可能に接続され、前記第１ユニットによる前記第１処理と同種の処理を行っ
て表示画面に前記第１処理による画像表示と同種の画像表示を行うアプリケーションを備
えた携帯端末であって、
　前記車載機器からの起動要求に応じて前記アプリケーションを起動させるアプリケーシ
ョン起動手段を有し、
　起動された前記アプリケーションにより前記第１処理と同種の処理がなされる携帯端末
。
【請求項１３】
　前記車載機器からの終了要求に応じて前記アプリケーションによる処理を終了させるア
プリケーション終了制御手段を有する請求項１２記載の携帯端末（請求項３）。
【請求項１４】
　前記アプリケーションによる処理が終了する際に、前記アプリケーションの終了を前記
車載機器に通知する終了応答手段を有する請求項１３記載の携帯端末（請求項４）。
【請求項１５】
　前記アプリケーションによる処理が終了する際に、前記アプリケーションによる処理に
て利用される情報であって前記第１処理に利用可能な情報を前記車載機器に送る手段を有
する請求項１３または１４記載の車載機器システム（請求項５）。
【請求項１６】
　前記アプリケーションによる処理が終了した後に、前記車載機器からの当該アプリケー
ションの起動要求を受ける前の状態に復帰させる状態復帰手段を有する請求項１２乃至１
５のいずれかに記載の携帯端末（請求項６）。
【請求項１７】
　前記車載機器の有する前記第１ユニットは、車両ナビゲーション処理を第１処理として
実行して前記表示部に車両ナビゲーションに係る画像表示を行う車両ナビゲーションユニ
ットであって、
　前記アプリケーションは、ナビゲーション処理を行うナビゲーションアプリケーション
である請求項１２乃至１６のいずれかに記載の携帯端末。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＡＶ・ナビゲーション装置等の車載機器とスマートフォン等の携帯端末とが
通信可能に接続されてなる車載機器システムと、その車載機器システムを構成する車載機
器及び携帯端末とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、カーナビゲーション装置と、該カーナビゲーション装置に通信可能に接続された
携帯端末とにより構成されたシステムが提案されている（特許文献１参照）。このシステ
ムでは、ナビゲーション装置の表示画面に表示すべき複数のウィンドウの少なくとも１つ
を分離して、携帯端末の表示画面に表示させている。例えば、ナビゲーション装置の表示
画面において案内ルートを含む地図を表示したウィンドウ上に重ねて表示されるべき交差
点の拡大ウィンドウを分離して、その交差点の拡大ウィンドウを携帯端末の表示画面に表
示させている。このようなシステムによれば、ナビゲーション装置の表示画面に表示され
る案内ルートの示されたウィンドウをより視認し易くすることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２８４８８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、カーナビゲーションユニット及びＡＶユニットなど、複数の異なるユニット
を有する車載機器では、２つのユニットを同時に動作させる場合がある。この場合、単一
の表示画面をその２つのユニットにどのように割り当てるかが問題となる。
【０００５】
　例えば、１つの表示画面を２つのウィンドウに分割して、それら２つのウィンドウを２
つのユニット（例えば、ナビゲーションユニット及びＡＶユニット）に割り当てることが
できる。この場合、例えば、一方のウィンドウに運転者が利用するナビゲーションに係る
画像を表示させつつ、他方のウィンドウに助手席の乗員が利用するＤＶＤ等の再生画像を
表示させることができる。
【０００６】
　また、例えば、表示画面の全体を一方のユニット（例えば、ＡＶユニット）に割り当て
、他方のユニット（例えば、ナビゲーションユニット）では表示画面を利用せずに音声出
力だけにすることが考えられる。この場合、例えば、表示画面には助手席の乗員が利用す
るＤＶＤ等の再生画像を表示させ、運転者が利用するナビゲーションユニットでは基本的
に表示画面を利用せずに、音声出力（アナウンス出力）だけ行い、交差点等の所定の地点
でだけ、必要な案内画像を表示画面に割り込み表示させることが考えられる。
【０００７】
　しかしながら、上述した前者の場合、１つの表示画面を分割された２つのウィンドウに
表示させているため、各ウィンドウに表示される画像が小さくなって、２つのウィンドウ
に表示される２つの表示画像（例えば、ＤＶＤの再生画像及び案内ルートを含む地図画像
）がともに見難くなってしまう。上述した後者の場合、一方のユニットについては画面全
体にて画像表示がなされるものの、他方のユニットについては基本的に画像表示がなされ
ず、本来利用可能な画像を利用することができなくなってしまう。
【０００８】
　そこで、前述したような車載機器と携帯端末とを接続したシステムにおいて、携帯端末
の表示画面を車載機器にて利用可能とし、一方のユニット（例えば、ＡＶユニット）にて
車載機器の表示画面全体を使用する一方、他方のユニット（例えば、ナビゲーションユニ
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ット）にて生成される画像については携帯端末の表示画面に表示させることが考えられる
。このようにすれば、一方のユニットについては画面全体に画像表示がなされるのでその
画像が見易いものとなるとともに、他方のユニットについては画像表示が携帯端末の画面
に表示されるので、その画像を有効に利用することができるようになる。
【０００９】
　しかしながら、上述したシステムでは、携帯端末を単に車載機器の表示画面として利用
することに留まるものである。従って、携帯端末の表示画面に画像表示をさせている車載
機器のユニットが情報入力や条件設定等に係る処理を実行する場合には、依然として車載
機器の表示画面（操作画面）を利用しなければなない等、携帯端末が車載機器の機能を十
分に補うものとはなっていない。
【００１０】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、車載機器の機能を携帯端末でより
高度に補うことのできる車載機器システムを提供するものである。
【００１１】
　また、本発明は、そのような車載機器システムを構成する車載機器及び携帯端末を提供
するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明に係る車載機器システムは、第１処理を実行して表示部に画像表示を行う第１ユ
ニットと、第２処理を実行して前記表示部に前記第１処理による画像表示と異種の画像表
示を行う第２ユニットとを有する車載機器と、前記第１ユニットによる前記第１処理と同
種の処理を行って表示画面に前記第１処理による画像表示と同種の画像表示を行うアプリ
ケーションを備えた携帯端末とが通信可能な状態で接続されてなる車載機器システムであ
って、前記車載機器は、前記第１ユニットから前記第２ユニットに切換えられる際に、前
記アプリケーションの起動要求を前記携帯端末に送るアプリケーション起動要求手段を有
し、前記携帯端末は、前記車載機器からの前記起動要求に応じて前記アプリケーションを
起動させるアプリケーション起動手段を有し、起動された前記アプリケーションにより前
記第１処理と同種の処理が前記携帯端末にてなされる構成となる。
【００１３】
　このような構成により、車載機器において第１処理を実行して表示部に画像表示を行う
第１ユニットから第２処理を実行して表示部に画像表示を行う第２ユニットに切換えられ
る際に、携帯端末では、車載機器からの起動要求によって第１処理と同種の処理を行って
表示画面に前記第１処理による画像表示と同種の画像表示を行うアプリケーションが起動
されるので、車載機器で第１処理に代えて第２処理が実行される際に、携帯端末では切換
る前の前記第１処理と同種の処理が実行され、当該第１処理による画面表示と同種の画面
表示がなされるようになる。
【００１４】
　本発明に係る車載機器システムにおいて、前記車載機器は、前記第１ユニットから第２
ユニットに切換えられる際に、前記第１処理にて利用される情報であって前記アプリケー
ションによる当該第１処理と同種の処理に利用可能な情報を前記携帯端末に送る手段を有
する構成とすることができる。
【００１５】
　このような構成により、携帯端末では、起動されるアプリケーションにより第１処理と
同種の処理がなされる際に、車載機器から送られてくる前記第１処理と同種の処理に利用
可能な情報を利用することができるようになる。このため、携帯端末において、当該第１
処理と同種の処理に利用可能な情報を改めて生成あるいは取得する必要がなくなる。
【００１６】
　また、本発明に係る車載機器システムにおいて、前記車載機器は、前記第２ユニットに
よる前記第２処理が終了する際に、前記アプリケーションの終了要求を前記携帯端末に送
るアプリケーション終了要求手段と、前記終了要求が前記携帯端末に送られた後に、前記
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第１ユニットによる前記第１処理を再開させる復帰制御手段とを有し、前記携帯端末は、
前記車載機器からの前記終了要求に応じて前記アプリケーションによる処理を終了させる
アプリケーション終了制御手段を有する構成とすることができる。
【００１７】
　このような構成により、車載機器において第２ユニットによる第２処理が終了する際に
、携帯端末にアプリケーションの終了要求が送られるとともに、第１ユニットによる第１
処理が再開され、携帯端末では、車載機器からのアプリケーションの終了要求に応じて当
該アプリケーションが終了されるので、車載機器にて第２ユニットによる第２処理が終了
すると、自動的に、車載機器では、第１処理による第１処理が再開され、携帯端末では、
アプリケーションに従った前記第１処理と同種の処理が終了される。
【００１８】
　また、本発明に係る車載機器システムにおいて、前記携帯端末は、前記アプリケーショ
ンによる処理が終了する際に、前記アプリケーションの終了を前記車載機器に通知する終
了応答手段を有し、前記車載機器の前記復帰制御手段は、前記アプリケーションによる処
理が終了したことの通知を受けた際に、前記第１ユニットによる第１処理を再開させる構
成とすることができる。
【００１９】
　このような構成により、車載機器では、携帯端末からのアプリケーションによる処理が
終了したことの通知を受けた際に第１処理が再開されるので、携帯端末での第１処理と同
種の処理から車載機器での第１処理に適切に移行することができる。
【００２０】
　更に、本発明に係る車載機器システムにおいて、前記携帯端末は、前記アプリケーショ
ンによる処理が終了する際に、前記アプリケーションによる処理にて利用される情報であ
って前記第１処理に利用可能な情報を前記車載機器に送る手段を有する構成とすることが
できる。
【００２１】
　このような構成により、車載機器では、再開される第１処理がなされる際に、携帯端末
から送られてくる前記第１処理に利用可能な情報を利用することができるようになる。こ
のため、車載機器において、当該第１処理に利用可能な情報を改めて生成あるいは取得す
る必要がなくなる。
【００２２】
　また、本発明に係る車載機器システムにおいて、前記携帯端末は、前記アプリケーショ
ンによる処理が終了した後に、前記車載機器からの当該アプリケーションの起動要求を受
ける前の状態に復帰させる状態復帰手段を有する構成とすることができる。
【００２３】
　このような構成により、携帯端末での第１処理と同種の処理から車載機器での第１処理
に移行したときに、携帯端末は、アプリケーションによる第１処理と同種の処理が開始さ
れる前の状態に自動的に復帰することができる。
【００２４】
　更に、本発明に係る車載機器システムにおいて、前記第１ユニットは、車両ナビゲーシ
ョン処理を第１処理として実行して前記表示部に車両ナビゲーションに係る画像表示を行
う車両ナビゲーションユニットであり、前記第２ユニットは、音声・映像源の再生処理を
前記第２処理として実行して前記表示部に前記音声・映像源の再生に係る画像表示を行う
ＡＶユニットであり、前記アプリケーションは、ナビゲーション処理を行うナビゲーショ
ンアプリケーションである構成とすることができる。
【００２５】
　このような構成により、車載機器において車両ナビゲーションを実行して表示部に車両
ナビゲーションに係る画像表示を行う車両ナビゲーションユニットから音声・映像源の再
生処理を実行して表示部に音声・映像源の再生に係る画像表示を行うＡＶニットに切換え
られる際に、携帯端末では、車載機器からの起動要求によってナビゲーション処理を行っ
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て表示画面にナビゲーションに係る画像表示を行うナビゲーションアプリケーションが起
動されるので、車載機器で車両ナビゲーションに代えて音声・映像源の再生処理が実行さ
れる際に、携帯端末では、切換る前の前記車両ナビゲーションと同種の処理であるナビゲ
ーション処理が実行され、車載機器での車両ナビゲーションに係る画像表示と同種のナビ
ゲーションに係る画面表示がなされるようになる。
【００２６】
　本発明に係る車載機器は、第１処理を実行して表示部に画像表示を行う第１ユニットと
、第２処理を実行して前記表示部に前記第１処理による画像表示と異種の画像表示を行う
第２ユニットとを有し、前記第１ユニットによる前記第１処理と同種の処理を行って表示
画面に前記第１処理による画像表示と同種の画像表示を行うアプリケーションを備えた携
帯端末と通信可能に接続される車載機器であって、前記第１ユニットから前記第２ユニッ
トに切換えられる際に、前記アプリケーションの起動要求を前記携帯端末に送るアプリケ
ーション起動要求手段を有する構成とすることができる。
【００２７】
　このような構成により、第１処理を実行して表示部に画像表示を行う第１ユニットから
第２処理を実行して表示部に画像表示を行う第２ユニットに切換えられる際に、アプリケ
ーションの起動要求が携帯端末に送られるので、当該車載機器において第１ユニットによ
る第１処理が第２ユニットによる第２処理に切換わっても、携帯端末に前記起動されるア
プリケーションによって前記第１処理と同種の処理をさせることができるようになる。
【００２８】
　本発明に係る車載機器において、前記第１ユニットから前記第２ユニットに切換えられ
る際に、前記第１処理にて利用される情報であって前記アプリケーションによる当該第１
処理と同種の処理に利用可能な情報を前記携帯端末に送る手段を有する構成とすることが
できる。
【００２９】
　このような構成により、携帯端末では、起動されるアプリケーションにより第１処理と
同種の処理がなされる際に、車載機器から送られてくる前記第１処理と同種の処理に利用
可能な情報を利用できるようになる。
【００３０】
　また、本発明に係る車載機器において、前記第２ユニットによる前記第２処理が終了す
る際に、前記アプリケーションの終了要求を前記携帯端末に送るアプリケーション終了要
求手段と、前記終了要求が前記携帯端末に送られた後に、前記第１ユニットによる前記第
１処理を再開させる復帰制御手段とを有する構成とすることができる。
【００３１】
　このような構成により、第２ユニットによる第２処理が終了する際に、携帯端末にアプ
リケーションの終了要求が送られるとともに、第１ユニットによる第１処理が再開される
ので、第２ユニットによる第２処理が終了すると、自動的に、第１ユニットによる第１処
理が再開され、携帯端末における前記第１処理と同種の処理を終了させることができるよ
うになる。
【００３２】
　更に、本発明に係る車載機器において、前記第１ユニットは、車両ナビゲーション処理
を第１処理として実行して前記表示部に車両ナビゲーションに係る画像表示を行う車両ナ
ビゲーションユニットであり、前記第２ユニットは、音声・映像源の再生処理を前記第２
処理として実行して前記表示部に前記音声・映像源の再生に係る画像表示を行うＡＶユニ
ットであり、前記携帯端末が備える前記アプリケーションは、ナビゲーション処理を行う
ナビゲーションアプリケーションである構成とすることができる。
【００３３】
　このような構成により、車両ナビゲーション処理を実行して表示部に車両ナビゲーショ
ンに係る画像表示を行う車両ナビゲーションユニットから音声・映像源の再生処理を実行
して表示部に音声・映像源の再生に係る画像表示を行うＡＶユニットに切換えられる際に



(8) JP 2012-149998 A 2012.8.9

10

20

30

40

50

、ナビゲーションアプリケーションの起動要求が携帯端末に送られるので、当該車載機器
において車両ナビゲーションユニットによる車両ナビゲーション処理がＡＶユニットによ
る音声・映像源の再生処理に切換っても、携帯端末に前記起動されるナビゲーションアプ
リケーションによって前記車両ナビゲーション処理と同種の処理であるナビゲーション処
理をさせることができるようになる。
【００３４】
　本発明に係る携帯端末は、第１処理を実行して表示部に画像表示を行う第１ユニットと
、第２処理を実行して前記表示部に前記第１処理による画像表示と異種の画像表示を行う
第２ユニットとを有する車載機器に通信可能に接続され、前記第１ユニットによる前記第
１処理と同種の処理を行って表示画面に前記第１処理による画像表示と同種の画像表示を
行うアプリケーションを備えた携帯端末であって、前記車載機器からの起動要求に応じて
前記アプリケーションを起動させるアプリケーション起動手段を有し、起動された前記ア
プリケーションにより前記第１処理と同種の処理がなされる構成となる。
【００３５】
　このような構成により、車載機器からの起動要求に応じて当該車載機器において実行さ
れる第１処理と同種の処理を行うアプリケーションが起動されるので、車載機器が、第１
ユニットでの第１処理が終了や中断される際に、携帯端末に前記アプリケーションの起動
要求を送るようにすれば、車載機器での第１処理が終了や中断されても、その第１処理と
同種の処理が携帯端末で実行されるようになる。
【００３６】
　本発明に係る携帯端末において、前記車載機器からの終了要求に応じて前記アプリケー
ションによる処理を終了させるアプリケーション終了制御手段を有する構成とすることが
できる。
【００３７】
　このような構成により、車載機器からの終了要求に応じて第１処理と同種の処理を行う
アプリケーションが終了されるので、車載機器が、第１処理を再開させる際に、携帯端末
に前記アプリケーションの終了要求を送るようにすれば、車載機器にて第１処理が再開さ
れる際に当該第１処理と同種の処理が終了するようになる。
【００３８】
　また、本発明に係る携帯端末において、前記アプリケーションによる処理が終了する際
に、前記アプリケーションの終了を前記車載機器に通知する終了応答手段を有する構成と
することができる。
【００３９】
　このような構成により、アプリケーションによる処理が終了する際に、その旨が車載機
器に通知されるようになるので、当該アプリケーションによる第１処理と同等の処理が終
了しても、車載機器において第１処理を開始させることができるようになる。
【００４０】
　更に、本発明に係る携帯端末において、前記アプリケーションによる処理が終了する際
に、前記アプリケーションによる処理にて利用される情報であって前記第１処理に利用可
能な情報を前記車載機器に送る手段を有する構成とすることができる。
【００４１】
　このような構成により、アプリケーションによる処理が終了する際に、当該アプリケー
ションによる処理にて利用される情報であって第１処理に利用可能な情報が車載機器に送
られるので、車載機器において、第１処理が再開される際に、携帯端末から送られてくる
第１処理に利用可能な情報を利用することができるようになる。
【００４２】
　また、本発明に係る携帯端末において、前記アプリケーションによる処理が終了した後
に、前記車載機器からの当該アプリケーションの起動要求を受ける前の状態に復帰させる
状態復帰手段を有する構成とすることができる。
【００４３】
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　このような構成により、アプリケーションによる処理が終了すると、当該アプリケーシ
ョンによる第１処理と同種の処理が開始される前の状態に自動的に復帰することができる
。
【００４４】
　更に、本発明に係る携帯端末において、前記車載機器の有する前記第１ユニットは、車
両ナビゲーション処理を第１処理として実行して前記表示部に車両ナビゲーションに係る
画像表示を行う車両ナビゲーションユニットであって、前記アプリケーションは、ナビゲ
ーション処理を行うナビゲーションアプリケーションである構成とすることができる。
【００４５】
　このような構成により、車載機器からの起動要求に応じて当該車載機器において実行さ
れる車両ナビゲーション処理と同種の処理であるナビゲーション処理を行うナビゲーショ
ンアプリケーションが起動されるので、車載機器が、車両ナビゲーションユニットでの車
両ナビゲーション処理が終了や中断される際に、携帯端末に前記ナビゲーションアプリケ
ーションの起動要求を送るようにすれば、車載機器での車両ナビゲーション処理が終了や
中断されても、その車両ナビゲーション処理と同種の処理であるナビゲーション処理が携
帯端末で実行されるようになる。
【発明の効果】
【００４６】
　本発明に係る車載機器システムによれば、車載機器で第１処理に代えて第２処理が実行
される際に、携帯端末では切換る前の前記第１処理と同種の処理が実行され、当該第１処
理による画面表示と同種の画面表示がなされるようになるので、車載機器での第１処理を
携帯端末での当該第１処理と同種の処理で補うことができるようになる。よって、車載機
器の機能を携帯端末でより高度に補うことができるようになる。
【００４７】
　また、本発明に係る車載機器及び携帯端末により、前記車載機器システムを構成するこ
とができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の実施の形態にかかる車載機器システム及びその車載機器システムを構成
する主催機器及び携帯端末（スマートフォン）を示すブロック図である。
【図２】図１に示す車載機器システムでの処理手順を示すシーケンス図である。
【図３】図１に示す車載機器の表示部における車両ナビゲーション画像の一例を示す図で
ある。
【図４】図１に示す車載機器の表示部におけるＡＶユニットによる表示画像の一例を示す
図である。
【図５】スマートフォンにおいて実行可能なアプリケーションの一覧を表すホーム画面の
一例を示す図である。
【図６】スマートフォンにおけるに車両ナビゲーションに係る画像表示の一例を示す図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
【００５０】
　本発明の実施の形態に係る車載機器システムは、図１に示すように構成される。
【００５１】
　図１において、車載機器１００は外部機器接続用のコネクタ１９を有し、コネクタ１９
にはケーブルによってスマートフォン２０（携帯端末）が接続可能になっている。車載機
器１００は、コンピュータユニット（ＣＰＵを含む）にて構成される処理ユニット１１を
有しており、処理ユニット１１には、ＣＤやＤＶＤ等のディスク媒体から音楽や映像を再
生するＡＶユニット１７及び車両ナビゲーション処理を行うナビゲーションユニット１８
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が接続されている。更に、処理ユニット１１には、ＡＶユニット１７にて利用される情報
、ナビゲーションユニット１８にて利用される情報（地図情報、施設情報等）、及びその
他各種情報を記憶するための記憶部１４（例えば、ハードディスク）、車室内に設けられ
、ＬＣＤ等により構成される表示部１３、操作ボタンや表示部１３内に構成されるタッチ
パネル等からなる操作部１２、及び車室内に設けられたスピーカ１６に音声信号を供給す
る出力回路１５が接続されている。
【００５２】
　スマートフォン２０がケーブルにて接続されるコネクタ１９は、処理ユニット１１に接
続され、処理ユニット１１は、ケーブル及びコネクタ１９を介してスマートフォン２０と
通信可能となっている。スマートフォン２０は、車載機器１００のナビゲーションユニッ
ト１８にて実行される車両ナビゲーション処理と同種の処理であるナビゲーション処理を
実行するナビゲーションアプリケーションをはじめ、情報検索アプリケーションやゲーム
等の複数のアプリケーションを備えている。
【００５３】
　この車載機器１００とスマートフォン２０とが通信可能に接続された車載機器システム
では、例えば、図２に示すシーケンス図に示す手順に従って処理がなされる。車載機器１
００では、処理ユニット１１の制御のもと、ナビゲーションユニット１８が車両ナビゲー
ション処理（第１処理）を実行し、ＡＶユニット１７が音声・映像源（ＤＶＤ、ＣＤ等）
の再生処理（第２処理）を実行する。
【００５４】
　図２において、車載機器１００では、ナビゲーションユニット１８が車両ナビゲーショ
ン処理を行って、表示部１３に、例えば、図３に示すような車両ナビゲーションに係る画
像表示がなされる（Ｓ１）。このような状況において、操作部１２にて利用者によるＤＶ
Ｄの起動操作がなされると、処理ユニット１１は、ＡＶユニット１７のＤＶＤを起動させ
る（Ｓ２１）。そして、処理ユニット１１は、スマートフォン２０との接続を確認し（Ｓ
２２）、スマートフォン２０に対してナビゲーションアプリケーションの起動要求を送る
（１：アプリケーション起動要求手段）。このとき、処理ユニット１１は、ナビゲーショ
ンユニット１８での車両ナビゲーション処理に利用される情報であって、スマートフォン
２０でのナビゲーションアプリケーションによるナビゲーション処理に利用可能な情報、
例えば、車両の現在位置情報や、ルート案内に用いられる目的地の位置情報等をスマート
フォン２０に送る。
【００５５】
　一方、車載機器１００に接続されるスマートフォン２０では、当該スマートフォン２０
にて実行可能なアプリケーションの一覧を表す、例えば、図５に示すようなホーム画面が
表示されている（Ｓ３１）。このスマートフォン２０は、車載機器１００から前述したナ
ビゲーションアプリケーションの起動要求を受けるとナビゲーションアプリケーションを
起動させ（Ｓ３２：アプリケーション起動手段）、ナビゲーション処理を開始したことを
表すナビゲーション開始応答を車載機器１００に送る（２）。スマートフォン２０では、
前記ナビゲーションアプリケーションにより車両ナビゲーション処理がなされ、表示画面
には、例えば、図６に示すような車両ナビゲーションに係る画像が表示される。前記ナビ
ゲーションアプリケーションによる車両ナビゲーション処理において、前述したように車
載機器１００から送られてきた車両の現在位置情報や目的地の位置情報等が利用される。
【００５６】
　スマートフォン２０からナビゲーション開始応答を受けた車載機器１００の処理ユニッ
ト１１は、ナビゲーションユニット１８に対して車両ナビゲーション処理の終了制御（３
）を行い、処理ユニット１１の制御のもとナビゲーションユニット１８は車両ナビゲーシ
ョン処理を終了させる（Ｓ１２）。そして、ナビゲーションユニット１８での車両ナビゲ
ーション処理の終了を確認した処理ユニット１１は、ＡＶユニット１７に対するＤＶＤ再
生開始制御（４）を行い、処理ユニット１１の制御のもとＡＶユニット１７はＤＶＤ再生
処理を行う（Ｓ２３）。これにより、表示部１３での表示画像が、図３に示すような車両
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ナビゲーションに係る画像から図４に示すようなＤＶＤの再生画像に切換えられる。
【００５７】
　上述したようにして、車載機器１００において、車両ナビゲーション処理を実行して表
示部１３に車両ナビゲーションに係る画像表示（図３参照）を行うナビゲーションユニッ
ト１８からＤＶＤの再生処理を実行して表示部１３にＤＶＤの再生画像（図４参照）の表
示を行うＡＶユニット１７に切換えられると、スマートフォン２０では、車載機器１００
からの起動要求によってナビゲーションアプリケーションが起動し、そのナビゲーション
アプリケーションにより車載機器１００側と同種の車両ナビゲーション処理が実行されて
、車両ナビゲーションに係る画像表示（図６参照）がなされるようになる。このため、運
転者は、車載機器１００の表示部１３に表示された車両ナビゲーションに係る画像（図３
参照）及び音声ガイダンスに代えてスマートフォン２０の画面に表示される車両ナビゲー
ションに係る画像（図６参照）及び音声ガイダンスにより運転支援を継続して受けること
ができる。また、助手席の乗員は、車載機器１００の表示部１３の画面全体に表示さえる
ＤＶＤの再生画像を観ることができる。なお、前述したようにスマートフォン２０ではナ
ビゲーションアプリケーションが起動しているので、そのナビゲーションアプリケーショ
ンがサポートする処理、例えば、目的地検索、施設検索等の車両ナビゲーションに付随す
る処理についても当該スマートフォン２０のユーザインタフェースを利用してなされ得る
。
【００５８】
　前述したように車載機器１００の表示部１３にＤＶＤの映像表示（図４参照）がなされ
、スマートフォン２０の画面に車両ナビゲーションに係る画像表示（図６参照）がなされ
ている状況において、操作部１２にて利用者によるＤＶＤの終了操作がなされると、処理
ユニット１１は、ＡＶユニット１７によるＤＶＤの再生処理を終了させる（Ｓ２４）。そ
して、処理ユニット１１は、スマートフォン２０にナビゲーションの終了要求を送る（５
：アプリケーション終了要求手段）。スマートフォン２０は、車載機器１００からの終了
要求に応じてナビゲーションアプリケーションを立ち下げて、当該ナビゲーションアプリ
ケーションによるナビゲーション処理を終了させる（Ｓ３３：ナビゲーション終了制御手
段）。そして、スマートフォン２０は、ナビゲーション処理が終了したことを表す終了応
答を車載機器１００に送る（６：終了応答手段）。このとき、スマートフォン２０は、ナ
ビゲーションアプリケーションによる車両ナビゲーション処理に利用される情報であって
、車載機器１００側のナビゲーションユニット１８による車両ナビゲーション処理に利用
可能な情報、例えば、車両の現在位置情報や目的地の位置情報等を車載機器１００に送る
。その後、スマートフォン２０は、前述したナビゲーションアプリケーションの起動要求
を受ける前の状態、この場合、ホーム画面（図５参照）が表示された状態に復帰する（Ｓ
３４：状態復帰手段）。なお、スマートフォン２０において、前述したナビゲーションア
プリケーションの起動要求を受ける前に、他のアプリケーションが実行されていれば、そ
のアプリケーションが動作する状態に復帰される。
【００５９】
　車載機器１００では、スマートフォン２０から前記終了応答を受けた処理ユニット１１
が、ナビゲーションユニット１８に車両ナビゲーション処理を再開させる（Ｓ１３：復帰
制御手段）。これにより、ナビゲーションユニット１８は、車両ナビゲーション処理を実
行し、車両ナビゲーションに係る画像を表示部１３に表示させる。このナビゲーションユ
ニット１８による車両ナビゲーション処理において、前述したようにスマートフォン２０
から送られてきた車両の現在位置情報や目的地の位置情報等が利用される。
【００６０】
　上述したようにして、車載機器１００において、ＡＶユニット１７によるＤＶＤの再生
処理が終了すると、スマートフォン２０では、車載機器１００からの終了要求によってナ
ビゲーションアプリケーションによる車両ナビゲーション処理が終了されて画面表示がホ
ーム画面に切換る。そして、車載機器１００では、ナビゲーションユニット１８による車
両ナビゲーション処理が再開されて表示部１２の表示画像がＤＶＤの再生画像から車両ナ
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ビゲーションに係る画像に切換えられる。
【００６１】
　前述したような車載機器システムでは、車載機器１００にてナビゲーションユニット１
８による車両ナビゲーション処理に代えてＡＶユニット１７によるＤＶＤの再生処理が実
行される際に、スマートフォン２０では、ナビゲーションアプリケーションが起動されて
車載機器１００側と同種の車両ナビゲーション処理が実行され、その車両ナビゲーション
処理に係る画像がスマートフォン２０の画面に表示されるようになるので、車載機器１０
０においてＤＶＤの再生画像を表示させることによって犠牲になる車両ナビゲーションの
機能をスマートフォン２０における同種の車両ナビゲーションの機能で補うことができる
ようになる。
【００６２】
　また、車載機器１００においてナビゲーションユニット１８による車両ナビゲーション
処理がＡＶユニット１７によるＤＶＤの再生処理に切換る際に、その車両ナビゲーション
処理により利用される車両の現在位置情報や目的地の位置情報等がスマートフォン２０に
送られるので、スマートフォン２０で起動されたナビゲーションアプリケーションによる
同種の車両ナビゲーション処理において、前記車両の現在位置情報や目的地の位置情報等
を利用することができる。このため、スマートフォン２０において、車両ナビゲーション
に利用される車両の現在位置情報や目的地の位置情報等を改めて生成あるいは取得する必
要がなくなり、車載機器１００での車両ナビゲーション処理からスマートフォン２０での
車両ナビゲーション処理への移行がよりスムーズになされ得るようになる。また、逆に、
スマートフォン２０においてナビゲーションアプリケーションによる車両ナビゲーション
処理が終了する際に、その車両ナビゲーション処理により利用される車両の現在位置情報
や目的地の位置情報等が車載機器１００に送られるので、車載機器１００で再開されたナ
ビゲーションユニット１８による車両ナビゲーション処理において、前記車両の現在位置
や目的地の位置情報等の情報を利用することができる。このため、車載機器１００におい
て車両ナビゲーションに利用される車両の現在位置情報や目的地の位置情報等を改めて生
成あるいは取得する必要がなくなり、スマートフォン２０での車両ナビゲーション処理か
ら車載機器１００での車両ナビゲーション処理への再移行がよりスムーズになされ得るよ
うになる。
【００６３】
　なお、前述した車載機器システムでは、ナビゲーション処理と音楽・映像源（例えば、
ＤＶＤ）の再生処理とを切換えるものであったが、表示部１２を共通に利用する他の処理
の切換えであってもよい。この場合、スマートフォン２０は、その切換えられる一方の機
能を実現するアプリケーションを備えることになる。
【００６４】
　また、スマートフォン２０が有線ではなく、無線にて車載機器１００に接続される構成
とすることもできる。
【００６５】
　更に、載機器１００に通信可能に接続される携帯端末は、スマートフォン２０に限られ
ず、情報処理機能を備えた携帯電話、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant）、ハンディ
パソコン等であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
　以上、説明したように、本発明に係る車載機器システムは、車載機器の機能を携帯端末
でより高度に補うことができるという効果を有し、ＡＶ・ナビゲーション装置等の車載機
器とスマートフォン等の携帯端末とが通信可能に接続されてなる車載機器システムとして
有用である。
【符号の説明】
【００６７】
　１１　処理ユニット
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　１２　操作部
　１３　表示部
　１４　記憶部
　１５　出力回路
　１６　スピーカ
　１７　ＡＶユニット（第２ユニット）
　１８　ナビゲーションユニット（第１ユニット）
　１９　コネクタ
　２０　スマートフォン（携帯端末）
　１００　車載機器

【図１】 【図２】
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